令和４年度

あなたのまちづくり活動を応援します！

協働まちづくり活動補助金
募集案内
申請受付

４月１８日（月）から５月１２日（木）まで

例えば、こんな活動に！

防犯活動

まちの緑を増やす活動

この補助金は、市民活動団体が、身近な地域の課題を解決するために、独自の視点で
自主的に取り組む事業の活動経費を予算内で補助します。事業の相乗効果を生み出す
ために、団体と市が協働で取り組んでいきます。

令和４年度

長久手市協働まちづくり活動補助金募集案内

１

制度の目的、目指すもの
長久手市では、行政と市民が対等な関係で協力し、地域の課題を地域で解決する
「市民主体のまちづくり」を推進しています。
そこで、長久手市では、「市民主体のまちづくり」を目指す過程において必要と
なる、団体と市の協働事業を行うことを目的とし、本制度を実施します。

２

補助対象団体
補助金の交付対象となる団体は、次のすべてに該当する市民活動団体です。
（１）非営利で公益を目的として活動を行っている団体
（２）現在市内で市民活動を行っている団体、または活動を始めようとする団体
（３）規約、会則その他これに類するものを定めている団体
（４）５名以上で構成されている団体（うち１人以上が市内在住・在勤・在学（学生
枠を除く））
※政治、宗教又は営利活動を目的とする団体及び暴力団、暴力団関係団体は除きます。
※（３）について、学生団体の場合は、団体を構成するすべての学生に関して、所属
学校名を報告してください。
※（４）について、学生枠で申請する団体は、構成員の８割以上が大学もしくは専門
学校の学生で構成されていることとします。
３

補助の対象となる事業
補助対象となる事業は、次のすべてに該当する市民活動事業です。
（１）公益を目的として、地域社会に貢献する事業
（２）原則として誰もが参加できる事業
（３）長久手市から他に当該事業に対する補助金や助成金を受けていない事業
（４）補助事業を開始した同一の年度内に完了する事業
（５）市と協働する必要性が認められる事業
なお、上記に該当する事業のうち、市が提示したテーマに該当する事業は「テー
マ型事業枠」とし、補助回数等がその他の「一般事業枠」
「学生枠」と異なります。
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■テーマ型事業枠

テーマ

テーマ設定・提案の意図
長久手市では高齢化、防災、単身者の増加など
を踏まえて、顔の見える小地域での支え合い活動
支え合い活動支援 を広げています。
事業
地域にどのような人が住んでいて、つながりが
（担当課：地域共 存在しているのか、身近な地域住民同士で再確認
生推進課）
し、相互の支え合いを話し合う場づくりを支援し
ます。
協働したい事業内容
地域の課題に取り組む話し合いの場づくり。
テーマ設定・提案の意図
地域のつながりの基盤は人です。長久手には財
産ともいえるくらいに多様な知識、経験、特技な

テーマ

テーマ

ながくて人財マッ
どを持つ人財がたくさんいます。
プ･人財図鑑づく
地域でまざって協働するきっかけとするため
り事業
に、長久手の人財（ながくてびと）やその活動な
（担当課：地域共
どのマップ図鑑の作成を支援します。
生推進課）
協働したい事業内容
市内の人財のありかや個々の人財の活動内容を
記載したマップ・図鑑を作成。

子育てプラットフ
ォーム形成事業
（担当課：地域共
生推進課・子ども
家庭課）

テーマ設定・提案の意図
地域との関わりが少ない子育て世代の人が、同
じ境遇の人同士で子育ての楽しさや悩み、考え方
を共有したり、支え合ったりできるプラットフォ
ームを形成します。また、他で活動している団体
や子育てを応援したい個人や企業をつなぎネッ
トワーク化を目指します。
協働したい事業内容
子育てプラットフォームの形成。

■一般事業枠、学生枠
前述テーマ以外の補助対象事業。
※なお、交付決定時に事業完了前（事業実施中）であれば、交付決定以前に着手して
いる事業も対象になります。ただし、対象となる経費は４月１日から３月３１日まで
に支出したものに限ります。
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◆補助の対象とならない事業◆
（１）団体の経常的な運営に係る内容であり事業性のないもの
（２）特定の個人、団体または構成員のみが利用するまたは利益を受ける事業
※特定の地域の住民のみが参加する事業は対象となりません。
（３）政治・宗教・営利を目的とする事業
４

補助の対象となる経費
科
報償費

目

対象となる経費
外部講師や専門家への謝礼金
１人あたり１時間１１，７００円（１人あたり最大延べ５８，５
００円）を上限とします。
※≪参考基準≫
各府省等が適用する謝金の標準支払い基準

