
「健康しが」活動創出支援事業にかかる質問回答
令和４年6月16日現在

№ カテゴリ 質問内容 回答 備考

1
補助対象経費
・その他

1.外部講師の昼食代は対象経費か。
2.申請額（要望額）が審査の結果、減額された場合は
どのように事業を実施すればよいか。

1.食糧費は、会議等で提供するお茶代等に限ってお
り、飲食にかかる経費は対象外。外部講師を午前か
ら午後まで依頼した場合は、社会通念上妥当と考え
られる範囲で対象となる。
2.事業費全体を見直し・縮小するか、補助金対象外
経費は自己資金等を充てることが考えられる。どち
らで対応するかは団体で検討されたい。

6/13掲載

2 補助対象者

自団体には大学生が多く関わっているが、大学生
チームとして自団体から応募することは可能か。そ
れとも大学から応募すべきか。

助成金の応募は、「事業の実施主体」の団体から提出
されたい。
 「大学生枠」に該当するかどうかは、提出のあった応
募書類の内容から、判断する。このため、 「大学生
枠」として「大学」から応募する必要はない。実施主体
の団体で、学生が主体となって活動しているかどう
かで判断する。

6/13掲載

3 補助対象経費

任意団体のメンバーであるインストラクターの人件
費は対象になるか。

もともと団体に所属する者の人件費は対象外。賃金
は、交付対象事業のために臨時に雇用する場合に限
る。

6/13掲載

4 審査

昨年度、48団体応募があり、書類審査で11団体に、
プレゼン審査で9団体が採択されたとのことだが、
どのように審査を行うのか。

募集要項に記載の「審査の仕組み」のとおり。書類審
査（資格審査）もプレゼン審査も、募集要項に記載の
「審査の視点」により、企画内容について、本事業の
趣旨、要件に沿った内容であるか等、点数化して総
合的に評価する。

6/13掲載

5
補助対象経費
・補助対象者

1.参加者から「参加費」を徴収し、補助事業では不足
する経費に充当することは可能か。参加費とは昼食
代・講師に対する謝礼・拝観料・資料代などを想定し
ている。
2.不特定多数の方々に移動を伴う催しの参加を求
める場合、旅行業の枠組みの中で実施する必要があ
るが、旅行業免許を有する企業・公的団体との協働
は可能か。この場合の手数料は補助対象となるか。
3.質問2に関連して、補助事業の応募対象者として、
旅行業免許を有する者（一般社団法人市町観光協
会）は対象となるか。

1.可能である。
2.可能である。この場合において手数料が経費とし
て発生する場合は、「委託費」として計上することが
想定される。
3.対象となる。

6/13掲載

6
補助対象事業
・補助対象経費

テーマ③「子どもの育ちを支える居場所づくりに資
する取組」で、食育の観点から子どもたちと無添加
や無農薬の食材を使用した自炊やお菓子作りなどを
することは可能か。その際にかかる費用などは、消
耗品として積算すればよいか。

可能である。この場合、必要となる食材は消耗品費、
電化製品等の器具は備品購入費に計上することが
想定される。

6/13掲載

7 その他

事業推進員は、何をするのか。募集要項には１名以上
設置とあるが、複数設置が必要か。常時、県庁と連絡
可能でなければならないのか。

募集要項５ページに記載のとおり、事業を中心と
なって推進するとともに、滋賀県との連絡調整を
担っていただく。１名以上設置が必要であり、１名で
も構わない。２名以上設置するかどうかは団体で検
討されたい。県庁からの連絡は、基本的にメールが
多い。常時電話にでなければならないというわけで
はない。

6/13掲載

8 審査

助成金の審査において、予算が残り80万円だとし
て2者の候補があった場合、80万円で計上している
A団体と200万円で計上しているB団体ではA団体
の方が有利になるか。

