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■ 制度の変遷 

 ・平成１７～２３年度  地域振興補助金 

 ・平成２４年度～      地域づくり活動等交付金（現行） 

              …市民活動団体等への補助制度と分離。 

               自由度の高い交付金とした。 

<平成２５年度一部改正> 

 ・直接雇用方式の導入（地域福祉推進員含む）。 

 ・指定管理に伴う人件費を新たに追加。 

 ・従量制、裁量性の導入。 

・地域福祉の一体化。 

  ・視点の拡大（持続可能性の確保、安心安全の確保、歴史・文化の活用） 

<平成２６年度一部改正>※平成２７年度～適用 

  ・地域づくり応援隊制度の新設（変更交付申請手続きが必要）。 

  ・加茂町の地域自主組織再編に伴う文言の修正。 

  ・３月ごとに市長への提出を義務付けていた集落支援員の業務日報の写 

しを廃止。 

  <平成２７年度一部改正>※平成２８年度～適用 

   ・集落支援員設置事業費に係る流用制限の撤廃。 

   ・集落支援員の業務日報の提出を廃止。 

   ・交流センター施設管理者配置に係る経費の均等割、協力員の配置に係 

る経費、集落支援員設置事業費の積算単価(日当)を 6,600円から 6,800 

円に上方修正。 

 <平成２９年度一部改正>※平成３０年度～適用 

   ・地域福祉事業費の金額を変更（月額 54,000 円 → 108,800 円） 

   ・地域福祉推進員の配置計画・報告書を追加 

<平成３０年度改正>※平成３１年度～３年度適用 

  ・交流センターの利用人数及び利用件数に係る積算額の激変緩和 

措置を追加（年度間での増減額上限を５万円とする。） 

   ・交流センター施設管理者配置に係る経費の積算単価変更 

（地域自主組織以外の夜間利用日数当たり 1,702 円→1,754 円） 

   ・地域自主組織に係る社会保険料の積算金額変更 

（年額 ６３万円 → ６６万７千円） 

  <令和２年度一部改正>※令和３年度～適用 

   ・青少年健全育成事業補助金を本制度へ統合 

 

■ 交付対象事業 

地域自主組織が交流センターを活動拠点として行う事業 

 

■ 交付対象経費及び交付金の額 
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 交付対象経費及び交付金の額の算定基準は、次の表のとおりです。 

（雲南市地域づくり活動等交付金交付要綱第４条別表） 

事業区分 対象となる経費 交付額算定基準 

地域振興管

理費 

地域自主組織常勤

職員配置に係る経

費 

職員１人当たり 月額１８万円 

交流センター施設

管理者配置に係る

経費 

(1) １地域自主組織当たり 

（均等割） １３８万７,２００円 

ただし、指定管理未受託の場合 ６０万円 

(2) 交流センターの利用件数１件当たり 

（利用件数割） １００円 

(3) 交流センターの利用人数１人当たり 

（利用人数割） ７５円 

(4) 交流センターの延床面積１m２当たり 

（延床面積割） ５０円 

(5) 交流センターの敷地面積１m２当たり 

（敷地面積割） ５０円 

(6) 当該交流センターを活動拠点とする地域自主組織以

外の夜間利用日数１日当たり １，７５４円 

ただし、上記交付額算定基準のうち（2）交流センタ

ーの利用件数と（3）交流センターの利用人数により算

出した額の合計額については、交付年度の前年度の合計

額に対して５万円を超える増減がある場合には、その上

限を５万円とする。 

地域自主組織業務

補助に係る経費 

(1) 交流センター区域の人口１人当たり 

（人口割） ５０円 

(2) 交流センター区域の高齢化率１％当たり 

（高齢化率割） １,５００円 

(3) １地域自主組織当たり 

（均等割） １２万円 

地域自主組織職員

に係る社会保険料 

１地域自主組織当たり 年額６６万７千円 

地域自主組織職員

の健康診断に係る

経費 

１地域自主組織当たり 年額６万円 

地域自主組織職員

の旅費に係る経費 

(1) １地域自主組織当たり 

（均等割） ３万円 

(2) 交流センターと総合センターの往復距離１km当たり

（片道距離が２km を超える場合のみ） 月額２４０円 
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事業区分 対象となる経費 交付額算定基準 

