令和 2 年度 うるま市地域活動支援助成事業 実施要領
うるま市では、地域が主役のまちづくり、協働のまちづくりの核となる力強い地域社
会を育てるとともに、安心して生活できる地域社会づくりを目指しています。
また、「地域住民は、自ら暮らす地域のあり方について自ら考え、主体的に行動し、
その行動と選択に責任を負う」という地域主権型社会においては、地域自らが主体的に
地域の課題解決に取り組み、特色ある魅力を生かした地域活性化が求められています。
このため、地域が主役のまちづくり、協働のまちづくりに向けた市民の意識の高揚と
市民参画を図ることを目的とした「うるま市地域活動支援助成事業」を実施し、うるま
市において自治会や NPO、ボランティア団体などが実施する主体的、公益的な地域活
動を支援します。
１．事業概要
自治会や NPO、ボランティア団体などの地域活動団体が市内で実施する地域活動
で、地域の課題解決を図る事業、または、地域の特色を生かした魅力ある地域社会づ
くりにつながる事業を公募し、当該事業に係る経費に対し、助成金を交付します。
２．助成の対象となる事業
地域活動団体が市内において主体的に企画実施するまちづくり事業で、市民福祉の
向上または公益上必要と認められ、次の要件に該当するものとします。
① 地域課題の解決を図る事業
② 地域コミュニティの活性化に資する事業
③ 地域や市の特色を生かし、その魅力を高める事業
④ その他市長が適当と認めた事業
なお、営利を目的とする事業、宗教活動または政治活動を目的とする事業、公序良
俗に反するおそれのある事業、その他、同一事業について他の補助金等を受けている
事業は対象となりません。
３．助成金の金額及び件数
助成金の額は、令和２年度うるま市地域活動支援助成事業予算の範囲内において次
のいずれか低い方の額以内とし、４0 万円を上限とします。
① 助成対象経費の 10 分の 10 以内の額
② 事業の支出総額から当該事業に係る収入（参加料、入場料、協賛金等）を差し引
いた額
※選考審査により、採択団体の申請額に満たないことがあります。
４．地域活動団体の要件
うるま市のまちづくりに資する地域活動団体で、次の要件を満たすものとします。
① 主たる活動の場が市内にある団体
② 3 人以上が、市内に在住する成人で構成される団体
③ 会則等が整備され、会計面を含めた運営等が適正に行われている団体
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５．対象経費
助成対象となる経費、対象とならない経費は表のとおりです。対象経費になるか否
か不明な経費があれば、お気軽に市担当へお問い合わせください。
経費の項目
助成対象となる経費の例
助成対象とならない経費の例
謝礼金
講師、指導者などに対する講 団体の会員や、イベント・会議等に
演会などへの出席や活動協力 おける一般参加者に対するお礼
へのお礼など
旅費・交通費
講師、指導者などの交通費や 団体の会員に対する市内移動に
研修費・参加料 宿泊費の実費
係る交通費の実費（打ち合わせなど
団体の会員が参加する事業実 に参加する際の車代など）
施に必要 不可欠な講座受講 団体の会員が視察や研修に参加す
料、大会参加費等
るための交通費や宿泊費など
チラシ・ポスタ 会議資料、活動資料、パンフ 事業と関係のない活動資料、パンフ
ー な ど の 作 成 レット、ポスターなどの印刷 レット、ポスターなどの印刷費や、
費・印刷費
費や、冊子作成のための印刷 冊子作成のための印刷製本費など
製本費など
消耗品費・
会議資料、活動資料、パンフ 事業と関係のない会議資料、活動資
材料費
レット、ポスターなどの用紙 料、パンフレット、ポスターなどの
代、材料代など
用紙代、材料代など
食材費
事業を実施するにあたり必要 食事代、事業実施後の打ち上げ経費
不可欠と認められる食材費
など、飲食に係る経費
（アルコール類を除く）
燃料費
事業を実施するために必要な 団体又は会員の所有する車両のガ
発電機等機材の燃料費
ソリン代等事業実施に要した分を
明確に区分できないもの
通信費
事業の募集案内、会議資料、 電話料、インターネットプロバイダ
活動資料などを送付するため 料など団体の経常的な通信費
の切手代や郵送料など
その他、事業と関係のない切手代や
郵送料など
委託費
事業実施において、専門的な 事業実施において、その全部を委託
技術等を要する業務を外部に する経費
委託する場合に要する経費
賃借料
事業を実施するために必要な 団体（構成員）が自ら所有してい
機器などの借り上げ料
る機器などの借り上げ料
保険料
行事保険や損害賠償保険など 応募団体の事務所や自動車などに
事業を実施する上で必要とな 係る経常的な保険料
る保険料
そ の 他 事 業 実 会場使用料
備品購入費、家賃（敷金等を含む。）
施 の た め に 必 その他事業のために市長が必 や人件費、土地の取得、造成、補償
要な経費
要かつ適正と認める経費
に関する経費のほか、団体の経常的
な運営に要する経費（事務局経費な
ど）
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※ 助成金決定前に支出された経費及び購入品目（明細：レシート添付など）のない使
途不明の領収書は助成対象外になります。
6．事業実施期間
令和２年度の事業実施期間は、市長による助成決定の日から令和 3 年 2 月末日の範
囲内となります。
7．助成事業の交付申請
助成金の交付を受けようとする団体は、次に掲げる書類を整え、提出期間内にご応
募ください。提出書類に不備がある場合は、受理できません。
【提出書類】
うるま市地域活動支援助成事業助成金交付申請書（様式第１号）
添付書類① 事業計画書及び事業実施スケジュール
添付書類② 事業収支計画書
添付書類③ 活動概要調書
添付書類④ 構成員名簿
添付書類⑤ 団体の会則等
【提出期間】
令和２年４月 1 日（水）～

