
市民発！ミライ☆チャレンジプロジェクト事業補助金交付要綱

（趣旨）  

第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号）に定めるも

ののほか、市民発！ミライ☆チャレンジプロジェクト事業に対する補助金の交付に関

し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条 この要綱において、「ミライのフツーを目指す」とは少し先の社会の姿を見据

えながら、未来志向でまちづくりに取り組むことをいう。 

（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、市民発！ミライ☆チャレンジプロジェクトに要する経費を補助

することにより、市民等による「市民の幸せな暮らし」につながる社会システムの創

造等を目指す事業を支援する「ミライ・チャレンジ都市」としての取組を推進するこ

とを目的とする。 

（補助事業者） 

第４条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、次の各号に掲げる要

件を全て満たす法人又は団体（以下「団体等」という。）とする。 

（１）活動拠点が豊田市内にあること 

（２）代表者が１８歳以上であること 

（３）ミライのフツーを目指して、持続的に取り組む意思があること 

（４） 法人格を有しない団体にあっては、会則、規約又は定款等が定められており、

複数の構成員で組織されていること 

（５）法令等に違反する活動や公序良俗に反する活動をしていないこと 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体等は、補助対象事業者としない。  

（１）政治活動又は宗教活動を目的とする団体等  

（２）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

（３）暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が役員

となっている団体等 

（４）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体等 

（補助事業） 

第５条 補助金交付の対象となる事業（以下、「補助事業」という。）は、補助事業者

が行う事業で、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものとする。 

（１）市内で類似がない革新的な事業であり、豊田市内で実施すること 

（２）目指す未来の姿が明確にあり、実現への道筋が構想されていること 

（３）社会課題の解決に挑み、広く公益性・社会性があること 

（４）豊田市地域自治区条例第４条第２項別表３（平成１７年９月３０日条例第９３号）

で規定する地域会議の範囲又は特定非営利活動促進法第２条別表（平成１０年３月

２５日法律第７号）に基づく特定の活動分野を越えること 

（５）概ね３年後に自らの事業資金獲得等により自立した運営が見込まれること

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業としない。 



（１）豊田市又は豊田市内の外郭団体で実施している他の助成制度の補助を受けている事業

（２）特定の個人・団体を対象とした事業 

（３）政治、宗教、選挙を目的とした事業 

（４）営利を主たる目的とした事業 

（５）公序良俗に反する事業 

（６）その他市長が適当でないと認めた事業 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業

に要する経費のうち、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める費用があるときは、これを補助対象 

経費に加えることができる。 

（補助金額等）  

第７条 補助金額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。 

（端数処理） 

第８条 補助率の額の決定に当っては、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第９条 補助金を受けようとする団体等（以下「補助申請事業者」という。）は、補助

金交付申請書（様式第１号）及び次に掲げる書類を添えて毎年度、市長が別に定める

期日までに市長に提出するものとする。 

（１）事業計画書 

（２）予算書 

（３）団体調書・構成員名簿 

（４）規約、会則又は定款等の写し 

２ 補助金の交付回数は、１補助事業者につき１年度に１回とし、継続した３回を限度

とする。 

（交付決定前着手） 

第１０条 補助申請事業者は、交付決定前に事業を実施しようとするときは、交付決定

前着手承認申請書（様式第２号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、交付決定前着手承認申請書が提出されたときは内容を審査し、適当と認め

たときは交付決定前着手を承認し、交付決定前着手承認通知書（様式第３号）により、

補助申請事業者に通知しなければならない。 

３ 前項の規定により承認された補助申請事業者の補助金の対象となる期間は、交付決

定前着手承認通知書の承認日を始期とする。 

４ 前３項の規定により交付決定前着手が承認された場合でも、市長が補助事業に該当

しないと決定した場合は、補助の対象とならない。 

（事業の選考等） 

第１１条 市長は、第９条第１項の規定による交付申請があったときは、市民発！ミラ

イ☆チャレンジプロジェクト選考委員会（以下「選考委員会」という。）に対し、当

該申請に係る補助金の交付の適否及び交付すべき補助金の額の決定に際し、その審査

を依頼するものとする。  



２ 選考委員会は、審査するときは、書類選考、公開プレゼンテーション等により審査

を行うものとする。 

３ 前項の審査に関し、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

（補助金の交付決定等） 

第１２条 市長は、選考委員会の審査結果を受けて補助金の交付を適当と認めたときは、

予算の範囲内において交付を決定し、交付決定通知書（様式第４号）により、補助申

請事業者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付するこ

とができる。 

２ 市長は、選考委員会の審査結果を受けて、補助金の交付を行わないことを決定した

ときは、不交付決定通知書（様式第５号）により、補助申請事業者に通知するものと

する。 

（交付の方法） 

第１３条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、その活動のた

めに必要があるときは、補助金の全部又は一部について概算払を受けることができる

ものとする。 

２ 前項の概算払を受けようとする補助事業者は、概算払申請書（様式第６号）及び概

算払申請内訳書を添えて市長に申請をしなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助金の全部又は一部を概算払に

より交付するものとする。 

（変更交付申請等） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業に係る事業計画の内容に変更が生じたとき、又

