平成３０年度
鎌ケ谷市市民活動応援補助金
募集要項
市では、地域社会が抱える課題を解決し、もって地域の活性化を図るため、市民公益
活動団体が実施する公益的な事業に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助します。

１

対象団体

市民公益活動団体（特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動※を
行う団体）で、次の要件をすべて満たす団体が対象となります。
（１） ５人以上の者で構成されていること。
（２） 市内に事務所等を有すること又は活動場所等が市内であること。
（３） 市長が別に定める鎌ケ谷市市民活動推進センター団体登録基準第５条に基づく団
体登録をしていること。
（４） 定款、規約又は会則等を有していること。
（５） 年間の活動計画を有し、事業に係る収支が明らかであること。
（６） 活動の目的が宗教又は政治に関するものでないこと。
（７） 活動の目的が公共の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがないこと。
（８） 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。以下この条において同じ。
）でないこと。
（９） 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において
同じ。
）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の
下にある団体でないこと。
（１０） 入札参加資格における指名停止処分を受けている団体でないこと。
※ 特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動
１

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

12

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

２

社会教育の推進を図る活動

13

子どもの健全育成を図る活動

３

まちづくりの推進を図る活動

14

情報化社会の発展を図る活動

４

観光の振興を図る活動

15

科学技術の振興を図る活動

５

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

16

経済活動の活性化を図る活動

６

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図
る活動

７

環境の保全を図る活動

８

災害救援活動

９

地域安全活動

10

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11

国際協力の活動

17
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職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援
する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都
道府県又は指定都市の条例で定める活動

２

対象事業

市内で実施する公益的な事業で、交付決定後に開始する新規事業（団体として新たに
行うものや、既存の事業を拡充し、発展させる事業。以下「補助事業」という。）が対象
となります。
ただし、上記を満たしている場合でも、次のいずれかに該当すると認められる事業に
ついては、申請することができません。
（１） 営利を目的とするもの又はその誤解を与えるおそれがあるもの
（２） 政治的目的を有するもの又はその誤解を与えるおそれがあるもの
（３） 宗教的目的を有するもの又はその誤解を与えるおそれがあるもの
（４） 公共の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるもの
（５） 構成員の親睦若しくは趣味又は特定の個人若しくは団体の利益を目的とする
もの
（６） 事業の実施を伴わない調査又は研究のみを目的としているもの
（７） 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体から補助、助成等を受けている
もの
（８） 事業の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせるもの

３

補助金額等

補助額は以下のとおりとし、予算の範囲内で補助します。
（１） 区分ごとの補助金額等
区分

単独事業型補助金

協働事業型補助金

内容

申請団体が単独で実施する事業

申請団体が他の市民公益活動団体、
自治会、本市等と協働により実施す
る事業

限度額

３０万円

５０万円

補助率

対象経費の８０％

※１

補助回数

各区分につき、１回限り

補助年数

最長連続３年まで

※２

※１ 各申請団体が要望した補助金申請額の合計が市の予算の範囲を上回るときは、
補助金の交付額が申請額に満たない場合があります。
この場合、申請団体によっては、当該交付額では補助事業を実施できないとし
て、補助金の交付を辞退することも考えられるため、この辞退により、交付が決
定した他の補助事業が、申請団体が要望した申請額どおりに交付されることがあ
ります。
※２ 補助事業が複数年度にわたる場合、申請は単年度ごとに必要となります。
この場合、補助金はまとめて交付するのではなく、年度ごとに交付します
（３年にわたって実施する事業の場合、３回交付することとなります。）。
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（２） 対象経費
事業の実施に直接要する経費で、以下の項目に該当する経費です。
項目

