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この補助金は、地域の活性化や地域の課題解決を目指して、自主

的かつ自立的な市民活動を行う市民活動団体に交付し、その活動を

支援するものです。 

 

 

☆募集期間☆ 

平成 30年 4月 16日（月）～5月 18日（金） 

 

☆公開プレゼンテーション・審査会☆ 

平成 30年 6月 9日（土）午後 1時～ 

会場 焼津市役所会議室棟 1階 101号室 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

この補助金についてのご質問やご相談につ

きましては、右記の担当までお気軽にお問い

合わせください。 

なお、当課にお越しになる場合は、事前に

ご連絡をくださるようお願いいたします。  

焼津市 市民協働課 

    市民協働･男女共同参画担当 

電  話：０５４－６２６－１１７８ 

Ｆ Ａ Ｘ：０５４－６２６－２１９４ 

Ｅメール：kyodo@city.yaizu.lg.jp 

平成 30年度 

焼津市市民公益活動事業費補助金 

申請団体 募集要項 
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昨年度からの主な変更点 

 補助事業の区分が、「公益活動事業」「地域課題解決型事業」「地縁コミュニティ事業」
の 3つに分かれました。申請の際は、補助事業の区分を選択してください。 

 「地域課題解決型事業」は、年度ごと募集のテーマを設定します。平成 30年度は「新

元気世代活躍事業」と「子育て応援事業」です。 

 補助金額の上限額を変更しました。「公益活動事業」は 25 万円、「地域課題解決型事

業」は 30万円、「地縁コミュニティ事業」は 20万円です。 

 補助金の交付回数に制限を設けました。「公益活動事業」は 1団体 6回まで（平成 24

年度の事業開始年度から数えます）、「地域課題解決型事業」は 1 事業 3 回までです。 

 「報酬」を追加しました。ただし、報酬支払の基準を定めなければなりません。 

 

１ 市民公益活動事業 

この要綱における「市民公益活動事業」とは、以下の要件を満たす事業とします。 

(１)地域の活性化や地域の課題解決を目指し、自主的かつ自立的に行う非営利の事業又は 

不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与する事業 

(２)次のいずれかに該当する事業 

ア 第 6次焼津市総合計画に掲げる施策の推進に資する事業で、市民活動団体が単独又

は行政等と協働して行うもの 

イ 他団体又は他地域においてモデルとなる先進的な事業 

 

２ 補助対象事業 

(1)補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象団体が行

う市民公益活動事業で、次の事業の区分に応じた事業とする。 

 ①公益活動事業 補助対象団体が市民活動事業の拡充を図るために行う事業または新た

に行う事業。 

②地域課題解決型事業 補助対象団体が社会的課題や市民の需要を捉えてその解決を目

的に行う新規事業で、「新元気世代活躍事業」と「子育て応援事業」のいずれかのテー

マで取り組むもの。 

③地縁コミュニティ事業 地縁によってつながりを持つ団体が地域課題に取り組む事業

で既存の活動のレベルアップを図るもの。 

(2)上記に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。 

①同一年度において、国又は他の地方公共団体等による補助、助成その他の財政支援を

受けているもの。 

②事業の効果が特定の個人又は団体に帰属するもの。 

③専ら営利を目的とし、公益性を欠くもの。 

④施設等の建設又は整備を目的とするもの。 
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３ 補助対象団体 

補助金の対象となる団体は、以下の要件の全てを満たす団体、もしくは市長が特に認め

た団体（以下「補助対象団体」という。）です。 ※補助金交付要綱第４条参照 

(１)市内で活動する団体であること。 

(２)構成員が５人以上の団体であること。 

(３)組織の運営に関する規約等があること。 

(４)特定の政党若しくは宗教を支持し、又はこれに反対する活動を行う団体でないこと。 

(５)暴力団および暴力団員と何らかの関係を有している団体でないこと。 

 

