下関市市民活動支援補助金交付要綱

（趣旨）
第１条

この要綱は、公益的な市民活動を予算の範囲内で助成することによ

り、市民 の自 主的か つ主体的 なま ちづく りの推進 を図 ること を目的と する
下関市市 民活 動支援 補助金（ 以下 「補助 金」とい う。 ）の交 付につい て必
要な事項を定めるものとする。

（補助金の 交付対象者）
第２条

補助金の交付対象者は、下関市市民協働参画条例（平成１７年条例

第１３４ 号。 以下「 条例」と いう 。）に 定める市 民活 動団体 であって 、そ
の組織の運営に関し会則等の定めを有する団体（以下「補助 対象団体」とい
う。）とする。

（補 助 金交付の対象 事業）
第３条

補助金交付 の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

補助対象 団体 が市内 において 行う 公益的 な事業で あっ て 、特 定非営利 活動
促進法（ 平成 １０年 法律第７ 号） 別表に 掲げる項 目の いずれ かに該当 する
もののうち、別表
２

補助対象とする事業の欄に掲げる事業とする。

前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当するときは、原則
として補助対象事業から除くものとする。

（１ ）市の他の補助金の交付を受けている事業
（２ ）事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
（３ ）専ら営利のみを目的とした事業
（４）先進地等の視察、各種会議又は講演会への出席及び交流のみにとどま
る事業
（５）施設の建設、改修又は維持管理及び物品の購入を主たる活動目的とす
る事業
（６）団体活動と関係の薄い物品販売、コンサート、発表会及び展示会等の
事業

（７ ）政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
（８ ）補助金申請時に完了済みの事業
（９ ）単なる要望・陳情にとどまる事業
（１０）その他補助することが適当でないと認められる事業
３

第１項に規定する補助対象事業は、原則として単年度において実施され
るものとする。

（補助金の額等）
第４条

市長は、補助対象団体が補助対象事業の実施に要する費用から、市

長が別に 定め る補助 対象外経 費又 は事業 実施によ って 得る収 入を除い た額
のいずれ か少 ない額 （補助対 象外 経費と 事業実施 によ って得 る収入と が同
じ額の場 合は 、その 額を除い た額 。以下 「算定基 礎額 」とい う。）が ５万
円以上である場合に交付するものとする。
２

前項の規定により交付する補助金の額は、予算の範囲内で別表に定める
ところによる。

（制限）
第５ 条

同一団体への補助は、同一年度につき１回限りとする。

（交付の申請）
第６ 条

補助金の交付を受けようとする補助対象団体（以下「交付申請団体」

という。 ）は 、補助 金交付申 請書 （様式 第１号） 及び 補助金 交付申請 書 に
記載されている書類を添えて市長に提出しなければならない。

（交付の決定）
第７条

市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出を受けた場合に

お い て、 申請 内容の 審査 し、 適当 である と認める とき は、 下 関市市民 協働
参画審議 会運 営規則 （平成１ ７年 規則第 ７９号） 第４ 条第１ 項の助成 事業
審査部会による審査の結果に基づき、補助金の交付を決定するものとする。

（交付の条件）
第８条

市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付

の目的を 達成 するた め 必要が ある と認め るときは 、 補 助金の 交付の決 定に
条件を付することができる。

（決定の通知）
第９条

市長は、第７条の規定により交付を決定したときは、補助金交付決

定通知書（様式第２号）により 当該交付申請 団体に通知するものとする。
２

市長は、第７条の審査により、補助金の交付が適当でないと認めるとき
は、補助金を交付しない旨を補助金不交付決定通知書（様式第３号）によ
り当 該交付申請団体 に通知するものとする。

（遂行）
第１０条

交付の決定を受けた交付申請団体（以下「補助団体」という。）

は、交付 決定 を受け た補助対 象事 業（以 下「補助 事業 」とい う。）を 、こ
の要綱並 びに 補助金 の交付決 定の 内容及 びこれに 付さ れた条 件に従う とと
もに、善良な管理者の注意をもって遂行しなければならない。
２

補助団体は、補助事業の遂行状況に関し、市長から報告を求められたと
きは、これに応じなければならない。

３

補助団体は、当該補助事業により取得した備品等及び作成した印刷物に、
当該補助事業によるものであることを表示しなければならない。

（申請の取下げ）
第１１条

補助団体は、第９条の規定による通知を受けた後に補助事業を中止

し、又は廃止しようとするときは、書面により当該補助金の交付の申請を取
り下げなければならない。
２

前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金の
交付の決定はなかったものとする。
（補 助事業 の変更 に係る承認の申請等）

第１２条

補助団体は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を

変更しよ うと すると きは、あ らか じめ当 該変更に 係る 補助事 業変更承 認申
請 書（様 式第 ４号） 及び関係 書類 を市長 に提出し て、 その承 認を受け なけ
ればなら ない 。ただ し、市 長 が当 該変更 を軽微な 変更 と認め るときは 、こ
の限りでない。
２

補助団体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業
の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助事業の遂
行状況を記載した報告書を市長に提出して、その指示を受けな ければなら
ない。

３

市長は、第１項の申請書の提出又は前項の報告書の提出を受けた場合に
は、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定 の内容若しくはこれに
付した条件を変更することができる。

４

市長は、前項の変更を承認したときは、当該補助団体に補助金交付決定
変更通知書（様式第 ５号）により通知するものとする。

（実 績報告）
第１３条

補助団体は、補助事業完了後、その完了の日から起算して２０日

を経過し た日 又は当 該会計年 度末 日のい ずれか早 い日 までに 、 事業 実 績報
告書（様 式第 ６号 ） 及び 事業 実績 報告書 に記載さ れて いる書 類 を添え て 市
長に提出しなければならない。
２

