
 

コロナに負けない！ 

『元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金』 

【第  ２  弾】 
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募集期間 令和４年３月１４日（月） ～ ５月１３日（金） 

 趣 旨  

   地域団体や商店街等が、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」等を踏ま

えて、中長期的な視点に立ち、地域の魅力を高めるため新たに挑戦する取組に対して、

集中的に支援（補助金を交付）します。 

 

広島市 

元気なまちづくりプロジェクト 検索 

広島市ＨＰ 

176065 

■キーワードでさがす 

■ページ番号でさがす 

検索 
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 １ はじめに  

  「元気なまちづくりプロジェクト」は、新型コロナウイルス感染症による影響をしの

ぎ、これに打ち勝つとともに、地域の活性化やにぎわいの創出に向けて、地域団体や商

店街等が行う、地域の魅力を高める新たな取組に対して、これまでの枠組みを超えて、

思い切った後押しをするものとして、第１弾を令和２年度に実施しました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響は依然として続いており、地域

によっては地域行事が滞っているところも多数見受けられることから、このたび第２弾

を実施することで地域に活気を取り戻す契機にしていきたいと考えています。 

規模的にも大きな取組に挑戦できる内容となっており、既存の事業ではできないような

多額の経費を要する建物の改修や機器の購入等のハード整備も補助の対象にしています。 

したがって、本プロジェクトを通じて行われる取組やその効果が、今年度限りで終わ

るのではなく、次年度以降も続いていくものを、地域の皆さんでしっかりと考えていた

だくとともに、目指す姿を描き、そのために必要な対策を共有して取り組んでいただく

ことを要件にしています。 

皆さんには、このプロジェクトを大きなチャンスと捉え、希望をもって、思い切った取

組の意見を出し合い、この事業を通じて地域の活性化やにぎわいをつくっていく上で実

現したい地域の姿を描いていただきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 補助の対象となる団体  

  ３人以上で構成され、広島市内で地域の活性化やにぎわいづくりに取り組む団体 
※ 団体の例：町内会・自治会、商店街、NPO法人等 
※ 団体の例のうち、商店街とは、広島市内に主たる事業所を有する以下の団体とします。 
  ・商店街振興組合又は商店街振興組合連合会 
  ・事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会 
  ・中小商業者を主たる構成員とする任意の商店会等で、規約等に代表者の定めがあり、財産

の管理等を適正に行うことができる団体 
※ 地域の目指す姿を描くという観点から考えれば、地域の実情をよく把握している住民の方々
で構成される団体が理想です。このため、団体であっても、企業、文化・芸術団体、スポーツ
チームなどは補助対象となる団体にはなりません。ただし、これらの企業等を構成員の１人と
して団体を構成していただくことで、補助対象となる団体になることは可能です。 

※ 補助金の交付申請に当たり、規約、会則等の団体の運営に関する規程（団体の目的、役員等
の組織体制、会計機能等が確認できるもの）や役員名簿を添付していただく必要があります。 

※ 令和２年度に補助を受けた団体も申請可能です。 
※ 暴力団関係者等が団体の構成員に含まれる場合は、補助の対象となる団体にはなりません。 

  

Ⅲ 
今後の 
計画や 

予算等 
計画 

Ⅱ 
具体的 
な取組 

内容 

ー 

Ⅰ 
地域が 
目指す 

将来像 

イメージ
を具体化 

 

・この補助金の交付を受ける（採択される）ためには、

地域の皆さんが「今後の自分たちの地域のあり方」

をしっかり話し合い、考えるプロセスを経ている

か、が一番重要なポイントです。 

・地域が目指す将来像を描いた上で、そのために必要

な対策とそれを継続するための計画を作成してい

ただく必要があります。 

・単に地域の利便性の向上や、コロナウイルス感染症

対策だけでは、採択されません。 
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 ３ 補助の対象となる事業  

  地域団体や商店街等が、「新しい生活様式」等を踏まえて、中長期的な視点に立ち、地

域の魅力を高める取組で、次のいずれかに該当するもの 

➀ 地域資源に磨きをかける 

② 地域の強みをつくる 

③ 新たな工夫を凝らしたにぎわいづくりを行う 

 

