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～ 地域コミュニティ振興事業補助金について ～ 

Q．地域コミュニティ振興事業補助金とはどのような事業ですか。 

A．町内会や自治会など市内の団体の皆さんが自主的に取り組む 

「まちづくり活動」に対して補助金を交付する事業です。  

 

Q．対象となる「まちづくり活動」とは具体的にはどのような活動 

ですか。 

Ａ．それぞれの地域が自ら地域課題の解決に取り組む活動で下記 

に該当する活動等が対象となります。 

・地域振興を目的とする活動  

例）祭り、イベントの開催、スポーツ大会の開催・用具の整備、 

町内会活動用備品の整備など 

 ・歴史、文化、伝統芸能の継承や保存を目的とする活動  

例）盆踊りの衣装・太鼓の整備等の保存活動、そば打ち体験の 

実施、郷土料理の講習会 など 

 ・自然環境の保全と活用を目的とする活動 

   例）地区の花壇・公園の整備、水辺環境の整備、水生生物の観 

察会など 

  ・地域で活動する人材の育成を目的とする活動 

   例）スポーツ指導、各種講演会実施、音楽祭開催、世代間交流 

    など 

 

Q．補助内容を教えてください。 

A．年度内で１団体につき１件までで、活動にかかる経費の５分の 

 ４以内、100 万円を上限とします。 

  ※ただし、人件費・飲食費・宿泊費、参加者等に配布する景品 

等は補助対象外となります。 
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Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書、事業計画書等の書類の提出が必要です。 

  詳しくは、下記担当までお問合せください。 

【旧久慈市地域及び市内全域で実施する事業について】 

  久慈市総合政策部 地域づくり振興課  

地域づくり・女性参画係 TEL:0194-52-2116 

【山形地域で実施する事業の窓口】 

  久慈市山形総合支所 ふるさと振興課  

TEL:0194-72-2111 
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～ コミュニティ活動備品整備事業補助金について ～ 

Q．コミュニティ活動備品整備事業とはどのような事業ですか。 

A．町内会、自治会、ボランティア団体等の活動に必要な備品の 

購入に対して補助金を交付する事業です。 

（※公民館類似施設の備品整備については、教育委員会生涯学 

習課が窓口になります。） 

 

Q．対象となるコミュニティ活動備品とはどのような備品ですか。 

A．テレビ、パソコン、テーブル、長椅子、暖房器具、草刈り機等 

 となります。 

 

Q．補助内容を教えてください。 

A．年度内１団体につき１件までで、備品購入にかかる経費の２分 

の１以内、10 万円を上限とします。 

 

Q．手続き方法について教えてください。 

A．交付申請書、事業計画書等の書類の提出が必要です。 

   詳しくは、下記担当までお問合せください。 

久慈市総合政策部 地域づくり振興課  

地域づくり・女性参画係 TEL:0194-52-2116 
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～ 市民バス停留所整備事業補助金について ～ 
Q．市民バス停留所整備事業とはどのような事業ですか。 

A．市民バスの停留所の上屋（雨風をしのげる屋根）を設置、修繕 

する場合にかかる経費に対して補助金を交付する事業です。 

交通事業者、町内会等、停留所用地の管理者などが交付対象者 

になります。 

 

Q．補助内容を教えてください。 

A．設置や修繕にかかる経費の２分の１以内、50 万円を上限とし 

ます。 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書、事業計画書等の書類の提出が必要です。 

  詳しくは、下記担当までお問合せください。 

   久慈市総合政策部 地域づくり振興課 

 地域づくり・女性参画係 TEL:0194-52-2116 
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～ 資源物集団回収支援事業補助金について ～ 
Q．資源物集団回収支援事業とはどのような事業ですか。 

A．町内会、老人クラブ、子ども会、PTA 等の市内の団体が市内 

資源回収業者に資源物を引き渡すためにかかる経費に対して補 

助金を交付する事業です。 

 

Q．対象となる資源物を教えてください。 

A．アルミ缶、スチール缶、新聞紙、雑誌、紙パック※が対象とな 

り、１㎏につき５円の補助をしています。 

※ただし、紙パックについては子ども会、PTA 等環境教育の 

一環として取り組む団体のみ補助対象となります。 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書、引渡実績書の書類の提出が必要です。 

  ただし、申請前に「資源物集団回収事業実施団体」の登録が 

必要となります。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

   久慈市生活福祉部 生活環境課  

環境保全係 TEL:0194-54-8003 
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～ 町内会等防犯灯設置費補助金について ～ 
Q．町内会等防犯設置費補助金とはどのような事業ですか。 

