
■公益活動補助金制度他市事例比較 資料1【別紙1-2】

市町村 千歳市 大阪府豊中市 千葉県柏市 北広島市
名称 ひと・まちづくり助成事業 市民公益活動推進助成金制度 市民公益活動補助金 公益活動事業補助金

根拠及び関係条例等 「みんなで進める千歳のまちづくり条例」、「みんなで、ひと・まちづくり基金活用事業実施要綱」 「市民公益活動推進条例」 「市民公益活動促進条例」 「公益活動事業補助金交付要綱(案）」

内容

定義

対象団体・要件

対象となる事業

補助率

対象経費

補助期間・条件

申請方法・時期

　市民等が企画・実施する地域づくりやひとづくりにつながる
事業に助成する。

市民等
※市民等とは
　　・市内に居住する個人、市内の事業所や学校に通っている個人
　　・市内で活動する団体（任意団体も対象）
　　・市内で事業を行う個人・団体

・市民協働の担い手となる市民等を育成する事業
・生涯学習を振興する事業
・千歳のまちづくりにつながる事業

対象経費の１/２（上限設定なし）
※事業の実施にあたり一定程度は自助努力により財源を確保するという考
え方にたち、市の受益者負担のルールに基づき、補助率を50％とする。
　必要経費の半分を自ら調達することから、事業費はある程度おさえられる
ことが想定されるため、補助金の上限は特に設けない。
〈概算払い有〉

・謝礼、交通費、消耗品購入費、使用料・借上料、印刷費
・その他の経費（事業実施に伴う必要経費）
※常勤スタッフの人件費、事務所の賃借料、備品購入費、個人的な
経費などは対象外

原則的に単年度

※事業のスタート時の支援、或いはきっかけづくりとして助成制度を活用す
る考え方にたち、補助期間は原則的に単年度とする。
　ただし、複数年度にわたり計画的に実施することにより効果が期待される
場合は、複数年度の助成可とする。その際には、毎年度申請・審査・評価
を行うとともに、採択の可否について市民協働推進会議で十分審査する。

市民等からの申請で随時受付ける。

 市民公益活動に係る事業に直接必要な経費の一部を助成
する。
※市民公益活動団体が自立的に発展することをめざし、公募を行
い、公開プレゼンテーションを経て決定。初動支援コースと自主事業

・市内に事務所を有する団体又は市内で公益活動を行う団
体
・市が実施する他の制度による助成の対象とならない団体
・行政が事務局に参加していない団体
募集説明会に参加した団体

・助成対象団体が自ら行う事業
・市内で行われる事業又は市内に在住、在勤、在学する者
が主となって行う事業
※１つの市民公益活動団体が１つの年度内に助成金の交付を受けること
が出来る事業は、１事業とする。

（１）初動支援コース
・市民公益活動を始めようとする団体（取り組んで3年以内の団体）が行う
市民公益活動事業が対象
・１団体2回まで助成（1回目と同一事業でも応募可）

（２）自主事業コース
・市民公益活動を1年以上行っている団体が行う市民公益活動事業が対象
・１団体3回まで助成（2回目まで同一事業でも応募可）
・当コースの助成を既に3回受けた団体であっても、今まで助成を受けた事
業と全く異なる事業であれば、さらに3回まで応募可

（１）初動支援コース
　　助成対象経費の３/４（限度額10万円）

（２）自主事業コース
　　助成対象経費の１/２（限度額50万円）
　　〈（１）（２）とも概算払い有〉

市民公益活動にかかる事業に直接必要な経費
※費目の限定は無いが、申請時に提出する予算書には、必要経費
を分類して記入
※団体の運営経費（事務所維持経費、経常経費、飲食費）は対象外

・毎年度1回の公募による。
・公募説明会への参加が条件
・募集期間は2週間以上

原則的に単年度だが翌年度以降、継続する事業も対象

※年度を越えて継続的に行う事業の場合、申込みの初年度に助成希望期
間の事業計画や予算計画、最終年度の達成目標を記載した概要書を提
出。申込みは毎年度必要で、審査もその都度行い、初年度に交付が決定
していても次年度以降も助成を約束するものではない。