想定する事業例、主な費用は次のとおりです。 

(1)  山や川、海岸などでの来訪者が訪れやすい環境づくり 
     今後、ソーシャルディスタンスが比較的取りやすい中山間地域を訪れ、自然を楽しむ人が多

くなることが想定されることから、そうした訪問者を受入れ、リピーターとなってもらい、継

続的なにぎわいが地域に生まれるよう、史跡の説明板やパンフレット等の製作、トイレ整備に

係る費用等を補助します。 

 

想定する事業例 想定する主な費用 

史跡の説明板製作 説明板製作費、設置工事費 

パンフレット製作 デザイン料、印刷代 

トイレ整備 整備工事費 

 

(2)  地産地消で地域経済の好循環につなげるための直売所やキッチンカーの導入  
     フードマイレージを削減し、輸送網への負荷を軽減するとともに、地産地消等、地域のもの

をより多く地域で循環し、地域経済の好循環につなげるため、地元産品を販売・ＰＲするため

の直売所やキッチンカーなどを導入する費用等を補助します。 

 

想定する事業例 想定する主な費用 

直売所の設置 設置工事費、のぼりの制作費 

キッチンカーの購入 車両購入費 

 

(3) デザインを活用した地域や地域の名産品のＰＲ 
地元の特産品を地域内外にＰＲするため、その商品パッケージのデザインをプロのデザイナ

ーに委託する費用等を補助します。 

 

想定する事業例 想定する主な費用 

パッケージデザイン デザイナーへの委託料、広告費 

 

(4) テラス営業の導入等による商店街等のにぎわいづくり  

３密の回避に対応するため、テラス営業等を行うことを目的に、パラソルやカフェテーブル、

イスなどを購入する費用等を補助します。 

 

想定する事業例 想定する主な費用 

テラス営業 テーブル等購入費 

 

※ 令和２年度に補助を受けた事業と関連性が認められる事業については、地域にとって真に必要な

取組であるかを判断するため、新たに補助金を受けて実施する事業の必要性や発展性、事業効果等

の観点から個別に聞き取り等を行う予定です。  
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 ４ 補助対象期間  

  原則として、補助金交付決定通知の日から開始し、令和５年３月３１日までに完了す

る取組が対象となります。 

  ※ 補助金交付決定通知は、補助事業として採択された後に提出する補助金交付申請に対してその

結果をお知らせするものです。補助事業として採択された際に送付される「補助事業採択通知」

とは異なります。 

 

 ５ 補助金額  

  補助金の補助率及び補助限度額は次のとおりです。 
 

補助率 補助限度額 

補助対象経費の 
１０分の９以内 

１,０００万円 

   ※ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。 

※ 今回の応募に対し、同一の団体が複数の事業を実施する場合は、その複数の事業に係る経費

を合計したものに対し、上の表の補助率及び補助限度額が適用されます。 

※ 事業実施に当たっては、補助対象経費の１０分の１以上を自己負担していただく必要があ

ります。この自己負担は補助事業申請後の不確定な事業収入を見込むのではなく、予め団体で

確実に御用意できる収入（団体の預金、定期的に会員から徴収する会費等）をもとに補助申請

額を御検討ください。 

 

