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事業シート（概要説明書）

予算事業名 市民活動バックアップ補助金交付事業 事業開始年度 平成17年度

上位施策事業名 市民と行政との協働によるまちづくり 担当局・部名 地域振興部

目　的
（何をどうしたいのか）

非営利で公益的な市民活動に補助金を交付することによって、自主的かつ主体的な市民活動を
支援し、地域の絆づくりや協働のまちづくりへつなげる。

事
業
概
要

対　象
（誰・何を対象に）

市内に活動拠点があり、非営利で公益的な市民活動を実施する
団体

対象者数（全住民に対する割合）

267,043

根拠法令等
加古川市福祉コミュニティ条例、加古川市補助金交付規則、
加古川市市民活動バックアップ補助金交付要綱

担当課･係名 ウェルネス推進課
文化のまちづくり係

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務 作成責任者 栗山 隆博

人 100 ％

実施方法

■直接実施

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■補助金〔直接・間接〕（補助先：市民活動団体   　　実施主体：  　　　 　　　）

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　　　）

実施の背景
昭和62年頃から主にまちづくり活動への支援などを行っていたが、時代の変化に伴い市民ニーズや市民
活動も多様化したことから、市民との協働の視点を取り入れ、平成17年に、広範囲に市民の自主的で主
体的な活動を支援する「市民活動バックアップ補助金制度」を創設しました。

千
円

関連事業
（同一目的事業等）

千
円

市民活動バックアップ
補助金交付団体数

千
円

事業内容
（手段、手法など）

事業内容（箇条書き） 事業費 活動指標

書類検討会、公開検討会を開催し、補助金交付対
象事業を決定する。

70
千
円

市民活動バックアップ
補助金申請団体数

市民活動団体が自主的かつ主体的に実施する、非
営利で公益的な市民活動事業に要する経費の一部
を補助する。

2,377

2,447 千円 2,449 千円 1,637 千円

コ
ス
ト

27年度（予算） 26年度（決算） 25年度（決算） 24年度（決算）

事
業
費

事業費合計 2,645 千円

事業費内訳
（平成26年度分）

・報償金54千円（バックアップ補助金検討会委員報償金9,000円×3人×2回）
・需用費11千円（補助金検討会消耗品費9,753円、補助金検討会委員賄い1,100円）
・使用料 5千円（補助金検討会駐車場使用料）
・市民活動バックアップ補助金2,377千円（16団体）

人
件
費

担当正職員 0.42 人 3,245 千円 0.42 人 0.42 人 3,245 千円

臨時職員等 人 千円

3,245 千円 0.42 人 3,245 千円

千円 人 千円人

人件費合計 0.42 人 3,245 千円

人 千円

3,245 千円 0.42 人 3,245 千円0.42 人 3,245 千円 0.42 人

千円 4,882 千円

財源

内訳

国県支出金
千円 千円

総事業費 5,890 千円 5,692 千円 5,694

千円 千円

国県支出金の内容

地方債 千円 千円 千円 千円

その他特財
千円 千円 千円 千円

その他特財の内容

一般財源 5,890 千円 5,692 千円 5,694 千円 4,882 千円

財源合計 5,890 千円 5,692 千円 5,694 千円 4,882 千円

事業番号１－６ 平成27年度
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事業シート（概要説明書）

予算事業名 市民活動バックアップ補助金交付事業 事業開始年度 平成17年度

事業番号１－６ 平成27年度

事
業
実
績

活動実績

【活動指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ26年度 Ｈ25年度 Ｈ24年度

市民活動バックアップ補助金申請団体数 団体 19/20 19/20 14/20

市民活動バックアップ補助金交付団体数 団体 16/20 18/20 12/20

356 316 407

事
業
成
果

成果目標
（指標設定理由等）

・より多くの市民活動を支援するため、同一団体への補助金の交付は3回以内（特に必要と認め
る団体は5回）としており、平成17年度の制度開始時からの累計団体数を指標の１つとしてい
る。
・市民活動を軌道に乗せることが目的の１つでもあるため、補助金の交付が終了した翌年度も
活動を継続している団体数を指標としている(例：H26年度活動継続団体数＝H27年度継続数/H26
年度交付終了数）。

