
（千円）

市 事業名 内容
H30年度
予算

H30年度
決算

H31年度
予算

庄原
庄原市自治振興区
活動促進補助金

自治振興区が、地域の特性を活かし、自ら地域経営
を確立するため実施する基盤整備事業に対し、予算
の範囲内において補助金を交付します。
申請にあたっては、まず、地域のみんなで決め、地域
の将来像、地域課題の克服等をまとめた『地域振興計
画書（概ね５～10年間で取り組む目標）』への記載、
位置付けが必要です。
また、補助対象事業の決定にあたっては、補助金交
付の適正及び公平を期すため、学識経験者等で構成
される補助金審査会を設け、申請事業の「地域への
波及効果」、「地域住民の参画度合」、「事業目的の継
続性」、「地域住民の総意」などの視点から総合的に
審査し決定します。
補助率：対象経費の4/5　限度額：3,000千円/件

17,000 8,286 7,000

庄原
庄原市自治振興区
定住促進活動補助
金

本市への定住促進を図るため、定住促進活動を実施
する自治振興区及びその連合体に対して予算の範囲
内で補助金を交付します。
(１)　定住促進につながる交流活動
(２)　空家情報調査及び空家活用整備
(３)　定住相談
(４)　地域情報の発信にかかる活動
(５)　その他定住促進につながる活動
補助率：対象経費の4/5　限度額：300千円/件

4,500 1,432 4,500

庄原
地域マネージャー活
用事業交付金

コミュニティや資源を活用し、集落（自治振興区を構
成する基本単位）機能の維持及び活性化を図るた
め、地域マネージャーを配置する自治振興区に対し、
予算の範囲内において交付金を交付します。

27,730 23,443 27,730

庄原
まちづくり応援補助
金

庄原市まちづくり基本条例に基づき、参画と協働によ
る市民が主役のまちづくりを推進するとともに、まちづ
くり活動に対する機運の醸成、啓発を図るため、市民
団体の公益的なまちづくり活動に対して補助金を交
付する。

3,017 1,027 2,967

広島
区の魅力と活力向上
推進事業

区役所が設定したテーマに基づき、対象団体が主体
的かつ継続的に取り組むまちづくり活動を募集し、選
考された活動に補助金を交付

25,469 19,418 24,189

広島
まちづくり活動（街並
みルールづくり等）
への支援

街並みのルールづくり等に取り組んでいる地域へアド
バイザー等を派遣

2,122 1,176 3,610

広島
“まるごと元気”地域
コミュニティ活性化補
助事業

新たに、主体的・継続的に行う地域コミュニティの活性
化に資する取組に補助金を交付

8,191 4,686 5,914

呉
くれ協働事業提案制
度

協働の質の向上を図るため、市民公益活動団体と市
行政が実行委員会等を立ち上げ、協働により実施す
る事業に対して補助金を支出。
（H22に創設　一事業最大50万円　最長３年間補助）
※H29年度から新規事業の募集を停止中
平成30年度事業完了

1,000 500 0

呉
ゆめづくり地域交付
金

市内28地区のまちづくり委員会等が住民自治及び市
民協働によるまちづくりを推進することを目的として、
地域住民が主体的に地域課題を解決するために行う
活動を支援する。
（H20に創設）

46,500 46,500 46,500

住民自治組織活動支援

住民自治組織に対する支援（県内市状況一覧）
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市 事業名 内容
H30年度
予算
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決算

H31年度
予算

住民自治組織活動支援

住民自治組織に対する支援（県内市状況一覧）

呉
ゆめづくりフォロー
アップ事業

各地区の人材育成・人材発掘に係る課題の洗い出し
と調査研究を行い、これを基に各地区の啓発活動を
実施する。
（H21に創設）
平成30年度事業完了

272 0 0

呉
市民ゆめ創造事業
交付金

ゆめづくり地域交付金を活用して行うまちづくり活動に
加えて、特色ある資源を活かした地域の活性化や地
域課題の解決に向けた先駆的な取組を積極的に行う
まちづくり委員会に対する交付金
　・　拠点機能整備事業
　・　地域間連携推進事業
　・　地域人材育成事業

4,000 800 2,950

竹原
地域づくりリーダー
育成研修

まちづくり講演会及び公募型補助金活動報告会に参
加することで、まちづくりに関するノウハウの獲得及び
他団体との交流を図る。平成25年度の内容は未定。

0 0 0

竹原
協働のまちづくり専
門家派遣事業

住民自治組織の設立に向けたサポートとして地域の
関心の高いテーマの専門家を派遣し、取り組み意欲
を高める

0 0 0

竹原
住民自治組織ステッ
プアップ助成金

地域内のネットワーク機能の充実及び組織運営の基
盤強化を通じて、市との協働による地域自治の振興を
更に推進するために、第２次地域行動プランを策定・
実施する住民自治組織に対し助成する。
①基盤強化助成金　（指定4分野＜防災・防犯・環境・
高齢者支援＞を組織体制に組み入れることが条件）
　均等割　170千円　世帯割100円
②プロジェクト助成金（指定４分野を除く次の事業を行
う場合に助成する）
　(1)地域の課題解決につながる事業
　(2)地域の活性化につながる事業
　(3)地域の特性を活かした事業
　1事業につき

