
1 

 

 

 

平成２４年度 

市民活動補助事業募集要項（案） 
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《問い合わせ先》 

下野市総合政策課政策推進グループ 

電話 ０２８５－４０－５５５０ 

電子メール sougouseisaku@city.shimotsuke.lg.jp 

 

 （ キャッチフレーズ ） 

資料 ２ 
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【募集期間】 

平成２４年６月１日（金）～平成２４年６月２９日（金） 

 

 

 

【募集説明会】 

６月１７日（日） １回目：１０時３０分から 

２回目：１３時３０分から 

ゆうゆう館会議室（下野市小金井７８９番地） 

※当補助制度に応募するには、募集説明会への出席が必要です。 

※募集説明会に出席できない場合、総合政策課にて説明を受けていただく必要があります。 

※募集説明会に出席する際は、この募集要項を持参してください。 

 

【公開審査会】（公開プレゼンテーション） 

７月  日（日） 時間未定 

ゆうゆう館会議室 

※開始時刻は、募集期間終了後、応募団体に応じて決定し、市のホームページ等でお知らせし

ます。なお、各応募団体へは別途通知します。 

 



1 

 

１ 市民活動補助金とは 

 

市民活動補助金は、市民活動を推進するための公募型補助制度で交付される補助金です。これか

ら活動を始めたい、または新たな事業展開を図りたいという、市民団体のみなさんのきっかけづく

りを主な目的としています。 

 

 

２ 補助が受けられる団体 

 

補助が受けられる団体は、次の団体の要件に該当する団体です。ただし、下野市市民活動補助金

交付要綱の第３条第２項の第１号から４号（※）に規定する活動を行う団体は補助が受けられませ

ん。 

補助団体の要件 

（１）公益活動を目的とする市民活動団体等（複数の団体等により構成された組織（実行委員会、

連絡会、協議会等の組織をいう。）も含む。）であること。 

（２）市内で活動実績がある市民活動団体等（今後において活動を予定する場合を含む。） 

（３）５人以上の会員で組織され、継続して活動できる見込みがある市民活動団体等 

※ 第３条第２項の第１号－４号 

（１）宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行っている市民活動団体等 

（２）暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある市民活動団体等 

（３）特定の個人又は団体の利益の増進を目的とする市民活動団体等 

（４）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とす

る市民活動団体等 

 

 

３ 補助の対象となる事業 

 

補助の対象となる事業は、市民活動（※）であって、主に下野市内で実施される事業で、主に下

野市民を対象とした事業です（特定の地区や特定の個人・団体を対象とした事業は対象になりませ

ん。）。ただし、本市又は本市外郭団体等から他の制度による補助金の交付を受けている事業は、対

象外となります（予定も含みます。）。 

※ 市民活動とは、市民のみなさんが様々なコミュニティを通して、地域のため、社会のためにと

行う活動のことです。例えば、環境保全に関する活動、防犯活動、子育て支援、こどもの健全育

成に関する活動などが挙げられます。ただし、営利や宗教、政治、選挙を目的とする活動は除き

ます。 

補助事業の要件（新規スタート補助事業・継続ステップアップ補助事業共通） 

（１）市内で実施される事業であること 

（２）補助事業の対象期間中において、事業の財源として本市又は本市外郭団体等における他の補

助金等を受ける事業でないこと（予定も含む） 
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（３）自主的に取り組む事業で、市民主体のまちづくりの原動力となる効果があると認められる事

業であること（主催団体のみに帰属する事業を除く） 

（４）事業の実施計画が明確であること 

（５）単年度ごとに成果が出る事業であること 

 

継続ステップアップ補助事の要件（２・３年目） 

（１）新規スタート補助事業（１年目）の実績があること 

（２）今後の事業の継続を予定していること 

（３）新規スタート補助事業の開始年度から起算して３年を経過していないものであって、かつ、

補助事業としての継続性が認められるもの 

（４）新規スタート補助事業の要件に該当していること 

 

 

４ 補助区分と補助金額等 

 

補助金は、「新規スタート補助」と「継続ステップアップ補助」の２種類に区分しています。 

なお、補助交付回数は、「新規スタート補助」にあっては１補助事業につき１回、「継続ステップ

アップ補助」にあっては１補助事業につき２回までです。 

 

補助区分 新規スタート補助 継続ステップアップ補助 

補助金額の上限 １００，０００円 ３００，０００円 

補助率 １／２ １／２ 

交付回数の制限 １補助事業１回限り １補助事業 2回まで 

 

