
○飯舘村「までいな心の復興」事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1条 村は、村民自身が参画し、活動する機会の創出を通じて、村民が、他者とのつな

がりや、生きがいをもって前向きに生活することを支援するほか、コミュニティ形成と一

体となった村民の心身のケア等の取組の促進を図るため、飯舘村「までいな心の復興」

事業を実施する事業主体に対し、飯舘村補助金等の交付等に関する規則（昭和 51年

規則第 6 号。以下「補助金等規則」という。）及び飯舘村補助金等交付要綱（昭和 57

年訓令第 5 号。以下「補助金等要綱」という。）の他、本要綱の定めるところにより、予

算の範囲内において補助金を交付する。 

 

（補助対象事業） 

第 2 条 前条の目的を達するため、村は、村民自らが主体的に参画し、活動するための

次の各号に掲げる事業を継続的に実施する実施主体に対し補助する。 

(1)地域コミュニティの再生及び新たな構築に向けた事業 

(2)村民の心身のケアや生きがいづくりに向けた事業 

(3)被災の風化防止に関して発信効果のある事業 

(4)地域活性化に向けて波及効果のある事業  

(5)その他、村長が認める事業 

２ 前項に該当する事業であっても、次に該当する場合は、本事業の対象に含まれない

ものとする。 

(1)営利を目的とした事業 

(2)一過性の取組のみを実施する事業（ただし、村内の各地域で多くの取組を行うもの

については、必ずしも一か所当たり複数回の実施を要するものではない。） 

(3)契約において主たる内容を一括して外部に実施させる事業 

(4)多くの村民及び関係する地域住民等の参加が見込まれない事業 

 

（実施主体）  

第 3 条 本事業の実施主体は、事業の趣旨に合致する活動を行う団体であって、次に掲

げる要件に適合するものであることとする。  

(1)定款、規約若しくはそれに相当する文書を有していること。 

(2)特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。  

(3)宗教活動又は政治活動（政策提言活動は除く。）を主たる目的としていないこと。  

(4)継続的に活動を行う団体であること。 

(5)活動を適確に遂行する意欲や能力を有していること。 

(6)団体の組織や活動に関し、情報開示がなされている又は事業の取組期間中になさ

れる予定であること。 



(7)飯舘村暴力団排除条例（平成 26年条例第 7号）第 2条第 1号に規定する暴力団

又は第2号に規定する暴力団員、第3号に規定する暴力団員等の統制の下にない

こと。  

 

（補助金の交付申請） 

第 4条 実施主体が補助金の交付を受けようとするときは、補助金等要綱第 3条第 1項

に定める補助金交付申請書に、同条第2項に定める添付書類として、別に示す日まで

に、次の各号の書類を提出するものとする。 

 (1)飯舘村「までいな心の復興」被災者支援事業計画書（様式第 1 号）及びプロジェク

ト概要(様式第 1号の 2) 

 (2)補助事業者等概要書（様式第 2号） 

(3)「までいな心の復興」事業所要額明細書(様式第 3号) 

(4)その他村長が必要と認める書類 

２ 補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法（昭和 63 年法律第 108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除

できる部分の金額及び当該金額を地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による

地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下 「消費税等仕入控除税額」という。）

を減額して交付申請をしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控

除税額が明らかでないものについては、この限りではない。 

 

（交付額の算定） 

第 5 条 村長は、別表に定める基準額により交付額を定めるものとする。ただし、交付額

に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

２ 村長は、前項の交付の決定を行うに当たり、前条第 2 項の規定により補助金に係る

消費税等仕入控除税額について減額して交付の申請がなされたものについては、こ

れを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して交付額を定

めるものとする。  

３ 村長は、前条第 2項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては、補

助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行う

こととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（消費税等仕入控除額の確定に伴う補助金の返還） 

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた実施主体（以下「交付団体」という。）は、補助

対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税等仕入控除税額報告書

（様式第 4号）を速やかに村長に提出しなければならない。  



２ 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（概算払を請求する際の提出書類） 

第 7 条 補助金等要綱第 10 条第 3 項の規定により、概算払を受けようとする場合の村

長に提出する書類は、同項に規定するものの他、次に掲げる書類とする。 

(1)事業予算収支状況報告書（様式第 5号） 

(2)その他村長が必要と認める書類 

 

（実績報告） 

第 8 条 補助金等要綱第 9 条の規定に従い提出する実績報告書には、次に掲げる書類

を添付するものとする。 

（1）「までいな心の復興」事業精算額明細書(様式第 3号の 2) 

