
令和４年度補助金交付要望一覧表（区分別）
１．各種団体の運営等に関する補助
２．各種大会やイベントに対しての補助
３．外郭団体への補助

１．各種団体の運営等に関する補助

所属課 款項目 名　称 事業内容及び目的 団体名
R3予算額

（円）
R4要望額

（円）
答申額
(円)

防災課 020108 常総地区交通安全協会2支部補助
交通安全のための巡回、立哨、広報活動な
どを行い事故のない安全なまちづくりに貢
献するため。

1 常総地区交通安全協会伊奈支部補助金 常総地区交通安全協会伊奈支部
2.見直
して継
続

支部の統一を検討すること。
後継者を育成する活動を行うこと。
補助金額は、要望どおりとする。

150,000      150,000      150,000       

2 常総地区交通安全協会谷和原支部補助金 常総地区交通安全協会谷和原支部
2.見直
して継
続

支部の統一を検討すること。
後継者を育成する活動を行うこと。
補助金額は、要望どおりとする。

256,000      256,000      256,000       

防災課 020108 常総地区交通安全母の会連合会2支部補助

家庭の主婦として、まず家庭内の交通安全
教育の推進者となり、幼児、生徒、老人を
交通事故から守るための安全教育や指導
を行う。

3
常総地区交通安全母の会連合会
伊奈支部補助金

常総地区母の会連合会伊奈支部
2.見直
して継
続

支部の統一を検討すること。
会員が増えるよう活動を行うこと。
補助金額は、要望どおりとする。

171,000      171,000      171,000       

4
常総地区交通安全母の会連合会
谷和原支部補助金

常総地区母の会連合会谷和原支部
2.見直
して継
続

支部の統一を検討すること。
会員が増えるよう活動を行うこと。
補助金額は、要望どおりとする。

115,000      115,000      115,000       

防災課 020108 常総地区防犯協会2支部補助

防犯のための巡回パトロール、広報活動な
どを行い犯罪を未然に防ぎ地域の安全を
確保し安心して暮らせるまちづくりに貢献す
るため。

5 常総地区防犯協会伊奈支部補助金 常総地区防犯協会伊奈支部
2.見直
して継
続

支部の統一を検討すること。
会員が増えるよう活動を行うこと。
補助金額は、要望どおりとする。

250,000      250,000      250,000       

6 常総地区防犯協会谷和原支部補助金 常総地区防犯協会谷和原支部
2.見直
して継
続

支部の統一を検討すること。
会員が増えるよう活動を行うこと。
補助金額は、要望どおりとする。

250,000      250,000      250,000       

7 産業経済課 050104 家畜衛生指導協会補助金

畜産農家による自衛防疫を推進することに
より家畜の保健保持と生産性の向上を図る
とともに、家畜衛生及び衛生環境の改善に
関する技術ならびに情報伝達の円滑化を
通じて家畜経営の安全振興に寄与すること
を目的とする。

つくばみらい市家畜衛生指導協会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 150,000      150,000      150,000       

生活環境課 040106 動物愛護協議会補助金

不妊去勢手術費や里親サポーター制度の
支援を通じて、市民の負担を軽減し、人と
動物との調和のとれた共生生活の実現を
目的とする。

つくばみらい市動物愛護協議会 新規 補助金額は、要望どおりとする。 -               300,000      300,000       

8 社会福祉課　　　　　　　　　　　　　　　             030101 民生委員児童委員協議会補助金

住民と行政とのパイプ役として、また、地域
福祉の向上に尽力する民生委員児童委員
の日々の活動に対して、活動費を支給す
る。その他、民生員法第２０条第１項の規
定により組織された当協議会の向上及び
充実した会運営を図る。

つくばみらい市民生委員児童委員協議会
3.現行
のまま
継続

研修参加人数や回数の見直しを検討し、支
出過多とならないよう取組むこと。
補助金額は、要望どおりとする。

6,700,000   6,700,000    6,700,000     

9 社会福祉課 030101 更生保護女性会補助金
母性愛と奉仕の精神をもって、非行少年の
更生と改善に努め、もっては更生保護事業
の発展のための活動を支援する。

つくばみらい市更生保護女性会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 131,000      131,000      131,000       

審議結果



所属課 款項目 名　称 事業内容及び目的 団体名
R3予算額

（円）
R4要望額

（円）
答申額
(円)

