
令和４年度 守谷Ｅ地区地域連携事業（案） 

 高野地区のまちづくり協議会では、地区内の各自治会・町内会等に助成金を交付し、

地域毎の活動支援を行っていただく、地域連携事業を実施しています。 

 守谷Ｅ地区でも令和４年度より、（１）・（２）の２種類の地域連携事業を取り入れ

たいと考えております。 

 

（１）自治会・町内会の活動支援（申請不要・実績報告必要） 

 自治会・町内会の世帯数（前年度 3 月 10 日現在）に応じて、年度初めに助成金を

請求により交付し、事業終了後、3月 1日までに実績報告書を提出していただきます。 

 

【助成額（令和 4年 3月 10 日現在の広報配布部数基準）】 別紙１・２参照 

 原則、自治会・町内会で 1円以上の費用を負担いただき（特定活動の支援を併用時

は除く）、返還金が発生しないように、助成金額を使用してください。 

グループ 世帯数 助成金額 令和 4年度 該当地区 

Ａグループ 50 世帯以下 2 万円 【3地区】赤法花、左近、城山 

Ｂグループ 51～80 世帯 2 万 5千円 
【7地区】新町、下町、つくし野、 

同地、守谷コモンズ、山王様前、上若 

Ｃグループ 81～100 世帯 3 万円 【2地区】仲町、若松町 

Ｄグループ 101 世帯以上 3 万 5千円 【3地区】城内、坂町、上町 

 

【対象活動】 

 守谷Ｅ地区における「まちづくり」で定めている活動で、市等から他の助成を受け

ていないもの且つ生活用品等の戸別配布ではないもの。 

 ・地域福祉活動の推進（特に子育て世代への支援） 

 ・多世代交流の機会創出（守谷Ｅ地区敬老行事以外の交流行事等） 

 ・防災・防犯活動の推進（防災訓練、防犯パトロール、子どもの見守り活動等） 

 ・生活環境の整備（環境美化、手軽に情報が得られる環境づくり等） 

 ・地域ニーズの把握 

 ・各種情報の発信・共有（情報誌の発行、ホームページ運営等） 

 ・その他必要と認められる地域活動 

 

 《活用例》 

・会議用タブレット端末・マイク・ヘッドセットの購入 

・コミュニティスペースのプリンター・シュレッダー購入 

・掲示板の交換、撤去       ・ゴミ集積場ネット交換 ・遊具の設置 

・パトロール腕章・ヘルメット購入 ・防災備品整備     ・清掃用具購入 

※食事会や弁当等の飲食代（会議用飲料代除く）、人件費、個人分配等には使用で

きません。 

資料１ 



（２）特定活動の支援（申請必要・実績報告必要） 

 次の①～②に該当する団体が事業を実施したい場合、年度初めに申請いただき、全

体会議（書面協議可）で協議の上、助成可否を決定します。 

 

①（１）の助成を受ける団体の特定活動 

 （１）の助成を受ける自治会・町内会が、当該年度のみ、10 万円以上の大幅出費

が伴う事業を実施したい場合に助成します。 

 

助成額：1団体につき 10 万円     助成団体数：3団体／年 

 

※過去 5年度中に 1度助成を受けている場合は、申請対象外です。（15 地区が均

等に助成を受けられるようにするため。） 

※3団体以上の申請があった場合は、全体会議（書面協議可）で協議の上、助成

する 3団体を決定します。 

 

《活用例》 

・防災倉庫の購入 

・大型ごみ箱の購入 

 ・コミュニティスペースに会議用モニター・コピー機の購入 

 

 ②地区内の自治会・町内会を組織しない団体 

 仲町県営住宅やポレスター守谷を始めとした、守谷Ｅ地区内の自治会・町内会を

組織しない団体が、（１）に掲げる対象活動を実施したい場合に助成します。 

助成額は、（１）のＡ～Ｄグループの世帯数を基準とした額を上限とすることを

基本にしますが、必要に応じ、（２）①と同内容で協議可能なものとします。 

 

 ③地区内で公益活動を行う団体 

 守谷Ｅ地区の居住者に向けた 5 万円以上の出費が伴う公益活動を行う団体の活

動に、1団体につき 5万円助成します。 助成団体数：最大 2団体／年 

 

