
市制施行50周年記念 
令和４年度糸満市市民提案型まちづくり事業補助金 

募集要項 

 

 





１、目的 
　　　糸満市を良くしたい市民団体が、自分たちの思いを企画実施するまちづくり事業等 
　　に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することを目的とします。   

２、補助対象団体   
　　（１）活動の場が糸満市内にあること   
　　（２）事業メンバー５人以上で、メンバーの過半数が市内に在住、在勤、在学である 
　　　　　こと 
　　（３）団体として規則等が定められていること 
　　（４）団体として代表者及び役員が定められていること 
　　　　　例：会長（代表）、副会長（副代表）、会計、事務（連絡担当）  

　　※いずれかに該当する団体は、補助対象団体といたしません。 
　　・政治、宗教又は営利を目的とした団体 
　　・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条 
　　　第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」）又は暴力団若しくはその構成員（暴力 
　　　団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から５年を経過しない者を含 
　　　む）の統制下にある団体 
　　・設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と認められる団体 



３、補助対象事業   
　　　市民団体等が住みよい地域社会実現のために、地域の活性化や地域の課題解決を目 
　　的として、糸満市内で実施し、自主的に取り組むまちづくり事業等に補助します。   
　　（１）これから活動を始めようとするまちづくり事業   
　　（２）これまで行っているまちづくり事業を広げたり、ステップアップさせるまちづ 
　　　　　くり事業 
　　（３）その他市長が認める提案事業 

　　※次の条件のいずれかに該当するものは補助対象にはなりません。 
　　・特定の個人や団体のみが利益を受ける事業   
　　・地区住民の交流会、その他の親睦会的な事業   
　　・公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業 

４、補助総額  ３００万円 

５、補助金額及び補助団体数 
　　（１）５０万円：３団体 
　　（２）３０万円：３団体 
　　（３）２０万円：３団体 

６、申請期間 
　　　令和４年５月２日（月曜日）から令和４年５月３１日（火曜日）まで 



７、補助対象となる費用及び補助対象とならない費用 
補助対象となる費用 

費用 説明

人件費 
事業実施のために雇ったスタッフ（アルバイト等含む）の人件費 
※団体構成員に対するものは除きます

謝礼金 
講師、専門家、出演者等への報償・謝礼金   
※団体構成員に対するものは除く

旅費 
本市への招聘旅費等   
※航空チケット、宿泊料、タクシーを除く公共交通機関運賃

消耗品費 
材料・燃料等、消耗品の購入費   
※商品券、駐車券等の金券購入代金、記念品の購入等の経費は除く

印刷製本費 チラシ、ポスター、報告書等の作成、印刷にかかる費用

通信運搬費 事業実施に必要な切手・はがきの購入代金

委託費 専門知識、技術等を要する業務を外部に委託した費用

使用料 イベント会場等の使用料

賃借料 機械類の賃借（レンタル）料

保険料 
保険料等 
※火災、地震等の家屋にかかるものは除く

備品購入費
事業のために必要な備品 
※補助金額の10%の経費

その他 事業のために必要な経費で社会通念上適切である経費



補助対象とならない費用  

※当補助金は「予算の範囲内で経費の一部をサポートすること」を目的としているため、 
収入に補助額の１割程度の「自己資金」を計上してください。   

８、補助対象事業に対する申請 
　　補助金の交付を受けようとする市民団体は、次の書類を添えて提出してください。 
　　（１）市民提案型まちづくり事業補助金対象事業申請書（様式第1号） 
　　（２）市民提案型まちづくり事業提案書（別紙１） 
　　（３）事業収支予算書（別紙２） 
　　（４）その他補助金の交付に関し参考となる書類等 
　　　　　・構成員名簿（または準ずる名簿） 
　　　　　・会則及び規則 
　　　　　・前年度の決算報告（既存団体の場合） 