当助成金の審査の仕組みについて、募集要項３ペー
ジから４ページをご覧いただきたい。
審査は、企画内容について、本事業の趣旨、要件に
沿った内容であるか等、募集要項に記載の「審査の
視点」により点数化して総合的に評価する。
このため、要望額（50万円～200万円）で審査する
わけではない。また、審査の結果が補助金（助成金）
の金額に反映されるため、要望額全てを満たすとは
限らない。応募にあたっては、「審査の視点」に沿っ
た事業内容であるか検討していただきたい。

6/13掲載

9 補助対象経費

申請主体はNPOを考えているが、3大学と連携して
取組を進めていくことを想定。この場合、大学への
委託費として経費を計上することは可能か。

取組を進めるうえで、大学への委託が必要であれば
全体経費の2分の1以内で委託費を計上することは
差し支えない。委託先においても、募集要項や交付
要綱に定める費目の範囲で執行すること。

6/13掲載



令和４年6月16日現在
№ カテゴリ 質問内容 回答 備考

10
補助対象者
・事業テーマ
・その他

1.営利団体も参加可能か。
2.テーマ①～③は選択式か。複数テーマにまたがる
企画をしたい場合はどのように選べばよいか。
3.令和３年度の応募件数を教えて欲しい。
4.申請書類に必要事項が記入されているか申請前
に事前確認を受けることは可能か。

1.対象になる。ただし健康しが共創会議への参画の
意思が必要。
2.テーマ①～③は選択式である。どの視点から企画
するかは提案者で検討いただきたい。
3.応募件数は48件。書類審査（資格審査）で11件と
し、最終的な採択が9件であった。
4.事前確認および企画提出後の修正は受け付けな
い。記入例を参考に申請者で確認いただきたい。

6/13掲載

11 その他

1.広域（守山・栗東・草津）で産後の母親の居場所づ
くりを通じた乳幼児の健康実現を図りたいと考えて
いる。広域での事業実施は本助成事業の趣旨に沿う
か。
2.今年度から事業を開始したいので間口を広く多く
の母親に来てもらえる事業を組み、次年度以降によ
り支援が必要な伴走的な取組に移行していきたいと
考えているが、初年度の浅く広い事業では評価され
づらいだろうか。
3.テーマとしては②・③のいずれが適切か。
4.過去の実績を示す書類を添付することは可能か。

1.テーマ③の場合、取組例で２以上の市町での事業
も挙げているので広域での実施もテーマに沿う。
2.事業がどのように評価されるか申し上げられな
い。募集要項４ページの「審査の視点」において、「事
業計画が具体的で実現可能性が高いか」や「補助終
了後も継続的な実施が期待できるか」といった視点
がある。事業計画書の記載にあたっては、審査の視
点を踏まえながら検討いただきたい。
3.こちらからいずれのテーマが適しているか申し上
げられない。主たる対象が女性（母親）か子どもか申
請者で判断いただきたい。なお、テーマ③について
は、募集要項２ページに記載のとおり、「生活環境等
に困難を抱える子どもに接した場合は、行政等の必
要な支援につなげられるよう、実施内容に盛り込む」
必要がある。この条件を満たせない場合は、テーマ
③以外を検討されたい。
４．募集要項6ページの「⑦その他審査にあたって参
考となる資料」として提出いただくことは可。

6/13掲載

12 補助対象経費

自団体への助成が対象か、他団体事業への参加に要
する経費も対象とできるか。

自団体の自主的な取り組みが対象である。
委託や外部講師への謝金は対象とできる。自団体所
属員への謝金や人件費は対象外となる。

6/13掲載

13 事業テーマ

自団体の事業すべてがテーマに沿う必要があるの
か。それとも事業の一部がテーマに沿っていればよ
いのか。

今回、テーマに沿った新たな取組をされる団体に対
して助成するものであり、団体の事業すべてがテー
マに沿っていることまで求めていない。

6/13掲載

14 補助対象者

大学が何校か集まって応募する場合は、１団体とし
て応募するのか。取組のために新たなグループを作
ることも検討している。

代表となる大学もしくは取組のために立ち上げるグ
ループいずれかで応募されたい。

6/13掲載

15 提出書類

新たなグループの役員名簿がない場合はどうすれば
よいか。

役員名簿（別紙４）は必ず提出のこと。代表者、リー
ダーを決めていただければ差し支えない。
団体運営に関する書類（定款または規約）は、ない場
合は作成のうえ、必ず提出していただく。