申請及び実績報告について  別紙 1・2参照 

 指定の様式にて、必要書類を提出していただきます。交付された助成金の翌年度へ

の繰り越しはできません。助成金が対象活動の適切な用途に使用されていないと判断

した場合は、返還を求めることがあります。判断がつかない場合は、事業実施前に御

相談ください。 

 

助成金を活用して購入する備品等について 

 比較的長期間に渡って使用に耐える物や貸出用物品は、各団体で備品台帳を整備し

ていただくと共に、購入した物品に「守谷Ｅ地区まちづくり協議会」及び「○○町内

会（購入した団体名）」を標記したシールを添付してください。 



令和４年度 地域連携事業基準世帯数 

令和 4年 3月 10 日現在の広報配布部数を基準にしています。 

 

グループ 地区名 世帯数 

Ａグループ 赤法花 16 

左近 23 

城山 45 

Ｂグループ 新町 51 

下町 52 

つくし野 52 

同地 53 

守谷コモンズ 58 

山王様前 61 

上若 63 

Ｃグループ 仲町 81 

若松町 96 

Ｄグループ 城内 107 

坂町 123 

上町 136 

 

令和４年度 助成フロー 

（１）自治会・町内会の活動支援 （２）特定活動の支援 

①請求書の提出【様式２】 

※6/24(金)までに、市民協働推進課へメール

又は郵送又は窓口にて、御提出ください。 

※請求しない場合は、「請求しません」にチェ

ックを付けて提出し、②～⑥の手続きはありま

せん。 

②助成金の交付（振込を予定） 

③事業実施 

④実績報告書の提出【様式３・添付用紙】 

※該当事業終了後、速やかに御提出ください。

最終提出締切日は、3/1(水)です。 

⑤内容審査 

⑥助成金の返還（該当団体のみ） 

※原則、返還金が発生しないように、全額を適

切な用途に御使用ください。 

①申請書の提出【様式１】 

※6/24(金)までに、市民協働推進課へメール

又は郵送又は窓口にて、御提出ください。 

②助成の審査・決定 

③請求書の提出【様式２】 

④助成金の交付 

⑤事業実施 

⑥実績報告書の提出【様式３・添付用紙】 

※該当事業終了後、速やかに御提出ください。

最終提出締切日は、3/1(水)です。 

⑦内容審査 

⑧助成金の返還（該当団体のみ） 

※原則、返還金が発生しないように、全額を適

切な用途に御使用ください。 

別紙１ 



【請求書・申請書提出先】 

 〒３０２－０１９８ 

 守谷市大柏９５０番地の１ 

 守谷市役所 生活経済部 市民協働推進課 守谷Ｅ地区まちづくり協議会担当宛 

 E-mail:kyoudou@city.moriya.ibaraki.jp 

※メール提出の場合は、件名を“「守谷Ｅ地区まちづくり協議会地域連携事業の請求書」

の送付について（自治会町内会名）”としてください。電子印は次の①～③のいずれも受

け付け可能です。①手元の印の印影を画像化したもの ②無料の電子印鑑ソフトを使って

作成したもの ③印影に識別情報が保存されるもの 

 

 

（１）（２）共通の対象費用詳細 

 

項目 主な使途内容 

報償費 講師・出演者等に係る謝礼等 

需用費 活動等に係る消耗品代、会議におけるお茶代、チラシ・ポスター・

広報誌等の印刷製本代、機械等の燃料、備品・器具等の修理代等 

 

※1 日の作業時間が概ね 2 時間以上となる作業（会議は除く）があ

る場合には、作業当日の参加人数に 350 円を乗じた額について、

当日の食糧費（お茶等）への充当を認める。ただし、「守谷市協

働のまちづくり推進活動助成金」に該当する場合を除く。また、

実績報告で、参加人数が確認できる名簿や写真等の提出が必要。 

 