４ 補助の対象となる経費 

補助対象事業の実施に要する経費のうち、補助の対象となる経費（以下、「補助対象経費」

という。）は、下表に定めるとおりです。 

費 目 補助の対象となる経費の例 

報酬 事業従事者への日当（団体が定める基準に基づき支払われたものに限る） 

報償費 外部講師及び専門的技術を有する協力者等への謝礼 

旅費 
外部講師等への交通費及び宿泊費（原則、実費までの支払いとする。） 

事業実施に直接必要な交通費 

消耗品費 
会議資料、パンフレット等の用紙代、プリンタインク代、事務用品等の購

入費及び塗料、木材等事業実施のために必要と認められる材料費 

食糧費 

外部講師等の食事代及び飲物代（社会通念上適当と認められる内容とす

る。） 

作業等従事者の飲物代（水分補給が必要と認められる場合など。） 

印刷製本費 コピー機の利用料及び業者に発注する印刷代 

通信運搬費 

及び手数料 

切手代、郵便代及び物品宅配料 

広告手数料、清掃手数料等各種手数料 

保険料 事業実施に係る保険料 

委託料 専門的知識・技術等を要する業務を外部に委託する経費 

使用料及び 

賃借料 
会場の使用料、機器類の賃借（レンタル）料及び車両の借上料 

備品購入費 
事業実施に必要不可欠と認められる備品で、管理責任者を明確にしたもの

の購入費（見積書等、備品購入費の算出根拠となるものを添付すること。） 

※補助対象経費はすべて、領収書（宛名及び内訳が記入されたもの）またはその写しにより、事業の実

施団体が支払ったことを確認できるものでなければ認められません。 
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次に該当する経費は、補助の対象となりません。 

(１)団体の存立のための経常的な活動に要する経費 

(２)事務所等を維持するための経費 

(３)構成員による会合(懇親会や反省会等)の飲食費 

(４)不動産及びその従物の取得に要する経費 

(５)転売目的で購入する物品にかかる経費 

 

５ 補助金の額と交付回数の制限 

補助金の額と交付の制限は、下表に定めるとおりです。 

補助事業の区分 補助率 上限額 交付回数 採択事業数 

公益活動事業 

2/3 

以内 

25万円 1団体 6回まで※１ 予算の範囲内 

地域課題解決型事業 30万円 1事業 3回まで 3事業以内 

地縁コミュニティ事業 20万円 制限なし 3事業以内 

※１ この要綱に基づくその他の事業で補助金を交付された団体は、その回数と合わせて6回まで。

なお、平成 24年度の事業開始から交付回数を数えるものとする。 

※算定した補助金の額に 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 

※補助対象経費から当該補助金以外の収入を差し引いた額と、算出された額とを比較し、

いずれか低い金額を補助金の上限額とします。 

 

６ 補助の対象となる事業期間 

補助の対象となる事業期間は、平成 30年４月１日から平成 31年３月 31日までの期

間とします。 

 

７ 応募方法 

次の提出書類に必要事項を記入の上、募集期間内に担当まで提出（郵送可）してくださ

い。 

(１)提出書類 

①焼津市市民公益活動事業費補助金交付申請書（第 1号様式） 

②事業計画書（第２号様式） 

③団体概要書（第３号様式） 

④収支予算書（第４号様式） 

⑤団体の規約、会則又は定款 

⑥構成員名簿 

※様式は、焼津市ホームページからダウンロードできます。 

HPアドレス http://www.city.yaizu.lg.jp/kyosei/machidukurihojokin.html 
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(２)募集期間 平成 30年 4月 16日（月）～5月 18日（金）（必着） 

(３)提出先・受付時間 

①郵送の場合 

〔宛先〕〒425－8502 焼津市本町 2－16－32 

焼津市 市民協働課 市民協働･男女共同参画担当 

②持参する場合 

〔窓口〕焼津市役所本館３階 市民協働課 市民協働･男女共同参画担当 

〔受付時間〕平日の午前８時 30分から午後５時 15分まで 

※土、日、祝日は受付できません。 

※書類提出時に、ご質問やご相談がある場合は、事前にご連絡をくださるようお願いいたし 

ます。 

(４)その他 

ＦＡＸ、Ｅメールでの提出はできません。また、提出書類の返却はできません。 

 

８ 審査方法 

申請期間の終了後、以下のとおり審査を行い、補助金の交付を決定します。 

(１)書類審査 

提出された申請書類により、応募資格を満たしているか事務局が書類上で審査します。 

 (２)公開プレゼンテーション審査（審査委員会による審査） 

学識経験者・ＮＰＯ活動実践者・行政職員等で構成された焼津市市民公益活動事業審

査委員会（以下、「審査委員会」という。）の審査により、交付団体を決定します。 

審査委員会による審査は、下記のとおり応募団体によるプレゼンテーション方式によ

り、一般に公開して行います。 

ただし、応募団体数によっては、公開プレゼンテーションの内容を変更する場合があ

ります。詳細は、応募の締め切り後に、書類審査の結果とあわせて各応募団体にお知ら

せします。 

 