《事業収入がある場合》  

補助事業の実施に当たり、当該補助事業に事業収入（事業を行うことにより得た入場料、売上金、

協賛金等をいう。以下同じ。）の見込がある場合でも、あくまで支出決算額を補助金額決定の根拠

としますので、支出額が交付額の２倍を下回らなければ、返金の必要はありません。 

 

 

５ 補助の対象となる経費 

 

補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、応募事業の実施に直接必要と

なる経費です。また、対象経費は、領収書等により事業の実施団体が支払ったことを確認できるこ

とが必要です。（実績報告書に領収書（写し）を添付していただきます。「１３ 事業実施後の手続

き等」参照）ただし、次に掲げる経費は、補助の対象外となります。 

 

 ◎補助対象外経費 

（１）商品券、記念品等の購入に要する経費 
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（２）備品（１品１万円以上のもので、かつ、複数年使用することが可能なもの） 

（３）土地の取得、造成及び補償に関する経費 

（４）領収書等により、補助団体が支払ったことを明確に確認することができない経費 

（５）補助事業に直接関係のない経費その他市長が社会通念上適切でないと認める経費（団体の

事務所等を維持するための経費、団体の経常的活動に要する経費（運営費）、団体の構成員

による会合の飲食費、団体の構成員に対する人件費・謝礼等） 

 

 ◎補助対象経費 

科  目 内  容 

人件費 補助事業の実施のため雇用したスタッフ（アルバイトを含む。）の人

件費 

報償費 講師、指導者、補助事業の協力者等への報償及び謝礼（ただし、市民

活動団体等の構成員に対するものは除く） 

旅費・交通費 （１）講師、指導者、補助事業の協力者等が補助事業に出席するため

に要した交通費、宿泊費等の実費相当額 

（２）先進地への事例調査に係る交通費（宿泊を伴わないで実施され

る調査に限る） 

消耗品費 補助事業に必要な消耗品の購入に要した費用 

食材料費 補助事業に必要な食材等の購入に要した費用（会議の際の湯茶、茶菓

子代等は除く） 

印刷製本費 補助事業のＰＲ等に必要なパンフレット、ポスター等の作成費及び印

刷費 

使用料及び賃借料 (１) 補助事業において利用する施設の使用料、バス等の借上料 

(２) 補助事業で使用する機器類のリース料 

(３) 上記のうち、補助団体自らが所有するものに係る費用は除く 

燃料費 
補助事業の実施に必要とする燃料代（車両の燃料代等） 

通信・運搬費 補助事業に係る通知、資材等の送付に要する費用 

保険料 補助事業の実施に必要とするイベント保険料等（火災、地震等の家屋

に係るものは除く） 

その他 その他補助事業に必要な経費で、市長が必要かつ適切であると認める

もの 
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６ 補助対象となる期間 

 

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日の間に実施される事業が、補助の対象となります。

ただし、補助事業の決定前に事業が完了する場合は、市民活動補助金を活用した事業であることが

確認できないため、対象外とさせていただきます。 

 

 

７ 募集説明会 

 

応募には、募集説明会（２回のうちいずれか１回）に出席することが必要となりますので、ご出

席ください。なお、募集説明会に出席できない場合は、総合政策課において説明を受けていただく

必要がありますので、ご相談ください。 

 

【募集説明会開催日】 

日 時 平成２４年６月１７日（日） １回目：１０時３０分から  

２回目：１３時３０分から 

場 所 ゆうゆう館会議室（下野市小金井 789番地） 

 

 

 

 

 

 

 

ゆうゆう館（小金井 789 番地） 
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８ 応募方法 

  

申請に必要な書類をそろえ、次の募集期間中に総合政策課の窓口へ直接提出してください（郵送

は不可）。なお、提出の際に、申請書の内容についてお伺いすることがありますので、申請内容を

説明できる方がお越しください。 

 

募集期間 平成２４年６月１日（金）～平成２４年６月２９日（金） 

８時３０分～１７時１５分 （１２時～１３時の間及び土・日曜日は

除きます） 

提出場所 下野市役所総合政策課窓口（国分寺庁舎２階） 

※郵送・ＦＡＸ・メールでの提出はできません。上記窓口まで直接

お越しください。 

提出書類 ①市民活動補助金交付申請書（様式第１号） 

②団体に関する調書（様式第２号） 

③直近年度の団体の収支(決算)報告書 

④申請年度の団体の予算書 

⑤定款、規約、会則等 

⑥役員名簿又は会員名簿 

⑦市民活動事業計画書（様式第３号） 

⑧市民活動予算計画書（様式第４号） 

⑨市民活動事業予定表（様式第５号） 

⑩その他活動等の説明において必要な書類 

 

