
平成 29年（2017年）5月 17日発表  

兵庫県宍粟市 

宍粟市報道発表（５月定例記者懇談会） 

発表項目 
「宍粟で輝く 女性が輝くまち」に向けて 

  宍粟女子キラキラパワーアップ応援事業（補助金）を創設         

概 要  

 

 宍粟市では、すべての女性が輝く取組みを推進し、女性の社会参加を促進するととも

に、人や地域の絆を高め、市民協働によるまちづくりを促進させていくことを目的に「宍

粟女子キラキラパワーアップ応援事業」を創設しました。 

 この事業は、主に女性で構成されるグループや団体を対象とし、「地域課題の解決」、

「地域交流の促進」、また「女性のさらなる社会参加の促進」などの取組みに意欲をも

った団体等に対し支援を行うことを目的としています。 

 人口減少が深刻化する宍粟市において、これまで以上に女性が持つ潜在的な力があら

ゆる生活の場面で必要とされています。 

 既に、市ホームページで本事業の紹介を行っていますが、お問合せを受けている状況

にあります。 

 この事業を、同じ思いや志しを持っている女性の方々が集い、様々な社会参加を始め

ていくきっかけとして活用していただきたいと考えています。 

  

 （支援対象となる事業例） 

  ●地域の課題解決のための自主グループ活動・取組発表会 

  ●郷土料理など家事の腕前や活動成果を地域に広めるイベント 

  ●他地域の女性との交流や視野を広げるための研修 

  ●作品を販売するフリーマーケット、女性起業家の共同店舗運営経費 

など 

 

参 考 宍粟女子キラキラパワーアップ応援事業補助金募集要項 

担当者からのお願い  

担当課（問合わせ先） 所属 人権推進課 担当 柴原 ℡ 0790-63-0840  
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宍粟女子キラキラパワーアップ応援事業補助金 募集要項 

 

１ 趣旨・目的 

宍粟市では、すべての女性が輝く取り組みを推進し、女性の社会参加を促進するとともに、人や地域の絆を

促進し、人や地域の絆を深め、市民の協働によるまちづくりを推進するため、｢宍粟女子キラキラパワーアップ応

援事業補助金｣により、女性の活躍を推進する取り組みを支援します。 

 

２ 補助対象となる事業 

本補助金は、地域で主導的な役割を担う女性の育成、又は地域の女性の新たな参画が見込まれる事業

で、原則として 3年以上継続して取り組む、次に掲げるいずれかの要件を満たす事業に要する経費で市長が必

要と認めた経費。ただし、団体の構成員による飲食費及び団体の構成員の人件費及び謝金を除く。 

（１） 子育て支援のための事業 

（２） 住民相互で助け合う共助型福祉の事業 

（３） 防災又は防犯のための事業 

（４） 環境保全のための事業 

（５） 地域を美化するための事業 

（６） 地域産業の活性化のための事業 

（７） 農村と都市との交流を図るための事業 

（８） 地域スポーツの振興のための事業 

（９） 地域文化の振興のための事業 

（10） 伝統芸の継承、地域の行事の振興のための事業 

（11）（１）から（10）までに掲げるもののほか、人や地域の絆を深め、市民の協働によるまちづくりの実

現に資すると市長が認める事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象団体の要件 

主たるメンバーが女性で構成され、次の各号のいずれにも該当する団体 

（１） 主として市内で活動が行われていること 

（２） 法人格（特定非営利活動法人を除く。）を有しないこと 

（３） 5人以上で構成されていること 

【事業例】 

・地域の課題解決のための自主グループ学習・取組発表会 

・郷土料理など家事の腕前や活動成果を地域に広めるイベント 

・他地域の女性との交流や視野を広げるための研修 

・作品を販売するフリーマーケット、女性起業家の共同店舗運営経費 

※従来から行われている活動については、申請団体の過去の活動状況から補助対象とするかどうか

検討します。ただし、事業を拡大する場合は新規事業とします。 

※組織化し、継続的な活動に対して支援をしていきます。 
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（４） 会則等を定めていること 

 

４ 補助対象経費 

補助金の交付の対象となる経費は、第２項に掲げる事業の実施に直接必要となる経費であり、以下の点に

注意してください。 

（１） 申請にあたっては、所要事業費を算出していただきますが、実際に交付される補助金については、 

交付対象経費等の精査により減額することがあります。 

（２）補助金申請額は、千円単位で計上することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 補助金の交付対象とならない経費 

（１）団体構成員による飲食費及び団体の構成員の人件費、謝金 

（２）事業実施に直接関連のない経費 

（３）補助金の交付決定前に支出された経費（事前着手届の提出されたものを除く） 

（４）事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費 

（５）事業終了後も利用可能な汎用性の高い物品に係る経費 

 

６ 補助率又は補助金額 

上限を 30万円とし、補助対象経費の実支出額の 10/10（備品購入費については 1/2）以内で市長が必

要と認めた額 

 

７ その他 

（１）補助金の交付は、1年度で第２項の（1）から（11）に掲げる事業につき 1回限りとし、同一の事業

については、3年を目途に支援継続の必要性について検証する。 

（２）補助金の交付決定にあたり、宍粟女子キラキラパワーアップ応援委員会要綱に規定する応援委員会に

出席し、事業の内容を説明するものとする。 

 

８ 交付決定に必要な手続き 

交付要綱に基づき、補助金の交付を受けるために、以下の書類を提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 事業実施団体の責務 