審議結果

10 社会福祉課 030101 保護司会補助金

・保護観察を受けている少年や大人の指
導、刑務所や少年院に入っている人の帰住
の環境整備
・犯罪予防運動
・学校（児童・生徒・教員）との連携など

つくばみらい市保護司会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 116,000      116,000      116,000       

11 社会福祉課 030101
部落解放愛する会茨城県連合会
つくばみらい支部補助金

市民に対し、人権同和問題に対する正しい
認識を普及し、特に同和地区関係者に対
し、自立向上及び精神の涵養を目的に啓
発等を推進する。

部落解放愛する会茨城県連合会
つくばみらい支部

3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 225,000      225,000      225,000       

12 社会福祉課 030101 遺族会補助金

県遺族会との連絡調整を図り、遺族の生活
向上と会員及び婦人部の組織力強化に努
め、あわせて英霊顕彰思想の普及を目的と
する。

つくばみらい市遺族会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 710,000      710,000      710,000       

13 社会福祉課 030103 身体障害者福祉協議会補助金

身体障害者の福祉の向上を図るため、そ
の更生・育成指導に努めると共に一般社会
の身体障害者に対する理解と協力の要を
啓発普及することを目的とする。

つくばみらい市身体障害者福祉協議会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 120,000      120,000      120,000       

14 こども課 030201 母子寡婦福祉会補助金

会員の協力により自立更生の意欲を高め、
明るい母子、寡婦家庭の育成に寄与すると
共に会員相互の研修と親睦を図ることを目
的とする。

つくばみらい市母子寡婦福祉会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 130,000      130,000      130,000       

15 介護福祉課 030104 高年クラブ助成事業費補助金

高年クラブ連合会が行う社会奉仕事業、教
養講座の開催事業、健康増進事業等の事
業の実施に必要な費用の一部を補助する
ことにより、高年クラブ連合会の活動を支援
し、高齢者福祉の増進を図る。

高年クラブ連合会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 1,528,000   1,284,944    1,284,944     

16 学校総務課 090102 教育研究会補助金
教育研究の推進及び円滑な運営を図るた
めの事業

つくばみらい市教育研究会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 1,939,000   1,938,700    1,938,700     

17 生涯学習課 090601 ＰＴＡ連絡協議会補助金
つくばみらい市内の各単位ＰＴＡの連携とＰ
ＴＡ活動の向上・発展を図ることを目的とす
る。

つくばみらい市PTA連絡協議会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 100,000      100,000      100,000       

18 生涯学習課 090601 子ども会育成連合会補助金

各地区単位子ども会との連絡協調を図り、
子ども会の活動と安全の向上発展を推進
し、次世代を担う子ども達の健全育成及び
子どもの居場所・活動場所の提供を目的と
する。

つくばみらい市子ども会育成連合会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 800,000      800,000      800,000       

19 生涯学習課 090601 家庭教育学級補助金

子どもたちにとって少しでも良い教育環境
になるよう、また、親と子のつながりがより
しっかり結ばれるような家庭教育学習を目
的とする。

わかくさ幼稚園家庭教育学級　外16学級
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 223,000      223,000      223,000       

20 生涯学習課 090603 青少年育成市民会議補助金
青少年育成に地域ぐるみで協力し合い、明
日の郷土を担う青少年の心身ともに、健全
な育成を図ることを目的とする。

青少年育成つくばみらい市民会議
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 1,580,000   1,580,000    1,580,000     

生涯学習課 090606 綱火団体補助金
郷土伝統芸能（国指定無形民俗文化財）の
保存、伝承及び公開

21 小張松下流綱火保存会 小張松下流綱火保存会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 205,000      205,000      205,000       

22 高岡流綱火更進団 高岡流綱火更進団
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 205,000      205,000      205,000       

23 生涯学習課 090606 西丸山祈祷囃子保存会補助金
茨城県指定無形民俗文化財「西丸山祈祷
囃子」の保存、伝承を図る。

西丸山祈祷囃子保存会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 40,000       40,000        40,000         

24 生涯学習課 090608 間宮林蔵顕彰会補助金
郷土の偉人「間宮林蔵」の顕彰並びに研究
をするために組織された間宮林蔵顕彰会
の経費（事業費）補助

間宮林蔵顕彰会
3.現行
のまま
継続

補助金額は、要望どおりとする。 50,000       50,000        50,000         



令和４年度補助金交付要望一覧表（区分別）
１．各種団体の運営等に関する補助
２．各種大会やイベントに対しての補助
３．外郭団体への補助

２．各種大会やイベントに対しての補助

所属課 款項目 名　称 事業内容及び目的 団体名
R3予算額

（円）
R4要望額

（円）
答申額
(円)