５月８日（金）【必着】

※持参する場合は 8 時 30 分～17 時 15 分まで（土日祝祭日など閉庁日を除きます。
）

【提出方法】
郵送または持参により提出してください。
【提出先】
〒904-2２92 うるま市みどり町 1－1－1
うるま市役所 市民部 市民協働課（庁舎東棟１階９番窓口）
８．助成事業の選考審査
学識経験者等で構成する「うるま市地域活動支援助成事業選考委員会(以下「選考委
員会」という。)」が採点方式による書面審査、プレゼンテーション審査を行い選考し
ます。その内容を受けて市長が助成する団体と金額を決定します。
※選考審査の実施は令和２年５月下旬を予定しています。詳しい日程及び場所につい
ては、交付申請された団体へ直接ご連絡いたします。
① 書面審査
助成金の対象となる事業か、また、助成の対象となる団体か等の要件については、
事務局（うるま市役所市民協働課）で予備審査を行い、事業内容については、選考
委員会が審査を行います。
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② プレゼンテーション審査
各団体から事業の内容、効果等について 7 分程度のプレゼンテーションを行って
もらい、その後質疑応答を行います。
③ 採点方法
書面審査、プレゼンテーション審査を踏まえ、５つの審査項目からなる審査基準
に基づき、選考委員が 10 点満点で採点します。
④ 選考結果通知
選考審査の結果は、うるま市地域活動支援助成事業選考審査結果通知書（様式第
２号）により、速やかに通知します。
※ 採点等については非公開とします。
９．審査基準
① 審査項目：次の５項目について、審査します。
審査項目
内
容
１．公益性・公共性
・社会的ニーズや地域課題を的確に把握し、課題の解決
を図ることで、公共の福祉の向上に資する取り組みか。
・地域の特性を生かし、地域の魅力を高めることで、活
性化に寄与する取り組みか。
２．主体性
・地域課題の解決や地域活性化に向けて地域住民が自ら
考え、主体的に行動する取り組みか。
３．計画性・実現可能性 ・地域課題の解決や地域活性化を図ることが効率的に計
画され、かつ、実施することが可能な取り組みか。
・事業内容と費用のバランスが取れているか。
４．波及効果性
・活動の効果が市民や地域に広がり、うるま市のまちづ
くりに寄与する取り組みか。
５．持続性・発展性
・事業終了後も主体的な地域活動が期待できるか。
・事業終了後においても継続的に地域活動の発展が見込
める取り組みか。
② 審査項目の採点評価：審査項目をそれぞれ０～１０点（５段階）で採点評価し、そ
の合計点を算出します。
採点評価基準
点数
高く評価できる
９～１０点
評価できる
７～ ８点
普通と思われる
４～ ６点
あまり評価できない
２～ ３点
ほとんど評価できない
0～ １点
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１０．助成事業のスケジュール
内 容
日 程
1．事業の募集
令和２年４月 1 日（水）～５月８日（金）