2,634 2,364 1,742

竹原
竹原市住民自治組
織活動支援助成金

第２次地域行動プランの計画期間を終了した住民自
治組織であって、行政との連携により新たに地域行動
プランを策定し、地域づくりを推進する事業を行う住民
自治組織に対し助成する。

1,400 1,400 2,360

三原
住民組織活動補助
金

地域課題の解決、地域活性化等のために取り組む住
民組織に対する補助制度

16,260 14,454 16,260

三原
市民提案型協働事
業

地域課題の解決のために新たな発想や手法を取り入
れて企画した事業を募集し、採用された事業につい
て、最大で30万円の経費を市が負担し、提案した団
体と協働で事業を行う。
【対象団体】市民活動団体、住民組織

1,200 1,189 1,200

三原
中山間地域活性化
事業

三原市中山間地域活性化基本方針に基づき、地域
住民の自主的・主体的なまちづくり活動を推進するた
め、地域自ら活性化に向けての取り組みに向け、地域
計画を策定した地域を対象に、中山間地域活性化加
算（上限50万円）及び定住促進加算（上限30万円）を
支援
　平成26年度事業
　　地域計画策定地域４地域×（50万円＋30万円）

14,400 14,269 15,200

三原
中山間地域コミュニ
ティビジネス支援事
業

特産品づくり等、住民組織が実施するコミュニティビジ
ネスの創業・拡大に伴う活動を支援

8,000 5,788 9,000

尾道
市民活動支援事業
補助金

市民等が提案する公共性公益性の高いまちづくり活
動の立ち上げや自立に対して、財政支援をする制
度。

5,700 4,080 5,700
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住民自治組織に対する支援（県内市状況一覧）

福山
地域まちづくり推進
事業

①地域課題に取り組む事業
②地域の活性化に向けた事業
③コミュニティの育成に取り組む事業
④地域の環境づくり並びに健康づくりに取り組む事業

127,910 127,910 127,881

三次
がんばる地域支援事
業補助金

地域課題を克服するため，地域の団体等が主体的に
行う公益的で先進的な取組や事業の創造への支援
補助金。上限50万円。補助率2/3。

5,000 0 0

三次
地域力向上支援事
業補助金

地域の暮らしを支える取組および地域活力の創出に
向けた取組による地域課題克服への事業を支援。
補助率は総事業費の100万円まで10/10、100万円を
超える部分は2/3。補助金上限額は130万円。

27,500 18,364 27,500

大竹
大竹市市民活動助
成金

市民活動団体が地域の課題解決のため自ら提案･実
施する事業を公募し、助成金を交付する。
市民活動に必要な施設や備品の購入に対して助成
金を交付する。

500 364 500

東広
島
市民協働のまちづく
り活動応援補助金

市民団体、企業及び個人事業者が自主的かつ自発
的に行う地域の課題解決及び地域の魅力向上につ
ながる市内で行う公益的な活動に対し、補助金を交
付するもの。

12,000 10,331 12,000

廿日
市

廿日市市まちづくり
交付金

廿日市市協働によるまちづくり基本条例の理念のも
と、地区のまちづくりのパートナーである28地区の地
域自治組織の実施する事業に対し、予算の範囲内に
おいて交付金を交付する。

56,394 56,389 56,006

廿日
市

廿日市市活力あるま
ちづくり挑戦事業補
助金

団体が、課題解決のため独自に実施する先駆的な事
業にたいし、補助金を交付する。

200 200 2,200

安芸
高田

特色ある地域づくり
事業助成金

住民の自主的な地域づくり活動で、特色ある事業によ
り地域の活性化を図ろうとする事業に対し財政支援を
行う。

19,200 17,826 18,000

安芸
高田

まちづくりサポーター
保険（平成18年度か
ら実施中）

まちづくりなどの市民活動を行っている団体の、市民
活動中の事故を対象とした保険制度

770 628 770

江田
島

まちづくり団体支援
補助金
（活動事業）

まちづくり協議会の運営・まちづくり活動に要する経費
の一部補助

16,950 13,994 16,650

江田
島

まちづくり団体支援
補助金
（地域提案型事業）

地域の創意と工夫を生かした提案型地域活動に要す
る経費の一部補助

3,000 2,700 3,000
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