 ６ 補助対象経費  

上記３の補助の対象となる事業の実施に必要な経費 

補助金交付決定通知の日以降に支出する経費が補助対象経費となります。 

ただし、次に掲げる経費は補助対象経費から除きます。 

(1) 事務所経費、総会等会議開催費など団体の基礎的な運営に要する経費、人件費、飲食費 

(2) 個人の自宅や個別の店舗等に設置（改修、整備等を含む）されるもの（ただし、商店街等が

統一的な取組として実施するテラス営業に伴う机、椅子等の設置や、事業所の一部を地域開放

スペースとするために必要な整備を行う場合を除く。） 

(3) 給付に係る現金等に要する経費 

(4) 割引サービスや特典付チケット発行等に要する経費 

(5) 社会通念上、適当な額を超えるものと認められる経費のうち、その超える部分の経費 

(6) 領収書等の支出を証明する書類の提出ができない経費 

(7) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めるもの    

※ 事業終了後、活動内容の報告書とともに収支の事実を明らかにする領収書等の書類を提出

いただくこととなります。 

※ 次の取組は対象外となります。 

⑴ 国、広島県、本市から補助金等（本補助金を除く。）を受け、又は国、広島県、本市が

資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等を受けて実施

する事業 

 ⑵ 特定の個人や事業者、団体、政党、宗教団体等に利益を得させる事業 

⑶ 新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から適当でないと認められる事業 

⑷ その他市長が適当でないと認める事業 
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 ７ 補助事業の申請、補助金の交付等  

 １ 補助事業の申請 

   補助金の交付を受けようとする団体は、補助事業申請書等の必要な書類を各区役所の地域起こ

し推進課（団体が商店街の場合は市役所商業振興課）に提出してください。 

   受付期間：令和４年３月１４日（月）～５月１３日（金） ８：３０～１７：１５ 

ただし、土・日・祝日を除く。 

 

２ 補助事業の決定方法 

  (1) 申請書類の要件審査 

    申請のあった補助事業について、「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金交

付要綱」等の規定に則したものかどうかを要件審査します。この段階で不採択となった団体には、

理由を付して不採択の通知を行います。 

 

  (2)  補助金審査会での審査 

    (1)の要件審査を経て、「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金審査会」にお

いて、団体から提案された事業について、地域の理解・協力等、必要性、公益性、事業効果、実

行性・継続性、先駆性・独創性の観点から審査の上、採点します。 

なお、必要に応じて、団体に対し、ヒアリング調査を行うことがありますので、申請書には、

日中でも連絡が取れる連絡先を必ずご記入ください。     

項 目 審査に当たってのポイント 

地域の理解・協力等 

地域の目指す姿を描き、そのために必要な対策等を地域で共有できている

か。また、事業内容の決定に当たり、地域でどのようなプロセスを経て合意

形成を行ったか。 

必要性 

事業内容は、地域の課題やニーズに応じたものであり、当事業の実施が地

域にとって必要なものであるか。また、地域の活性化やにぎわいづくりに寄

与するものであるか。 

公益性 

事業内容は、特定の個人や事業者等の利益や利便性向上につながって

いないか。また、対象者が限定されず、多世代の地域住民が参加するこ

とができるなど、不特定多数の住民の利益増進に寄与するものであるか。 

事業効果 

事業内容は、地域の活性化やにぎわいづくりなど事業の目的を達成す

ることが期待できるものであるか。また、事業経費に見合う効果が期待

できるものであるか。 

実行性・継続性 

これまで団体が行ってきた活動、今回の事業計画、人員体制及び資金計画

等から、事業の実施が可能なものであるか。また、次年度以降についても自

主財源等が確保され、継続的な事業の実施が可能であると見込まれるか。 

先駆性・独創性 

事業内容は、新しいアイデアや地域特性に応じた独自の視点・工夫を盛り

込んだものであるか。また、先進事例となり、他の地域にとって参考になる

ものであるか。 

 

  (3)  補助事業の決定 

「元気なまちづくりプロジェクト地域活動支援事業補助金審査会」での採点結果が上位の事業

から交付決定を行いますので、予算の都合上、申請いただいても、不採択となる場合があります。 

事業が採択された団体には補助事業採択通知書を、不採択となった団体には、補助事業不採択

通知書を送付するとともに、補助事業が採択された団体については、市のホームページ等におい

て、団体名、事業内容の概要等を公開します。また、採択に当たっては、事業の一部変更を条件

にする場合等があります。この場合、採択額が申請額と同額とならないこともあります。 
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 ３ 補助金の交付 

  (1)  補助金の交付申請 

    ２の(3)の補助事業採択通知書を受け取った団体は、補助金交付申請書等の必要な書類を提出し

てください。地域活性推進課に書類が提出された後、補助金交付決定通知書を送付します。 

なお、補助金は、第１期分を７月下旬頃、第２期分を１０月頃、第３期分を１月頃の計３回に分

けて事前に交付（概算払い）する予定です。 

 