は事業を廃止しようとするときは、速やかに事業計画変更（廃止）承認申請書（様式

第７号）及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１）事業変更計画書 

（２）変更予算書 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、第１２条の規定

による決定を変更することができる。 

３ 市長は、前項の内容の審査に当って選考委員会の意見を聴く必要があると認めると

きは、遅滞なく選考委員会に審査を依頼するものとする。 

（変更決定通知） 

第１５条 市長は、前条第２項の規定により当該補助金の交付の変更又は廃止を決定し

たときは、事業計画変更（廃止）決定通知書（様式第８号）により、補助事業者に通

知するものとする。また、必要に応じて変更内容について条件を付すことができる。 

（実績報告） 

第１６条 補助事業者は、補助事業が完了したときは補助事業完了の日以後３０日以内

又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、実績報告書（様式第９号）及び次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）成果報告書 

（２）収支決算書 

（３）備品台帳  

（４）活動写真等 



２ 補助事業者は、当該補助対象事業に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記

載するとともに、その内容を証する領収書の写し等を整備保管し、補助金の使途を明

らかにしておかなければならない。 

（補助金交付額の確定） 

第１７条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第１０号）により

補助事業者に通知した後に、当該額を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１３条第３項の規定により概算払を行っているときは、

確定した補助金の額（以下「確定額」という。）から既に交付した補助金の額（以下

「交付済額」という。）を控除した額を交付するものとし、確定額が交付済額を下回

るときは、その差額を返還させるものとする。 

（補助金の返還） 

第１８条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第１３条に規

定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取

り消した部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還

を命ずるものとする。 

（１）虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき 

（２）補助金を使用しないとき、又は他の用途に使用したとき 

（３）補助対象事業を中止し、又は廃止したとき 

（４）補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき 

（５）市長の指示に従わないとき 

（６）補助団体が第４条各号又は第５条各号の要件を満たさなくなったとき 

（財産の管理及び処分） 

第１９条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３月３

１日大蔵省令第１５号）に定める期間又はそれに準ずると認められる期間を経過する

以前に第１６条１項の規定で報告した備品を処分するときは、あらかじめ、財産処分

承認申請書（様式第１１号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請のあった財産処分を承認したときは、財産処分承認

通知書（様式第１２号）により、補助事業者に通知しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により通知した補助事業者に対し、当該承認に係る財産処分を

したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部に相当する金額を市に

納付させることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成３１年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこ

の要綱の規定により既になされた交付申請に係る補助金の交付については、同日後も、

なおその効力を有する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



別表（第６条、第７条関係）

補助対象経費 補助金額及び補助率

報償費  講座、講演会等における講師への謝礼等 （１年目） 

９／１０ 

又は９０万円のい

ずれか少ない額 

（２年目） 

７／１０ 

又は７０万円のい

ずれか少ない額 

（３年目） 

１／２ 

又は５０万円のい

ずれか少ない額 

旅費  交通費、宿泊費等  

消耗品費 使用することで消費され、長期間の保存・

使用に耐えない物品等の購入 

燃料費 工具、器具及び備品等の燃料費 

印刷製本費 チラシ、ポスターの印刷代、コピー代等 

賄材料費 食材等 

通信運搬費 電話代、切手代等 

保険料 ボランティア保険、レクリエーション保険

等 

委託料 専門性の高い業務に係る外部委託料 

使用料・賃借料 会場使用料、物品等のレンタル料等  

備品購入費 長期間保存・使用できる物品等 

負担金  視察、研修等における参加費等  



参考（第５条関係） 

豊田市地域自治区条例第４条第２項別表３（平成１７年９月３０日条例第９３号） 

区分 地域協議会の組織 構成員の定数(人) 

旭地域自治区 旭地域会議 20 以内 

足助地域自治区 足助地域会議 20 以内 

稲武地域自治区 稲武地域会議 20 以内 

小原地域自治区 小原地域会議 20 以内 

上郷地域自治区 上郷代表者会議 
上郷地域会議 

20 以内 
20 以内 

末野原地域会議 20 以内 

挙母地域自治区 挙母代表者会議 

逢妻地域会議 

20 以内 

20 以内 

朝日丘地域会議 20 以内 

梅坪台地域会議 20 以内 

崇化館地域会議 20 以内 

豊南地域会議 20 以内 

猿投地域自治区 猿投代表者会議 

井郷地域会議 

20 以内 

20 以内 

石野地域会議 20 以内 

猿投地域会議 20 以内 

猿投台地域会議 20 以内 

保見地域会議 20 以内 

下山地域自治区 下山地域会議 20 以内 

高岡地域自治区 高岡代表者会議 

前林地域会議 

20 以内 

20 以内 

竜神地域会議 20 以内 

若園地域会議 20 以内 

若林地域会議 20 以内 

高橋地域自治区 高橋代表者会議 

高橋地域会議 

20 以内 

20 以内 

益富地域会議 20 以内 

美里地域会議 20 以内 

藤岡地域自治区 藤岡代表者会議 
藤岡地域会議 

20 以内 
20 以内 

藤岡南地域会議 20 以内 

松平地域自治区 松平地域会議 20 以内 



参考（第５条関係） 

特定非営利活動促進法第２条別表（平成１０年３月２５日法律第７号） 

 (平一四法一七三・平二三法七〇・一部改正) 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動 

四 観光の振興を図る活動 

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

七 環境の保全を図る活動 

八 災害救援活動 

九 地域安全活動 

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

十一 国際協力の活動 

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十三 子どもの健全育成を図る活動 

十四 情報化社会の発展を図る活動 

十五 科学技術の振興を図る活動 

十六 経済活動の活性化を図る活動 

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

十八 消費者の保護を図る活動 

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活

動 

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める

活動 


