
   関市地域での支え合い活動支援事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、市内の地域において日常的な支え合い活動を推進する団体

等に対して、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域での支え合い

活動による福祉サービスの普及・拡大を図ることを目的とする。 

 （補助対象者） 

第２条 この告示において補助対象者は、市内で補助事業を行う次に掲げる事業

者とする。 

 （１） 住民組織 

 （２） ボランティア団体 

（３） 特定非営利団体 

（４） 社会福祉法人 

（５） 福祉サービス事業者 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象事業は、市長が適当と認める事業で別表に掲げる事業

（以下「補助対象事業」という。）とし、同表で掲げる内容のものとする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、別表に規定する経費とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額（別表に掲げる補

助基準額を限度とする。）に同表に定める補助率を乗じて得た額（１，０００

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）以下とする。 

 （１） 補助対象経費 

（２） 総事業費から収入額（寄附金収入額を除く。）を控除した額 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者は、関市地域での支え合い活動支

援事業費補助金交付申請書（別記様式第１号）及び関市地域での支え合い活動

支援事業計画書（別記様式第２号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出



しなければならない。 

（１） 収支予算書 

（２） 事業に係る見積書又は契約書の写し 

（３） 施設使用料がわかる書類の写し 

（４） 補助事業開始前の施工箇所の写真及び平面図 

（５） その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、

補助金を交付するかどうかを決定し、関市地域での支え合い活動支援事業費補

助金交付（不交付）決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付決定について条件を付けることがで

きる。 

（補助対象事業の変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助対

象経費の２０パーセントを超える経費配分若しくは減額の変更がある場合又

は補助事業を中止若しくは廃止する場合においては、関市地域での支え合い活

動支援事業費補助金交付申請変更等承認申請書（別記様式第４号）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

 （変更等の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、

承認の可否を決定し、関市地域での支え合い活動支援事業費補助金交付申請変

更等承認（不承認）通知書（別記様式第５号）により交付決定者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定による申請内容の変更の承認について条件を付けること

ができる。 

（申請の取下げ） 

第１０条 交付決定者は、当該補助金の交付の決定に係る内容又は条件に不服が

あるときは、当該補助金の交付決定の日から１５日以内に申請の取下げをする

ことができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、補助金の交付の決定はなか



ったものとみなす。 

（実績報告等） 

第１１条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、関市地域での支え合

い活動支援事業費補助金実績報告書（兼補助金交付請求書）（別記様式第６号）

及び関市地域での支え合い活動支援事業実施状況報告書（別記様式第７号）に

次に掲げる書類を添付して、補助事業完了の日（廃止の承認を受けた場合は当

該承認を受けた日）から起算して２０日を経過した日又は補助事業の完了の日

が属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに市長に提出しなければな

らない。 

 （１） 収支決算書 

（２） 施工業者等の事業に係る領収書の写し 

（３） 補助事業実施時及び完了時の現場写真 

（４） 団体会則 

（５） 次年度活動計画 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の額を確定し、関市地域での支え合い活動支援事

業費補助金額確定通知書（別記様式第８号）により交付決定者に通知する。 

（補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条に規定する補助金額の確定後に、補助金を交付する。 

２ 市長は、交付決定者が補助金の交付の目的を達成するために、特に必要と認

めるときは、前項の規定にかかわらず補助金の全部又は一部を概算払により交

付することができる。 

３ 交付決定者が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、関市

地域での支え合い活動支援事業費補助金概算払申請書（兼概算払請求書）（別

記様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申

請を承認するかどうかを決定し、関市地域での支え合い活動支援事業費補助金

概算払交付（不交付）決定通知書（別記様式第１０号）により交付決定者に通



知する。 

５ 第２項の規定による概算払いを受けた交付決定者は、前条の規定による通知

において概算払済額が確定額を超える場合には、当該通知を受けた日から１４

日以内にその差額を返還しなければならない。 

 （書類の整備） 

第１４条 交付決定者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿

等を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度以降５年間保存しなければなら

ない。 

 （補助金交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助金の交付を受けた交付決定者が次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に

交付を受けた補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。 

 （１） この告示の規定に違反したとき。 

 （２） 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

 （３） 補助金交付の条件に違反したとき。 

 （４） 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正の行為

があったとき。 

 （５） 前各号に掲げるときのほか、市長が補助金の交付を適当でないと認め

たとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるときは、関市地域

での支え合い活動支援事業費補助金交付決定取消（返還）通知書（別記様式第

１１号）により交付決定者に通知するものとする。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１６条 交付対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げ

るものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）に規定する耐用年数を経過するまでの間、市の承認を受けない

