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横浜市内で地域の子どもの居場所づくりに取り組む皆様へ 

令和４年度 

横浜市子どもの居場所づくり活動支援補助金 
 

≪募 集 案 内≫ 

１ 趣旨                                                                      

この補助金は、いわゆる「子ども食堂」等、市内における地域の自主的な子どもの居場所づ

くりを支援することを目的としています。こうした取組が、子どもにとって安心できる居場所

となり、困難を抱える子どもへの気づきや見守り等にもつなげることを目的としています。 

２ 対象となる団体                                                                   

横浜市内において、身近な地域における子どもの居場所づくりを目的とした取組を自主的

に行う、又は行う予定がある団体・グループ等であり、かつ、以下の内容をすべて満たすこ

とを要件とします。 

・単一の団体・グループ等であること。 

・活動内容や予定を周知・公表していること。 

・公序良俗に反しないこと、かつ特定の政治活動又は宗教的活動に関する団体・グループ等ではないこと。 

・過去に違法な活動歴がないこと。 

・暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」という。）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。）でないこと、又団体・グループ等に暴力団員（法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。）に該当する者がいないこと。 

３ 対象となる取組                                                               

横浜市内において実施する、以下の全てに該当する取組とします。 

（１） 新型コロナウイルス感染症への感染防止対策を実施しながら、主に子どもを対象に

食事の提供や学習支援等を行う、身近な地域における子どもの居場所づくりを目的と

した取組 

（２） 月１回以上の継続的な取組 

（３） 参加費が無料又は低廉（実費相当程度）であること。 

【注意事項】 
・横浜市（区役所を含む）から補助・助成及び委託を受けている取組は対象外です。 

・国、他の地方公共団体、それらの外郭団体及び他の公的団体等から補助・助成及び委託を受けている取組は原

則対象外ですが、他の補助金の規定において当該補助金以外の交付を受けることを認めている場合で、充当

する経費に重複がない場合には、補助対象事業とすることがあります。 

・過去に本補助金の交付を受けている取組は対象外です。 

・未就学の子と親が主な対象で、仲間づくりや情報交換、育児の支援を目的とした取組は対象外です。 

 

🍙🍙🍙🍙🍙🍙新型コロナウイルス感染症への感染防止対策の例🍙🍙🍙🍙🍙🍙 
 ＊喚気を常に行う。 
 ＊マスクの着用、手洗い・除菌（皆が触れる場所のこまめな除菌） 
 ＊間隔を空ける 
 ＊食事の持ち帰りや個々に配膳を行う（大皿を避ける） 
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４ 対象となる経費                                   
 

区  分 内   容 

報償費 
ボランティアや講師等、団体構成員以外の者に対する謝金（過去の実

績に準じた社会通念上適正な額として下さい。）  

消耗品費 
単価が 30,000 円未満の物品（事務用消耗品、感染症対策に関する消耗

品、教材等）の購入に係る費用 

印刷製本費 印刷物（チラシ、ポスター等）の印刷製本に係る費用 

通信運搬費 事業に伴う郵便、配送・運送に係る費用 

交通費 公共交通機関・タクシー運賃費 

使用料 取組で使用する会場や器材等の使用料に係る費用 

食糧費 

原材料費 
取組で使用する食糧・食材等の仕入れ、購入に係る経費 

保険料 ボランティアの活動や取組の開催に伴う行事保険の加入に係る費用 

その他費用 
上記以外の経費で、横浜市長が特に必要と認める経費（食品衛生責任

者講習会受講に係る経費 等） 

※その他経費で上記の分類に当てはまらないものはご相談ください。 

※補助金で購入した物品等は、当該取組のために使用してください。 

※補助対象となる経費の領収書の要件（下記見本例を参照してください） 

・領収書の日付が取組対象期間内（令和４年４月～令和５年３月 31日）であること 

・領収書類の宛名が申請団体名となっていること（「上様」等は不可） 

・品目類が記載されていること（「お品代」等は不可） 

・レシートの場合は、空いている欄に団体名を記載すること 

※使途が明確になるよう、補助対象経費の領収書類のコピーを提出してください。 

なお１件の金額が100,000円未満のものに係る領収書等は提出を省略することができます。 

ただし、補助対象外経費を含め、領収書等の原本は必ず５年間保存してください。 

 

＜領収書の見本例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※電車・バスの乗車券等領収書類がない場合は、代表者及び会計責任者の確認印のある支出

書類（利用者、利用日、利用区間、金額、支払い先、支出日、支出理由等を明記）を添付し

てください。 

  ￥  １０，０００．－  

上記金額正に領収しました。 

但 チラシ印刷代（＠10×1,000 部）として 

領  収  書 

△△地域食堂 

○○実行委員会様  

令和 年 月 日 

△△△印刷株式会社 

 代表取締役 こども 太郎  ㊞ 

申請団体名を正確に記入してください。 

「上様」は不可 

但し書きは、支払の対価となる内容、単価、

数量などが分かるように記載します。書き

きれない場合は、内訳が分かるレシート等

を添付してください。 

取組対象期間内（令和４年４月～令和５年３月 31 日）

であることが必要です。 

社印、又は代表者

印が必要です。 

領収金額が５0,000 円以上の場合は、収入印紙の貼付・割印が必要です。 
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※補助対象外経費                                   