費用 説明

食糧費 食事、弁当、茶菓子など、会議の来客用でも不可

光熱水費 事務所の光熱水費など、団体の経常的な運営にかかる経費

その他

・領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費 
・事業実施に直接かかわらない経費 
・社会通念上適切でない経費 
・市長が必要と認めない経費



９、書類の入手方法 
　　（１）糸満市市民活動支援センター まちテラスで受け取り 
　　　　　（国民の休日を除く平日午前９時から午後６時まで） 

　　（２）糸満市市民活動支援センター まちテラス・ホームページ内 
　　　　　「市制施行50周年記念 令和４年度糸満市市民提案型まちづくり事業補助 
　　　　　金」からダウンロード 
　　　　　https://www,machiterrace.com/machi2022/ 

　　（３）糸満市ホームページからダウンロード 
　　　　　http://www.city.itoman.lg.jp/ 

１０、書類の提出方法 
　　　　令和４年５月２日（月曜日）から令和４年５月３１日（火曜日）までに糸満市市 
　　　民活動支援センター まちテラスまで持参または郵送で提出してください。 
　　　※事前に持参または郵送の際には電話でのご連絡をお願い致します。 

１１、審査 
　　　　申請された事業について審査するため、糸満市市民提案型まちづくり事業審査委 
　　　員会を設置し、市職員、有識者、その他市長が必要と認める者の委員５人以内で組 
　　　織します。 

https://www,machiterrace.com/machi2022/
http://www.city.itoman.lg.jp/


１２、審査のポイント   
　　　以下に基づき審査を行います  
　　　（１）公益性   
　　　　　　・不特定多数の市民の利益やサービスの向上につながる事業であるか  
　　　（２）先駆性   
　　　　　　・課題解決に向けて、発想や手法などが他に先駆けているか   
　　　（３）波及効果   
　　　　　　・地域の人を巻き込み、他の団体や地域で取り組める内容であるか 
　　　（４）実現継続性   
　　　　　　・具体的かつ実現可能で継続、発展の可能性がある事業であるか 
　　　（５）団体の適正性   
　　　　　　・適正な予算の積算で事業を遂行出来る実績や体制であるか 

１３、プレゼンテーション審査会 （予定） 
　　　（１）日時 
　　　　　　・令和４年６月２５日（土曜日） 
　　　　　　・令和４年６月２６日（日曜日） 
　　　　　　　※日時については、こちらからご連絡いたします。 

　　　（２）会場 
　　　　　　糸満市役所 3-c会議室　 
　　　　　　※変更の場合もあります。 

　　　（３）審査方法   
　　　　　　１団体あたり所定時間１７分   
　　　　　　・申請団体による事業説明（プレゼンテーション）７分 
　　　　　　・質疑応答　１０分 
　　　　　　※プレゼンテーションは、団体から１名から２名の参加をお願いします。 
　　　　　　 



１４、審査結果の報告、決定等 
　　　　審査委員会は審査し、その結果を市長に報告し、決定後、７月にすべての申請団 
　　　体に書面にて通知いたします。 
　　　（１）交付：市民提案型まちづくり事業補助金交付決定通知書（様式第２号） 
　　　　　　　　　※交付決定通知書の日付より事業開始となります。 
　　　（２）不交付：市民提案型まちづくり事業補助金不交付決定通知書（様式第３号） 

１５、選考結果の公表 
　　　　選考結果は、糸満市ホームページ等で公表いたします。 

１６、交付決定通知後のスケジュール 
　　　（１）団体名義の口座開設（ゆうちょ銀行を除く金融機関） 
　　　（２）債権者登録申請書の提出 
　　　（３）市民提案型まちづくり事業補助金概算交付請求書（様式第４号）の提出 
　　　　　　※概算交付を請求する団体のみ提出。交付決定額の10分の9を上限としま 
　　　　　　　す。 
　　　（４）市長への表敬訪問（予定） 

