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加東市教育振興特別助成金交付内規

（趣旨） 

第１条 この内規は、加東市立小学校、中学校及び義務教育学校（以下「学校」という。）

における教育活動の振興を図るため、加東市教育振興特別助成金（以下「助成金」と

いう。）の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（助成金の交付対象） 

第２条 市は、予算の範囲内において、学校が実施する次に掲げる加東市教育振興特別

助成事業（以下「事業」という。）に要する経費の全部又は一部を助成するものとする。 

 （１） 児童生徒の自主的又は自発的な活動の実践を図るための事業 

 （２） 学習環境の整備を図るための事業 

 （３） 教員の資質向上を図るための事業 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業 

（助成金の交付申請） 

第３条 前条の助成金の交付を受けようとする学校は、助成金交付申請書（様式第１号）

及び市長が別に定める添付書類を指定する期日までに提出しなければならない。 

（助成金の交付の決定） 

第４条 市長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る助成金を交付すべき

ものと認めたときは、助成金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をする。 

２ 市長は、交付決定をする場合において、当該助成金の交付の目的を達成するため必

要があるときは、条件を付するものとする。 

３ 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、助成金交付決定通知書（様式第

２号）により当該助成金の交付の申請をした学校に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第５条 前条第３項の通知を受けた学校（以下「助成事業者」という。）は、当該通知

に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受け

た日の翌日から１５日以内は、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみ

なす。 

（助成事業の着手の届出） 

第６条 市長は、助成事業者が助成事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求め

ることができる。 

（助成事業の変更、中止又は廃止） 

第７条 助成事業者は、第１号又は第２号に掲げる変更を行おうとする場合は、助成金

交付決定内容変更承認申請書（様式第３号）を、第３号に掲げる中止又は廃止を行お
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うとする場合は、助成事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号）をそれぞれ市長に

提出しなければならない。 

（１） 助成事業に要する経費の配分の変更（市長が別に定める軽微な変更を除く。） 

（２） 助成事業の内容の変更（市長が別に定める軽微な変更を除く。） 

（３） 助成事業の中止又は廃止 

２ 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を

助成金交付決定内容変更承認通知書（様式第５号）又は助成事業中止（廃止）承認通

知書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（交付決定額の変更） 

第８条 助成事業者は、第４条第３項の規定により通知された金額（以下「交付決定額」

という。）の変更を受けようとするときは、助成金変更交付申請書（様式第７号）及

び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、第４条第１項及び第２項の規定に準じ決定を

行い、その旨を助成金交付決定変更通知書（様式第８号）により当該申請者に通知す

るものとする。 

（助成事業の遂行状況報告等） 

第９条 助成事業者は、市長から助成事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長

が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。 

２ 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は助成事業の

遂行が困難となった場合は、速やかに助成事業遂行困難状況報告書（様式第９号）を

市長に提出して、その指示を受けなければならない。 

（助成事業の完了の届出） 

第１０条 市長は、助成事業者に助成事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求

めることができる。 

（実績報告） 

第１１条 助成事業者は、助成事業が完了したとき（助成事業の廃止の承認を受けると

きを含む。以下同じ。）又は第４条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、

助成事業実績報告書（様式第１０号）及び市長が別に定める添付書類を市長にその指

定する期日までに提出しなければならない。 

（是正命令等） 

第１２条 市長は、助成事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該

事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当

該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該助成事業者に命ずることがで

きる。 
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２ 前項の規定は、第９条第１項の報告があった場合に準用する。 

３ 助成事業者は、第１項の措置が完了したときは、第１１条の規定により実績報告を

しなければならない。 

（額の確定） 

第１３条 市長は、助成事業の完了に係る第１１条及び前条第３項の実績報告があった

場合において、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当

該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交

付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書（様式第１１号）により当該助成

事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、確定した助成金の額が、交付決定額（第８条第２項の規定により変更され

た場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。）と同額で

あるときは、前項の規定による通知を省略することができる。 

（助成金の請求） 

第１４条 市長は、前条第１項の額の確定を行ったのち、助成事業者から提出される助

成金請求書（様式第１２号）により助成金を交付する。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることが

できる。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） この告示の規定に違反したとき。 

（２） 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。 

（３） 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

（４） 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を助成金交付決定取消通知書

（様式第１３号）により当該補助成事業者に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１６条 市長は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部

