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                        会長 江 幡 俊 文 

 

 

令和２年度守谷市補助金の交付に関する答申について 

 

本審議会では，補助金審査における基本方針を踏まえ，令和２年度補助金の

交付について答申する。 

 

１ 経緯 

  守谷市当局では，令和２年度補助金事業について公募を実施した結果，応

募補助金事業数は市事業も含め５６事業となった。 

 

  本審議会は，このたび令和２年度補助金の交付に関する諮問を受け，これ

らの応募補助金事業について，「守谷市が補助金等を交付する事業等の公募

に関する取扱要領」に定めた交付基準に照らし，単に金額の削減を主目的に

するのではなく，その妥当性，公益性，公平性の観点から審査するものとし

た。 

  審査に当たっては，全ての申請案件について提出書類を精査し，事業区分

や補助形態により仕分けした上で，必要に応じて行政担当部局等から事業の

概要，効果及び実績等につき詳細な説明を受けるなど申請内容について慎重

な検討を重ねた。 

  審査結果の詳細は以下のとおりである。 

 

２ 申請及び採択の状況 

（１）令和２年度補助金の申請件数 

    ５６件（うち市事業 ３０件） 

（２）令和２年度補助金の申請額 

    １，３４４，２１２千円（うち市事業 １，２３０，４４０千円） 

（３）令和２年度補助金の採択件数 



    ５６件（うち市事業 ３０件） 

（４）令和２年度補助金の採択額 

    １，３４４，２１２千円（うち市事業 １，２３０，４４０千円） 

（５）令和２年度市補助金事業審査結果（添付資料参照） 

 

【参考】 

（１）令和元年度補助金採択件数（追加変更後） ６３件 

 【当初６０件】 

（２）令和元年度補助金採択額（追加変更後） ６５０，２５７千円 

 【当初４００，７０５千円】 

 

３ 守谷市当局に対して検討を要望する（意見を付す）採択事業 

（１）No.１６・１７ 地域改善対策啓発推進事業補助金 

【団体申請事業】（市民協働推進課） 

   補助金が飲食を伴う研修に充当されているように見受けられる。守谷市

補助金交付基準に基づいた補助金の運用を徹底すること。 

（２）No.２１ 守谷市まちづくり協議会活動支援交付金 

【市事業・単独】（市民協働推進課） 

   当該補助金は，市民が主体となり，地域ごとに特性のあるまちづくりを

行うために活用していくものである。しかしながら，制度に対する市民の

理解が不十分であるように感じられる。制度の将来像や制度そのものの周

知など，適宜，市民に情報を提供し，制度を理解してもらうように努める

こと。 

   また，現時点では市内全域でまちづくり協議会が発足していないため，

一部の活動については，従来の補助金と重複している部分がある。今後，

市内全域で発足した場合，地域福祉活動助成金，地区敬老行事助成金のみ

だけでなく，その他の補助金についても重複を避けることができる仕組み

づくりを行うこと。 

   なお，補助金額の妥当性は当該事業の実績を検証した上で評価するほか

なく，現段階では判断しかねる。 

（３）No.３１ 守谷市社会福祉協議会補助金 

【団体申請事業・単独】（社会福祉課） 

   市からの受託事業等を拡大するために，職員の増員が必要なことは理解



するが，業務の効率化や適正化を行い，人件費の抑制にも取り組むこと。 

（４）No.４４ 守谷市高年齢者就業機会確保事業費等補助金 

【団体申請事業・補助】（介護福祉課） 

   国が進める高齢者の就業促進や定年の延長など，シルバー人材センター

の社会的役割は変化してきている。運営上，補助金が必要なことは理解す

るが，組織を存続させていくのなら，時代に合わせた組織の役割を考えて

いく必要がある。 

 

４ 本年度特に要望する事項 

（１）補助金の交付は，概ね３年間の活動実績を評価し，継続の可否等を決定

することとしているが，申請された５６事業は，いずれにおいても所管部

署が内容を精査する形式をとっているものの，そのほとんどが３年以上継

続して交付されているものであり，内容もほぼ等しく推移してきたもので

ある。 

   前述のとおり，本審議会としては，単に金額の削減を求めるものではな

いが，次年度の申請に当たっては，目的，必要性，金額等を改めて検証し

た上で，ゼロベースの視点で申請を行うように努めること。 

 

