○新 見市 自主 防災 組織 支援 事業 補 助金 交付 要綱
平成 ２４ 年３ 月５ 日
告示 第２ ２号
改正

平 成２ ７年 ３月 ３日 告示 第 １９ 号

（趣 旨）
第１ 条

この 告示 は、 市民 の自 主 的な 防災 活動 の促 進を 図る こと を目 的と して 、 地域 で防 災

活動 に取 り組 む自 主防 災組 織に 対 して 、そ の活 動等 を支 援す るた め予 算の 範囲 内 にお いて
補助 金を 交付 する こと に関 し、新 見市 補助 金等 交付 規則（平 成１ ７年 新見 市規 則 第６ ３号）
に定 める もの のほ か、 必要 な事 項 を定 める もの とす る。
（定 義）
第２ 条

この 告示 にお いて 、次 の 各号 に掲 げる 用語 の意 義は 、そ れぞ れ当 該各 号 に定 める と

ころ によ る。
（１ ）

自主 防災 組織

新 見市 自 主防 災組 織設 置要 綱（ 平成 ２３ 年新 見市 告示 第 １０ ４号）

第４ 条の 規定 に基 づき 届出 があ っ た組 織を いう 。
（２ ）

防災 訓練

自 主防 災組 織 が災 害の 発生 に備 えて 実施 する 訓練 等で 、次 に 掲げ るも

のを いう 。
ア

情報 の収 集及 び伝 達の 訓練

イ

出火 防止 及び 初期 消火 の訓 練

ウ

救出 及び 救護 の訓 練

エ

避難 訓練

オ

炊き 出し 及び 給水 訓練

カ

その 他の 防災 訓練

（３ ）

防災 資機 材

自主 防災 組 織が 前号 に規 定す る防 災訓 練で 使用 する 機材 の うち 、別

表第 １に 掲げ るも のを いう 。
（補 助対 象事 業及 び補 助金 額）
第３ 条

補助 の対 象と なる 事業 及 び補 助金 の額 は 、別 表第 ２に 掲げ ると おり とす る 。ただ し、

補助 金の 額に １０ ０円 未満 の端 数 が生 じた とき は、 その 端数 は切 り捨 てる もの と する 。
（交 付申 請）
第４ 条

補助 金の 交付 を受 けよ う とす る自 主防 災組 織の 代表 者（ 以 下「 補助 事業 者 」と いう 。）

は、新見 市自 主 防災 組織 支援 事業 補助 金交 付申 請書（様 式第 １ 号）に必 要な 書 類を 添え て、
市長 に提 出し なけ れば なら ない 。
２

補助 金の 交付 は、 １組 織あ た り年 １回 限り とす る。 ただ し、 防災 資機 材の 整 備に 対す る
補助 金に つい ては 、当 該補 助金 の 交付 を受 けた 年度 の末 日か ら起 算し ４年 間は 申 請を する
こと がで きな い。
（交 付決 定等 ）

第５ 条

市長 は、 前条 の規 定に よ り交 付申 請が あっ たと きは 、そ の内 容等 を審 査 し、 適当 と

認め たと きは 、速 やか に補 助金 の 交付 を決 定し 、新 見市 自主 防災 組織 支援 事業 補 助金 交付
決定 通知 書（ 様式 第２ 号） によ り 補助 事業 者に 通知 する もの とす る。
（変 更等 の承 認）
第６ 条

補助 事業 者は 、補 助金 交 付申 請の 内容 を変 更又 は中 止し よう とす ると き は、 遅滞 な

く新 見市 自主 防災 組織 支援 事業 変 更・ 中止 申請 書（ 様式 第３ 号） を提 出し 、市 長 の承 認を
受け なけ れば なら ない 。
（実 績報 告書 ）

第７ 条

補助 事業 者は 、補 助対 象 事業 が完 了し たと きは 、速 やか に新 見市 自主 防 災組 織支 援

事業 実績 報告 書（ 様式 第４ 号） に 次の 各号 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 ）

補助 対象 事業 費に 係る 請 求書 又は 領収 書の 写し

（２ ）

事業 実施 内容 がわ かる 写 真

（３ ）

その 他市 長が 必要 と認 め る書 類

（補 助金 額の 確定 ）
第８ 条

市長 は、 前条 の規 定に よ る実 績報 告を 受け 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 額 を確 定し 、新 見市 自主 防災 組織 支援 事業 補助 金 確定 通知
書（ 様式 第５ 号） によ り補 助事 業 者に 対し 通知 する もの とす る。
（防 災資 機材 の管 理等 ）
第９ 条

補助 によ り整 備し た防 災 資機 材は 、当 該自 主防 災組 織の 責任 にお いて 十 分注 意を 払

い維 持管 理を する もの とし 、こ れ を第 三者 に譲 渡し ては なら ない 。
（そ の他 ）
第１ ０条

こ の告 示に 定め るも の のほ か、 補助 金の 交付 に関 し必 要な 事項 は、 市 長が 別に 定

める 。
附

則

この 告示 は、 平成 ２４ 年４ 月１ 日 から 施行 する 。
附

則（ 平成 ２７ 年３ 月３ 日告 示 第１ ９号 ）

この 告示 は、 平成 ２７ 年４ 月１ 日 から 施行 する 。
別表 第１ （第 ２条 関係 ）
区分
初期 消火 用

資機 材名
街頭 用消 火器 、消 火器 格納 庫（ 取 り付 け費 含む ）、 バケ ツ、 消火 器薬 剤、
小型 動力 ポン プ、 ホー ス、 放水 補 助器 具、 発電 機等

救出 救助 用

ヘル メッ ト、 バー ル、 丸太 、掛 矢 、斧 、鍬 、も っこ 、な た、 ペン チ、 鉄線
はさ み、 ハン マー 、一 輪車 、ロ ー プ、 ゴム ボー ト、 ツル ハシ 、リ ヤカ ー、
ジャ ッキ 、ス コッ プ、 エン ジン カ ッタ ー、 テン ト、 チェ ーン ブロ ック 、チ
ェー ンソ ー 、ウ イン チ 、救 急箱 、はし ご 、脚立 、担架 、防煙 マス ク 、毛 布、
のこ ぎり 等

避難 誘導 用

ラジ オ、無線 機器（ 簡易 で携 帯用 の もの ）、電 池メ ガホ ン、標識 板 、標 旗、
強力 ライ ト、 発電 機等

給食 給水 用

給水 タン ク、 緊急 用ろ 水装 置、 飲 料用 水槽 、炊 飯装 置等

その 他

市長 が特 に必 要と 認め るも の

別表 第２ （第 ３条 関係 ）
補助 対象 事業
防災 訓練 の実 施

補助 金額
訓練 等の 実施 に要 する 経費（防 災資 機材 の整 備 に要 する 経費 を除 く。）
の全 額と する 。
ただ し、 組織 加入 世帯 数に ２０ ０ 円を 乗じ て得 た額 を上 限と する 。

防災 資機 材の 整備

購入 費用 総額 に５ 分の ４を 乗じ て 得た 額と する 。
ただ し、組 織加 入世 帯 数に １，０ ００ 円を 乗じ て得 た額 を上 限と する 。