次の経費は補助の対象となりません。 

（１） 専ら団体構成員の親睦を目的とした飲食費や娯楽費、他団体への寄付・交際費など、

この補助金を受けて実施する取組に直接関係しない経費 

（２） インターネット回線使用料、プロバイダー料、電話・ファクス代、自家用車のガソリ 

ン代等 

（３） 団体等の維持・運営に要する事務所の管理経費など、団体の経常経費や、日常的な活

動に必要な経費 

（４） 団体構成員への謝金、人件費 

（５） 使途が明確でない雑費、事務費、予備費 

（６） 単なる物品類の購入に類するもの 

（７） 領収書類が前述の要件を満たしていないもの 

（８） その他華美な物品、会場、食糧・食材等 

＊社会通念上不適切な経費については補助対象外経費とします。 

５ 補助金額と補助割合                                                                  

○補助金額：１取組あたり 10万円以内 

○補助割合：10／10 

※各申請期限において申請多数の場合は、予算の範囲内で金額を調整させていただくこと

がありますので、ご了承ください。なお、第１回申請期限において申請多数の場合は、第

２回の申請受付を行わないことがあります。 

※補助対象経費が 10万円以下の場合は、当該対象経費の額とします。 

※申請団体等の消費税の扱いにより、補助金の一部の返還を求めることがありますので、

予めご了承ください。（「横浜市子どもの居場所づくり活動支援補助金交付要綱」第 16条参照。） 

６ 取組の対象期間                                                                     

令和４年４月１日～令和５年３月 31日 

※遅くとも、令和５年１月までに取組を開始し、同年３月末までの３か月間の取組を継続

的に行うことが条件となります。 

７ 申請に必要な書類                                                                    

申請する団体等は、事務局（こども青少年局地域子育て支援課）へ申請期限【第１回：令和

４年９月 30 日（金）】【第２回：令和４年 12 月 23 日（金）】までに、「横浜市子どもの居場所

づくり活動支援補助金交付要綱」（以下「補助金要綱」）に定める下記の書類を郵送または E-

mail、ウェブサイトによりご提出ください。 

 

【提出書類】 

①補助金交付申請書（第１号様式） 

②事業計画書（第２号様式） 

③収支予算書（第３号様式）（見積書等がある場合には添付） 

④団体等概要書（第４－１号様式） 

⑤団体等構成員名簿（第４－２号様式） 

⑥団体等の規約、定款その他これらに類する書類 
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○書類の提出先 ※事前相談も下記にて承ります。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 選考方法及び交付決定                                                               

書類審査・選考を行い、対象取組及び額を決定します。補助金の交付の可否及び補助金交付

額については、各申請期限の１か月後を目途にお知らせ（補助金交付決定通知書又は補助金不

交付決定通知書）する予定です。 

 

９ 取組実施後に提出する書類（実績報告）                                                

令和５年４月５日（水）までに次の書類を提出してください。 

 

【提出書類】 

①実績報告書（第８号様式） 

②事業報告書（第９号様式） 

③収支決算書（第 10 号様式） 

④領収書等の写し（１件の金額が 100,000 円未満のものに係る領収書等は提出を省略可） 

⑤その他チラシや写真等事業の実施状況が確認できる書類 

 

実績報告書受理後、事務局から補助金交付確定通知書を送付しますので、補助金交付請求書

（第 12 号様式）を提出してください。当該請求書に基づき補助金を交付します。（補助金は、

銀行口座への振り込みとなります。） 

但し、団体等の資金状況によっては、前払いにより補助金を交付することも可能です。その

場合、確定金額から交付金額に余剰が生じた場合は、余剰金額を返還していただきます。 

 

10 個人情報・情報公開等について                                                                      

○応募書類から得た個人情報は、選考、本人への連絡など事務作業で使用します。 

また、法令で認める場合を除き、本人の同意なく上記目的以外に使用することはありませ

ん。 

○補助金の交付を受けた団体等は、団体等の名称と取組の概要を横浜市こども青少年局のウ

ェブサイト等を通じて公表する予定です。 

 
 

 
 

事務局：横浜市こども青少年局地域子育て支援課 

所在地：〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 市庁舎 13 階 

電  話：０４５-６７１-４１５７ 

Ｅ-mail： kd-chikoshien@city.yokohama.jp 

 

                    

横浜市 子どもの居場所 検索 

mailto:kd-chikoshien@city.yokohama.jp
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11 補助金の申請～交付～報告までの流れ                                                                

※時期は目安であり、書類提出時期等により若干前後する場合があります。 
 

年度 月 申請者 横浜市 

令
和
４
年
度 

 

 
 

 
 

７～12 月 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

 
１～３月 

 

令
和
５
年
度 

 

４月 

 

 
 

 
 

 

 
５月 

  

 

 
 

 

◇お問合せ先◇ 

 

横浜市こども青少年局地域子育て支援課  

担当 ： 高瀬、横林 

電話 ：０４５-６７１-４１５７  ＦＡＸ ：０４５-５５０-３９４６ 

Ｅ-mail： kd-chikoshien@city.yokohama.jp 

補助金振込 

 

 

（消費税及び地方消費税の
申告後） 

「消費税及び地方消費税報

告書」と必要書類を提出 

請求書提出 

「補助金交付確定通知書」

の送付 

実績報告書等の提出 

＜提出期限＞ 

【令和５年４月５日（水）】 

※取組終了前に補助金の交付を希望される場合には、

予め事務局までご相談ください。 

取組実施 

※遅くとも、令和５年１月までに取

組を開始し、同年３月末までの３か

月間の取組を継続的に行うこと。 

７月上旬～ 

＜申請期限＞ 
【第１回：９月 30 日（金）】 

【第２回：12 月 23 日（金）】 

・補助金交付申請書等の提出 
※申請状況によって、第２回の募集を行わ

ない場合がございます。 

各申請期限の１か月後 
①審査・選考 

②「補助金交付決定通知
書」又は「補助金不交付

決定通知書」の送付 

mailto:kd-chikoshien@city.yokohama.jp