５ 全般的要望事項 

（１）総合計画，施政方針等に掲げる市が目指すものを踏まえ，政策的に補助

金事業を展開していくこと。 

（２）補助金の交付に当たって，別添の補助金審査結果を十分に勘案するとと

もに，交付決定事業に関しては，補助金内容及び交付対象団体等に関する

情報を広報紙，ホームページ等のメディアを介して引き続き積極的に公開

すること。 

（３）申請補助金に対する事業担当課の評価に当たっては，補助金の財源は貴

重な市民の税金であるという意識を持って，当該補助金が効果的に活用さ

れているか内容を十分精査すること。また，その評価を踏まえ，次年度以

降の更なる成果の向上を目指し，申請事業者と十分な協議を行うこと。 

（４）補助金制度が市民参加型まちづくりの推進や市民活動支援のため積極的

に活用されるよう，募集時等における周知や募集方法を工夫すること。 

（５）補助申請に当たっては，各事業の成果指標を申請時から明確にすること。

予算や決算だけでなく，事業内容の効果を示すことが重要である。 



（６）補助団体等の運営の適正化の観点から，補助団体においては監査役の設

置を原則とし，実績報告書の作成に当たっては，その監査報告書等を添付

するよう指導すること。 

 

以 上  

 



令和２年度市補助金事業審査結果
＜添付資料＞

（単位：千円）

番号 担当課 補助金事業名称 補助事業者 申請額 審査結果 採択額

1 生活環境課 動物愛護事業
守谷市動物愛護協議会
会長　稲葉　英一郎

221 採択 221

2 経済課 中小企業事業資金信用保証料補給金 市事業 5,994 採択 5,994

3 経済課 農業近代化資金利子補給補助金 市事業 18 採択 18

4 経済課 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 市事業 657 採択 657

5 経済課 商工会補助金
守谷市商工会
会長　小川　一成

7,500 採択 7,500

6 経済課 森林愛護運動推進事業費補助金
守谷市緑の少年団
団長　鈴木　不二男

26 採択 26

7 経済課 守谷市家畜畜産物衛生指導協会補助金
守谷市家畜畜産物衛生指導協会
会長　松丸　修久

380 採択 380

8 経済課
地域の魅力づくり,市施策誘導事業，広報情
報，まちづくり，地方創生関連の事業推進

守谷市観光協会
会長　作部屋　義彦

2,000 採択 2,000

9 経済課 水田農業構造改革対策補助金
守谷市農業再生協議会
会長　齊藤　繁

11,040 採択 11,040

10 経済課 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 市事業 412 採択 412

11 経済課 経営所得安定対策等推進事業費補助金
守谷市農業再生協議会
会長　齊藤　繁

3,035 採択 3,035

12 経済課
農業次世代人材投資資金（経営開始型）
事業

市事業 6,000 採択 6,000

13 経済課 多面的機能支払交付金 市事業 30,128 採択 30,128

14 経済課 水稲病害虫防除薬剤補助金 市事業 1,086 採択 1,086



番号 担当課 補助金事業名称 補助事業者 申請額 審査結果 採択額

15
市民協働推
進課

自治公民館建設補助金 市事業 3,868 採択 3,868

16
市民協働推
進課

地域改善対策啓発推進事業補助金
部落解放同盟全国連合会茨城県連合会守谷支部
支部長　山口　秀男

1,250
意見を付して

採択
1,250

17
市民協働推
進課

地域改善対策啓発推進事業補助金
部落解放愛する会茨城県連合会守谷支部
支部長　田中　一志

1,050
意見を付して

採択
1,050

18
市民協働推
進課

守谷市国際交流協会補助金
守谷市国際交流協会
会長　小川　一成

2,000 採択 2,000

19
市民協働推
進課

コミュニティ助成事業補助金 市事業 5,000 採択 5,000

20
市民協働推
進課

守谷市市民公益活動団体助成金 市事業 3,000 採択 3,000

21
市民協働推
進課

守谷市まちづくり協議会活動支援交付金 市事業 22,381
意見を付して

採択
22,381

22 交通防災課 守谷市防犯連絡員協議会
守谷市防犯連絡員協議会
会長　松本　一廣

380 採択 380