成果
（目標達成状況）

【成果指標名】（実績値/目標値） 単位 Ｈ26年度

市民活動バックアップ補助金交付額 千円 2,377/2,500 2,388/2,500 1,597/2,500

単位当たりコスト 総事業費 ／ 補助金交付団体数 千円

Ｈ25年度 Ｈ24年度

市民活動バックアップ補助金交付団体数（累
計）

団体 157/174 141/174 123/174

活動継続団体数(継続数/交付終了数） 団体 11/12 4/4 2/2

/ / /

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

○明石市：市民活動サポート事業（助成金）
　助成団体…26団体、助成金額上限及び助成回数…総事業費の4分の3以下かつ30万円・3回まで
　審査方法…書類審査・公開審査
○高砂市：市民提案型地域協働推進事業「夢のシロ」（補助金）
　交付団体…6団体、補助金額上限及び交付回数…50万円・3回まで、審査方法…書類審査・公開審査

○東播磨県民局：東播磨地域づくり活動応援事業（助成金）
　助成団体…約37団体、助成金額上限…50万円（総額600万円）、審査方法…書類審査・公開審査

※いずれも26年度実績

特記事項

○加古川市市民活動バックアップ補助金制度（概要）
　補助メニュー及び補助金上限額…立上げ応援20万円、充実発展50万円
　（町内会などの地域団体と連携する場合は、立上げ応援は30万円、充実発展は60万円が上限）
　交付回数…いずれも3回まで（特に公益性の高い団体の事業については5回まで）
　補 助 率…1回目は対象経費の3分の3、2回目は3分の2、3回目は3分の1、4回目及び5回目は3分の1
　審査方法…書類検討会・公開検討会（委員5名）
 
参考資料
【別添1】市民活動バックアップ補助金制度について
【別添2】市民活動バックアップ補助金の決定方法について
【別添3】加古川市市民活動バックアップ補助金制度のご案内（募集要項）

事
業
の
自
己
評
価

事務事業
評価結果

□拡充　■維持　□縮小　□改善　□統合　□廃止　□休止　□完了

公益的な市民活動に補助金を交付することにより、財政的な側面から地域の絆づくりに貢献しており、当
該事業の意義は大きい。

今後の事業
の方向性、

課題等

市民活動団体からは、3回を限度とした補助ではなく継続的な補助の要望もあり、平成25年度に要綱を一
部改正し、特に公益性の高い団体の事業については5回まで申請できるようにしました。
活動したい団体がより補助金を利用しやすくわかりやすい仕組みを作ること、補助金の交付によって軌道
に乗った活動をその後も継続できるようにどのように支援していくかが課題であり、ＰＲ方法や相談体制
などを工夫しながら事業を進めています。
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平成26年度　市民活動バックアップ補助金交付団体リスト

(円）

1 充実発展
加古川認知症の人と家
族、サポーターの会

認知症の人と家族の地域ケア
サポート事業

定例会や情報交換、専門家による講座や相談会を行い、認
知症の本人や家族、サポーターの相互交流や介護力の向
上、地域との絆づくりや連携支援を図る。

５回目 150,000 150,000 144,000

2 充実発展 クスクス
「前向きに楽しく生きる!!」音楽
活動

身体にハンデを持つメンバーが、幼稚園や介護施設等を訪
問して楽器を演奏することで、社会とつながりを持ち、聞く人
に喜びや元気を与える。

５回目 38,000 38,000 23,000

3 充実発展 交番花くらぶ
花をツールとした安全で安心な
まちづくり

加古川署管内の交番にプランターを設置し、花の植栽と維
持管理を行うことで、交番と地域の人との交流をつくり、防犯
への意識を高め安全で安心なまちづくりを目指す。

５回目 110,000 110,000 110,000

4
充実発展
地域連携

特定非営利活動法人
知的障がいを持つ人の余
暇活動をサポートする会

知的障がいを持つ人の余暇活
動サポート事業

家族の支援がなくては余暇活動や外出が困難な知的障がい
を持つ人の宿泊体験や社会施設見学、地域との合同行事な
どを行い、障がいへの理解や地域福祉の充実を図る。

５回目 200,000 200,000 200,000

5 充実発展
アート・プログラム実行委
員会

アート・プログラムin鶴林寺　～
施美時間　沙羅双樹～

公共空間である鶴林寺で、地元や全国で活躍する作家の美
術作品の展示や子ども向けワークショップを開催すること
で、芸術文化の振興や、地域の活性化に貢献する。

３回目 166,000 132,000 131,000

6 充実発展
ＭＯＡ美術館加古川児童
作品展実行委員会

加古川“美育”推進プロジェクト
美を通した心の教育「美育」を進めるため、児童・生徒の絵
画等の作品展やフラワーセミナーなどを開催し、創作活動を
通して「命を尊ぶ心」「心豊かな人間」を形成する。