  (2)  事業計画、予算の変更 

    補助金交付決定通知書を受け取った後、申請した内容に変更が生じる場合は、速やかに地域

起こし推進課又は商業振興課にご相談ください。内容によっては、事業計画変更申請書等を提

出していただく場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)  事業の実績報告 

事業の終了後１０日以内又は令和５年３月３１日のいずれか早い日までに、団体は地域起こ

し推進課又は商業振興課に補助事業実績報告書等所定の書類を提出し、実績報告してください。 

実績報告が提出された後、地域起こし推進課又は商業振興課でその内容をチェックし、書類の

不備等があれば修正や追加提出などをお願いする場合があります。 

地域活性推進課での書類のチェックの結果、取組内容等が適切であると認めたときは、補助金

交付確定通知書により通知し、その際に補助金に過金が生じる場合は、これを返納していただき

ます。なお、補助終了後３年間、毎年度、事業実施報告書等の提出が必要です。 

 

 ８ 申請時等に提出する書類  

 １ 補助事業申請時（令和４年５月１３日までに申請受付先へ提出） 

 (1) 補助事業申請書（様式第１号） 

  (2) 事業計画書（様式第２号） 

   (3) 予算書（様式第３号） 

 ※ 必要に応じて、後日積算の根拠となる資料を提出していただく場合があります。 

 ※ 中古品の購入費を補助対象経費に含める場合、複数業者からの見積書の提出が必要です。 

  (4) 資金収支計画書（様式第４号） 

   (5) 団体の概要書（様式第５号） 

[規約・会則等団体の運営に関する規程及び団体の役員名簿を添付] 

※ 複数の取組を行う場合は、それぞれの取組について「事業計画書（様式第２号）」及び「予

算書（様式第３号）」を提出してください。  

(6) 本申請を申請団体の総会や役員会により決定したことを証する書類（議事録など） 

(7) 他人や他団体が所有する土地や建物等の財産あるいは公共施設等を利用（占用）して事業を

行う場合は、所有者等から事業の承諾を得ていることが分かる書類（覚書、協定書、協議録など）。 

(8) その他市長が必要と認める書類  

【 重 要 】 

・ 補助金交付決定は、申請された内容に限り認めたものであるため、申請書や予算書等に記

載された内容以外に補助金は活用できません（補助対象経費として認められません。）。 

・ 審査会での審査を経て、採択された事業計画を変更することは重大な手続きであり、変更

申請を出せば必ず承認を受けられるものではありません。特に、変更内容が当初計画から大

幅に異なる場合は、補助を取り消す可能性があります。 

・ 当初計画よりも安価に調達する等して、補助金が余った場合は他に使用するのではなく、

補助金を返還してください。 
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２ 補助金交付申請（事業採択後に企画総務局地域活性推進課へ提出）  

 (1) 補助金交付申請書（様式第６号） 

  (2) 事業計画書（様式第２号） 

   (3) 予算書（様式第３号） 

  (4) 資金収支計画書（様式第４号） 

   ※ 補助事業申請時から内容に変更が無い場合、(2)～(4)の書類は省略が可能です。 

 

３ 事業計画変更時（事業計画内容等に変更等が生じたとき申請受付先へ提出） 

  (1) 事業計画変更申請書（様式第８号） 

  (2) 変更事業計画書（様式第９号） 

   (3) 変更予算書（様式第１０号） 

  (4) 変更資金収支計画書（様式第１１号） 

 

４ 事業終了後（事業終了後１０日以内又は３月３１日のいずれか早い日までに申請受付先へ提出） 

  (1) 補助事業実績報告書兼精算書（様式第１２号） 

  (2) 事業実施報告書（様式第１３号）[必要に応じ写真等を添付] 

