市民活動支援事業応募の留意点
■対象団体の要件について
Ｑ１「団体の運営に関する規約等 」がありません、必ず必要ですか？
Ａ１ 補助金の明確な経理等が必要なため、団体は規約や会則を定めていないと
対象団体にはなりません。団体の活動目的や所在地等事項を確認するために、提出が必要です。
また、事業の実施体制（氏名・名簿）も提出していだきますが、代表者や構成員の過半数が、鹿屋市
民であることが必要です。
規約や会則の内容を確認することによって、政治活動や宗教活動を目的とした団体かどうかの判断も
可能となります。
Ｑ２ 『公共の利益に寄与する活動』とはどのようなものですか？
Ａ２ 市民自らが企画し実施する活動で、自分のため・自分達のためではなく、その活動を必要としている
人や社会貢献などのために行う活動のことです。したがって、団体構成員などの利益を目的とした事
業は本補助事業の対象とはなりません。
地域自治組織がその地域や地区のために行う事業は、住民主体の町づくり活動が行われるのと同時に、
地域コミュニティの活性化が図られることから対象事業となります。
Ｑ３ 「市内に活動拠点を有し」とありますが、どのような意味ですか？
Ａ３ 定例的な活動の場が鹿屋市内にあることとします。
Ｑ４ 法人格を持たない任意団体でも応募は可能ですか？
Ａ４ 応募できる団体について、法人格の有無を問いませんが、対象要件をすべて満たすことが必要です。
Ｑ５ 「営利活動を目的としないもの 」とありますが、参加者から参加料等をとってもよいですか？
Ａ５ サービスの対価として、参加料や入場等をとってはいけないことではありません。
「営利活動を目的としない」とは、活動により収入を得た場合に、その収益を構成員に分配してはい
ないということです。
■対象事業の要件について
Ｑ６ どのような事業が対象となりますか？
Ａ６ 市民活動団体等が自主的・自発的に行う 、福祉、環境、教育、文化、スポーツ、青少年育成 、その
他分野で、公益性のある事業で今まで行っていなかった新たに行う事業でその後の継続性が認めら
れる事業が対象となります。
Ｑ７ 「 活動の主な効果が、鹿屋市内で生じるもの」とありますが 、どのような意味ですか ？
Ａ７ 事業を実施する方の大半が鹿屋市民であること、また実施する事業の受益者のうち、少なくとも半数
以上が鹿屋市民になることが予想される事業のことです。
Q８ 対象となる事業は、今年度内に実施する事業となっていますが、複数年度計画している事業は対象
にならないのですか。
A8 複数年度計画されている事業の、当該年度のみが応募の対象となりますので、複数年度計画している
事業で補助が必要な場合は、次年度申請が必要です。また、初年度に補助対象事業として採択された
からといって、次年度以降の採択を保証するものではありません。

Ｑ９ 「国、県又は市の他の制度による委託又は補助・助成を受けていないもの」とありますが、どうい
うことですか？
Ａ９ 応募する事業に他の補助金等を受けている場合は、２重補助となるため対象となりません。
また、申請事業に対し、国、県、市から材木や種苗等の原材料の提供を受けている場合にも、申請
することできません。
Ｑ１０ 勉強会や趣味の団体活動も対象となりますか？
Ａ１０ 会員のための勉強会や趣味の団体の会員が普段行う活動や、その成果を発表したり試したりする活
動のような事業は対象となりません。
ただし、
このような活動を通して得た技術や成果を活かして、公益性のある事業を開催する場合は、
対象となる場合があります。
■経費について
Ｑ1１ 補助対象経費の参考となる基準はどうなっていますか？
Ａ1１ 次の表のように考えています。
内
訳
対象となる経費の例
対象とならない経費の例
報償費
講師、専門家、出演者等への報 申請団体のスキルアップのための研修講師への
酬や謝礼等
謝金
参加費や負担金を徴収しない場合の、賞品・記
念品等個人への支給品にかかる経費
旅 費
事業実施のために必要な講師、 応募団体の構成員に係る旅費。ただし事業目的
達成のため、市外で活動しなければならない場合
講演者の交通費
の旅費はこの限りでない。
消耗品費 事業実施に必要な消耗品の経費 長靴、カッパ、スポーツ用品等個人所有と区別
需
がつかないもの
用
印刷製本 チラシ・パンフレット・冊子、 団体の経常経費的な印刷製本費
費
費
写真プリント代 （要見積書）
食糧費