３回目 100,000 100,000 56,000

7 充実発展 東播磨ネイチャークラブ
地域福祉子供の健全育成サ
ポート

自然環境の中で遊び、みんなと一緒に行動する楽しさや先
生や親以外の大人に接することを体験できる野外活動を開
催し、子どもの健全育成を図る。

３回目 33,000 33,000 21,000

8 充実発展 アンサンブルプリモ
地域芸術文化の向上を目指し
た各種コンサート実施事業

生演奏を聴く機会の少ない福祉施設や介護施設などを訪問
したり、小さな子どもから大人まで気軽に入場できるコンサー
トを開催し、地域福祉の推進と芸術文化の向上を図る。

２回目 333,000 199,000 199,000

交付
回数

申請額 交付決定額
交付額
（決算額）

事業概要№ 区分 団体名 申請事業

-
5
8
-



平成26年度　市民活動バックアップ補助金交付団体リスト

9 充実発展
ガールスカウト兵庫県第
24団

自然を学ぶいきいき体験
自然体験や国際交流、地域の人との交流や奉仕活動などさ
まざまな体験ができる活動を実施し、次世代を担う子どもた
ちが豊かな感性を身につけ健やかに成長する一助とする。

２回目 58,000 58,000 48,000

10 充実発展
協同組合　もりの木ネット
ワーク

木育推進事業
地域材を活用して小中学校や各種団体を対象に、木育講座
や木工教室を開催し、自然環境への関心や木の文化への
理解、地域振興につながる木育推進活動を行う。

２回目 250,000 186,000 186,000

11 充実発展 こころ輝く市民の会 カウンセリングサポート
健康法や日頃の悩みなどの解決、老後のあり方にや生き方
などをテーマに気軽に話し合う場をつくることで、地域の誰も
が心身ともにに充実し心輝き暮らせる地域社会をつくる。

２回目 54,000 54,000 19,000

12 充実発展
特定非営利活動法人
アイ・サポートセンター

視覚障害者と地域住民との交
流事業

視覚障がい者や高齢者が、安心して日常生活を送り積極的
に社会参加できるよう、家事や外出時の同行支援を行った
り、地域住民との交流事業を開催しつながりを深める。

２回目 333,000 333,000 333,000

13 充実発展
「稲岡工業株式会社文
書」保存会

「稲岡工業株式会社文書」の保
存活用事業

地域資源である歴史文化史料を未来へ残すため、「文書（も
んじょ）」の整理保存・調査研究や機関誌の発行、木綿に因
んだ体験イベント、講演会等を行う。

１回目 500,000 250,000 250,000

14 充実発展
特定非営利活動法人
公友会

加古川お守り隊事業
安心安全で豊かな暮らしづくり、住みよい地域社会づくりの
ため、市内を中心とした2市2町の防犯パトロールや、防犯チ
ラシ配布、地域防犯講座等を行う。

１回目 364,000 364,000 364,000

15 立上応援 朋遊荘の会
加古川の自然と文化交流コミュ
ニティー活動

自然に囲まれた民家（朋遊荘）で、芸術・文化や地域の伝統
行事に関する講習会や講演会、演奏会などを開催し、地域
の魅力を再発見し、自然や文化の保存と発展に貢献する。

２回目 93,000 93,000 93,000

16 立上応援
志方歴史ボランティアの
会

地域の歴史等の伝承事業
紙芝居の作成・上演や観光ガイドを行い、志方町をはじめと
した市内に伝わる伝説・歴史・民話等を子どもたちや市民に
広く伝える。

１回目 200,000 200,000 200,000

※一覧には、不交付の３団体（申請辞退の２団体、発表内容が申請内容と異なり営利目的と判断された１団体）は含まれていません。

合　計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付団体数　１６団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《内訳》充実発展１４団体（うち１団体は町内会との地域連携）、立上応援２団体

2,982,000 2,500,000 2,377,000

-
5
9
-



【平成 26 年度 市民活動バックアップ補助金制度について】 

 市民公益活動に取り組んでいる団体を支援するため、市民団体の経費の一部

を補助する制度です。平成 17年度に創設し、平成 26年度で 10年目となります。 

 

●対象となる団体 

 主に市内を活動の拠点とし、非営利で社会公益活動に取り組んでいる団体 

※町内会やＰＴＡなど参加するのに一定の資格要件がある団体は除きます。 

 
●対象となる事業（規模やテーマは問いません） 
・市民活動団体が取り組む「公益的」なまちづくり活動 
・平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日に実施される活動（平成 26 年５ 