対象経費の例

賃金

団体の構成員のうち、対象事業に直接従事する者への賃金
（１人につき時給８７０円とする。ただし、１日につき、
１人あたり６，８００円を限度とする。）

報償費

外部講師、有償ボランティア又はコーディネーターへの謝礼
等

旅費

外部講師との打合せ、現地調査等に係る外部講師、団体の構
成員等に支払う交通費等

消耗品費及び
原材料費

１品につき、１０，０００円以下のもの

食糧費 ※

外部講師等への昼食及び飲物、イベント等の来場者のための
茶菓子代等

印刷製本費

パンフレット等の印刷

通信運搬費

切手、はがき、宅配等の郵送料等

手数料

口座振込手数料等

保険料

イベント保険等

委託費

専門的知識、技術等を要する業務の外部への一部委託費等

使用料及び
賃借料

会場使用料、機材及び物品の賃借料等

備品購入費

１品につき、１０，０００円を超えるもの

その他

その他必要があると市長が認めるもの

※ 団体の構成員の飲食費や、打合せの際の飲食費は対象となりません。

４

補助事業の実施期間

補助事業の実施期間は平成３０年６月から平成３３年３月までとなります。

５

募集期間及び募集方法

（１） 募集期間
平成３０年４月２日（月）～４月２７日（金）
（２） 募集方法
次ページの提出書類に必要事項を記入し、４月２７日（金）までに市民活動推
進課に直接提出してください。受付は月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前８時
３０分から午後５時１５分までです。
なお、書類提出時に記載内容を確認しますので、時間に余裕を持ってお越しくだ
さい。
また、申請の際は、お早めに市民活動推進課へご相談ください。
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（３） 提出書類
① 鎌ケ谷市市民活動応援補助金交付申請書
②
③
④
⑤

鎌ケ谷市市民活動応援補助金申請団体概要書
鎌ケ谷市市民活動応援補助金事業計画書
鎌ケ谷市市民活動応援補助金協働団体同意書（協働事業型補助金のみ）
添付書類
ア 定款、規約、会則等（目的、会員資格、事業内容、総会等の開催、制定年
月日等が記載されているもの）
イ 構成員名簿
提出書類①～④の様式は鎌ケ谷市のホームページからダウンロードできます。

※

http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kakuka/shiminkatudo/document/kyoudou/p
lan/hojyokin.htm
QR コードをお使いになられる方はこちら→

６

審査項目及び補助事業の決定

提出書類の内容を踏まえ、以下の審査項目について、学識経験者等で構成された鎌ケ
谷市協働推進委員会が審査を行います。
審査にあたっては、同委員会が書類に基づき申請団体へヒアリング（同委員会が質問
をし、申請団体に回答していただきます。）を実施し、その結果を踏まえて市が交付の可
否を決定します。
なお、交付決定の際に、事業実施にあたっての条件等を付する場合があります。
※ 審査の際に、現地調査、資料の提出等のご協力をお願いする場合があります。
〈審査項目〉

（

１ 公益性

）＝鎌ケ谷市市民活動応援補助金事業計画書の確認箇所

目的、対象者・受益者、内容等から、地域課題の解決又は地域
活性化が図られ、実施により効果・成果等が期待できる事業か。
（２

事業の目的、３

事業の対象者・受益者、４

事業の内容）

２ 仕掛け・工夫

目的を達成するための的確な仕掛けや創意工夫が盛り込まれ
ているか。（４ 事業の内容）

３ 遂行能力

活動分野、特徴、強み、これまで培ってきたノウハウ及び経験
等から、事業実施の主体としてふさわしい団体であり、事業の
遂行能力があると期待できるか。（６ 事業の遂行能力）

協働の必要性・効果 申請団体と協働相手の役割分担が明確であり、協働で実施する
４

（単独事業型補助金の場
合は適用なし）

５ 実施体制

ことにより、相乗効果やお互いが不得意とする分野を補うこと
が期待できるか。（７ 協働の必要性及び効果）
内容、実施体制、スケジュール等から、実現可能性が認められ
る事業か。
（４ 事業の内容、８ 事業の実施体制、９ 補助金を活用して事業
を実施する期間及びスケジュール）