※提出書類は返却しませんので、必要な場合はコピーをとってから

提出してください。 

 

○提出書類の記入上の注意について 

・手書きで作成する場合は、黒色のボールペン等を使用し、楷書で明瞭に読みやすく記入してくだ

さい。 

・パソコンで作成する場合は、白黒で印刷したものを提出してください。また、文字の網掛け等は、

コピーをした際に見えにくくなる恐れがありますので用いないでください。 

・提出書類①、②及び⑦から⑧の様式は、市のホームページからダウンロードすることができます。 

 

○申請内容の公表について 

補助金の公平性、透明性を高めるとともに、市民活動を推進するため、申請内容（団体名、事業

名、事業の内容、補助申請額及び申請事業の総予算額等）を、市のホームページで公表させていた

だきますので、あらかじめご了承ください。 
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９ 選考方法 

 

（１）書類審査 

事務局において、応募団体・応募事業の適格性を審査します。１～２ページの「２ 補助が受

けられる団体」及び「３ 補助の対象となる事業」を参照してください。 

原則として、対象団体及び対象事業の基準に該当する全ての応募団体について、公開審査会に

参加していただきます。 

 

（２）質問の事前通知 

公開審査会は、下野市市民活動補助事業選考会（以下「選考会」といいます。）が行います。

なお、審査に先立ち、各委員に申請書類を配布して質問を確認します。委員から質問がある場合

は、公開審査会の前に該当する応募団体へ通知しますので、質問事項に対して説明ができるよう

に準備をお願いします。また、公開審査会では、事前に通知した以外の質問もありますので、あ

らかじめご承知ください。 

 

下野市市民活動補助事業選考会の委員構成（予定） 

委員  

（１）市民（公募）：２名 

（２）学識経験者：１名 

（３）その他市長が必要と認める者：２名 

 

（３）公開審査会（公開プレゼンテーション） 

応募団体は、選考会に対して、応募事業の説明（プレゼンテーション）をしていただきます。

各委員は、審査基準（７ページ「１０ 審査の視点（審査基準）」参照）に基づき、申請書類及

びプレゼンテーションの内容について、総合的に審査します。なお、審査会は公開で行います。 

 

【公開審査会】 

開催日  平成２４年７月  日（日曜日） 

会 場   ゆうゆう館会議室（下野市小金井７８９番地） 

※開催時間は、応募期間終了後に、各応募団体にお知らせします。 

 

【審査・選考方法】 

① ７ページの「１０ 審査の視点（審査基準）」に基づき、審査委員会の各委員は、申請書類

とプレゼンテーションの内容を総合的に判断し、採点します。 

② 各委員の採点結果の平均点を算出し、審査結果として市長に報告します。 

③ 市長は、選考会からの審査結果を受けて、５０点満点中２５点以上を獲得した応募事業を対

象に、予算の範囲内で点数の高い順に補助対象とする事業を決定します。 
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《プレゼンテーションについて》 

★発表方法 

パソコン、模造紙等による発表とします。 

応募時に発表方法をお知らせください。 

※ 発表用のマイク、ホワイトボード、ノートパソコン、プロジェクター、スクリーンは市で

用意します。また、当日、配布する資料がある場合は、各自でご用意ください。（必要部数

１０部） 

★発表時間・進行方法 

発表時間は１団体５～１０分程度で、発表終了後に５～１０分程度の質疑応答があります。 

発表の順番は、事務局で調整して連絡します。これらに関する要望は対応しかねますので、あ

らかじめご了承ください。 

★パソコンでの発表について 

使用できるソフトは、PowerPoint 2010、Excel 2010、Word 2010 です（ネットワーク接続は

不可）。特殊フォントは表示されない可能性がありますので、基本フォントで作成することをお

勧めします。なお、動作確認のため、６月１５日（金曜日）までに総合政策課にファイルを提出

してくださるようお願いします。動作確認の結果、使用できないときは、その他の方法でプレゼ

ンテーションを行っていたただきますので、あらかじめご了承ください。 

★その他 

発表時に機材等の持込みを希望する場合は、事前に総合政策課までご相談ください。 

 

 

10 審査の視点（審査基準） 

 

応募事業は、次の審査基準に基づき、選考会の各委員が審査し、採点します。対象事業は、「３ 

補助の対象となる事業」（１ページ）参照してください。 

 

（１）新規スタート補助事業の審査基準 

 