※多世代交流イベント等の参加賞・賞品については、参加人数に 350

円を乗じた金額を上限とする。また、実績報告で、参加人数が確

認できる名簿や写真等の提出が必要。 

役務費 郵便料等の通信運搬費、イベント開催に係る保険料等 

委託料 専門事業者や団体への業務委託、機械の保守点検等 

使用料及び 

賃借料 

事務機器や物品等のリース料、施設使用料 

備品購入費 事務機器や活動に必要な器具の購入費等 

※備品は耐用年数等を考慮し購入すること 

※備品台帳を備え付けること 

原材料費 活動に必要な材料費 

その他経費 上記以外で、特に必要と認める経費 

※食事会や弁当代、人件費、個人分配に該当する費用等への使用はできません。 

※助成金が対象活動の適切な用途に使用されていないと判断した場合は、返還を求め

ることがあります。判断がつかない場合は、事業実施前に御相談ください。 

 



（１）自治会・町内会の活動支援の活用例１ 

Ｂグループ：助成金額 2万 5千円 に該当するＭ自治会 

 

『助成金があるなら、今年度は、3班のゴミ集積所のネットを新しいものに交換した

いなぁ。リモート会議も増えてきたから、貸出用のＷＥＢカメラと役員会用のマイク

付イヤホンを購入したいなぁ。』とＭ自治会は考えた。 

 

助成フロー ①請求書の提出   請求額：25,000 円  【様式２】 

実施予定活動：☑生活環境の整備☑各種情報の発信・共有 

事業実施予定内容詳細：ゴミ集積所のネット交換、リモート会議物品購入等 

 

助成フロー ②助成金の交付 

助成金がＭ自治会の口座に振り込まれる。 

---Ｍ自治会の総会・役員会で、具体的な事業内容を検討--- 

 

助成フロー ③事業実施 

総額 29,500 円の内、25,000 円を助成金から、4,500 円をＭ自治会から支出で対応 

●3班のゴミ集積所のネットを交換 

ネット代金：9,500 円 

●貸出用のＷＥＢカメラを 3台購入：6,000 円 

購入したＷＥＢカメラには、「守谷Ｅ地区まちづくり協議会 Ｍ自治会」のシール

を貼り付け、Ｍ自治会の備品台帳に掲載。 

●役員会用のマイク付イヤホンを 7個購入し、消耗品として役員に配布：14,000 円 

 

助成フロー ④実績報告書の提出   【様式３】 

事業の名称：ゴミ集積所のネット交換及びリモート会議物品購入 

該当活動：☑生活環境の整備☑各種情報の発信・共有 

助成金精算額：0円 

事業実施内容：3班のゴミ集積所のネットを新しいものに交換。 

リモート会議用に、貸出用ＷＥＢカメラ 3台及び役員用マイク付イヤ

ホンを 7個購入。 

助成金使途：・ゴミ集積所ネット 9,500 円 

      ・ＷＥＢカメラ×3台 6,000 円 

      ・マイク付イヤホン×7個 14,000 円の内、9,500 円充当 

 

助成フロー ⑤内容審査  ⑥助成金の返還 

適切な用途に使用されていると判断。全額適切に使用されているため、返還無し。 

 

 

 

別紙２ 



（１）自治会・町内会の活動支援の活用例２ 

Ｄグループ：助成金額 3万 5千円 に該当するＲ自治会 

 

『助成金があるなら、今年度は、自治会費の集金システムを導入したいなぁ。会計さ

ん用にタブレット端末もあった方が良いなぁ。会員管理から自治会の案内もメールで

送信したいなぁ。』とＲ自治会は考えた。 

 

助成フロー ①請求書の提出   請求額：35,000 円  【様式２】 

実施予定活動：☑生活環境の整備☑各種情報の発信・共有 

事業実施予定内容詳細：自治会費の集金システム導入、会計用タブレット端末購入等 

 

助成フロー ②助成金の交付 

助成金がＲ自治会の口座に振り込まれる。 

---Ｒ自治会の総会・役員会で、具体的な事業内容を検討--- 

 

助成フロー ③事業実施 

総額 67,780 円の内、35,000 円を助成金から、32,780 円をＲ自治会から支出で対応 

●10 月から自治会費集金システム「会費ペイ」を導入（初期費用・月額無料） 

10 月～3月のシステム使用料：40,500 円 

●会計係用のタブレット端末を１台購入：27,280 円 

購入したタブレットには、「守谷Ｅ地区まちづくり 

協議会 Ｒ自治会」のシールを貼り付け、Ｒ自治会 

の備品台帳に掲載。会計係交代時にタブレットも引継ぐ。 

●集金システムから自治会の役員会の実施結果等のメルマガを配信するように。 

 