６ 自走・発展性

今後、事業を自走させ、より発展的に展開させることが期待で
きるか。（１０ 事業の自走・発展）

７ 熱意

申請団体に事業の実施にかける熱意があり、それをアピールで
きているか。
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７

地域づくりコーディネーターによる伴走支援

交付決定団体が希望するときは、市が認定した地域づくりコーディネーターを派遣し、
補助事業の内容や進捗等について、必要なときに相談することができます。
また、当該コーディネーターに対する謝礼も本補助金の対象経費となりますので、ぜ
ひご活用ください。

８

次年度の要望

補助事業が複数年度にわたる場合、次年度以降の予算確保のため、平成３０年１０月
頃及び平成３１年１０月頃に補助金等交付要望書を提出していただきます。
補助金等交付要望書の様式については、交付決定団体に別途送付します。

９

実績報告

補助事業が完了した日の翌日から起算して３０日以内又は事業実施年度の末日のいず
れか早い日までに実績報告書及び領収書（写し）を提出していただきます。
報告書の様式については、交付決定団体に別途送付します。
※ 補助事業が複数年度にわたる場合は、年度ごとに提出していただきます。
１０ 補助金の交付
上記「９

実績報告」に記載の実績報告書をもとに市が補助金額を確定し、交付決定

団体に通知します。その後、交付決定団体に請求書を提出していただき、市が補助金を
交付いたします。
また、事業内容が複数年度にわたる場合、補助金はまとめて交付するのではなく、年
度ごとに交付します。
（３年にわたって実施する事業の場合、３回交付することとなりま
す。）。
なお、必要がある場合は概算払いにより各年度の補助事業実施前に交付することがで
きます。
※ 精算する際、補助金額と事業収入を合計した金額が対象経費の合計を越える時は、
対象経費から事業収入を差し引いた額を補助金額とします。
※ 実績報告書に記載した事業に係る支出のうち、補助金交付対象経費の合計が交付
決定の際に事業計画書に記載した同経費の合計に満たない場合は、補助金の額を減
額いたします。なお、同経費の合計が超過した場合、補助金額の増額は認めません。

１１ 事業の周知
決定された補助事業や交付決定団体名については、市のホームページ等において、概
要を掲載します。また、協働のさらなる発展を目的とし、補助事業完了後、事例発表会
を開催する場合があります。
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補助金の申請から交付までの流れ
＜単年度事業の場合＞
申請書の受付期間

４月２日（月）～４月２７日（金）

提 出 先：市役所 1 階 市民活動推進課
受付時間：平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
審査の実施・交付決定の通知

５月末

補助金交付決定団体となった場合

補助事業実施

平成３０年６月～平成３１年３月

補助事業完了後３０日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い日
実績報告書の提出
補助金額確定の通知
補助金交付請求書提出※
請求書受領後

※

補助金の交付

必要がある場合は概算払いにより補助事業実施前に交付することができます。
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補助金の申請から交付までの流れ
＜複数年度（EX:３年間）にわたる事業の場合＞
申請書の受付期間

４月２日（月）～４月２７日（金）

提 出 先：市役所 1 階 市民活動推進課
受付時間：平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
審査の実施・交付決定の通知

５月末

補助金交付決定団体となった場合

補助事業実施 平成３０年６月～平成３３年３月
要望書の提出

１０月頃

年度ごとの補助事業完了後３０日以内又は事業実施年度の末日のいずれか早い日
実績報告書の提出
補助金額確定の通知
補助金交付請求書提出※
請求書受領後

補助金の交付

申請書の提出

交付決定の通知

４月

４月～５月

※

必要がある場合は概算払いにより各年度の補助事業実施前に交付することが
できます。

お問合せ先

鎌ケ谷市 市民生活部 市民活動推進課 市民活動推進係
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号
電 話 ０４７－４４５－１２７４
ＦＡＸ ０４７－４４５－１４００
E-mail sikatu@city.kamagaya.chiba.jp
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