交流センターに関

し加入する総合補

償制度に係る経費 

行事傷害補償及び賠償責任補償の掛金 

交流センターの指

定管理に係る経費 

交流センターの指定管理を受託している１地域自主組織

当たり ８万１,０００円 

協力員の配置に係

る経費 

交流センターの指定管理を受託していない１地域自主組

織当たり ４０万８,０００円 

地域振興事務費 (1) １地域自主組織当たり 

（均等割） ３万円 

(2) １地域自主組織当たり 

（組織数割） ２万円 

ただし、加茂町の地域自主組織については１４倍 

(3) 交流センターの区域の人口１人当たり 

（人口割） ５０円 

生涯学習事

業費 

生涯学習推進員配

置に係る経費 

１地域自主組織当たり 月額 ３万円 

生涯学習事業費 (1) １地域自主組織当たり 

（均等割） ２０万円 

(2) 交流センターの区域の人口１人当たり 

（人口割） １００円 

青少年健全育成に

係る事業 

（1） １地域自主組織当たり 

 （均等割） ２万円 

 ただし、１，０００世帯以上、１，５００世帯未満の地

域自主組織については３万円、１，５００世帯以上の地

域自主組織については４万円 

（2） １地域自主組織当たりの世帯数割額の算出は、当

該地域自主組織に属する世帯数を基礎とし、別途定め

る方法により算定した額 

地域振興事

業費 

集落支援員設置事

業費 

１地域自主組織当たり 年額８４万６,０００円 

ただし、加茂町の地域自主組織については３倍 

活動事業費 (1) 交流センターの区域の人口１人当たり 

（人口割） ３００円 

(2) １地域自主組織当たり 

（均等割） ５万円 

(3) １地域自主組織当たり 

（組織数割） ５万円 

ただし、加茂町の地域自主組織については１４倍 

(4) 交流センターの区域の面積１km２当たり 
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事業区分 対象となる経費 交付額算定基準 

（面積割） ６００円 

地域福祉事

業費 

地域福祉推進員

（生活支援コーデ

ィネーター）配置

に係る経費 

 

１地域自主組織当たり 月額１０万８，８００円 

ただし、加茂町の地域自主組織については２倍 

地域づくり

応援隊配置

事業費 

地域づくり応援隊

配置に係る経費 

地域づくり応援隊１人当たり 

 （人件費相当額）  月額 １７万円 

 （社会保険料等）  月額 ２８千円 

 （健康診断料）   年額 １３千円 

 （活動に係る経費） 年額４５１千円 

１ 利用件数、利用人数については、交付年度の前年度の実績数とする。 

２ 上記以外の数値については、交付年度の前年度１０月３１日現在の数値とし、人口

及び世帯数については、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく数値と

する。（対象区域については別に定める。） 
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■ 流用の考え方 

 上記により算定した各経費の流用の考え方は次のとおりです。 

<流用制限> 

 ○地域福祉事業費及び地域づくり応援隊配置事業費から他の経費へ流用する

ことはできません。（令和３年度現在、応援隊配置事業は実施していませ

ん。） 

 ○自主組織常勤職員配置に係る経費及び交流センター施設管理者配置に係る

経費、地域福祉推進員配置に係る経費については人件費又はそれに係る社

会保険料以外での支出はできません。 

 ※上記の場合を除き、各経費間の流用は可能です。 

 

【流用のイメージ図】 
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■ 交付金対象となる事業経費及び注意事項 