備

考

※持参する場合は 8 時 30 分～17 時 15 分まで
（土日祝祭日など閉庁日を除く）となります。

２．選考審査

令和２年５月下旬予定
※詳細は調整中のため、交付申請された団体
へ直接ご連絡いたします。
３．事業の実施期間 市長による助成決定の日から
令和３年 2 月２８日（日）の範囲内
４．実績報告の提出 ①事業完了後 30 日以内
①、②のいずれ
②令和３年 3 月５日（金）【最終期限】
か早い日までに
提出すること
５．地域活動報告会 令和３年４月を予定
１１．活動実績の報告
事業完了後 30 日以内、または令和３年 3 月５日（金）のいずれか早い日までに、
うるま市地域活動支援助成事業実績報告書（様式第６号）に、関係資料を添えて提出
していただきます。
また、翌年度の４月に開催予定の地域活動報告会（公開）において、助成事業の活
動実績報告を行っていただきます。
1２．助成金の確定・請求
提出いただいた活動実績報告書に基づき、事業内容を審査し、適正に事業が完了し
たと認められる場合は、交付すべき助成金の額を確定し、団体に対しその旨を通知し
ます。
助成金の確定通知が届いたら、速やかにうるま市地域活動支援助成事業助成金請求
書（様式第 8 号）を提出してください。請求書を受理した日から３０日以内に団体に
対して交付します。
1３．助成金の概算払請求
事業実施にあたり助成金確定の前に交付を受けなければ円滑な事業実施ができない
ような場合には、助成金の交付決定額の２分の１の範囲内で概算払いを受けることが
できます。
助成事業の実施に必要と認められる場合にのみ概算払による交付を受けることが
できるので、その使途内訳を明らかにしてください。
1４．助成金の取り消し
市長は、助成の決定を受けた団体が、正当の理由がなく次に掲げるいずれかに該当
するときは、交付決定を取り消すことができます。
① 助成対象である事業を実施しない場合
② 助成対象である事業を中止し、完了する見込みがない場合
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③ 助成金を助成対象事業の目的以外に使用した場合
④ 定められた期日までに、活動実績の報告をしなかった場合
1５．助成金の返還
助成金の交付決定が取り消された場合は、すでに交付されている助成金の全部また
は一部を返還していただきます。
また、助成金の額が確定した場合において、すでにその額を超える助成金が概算払
いにより交付されているときは、その超過分の助成金を返還していただきます。
１６．様式等の配布・お問い合わせ
様式等は下記の場所で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。
【様式等の配布】
① うるま市役所 市民協働課
② 市ホームページ http://www.city.uruma.lg.jp/
「うるま市→トップページ→行財政・地域コミュニティ→自治会・民生委員・
市民活動・非営利団体→市民・非営利団体→うるま市地域活動支援助成事業」
をご覧ください。

【お問い合わせ】
うるま市役所 市民協働課
ＴＥＬ：９７３－５４８７
ＦＡＸ：９７４－６７６４
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令和２年度 うるま市地域活動支援助成事業
年間スケジュール
令和2年4月1日(水)
～5月8日(金)締切り

5月下旬予定

助成団体 募集

選考審査委員会の
開催

6月中旬

助成決定の通知

●提出書類[様式第１号関係
（添付書類1.2.3含む）及び会
則]の作成

●各団体からプレゼンテーション

●概算払いを必要とする団体は
助成決定額の１/２までの概算
払いが可能です。

助成決定日～
令和3年2月28日(日)

助成事業の実施

事業完了後30日以内

事業の完了後

もしくは
令和3年3月5日(金)

実績報告書の提出

●実績報告に向けて、活動内
容の記録（写真・資料等）、対象
経費に関する台帳等の整理な
ども忘れずに!!

●助成金の支払い

のどちらか早い方

地域活動報告会
(公開）の開催

令和3年4月上旬

うるま市役所

市民協働課

ＴＥＬ：９７３－５４８７

※書類の記入方法等わからない点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださ

い。
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