 市民公益活動団体が行う活動に対して補助金を交付する。
※応募団体の実績に応じて立ち上げ支援（たまごコース）、自立支援
（ひよこコース）がある。

・市内に事務所があり、主として市内で市民公益活動を行う
もの。
・団体の構成員が5人以上であること。
※活動の対象分野は特定非営利活動促進法で定義する特定非営

利活動の17分野

・対象事業が当該年度で完了すること。
・対象事業について、国や県、市や市の外郭団体からの補
助を受けていないこと。
・会員相互の共益、親睦のみの活動でないこと。
・継続的に活動し、1年以上の活動実績があること。（立ち上
げ支援は活動実績が無くても可）
（１）立ち上げ支援（たまごコース）
これから活動の第一歩を踏み出そうとしている団体（設立
後5年以内の団体）が行う活動が対象

（２）自立支援（ひよこコース）
団体設立後おおむね1年以上の活動実績があり、継続して行ってい
る活動をさらに充実、発展しようとする団体が行う活動が対象

（１）立ち上げ支援（たまごコース）
　　活動事業費の１/２（限度額10万円）

（２）自立支援（ひよこコース）
　　活動事業費の１/２（限度額50万円）
　　〈（１）（２）とも交付決定時に補助金支払い〉

市民公益活動にかかる事業に直接必要な経費
※団体の運営経費（人件費、食料費、事務所賃借料など）は対象外

１団体につき各コース3ヵ年まで応募可

・毎年度1回の公募による。
・募集期間年度当初１ヶ月

 公益活動団体の活動に対して補助金を交付することにより、公益活動
の活性化を図り自立的な発展を促すことを目的とする。
※団体の活動実績に応じて（１）初動支援コース、（２）自主事業支援コースに区分し公募
を行い、公開プレゼンテーション・審査（第三者機関）を経て市長が決定する。

特定非営利活動促進法第２条別表に掲げる活動を行う公益活動団体であって、

次のいずれの要件にも該当するもの。

（1）市内に所在し、主として市内で活動を行っていること
（2）市その他の行政機関が団体の事務局に参加していないこと

（3）団体の構成員が5名以上であること

特定非営利活動促進法第２条別表に掲げる活動に関する事業であって、次の各
号のいずれの要件にも該当するもの。
（1）補助対象団体が自らその事業を行うこと。
（2）市内全域を対象に行われる事業で特定の地域のみを対象としないこと。
（3）会員相互の共益又は親睦のみの活動でないこと。
（4）補助対象事業について、国、道又は市が交付する同種の補助を受けていな
いこ　と、又は当該補助金の交付対象でないこと。
（5）政治活動、宗教活動又は営利を目的としていないこと。
※補助対象事業は、１の団体が１の年度内において１の事業とする。

（１）初動支援コース
これから活動に取組もうとしている団体（設立後5年以内）が行う事業（１団体2回まで申

請可能）

（２）自主事業支援コース
公益活動を1年以上継続して行っている団体が行う事業（過去に当コースでの補助金の
交付を受けた団体であっても、全く異なる事業であれば申請可能。ただし、同一事業2回
を限度）

原則的に単年度で完結する事業
※活動のきっかけづくり又は新たな事業のスタート時の支援として補助制度を活用する考
え方にたち、補助期間は原則的に単年度とする。
　ただし、複数年度にわたり計画的に実施することにより効果が期待される場合は、複数
回の申請可能。その際にも申込みは毎年度必要で、審査もその都度行い、一度交付が決
定していても次年度以降も補助を約束するものではない。採択の可否について市民協働
推進会議で十分審査する。

・毎年度1回の公募による。
・募集期間は2週間以上

補助対象事業に直接要する経費で、次に掲げる経費以外の経費とす
る。
（1）人件費　　　　　　　　　　　（5）その他市長が適当でないと認める経費
（2）交際費
（3）食料費

（１）初動支援コース
　　補助対象経費の１/２（限度額10万円）

（２）自主事業支援コース
　　補助対象経費の１/２（限度額50万円）
※（１）（２）とも概算払い可

《みんなで進める千歳のまちづくり条例第２条》
【市民協働】市民等及び市が共通の目的を達成するために、それぞれの

役割を自覚し、協力して行動すること。

【市民活動団体】町内会、NPO法人その他の市内において活動を行う団

体

【市民公益活動】市民等が、営利を目的とせず、自主的かつ自立的に行
う社会貢献活動であって、次のいずれにも該当しないものを言う。
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
たる目的とする活動
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
する活動
③特定の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、
若しくはこれらに反対することを目的とする活動

《市民公益活動推進条例第２条》
【市民公益活動】自発的及び自主的に行われる市民その他不特定かつ
多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動をいう。ただし、
次のいずれかに該当するものを除く。
①営利を目的とするもの
②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
たる目的とするもの
③政治の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす
るもの。
④特定の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もの