旅費

交通費（任意の様式にて実費分である旨を証明すること）、宿泊
費など。但し、団体の通常の活動に係る交通費、宿泊費などを除
く。

需用費

消耗品費（1 品 3 万円以下）。但し、個人で購入すべき物品は除く。
食糧費（会議等で必要な最低限のお茶・菓子などの購入費のみ。）
印刷製本費
原材料費

役務費

通信運搬費（事業の実施に要する郵送料など。）
保険料（作業参加者のボランティア保険など。）

使 用 料 及 び 会場使用料
賃借料

車両・機器等の賃借料など。但し、団体構成員の所有する車両・
機器等に対する使用料及び賃借料を除く。

◆補助の対象とならない経費◆
（１）団体内部講師等への謝礼金
（２）個人または団体の所有になる備品の購入費
（３）イベント等における賞金、賞品等
（４）イベント等で参加者に配布する啓発用品、参加賞等
（５）参加者個人が負担すべき教材費、材料費、交際費、食糧費
（６）団体の運営および経常経費（事務所の家賃・光熱水費・人件費など）
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（７）領収書などにより、支出の内容が確認できない経費
（８）通常の活動に係る交通費（視察、研修、イベント当日の交通費等は対象とな
ります。）
◆参加費を集める場合◆
事業の実施にあたって、参加者などから実費程度の参加費を集め、事業費に充
てることができます。その場合は「事業収入」として計上してください。
ただし、補助金額と参加費等の事業収入の合計額が、補助対象事業の総事業費
を越えた場合は、その超えた分を補助金額から控除します。
※≪参考基準≫各府省等が適用する謝金の標準支払い基準
標準単価
区
分

時間単価

分野別職位等
大学の職位

①

11,700 大学学長級

②

10,100 大学副学長級

③

9,000 大学学部長級

④

8,100 大学教授級１

⑤

7,200 大学教授級２

⑥

6,300 大学准教授級

⑦

大学の職位に 民間
ある者の平均
勤続年数

17 年以上

会長・社長・ 知事・市町村長
役員級
工場長級

12 年以上

地方公共団体等

部長級

部長級
課長級

課長級

5,300 大学講師級

課長代理級

室長級

⑧

4,700 大学助教・助手級

係長・主任級 課長補佐級

⑨

3,700 大学助手級以下１

⑩

係員１

課員１

2,700 大学助手級以下２

係員２

課員２

⑪

1,700 大学助手級以下３

係員３

課員３

５

補助金額・補助回数・補助予定件数
補助対象事業は、「３

12 年未満

補助の対象となる事業」で、課題を解決する創意工夫あふ

れる事業、また新たな公共サービスを生み出す事業です。
補助金額、補助回数、補助予定件数は以下のとおりです。また、補助金額、補助率
については、見直しを行い、来年度以降変更する可能性があります。
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補助の区分

一般事業枠

テーマ型
事業枠

学生枠

補助金額（※１、２）
団体の採択
が初回の場
合

補助対象経費
の７０％以下

団体の採択
が２回目の
場合

補助対象経費
の５０％以下

団体の採択
が３回目以
降の場合

補助対象経費
の３０％以下

補助回数

上限１０万円

補助予定件数

１団体あたり、
同一事業につ
き、連続・不連
３～５件程度
続にかかわら
ず３回までと
する。（※３）

補助対象経費の７０％以下で、
上限１０万円

１団体あたり、
同一事業につ
き、１回限りと
する。（※４）

補助対象経費の１００％で、上限１０万円

１団体あたり、
同一事業につ
き、１回限りと
する。ただし、 ３件程度
発展性のある
事業の場合、別
事業とみなす。

※１

補助金額は１，０００円未満切捨とします。

※２

補助金額は令和４年度予算の範囲内で決定します。

１～３件程度
（各テーマ１
件ずつを予
定）

※３

平成２６年度までの助成金の区分では「元気な地域づくり助成」のみを補助回
数としてカウントし、すでに３回補助を受けた団体は申請できません。「はじめ
の一歩助成」はカウントしません。

※４

テーマ型事業枠での補助事業実施後、一般事業枠へ移行することが可能です。
その際、同一事業の場合、一般事業枠では２回目の採択となります。

６

補助スケジュール
事

前

相

談

申請書を提出する前に、協働する事業担当課への
事前相談を行ってください。

４／１８（月）～５／１２（木）
申

請

受

付

受付時間：平日

８時３０分～１７時

たつせがある課窓口に持参してください。
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★交付申請 提出書類★
□交付申請書
□事業計画書
□収支予算書
□団体概要書（規約・会員名簿等添付）
書類は、ホチキス等で
止めずにお持ちください
事業内容の打合せ