6/13掲載

16 補助対象経費
事業の中で試作品を作る場合はどの経費で計上す
ればよいか。

材料費（消耗品費）で計上いただきたい。
6/13掲載

17 提出書類
提出する役員名簿は本名で記載する必要があるか。
芸名等でもよいか。

本名で記載願いたい。
6/13掲載

18 補助対象事業

既にオリジナルの体操を作っており、この事業を活
用して新たな体操を作っていきたいと考えているが
対象になるか。

新しい事業として対象になる。

6/13掲載

19 事業テーマ

テーマをまたがる事業となる場合、どのテーマを選
択すればよいか。

主に何をターゲットにされるかで選択いただきた
い。複数にまたがり幅広く対象とするなら①、主に女
性なら②、子どもなら③となる。

6/13掲載

20 審査

プレゼン審査の持ち時間、プレゼン資料の形式を教
えて欲しい。

今年度の持ち時間はまだ決まっていない。昨年度
は、１団体８分の説明時間。パワーポイント資料は使
用せずに行った。今年度も応募書類を使ってプレゼ
ンを行っていただく。

6/13掲載

21 審査
プレゼン用の追加資料は提出可能か。 応募書類のみでプレゼン審査を行う。プレゼン審査

用に追加資料の提出は受け付けない。 6/13掲載

22 審査
プレゼン審査の審査員は決まっているか。 「健康しが」企画運営会議の構成員（大学教授等有識

者）が審査にあたる予定。 6/13掲載

23 その他
申請額が上限額の申請ばかりではない場合、採択件
数は増えると考えてよいのか。

予算の範囲内で採択させていただくので、点数が上
位の事業の規模次第で採択件数の増減はありえる。 6/13掲載



令和４年6月16日現在
№ カテゴリ 質問内容 回答 備考

24 補助対象者

大学生枠は大学生が中心になって活動していればよ
いのか。
県外の大学生でもよいのか。
申請団体が滋賀県内に本拠を置く必要があるか。

大学生枠については、事業内容から大学生が主体的
に活動すると判断できる事業を審査の中で認定する
もの。大学生枠という申請項目はない。
県外の大学生でもよい。
滋賀県民の健康づくりのために活動いただければ、
申請団体の本拠は県外でもよい。

6/13掲載

25 補助対象事業
他都道府県で行っている事業を、新たに滋賀県内で
実施する場合は新たな取組といえるか。

滋賀県内で新たに行うものであれば、新たな取組と
して差し支えない。 6/13掲載

26 補助対象事業
全く別の団体が過去に行っていたが中断した事業を
掘り起こす場合も新たな取組といえるか。

応募団体として新たな取組となるが、審査項目の
「先駆的」といった点で考慮されることはある。 6/13掲載

27 補助対象経費
旅費交通費について、自団体のスタッフの旅費・宿泊
費は対象としてよいか。

新たな取組に必要な旅費・交通費は対象となる。団
体として恒常的な旅費・交通費は対象外。 6/13掲載

28 補助対象事業
持続的・継続的な活動のみ対象となるのか、イベント
的に単発的な形で行うものも対象にできるのか。

来年度以降も継続的に実施いただく必要があるの
で、単年度で終わる事業は対象外。 6/13掲載

29 その他

令和３年度の取組の詳細を確認できるホームページ
等はあるか。

「健康しがポータルサイト」および県のホームページ
で紹介しているので参照いただきたい。
滋賀県HP＞県民の方＞健康・医療・福祉＞健康＞助
成・支援・補助＞「健康づくりの取組をサポートしま
す！」
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenk
ouiryouhukushi/kenkou/325421.html