 (3) 決算書（様式第１４号） 

   (4) 領収書等収支の事実を証する書類又はその写し 

    (5) 実施状況写真（取組内容・状況が分かるもの） 

※ 領収書の提出ができない場合は、補助の対象経費とすることができませんので、留意してく

ださい。なお、電車やバス等の公共交通機関を利用した場合など、領収書が発行されないもの

については、様式１５号に必要事項を記入の上、提出してください。 

※ その他、必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。 

※ 補助事業終了後３年間（令和５年度～令和７年度）、毎年度、事業実施報告書（様式第１３

号）や写真等の事業の実施状況がわかる書類を提出してください。 

 

● 指定する様式については、各区役所地域起こし推進課及び商業振興課で配布するとともに、市の

ホームページからもダウンロードできます。また、市のホームページには、質疑応答集を掲載して

いますので併せて御確認ください。 

 

 

 

 

 

 ９ スケジュール  

令和４年５月下旬 書類審査及びヒアリング調査 

 ※ 公平性の観点から、審査状況等に関する個別の問い合わせには対応できません。 

令和４年６月中旬 審査会での審査 

令和４年６月下旬 補助事業の決定 

令和４年７月上旬 補助金交付の決定 

 令和４年７月下旬 申請団体への補助金交付【第１期】 

令和４年１０月頃 申請団体への補助金交付【第２期】 

令和５年１月頃  申請団体への補助金交付【第３期】 

元気なまちづくりプロジェクト 検索 

広島市ＨＰ 

176065 

■キーワードでさがす 

■ページ番号でさがす 

検索 

資金収支計画書や収支状況に基づき、

四半期毎に３回に分けて補助金を交付

します。 

【変更申請が必要なケース】 

① 予算額から１割以上の変更が見込まれる 

② 購入物品や数量等に変更が見込まれる 

③ 事業内容に変更が見込まれる 
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 １０ 留意事項  

 １ 事業内容の広報への協力等について 

   広く市民に事業内容を公開することにより、地域における新たなまちづくり活動の担い手を掘

り起こし、地域の活性化やにぎわいづくりに役立てるため、団体が補助金の交付を受けて実施する

事業を市ホームページや広報紙等で紹介する場合があります。 

  

 ２ 補助金以外の支援について 

   事業の実施に当たり、市の後援や公共空間の使用許可などの手続が必要な場合は、関係部署の紹

介等を行うこともできますので、お気軽に問合せ先にご相談ください。 

 

３ 帳簿等の整備について 

   補助金の交付を受けた団体は、領収書等を整理・保管し、現金出納簿等の帳簿を備え、補助事業

の執行に係る収支の額及び補助金の使途を記録してください｡また、領収書等及び帳簿については、

当該年度終了後、５年間保存していただく必要があります。 

 

 ４ 中間調査等の実施について 

   事業の中途や実績報告後に、企画総務局長が必要と認める場合には、企画総務局長が指定する書

類の提出を求めたり、事業の実施現場、団体の事務所等で調査を実施する場合があります。 

 

 ５ 来年度以降の事業実施状況の確認について 

   来年度以降の事業の実施状況を確認するため、補助事業終了後３年間（令和５年度～令和７年

度）、毎年度、事業実施報告書（様式第１３号）や写真等の提出が必要になります。 

 

６ 虚偽の申請等があった場合について 

   虚偽の申請があった場合、団体の都合により事業の実施が困難になった場合などには、団体に対

し補助金の全部もしくは一部の返還や是正措置の実施を命じることがあります。 

 

７ 施設・備品等の維持管理について 

   補助事業終了後の施設・備品等改修費や施設運営費（光熱水費、人件費、賃料等）は補助金の交

付を受けた申請団体が負担することとなります。補助事業終了後に、本市がこれらの費用を負担す

ることはありませんので、事業内容をよく精査した上で申請してください。 

 

 ８ 情報公開等について 

   団体から提出された書類等については、個人情報保護法、広島市情報公開条例及び個人情報保護

条例等の規定に基づき、取り扱います。また、提出された書類等は原則返却いたしませんので、広島

市から問合せがあった時に対応できるよう、提出前に必ず写しを取り、保管するようにしてくださ

い。 

 