１７、活動状況の情報発信   
　　　　事業期間中の活動状況について、団体のホームページやＳＮＳ等での積極的な情 
　　　報発信をお願いします。また、センター広報誌「machiTerra」（まちテラ）にてご　　　 
　　　紹介致します。 
　　　※情報発信ツールがない場合は、レクチャーいたします。   



１８、事業の変更・中止・廃止に伴う手続き   
　　　　補助事業実施団体は、下記のいずれかに該当する場合は「市民提案型まちづくり 
　　　事業補助金に係る事業計画（変更・中止・廃止）承認申請書」（様式第５号）を提 
　　　出し、承認を受けなければなりません。   
　　　（１）補助事業に要する経費配分の変更   
　　　（２）補助事業の内容を変更   
　　　（３）補助事業を中止、又は廃止   

１９、報告書等の提出   
　　　　補助事業実施団体は、補助対象事業が終了したときは、令和５年２月２８日（火 
　　　曜日）までに、市民提案型まちづくり事業補助金対象事業実績報告書（様式第７ 
　　　号） に、次に掲げる書類を添えて提出しなければなりません。   
　　　（１）市民提案型まちづくり事業活動報告書   
　　　（２）収支報告書   
　　　（３）事業で作成したチラシやパンフレット、成果物等   

２０、留意点   
　　　（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止として３密（密閉空間、密集場 
　　　　　　所、密接場面）の条件を回避する形をとること。   
　　　（２）提案事業の内容によっては、採択した場合でも外出自粛やイベント自粛等の 
　　　　　　関係から実施を取りやめていただくことがあります。  

【お問い合わせ先】  
糸満市市民活動支援センター まちテラス   
〒901-0361 糸満市字糸満989番地の83 糸満市場いとまーるE-1   
電話：098-851-8002 
（祝日を除く平日 午前９時から午後６時まで）   
Ｅメールアドレス　info@machiterrace.com 

mailto:info@machiterrace.com


スケジュール 

年月 内容

令和４年　５月 ・申請受付　※５月２日（月）から５月３１日（火）まで 
・申請に関する個別相談（要予約）

６月 ・プレゼンテーション審査会（日時及び会場は担当者へ連絡） 
・市長へ結果報告 
・結果通知（通知の日から事業開始となります）

７月 ・概算払い交付に関する個別説明（希望団体のみ） 
・市長表敬訪問 
・活動状況の情報発信

８月 ・事業実施 
・活動状況の情報発信

９月 ・事業実施 
・活動状況の情報発信

１０月 ・事業実施 
・活動状況の情報発信

１１月 ・事業実施 
・活動状況の情報発信

１２月 ・事業実施 
・活動状況の情報発信

令和５年　１月 ・事業実施 
・活動状況の情報発信

２月 ・事業実施 
・活動状況の情報発信　　　　　　　　　　　　　　　　 
・実績報告書の提出　※締切：令和５年２月２８日（火）

３月 ・補助金の交付請求 
・補助金の交付



様式第１号（第５条関係） 

令和　◯年　◯月　◯日 

糸満市長　當銘 真栄　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　糸満〇〇〇〇の会　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　糸満　一郎　　　　　　　　印 

市民提案型まちづくり事業補助金対象事業申請書 

　市民提案型まちづくり事業を実施したいので、糸満市市民提案型まちづくり事業補助金交付要
綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１　提案事業名 