 月９日までに事業が完了する活動は対象となりません） 
 ※宗教的活動、政治的活動など対象にならない事業があります。 

 

●補助金の区分と金額 

 ・市民団体立上げ応援補助金 … １件当たり  20 万円以内  

                          （地域団体と連携した場合、30 万円以内） 

 ・市民団体充実発展補助金 … １件当たり  50 万円以内 

                          （地域団体と連携した場合、60 万円以内） 

 ※同一団体への補助は、３年を限度とします。ただし特に必要がある団体に

あっては、５回を限度として補助金の申請を行うことができます。 

 
●スケジュール 
 ４月 10 日～５月９日    応募受付期間 
 ５月 29 日（木）         書類検討会（非公開） 

 ６月 19 日（木）         公開検討会（書類選考を通過した団体のみ） 

  事業完了後             補助金交付 
              （ただし、立上げ応援補助金は前払いとなります） 

 
● 補助実績（参考） 
平成 25 年度…18 件      平成 20 年度…14 件 

平成 24 年度…12 件           平成 19 年度…23 件 

平成 23 年度…11 件           平成 18 年度…20 件 

 平成 22 年度…10 件            平成 17 年度…21 件 

 平成 21 年度…12 件            

 

 

各補助金の補助内容や対象経費等の詳細は、別添「補助金制度のご案内」をご覧ください。 
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【市民活動バックアップ補助金の決定方法について】 

 

●書類検討会について（非公開） 

申請があった団体の事業内容について、当該補助金に明らかにそぐわない内容のも

のがないか等を、検討委員が申請書類に基づいて検討します。 

書類検討会を通過した団体のみ、次の公開検討会に進むことができます。 

 

 

●公開プレゼンテーション（発表）及び公開検討会について 

１ 開催の目的 

 市民自らが企画運営する主体的かつ自主的で、公益的な活動を支援するにあたり、

その公平性、公正性、透明性を高めるため、公開検討会を開催します。 

  また、計画する事業等を公開の場で発表することで、多くの市民の理解と市民主体

によるまちづくりへの意識の高揚につなげることを目的としています。 

 

２ プレゼンテーション（発表）の手順等 

① 発表時間（準備を含む）は 1 団体４分以内です。発表方法及び発表人数の制限

はありません。ただし、発表の途中であっても４分経過と同時に打ち切ります。 

 ② 発表順は、当日抽選のうえ決定します。 

 

３ 検討の手順 

① 検討委員について 

   検討委員は、本人又は同居の親族が役員になっている団体が申請している場合に

は、検討の公平性を保つため、その申請団体の検討については辞退することとしま

す。 

  また、公開検討会までに検討委員と連絡を取ろうとしたり、取ったりしたことが

判明した場合は、この申請団体は失格とします。 

 

・検討委員は、下記５つの項目から検討を行い、項目ごとに６段階（５，４，３，

２，１，０点）で評価を行います。 

 

 ５ ４ ３ ２ １ ０ 

①   事業の公益性       

②   事業の実現可能性       

③   団体の発展持続性       

④   費用の妥当性       

⑤   活動の独創性       

計                        点 
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 ②検討基準について 

検 討 項 目 主 な 検 討 基 準   

公益性 (1) 一部の地域に限定された事業ではなく、不特定多数の

者の利益を増進する事業であるか。 

(2) 市民ニーズに合致した事業であるか。 

(3) 多くの市民が賛同できる内容であるか。 

(4) より多くの市民が関心を持ち、参加できるよう工夫され

た事業であるか。 

実 現 可 能

性 

(1) 団体の能力や規模等に合った事業内容であるか。 

(2) 事業内容や実施方法が具体的に考えられているか。 

(3) 事業完了まで責任を持って実施できる体制となっている

か。 

発 展 持 続

性 

(1) 事業の実施によって他の分野にも波及効果が期待できる

か。 

(2) 補助終了後も、自主・自立に活動する体制があるか。 

(3) 事業実施に伴い、団体の更なる発展が期待できるか。 

《充実発展補助金》 

(4) 既存の事業として実施されるのではなく、新たな事業展

開が見受けられるか。 

妥当性 (1) 期待される効果と費用の積算が妥当であるか。 

(2) 行政にのみ依存した事業ではなく、財源確保に努力が見

られるか。 

《地域団体連携》 

(3) 地域団体と連携して事業を実施することにより、地域の

絆づくりにつながる計画となっているか。 

独創性 (1) 独自の視点で事業が計画されているか。 

(2) 市民団体の特性を活かした発想やアイディアを取り入れ

た事業であるか。 

(3) 他の団体に先駆けた事業であるか。 

 