1 学校総務課 090102 学校体育大会補助金
児童生徒にスポーツ実践の機会を与え、健
全な心身の育成及び児童生徒相互の親睦
を図る。

つくばみらい市小中学校体育連盟
3.現行の
まま継続

補助金額は、要望どおりとする。 197,000      197,000      197,000       

2 産業経済課 050103 米コンテスト等事業費補助金

市内産米がより一層評価され需要の向上
を図るため、また、生産者個々の意欲を高
揚させ、品質の向上を図るとともに、市内外
へ品質を周知するために、「つくばみらい市
米コンテスト」等を実施する。

つくばみらい市穀物改良協会 新規
委託料について、内容を精査して減額に努
めること。
補助金額は要望どおりとする。

256,000      1,411,000    1,411,000     

委員会意見



令和４年度補助金交付要望一覧表（区分別）
１．各種団体の運営等に関する補助
２．各種大会やイベントに対しての補助
３．外郭団体への補助

３．外郭団体への補助

所属課 款項目 名　称 事業内容及び目的 団体名
R3予算額

（円）
R4要望額

（円）
答申額
(円)

1 産業経済課 060102 観光協会補助金

観光事業の振興と発展のため、観光施設
の紹介及び観光客の誘致等を図るととも
に、市民文化と産業の振興に寄与すること
を目的とする。

つくばみらい市観光協会
2.見直し
て継続

観光協会のあり方について再検討するこ
と。
市の観光資源を活用したPRを行うこと。
補助金額は、要望どおりとする。

3,738,000 6,854,000    6,854,000     

2 生涯学習課　　　　　　　　　　　　　　　             090601 文化協会補助金

地域文化振興の推進し、市民の文化式の
向上、発展をはかるとともに、相互の親睦
を深め、明るく豊かなまちづくりに寄与する
ことを目的とする。

つくばみらい市文化協会
3.現行の
まま継続

補助金額は、要望どおりとする。 1,500,000 1,500,000    1,500,000     

3 生涯学習課　　　　　　　　　　　　　　　             090702 スポーツ協会補助金（旧体育協会補助金）

種々の体育活動を振興し、市民の体力の
向上、発展と健康増進を図るとともに、相互
親睦を深め、明るく豊かなまちづくりに寄与
することを目的とする。

つくばみらい市スポーツ協会
3.現行の
まま継続

補助金額は、要望どおりとする。 3,046,000 3,046,000    3,046,000     

委員会意見



令和４年度補助金交付要望一覧表（区分別）
１．各種団体の運営等に関する補助
２．各種大会やイベントに対しての補助
３．外郭団体への補助

（参考）使途の確認を行った団体

所属課 款項目 名　称 事業内容及び目的 団体名 確認結果
R3予算額

（円）
R4要望額

（円）

1 秘書広報課 020101 新春の集い世話人会補助金

各界で活用されている方、市内企業並びに
国、茨城県関係機関等の代表者が一堂に
会し、市の現状、将来等について、忌憚なく
意見を述べ合い、今後の市政に反映させる
ための事業。

つくばみらい市新春の集い世話人会
商工会への移管を検討すること。
補助金の使途については、問題なし。

250,000      250,000      

2 産業経済課 060101 商工会運営補助金
つくばみらい市小規模事業者の経営または
技術の改善・発達を図り、当該地区の振興
発展に寄与するための事業

つくばみらい市商工会 補助金の使途については、問題なし 12,870,000  13,870,000  

3 社会福祉課　　　　　　　　　　　　　　　             030101 社会福祉協議会補助金
社会福祉協議会運営に関する補助金で、
人件費、事務費等に係るもの。

つくばみらい市社会福祉協議会 補助金の使途については、問題なし 45,409,000  41,159,000  

4 介護福祉課 030104 シルバー人材センター補助金

民間企業や公共団体、一般家庭などから
引き受けた臨時的、短期的な仕事を会員に
提供することにより、会員各自の生きがい
づくり、地域社会の福祉の向上と活性化に
貢献するシルバー人材センターに補助金を
交付することにより、その運営を側面から
支援し、高齢者福祉の増進を図る。

公益社団法人
つくばみらい市シルバー人材センター

補助金の使途については、問題なし 3,000,000   3,000,000    