●申請は１団体につき、各年度１回とします。
●申請書の書き方は、記入例を参考にしてください。
●提出後に、必要に応じて修正等をお願いする場合
があります。

申請内容に基づいて、事業内容について協働する
事業担当課及びたつせがある課と打合せを行い
ます。申請書提出後、指定します日時にご出席く
ださい。

事業担当課との打合せでは、まず、事業概要について、共有します。それを踏
まえて、事業に関する意見・情報交換を行いながら、事業成果をより高めるた
めに、市側から改善や修正の提案をしたりするなどして、事業の組み立てを一
緒に行っていきます。

書

類

審

査

（第１次審査）

１次審査結果通知
公開プレゼンテーション

学識経験者、ＮＰＯ実践者等による書類審査を
行います。
結果は、全申請団体に郵送します。なお、１次
審査を通過した団体のみ、２次審査に進みます。

●公開プレゼンテーション日程

（第２次審査）

審

査

会

６／２６（日） １３時３０分～
会場：まちづくりセンター 集会室１
詳しくは、「８ 公開プレゼンテーション」を
ご覧ください。

２次審査結果通知
（交付決定通知）

結果は、２次審査に進んだ全団体に郵送します。
事業の実施に際しては、必要に応じて打合せを
行うなど、補助団体と事業担当課で連携して進
めてください。

事業の実施
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◆補助金の概算払請求◆
必要に応じて、補助金の概算払請求が
できます。

◆事業内容の変更、中止◆
事業内容を大きく変更したり、中止し
たりする場合は、事前にたつせがある課
まで、ご相談ください。

◆領収書等の保管◆
補助対象経費については、領収書など
を受け取り、実績報告の際に支出内容が
確認できるようにしておいてください。

◆写真記録◆
実績報告や成果報告の際に活動の様子
が分かるように、できるだけ写真記録を
してください。

実績報告
◆実績報告

提出書類◆

□実績報告書
□収支決算書
※領収書等を必ず添付
□記録写真、チラシなど

事業が完了したら、たつせがある課まで、ご連絡
ください。実績報告のご案内をします。
実績報告とともに、実施団体及び事業担当課双方
で、事業評価シートに基づき、当初に設定した成
果目標に対する評価を行います。
●事業評価は次の項目について行う予定です。
・課題の解決ができたか（目標が達成できたか）
・情報共有、コミュニケーションを図ることができたか
・役割分担して協働できたか
・協働の結果、事業の相乗効果がうまれたか
・地域に波及効果があったか

事業の評価

補助金確定

実績報告の内容を確認し、補助金額を確定します。
概算払で補助金交付を受けた場合は精算します。

補助金請求・交付

補助金の確定通知と交付請求書を送りますので、
必要事項を記入の上、提出してください。請求書
到着から２週間程度で指定口座に振込みます。

成果報告会

補助事業の成果を市民のみなさんに周知するた
め、翌年４月に成果報告会を行います。
事前に、ふりかえりシートをご提出いただきます。

７

審査
１次、２次審査ともに、学識経験者及びＮＰＯ実践者、市職員の３名が審査委員
を務めます。審査は、申請書類による書類審査および公開プレゼンテーションを通
して総合的に評価します。
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◆審査の基準◆
１ 課題の把握
地域課題の把握は適切であるか。
２ 公益性
特定の人だけが対象でなく、広く市民に開かれ地域社会に貢献するものか。
３ 実現性
実行可能な方法、内容、スケジュール、組織体制、予算になっているか。
４ 費用の妥当性
計上された経費が、事業に真に必要な経費であるか。
５ 継続・発展性
波及効果や事業後の継続的な展開又は新たな展開が期待できるか。
６ 協働性
提案団体と市との役割分担が明確・適切であり相乗効果が期待できるか。
８

公開プレゼンテーション
書類審査を通過した申請団体のみなさんによる公開プレゼンテーションを行い、市
民のみなさんや審査員に向けて、補助金を必要とする事業の内容について発表・説明
していただきます。

日時

：６月２６日（日）

午後１時３０分から （予定）

※プレゼンテーションを行う団体数により、開始時間が変更になる場合あり

場所
：まちづくりセンター 集会室１
実施方法：発表時間は、1 団体あたり、５分間とします。（ただし、申請団体数に
よっては、発表時間を変更する場合があります。）
発表の順番は、申請書の受付順とします。
公開プレゼンテーションの詳細については、１次審査を通過した団体あてに、別
途ご案内します。
なお、プレゼンテーションを行わない団体は、事業の提案がなかったものとなり
ます。
９

申請書類の提出、問合先
くらし文化部たつせがある課地域協働係（市役所本庁舎２階）
電話 0561-56-0602 メール tatsuse@nagakute.aichi.jp

たくさんのチャレンジをお待ちしております！！
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