（2）事業参加者状況報告書（様式第 6号） 

(3)その他村長が必要と認める書類 

２ 前項の報告において、補助事業への参加者数が、事業計画に記載された参加者予

定者数を相当程度下回った場合には、村長は交付団体に対し、交付額の確定時にお

いて、交付額から相当額を控除することができる。 

 

（収益の取扱い） 

第 9 条 交付団体は、補助事業の実施年度及び翌年度に、事業の実施及び事業の成果

に伴い収益が発生した場合には、収益状況報告書（様式第 7 号）を作成し、村長に提

出しなければならない。 

２ 前項の報告に基づき、交付団体において、相当の収益の発生が認められた場合には、

村長は交付団体に対し、交付額の全部又は一部に相当する金額の返還を求めるもの

とする。 

 

（補則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、補助

金等規則及び補助金等要綱に基づくものとする。  

 

附 則  

この要綱は、公布の日から施行し、平成 29年度の補助金から適用する。 

２ 補助金等要綱の別表「補助対象事業」欄の最後に、次を加える。 

 飯舘村「までいな心の復興」事業 

 

  



 飯舘村「までいな心の復興」補助事業における基準額、対象経費及び補助率算定につ

いて 

 

基準額 対 象 経 費 補助率 補助対象期間 

1 事業当たり

上限 200万円

で村長が認め

た額（注 1） 

飯舘村「までいな心の復興」事業の実施

に必要な 

報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需要

費、役務費、委託料、工事費、使用料及

び賃借料、備品購入費 

定 額 原則１年以内とする 

（注 2） 

（注 1）事業実施の効果が特に高いと見込まれる場合、150万円を上限として村長が認め

た額を加算することができる。 

(注 2)発展的な事業等において、村長が必要と判断する場合においては、翌事業年度に

おいて申請を受け、補助の継続を認めることができる。 

 

 

補助対象経費については、次の取扱とする。 

対象経費 内容（例） 留意事項 

報酬 

賃金 

共済費 

人員の雇用に要する経費等 

（時間外手当を除く手当や社

会保険料を含む） 

対象は本事業実施のために従事した期間のみ 

従業者ごとの活動内容が把握できる時間単位

の業務日報の作成が必要 

職責・活動内容を勘案した上限金額（時間単

価） 

・スタッフ（管理的業務）常勤 2,000円 

・スタッフ（管理的業務以外）常勤 1,500円 

・アルバイト（時間単位）  1,200円 

報償費 講師・出演者等への謝金 上限金額（1時間単位） 

・大学教授級  7,900円 

・大学講師級（上席研究員等） 5,100円 

・研究員・調査員  4,600円 

旅費 旅行に要する経費 実費 

需用費 活動に関わる消耗品費 

自動車の燃料費 

飲食費（交流サロンの茶菓

代・料理教室の食材費等） 

印刷代（用紙・チラシ・ポスタ

ー等）        等 

燃料費：活動内容がわかる自動車管理簿の作

成が必要 

（記載事項：使用者、使用日時、出発地、目的

地、使用目的、走行距離、ガソリン購入量） 

飲食費：活動 1 回につき、参加者 1 人当たり上

限 500円 

（別 表） 



役務費 通信運搬費（郵便代・インター

ネット利用等） 

広告料、保険料、振込手数料 

 

委託料 外部への一部業務委託に要

する費用 

 

使用料 有料道路使用料 

会場賃借料    等 

 

賃借料 建物・駐車場の賃借料等  

工事費 

 

 工事費：各事業の効果的な実施のために付随

的な必要な場合に限る。 

施設、設備、備品は、原則、賃借やリースによ

る。やむを得ず整備又は購入する場合は、次の

全てを満たす場合に限り対象とする。汎用性が

高く、他事業への転用が容易に可能なものは

除く。 

・事業の趣旨に合致 

・事業の実施に真に必要不可欠 

・事業終了後の扱いが明らかかつ確実 

備品購入費 活動に関わる備品等 

 

（注１） 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはならない。 

(1) 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費  

(2) 他からの転用が可能と認められる機械装置等  

(3) 印刷物等を販売する場合の印刷製本費  

(4) 敷金等の後日返金される経費  

(5) 補助対象事業のみに使ったか明確に切り分けできない経費 

(6) 実施主体となる団体の運営に係る経常的な経費 

(7) 補助対象の活動に参加する村民等への謝金 

 

（注２） 補助金の対象事業期間は、当該補助金の交付決定日の属する年度の事業着手

日から当該年度の 2月末日までの期間とする。 

 

 