　　「　糸満市の〇〇を盛り上げる〇〇　」   

２　添付書類 
（１）市民提案型まちづくり事業提案書（別紙１） 
（２）事業収支予算書（別紙２） 
（３）その他 

①会員名簿 
②会則及び規則 
③前年度の決算資料（既存団体の場合） 



別紙１ 
令和　◯年　◯月　◯日 

市民提案型まちづくり事業提案書 
 

１．提案事業名 糸満市の〇〇を盛り上げる〇〇

２．団体名 糸満〇〇〇〇の会

３．所在地 〒901-〇〇〇〇 
糸満市〇〇町〇〇番地マンション〇〇101号室

４．代表者名 糸満　一郎

５．団体設立年度 2022年
法人設立年度：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　年

６．会員数 ５名 会費１人　4,000円／年間

７．団体の目的

当団体「糸満〇〇〇〇の会」はこれからの糸満市におい
て、〇〇を〇〇するために〇〇を行っていくために結成し
ました。〇〇を〇〇していくためには〇〇が必要と考えて
おり、〇〇を先駆的に行うことで糸満市の〇〇を〇〇に導
いていきたく活動をはじめることにしました。

８．これまでの活動内容

糸満市の〇〇を解決させるために友人のつながりなどを頼
り、〇〇の〇〇に関する活動をしてきました。 
20××年〇月　〇〇地域にて△△を実施 
20××年〇月　〇〇地域にて△△を実施 
20××年〇月　〇〇地域にて△△を実施 
20××年〇月　〇〇地域にて△△を実施

９．年間事業総額 220,000円

１０．当補助金の受給回数 0回
過去の申請回数　　　　　　　
　　　　　　　　　　0回

１１．概算交付の有無 有　・　無
概算交付申請金額　　　　　　
　　　　　　　180,000円

１２．概算交付の時期 令和４年８月

１３．概算交付を必要とする理由 安定した事業展開を図るためには、概算払が必要であるた
め。



１４．事業を提案する理由（地域で問題になっていることなど、事業を企画した背景やきっかけ
について教えてください。） 

１５．事業内容（誰が・誰と、いつ、どこで、何を、どのように行うかの記入して下さい） 

１６．事業で期待される成果（助成期間中に達成したい具体的な目標はなんですか。また、将来
的には、どのような展開を期待していますか。） 

１７．事業を一言で表現すると 

糸満市の〇〇を課題と感じており、周りの方からも解決をしていきたい声をいただくようになりま
した。そのような声を解決に導いていくため、事業を提案します。

対象：〇〇〇 
全3回の講座を開催 
日時：〇月〇日、〇月〇日、〇月〇日の全3回を予定。 
内容：市外で活動されている〇〇先生を招聘し、講座を開催する 
広報の方法：チラシの作成、団体ホームページやＳＮＳに掲載。

糸満市の〇〇を課題の共有を図り、市民が自主的に活動できる環境を整えたいです。

糸満市を盛り上げたい



１８．事業計画（期間中、実際に行うことを具体的に箇条書きしてください。おおよその時期に
ついても書いてください） 

１９．団体の連絡窓口となる人の連絡先 

実　施　期　日 実施項目・主な内容 備考

5月、6月
定例会（申請事業内容の決定、プレゼンテーション内容
の決定） 
申請書提出

7月
会場手配（候補：〇〇センター、△△、■■） 
定例会：（講座内容の確認、チラシ案を確認）

8月
8月講座開催 
定例会（8月講座の振り返り）

10月
10月講座の開催 
定例会（10月講座の振り返り）

11月 定例会（1月講座の内容を最終決定）

12月
定例会 
広報開始（チラシ配布開始、ホームページやSNSにて発
信）

1月
1月講座の開催 
定例会（振り返り、事業成果冊子案作成）

2月
定例会（事業報告に向けた精査） 
事業成果冊子完成（関係各所配布） 
事業報告書提出

〒　９０１-０３◯◯　糸満市〇〇町〇〇番地 

　　ＴＥＬ：◯◯◯-◯◯◯-◯◯◯◯　　ＦＡＸ：◯◯◯-◯◯◯-◯◯◯◯

（ふりがな）　いとまん　じろう 
担当者氏名　　糸満　次郎

Ｅ－ｍａｉｌ　〇〇〇〇@〇〇〇〇.com

ホームページ　www.〇〇〇.com/●●●●
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