で、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担

保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

 （１） 不動産及びその従物 



 （２） 取得価格又は効用の増加分を金額に換算した額が５００，０００円以

上の機械及び器具 

２ 市長は、前項の承認を受けた交付対象者が、当該承認に係る財産を処分する

ことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納入させる

ことができる。 

 （委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条―第５条関係） 

１ 支え合い活動の立ち上げ支援事業 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

ア 地域の住民による支え合い活動

として次のいずれかに該当する活

動を行うための団体の立ち上げに

対する支援事業 

（１） 見守りネットワーク活動 

（２） 要援護者支援マップづく

り（災害時の避難支援） 

（３） ふれあいサロン活動 

（４） 住民参加による食事サー

ビス 

ａ 配食型 

   ｂ 会食型 

   ｃ 併用型 

（５） 助け合い（生活支援）活 

 動 

（６） 宅幼老所の運営 

（７） 地区福祉懇談会の開催 

（８） その他地域の福祉課題解

決のための取組 

イ 地域の住民による支え合い活動

を行う団体が次のいずれかに該当

する活動を新たに行うための支援

事業 

（１） 見守りネットワーク活動 

（２） 要援護者支援マップづく

り（災害時の避難支援） 

事業の実施に

必要な報酬、

賃金、共済費、

報償費、旅費、

需用費、役務

費、委託料、

使用料及び賃

借料、負担金、

備品購入費並

びに補助金 

１活動当た

り１，００

０，０００

円  

１０分

の１０ 



（３） ふれあいサロン活動 

（４） 住民参加による食事サー

ビス 

  ａ 配食型 

   ｂ 会食型 

   ｃ 併用型 

（５）－１ 助け合い（生活支援） 

 活動 

（５）－２ 助け合い（生活支援）

活動の内容に新たな活動を加え

る場合（移動支援等） 

（６） 宅幼老所の運営 

（７） 地区福祉懇談会の開催 

（８） その他地域の福祉課題解

決のための取組 

（９） （１）から（７）までの

活動の支援対象者を高齢者から

障がい者等へ拡げる等、共生社

会対応とする場合 

ウ その他地域での支え合い活動の

立ち上げに資する取組への支援事

業で市長が適当と認めたもの 

２ 支え合いの活動継続支援（アシスト）事業 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

地域での支え合い活動を実施するた

めに設立され、５年以上活動を継続

した団体に対する下記項目の費用に

係る支援事業 

（１） ＰＲ広報費 

事業の実施に

必要な報酬、

賃金、共済費、

報償費、旅費、

需用費、役務

１項目当た

り１，００

０，０００円

（（２）は、

２，０００，

１０分

の１０ 



（２） 地域の住民による支え合

い活動事業で使用する送迎用自

動車又は高額備品（以下「備品

等」という。）の更新。ただし、

更新する際は次に掲げる要件を

全て満たすこと。 

ａ 補助金で購入した備品等を

更新する場合は、第１６条の

財産処分の制限期間を経過し

ていること。 

ｂ 更新する備品等は、更新前

と同等以上のものとするこ

と。 

ｃ 高額備品を更新する場合

は、１つにつき５０，０００

円以上の備品を対象とするこ

と。（複数の高額備品の更新

も可能とする。） 

ｄ これまでに支え合いの活動

継続支援(アシスト)事業によ

る補助金の交付を受けたこと

がないこと。 

（３） 団体の活動に携わる人材

のスキルアップに要する費用。

ただし、過去に当該費用に係る

補助金の交付を受けた団体は、

交付を受けた年度の翌年度及び

翌々年度は受けることができな

いこと。  

費、委託料、

使用料及び賃

借料、負担金、

備品購入費並

びに補助金 

０００円） 

３ 生活支援ボランティア団体保険助成事業 



補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

１の表ア（５）又は同表イ（５）の

補助を受け活動を立ち上げた団体

に、立ち上げから３年を限度に、次

に掲げる項目の保険等に加入する場

合における保険料相当額に対する支

援事業（平成２８年４月１日以後に

補助金の交付を受けた団体で介護保

険事業等の公的事業を行わないもの

に限る。） 

（１） ボランティア活動保険 

（２） 福祉サービス総合補償 

役務費 １項目当た

り１００，０

００円 

１０分

の１０ 

４ 支え合いの場づくり支援事業 

（１） 一般型 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

ア 地域の住民による支え合い

活動として次のいずれかに該

当する活動を行うための拠点

の整備に対する支援事業（事業