外部講師等の昼食代
作業に従事するボランティアの
飲み物代
事業の案内や事業に密接に関わ
る会議の案内の切手、郵送料
機材の運搬費
事業に係るクリーニング代
事業を行う上で、専門的な技術
を要する業務を外部に委託する
場合に要する経費
（要見積書）
作業等に直接必要な機材・備品
（概ね１万円以上の品）

会議でのお茶代
応募団体の構成員の昼食代等

原材料費

事業に直接必要な原材料費

配布を目的としたもの

使用料及び賃
借料

会場使用料

構成員、参加者等の駐車料金

通信費
役
務
費 手数料
委託料

備品購入費

電話料、プロバイダー料

事業全体を委託する場合

１品３万円を超える機材等

Ｑ1２ 自己負担財源はどうすればよいですか？
Ａ1２ 参加料、入場料、 寄附金、協賛金、会費、チラシ・ポスター等 の広告料収入、 団体の活動趣旨
に即した物販やバザーの収入等が考えられます。
個々の団体が行う事業に即した自己負担財源確保の取り組みをお願いします。

Ｑ1３ 事業収入がある予定です、どのように扱えばいいですか？
Ａ1３ 予算収入に計上して構いませんが、対象事業の実施に伴い、対象事業に係る収入と算定した補助金
の額との合計額が、補助対象経費の額を上回る場合は、算定した補助金の額から当該上回る額を減
額して交付します。ここでいう対象事業に係る収入とは、参加料・入場料、物品販売の売上金等と
します。
Ｑ1４ 対象経費として計上できるのは、いつ時点からの経費ですか？
Ａ1４ 補助金交付決定日（令和元年９月下旬頃）から令和２年２月末までとなります。
Ｑ1５ 食糧費が対象経費となる範囲はどこまでですか？
Ａ1５ 講師等の昼食代、作業を事業参加者全員で行う場合等の飲み物代等、特別なものは対象経費となり
ますが、補助金額の１割を限度とします。
団体の会議等における構成員のための飲食に要するものは対象経費となりません
Ｑ1６ 事業遂行に必要と認められる 備品はすべて対象経費となりますか。
Ａ1６ 本制度は、事業に継続性を求めていますので、事業遂行に必要と認められる備品は購入しても構い
ませんが、１品あたり、３万円以下のもののみ補助対象としています。
なお、備品とは性状を変えることなく比較的長期（概ね１年以上）に渡る使用に耐えるもので、短
期間（概ね１年未満）または一度の使用で消費されるものは、消耗品費としてください。
ただし、 購入価格が３万円以下であっても事業遂行に必要と認められないものは対象経費とはな
りませんのでご注意ください。
Ｑ1７ 物品等の借用に対する謝礼を金券類で支出ことは可能ですか？
Ａ1７ 謝礼として、金券類（商品等）で支出することは可能ですが、金券類を購入した領収書等と、支出
先から受取書を徴することにより、明確にしておいてください。但し、構成員の所有する物品等の
借用に対する謝礼や使用料は、対象経費にはなりません。
Ｑ1８ インターネット上で購入した物品も補助対象となりますか？
Ａ1８ インターネット上で購入した物品も補助対象経費に該当するものであれば、補助対象となりますが、
本事業は鹿屋市の補助金事業であるため、本市内の業者や店舗で物品等を購入することが望ましい
です。
Ｑ1９ 証拠書類は領収書があればよいですか？
Ａ1９ 事業報告書、収支精算書の提出の際に、証拠書類として領収書は必要ですが、但し書のある領収書
や、詳細の分かるレシートなど、内訳が分かるものもできるだけ添付するようにしてください。
■補助金の交付について
Ｑ２０ 補助金の概算払が受けられるのは 、どのような場合ですか？
Ａ２０ 補助金は、事業完了後に補助金の額を確定し交付することが原則ですが、特に必要があると認めら
れるときは、概算払が認められます。
例えば、事業に係る経費が多額であり 、事業完了後の交付では事業が実施できない場合等、補助
金の交付決定通知を受けたあと、直ちにご相談ください。
ただし、
事業完了後に補助金の額が確定し、概算払いにより補助金を多く受け取っていた場合には、
差額を返還していただきます。
なお交付決定額を超えて補助金の追加をすることはできません。
Ｑ２１ 事業を実施した結果、当初申請より費用が減った場合はどうすればよいですか？
Ａ２１ 実績報告書を実際にかかった費用で作成し、提出して下さい。
補助金は実際にかかった補助対象経費をもとに算出し減額交付することになります。
事業実施中に事業の変更が見込まれる場合は、必ず事前に地域活力推進課までご相談ください。