４ 交付額の決定 

① 補助金交付額は、検討会での意見を参考に決定します。 

② 加古川市市民活動バックアップ補助金交付要綱の第２条第２項に定める「特に

必要がある団体」とは、継続性があり、特に公益性が高く、資金面での自立が

はかりにくい団体です。 
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                加古川市 市民活動バックアップ 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

  加古川市を自分たちの力でもっとすてきなまちにしたい。愛着と誇りを持ったふるさと

加古川を次の世代に引き継いでいきたい——。 現在、そのような思いで、多くの方々が、

市民活動に取り組んでいます。 

  加古川市では、このようなみなさんの市民活動をお手伝いするため、『加古川市市民活動

バックアップ補助金制度』を設けています。 

  私たちのまちが元気な市民活動であふれ、市民主役のまちづくりがさらに広がりますよ

う、みなさんのご応募をお待ちしています。 

 

 

 

〔募集期間…平成２６年４月１０日（木） ～ ５月９日（金） 〕 

 

 
〒675－8501 
加古川市加古川町北在家 2000 番地 
  加古川市地域振興部ウェルネス推進課 
Tel：079－421－2000 内 3186  Fax：079－424－1373
Ｅ－Ｍail：well＠city.kakogawa.hyogo.jp 
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市民活動バックアップ補助金は、「まちづくりに貢献する活動に取り組みたい。」「今の市

民活動の幅を広げたい。」このような市民団体の経費の一部を補助する制度です。 
対 象 となる団 体  

  補助金を申請できるのは、次に該当する団体です。 

・市民公益活動を目的とする団体 

・主に加古川市内を活動の拠点とする団体 

・事業の実施・運営から実績報告まで責任を持って履行できる団体 

・兵庫県暴力団排除条例及び加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する、暴力団ま

たは暴力団員等が関与しない団体 

・市民誰もが自由に参加できる団体（活動目的に照らして合理性のある加入条件をつけることは可能） 

・政治活動、宗教活動または営利活動を目的としていない団体 

※１…この補助金でいう「市民公益活動」とは、社会一般の利益を目的とする活動その他の社会貢献 

活動で、非営利で行うものとします。 

※２…町内会やＰＴＡなど、参加するのに一定の資格要件を要する団体は対象外とします。 

※３…当制度による支援は、１団体に対して３回までしか補助できません。ただし特に必要がある場

合にあっては最長５回を限度として補助対象とします。 

対 象 となる事 業  

  市民活動団体が取り組む「公益的」なまちづくり活動を対象とします。活動の規模やテーマは問いませんが、 

次の活動は対象にはなりません。 

・市（外郭団体を含む）から委託や補助金を受けている（受ける予定の）事業 

・活動の主たる効果が市外で生じる事業 

・サークルや趣味の会が会員の親睦を目的として実施する研修会や発表会 

・営利を目的とする活動や宗教的活動、政治的活動 

・公序良俗に反するなど、補助するのに適当でないと認められる事業 

対 象 事 業 の実 施 期 間  

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間に実施される活動や事業が対象となります。継続事業

も対象となりますが、補助金は平成２６年度に実施された事業経費のみが対象となります。 

ただし、平成２６年５月９日までに事業が完了する活動は対象にはなりません。 

補 助 金 の区 分 と金 額  

 