【市民公益活動団体】市民公益活動を行う団体をいう。

《市民との協働に関する指針》
【協働】地域を市民にとってより良いまちにするという共通目的を達成する
ため、自立と対等性を基本に、市民と市がそれぞれの機能の違いを活か
し、相互に補完し役割を分担して責任を果たす活動体系です。
　協働の形態には、市民（個人）と市、市民（大学）と市民（事業者）、市民
（地域団体）と市民（市民公益活動団体）など、様々な組み合わせがありま
すが、指針では、主として広義の市民と市の協働について定めています。

【市民公益活動】本市における不特定多数のものの利益の増進に寄与す
ることを目的とする活動であって、市民の自由で自発的な意思に基づき自
立的に行われるものをいいます。ただし、次に掲げる活動は除きます。
①営利を目的とする活動
②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
たる目的とする活動
③政治の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす
るもの。
④特定の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もの

【市民公益活動団体】もっぱら市民公益活動を行う法人その他の団体を

いい、この指針でいう「市民」の中に含まれる概念のひとつ。

《市民協働推進会議設置条例第2条》
【公益活動団体】
　次の各号のいずれにも該当する団体であって、市民が主体となって組織され
るものをいう。
（1）営利を目的とする団体でないこと。
（2）その活動が公共の福祉の増進に資すること。
（3）団体の代表者、組織、運営等に関する規約その他の規定が定められている
こと。
（4）その活動の内容及び実績を市民に知らせることができること。
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市町村 千歳市 大阪府豊中市 千葉県柏市 北広島市
名称 ひと・まちづくり助成事業 市民公益活動推進助成金制度 市民公益活動補助金 公益活動事業補助金

審査

審査基準

事業の決定

実績報告・評価

申請団体等の情報公
開

　申請者からの公開プレゼンテーション（発表）をもとに、市
民協働推進会議が審査を行う。

　※推進会議委員との質疑応答や意見交換を実施

１目的・効果（明確、適切）　　   ５事業効果を高める工夫
２手法（独創性、先進性）　　 　  ６事業予算の見積（適正）
３計画内容（具体性、実現性）   ７継続性

４提案者の実施能力

市民協働推進会議の審査結果に基づき、市長が実施事業・
団体を決定する。
※その際に理由や事業内容についてのアドバイスも伝える。また、
採択についての条件を付すこともある。

 実施者からに事業結果報告を基に、市民協働推進会議が
評価を行う。

　申請者からの公開プレゼンテーション（発表）と書面審査を
もとに、市民公益活動推進委員会が審査を行う。
※委員会委員との質疑応答や意見交換を実施
※委員会委員のうち申請団体の役員又は監事を兼ねる者は、当該申請団
体の審査について意見を述べることができない。

１市民性　　　　　　　　　５公開性
２公益性　　　　　　　　　６継続性
３実現可能性　　　　　  ７先駆性
４自立性                  ８発展普及性

新年度予算確定後、市長が市民公益活動推進委員会の審
査結果をもとに交付・不交付を決定する。
※その際に市民公益活動推進委員会の審査結果を記載した文書を
通知する。交付に条件を付すこともある。

事業実施の翌年度に事業報告会を開催し、助成の結果を市
民にPRするとともに、市民公益活動推進委員会や他の市民
公益活動団体と意見交換を実施。

　書類審査を通過した団体が、公開プレゼンテーションに参
加し、選定委員会（協働事業選考委員会委員が兼務）が評
価を行う。
※委員会委員との質疑応答や意見交換を実施
※委員会委員にちNPO代表者を含むが、これらは既に補助金交付済の団

１ニーズ　　　　　　　　　　　５経費積算の適正性
２発展性
３具体性、実効性
４公益性

市長が選定委員会の評価をもとに可否を決定する。
※交付決定と補助金支払いは同時で実績報告の際に精算行為あり

補助金交付後、中間交流会、中間検査及び成果報告会を
開催
※成果報告会で団体と団体の活動紹介など交流を図る。

・申請事業や申請団体の概要及び市民公益活動推進委員会の評価概要市
ホームページで公開
・助成金交付団体の提出書類は市民公益活動推進条例等に基づき市担当
課及び市政情報コーナーで閲覧に供する。

採択事業の団体名、概要、助成金額を市ホームページで公
開

・申請団体、交付団体の概要及びプレゼンテーション結果報告を広報誌や
市ホームページで公開する。
・助成金交付団体は、「市民公益活動促進条例」に基づき「市民への関係
書類の公開」が義務付けられる。