☆公開プレゼンテーション審査会の概要☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日：平成 30年 6月 9日（土）午後 1時から 

場 所：焼津市役所会議室棟 1階 101号室 

発表者：1団体３名まで 

時 間：１団体につき発表と質疑応答を合わせて 10分程度（予定） 

ツール：パソコン、プロジェクター、スクリーン、ホワイトボードは当課にてご用意し

ます。発表時に使用できます。 

発表順：当日、抽選により決定します。 

費 用：プレゼンテーションに要する経費は、申請団体の負担とします。 
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(３)審査・選考の視点 

選考の視点 説明 

公益性 事業の実施が不特定多数の市民の利益へとつながるものであるか。 

地域性 
地域の課題やニーズを的確に捉え、その解決・実現に向けた事業と

して適切か。 

自立性・継続性 
自己努力による資金確保がなされているか。また、補助金終了後も

継続的な展望が見込めるか。 

独自性・先駆性 

市民活動団体ならではの柔軟な発想や、各団体の特色を生かした計

画であるか。 

これまでに無い（少ない）新たな取り組みを含む計画であるか。 

発展性 補助金を交付することで、団体や事業の発展が図られるか。 

審査員特別加点 上記の審査項目以外で、特に優れている内容があるか。 

(４)特別加点制度 

市民活動団体の積極的な育成を図る視点から、審査委員会による評価に加え、以下のと

おり加点・減点を行います。 

新規団体加点 

・過去５年間の間に当補助金の交付を受けていない団体に対し、加点 

・過去３年間の間に当補助金の交付を受けたことのある団体に対し、

交付回数に応じた減点 

 

９ 補助金の決定と交付  

(１)補助金交付・不交付決定通知書 

審査・選考の結果は、焼津市市民公益活動事業費補助金交付・不交付決定通知書（第

５号様式）により、申請団体に通知します。また、補助金の交付が決定した団体及び事

業内容等については、焼津市ホームページで公表します。 

(２)補助金の交付 

補助金の支払いは事業完了後、交付すべき補助金の額を確定した後に行います。ただ

し、事業完了前でも補助金の額の 80％以内において概算払の請求をすることができま

す。 

概算払を希望する場合は、焼津市市民公益活動事業費補助金概算払請求書（第 11 号

様式）及び資金状況調べ(第 12号様式)を提出してください。 

 

10 補助対象事業の実施 

(１)事業のＰＲ 

補助対象事業の実施に当たっては、より広く、より多くの市民の皆さまへ向けて積極

的な事業のＰＲをお願いします。タウン誌などへの取材依頼も効果的な方法です。 
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また、市が補助対象事業の内容等を公表する場合にはご協力をお願いします。 

市の広報紙（広報やいづ）により事業のＰＲを行う場合は、掲載を希望する月の２ヵ

月前までに市民協働課、または実施する事業と関連のある市担当課へご相談ください。 

(２)関係書類の整理・保管 

補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿やその証拠書類等（領収書等）

は整理し、いつでも見られるようにしておいてください。 

また、その帳簿・証拠書類等は、補助金の交付に係る会計年度終了後５年間は保管し

なければなりません。 

(３)補助対象事業の変更等 

補助対象事業を変更又は中止しようとするときは、焼津市市民公益活動事業変更・中

止承認申請書（第６号様式）及び変更収支予算書（第４号様式）に必要書類を添えて提

出し、市長の承認を受けなければなりません。 

※補助金交付決定後の委託費、備品購入費については、特別な理由がない限り増額は認

められません。 

 