Ｑ2２ 事業を実施した結果、当初申請より費用が増えた場合はどうすればいいですか？
Ａ2２ 実績報告書を実際にかかった費用で作成し、提出して下さい。
ただし、補助金は交付決定額から増額しません。
事業実施中に事業の変更が見込まれる場合は、必ず事前に地域活力推進課までご相談ください。
Ｑ2３ 「補助金の交付を受けられる回数１団体につき１年度１事業の通算２事業まで、1 事業につき通算
2 回まで」とありますが、その理由はなぜですか？
Ａ２３ 本制度は、市民活動を応援するもので、本事業を広く市民等に賛同してもらい、より多くの団体に
補助金を活用をしてもらうことにより、団体の活動基盤等を強化するきっかけになればと考えてい
るため、通算 2 回まで交付としています。

■審査について
Ｑ２４ 選定委員会とはどのようなものですか？
A２４ 市民の代表 7 人以内で、補助対象事業の選定を行うために組織された委員会です。
Ｑ２５ 審査はどのような方法で行いますか？
Ａ２５ 応募団体から応募書類、企画案の説明（プレゼンテーション）をもとに評価項目について、それぞ
れ５段階で評価します
１ 地域社会における必要性
地域社会における課題を的確に捉えているか。市民ニーズに対応し、その解決策として有効で
あるか。
２ 独創性、先駆性
団体としてこれまで行ってきた事業を発展させ拡充するもの、あるいは、あらたに取組むもの
か。また、専門性など団体の特性を活かしたものか。
３ 公益性
事業の効果が、特定の者に限定されず、広く不特定かつ多数のための利益の増進を図るものと
なっているか。また、補助金が有効に活用されるものとなっているか。
４ 事業計画・予算の合理性・実現性
事業の実施手段や実施体制などの事業計画、予算が具体的、合理的であり、実現可能なものと
なっているか。
５ 継続・発展性
活動・効果が一過性でなく、継続性が期待できるか。また、将来的に広く波及効果が期待でき
るものか。
Ｑ２６ 事業説明（プレゼンテーション）の方法に決まりはありますか？
Ａ２６ 提案事業の内容について１０分以内で説明していただき、
その後選定委員会からの質疑に応じてい
ただきます。事業説明の方法は、資料配布、パネルやパソコン（パワーポイント等）を使用するな
ど応募団体が自由に行うことができます。
Ｑ２７ 選考結果はいつわかりますか？
Ａ２７ 選定委員会の評価を受けて補助金の交付事業を市長が決定します。選考の結果については、後日、
応募した全団体に結果通知を行います。
また、採択になった事業については、その実施団体の名称、代表者氏名、補助事業の内容及び補助
決定額を公表します。各委員の採点内容については公表しません。

■その他
Ｑ2８ 「補助金の交付は、一団体につき年１回」とありますが、今年と同じ事業で翌年に申請することが
できますか。
Ａ2８ 同じ事業で申請することは可能ですが、再度審査選考し採択するかどうかを決定します。事業内
容を充実・拡大するよう努力して下さい。
Ｑ2９ 事業の実施状況は公表されますか？
Ａ2９ 市民のまちづくりへ関心が高まるよう、事業の実施内容は公表されます。
広報かのやや市ホームページに掲載を予定しています。また、事業報告会をすることがあります。
Ｑ３０ 印刷物等に補助金の交付を受けている旨表示してもよいですか？
Ａ３０ 事業等の宣伝にかるチラシ、ポスターを作製する際に市民活動推進事業を活用している旨の
表示を行う等、本制度をＰＲしてください。
また、報道機関から取材を受ける場合にも、できれば本制度を活用していることを PR して下さい 。