【具体例】 

講師等の謝礼・旅費、事務局（団体構成員）旅費、消耗品費、広報・チラシ等の作成経費、会

場使用料、仮設会場の光熱水費や燃料費、ボランティア保険料など 

【提出書類】 

補助金交付申請書、役員等名簿、事業計画書、実施計画書、収支予算書、団体概要書、

会員名簿等、添付書類（予算書の内訳がわかるもの及び見積書、団体の会則等、その他審

査に必要な書類） 
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事業を実施する団体は、事業の実施及び交付される補助金の執行に当たって、以下の条件を守っていただ

きます。 

（１）事業の推進 

事業実施団体は、補助金交付要綱及び本募集要項を遵守し、事業の推進全般についての責任を

負っていただきます。 

（２）補助金の経理 

ア 事業実施団体は、交付を受けた補助金の経理にあたって、適切に執行してください。 

イ 事業実施団体は、本事業とそれ以外の活動に係る経理を明確に区分しておく必要があり、本事業に 

係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、この収入及び支出についての証拠書類及び関 

係資料を整理しておいてください。 

ウ 事業実施団体は、補助金の経理状況を常に把握するとともに、補助金の使用に当たっては、公正かつ 

最小の費用で最大の効果があげられるように経費の効率的使用に努めてください。 

 

 

経費の例 

項   目 対象となる経費の例 対象とならない経費の例 

報償費 ・外部の講師によるセミナー・研修会の謝礼

（金額は社会通念上妥当なものであるこ

と） 

・自団体の役員・職員への謝礼 

・手土産による謝礼 

旅費 ・講師の交通費、宿泊費、研修時の高速

代など 

・会議・イベント等への出席のための経費 

（最も経済的及び合理的な経路により算

出されるもの） 

・自団体で開催する研修会・セミナー等の参加

者に対する旅費 

・親睦目的の旅行経費 

消耗品費 ・当該事業のみに係る用紙、封筒、文具等

購入費 

・講習会・研修会の配布教材・書籍の購入

費 

・調理実習等を伴うイベントの材料費 

・他の事業と共用の経費であって支出にかかる証

拠書類を明確にできない経費 

・当該事業に限定されない一般的な事務用品

費 

・当該事業の実施に関わらない図書・著しく高価

な図書の購入費 

燃料費 ・当該事業に必要なリース機材の燃料、借

上げバス、燃料費等 

・当該事業以外の機材燃料費、会員・参加者

の自動車燃料代など 

食糧費 ・会議等の簡素な茶菓子の購入に要する

経費（会議記録を整え、日時・出席者・会

議内容を明らかにしてください。） 

･講師の食事代 

・団体構成員の食事代 

・申請団体スタッフのみの打ち合わせのための茶

菓子代 

印刷製本費 ・チラシ、ポスター、報告書・封筒等の印刷に

かかる経費（レイアウト・デザイン等の経費を

含む） 

・コピー代 

・団体の会報・封筒等紛らわしい印刷物 

・当該事業以外のコピー代、印刷代、印刷製本

費、写真現像料など 
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・印刷に係る消耗品代（用紙代・インク代

等） 

・印刷機使用料 

光熱水費 ・当該事業に必要な燃料費 ・実施主体の施設などの電気代、上下水道使

用料等の維持管理経費 

通信運搬費 ・チラシ、ポスター、報告書等の郵送料 

・委員・参加者との連絡に係る郵送料等 

・当該事業の実施に関わらない経常事務経費と

しての電話料等で他の事業と共用の経費であっ

て支出にかかる証拠書類を分けることができない

経費 

・団体の会報等を同封する場合は当該郵送料

は対象外 

保険料 ・事業実施期間中の会員の傷害保険、イベ

ント実施日の傷害保険代など 

・当該事業以外の行事や会員以外の傷害保険

代など 

委託料 ・事業の一部を外部に発注する場合の経費 

（例えば、特産品パッケージデザイン料、材

料の特殊加工費など） 

・当該事業の全てを専門の業者に委託すること

ではきません。 

・事業実施団体で行える業務、当該事業以外

の業務委託経費 

使用料及び貸

借料 

・当該事業に必要な施設、会議費、リース

機材の使用料、バス借上げ料 

 

・当該事業以外の施設・機材の使用料、電話

代、親睦を目的としたバス借上げ料等 

工事請負費 ・実施団体で事業内容を達成するために、

止むを得ず実施団体で行える工事以外の

特殊工事として委託する場合の経費。ただ

し、工事が主目的ではなく、まちづくり活動に

必要な施設や規模に限ります。 

・事業実施団体で行える工事、事業以外の工

事経費など 

原材料費 ・当該事業に必要な材料（木材、砕石、セ

メントなど）代 

・当該事業以外の材料代、予備の材料代など 

備品購入費 ・当該事業実施にあたり必要不可欠な備

品で利用頻度が高いもの 

・固定する備品、贅沢品、他事業に転用可能な

備品 

・当該事業に限定されない一般的な共通事務

機器類 
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〜宍粟で輝く  女性が輝くまちをめざして〜

地域で女性が輝く取り組みを応援します。
　　　　　　　　　　　　　ぜひ利用してください。

このような事業を主に女性が５人以上で
構成されている団体が対象となります。
このような事業を主に女性が５人以上で
構成されている団体が対象となります。

この件に関するお問い合わせ
お気軽におたずね下さい。宍粟市まちづくり推進部  人権推進課　Tel : 63-0840

・ 地域の課題解決のための自主グループ学習・取組発表会
・ 郷土料理などの家事の腕前や活動成果を地域に広めるイベント
・ 他地域の女性との交流や視野を広げるための研修
・ 作品を販売するフリーマーケット、女性起業家の共同店舗運営経費

例えば…

この件に関するお問い合わせ
お気軽におたずね下さい。宍粟市まちづくり推進部  人権推進課　Tel : 63-0840

地域で女性が輝く取り組みを応援します。
　　　　　　　　　　　　　ぜひ利用してください。
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