6/13掲載

30 その他
令和３年度の交付額について、申請額と交付決定額
の割合で一番差があった団体はどの程度か。

200万円で申請されたが審査会の結果、50万円の
交付決定となった団体があった。 6/13掲載

31 補助対象経費
場所を作る場合、不動産取得に要する経費も助成対
象となるか。

不動産購入経費は、助成額を上回ると思われるので
現実的には難しい。 6/13掲載

32 その他

事業額全体に対して自己負担額は必要か。 必ずしも自己負担を求めるものではない。なお、令
和3年度は、審査会の結果、希望額と認定額に差が
生じたことから自己負担が生じた団体もあった。 6/13掲載

33 補助対象事業
学校の授業の一環で行う事業は対象にならないと
認識してよいか。

お見込みのとおり。
6/13掲載

34 補助対象事業
毎月実施する取組の場合、どの時点からどの時点ま
での事業が補助対象となるか。

補助交付決定日から令和5年２月末日までに行う事
業が対象となる。 6/13掲載

35 補助対象経費

会場費も交付対象経費に含まれるか。
また、複数回実施する場合に、２回目以降の会場費
も交付対象経費に含まれるか。

取組に必要となる会場のレンタル代も対象経費とで
きる。
新たな取組のためにレンタルする場合には、継続的
な会場費も対象に含まれる。

6/13掲載

36 提出書類

「データ提出の①～⑤を７部」とあるが、どのように
提出すればよいか。

①～⑤は、印刷物とデータの両方を提出いただきた
いという趣旨である。
７部印刷して持参または書留郵便で提出いただくと
ともに、①～⑤はデータをメールで送付いただきた
い。

6/13掲載

37 補助対象経費

備品と消耗品の区別はどのように考えるのか。10万
円以上の物品は備品、10万円未満の物品は消耗品
となるか。冷暖房機はどうなるか。

一律に金額で判断するのではなく、社会通念上、備
品と考えられるかどうかで判断する。たとえば鉛筆
などは消耗品になるが、電化製品になると備品とし
て計上いただきたい。
冷暖房機については備品になると思われる。

6/13掲載

38 補助対象経費
子ども食堂など食事を提供する場を実施する場合、
使用する食糧費は補助対象経費に含めてよいか。

食糧費ではなく、消耗品費（材料費）として補助対象
経費に積算されたい。 6/13掲載

39 補助金額

助成金の概要にあてはまるならば、全ての事業費を
10/10で予算立ててよいか。

一定の割合で補助するのではなく、事業内容を審査
の上で補助額を決定するもの。必ずしも要求額の満
額補助するものではない。事業が補助対象と認めら
れても、全ての経費が対象と認められるわけではな
い。

6/13掲載

40 その他

募集要項の「審査の視点」の「取組に対して人員体制
や役割分担が適切か」という点は、法人代表１人の場
合どうなるか。役割分担を明確にすればよいか。

自法人だけではなく、外部人材の力を借りる、他団
体と連携して行うといった形で体制や役割分担を
とっていただくことも可能。事業計画の中でお示し
いただきたい。

6/13掲載



令和４年6月16日現在
№ カテゴリ 質問内容 回答 備考

41 補助対象事業
既に開始した事業について、６月分（交付決定前の期
間）も対象としてよいか。

交付決定日以降の取組のみ補助対象となる。（交付
決定日より前に支出した経費は補助対象外） 6/13掲載

42 事業テーマ
複数のテーマにまたがるような事業も可能か。 可能である。主たる対象がどれになるか検討いただ

き、テーマ①～③を選択いただきたい。 6/13掲載

43 提出書類

個人事業主のため規約などがない場合は、団体規約
を提出しなくてよいか。

この補助金は団体に対する助成のため、個人事業主
は補助対象にならない。
法人格の有無を問わず新たなグループを立ち上げ、
規約を作成し提出していただければよい。定款また
は規約は必ず提出のこと。