分について、既に助成金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から１５日以

内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

２ 市長は、第１３条第１項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える助

成金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から１５日以内の期限を定め

て、その返還を命ずることができる。 

３ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前２項の期限を延長することが

できる。 
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（遅延利息） 

第１７条 助成事業者は、前条第１項及び第２項の規定により助成金の返還を命じられ、

これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に

応じ、当該未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した遅延利息を市に

納付しなければならない。 

（帳簿の備付け） 

第１８条 助成事業者は、当該助成事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿

を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該助成事業が完了した年

度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この内規は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この内規は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この内規は、令和３年４月１日から施行する。 
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別記３

１　収入の部 （単位：円）

科目 決算額 摘要

教育振興特別助成金 329,000 

計 329,000 

２　支出の部 （単位：円）

科目 決算額 摘要

報　償　費 15,000 
(3)教員の資質向上を図るための事業
　①講師謝礼　15,000円×1回＝15,000円　　15,000円

(1)児童生徒の自主的又は自発的な活動の実践を図るための事業

　①運動会、ごりょうが丘フェスティバル等の学校行事に対する用品代等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  60,666円
　　　運動会ＣＤ等　　　　　　　　　 　10,560円
　　　６年生を送る会材料費　　　　　 　 1,230円
　　　各学年の出店材料等　　　　　 　  48,876円

　②委員会活動、クラブ活動、縦割り班活動に対する用品代等　11,709円
　　　ｸﾗﾌﾞ実験等材料　　　　　　　　  　9,145円
　　　委員会活動材料費　　　　　　　 　 　220円
　　　縦割り班活動消耗品費　　　　　  　2,344円

　③総合的な学習、食育の充実に対する材料費等　　　　　　　　6,947円
　　　高齢者プレゼント代　　　　　    　4,135円
　　　給食袋代　　　　　　　　　  　    2,812円

(2)学習環境の整備を図るための事業

　①教室内外の環境整備に要する用品代等　　　　　　　　　　74,596円
　　　施設利用者用鍵代              　  7,040円
　　　研究会花代                 　  　36,850円
　　　理科室いすカバー代          　 　29,873円
      駐車場コンクリート代（仮修理）　　　833円

　②学習の充実に対する用品代等　　　　　　　　　　　　　　 50,450円
　　　英語ピクチャーカード  　　　   47,361円
　　　学習活動（理科・新聞作り等） 　 1,989円
      折り紙（不登校支援）　　　　　  1,100円

　③飼育、栽培活動に対する用品代等　　　　　　　　　　　　 14,959円
　　　花の苗等　　　　　　　　　　 　13,991円
　　　能園芸用品等　　　　　　　　　 　 968円

52,360 

(3)教員の資質向上を図るための事業

　①授業研究、職員研修に対する教材費等                     52,360円
      インク代　　　　　　　　　　　 52,360円

6,443 

(4)その他
  ①学校オープン等に関する経費　　　　　　　　　　　　　  　6,443円
　　　玄関花代　　　　　　　　　　　　3,520円
　　　用紙代等　　　　　　　　　　　　2,923円

役　務　費 35,870 

  ②学校オープン等に対する通信連絡費                       35,870円
　　　切手等　　　　　　　　　　　 　29,400円
　　　学校評議員、見守り隊,研究会等に関する通信連絡費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  6,470円

計 329,000 

加東市立社小学校

収支決算書

（注）収支の計はそれぞれ一致する。　　　　学校名

需　用　費

79,322 

140,005 
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加東市立福田小学校
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別記３