23 交通防災課 自主防災組織結成事業補助金 市事業 300 採択 300

24 交通防災課 自主防災組織資機材整備事業補助金 市事業 2,900 採択 2,900

25 交通防災課 防災士育成事業補助金 市事業 90 採択 90

26 社会福祉課 守谷市地域福祉活動助成金 市事業 1,448 採択 1,448

27 社会福祉課
守谷市北地区民生委員児童委員協議会補
助金

守谷市北地区民生委員児童委員協議会
会長　丸橋　玲子

3,038 採択 3,038

28 社会福祉課
守谷市南地区民生委員児童委員協議会補
助金

守谷市南地区民生委員児童委員協議会
会長　村田　昌

3,332 採択 3,332

29 社会福祉課
守谷市中央地区民生委員児童委員協議会
補助金

守谷市中央地区民生委員児童委員協議会
会長　柳生　進

2,940 採択 2,940

30 社会福祉課 取手地区保護司会守谷支部補助金
取手地区保護司会守谷支部
支部長　髙木　保

300 採択 300



番号 担当課 補助金事業名称 補助事業者 申請額 審査結果 採択額

31 社会福祉課 守谷市社会福祉協議会補助金
守谷市社会福祉協議会
会長　松丸　修久

63,300
意見を付して

採択
63,300

32 児童福祉課 民間保育所運営費補助金 市事業 33,000 採択 33,000

33 児童福祉課 民間保育所等１歳児保育事業費補助金 市事業 9,828 採択 9,828

34 児童福祉課 実費徴収に係る補足給付補助金 市事業 5,520 採択 5,520

35 児童福祉課 入所予約制に係る体制整備補助金 市事業 43,308 採択 43,308

36 児童福祉課 民間保育所施設整備費補助金 市事業 1,038,871 採択 1,038,871

37 児童福祉課 私立幼稚園障がい児保育補助金 市事業 1,800 採択 1,800

38 児童福祉課 防犯カメラ設置補助金 市事業 1,600 採択 1,600

39 保健センター 精神障害者福祉活動補助金
守谷のぞみ会
会長　菊地　淳

100 採択 100

40 保健センター がん患者ウィッグ等購入費用助成事業 市事業 500 採択 500

41 介護福祉課 社会福祉法人利用者負担軽減事業補助金 市事業 151 採択 151

42 介護福祉課 守谷市単位シニアクラブ助成事業補助金
守谷市単位シニアクラブ（20クラブ）
事務局　介護福祉課

1,790 採択 1,790

43 介護福祉課
守谷市シニアクラブ連合会助成事業補助
金

守谷市シニアクラブ連合会
会長　　村田　昌

50 採択 50

44 介護福祉課
守谷市高年齢者就業機会確保事業費等補
助金

守谷市シルバー人材センター
理事長　高力　庸吉

3,000
意見を付して

採択
3,000

45 介護福祉課 守谷市地区敬老行事助成金交付事業 市事業 1,649 採択 1,649

46 都市計画課 保存緑地等指定助成金 市事業 2,960 採択 2,960



番号 担当課 補助金事業名称 補助事業者 申請額 審査結果 採択額

47 都市計画課 守谷市ノンステップバス導入事業 市事業 700 採択 700

48 建設課 公園まちづくり団体助成金 市事業 4,271 採択 4,271

49 上下水道課 排水設備補助金 市事業 800 採択 800

50 生涯学習課 各種全国大会等出場補助金 市事業 2,200 採択 2,200

51 生涯学習課 守谷市子ども会育成連合会補助金
守谷市子ども会育成連合会
会長　石澤　成浩

200 採択 200

52 生涯学習課 守谷市体育協会補助金
守谷市体育協会
会長　又耒　成人

1,600 採択 1,600

53 生涯学習課 守谷ハーフマラソン補助金
守谷ハーフマラソン実行委員会
委員長　安達　孝志

3,000 採択 3,000

54 生涯学習課 守谷市スポーツ少年団補助金
守谷市スポーツ少年団
本部長　長谷川　信市

1,260 採択 1,260

55 生涯学習課 守谷市文化協会補助金
守谷市文化協会
会長　霜多　俊治

920 採択 920

56 生涯学習課 守谷市ＰＴＡ連絡協議会補助金
守谷市ＰＴＡ連絡協議会
会長　椎名　克典

60 採択 60

1,344,212 ― 1,344,212

※　意見を付して採択の詳細については，「令和２年度守谷市補助金の交付に関する答申について」を参照

合　　計