11 補助対象事業終了後の実績報告等 

(１)実績報告書の提出 

補助対象事業が終了したときは、事業完了日から起算して 20 日を経過した日、又は

平成 31 年４月４日（木）のいずれか早い日までに焼津市市民公益活動事業実績報告書

（第８号様式）に必要書類を添えて提出してください。 

(２)補助金の額の確定 

提出された実績報告書等を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、各団

体に通知します。 

(３)補助金の請求 

補助金の額の確定通知を受けたときは、確定通知を受けた日から起算して 20 日以内

に焼津市市民公益活動事業費補助金請求書（第 10号様式）を市長に提出してください。 

(４)事業報告会【平成 31年４月上旬の土曜日に実施予定】 

各団体が実施した補助対象事業の成果を発表するとともに、まちづくり活動を行う市

民活動団体の相互交流を図る機会として、一般公開による事業報告会の実施を予定して

います。補助金の交付を受けた団体は、報告会に出席し、補助対象事業の成果等につい

て発表していただきます。 

12 その他 

(１)情報公開 

焼津市市民公益活動事業費補助金への申請書類、実績報告書等の関係書類は、補助金

の公平性・透明性を高めるため、個人情報を除き公開する場合があります。 

実績報告の際に添付される写真等についても公開の対象といたしますので、提出物は

著作権や肖像権等に配慮し、あらかじめ事業参加者に許可を得るなど、団体自身が責任

をもって対処してください。 



- 8 - 

(２)関係法令等の遵守 

補助対象事業の実施に当たっては、関係法令等を遵守するとともに、次の規則及び要

綱に従ってください。 

・焼津市補助金等交付規則（昭和 60年焼津市規則第１号） 

・平成 30年度焼津市市民公益活動事業費補助金交付要綱 

（平成 30年４月 12日 告示第 97号） 

(３)応募書類の書き方など 

応募書類の書き方などで不明な点があれば、市民協働課（市民協働･男女共同参画担当）、

または焼津市市民活動交流センター「くるさ～」までご相談ください。 

(４)中間報告会 

平成３０年度は、補助事業の「中間報告会」を「くるさ～交流会」として実施します。

補助金交付が決定した団体の皆さまはご参加ください。詳細が決まりましたら、ご案内

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)対象団体：社会的課題や市民ニーズを捉え、その解決を目指して次の事業に新たに

取り組む団体 

 ※従前より当該事業に取り組み実績はあるが公益補助金の交付を受けたことのない団体を含む。 

 

平成 30年度の募集テーマ 

ア）新元気世代活躍事業 

   壮年（おおむね 50～70歳代）を対象に実施する事業。壮年の健康増進を目的

としたもの、壮年が活躍する環境を新たにつくるもの。 

イ）子育て応援事業 

   子どもや親を対象とした事業。子どもが安心してのびのびと育つ環境づくり、

親同士のつながりづくり、相談事業、イベント等を行うもの。 

  

ご利用ください！焼津市市民活動交流センター「くるさ～」 

開 館 日 月曜日～金曜日 10：00～16：30（土・日・祝日と年末年始は休館） 

電  話 054－631－9301  F A X 054－631－9302 

Ｅメール ysc812@bz04.plala.or.jp 

所 在 地 〒425－0022 焼津市本町 4丁目 14－13（ときめきホール内） 

地域課題解決型事業について 

mailto:ysc812@bz04.plala.or.jp
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①変更･中止承認申請書（第６号様式） 

②変更収支予算書（第４号様式） 

③その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

(１)  

 

 

(２) 

 

 

(３) 

                         

 

(４) 

 

 

 

(５) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６)  

 

 

(７)  
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平成 30年度 焼津市市民公益活動事業費補助金 

事 業 の 流 れ 

4月 16日（月） 

５月 18日（金） 

６月 9日（土）13：00～ 

市役所会議室棟 101号室 

６月中 

事業完了後 20日経過日 

平成 31年 4月４日（木） 

※いずれか早い日 

確定通知を受けた日から 20日以内 

平成 31年４月実施※詳細は事前に通知 

①交付申請書（第１号様式） 

②事業計画書（第２号様式） 

③団体概要書（第３号様式） 

④収支予算書（第４号様式） 

⑤団体の規約、会則又は定款 

⑥構成員名簿 

①実績報告書（第８号様式） 

②収支決算書（第４号様式） 

③事業の実績を示すもの 

④領収書又はその写し 

※書類審査を実施します。 

※審査結果を考慮し、補助対象事業及び補助金の額を決定 

支払い 

４月 14日（土）15：30～ 

市役所会議室棟 101号室 

 
①概算払請求書(第 11号様式） 

②資金状況調べ(第 12号様式) 

交付申請の必要書類 

概算払請求の必要書類 

変更･中止申請の必要書

実績報告の必要書類 

補助金請求の必要書類 

募集説明会 

募集開始 

募集〆切 

公開プレゼンテーション 

審査会 

補助金交付・不交付決定 

補助金交付・不交付決定通知書(第 5号様式) 

概算払請求※必要に応じ適時 

変更・中止承認申請 

・経費の総額が 20％以上増減する時 

・事業の一部 or全部を中止・変更するとき 

実績報告 

補助金交付確定通知書 

補助金交付確定通知書(第9号様式) 

補助金の請求 

実績報告会 

請求書（第 10号様式） 

変更・中止承認通知書(第 7号様式) 


