○新 見市 防災 士育 成事 業補 助金 交 付要 綱
平成 ２５ 年３ 月４ 日
告示 第３ ４号
（目 的）
第１ 条

この 要綱 は、 防災 士の 資 格の 取得 に対 し、 予算 の範 囲内 にお いて 補助 金 を交 付す

るこ とに より 、地 域防 災の リー ダ ー育 成を 促進 し、 もっ て地 域コ ミュ ニテ ィの 活 性化 及
び地 域防 災力 の向 上を 図る こと を 目的 とす る。
（定 義）
第２ 条

この 要綱 にお いて 「防 災 士」 とは 、「 自助 」「 共助 」「 協働 」を 原則 と して 、地

域社 会の 様々 な場 で、 減災 及び 地 域防 災力 の向 上の ため の活 動が 期待 され 、か つ 、そ の
ため に十 分な 意識 ・知 識・ 技能 を 有す る者 とし て、 特定 非営 利活 動法 人日 本防 災 士機 構
の認 証登 録を 受け た者 をい う。
（補 助対 象者 ）
第３ 条

この 要綱 によ る補 助の 対 象者 は、 市内 に住 所を 有す るも ので 、特 定非 営 利活 動法

人日 本防 災士 機構 が行 う防 災士 研 修講 座（ 以下 「講 座」 とい う。 ）を 受講 し、 か つ、 防
災士 とし ての 活躍 が見 込ま れる 者 とす る。
（補 助対 象経 費）
第４ 条

補助 の対 象と なる 経費 は 、講 座の 受講 に要 する 費用 とし て次 に掲 げる も のと する。

（１ ）

講座 受講 料

（２ ）

資格 取得 試験 受験 料

（３ ）

防災 士登 録料

（補 助金 額等 ）
第５ 条

補助 金の 額は 、前 条に 規 定す る経 費の 合計 額と し、 その 限度 額は 、１ 人 当た り６

１， ９０ ０円 とす る。
２

補助 金の 交付 は１ 人に つき １ 回を 限度 とす る。
（交 付申 請）

第６ 条

補助 金の 交付 を受 けよ う とす る者 は、 講座 受講 の日 の前 日ま でに 次に 掲 げる 書類

等を 、市 長に 提出 しな けれ ばな ら ない 。
（１ ）

新見 市防 災士 育成 事業 補 助金 交付 申請 書（ 様式 第１ 号）

（２ ）

研修 講座 の受 講を 証す る 書類

（３ ）

第４ 条に 掲げ る経 費を 確 認で きる 書類

（４ ）

誓約 書（ 様式 第２ 号）

（５ ）

その 他市 長が 必要 と認 め る書 類

（交 付決 定）
第７ 条

市長 は、 前条 の規 定に よ る申 請が あっ た場 合に おい て、 その 内容 を審 査 し、 適当

と認 めた とき は、 補助 金の 交付 を 当該 年度 の予 算の 範囲 内で 決定 し、 新見 市防 災 士育 成
事業 補助 金交 付決 定通 知書 （様 式 第３ 号） によ り通 知す るも のと する 。
（補 助の 条件 ）
第８ 条

市長 は、 補助 金の 交付 を 決定 する とき は、 次の 条件 を付 する もの とす る 。

（１ ）

防災 士の 資格 の認 定を 受 けた 者は 、市 から 要請 があ った とき は市 と連 携 して 地

域の 防災 活動 及び 啓発 に協 力す る もの とす る。
（２ ）

資格 取得 した 旨を 公表 す るこ とに 同意 する もの とす る。

（３ ）

補助 金の 交付 決定 を受 け た者 で普 通救 命講 習を 受講 して いな いも のは 、 新見 市

消防 本部 等に おい て受 講す るも の とす る。
（補 助事 業の 変更 等）
第９ 条

補助 金の 交付 決定 を受 け た者 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、 速や かに 新見 市防 災 士育 成事 業補 助金 変更 ・中 止申 請書 （様 式第 ４ 号） を
提出 し、 市長 の承 認を 受け なけ れ ばな らな い。 ただ し、 市長 が認 める 軽微 な変 更 の場 合
を除 く。
（実 績報 告）
第１ ０条

補 助金 の交 付決 定を 受 けた 者は 、防 災士 の登 録を 完了 した とき は、 速 やか に新

見市 防災 士育 成事 業補 助金 実績 報 告書 （様 式第 ５号 ）に 次に 掲げ る書 類を 添え て 市長 に
報告 しな けれ ばな らな い。
（１ ）

防災 士認 証状 の写 し

（２ ）

支払 を証 明す る書 類

（補 助金 の額 の確 定）
第１ １条

市 長は 、前 条の 規定 に よる 実績 報告 を受 けた とき は、 実績 報告 書等 の 書類 を審

査し 、交 付す べき 補助 金を 確定 し 、補 助金 等確 定通 知書 （様 式第 ６号 ）に より 通 知す る
もの とす る。
（交 付請 求等 ）
第１ ２条
２

補 助金 の交 付請 求は 、補助 金交 付請 求書（様 式第 ７ 号）によ り行 う もの とす る。

市長 は、 前項 の請 求が あっ た とき は、 速や かに 補助 金を 交付 する もの とす る 。
（補 助金 の返 還）

第１ ３条

市 長は 、補 助金 の交 付 決定 を受 けた 者が 次の 各号 のい ずれ かに 該当 す ると 認め

たと きは 、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 、既 に
補助 金が 交付 され てい ると きは 、 市長 は、 当該 取消 しに 係る 部分 につ いて 期限 を 定め て
返還 を命 じる もの とす る。
（１ ）

補助 金を 目的 以外 の用 途 に使 用し たと き。

（２ ）

偽り その 他不 正な 手段 に より 補助 金の 交付 を受 けた とき 。

（３ ）

その 他こ の告 示の 規定 に 違反 した とき 。

（そ の他 ）
第１ ４条

こ の要 綱に 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 要綱 は、 平成 ２５ 年４ 月１ 日 から 施行 する 。
附

則（ 令和 元年 １０ 月１ 日告 示 第５ ２号 ）

この 要綱 は、 公布 の日 から 施行 す る。