A．町内会や自治会が防犯灯の灯具の購入や取り付け、又は新設 

する場合等にかかる経費に対して補助金を交付する事業です。  

 

Q．対象となる防犯灯を教えてください。 

A．下記の全てに該当する防犯灯が対象となります。 

・通学路や防犯上・交通安全上必要と認める場所で、隣接する 

防犯灯との距離は 50ｍ以上のもの 

  ・取り付け灯具が LED 灯のもの。 

  ・灯具の取り付け高さが 4.5ｍ以上のもの 

 

Q．補助内容を教えてください。 

A．設置や新設にかかる経費の４分の３に相当する額。 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書、事業計画書等の書類の提出が必要です。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

久慈市生活福祉部 生活環境課  

生活安全係 TEL:0194-54-8003 
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～ 町内会等防犯灯電気料等補助金について ～ 
Q．町内会等防犯電気料等補助金とはどのような事業ですか。 

A．町内会や自治会が防犯灯の電気料や保険料を負担する場合に 

かかる経費に対して補助金を交付する事業です。  

 

Q．対象となる防犯灯の料金の種類を教えてください。 

A．下記の２種類の料金が対象となります。 

・町内会が設置または管理する防犯灯の電気料 

・町内会が設置または管理する防犯灯による事故等の損害補 

償のために加入する保険にかかる経費 

   

Q．補助内容を教えてください。 

A．電気料については、各年度４月から 12 月までの支払った電気 

料金の額となります。 

 また保険料については、 対象となる防犯灯が１灯の時は年額 

300 円、対象となる防犯灯が２灯以上の時は、１灯あたり年額 

200 円を限度として補助金を交付しています。 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書、事業計画書等の書類の提出が必要です。 

【※１月中旬締め切り】 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

   久慈市生活福祉部 生活環境課  

生活安全係 TEL:0194-54-8003 
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～ ごみ集積場整備事業補助金について ～ 
Q．ごみ集積場整備事業補助金とはどのような事業ですか。 

A．衛生班や自治会等の市内の団体が、ごみ集積施設を新築、改築 

または回収容器の設置にかかる経費に対して補助金を交付する 

事業です。 

 

Q．補助対象や補助内容を教えてください。 

A．補助対象や内容は下記のとおりです。 

【対象】 

  原則、前年度の清掃事業等に係る調査において、ごみ集積場 

整備の実施予定があると回答があった町内会等 

  【内容】 

    設置等にかかる経費の２分の１に相当する額以内の額で、１ 

施設あたり７万５千円を限度とする 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書、事業計画書等の書類の提出が必要です。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

   久慈市生活福祉部 生活環境課  

生活安全係 TEL:0194-54-8003 
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～ 側溝清掃支援事業について ～ 
Q．側溝清掃支援事業とはどのような事業ですか。 

A．町内会や衛生班等が行う側溝清掃事業を対象に支援を行う事業 

です。 

 

Q．補助対象や補助内容を教えてください。 

A．補助対象や内容は下記のとおりです。 

【対象】 

・下水道、漁業集落排水、農業集落排水の未整備区域であっ 

て、３年以上側溝清掃の支援を受けていない市道脇の側溝。 

・原則、前年度の清掃事業等に係る調査において、側溝清掃 

の実施予定があると回答があった町内会や衛生班等 

   

【内容】 

  ・無機性汚泥等の除去及び運搬 

   ・無機性汚泥の処分 

   ・消毒用消石灰の配布 

    

Q．手続き方法を教えてください。 

A．申請書等の書類の提出が必要です。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

   久慈市生活福祉部 生活環境課 

    環境保全係 TEL:0194-54-8003 
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～ 障害者等自発的活動支援事業補助金 ～ 
Q．障害者等自発的活動支援事業補助金とはどのような事業ですか。 

A．市内で活動する障害者等によって構成される団体や、自治会、 

ボランティア団体等が、障害者等が自立した日常及び社会生活 

を営むことができるように支援するための活動に対し、補助金 

を交付する事業です。 

 