 ９ 補助金交付終了後の問合せや立入監査等への協力について 

   団体への補助金交付終了以降の年度において、取組状況等に関する問合せや立入監査をするこ

とがありますので、その際には、ご協力いただく必要があります。 
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 １１ 補助制度の流れ  

申請団体 
各区地域起こし推進課 

商業振興課 
企画総務局地域活性推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

提出 
補助事業申請書の作成 

（団体規約・予算書・事業計画書等） 

補助事業申請書の受付 

申請書類の確認 
 

 

送付 

事業の不採択の通知 

提出 
取組終了後に 

事業実績報告書の作成 

事業実績報告書の受付 
 

 

補助金の確定額の通知 

差戻 

申請 

取組の実施 
 

 

送付 
※（変更申請書の受付） 

書類完備 

不採択 採 択 

事業の採択の通知 

補助金交付申請書等の受付 

※（計画変更申請） 

補助金の確定額の決定 

※（剰余金の返還） 

※ 必要に応じて実施するもの  

提出 

内容変更の採択・通知等 

送付 差戻 
書類不備 書類完備 実績報告等の確認 

補助金の精算・書類保管 

書類不備 

申請書類に不備がないかどうか 

の確認 

報告書類に不備がないかどうか 

の確認 

取組内容に変更等があった場合

は、変更申請が必要 

補助事業終了後３年間、毎年度、事業実施報告書等の提出が
必要です。（提出先：企画総務局地域活性推進課） 
 

採択事業、金額の決定 

口座振込（概算払） 
交付金額・概算払の決定 

資金収支計画書や収支状況に基づき、
四半期毎に３回に分けて交付予定。 
 

交付金額の通知 

通知内容の確認 

補助金交付申請書等の作成 

※ （ヒアリング調査） 

元気なまちづくりプロジェクト 

地域活動支援事業補助金審査会 

審査の実施 

 
 

取組内容の実効性、継続性等 

についての審査 

事業内容の説明 

※（変更内容審査の実施） 
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申請受付先 

 

各区役所地域起こし推進課 
（申請団体が商店街の場合は、経済観光局商業振興課へ） 

部署名 連絡先等 

中区地域起こし推進課 

〒730-8587 中区国泰寺町一丁目４番２１号 

TEL：082-504-2546  FAX：082-541-3835   

e-mail：na-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

東区地域起こし推進課 

〒732-8510 東区東蟹屋町９番３８号 

TEL：082-568-7704  FAX：082-262-6986   

e-mail：hi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

南区地域起こし推進課 

〒743-8522 南区皆実町一丁目５番４４号 

TEL：082-250-8935  FAX：082-252-7179   

e-mail：mi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

西区地域起こし推進課 

〒733-8530 西区福島町二丁目２番１号 

TEL：082-532-0927  FAX：082-232-9783   

e-mail：ni-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

安佐南区地域起こし推進課 

〒731-0193 安佐南区古市一丁目３３番１４号 

TEL：082-831-4926  FAX：082-877-2299   

e-mail：am-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

安佐北区地域起こし推進課 

〒731-0292 安佐北区可部四丁目１３番１３号 

TEL：082-819-3904  FAX：082-815-3906   

e-mail：as-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

安芸区地域起こし推進課 

〒73６-8501 安芸区船越南三丁目４番３６号 

TEL：082-821-4904  FAX：082-822-8069   

e-mail：ak-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

佐伯区地域起こし推進課 

〒731-5195 佐伯区海老園二丁目５番２８号 

TEL：082-943-9705  FAX：082-943-9718   

e-mail：sa-chiiki@city.hiroshima.lg.jp 

経済観光局商業振興課 

〒730-858６ 中区国泰寺町一丁目６番３４号 

TEL：082-504-2236  FAX：082-504-2259   

e-mail：syogyo@city.hiroshima.lg.jp 

総合的な問合せ先  

企画総務局地域活性推進課 

〒730-858６ 中区国泰寺町一丁目６番３４号 

TEL：082-504-2837  FAX：082-504-2029   

e-mail：chiikikassei@city.hiroshima.lg.jp 
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