6/13掲載

44 事業テーマ

LGBTQ+を対象とする事業については、③子ども
のテーマとなるか。

③子どものテーマかどうかは計画いただいた事業内
容によって選択されたい。LGBTQ+は③子どもの
テーマとこちらで指定はしない。 6/13掲載

45 その他

概算払いが必要な場合とはどのような場合のこと
か。

事業内容からして精算払では事業が十分実施できな
い場合など。個別に事業を確認し判断することにな
る。

6/13掲載

46 補助対象経費

謝金について、支払える内容や範囲に決まりがある
か。

外部講師等への謝金について、基準は定めていない
が、社会通念上、謝金額が多すぎたり、支出対象が適
当でないと審査で判断された経費は認定できない
ことがある。

6/13掲載

47 補助対象事業

関係機関等の調整を済ませ、提出した事業が必ず実
施できる状況でなければ申請できないか。

申請段階では調整中でもよいが、プレゼン審査の際
には実現可能性も審査に関わるのでご説明いただく
ことになると思われる。

6/13掲載

48 補助対象者

大学としては共創会議に加入していたとしても、申
請の代表者は共創会議に加入しないといけないか。

所属する大学が、すでに共創会議に参画していれ
ば、新たに参画する必要はない。（ただし、申請主体
（団体）の新規参画を拒むものではない。） 6/13掲載

49 補助対象経費

賃金として支出できるのは、この事業で新たに雇う
人の分のみか。既存の非常勤職員が本事業実施のた
めに通常の出勤以上に勤務した場合の賃金も含め
てよいか。

新たに雇用した方の賃金のみ対象となる。既存の職
員の賃金は対象外。

6/13掲載

50 審査

審査の視点「①多様な主体と連携した取組か」につ
いて、具体的に教えてほしい。

他団体との連携により、取組の幅の広がりが期待で
きると考えることから、申請者が、取組の実施に当た
り、他のどのような企業や地域の団体や自治体と連
携しているか確認するものである。

6/13掲載

51 補助対象経費
居場所づくりを行う場合、参加者が交流する際の飲
み物やお菓子の購入費用は補助対象になるか。

食糧費に含めてよい。ただ、社会通念上常識的な範
囲内で積算されたい。 6/13掲載

52 補助対象者

NPOが主体となって他団体と実行委員会を構成す
る場合、主体となるNPOか実行委員会かどちらの
名義で申請すればよいか。

新たな取組を中心となって実施する団体で申請され
たい。

6/13掲載

53 補助対象経費

たとえば取組が好評で提案時の材料費が不足する
場合、予算全体額の範囲内で費目の変更をしてよい
か。

交付決定した予算の範囲内で事業の中で費目を流
用することは可。
ただし、審査会で認められた費目にのみ流用でき
る。

6/13掲載

54 補助対象経費

現在、ボランティアの協力者を集めて体験活動を実
施している。補助事業として採択された場合、既存
のボランティアにも謝金を出すことは可能か。当該
ボランティアはNPOで雇用している方ではなく、常
勤スタッフでもない。

外部の方であれば謝金を支出することは可。

6/13掲載

55 補助対象経費

各地でイベントを開催予定だが荷物が多いため車を
使用したい。交通費をどのように算定すればよいか

団体所有車両の場合、助成対象の取組に要するガソ
リン代を消耗品費に計上可。
レンタカーを借りる場合は、使用料・賃借料に計上
可。
ただし、補助対象事業とそうでないものに区分けす
ること。

6/13掲載

56 その他

活動の継続性について、助成事業と同じ内容でなく
とも何らかの活動をしていればよいか。

助成対象と同じ活動を引き続き実施いただくことを
想定している。ただ、連携団体が増えるなど発展的
な形で活動が変わっていくことは差し支えない。

6/13掲載

57 その他
どの程度の期間の継続性を見込めばよいか。 期間は定めていないが、地域で継続的に活動いただ

きたい。 6/13掲載



令和４年6月16日現在
№ カテゴリ 質問内容 回答 備考

58 その他

補助金事業を通じてビジネスとして事業化する場
合、専門家のアドバイスについて有料か。

今年度は「健康しが」企画運営会議の構成員からのア
ドバイスを予定しており、当該アドバイスについては
無料である。

6/13掲載

59 補助金額

材料費等が余った場合であっても助成金は満額支給
されるか。たとえば、10,000円×100人分=100
万円分の材料費を認定されていたが、事業に50人
しか集まらなかった場合はどうなるか。