者型によるものを除く。） 

（１） 見守りネットワーク活 

 動 

（２） 要援護者支援マップづ

くり（災害時の避難支援） 

（３） ふれあいサロン活動 

（４） 住民参加による食事サ

ービス 

  ａ 配食型 

   ｂ 会食型 

事業の実施に

必要な報酬、

賃金、共済費、

報償費、旅費、

需用費、役務

費、委託料、

使用料及び賃

借料、工事請

負費、負担金、

備品購入費並

びに補助金 

１拠点当た

り１，００

０，０００円  

１０分

の１０ 



   ｃ 併用型 

（５）－１ 助け合い（生活支

援）活動 

（５）－２ 助け合い（生活支

援）活動の内容に新たな活動

を加える場合（移動支援等） 

（６） 宅幼老所の運営 

（７） 地区福祉懇談会の開催 

（８） その他地域の福祉課題

解決のための取組 

（９） （１）から（７）まで

の活動の支援対象者を高齢

者から障がい者等へ拡げる

等、共生社会対応とする場合 

イ その他地域の住民が支え合

い活動を行うための拠点の整

備に対する支援事業で市長が

適当と認めたもの 

（２） 事業者型 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

ア 介護サービス事業者及び障

がい福祉サービス事業者等が、

地域の住民と連携しながら次

に該当する事業を行うための

常設型拠点を整備する事業に

対する助成事業 

（１） ふれあいサロン活動 

（２）－１ 助け合い（生活支

援）活動 

事業の実施に

必要な補助金

（報酬、賃金、

共済費、報償

費、旅費、需

用費、役務費、

委託料、使用

料 及 び 賃 借

料、工事請負

１拠点当た

り７，００

０，０００円

（新築の場

合）、１，

０００，００

０円（その

他の場合）  

３分の

２ 



（２）－２ 助け合い（生活支

援）活動の内容に新たな活動

を加える場合（移動支援等） 

（３） 宅幼老所の運営 

（４） その他常設型拠点の整

備を必要とする地域での支

え合い活動 

（５） （１）から（３）まで

の活動の支援対象者を高齢

者から障がい者等へ拡げる

等、共生社会対応とする場合 

イ その他介護サービス事業者

及び障がい福祉サービス事業

者等が、地域の住民と連携しな

がら支え合い活動を行うため

の常設型拠点を整備する事業

に対する助成事業で市長が適

当と認めたもの 

費並びに備品

購入費として

助成するもの

に限る。） 

５ 人材育成確保事業 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

次に掲げる講座の実施事業 

ア 助け合い(生活支援)活動の担い

手を新たに育成確保するために行

う講座 

イ 助け合い(生活支援)活動のコー

ディネーターを新たに育成確保す

るために行う講座 

ウ 民生委員を支える人材を新たに

育成確保するために行う講座  

事業の実施に

必要な報酬、

賃金、共済費、

報償費、旅費、

需用費、役務

費、委託料、

使用料及び賃

借料、負担金

並びに備品購

１，０００，

０００円 

１０分

の１０ 



入費 

６ 買物弱者支援・移動支援事業 

（１） 一般型 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

地域の住民による支え合い活動

として移動販売又は移動支援を

行うための自動車の購入、改造及

び維持に係る経費の支援事業（事

業者型によるものを除く。） 

※改造及び維持に係る経費は、車

検並びに事業の実施に必要とな

る特別な装置のための改造及び

修繕に係る費用に限る。 

※購入及び維持に係る経費は、車

検の際に必要な法定費用（自動車

重量税、自賠責保険料、登録・検

査手数料等）を除く。 

事業の実施に

必 要 な 需 用

費、役務費、

委託料、使用

料 及 び 賃 借

料、負担金、

備品購入費並

びに補助金 

１団体当た

り２，００

０，０００円  

１０分

の１０ 

（２） 事業者型 

補助対象事業 補助対象経費 補助基準額 補助率 

法人、個人事業主等の事業者が移

動販売又は移動支援を行うため

の自動車の購入、改造及び維持に

係る経費の支援事業 

※改造及び維持に係る経費は、車

検並びに事業の実施に必要とな

る特別な装置のための改造及び

修繕に係る費用に限る。 

※購入及び維持に係る経費は、車

検の際に必要な法定費用（自動車

事業の実施に

必要な補助金

（需用費、役

務費、委託料、

使用料及び賃

借料、負担金

並びに備品購

入費として補

助するものに

限る。） 

１団体当た

り２，００

０，０００円  

３分の

２ 



重量税、自賠責保険料、登録・検

査手数料等）を除く。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の関市地域での支え合い活動

支援事業費補助金交付要綱の規定により作成されている用紙（以下「旧用紙」

という。）がある場合においては、この告示による改正後の規定にかかわらず、

旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