区  分 補助の内容 補助対象経費 補助金の上限 

市民団体 

充実発展 

補助金 

市民団体が行う創意あふれる個性豊かな事

業で、本市のまちづくりにおいて効果的と認め

られる事業に対して、補助金を交付します。 

事業を実施する

ために必要な経

費 

1 件当たり ５０万円以内

（地域団体と連携した 

場合 ６０万円以内）

市民団体 

立上げ応 

援補助金 

市民活動をこれからはじめる、または活動

をはじめて 3 年以内の団体が、自らの活動

を安定的かつ継続的に運営できるように補

助金を交付します。 

団体の運営、事業

を実施するため

に必要な経費 

１件当たり ２0 万円以内

（地域団体と連携した 

場合 ３０万円以内）

※ 市民団体が、町内会、ＰＴＡ、婦人会などの地域団体と連携して事業を実施する場合、補助金の上限は、充実発展補

助金は「１件当たり６０万円以内」、立上げ応援補助金は「１件当たり３０万円以内」となります。地域団体連携で補

助金を申請する場合は、市民活動連携同意書の提出が必要です。 

申請可能額は、補助対象経費から「他団体からの補助金」を差し引いた額（上記の上限額をこえる場合は上記の上

限額）の、１回目の補助にあっては３分の３、２回目の補助にあっては３分の２、３回目の補助にあっては３分の１

の額となります。なお、4 回目、５回目の補助にあっては、３分の１の額が上限となります。（算出した額に 1,000

円未満の端数があるときは端数切り捨て） 
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 補 助 対 象 経 費  

◎市民団体充実発展補助金 

  市民団体が事業を実施するために必要とする経費に対して補助金を交付します。 

  なお、 団体の維持経費や経常経費は補助対象外経費です。また、事業経費であっても領収書がないな

ど使途が不明なものについても、補助の対象になりません。 

区  分 主な補助対象経費の具体例 補助対象外経費 

報償費 事業に係る講師への謝礼や交通費など 
主催関係者への謝金（人件費・交通

費を含む）、記念品など 

消耗品費 
事業に係る１品１万円未満の物品（事務用品、資料

作成のためのコピー用紙などの消耗品）の購入費用
食糧費 

印刷製本費 事業に係るパンフレット、ポスター等の印刷製本費  

通信運搬費 事業に係る切手代、郵送代 
電話・メール代、インターネット利

用料 

保険料 
事業に係るイベント保険掛金、ボランティア保険掛

金など 
参加者が任意で加入する保険料など

委託料 
事業に係る警備・会場設営費など専門的業務の委託

費用など 

事務所の管理委託費 

団体本来の活動・一般的業務を再委

託する経費など 

使用料・賃借料 
事業及びその打ち合わせに係る会場使用料、事業に

係る機器使用料（機器の燃料費を含む）など 
事務所の施設の使用料など 

備品購入費 
事業に必要不可欠と認められる備品の購入費（1品

1万円以上で償却期間がおおむね5年以上の物品）

車両やテレビ、パソコン、机、イス

等、団体の経常的に使用する備品 

その他 事業の実施に必要であると特に市長が認めたもの  

※１…報償費のうち補助対象経費とできる謝礼は、１人当たり 10 万円までとします。 

※２…備品購入費は、補助金交付額の４分の１以内とします。 

※３…食糧費（事業で使用する飲料、事業の材料費を含む）、市民団体メンバーやイベント参加者への 

人件費・謝礼・交通費は、補助の対象外となります。ただし、交通費については、講師との事前打ち 

合わせや事業のための調査にかかるものなど、事業性のあるものは対象となる場合があります。 

 

 

 

◎市民団体立上げ応援補助金 

補助対象経費、補助対象外経費は、市民団体充実発展補助金に準じます。ただし、団体の運営や維持管理

の経費など、事業を実施するために必要な経費以外にも利用できることとします。 
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 応 募 受 付 について 

・期  間  平成２６年４月１０日（木）～ ５月９日（金） 

・受付時間  午前９時～午後5時 ※土・日曜日、祝日は除きます。 

・提 出 先  加古川市役所 新館３階 ウェルネス推進課 

・ 提出方法  直接持参（事前に来庁日時をお知らせ下さい）・郵送（後日内容の聞き取りを行います） 

・提出書類 

(1)加古川市市民活動バックアップ補助金申請書 

(2)規約、会則（事業目的や組織運営、活動がわかるもの） 

(3)その他【参考資料、市民活動連携同意書（地域団体連携で申請の場合）】 

※応募書類等については、加古川市のホームページ（http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/）「各

種申請書ダウンロードの地域振興・コミュニティ関連」からダウンロードできます。 

 補 助 金 交 付 の決 定 方 法  

書類検討会（非公開）を経て選考を通過した団体は、公開検討会で、事業内容などの説明（プレゼン

テーション）を行っていただきます。 

 

公開検討会  ６月下旬の平日を予定 

 