 財源の関係もあり、対象外の費目があります。原則下記以外の費目による支

払いはできませんのでご注意下さい。 

費目 経費の内容 備考 

報酬 報酬 地域自主組織の会則等で定められた役員（会長や部長など）

や職員（常勤職員、非常勤職員）のうち、報酬の支給基準が

明確に規定されている人に対する報酬（給与・賃金）。 

報償費 講師謝金 講師・専門家・出演者等への謝金。（団体の構成員に対する

ものは除く） 

報償品費 スポーツ大会等での賞品等。 

旅費 地域自主組織職員・役員等に対する旅費。講師・専門家等の

交通費、宿泊費等に要する経費。団体構成員の先進地等視察

研修のための交通費、宿泊費も可。 

需用費 消耗品費 事業実施に必要な消耗品、書籍の購入費、研修会等参加時の

資料代、文具類、印紙類、被服類、陶器製茶器等。 

燃料費 事業実施に必要なガソリン、灯油、プロパンガス等。 

食糧費 事業実施に必要なお茶、菓子代。会議、講師用お茶等。 

※食事代（弁当）及び酒類は不可。 

 印刷製本費 事業実施に直接必要な写真の現像焼き増し・チラシ・ポスタ

ー・報告書の作成・印刷代等。 

光熱水費 事業実施に必要な電気料・水道料等。 

賄材料費 事業実施に直接必要な材料購入費。料理教室の食材等。 

役務費 通信運搬費 事業実施に直接必要な郵券料、電話料等。 

広告料 事業実施に不可欠な新聞等への広告料。 

手数料 事業実施に不可欠な振込手数料、各種証明手数料、クリーニ

ング代、ピアノの調律等。 

保険料 社会保険料、労働保険料、事業実施に不可欠な行事保険料等。 

委託料 事業実施に必要不可欠な外部の専門家等へ業務を委託する

経費。ただし、事業の全てを委託することは不可。 

使用料及び賃借料 事業実施に必要不可欠な会場使用料・車借上げ料・機器類の

レンタル料、パソコン等のリース料、有料道路通行料、駐車

場使用料等。 

原材料費 事業実施に必要不可欠な原料又は材料に要する経費。砂、セ

メント、土管等の工事用原材料や、植木、苗木等。 

備品購入費 事業実施に必要不可欠な器具、機材等の購入費。 

※耐用年数５年以上、または、１品当たり２０万円以上の物

品の購入は不可。（別表１の耐用年数表を参照） 
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 ※注意事項 

 ・繰越はできません。不用額が生じた場合は精算・返戻の手続きが必要となります。た

だし、各地域自主組織における自己資金（住民による会費等）部分の会計の繰越まで

制限するものではありません。下記のイメージを参考にして下さい。 

・食糧費については、使途目的と使用（開催）日が分かるように記録しておいてくださ

い。（例；「○○月○○日 △△会議打合せお茶 □□本」などのように、後日見て分

かるように記録をお願いします。） 

 ・「備品購入費」のうち、耐用年数５年未満の物品には、例えばパソコン、食器等があり

ます。詳しくはご相談ください。 

 ・上記以外の費目で、「事業のために必要な経費で、市長が必要かつ適切と認める経費」

については市との協議により可能な場合もあります。事業実施前にご相談下さい。 
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■ 各種書類と交付に係る手続きについて 

１．交付金の交付申請 

  交付金の交付手続きのために、下記の書類を提出して下さい。 

  なお、様式は「雲南市地域づくり活動等交付金交付要綱」に定められてい

ます。 

○提出書類 

 ・雲南市地域づくり活動等交付金申請書 

※申請書の日付は４月１日付として下さい。 

○添付書類 

 ・事業計画書又はこれに代わる書類 

 ・収支予算書又はこれに代わる書類 

 ・年間計画表又はこれに代わる書類 

 ・集落支援員事業計画書 

   ※集落支援員を設置したところのみ 

 ・地域福祉推進員配置計画書 

   ※地域福祉推進員を設置したところのみ 

 ・その他市長が必要と認めるもの 

○提出先 

 ・各総合センター自治振興課 

 

２．交付金の交付決定及び通知 

  提出いただいた交付金申請書について、各総合センター自治振興課で書類

審査を行います。その後、市長の決裁を受け、各地域自主組織にお知らせし

ます。 

 ・雲南市地域づくり活動等交付金交付決定通知書 

 

３．交付金の交付 

  交付金の交付は事業実施前も可能としています。交付手続きのために、下

記の書類を提出してください。 

  なお、支払いについては次のとおり４回に分けて支払います。 

①４月、②６月、③９月、④１２月の各月１７日 

（※17 日が休日の場合は直近の平日） 

○提出書類 

 ・雲南市地域づくり活動等交付金前払請求書 

  請求書は、支払月の１日までに提出して下さい。 

○提出先 

 ・各総合センター自治振興課 

 

