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１.趣 旨
⾃治会町内会、地区連合町内会
の公益的活動



１.趣旨
例
公園愛護会としての活動



★ポイント１
⾃治会町内会、地区連合町内会として
の活動とそれ以外としての活動を分け
て収⽀を把握する。

１.趣旨
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２.補助制度

①地域活動推進費補助⾦について



２.補助制度

Ｑ.公益的活動に対しての補助と⾔うけど

具体的に何に対して補助されるの？



２.補助制度

Ａ.事務費と事業費に対して

補助します。

⇒補助対象経費と⾔います。



２.補助制度
事務費の例 ①会議費

⇒会議に伴う経費

資料印刷代 お茶代 など

この費⽬を収⽀決算書・
収⽀予算書に記⼊します。
提出書類の説明時に後述
します。



２.補助制度
事務費の例 ②事務費

消耗品代 電話代 郵送料 など



２.補助制度
事務費の例 ③⼈件費

役員⼿当、アルバイト賃⾦ など



２.補助制度
事務費の例 ④会館（会場）借上料

会館などの借上料



２.補助制度
事務費の例 ⑤会館光熱⽔費



２.補助制度
事務費の例 ⑥会館修繕費

※会館整備費補助金を受けて実施したもの、

会館建設・修繕のための積立金は補助対象外です。



２.補助制度
事務費の例 ⑦その他

⽕災保険料 活動に係る交通費 活動に係る謝礼

など



２.補助制度
事業費の例 ①環境事業費

清掃活動費 資源回収 など
※環境事業推進委員地区連絡協議会や公園愛護会への助成⾦などは

別会計のため、収⽀予算・決算書に⾦額を⼊れないでください。



２.補助制度
事業費の例 ②安全・安⼼環境づくり事業費

交通安全活動 防犯活動 防災活動 など
※防犯灯維持管理費、町の防災組織活動費で実施したものは

補助対象外です。



２.補助制度
事業費の例 ③社会教育事業費

⼦供会活動費 スポーツ推進委員負担⾦ など



２.補助制度
事業費の例 ④レクリエーション費

盆踊り⼤会 運動会開催費 など



２.補助制度
事業費の例 ⑤福利厚⽣事業費

敬⽼会開催費

（記念品含む）
※祝⾦は補助対象外

給⾷・配⾷サービス経費など



２.補助制度
事業費の例 ⑥⽂化事業費

講習会 映画会の開催経費 など



２.補助制度
事業費の例 ⑦その他

団体への会費・分担⾦ 広報活動費（掲⽰板設置）

など



２.補助制度

！注意！補助対象外経費の例①

慰労会 共同募⾦

⽇⾚社費

祝⾦ など



２.補助制度

！注意！補助対象外経費の例②
他の補助⾦を利⽤して実施する事業

⇒⼆重補助はできません。



２.補助制度

★ポイント２
補助対象の事務費と事業費の中に
補助対象外経費が⼊っていないかを
確認する。



２.補助制度

Ｑ. 補助⾦はいくら貰えるの？
どうやって決めているの？



２.補助制度

Ａ.定額×加⼊世帯数の⾦額と
補助対象経費（事務費+事業費）を
⽐較して決めています。



２.補助制度
⾃治会町内会の場合
Ａ 700円×Ｈ31.4.1現在の加⼊世帯数

Ｂ補助対象経費（事務費+事業費）×1/3

⇒ＡとＢを⽐較して低い⽅の⾦額※⼗円未満切捨

※世帯数確認のために加⼊世帯数（会費免除の世帯や法⼈会員も含む）

を記載した総会資料の御提出をお願いいたします。



２.補助制度
地区連合町内会の場合
Ａ 170円×Ｈ31.4.1現在の加⼊世帯数＋５万円
Ｂ｛補助対象経費（事務費+事業費）−12万円｝
×1/3

⇒ＡとＢを⽐較して低い⽅の⾦額＋12万円※⼗円未満切捨

※世帯数確認のために加⼊世帯数（会費免除の世帯や法⼈会員も含む）
を記載した総会資料の御提出をお願いいたします。



２.補助制度

②地域防犯灯維持管理費補助⾦について



２.補助制度
補助対象
平成31年４⽉１⽇現在設置されているＬＥＤ防犯灯で、横浜
市防犯灯設置基準第３条第１号から第４号までの規定を満た
し、かつ「⾃治会町内会等が所有し、かつ維持管理している
もの」⼜は「⾃治会町内会等の所有となっていない照明灯で、
地域防犯灯に準ずるものとして⾃治会町内会等が認めたも
の」 ⇒区役所が現地確認します。
補助⾦額
１灯につき年額2,200円です。
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３.補助⾦関係書類の提出の流れ