書類検討会の結果は、申請された全団体に、別途お知らせします。 

プレゼンテーションを行った団体には、公開検討会で、補助金の交付の可否及び補助金額を決定し、

別途通知します。 

補助金の申請を行った者が暴力団等であると確認されたときは、補助金は交付できません。 

補助金の交付は、充実発展補助金は事業完了後払い、立上げ応援補助金は前払いとなります。 

事業が完了してから２週間以内に実績報告書を提出してください。なお、提出いただいた決算の結果

により、補助金額が減額される場合があります。 

その他  

・年度途中に、事業の進捗状況を報告していただく場合があります。 

・虚偽の申請があった場合等は、補助金を返還していただきます。 

・補助金を申請できるのは、１団体について、１年度に１事業です。 

・ 来年度以降、補助制度の内容が変更される場合があります。 

・ 提出いただいた活動計画は報道機関に記事提供させていただく場合がありますのでご了承ください。 

・ 当補助金は、１団体に対して３回までしか補助できません。（ただし特に必要がある場合にあっては

最長５年を限度として補助） 

・ 当補助金は、加古川市市民活動バックアップ補助金交付要綱に定めるほか、加古川市補助金等交付規

則によります。 
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加古川市市民活動バックアップ補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、加古川市福祉コミュニティ条例（昭和 57 年加古川市条例第 22 号）の基本理

念を踏まえ、市民が自主的かつ主体的に実施する公益的な市民活動（以下「市民活動」という。）

を促進するため、加古川市市民活動バックアップ補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲

内で交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象団体） 

第２条 補助金の交付申請をすることができる団体は、市民活動を実施する団体（以下「市民団体」

という。）で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 市民活動を目的とする団体 

（２） 主に市内に活動の拠点を有する団体 

（３） 市民活動の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行できる団体 

（４） 特定の地域、要件によらず、市民の誰もが自由に参加でき、公開性を持つ団体 

（５）暴力団（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をいう。）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を含

む。）の統制の下にない団体 

（６）政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としていない団体 

２  補助金の交付を３回受けている市民団体は、補助金の交付申請を行うことはできない。ただし、 

特に必要がある団体にあっては、５回を限度として補助金の申請を行うことができる。 

  （補助対象事業） 

第３条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は特定非営利活動促進法（平

成10年法律第７号）第２条第１項に規定される活動とする。 

２  前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としな

い。 

（１） 市が実施する他の財政的支援制度を受けている事業又は受ける予定の事業 

（２） 市民活動の主たる効果が市外で生じる事業 

（３） 団体の利益、残余財産等を構成員に分配する事業 

（４） 補助金申請時に実施済みの事業 

（５） 個人の趣味的な活動や共益的・互助的な事業 

（６） その他公序良俗に反する等、補助対象事業として適当でないと認められる事業 

３  市民団体がこの要綱に基づき補助金を受けることができるのは、１年度に１事業である。 

  （補助対象経費） 

第４条  補助の対象となる経費は、別に定める経費とする。 

  （補助金の額） 

第５条  補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 市民団体立上げ応援補助金  

これから市民活動をしようと考えている市民団体及び団体設立後３年以内の市民団体に対し、

その活動を軌道に乗せるため、活動並びに運営に要する経費に対して、20万円を限度として補助

する。ただし、町内会をはじめとする地域団体（以下「地域団体」という。）と連携して事業を
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実施する場合には、30万円を限度として補助する。 

（２） 市民団体充実発展補助金  

市民団体が行う活動が団体の活性化につながるとともに、市民に対しても極めて効果的である

と考えられる市民活動に対して、50万円を限度として補助する。ただし、地域団体と連携して事

業を実施する場合には、60万円を限度として補助する。 

２  補助金の上限額は、補助対象経費から他団体からの補助金を控除した額（前項に規定する限度額

をこえる場合は前項の限度額）の、１回目の補助にあっては３分の３、２回目の補助にあっては３

分の２、３回目の補助にあっては３分の１の額とする。 

３ 特に必要と認められた団体の４回目、５回目の補助にあっては前項に規定する３回目の補助と同

じ額（３分の１の額）を上限とする。 

４  ２項、３項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てる。 

  （補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする市民団体は、別に定める申込期間内に必要な書類と併せて