項 目 説 明 

先駆性 これまでにない（尐ない）、新しい取組であるか。 

又は、新たな視点、発想から提案されたものであるか。 

公益性 事業の成果は、多くの市民の利益となるものであるか。 

又は、多くの市民の利益につながるものであるか。 

効果・必要性が高い事業か。 

事業実現性 実行可能な方法、スケジュール、予算で事業計画が立案されているか。 

発展性 補助金を受けることで、団体や事業の発展が図られるか。 

又は、自立した取組みへの発展が期待できるか。 

費用の妥当性 対象経費の内容、補助金の申請額は、妥当であるか。 

事業の効果 費用対効果、事業のＰＲ方法はどの程度か。 
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（２）継続ステップアップ補助事の審査基準 

 

項 目 説 明 

先駆性 これまでにない（尐ない）、新しい取組であるか。 

又は、新たな視点、発想から提案されたものであるか。 

公益性 事業の成果は、多くの市民の利益となるものであるか。 

又は、多くの市民の利益につながるものであるか。 

事業実現性 実行可能な方法、スケジュール、予算で事業計画が立案されているか。 

発展性 補助金を受けることで、団体や事業の発展が図られるか。 

又は、自立した取組みへの発展が期待できるか。 

費用の妥当性 対象経費の内容、補助金の申請額は、妥当であるか。 

事業の効果 費用対効果、事業のＰＲ方法はどの程度か。 

 

 

11 審査結果の通知・補助金交付の決定 

 

（１）審査結果等の通知 

審査の結果は、全ての応募団体に通知します。審査の結果、補助対象事業として選定された団

体には、補助金交付申請等に必要な書類を併せて送付します。 

（２）補助金の交付申請・決定の通知 

補助対象事業として選定された団体は、７月２７日（金）までに市民活動補助金概算交付申請

書（様式第７号）を提出してください。提出された申請書に基づき、補助金の交付を決定します。 

なお、市のホームページにおいて、交付決定を受けた事業及び実施団体等に関する事項を公表

します。 

（３）事業完了前の補助金の概算払い 

  補助金の交付は、補助事業の実施にあたり、事業完了前に補助金の概算払いを請求していただ

きますので、市民活動補助金概算交付請求書（様式第１０号）により、市に概算払いを請求して

ください。 

  なお、事業を実施した結果、確定金額が交付決定額を下回った場合には、その超過分を市に返

納していただきます。（次ページ「１３．事業実施後の手続き等」参照） 

 

  

12 事業の実施 

 

（１）事業のＰＲ補助 

事業の実施にあたっては、より広く、より多くの市民のみなさんへ向けて、積極的なＰＲをお

願いします。 

  なお、市のホームページ及び広報しもつけにおいて、補助事業の概要を紹介しますので、情報
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の提供をお願いいたします。また、市庁舎、公民館等でも、イベント情報を掲示できますのでご

活用ください。 

※ この補助金を活用して購入した備品や作成した印刷物については、下野市市民活動補助金

を活用したものである旨の表示を行ってください。 

（２）関係書類の整理・保管 

補助事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿やその証拠書類（領収書など）は、いつでも見

られるように整理しておいてください。また、その帳簿・証拠書類は、補助金の交付に係る会計

年度終了後５年間は保管してください。 

（３）補助対象事業の変更、中止、廃止 

補助金の交付決定後に、補助対象事業の変更、中止、廃止を希望する場合は、市民活動補助事

業変更等承認願（様式第 11号）を提出し、市長の承認を受けることが必要です。 

（４）代表者等の変更 

申請後に、代表者や団体の名称、所在地などに変更があった場合には、速やかに文書で届けて

ください。 

 

13．事業実施後の手続き等 

 

（１）実績報告書の提出 

事業終了後、３０日以内に市民活動補助金実績報告書（様式第１４号）に事業報告書、収支決

算書（領収書等写しを添付）、事業の実績がわかる資料（記録写真、パンフレット、新聞記事等）

を添えて提出してください。また、実績報告書の概要は市ホームページでも公表します。 

（２）補助金額の確定 

  市は、提出された実績報告書及び必要に応じて行う現地調査等をもとに、補助事業の補助金額

を確定し、交付決定団体に市民活動補助金交付額確定通知書（様式第１５号）により、団体に通

知します。 

なお、確定金額が補助金交付決定額を下回った場合は、その超過分を市に返納していただきま

す。 

（３）補助金の返還 

市は、補助金交付団体が虚偽その他の不正による補助金の交付を受けたとき、又は補助金交付

決定に付した条件に反したときは、期間を定めて補助金の全部又は一部の返還を命じます。 

（４）実績報告会 

補助金の交付を受けた団体が、補助事業の成果について説明していただく場として、実績報告

会を開催しますので、ご参加くださるようお願いします。 

なお、実績報告は、平成２５年度の募集説明会に併せて実施を予定しています。 

 


