○南相馬市まちづくり活動支援事業補助金交付要綱
平成１８年３月２９日
告示第１７２号
改正 平成１９年３月２９日告示第３５号
平成２０年３月２８日告示第２３号
平成２１年１１月２６日告示第１２０号
平成２４年３月３０日告示第４０号
平成２５年３月２７日告示第１８号
平成２６年３月２８日告示第３９号
平成３０年３月２８日告示第９５号
（趣旨）
第１条 この告示は、市民活動団体が地域資源を有効に活用し、自主性・主体性を持って取
り組むまちづくり事業や人材育成事業を実施するために要する経費に対し、予算の範囲内
で補助金を交付することについて、南相馬市補助金等の交付等に関する規則（平成１８年
南相馬市規則第３８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め
るものとする。
（定義）
第２条 この告示において「市民活動団体」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のも
のの利益の増進に寄与することを目的とした団体とし、次の各号のいずれにも該当しない
団体をいう。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とす
る団体
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
(3) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職の候補者若しくは公
職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
(4) 公益を害するおそれがあると市長が認める団体
（補助対象団体）
第３条 補助の対象となる団体は、前条に規定する団体で、次の各号に掲げる要件を全て満
たす団体とする。
(1) 一定の規約を有し、自主的・主体的に活動している団体又は活動することが見込まれ
る組織であること。
(2) 代表者が明確で、主たる事務局の所在地及び活動の拠点が南相馬市内にある団体であ
ること。
(3) 会計経理が明確である団体であること。
(4) 原則として３人以上で構成されている団体であること。
（補助対象事業等）
第４条 補助対象事業は、前条に規定する団体が主体となり実施する事業で、次の各号のい
ずれかの部門に該当する事業とし、事業内容、補助対象経費、補助率、補助限度額及び補
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助期間は別表第１のとおりとする。
(1) いきいき人づくり部門
(2) まちづくり市民活動部門スタートコース
(3) まちづくり市民活動部門ステップアップコース
２ 前項の規定にかかわらず、同項の補助対象事業についてその補助対象者がこの告示に基
づく補助金以外の補助金等を交付され、又は交付の決定を受けている場合は、当該補助事
業に該当しないものとする。
３ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
４ 補助対象経費には、市民活動団体の運営に係る経費は含まないものとする。
（補助金申請）
第５条 規則第４条第１項の申請は、まちづくり活動支援事業補助金交付申請書（様式第１
号）によるものとし、その提出期限は市長が別に定める日とする。
２ 規則第４条第２項に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) まちづくり活動支援事業計画書（様式第２号）
(2) まちづくり活動支援事業収支予算書（様式第３号）
（認定委員会）
第６条 前条の規定による申請書の提出があった場合、その事業を審議するための機関とし
て、南相馬市まちづくり活動支援事業認定委員会（以下「認定委員会」という。）を置く。
２ 認定委員会の委員には、総務課長、生涯学習課長、観光交流課長、小高区地域振興課長、
鹿島区地域振興課長及び原町区地域振興課長の６人をもって充てる。
３ 認定委員会の会長には、総務課長があたり、認定委員会の会務を総理する。
４ 認定委員会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長になる。
５ 会長は、認定委員会において必要であると認める場合には、委員以外の職員の出席を求
め、説明又は意見を求めることができる。
６ 認定委員会の事務は、総務課で処理する。
（補助金の交付決定）
第７条 市長は、まちづくり活動支援事業補助金の交付決定をするときは、認定委員会の意
見を聴くものとする。
（交付決定の通知）
第８条 規則第７条の規定による交付決定の通知は、まちづくり活動支援事業補助金交付決
定通知書（様式第４号）によるものとする。
（変更の承認申請）
第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、規則第６条第１項第１号の規定
に基づき市長の承認を受けようとする場合には、まちづくり活動支援事業計画変更（中止・
廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。ただし、別表第２に
掲げる軽微な変更の場合には、この限りでない。
２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、これを適当と認めるときは、当
該申請した者に対し、まちづくり活動支援事業計画変更（中止・廃止）承認通知書（様式
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第６号）により通知するものとする。
（交付申請の取下げ）
第１０条 規則第８条第１項の規定による交付申請の取下げは、様式第７号によるものとし、
申請の取下げをできる期間は、交付決定の通知を受理した日から起算して１５日を経過し
た日までとする。
（事情変更による決定の取消通知）
第１１条 規則第９条第３項に規定する通知は、まちづくり活動支援事業補助金交付決定取
消（変更）通知書（様式第８号）によるものとし、事情変更の生じた日から１５日以内に
行わなければならない。
（実績報告）
第１２条 規則第１３条第１項に規定する実績報告は、まちづくり活動支援事業実績報告書
（様式第９号）によるものとし、次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日（規則第６
条第１項第２号の規定により、市長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日）後１
５日以内に提出しなければならない。
(1) まちづくり活動支援事業実績書（様式第１０号）
(2) まちづくり活動支援事業収支精算書（様式第１１号）
(3) 成果品若しくはその写し又は事業実施の際の写真
(4) まちづくり活動支援事業事後評価シート（様式第１２号）
（補助金の額の確定）
第１３条 規則第１４条の規定による確定通知は、まちづくり活動支援事業補助金交付額確
定通知書（様式第１３号）によるものとする。
（補助金の交付請求）
第１４条 補助金の交付決定を受けた団体（以下「補助金交付団体」という。）が、補助金
を請求しようとするときは、まちづくり活動支援事業補助金交付請求書（様式第１４号）
を市長に提出しなければならない。
２ 補助事業の円滑な遂行を図るために市長が特に必要と認めるときは、交付決定額の全部
又は一部を概算払いにより交付することができる。
（事業報告）
第１５条 補助金交付団体は、市長に対して事業の成果等を報告しなければならない。
２ 市長は、事業の成果等を広く市民に周知するため、補助金交付団体の了解を得た上で事
業内容を公表するものとする。
（会計帳簿等の整理等）
第１６条 補助金交付団体の代表者は、補助金の収支状況を記載した証拠書類を整理し、補
助事業の完了した日の属する会計年度から５年間保存しておかなければならない。
（準用規定）
第１７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関しては、規則の定めるところ
により、南相馬市補助金交付要綱（平成１８年南相馬市告示第１号）の例による。
附 則
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（施行期日）
１ この告示は、平成１８年４月１日から施行する。
（南相馬市いきいき人づくり事業補助金交付要綱の廃止）
２ 南相馬市いきいき人づくり事業補助金交付要綱（平成１８年南相馬市告示第１３９号）
は、廃止する。
（南相馬市いきいき人づくり事業補助金交付要綱の廃止に関する経過措置）
３ 前項の規定による南相馬市いきいき人づくり事業補助金交付要綱第１３条の規定につい
ては、なお従前の例による。
附 則（平成１９年告示第３５号抄）
（施行期日）
１ この告示は、平成１９年４月１日から施行する。
附 則（平成２０年告示第２３号抄）
（施行期日）
１ この告示は、平成２０年４月１日から施行する。
附 則（平成２１年告示第１２０号）
この告示は、平成２２年４月１日から施行する。
附 則（平成２４年３月３０日告示第４０号）
この告示は、平成２４年４月１日から施行する。
附 則（平成２５年３月２７日告示第１８号）
この告示は、平成２５年４月１日から施行する。
附 則（平成２６年３月２８日告示第３９号）
この告示は、平成２６年４月１日から施行する。
附 則（平成３０年３月２８日告示第９５号）
この告示は、平成３０年４月１日から施行する。
別表第１（第４条関係）
部門名