「加古川市市民活動バックアップ補助金申請書」を市長に提出しなければならない。 

  （補助対象事業の評価） 

第７条  市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、加古川市市民活動バックアップ補助

金検討会を開催し、意見を聴取するものとする。 

  （決定の通知） 

第８条  市長は、補助金の交付の可否、額を決定したときは、速やかに、その旨を申請団体に通知す

るものとする。 

２  市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するために必要がある

と認めるときは、条件を付することができる。 

  （事業の変更等） 

第９条 前条により補助金の交付決定の通知を受けた団体（以下「補助対象団体」という。）は、当

該申請の内容を変更又は中止しようとするときは、遅滞なく市長に対し、当該計画の変更の申請

又は当該取下げの届け出をしなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについ

てはこの限りでない。 

  （実績報告） 

第10条  補助対象団体は、補助事業が終了した時は、原則として補助事業完了後２週間以内に「市民

活動バックアップ補助金実績報告書」に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も同様とする。 

２  市長は、補助対象団体に対し、報告会等での発表を求めることができる。 

  （補助金額の確定） 

第11条  市長は、前条第 1 項の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の審査

及び必要に応じて行う実地調査により、交付すべき補助金の額を確定し、「市民活動バックアップ

補助金確定通知書」により補助対象団体に通知する。 

  （補助金の交付） 

第12条  市長は、前条の規定により補助金額を確定した後において、補助金を補助対象団体に交付

するものとする。ただし、市長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金額の確定前
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であっても補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。 

２ 補助対象団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、所定の期日までに市

民活動バックアップ補助金請求書を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し及び返還） 

第13条  市長は、補助対象団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消し、若しくは補助金の額を減額し、又は既に交付した補助金の全部又は一

部を返還させることができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

（２）補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４） 補助対象団体の執行方法が不適当と認められたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、当該取消しにかかる部分に関

し、補助対象団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

３  補助の対象となる事業が終了したとき、又は交付された補助金が属する市の会計年度が終了した

ときにおいて、交付した補助金のうち余剰金が生じたときは、市長は、期限を定めてその返還を命

ずるものとする。 

  （補助金に関する調査） 

第14条  市長は、補助金に関し必要があるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができる。 

２  市長は、補助対象団体が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って事業を実施し

ていないと認めたときは、補助対象団体に対して必要な指示を行うことができる。 

  （庶務） 

第15条  この要綱に基づく補助金に関する事務は、地域振興部ウェルネス推進課において処理する。 

（第２条第２項に適用する団体） 

第16条  第２条第２項には、平成17年５月26日に施行した加古川市市民活動バックアップ補助金交

付要綱により補助を受けた団体を含む。 

 （その他） 

第17条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

  （施行期日） 

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

  （失効） 

２  この要綱は、平成27年３月31日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 
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加古川市市民活動バックアップ補助金交付要綱に規定する別に定める経費 

 

加古川市市民活動バックアップ補助金交付要綱第４条に規定する別に定める経費は、下記のとお

りとする。 

 

◎市民団体充実発展補助金 

市民団体が、事業を実施するために必要な経費とする。 

食糧費、市民団体メンバーやイベント参加者の人件費・謝礼・交通費は、補助の対象外とする。

ただし、交通費については、講師との事前打合せや事業のための調査にかかるものなど、事業性の

あるものは対象とする。 

領収書がないなど使途が不明なものについては、補助の対象外とする。 

報償費のうち補助対象経費とできる謝礼は、１人当たり 10 万円までとする。 

補助対象経費とできる備品購入費は、補助金額の４分の１以内とする。 

主な補助対象経費、対象外経費は、下記のとおりとする。 
区  分 補助対象経費 補助対象外経費 

報償費 事業に係る講師への謝礼や交通費など 主催関係者への謝金、記念品など 

消耗品費 
事業に係る１品１万円未満の物品（事務用品、資料

作成のためのコピー用紙などの消耗品）の購入費用
食糧費 

印刷製本費 事業に係るパンフレット、ポスター等の印刷製本費  

通信運搬費 事業に係る切手代、郵送代 
電話、メール代、インターネット利

用料 

保険料 
事業に係るイベント保険掛金、ボランティア保険掛

金など 

参加者自身が任意で加入する保険料

など 

委託料 
事業に係る警備・会場設営費など専門的業務の委託

費用など 

事務所の管理委託費 

団体本来の活動・一般的業務を再委

託する経費など 

使用料・賃借料 
事業及びその打合せに係る会場使用料、機器使用料

（機器の燃料費を含む）など 
事務所の使用料など 

備品購入費 
事業に必要不可欠と認められる備品の購入費（1品1

万円以上で償却期間がおおむね5年以上の物品） 

車両やテレビ、パソコン、机、イス

等団体の経常的に使用する備品 

その他 事業の実施に必要であると特に市長が認めたもの  

 

 

◎市民団体立上げ応援補助金 

補助対象経費、補助対象外経費は、市民団体充実発展補助金に準じる。ただし、団体の運営や維

持管理など、事業を実施するために必要な経費以外にも利用できるものとする。 
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