４．交付金の変更交付申請 

  変更交付申請の手続きが必要な場合は、下記の書類を提出して下さい。 
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  なお、様式は「雲南市地域づくり活動等交付金交付要綱」に定められてい

ます。 

 

○提出書類 

 ・雲南市地域づくり活動等交付金変更交付申請書 

○添付書類 ※変更の必要がある書類のみ提出 

 ・事業計画書又はこれに代わる書類 

 ・収支予算書又はこれに代わる書類 

 ・年間計画表又はこれに代わる書類 

 ・集落支援員変更事業計画書 

   ※集落支援員を設置したところのみ 

・地域福祉推進員変更配置計画書 

   ※地域福祉推進員を設置したところのみ 

 ・その他市長が必要と認めるもの 

○提出先 

 ・各総合センター自治振興課 

 

５．実績報告 

  事業が完了したときは、速やかに関係書類を添えて実績報告をして下さい。 

○提出書類 

 ・雲南市地域づくり活動等交付金実績報告書 

※報告書の日付は３月３１日付として下さい。 

※本交付金の対象経費に関しては、３月３１日までに支出を完了し、領収

書は３月３１日までの日付となっている必要があります。 

○添付書類 

 ・事業報告書又はこれに代わる書類 

 ・収支決算書又はこれに代わる書類 

 ・年間実施表又はこれに代わる書類 

 ・集落支援員事業報告書 

   ※集落支援員を設置した地域自主組織のみ 

・地域福祉推進員配置報告書 

   ※地域福祉推進員を設置したところのみ 

 ・事業実施写真 

 ・その他市長が必要と認めるもの 

○提出先 

 ・各総合センター自治振興課 

 

６．確定通知 

  提出いただいた交付金実績報告書について、各総合センター自治振興課で

書類審査を行います。その後、市長の決裁を受け、各地域自主組織に交付金
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の額の確定通知を行います。なお、確定した交付金の額が交付決定額と同額

の場合は通知を行いません。 

 ・雲南市地域づくり活動等交付金確定通知書 

 

■ 交付金の精算及び返還 

 交付対象事業にかかる経費を精算した結果として残金が生じたときは、速や

かにこれを雲南市に返還しなければなりません。 

■ 関係書類の整理・保存等 

 交付対象事業に係る収入・支出を明らかにした帳簿やその証拠書類は整理し

ておいて下さい。また、その帳簿・証拠書類（領収書など）は、交付金の交付

に係る会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておいて下さい。 

  （令和３年度交付金の場合、Ｒ４～８年度までの５年間保存） 
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雲南市地域づくり活動等交付金／フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

雲南市役所 政策企画部 地域振興課 

   〒６９９-１３９２ 雲南市木次町里方５２１-１ 

   電話 ０８５４－４０－１０１３  ＦＡＸ ０８５４－４０－１０２９ 

   Ｅ-mail chiikishinkou@city.unnan.shimane.jp 

交付決定通知書（様式第３号） 

交付金の支払い 

交付金申請書（様式第１号） 

[添付]  

事業計画書（別紙１） 

収支予算書（別紙２） 

年間計画表（別紙３） 

集落支援員事業計画書（別紙４） 

地域福祉推進員配置計画書（別紙５） 

 

 

交付金前払請求書（様式第３号） 

提出：４月・６月・９月・１２月の上旬 

事

業

実

施 
交付金実績報告書（様式第５号） 

 [添付] 

事業報告書（別紙１） 

収支決算書（別紙２） 

年間実施表（別紙３） 

集落支援員事業報告書（別紙４） 

地域福祉推進員配置報告書（別紙５） 

 

 

 

地域自主組織 

支払：４月・６月・９月・１２月中下旬 

雲 南 市 

交付金確定通知書（様式第６号） 

① 

交付決定 

審 査 

⑤ 

④ 

③ 

② 

⑥ 

【提出先】 
  総合センター自治振興課 

４月１日 

４月１日 

３月３１日 

３月３１日 