事業内容

補助対象経

補助率

補助限度額 補助対象期間

費
い き い き（１） 将来のまちづくり報償費

補助対象経

３０万円同一事業で３

人 づ く り を担う青少年を育成する旅費

費の５／１

年間

部門

０以内

ための事業

消耗品費

（２） まちづくりのリー食糧費
ダーを育成するための事印刷製本費
業

燃料費

（３） まちづくりに関心通信運搬費
を持つ市民を育成するた筆耕料
めの事業

保険料

（４） その他まちづくり広告料
を担う人材を育成するた委託料
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めの事業

使用料

（１）～（４）を目的とし賃借料
た研修会、講習会、講演会、負担金
研究会への参加又は開催、
指導者の招致事業
市 民 活 動（１） 市民活動を開始又報償費

補助対象経

部 門 ス タ は団体を組織することを旅費

費の８／１

ー ト コ ー 目的とした事業

０以内

ス

消耗品費

１０万円１回限り

（２） 団体を組織し継続印刷製本費
して活動していくために通信運搬費
効果的な事業

登録料
使用料
負担金

市 民 活 動（１） 不特定多数の市民報償費

補助対象経

５０万円同一事業で３

部 門 ス テ の利益向上が図れる公益旅費

費の５／１

年間

ッ プ ア ッ 性の高い事業

０以内

消耗品費

プコース （２） 地域間交流人口の食糧費
増加を図るために効果的印刷製本費
な事業

燃料費

（３） 地域の様々な課題通信運搬費
を自主的に解決するため筆耕料
に、創意と工夫をもって保険料
取組むまちづくり事業

広告料

（４） 地域の特色や資源委託料
を効果的に活用し、地域使用料
情報を発信できる個性的賃借料
なまちづくり事業

負担金

（５） 団体が自主性を持
って実施する事業で、団
体の資質向上に効果的な
事業
別表第２（第９条関係）
経費の配分の軽微な変更

内容の軽微な変更

（１） 総事業費の２０％以内での額の変更 （１） 事業の重要な部分に関するものでない
変更
（２） 交付決定の基礎となった計画を著しく
変更するものでない変更
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