　申請者からの提出書類及び公開プレゼンテーション（発表）をもと補助
対象事業としての公益性、必要性、効果性等について市民協働推進会
議が審査を行う。
※推進会議委員との質疑応答や意見交換を実施
※推進会議委員のうち申請団体の役員又は監事を兼ねる者は、当該申請団体の審査に

市長が市民協働推進会議の審査結果をもとに交付・不交付を決定し、
当該申請団体に通知する。
※交付に条件を付すこともある。
※補助金の交付等に関しては、北広島市補助金等交付規則の規定するところに

市長が事業実施の翌年度に事業報告会を開催し、事業評価について協働推進
会議に諮問する。補助対象事業者と市民協働推進会議との意見交換を実施し事
業を振り返る。協働推進会議は評価結果を市長にへ答申する。

（1）公益性（公益性があり、地域社会の発展又は課題の解決に寄与するか。）
（2）効果性（効果が広く市民にいきわたり、特定の者のみの利益に供することがないか。）
（3）必要性（行政と市民の役割分担の中で、真に補助すべき事業か。）
（4）適格性（団体の事業活動内容が、補助の目的と一致しているか。）
（5）実現性（事業計画に対して収支予算が整合性があり、実現可能か。）

次の事項を市ホームページ等で公開する。
①申請内容の概要一覧
②協働推進会議の審査結果・意見・審査基準
③採択された事業の概要一覧
④事業報告会概要
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公益活動団体数/人口 21団体（NPO法人）/92,936人 116団体（市民活動情報サロン登録）/388,218人 147団体(特約契約登録）/390,219人 70団体（内NPO法人18）/60,990人

補助金交付実績
(申請団体/交付団体

交付決定額）

事業の基本的な流れ

事業募集（随時）

市民等から申請（事業提案）

公開プレゼンテーション開催
（申請者から事業内容について発表・アピール）

市民協働推進会議において審査
（会議は月1回開催しているので事業申請状況により審査は年

度内に複数回対応可）

市民協働推進会議の審査結果に基づき
市長が事業実施決定

実施者が事業実施

実施者が事業結果報告

市民協働推進会議において
事業の成果について評価

事業募集周知
（公募開始前に発行される広報誌及びホームページに掲載）

募集説明会
（1月16日・18日・20日）

募集期間（1月17日～2月4日）
（2週間以上）

市民公益活動推進委員会による書面審査
（2月下旬）

公開プレゼンテーション開催（3月22日）
（申請者から事業内容について発表・アピール）

市民公益活動推進委員会の審査結果に基づき
市長が交付決定

交付団体が事業実施

公開事業報告会
（交付団体と市民活動推進委員会の意見交換）

※本事業は「みんなで、ひと・まちづくり基金」活用事業として位置
付けられている。平成20年度予算４００万程度で必要があれば増
額補正対応。

申請（4月1日～4月30日）

書類審査

事業説明会（5月下旬）
（書類審査通過団体による公開プレゼンテーション）

選定委員会の評価結果に基づき
市長が交付決定・補助金支払い（6月中旬～下旬）

中間交流会・中間検査

成果報告会

実績報告精算
（決算、実績により補助金戻入）

【平成１９年度】　　　　　　３団体/３団体　　995,000円

【平成２０年度】　　初動支援　７団体/６団体　　    575,000
円
　　　　　　　　　　　 自主事業  ５団体/４団体　　　1,426,000
円
　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　10団体　　 2,001,000
円

【平成１９年度】　　初動支援　５団体/５団体　　　  500,000
円
　　　　　　　　　　　 自主事業　６団体/５団体　　　1,687,000
円
                       　　　合計  　　　　　10団体    2,187,000円

【平成１８年度】　　初動支援　６団体/６団体　　　　542,000
円
　　　　　　　　　　　 自主事業  ４団体/４団体　　　1,568,000
円
　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　　10団体　　2,110,000
円

【平成１９年度】　 　立ち上げ支援   ８団体/５団体    500,000
円
　　　　　　　　　　　 自立支援　　　　６団体/４団体
2,000,000円
                       　　       合計  　        　 ９団体
2,500,000円

【平成１８年度】　　立ち上げ支援　８団体/７団体
700,000円
　　　　　　　　　　　 自立支援　　  11団体/３団体
1,500,000円
　　　　　　　　　　　　　　      合計　　　　　　10団体
2,200,000円

別掲載（制度の流れ）