１　収入の部 （単位：円）

科目 決算額 摘要

教育振興特別助成金 301,000 

計 301,000 

２　支出の部 （単位：円）

科目 決算額 摘要

役務費 1,000 
自然学校
　・切手代　　　　　1,000円

計 301,000 301,000

加東市立滝野東小学校

需用費 270,760

児童の主体性を育てる活動の助成
○児童会活動
　・教育用カホン　　26,400円
○クラブ活動費
　・マスクゴム　　　880円
　・アイロン　　　　3,960円
　・ラミネート　　　5,999円
　・磁石17セット　 18,853円
○委員会活動費
　・ふた付きバケツ　1,430円＋220円
　・かごＢ４　　　　1,100円
　・ウォーキングメジャー14,080円
　・カラーボックス　2,816円
学習環境の整備
○校内花いっぱい運動の展開
　・花苗代　　　　　2,200円、1,100円
　・オープン鉢花　 27,280円、30,800円
　・高枝切りばさみ　9,680円
○学校農園を利用した作物の栽培
　・草刈りチップ　　9,801円
　・ブロック・丸棒　6,468円
　・土　　　　　　　1,540円
○小動物の飼育
　・飼育セット　　　14,709円
教員の資質向上を図るための事業
○図書購入
　・算数図書　　　12,820円
　・算数教科書　　7,572円＋11,533円
　・職員図書　　　25,000円
○研究会参加費
ふれあい体験活動事業
○ふるさと学習活動
　・感熱紙　　　　9,599円
選挙出前授業
　・運動ボール　　6,900円
  ・紙ばさみ等　　16,241円
  ・鉛筆、消しゴム 1,779円

収支決算書

（注）収支の計はそれぞれ一致する。　　　　学校名

報償費 29,240

・獅子舞謝礼　　　　10,000円
・和楽器鑑賞会お礼　10,000円
・運動会駐車場お礼　3,240円
・講師お礼　　　　　2,160円 2
・学校評議員給食代　840円 2
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加東市立滝野南小学校
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加東市立東条東小学校
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加東市立東条西小学校
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別記３（第11条関係）

１　収入の部 （単位：円）

科目 決算額 適用

教育振興特別助成金 296,000

計 296,000

２　支出の部 （単位：円）

科目 決算額 適用
生徒会活動に対する用品代
ペンキ　　　　  4,504円
幟　　　　　　　4,939円
消耗品　　　　　1,850円

園芸活動に対する物品代
花苗等　　　 　25,519円
鉢花　　　　 　25,000円

清掃活動に対する用品代
ワックス　　　　2,612円
がんじき・み　　8,602円
ガーデンバッグ　9,250円
清掃用具　　　　4,957円
ビニル袋　　　　　440円

修理・修繕に対する用品代
フック                319円
合い鍵・絶縁テープ　1,043円

衛生管理に対する用品代
フェイスシールド　　4,400円
体温計　　　　　　　8,631円
消毒液　　　　　　　5,140円
消毒用具　　　　　 32,934円
感染症対策　  　　　5,936円

多文化共生教育に対する物品代
教科書　　　　　 　29,016円
辞書　　　　　　　　2,200円

AV周辺機器に対する物品代
DVD・ケース　　　 　2,550円
充電器　　　　　　　1,880円
ラベルシート　　　　　990円
SDカード　　　　　　2,280円
ACアダプター　　　　7,194円
乾電池　　　　　　　　850円
電源コード　　　　　　770円

職員図書　　        9,710円

その他文具等
プリンタ消耗品        900円
ビニールケース        440円
テープのり　　　    3,850円
ラミネートフィルム　7,766円
その他文具　　　　  1,312円
サッカーボール　　  3,500円

役務費 55,246

はがき代　           54,306円（63円×862枚）
エピペントレーナー郵送費940円

報償費 19,470

情報モラル学習会講師謝金　15,000円
学校評議員給食費　　　　 　1,440円
図書ボランティア手土産　　 3,030円

計 296,000 加東市立社中学校

（注）収支の計はそれぞれ一致する

収支決算書

需用費 221,284
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加東市立滝野中学校
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別記３（第１１条関係） 

収支決算書 

 １ 収入の部 

科目 決算額 摘要 

教育振興特別助成金 194,000円

計         194,000円   

 ２ 支出の部 

科目 決算額 摘要 

需用費      173,551円

生徒の自主的又は自発的な生徒活動の

実践を図るための事業 

花束8,000円 ﾚﾀｰｾｯﾄ1,872円  

ﾗﾐﾈｰﾄﾌｨﾙﾑ2,846円 ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ1,364円 

学校評議員会昼食代6,000円 

学校環境の整備をはかるための事業 

軍手1,847円 

教員の資質向上を図るための事業 

ＯＡﾏﾙﾁﾗﾍﾞﾙ7,476円 ﾄﾅｰ99,770円 

和紙44,376円 

報償費 

7,550円

生徒の自主的又は自発的な生徒活動の

実践を図るための事業 

手土産7,550円 

役務費 

12,899円

生徒の自主的又は自発的な生徒活動の

実践を図るための事業 

はがき、切手代12,899円 

計      194,000円

（注）１ 収支の計はそれぞれ一致する。 加東市立東条中学校 
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