助成フロー ④実績報告書の提出   【様式３】 

事業の名称：自治会費の集金システム導入 

該当活動：☑生活環境の整備☑各種情報の発信・共有 

☑その他必要と認められる地域活動（集金に伴う役員負担の軽減） 

助成金精算額：0円 

事業実施内容：自治会費の集金システム導入及び自治会のメルマガ配信開始。 

集金システム管理のため、会計用タブレット端末の導入。 

助成金使途：・タブレット端末購入 27,280 円 

      ・集金システム使用料（10 月～3月）40,500 円の内、7,720 円充当 

 

助成フロー ⑤内容審査  ⑥助成金の返還 

適切な用途に使用されていると判断。全額適切に使用されているため、返還無し。 

 

 

 



（２）①特定活動の支援の活用例 

Ａグループ：助成金額 2万円 に該当するＹ自治会 

 

『今年度は、鳥獣被害が絶えない 6班のゴミ集積所にスチール収集庫を設置したいな

ぁ。でも、2万円では足りないなぁ。ここから 5年間で大きな事業は他に発生しなさ

そうだなぁ。』とＹ自治会は考え、総会・役員会で、特定活動の支援申請を検討した。 

 

助成フロー ①申請書の提出     【様式１】 

事業の名称：鳥獣被害対策としてスチールゴミ収集庫を設置 

該当活動：☑生活環境の整備 

助成金申請額：100,000 円（自治会・町内会の活動支援の 20,000 円は除く） 

事業実施内容：鳥獣被害が絶えない 6 班のゴミ集積所にスチール収集庫を設置する。 

助成金使途：ゴミ収集庫（容量 1200L）128,000 円 

 

助成フロー ②助成の審査・決定 

今年度の特別活動の支援事業とするか、守谷Ｅ地区まちづくり協議会の 

役員会・総会で審査・決定。 

 

助成フロー ③請求書の提出   【様式２】 

実施予定活動：☑生活環境の整備 

事業実施予定内容詳細：鳥獣被害対策としてスチールゴミ収集庫を設置 

助成金申請額：120,000 円（自治会・町内会の活動支援＋特定活動の支援） 

 

助成フロー ④助成金の交付  ⑤事業実施 

助成金がＹ自治会の口座に 120,000 円が振り込まれる。 

総額 130,000 円の内、120,000 円を助成金から、10,000 円を自治会から支出で対応 

●スチールゴミ収集庫を購入・設置 

ゴミ収集庫：130,000 円 （購入時に価格が 2,000 円高騰） 

「守谷Ｅ地区まちづくり協議会 Ｙ自治会」のシールを 

貼り付けＹ自治会の備品台帳に掲載。 

 

助成フロー ⑥実績報告書の提出   【様式３】 

事業の名称：鳥獣被害対策としてスチールゴミ収集庫を設置 

該当活動：☑生活環境の整備   助成金精算額：0円 

事業実施内容：鳥獣被害が絶えない 6 班のゴミ集積所にスチール収集庫を設置した。 

助成金使途：・ゴミ収集庫 130,000 円の内、120,000 円充当 

 

助成フロー ⑦内容審査  ⑧助成金の返還 

適切な用途に使用されていると判断。全額適切に使用されているため、返還無し。 

 



（２）②特定活動の支援の活用例 

守谷Ｅ地区内の自治会・町内会を組織しない 80 世帯の団体Ｊ（マンションＪ） 

（１）のＢグループ相当：助成金額 2 万 5千円を申請可能 

 

『助成金があるなら、今年度は、防災備品を整備したいなぁ。』と団体Ｊは考え、団

体Ｊの管理組合総会で、特定活動の支援申請を検討した。 

 

助成フロー ①申請書の提出     【様式１】 

事業の名称：防災備品の整備  

該当活動：☑防災・防犯活動の推進 

助成金申請額：25,000 円 

事業実施内容：団体Ｊ（マンションＪ）の防災備品（ヘルメット等）を整備する。 

助成金使途：ヘルメット（役員用）4,200 円×5個 

      ランタン（正面玄関用）7,500 円×2個 

 