市長は、補助団体に対し、報告会等での発表を求めることができる。

（補助金の額の確定）
第１４条

市長は、前条の規定により事業実績報告書の提出を受けた場合に

お い て、 当該 報告に 係る書類 の 内 容の 審 査及び必 要に 応じて 行う現地 調査
等により 、当 該補助 事業の成 果が 補助金 の交付 の 決定 の内容 及びこれ に付
した条件 に適 合する かどうか を審 査し、 適当であ る と 認め る ときは、 交付
すべき補 助金 の額を 確定し、 補助 金交付 確定通知 書（ 様式第 ７号）に より
補助団体に通知するものとする。
（是正のための措置）

第１５条

市長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該
補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助
団体に対して指示することができる。
２

第１３条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について
準用する。

（補助金の 交付請求）
第１６条

第１４条の規定による通知を受けた補助団体は、補助金の交付を

受けよう とす るとき は、 補助 金交 付請求 書（様式 第 ８ 号）を 市長に提 出し
なければならない 。

（補助金の交付）
第１７条

市長は、前条の規定により補助金交付請求書の提出を受けた場合に

おいて、これを審査し、適当であると認めるときは、補助団体に当該請求額
を交付するものとする。

（補助金交付の特例）
第１８条

市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める

と き は 、 補助 団体の 申出によ り、 第７ 条 の規定に より 交付決 定 をした 通知
を 受 け た 補助 金の額 の範囲内 で補 助事業 の完了前 に 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。
２

前項に規定する補助団体の申出は、概算払を必要とする理由を記した書
面を市長に提出しなければならない。

３

補助団体は、市長が補助金の概算払を必要と認めたときは、補助金 交付
概算払請求書（様式第 ９号）を市長に提出しなければならない。

４

市長は、概算払を行った補助金については、第１４条の規定による確定
額 を もっ て当 該補助 金の精算 を行 い、そ の不足額 があ るとき は 、前条 の規
定を準用 し て 交付し 、過払額 があ るとき は、速や かに その額 を 返還 さ せる
ものとする。

（関係書類の整備）
第１９条

補助団体は、補助事業の施行及び経費の収支に関する帳簿その他

関係書類 を整 備し 、 当該補助 事業 の完了 した日の 属す る会計 年度の 翌 年度
の初日から起算して ５年間 これを 保管しなければならない。

（決定の取消 し及び補助金等の返還 ）
第２０条

市長は、補助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すことができる。
（１ ）偽りその他不正な手段により補助金の 交付を受けたとき。
（２ ）補助金を補助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及びこれに付した条件に違反したとき、又
は市長の指示に従わなかったとき 。
（４ ）この要綱の規定に違反したとき。
（５ ）その他市長が補助金を交付することが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を取り消した場合において、そ
の取 消し に係 る部分 に関し、 既に 補助金 を交付し てい るとき は、 期限 を定
めてそ の返還 を命ずるものとする。

３

前２項の規定は、第１４条の規定による補助金の確定があった後において
も適用する。

（財産の処分の制限）
第２ １条

補助団体は、補助事業によ り 取得し、又は効用 の増加し た財産 を、

市長の承 認を 受けな いで、 第 １９ 条の規 定による 期間 におい て、 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、又 は担保に 供し
てはなら ない 。ただ し、 あら かじ め市長 の承認を 得た 場合 又 は市長が 定め
る期間を経過した場合は、この限りでない。

（検査等）
第２２条

市長は、必要があると認めるときは、補助団体に対し質問をし、

報告を求め、若しくは補助事業の施行に関し必要な指示をし、又は第１９
条の帳簿その他関係書類を検査することができる。

（その他）
第２３条

この交付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

（施行時期）
１

この要綱は、平成２６年４月１日 から施行する。
（経過措置）

１

この要綱の施行の日前に、下関市市民活動支援補助金交付要綱（平成２
３年９月１日制定）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ
の要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表（第３条、第４条関係）
大区分

小区分

補助対象とする事業

補助金額

団体育成

新規事業

補助対象団体が行う事業 算定基礎額に１０分の１０

立ち上げ

を乗じて得た額又は１０万

支援

円のいずれか低い額以内で
市長が定める額

活動支援

活動支援

補助対象団体の年間総事 ２０万円を上限とする算定
業費が１００万円未満で 基礎額の全額に、算定基礎
ある場合は当該補助対象 額のう ち２０万円を超える
団体が行うすべての事業 部分について当該超える額
（ただし、市長が特に必 に１０分の５を乗じて得た
要と認める場合は、市長 額を加えた額又は３０万円
が認める一部の事業）と のいずれか低い額以内で市
し、補助対象団体の年間 長が定める額
総事業費が１００万円以
上である場合は当該補助
対象団体が行う事業のう
ち市長が認める事業とす
る。

事業強化

事 業 強 化 補助対象団体が行う事業 算定基礎額に１０分の５を
支援

のうち、継続的な自主的 乗じて得た額又は５０万円
地域づくりのために行う のいずれか低い額以内で市
事業

長が定める額

備考
１

団体育成に係る補助金に係る補助金は、補助金の申請時に設立１年未満
である補助対象団体に対し、１回のみ交付する。

２

団体育成及び活動支援に係る補助金の交付回数は、同一団体に対し、合
わせて３回までとする。

３

前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、同一団体に
対し３回を超えて補助金の交付を行うことができる。この場合における活
動支援に係る補助金の額は、１０万円を上限とする算定基礎額の全額に、
算定基礎額のうち１０万円を超える部分について当該超える額に１０分
の５を乗じて得た額を加えた額又は３０万円のいずれか低い額以内で市
長が定める額とする。

４

算出した額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるも
のとする。