Ｑ. 補助⾦は貰うには

どんな⼿続きが必要なの？



Ａ.①前年度の実績報告と

②今年度の申請が必要です。

３.補助⾦関係書類の提出の流れ



３.補助⾦関係書類の提出の流れ

⾃治会町内会・連合町内会

①報告
提出物：
Ｈ30年度活動報告書類⼀式

（１）平成30年度補助金（交付済）

②Ｈ30年度補助⾦額確定
送付物：
・補助⾦額確定通知書
・返還請求書（余剰⾦がある場合）

区役所

提出期限：5/31

⼿続き完了
※返還請求書がある場合
返⾦したら⼿続き完了



３.補助⾦関係書類の提出の流れ

⾃治会町内会・連合町内会

①申請
提出物：
Ｈ31（2019）年度交付申請書類⼀式

（２）平成31（2019）年度補助金（交付予定）

②Ｈ31（2019）年度交付決定
送付物：
・交付決定通知書
・請求書
・⼝座振替依頼書

区役所

提出期限：6/21

③請求
④補助⾦交付



⽬ 次
１ 趣旨

２ 補助制度

３ 補助⾦関係書類の提出の流れ

４ 平成30年度活動実績報告関係

５ 平成31（2019）年度交付申請関係

６ まとめ



４.平成30年度活動実績報告関係

提出書類
ア 平成30年度地域活動推進費補助⾦活動実績報告書

（⼿引き７ページ参照）

イ 平成30年度事業実績報告書（⼿引き８,９ページ参照）

ウ 平成30年度収⽀決算書（⼿引き10,11ページ参照）

エ 領収書の写し（１件10万円以上のもののみ） など



４.平成30年度活動実績報告関係

❶平成30年度収⽀決算書 ❷平成30年度 実績報告書
作成順序 ※平成30年度事業実績報告書の作成は順序不同です。



４.平成30年度活動実績報告関係

③収⼊合計と
⽀出合計が⼀致

②⾃治会町内会の
経費を収⼊・⽀出の
部に記⼊

①⾃治会町内会以外
の会計が混⼊してい
ないか確認



４.平成30年度活動実績報告関係
④収⽀決算書を基に⾦額を
記⼊していく。



４.平成30年度活動実績報告関係

補助対象経費1,143,418円
×1/3＝381,139.333…



４.平成30年度活動実績報告関係

１交付額 298,200円
２ 補助対象経費×1/3 381,139円

⇒298,200円＜381,139円
よって余剰⾦は発⽣しないため「０円」
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５.平成31（2019）年度交付申請関係
提出書類（地域活動推進費補助⾦）
ア 平成31（2019）年度地域活動推進費・地域防犯灯維持管理

費補助⾦交付申請書（⼿引き13ページ参照）

イ 平成31（2019）年度事業計画書（⼿引き14,15ページ参照）

ウ 平成31（2019）年度収⽀予算書（⼿引き16,17ページ参照）

エ 団体の規約（改訂した場合のみ）

オ 平成31年４⽉１⽇現在の加⼊世帯数を記載した総会資料



５.平成31（2019）年度交付申請関係
提出書類【地域防犯灯維持管理費補助⾦も申請する場合】

カ 電気料⾦等領収書（４⽉分）の写し

⼜はお客さまへのお知らせの写し



５.平成31（2019）年度交付申請関係
提出書類【地域防犯灯維持管理費補助⾦も申請する場合】

キ 電気料⾦集約分内訳書（４⽉分）の写し

※地域防犯灯を複数所有している場合



５.平成31（2019）年度交付申請関係

❶平成31（2019）年度 収⽀予算書 ❷平成31（2019）年度 交付申請書

作成順序 ※平成31（2019）年度事業計画書の作成は順序不同です。



５.平成31（2019）年度交付申請関係

③収⼊合計と
⽀出合計が⼀致

②⾃治会町内会の
経費を収⼊・⽀出の
部に記⼊

①⾃治会町内会以外
の会計が混⼊してい
ないか確認



５.平成31（2019）年度交付申請関係

加⼊世帯数：450世帯
補助対象経費：1,744,000円の場合
Ａ 700円×加⼊世帯数(450世帯)

＝315,000円
Ｂ 補助対象経費(1,744,000円）×1/3

＝581,333.333…円
⇒581,330円（10円未満切捨）

よって、315,000円が地域活動推進費の⾦額

補助⾦額算定の仕⽅（地域活動推進費）



５.平成31（2019）年度交付申請関係

地域防犯灯 10灯の場合
10灯×2,200円＝22,000円
よって、22,000円が地域防犯灯維持管
理費補助⾦の⾦額

補助⾦額算定の仕⽅（地域防犯灯維持管理費）

補助⾦を使っての事業（補助事業）の
ため、⽀出は【補助事業費】に記⼊する。



５.平成31（2019）年度交付申請関係
④収⽀予算書を基に⾦額を
記⼊していく。



５.平成31（2019）年度交付申請関係
④収⽀予算書を基に⾦額を
記⼊していく。
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６.まとめ

ポイントのおさらい

❶⾃治会町内会、地区連合町内会としての活動
とそれ以外としての活動を分けて収⽀を把握
する。

❷補助対象の事務費と事業費の中に

補助対象外経費が⼊っていないかを確認する。