まず全体経費が50万円を下回る場合、補助対象に
ならない点はご注意いただきたい。
当初予定していた事業量が実施できなかった場合
は、実績報告に基づいて必要となる経費を精算払い
させていただく。

6/13掲載

60 補助対象事業

大学生枠について、大学生が「主体」とはどの程度の
主体性を想定しているか。毎回の活動に必ず出席を
求めるものか。

大学生枠は、大学生・大学院生が主体となって企画
し、活動も主体となって行うもの。単に大学生が活動
に参加するものではない。企画段階から主体的に関
わっているかという点が肝心である。 6/13掲載

61
事業テーマ
・審査

1.事業区分について
当団体は、年齢や性別に対象を限らず地域での事業
展開を実施予定。その場合の事業区分は、「テーマ①
地域」でよいか。
2.プレゼンテーション審査について
申請書の代表者が、プレゼンテーション審査に参加
しないといけないのか。プレゼンテーション審査に代
表者が参加できない場合は同団体内のスタッフの参
加でもいいか。

1. 年齢や性別に対象を限らず地域資源を活用した
事業展開を実施予定であれば、「テーマ①地域」で応
募されたらよいと考える。
 なお、活動内容が主として女性の健康感の向上を対
象とされるなら、「テーマ②女性」での応募も可能。
2.プレゼン審査会の参加者については、団体の代表
者である必要はない。事業内容の説明が可能で、審
査員からの質問にお答えいただける方であれば、代
表者以外の団体のメンバーの方の参加でかまわな
い。

6/17掲載

62 補助対象経費

1.備品購入費でエアコンの設置は認められるのか。
2.賃金および交通費の単価は決められているのか。

1. 当助成金の趣旨に合致した取組に関して、審査会
で助成対象と認められれば対象となる。なお、備品
購入費は「事業実施に不可欠と認められる備品購入
費」であって、 「事業全体経費の２分の１以下」という
条件がある。また、審査の結果、取組（事業）が助成対
象に選定されたとしても、認められない経費もある
ため、応募にあたっては、募集要項記載の「審査の仕
組み」をご覧いただき、 「審査の視点」に合致した応
募内容となっているか確認していただきたい。
2. 賃金および交通費の単価は定めていない。助成
金の趣旨に即した内容・金額であるか、検討された
い。

6/17掲載

63 補助対象経費

今回、当団体で運営するフリースクールの開催場所
として、プレハブ物件を自由にリフォームしてよいと
篤志家の方より提供いただいており、そのリフォーム
についての助成をお願いしようと思っている。
・リフォーム全体の金額は貴助成金を上回る。
・他の費用については別の助成金に応募予定。
・今回の健康しがへの申請としては、リフォームの一
部分（例えば教室の内装や玄関、外装）として申請し
てもよいのか、あるいは全体のリフォームの中で利
用する資材（滋賀県産間伐材や珪藻土）の費用として
申請してもよいのか。

応募いただく前提として、当助成金の趣旨に合致し
た活動にかかる経費であることと、他の助成金に申
請される費用と明確に区分していただく必要があ
る。なお、当助成金の補助対象事業として、検討中の
リフォームが対象となるかは、審査の内容に関わる
ためお答えできない。
参考に令和３年度の助成例として、ワークショップで
学生と地域住民が地域の活動拠点を創り、拠点整備
を通じてつながりを創造し、心身の健康づくりの機
会とするとともに今後の活動を持続可能なものとし
たケースがあった。そのワークショップでは学生が使
う資材等の購入費を消耗品費として、活動拠点にお
ける専門工事（建築業者が行う電気工事等）は委託
費として積算されていた。
リフォーム全体の金額が当助成金を上回る（150万
円または200万円を超える）とのことだが、専門工
事等にかかる経費（委託費の合計）は「事業全体経費
の２分の１以下」である必要がある。条件に合致する
か確認いただきたい。
なお、テーマ③でご提案いただく場合、補助対象事
業を実施することで「生活環境等に困難があると思
われる子ども等に接した場合、行政等の必要な支援
につなげる」ことが必要である。