助成フロー ②助成の審査・決定 

今年度の特別活動の支援事業とするか、守谷Ｅ地区まちづくり協議会の 

役員会・総会で審査・決定。 

 

助成フロー ③請求書の提出   【様式２】 

実施予定活動：☑防災・防犯活動の推進 

事業実施予定内容詳細：防災備品の整備 

助成金申請額：25,000 円（特定活動の支援） 

 

助成フロー ④助成金の交付  ⑤事業実施 

助成金が団体Ｊの口座に 25,000 円が振り込まれる。 

総額 36,000 円の内、25,000 円を助成金から、11,000 円を団体Ｊから支出で対応 

●ヘルメット、ランタンを購入し、マンション倉庫に保管 

ヘルメット：21,000 円 ランタン：15,000 円 

「守谷Ｅ地区まちづくり協議会 Ｙ自治会」のシールを 

貼り付け団体Ｊの備品台帳に掲載。 

 

助成フロー ⑥実績報告書の提出   【様式３】 

事業の名称：防災備品の整備 

該当活動：☑防災・防犯活動の推進  助成金精算額：0円 

事業実施内容：団体Ｊ（マンションＪ）の防災備品（ヘルメット等）を整備した。 

助成金使途：・ヘルメット等購入費用 36,000 円の内、25,000 円充当 

 

助成フロー ⑦内容審査  ⑧助成金の返還 

適切な用途に使用されていると判断。全額適切に使用されているため、返還無し。 



 

（２）③公益活動を行う団体の活用例 

守谷Ｅ地区内の公益活動を行う 20 名の団体Ｔは、市の各種助成金は受けておらず、

団体会員費で高齢者等の居場所作りや子供向けの音楽体験イベント等を実施。 

 

『会員費だけでは活動が限られるから、助成金があるなら、活動を助成してほしいな

ぁ。』と団体Ｔは考え、特定活動の支援を検討した。 

---団体Ｔの総会で、具体的な事業内容を検討-- 

 

助成フロー ①申請書の提出     【様式１】 

事業の名称：高齢者も子供も輝く居場所「○○サロン」の音楽イベント開催 

該当活動：☑地域福祉活動の推進、☑多世代交流の機会創出 

助成金申請額：50,000 円 

事業実施内容：「○○サロン」の高齢者・子供向け音楽イベントを実施する。 

助成金使途：楽器の購入 14,000 円×3セット 講師謝礼 5,000 円×4回 

 

助成フロー ②助成の審査・決定 

今年度の特別活動の支援事業とするか、守谷Ｅ地区まちづくり協議会の 

役員会・総会で審査・決定。 

 

助成フロー ③請求書の提出   【様式２】 

実施予定活動：☑地域福祉活動の推進、☑多世代交流の機会創出 

事業実施予定内容詳細：「○○サロン」の高齢者・子供向け音楽イベントを実施する。 

助成金申請額：50,000 円（特定活動の支援） 

 

助成フロー ④助成金の交付  ⑤事業実施 

助成金が団体Ｔの口座に 50,000 円が振り込まれる。 

総額 62,000 円の内、50,000 円を助成金から、12,000 円を団体Ｔから支出で対応 

●ハンドベルセットを購入し、「守谷Ｅ地区まちづくり協議会 団体Ｔ」のシール

を貼り付け、団体Ｔの備品台帳に掲載。 42,000 円 

 ●ハンドベル講師を 4回依頼 謝礼 20,000 円  

 

助成フロー ⑥実績報告書の提出   【様式３】 

事業の名称：高齢者も子供も輝く居場所「○○サロン」の音楽イベント開催 

該当活動：☑地域福祉活動の推進、☑多世代交流の機会創出  助成金精算額：0円 

事業実施内容：楽器を購入し、講師による高齢者・子供向け音楽イベントを実施した。 

助成金使途：・楽器購入・講師謝礼等費用 62,000 円の内、50,000 円充当 

 

助成フロー ⑦内容審査  ⑧助成金の返還 

適切な用途に使用されていると判断。全額適切に使用されているため、返還無し。 