Q．補助対象活動や補助内容を教えてください。 

A．対象活動や内容は下記のとおりです。 

【補助対象活動】 

・障害者等本人やその家族が悩みや情報を交換できる交流会 

等の事業 

・障害者等を含めた地域の災害対策活動などの講演会や講習 

会を行う事業 

・地域で障害者等の見守り活動を行うなど、障害福祉意識の 

向上を図る事業 

・障害者等が自らの権利等について、社会に働きかけるボラン 

ティア等の活動を行う事業 

  ・障害者等の社会復帰に関する活動に対する情報提供や、啓発 

  用チラシ等を作成する事業 

・手話教室、音声訳教室その他のコミュニケーション支援を行 

う事業 

・障害者等に対するボランティアの養成やボランティア活動 

に対する事業 

・地域住民に向け、障害者等に関する講演会・講習会・イベン 

トの開催、広報啓発資料作成を行う事業 
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・上記のほか、市長が障害者等が自立した生活や社会生活を営 

むことができるようにするための活動と認める事業 

 

【補助内容】 

 ・事業を実施する際にかかる経費に対し補助することとし、 

５万円を上限とします。 

  ※ただし、団体の維持管理に係る運営費、備品購入費、食事・ 

懇親会の経費等は対象外 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書や事業計画書等の書類の提出が必要です。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

久慈市生活福祉部 社会福祉課 

障がい福祉係 TEL:0194-52-2119 
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～ 市民協働道路等維持補修事業 ～ 
Q．市民協働道路等維持補修事業とはどのような事業ですか。 

A．町内会や自治会等の団体が主体となり、市と協働で道路などの 

補修を行う事業です。 

 

Q．対象となる道路を教えてください。 

A．市が管理する道路、生活道、小水路などが対象です。 

  例）市道、里道（赤線）、位置指定道路、みなし道路、 

    小水路（青線）など 

 

Q．整備等作業の内容や役割分担を教えてください。 

A．側溝の設置やコンクリート舗装など小規模な整備作業となり、 

地域からは人員や地域で保有している材料、建設機械を提供い 

ただきます。 

市では工事に必要な資材や建設機械を用意し、技術指導を実施 

します。 

 

Q．補助内容を教えてください。 

A．１団体につき、機械の借上費や原材料にかかる経費の 50 万円 

を超えない額となります。 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．申請期限（令和３年度分は５月 17 日）までに申請書等の書類 

の提出が必要です。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

久慈市建設部 道路河川維持課  

維持係 TEL:0194-52-2151 
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～ 公民館類似施設等補助金 ～ 
Q．公民館類似施設等補助金とはどのような事業ですか。 

A．公民館等の施設の建設や運営を行う団体に補助金を交付する 

事業です。 

 

Q．補助内容を教えてください。 

A．補助内容は下記のとおりです。 

・公民館等施設の建設にかかる経費の３分の１以内で、１館 

400 万円を超えない額 

   ・県の補助金を伴う建設については、経費の３分の２以内で、 

県補助金の倍額を超えない額 

   ・補修にかかる経費の３分の１以内で、１館 50 万円を超えな 

い額 

・備品購入に係る経費の２分の１以内で、10 万円を超えない 

額 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

Ａ．各公民館等へ建設及び補修等見込み調査（10 月頃）を実施し、 

実施申請のあった団体へ担当課より補助金交付申請の案内を 

通知しています。 

申請の際は交付申請書等の書類の提出が必要です。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

   久慈市教育委員会 生涯学習課  

社会教育係 TEL:0194-52-2156 
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～ 自主防災組織結成・活動事業補助金 ～ 
Q．自主防災組織結成・活動事業補助金とはどのような事業ですか。 

A．地域において自主防災組織の結成または活動にかかる経費に対 

し補助金を交付する事業です。 

   

Q．補助内容を教えてください。 

Ａ．下記の事業が対象となります。 

【自主防災組織結成事業】 

  ・結成にかかる経費…講師謝礼、教材用テキスト、啓発チラシ 

費等 

  ・防災資機材購入費…消火器、避難用具、医薬品、倉庫等 

 

【自主防災組織活動事業】 

  ・防災資機材購入費…消火器、避難用具、医薬品、倉庫等 

  ・防災資機材維持管理経費…機材の点検修理、燃料費等 

  ・防災訓練、研修費…講師謝礼、教材用テキスト、訓練用看板 

 

Q．補助内容を教えてください。 

A．組織割６万円と組織構成世帯に 200 円を乗じた金額との合計 

額とし、補助対象事業にかかる経費の合計額以内の額までとな 

ります。ただし、10 万円が限度となります。 

 

Q．手続き方法を教えてください。 

A．交付申請書や事業計画書等の書類の提出が必要です。 

詳しくは下記担当までお問合せください。 

久慈市総務部 消防防災課 防災係 

TEL:0194-52-2173 
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