6/17掲載



令和４年6月16日現在
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64 提出書類

役員名簿の提出について、役員とはどこまでの範囲
か。
当団体の役員には、評議員、理事長、常務理事、理
事、監事がいる。しかし職員配置されている役員は、
理事長と常務理事のみ。
現在、評議員等を含める役員全員の生年月日は把握
していない。今回は職員配置している上記役員2名
の記載のみでよいか。また生年月日を除いた役員全
員の名簿の提出になってもよいか。

応募書類の役員名簿について、今回の場合、評議
員、理事長、常務理事、理事、監事の全員について記
載する。
役員全員の生年月日は把握していないとのことだ
が、団体のいずれかの部署で、役員の生年月日を把
握していると考える。担当部署に確認のうえ、役員全
員の役職名・氏名・フリガナ・性別・生年月日を記入い
ただきたい。

6/17掲載

65 その他

自社のラジオCM広告枠や番組枠を使って、実施す
る事業に関する告知等を考えている。その場合、こ
のCMや番組で利益が出ないように、人件費率を出
して利益を除外して、事業予算案の作成をしようと
考えているが、この方法で問題ないか。

問題ない。当助成金については、営利法人（企業等）
も補助対象者としており、また、健康づくりに関する
地域の活動を持続的に行っていただきたく、事業化
に向けた助言等を行うこととしている。ただし「専ら
営利を目的とするもの」は補助対象事業としていな
いため、応募書類やプレゼン審査において、当助成
金の趣旨に合致するものか確認させていただく。
なお、応募いただいた事業が採択された場合、ラジ
オCM等で対象事業の周知を行う際には、助成金を
受けている旨をお伝えいただく。チラシやポスター
を印刷される場合は、 「すまいる・あくしょん」および
「健康しが」のロゴマークの掲載をお願いする。

6/17掲載

66 その他

募集要項２ページの補助対象とならない事業につい
て、①専ら営利を目的とするもの③特定の団体・企
業の宣伝を目的とするもの、は対象外という記載が
ある。周知チラシには主催者として自団体の名称を
記載するので、その時点で③に該当し、結果として①
につながる可能性がある。この辺り、どのように考え
ればよいか。申請書類に、「宣伝や営利を避けるよう
な工夫」を記載する必要があるのか。それとも、社会
貢献によるブランドイメージ向上等の効果であれ
ば、ある程度は許容されることなのか。

審査の結果、当助成金の対象となった事業の周知の
ために、実施主体となる営利法人（企業等）の名称を
掲載したチラシを配布することは問題ない。
当助成金については、営利法人（企業等）も補助対象
者としており、また、健康づくりに関する地域の活動
を持続的に行っていただきたく、事業化に向けた助
言等を行うこととしている。ただし、「専ら営利を目
的とするもの」や「特定の企業等の宣伝を目的とする
もの」は補助対象事業としていないため、応募書類
やプレゼン審査において、当助成金の趣旨に合致す
る事業であるか確認させていただく。
なお、応募いただいた事業が採択された場合は、募
集要項５ページに記載のとおり、チラシやポスター等
を印刷される場合は、助成金を受けている旨と「す
まいる・あくしょん」および「健康しが」のロゴマーク
の掲載をお願いする。

6/17掲載

67 その他

当助成金を使って、建築物を修繕する場合、建材に
ついて規制はあるのか。健康づくりに関する取組で
あれば、健康（人体）によい建材を使う必要があるの
か。

関係法令等に則った建材を使用していれば差し支え
ない。

6/17掲載

68 提出書類

応募書類の「団体運営に関する書類」は、株式会社の
場合、定款か登記事項証明書（登記簿謄本・履歴事項
全部証明書）のどちらか。

募集要項に記載のとおり、定款を提出していただく。

6/17掲載


