
様式第１号（第６条関係）

鹿嶋市長　　　　　　　　　　様

申請者　住　所 （所在地）
氏　名 （団体等名称）

（代表者職氏名） 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金の申請金額 金　　　　　　　　円

３　付記事項

４　添付書類
（１）補助事業計画書（様式第１号その１）
（２）収支予算書（様式第１号その２）
（３）補助事業経費内訳書（様式第１号その３）
（４）その他（総会資料，規約，役員・会員名簿等）

　　　　　　年　　　月　　　日

補　助　金　交　付　申　請　書

　平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金について，交付を受けたいので，平成
３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第６条の規定により，関係書類を添
えて申請します。

記

 私（法人等の場合は，当該法人及びその代表者）は，こども相談課が，市税等の納付状況に関す

る情報について，補助金申請に必要な範囲で，市税等徴収担当課から提供を受けることに同意しま

す。 

  

 申請者   住所（団体の所在地） 

         氏名（団体等の名称及び代表者の職氏名）                印     
 
      住所（代表者の住所） 
      氏名（代表者の氏名）                       印  
      代表者の生年月日（     年  月  日）  
      
 



様式第１号その１（第６条関係）

１　事業名 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助事業費

３　実施場所
（対象者等）

４　目　的

５　内　容
[日　　時]
[募集人数] 男性 女性

男性 女性
[主な内容]

６　着手及び完了の予定日 (1)着手予定日
(2)完了予定日

７　補助金の算出基礎等
(1)補助金の算出基礎

８　付記事項

補　　助　　事　　業　　計　　画　　書

金　　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　　月　　　日
人 人

[参 加 費] 円 円

　　年　　　　月　　　　日
　　年　　　　月　　　　日

補助事業費 （Ａ） 円

参加者負担金 （Ｂ） 円

補助対象外経費 （Ｃ） 円

補助対象経費
（Ａ）-（Ｂ）-（Ｃ）

（Ｄ） 円

※　補助金申請額は千円未満を切り捨てること。

補助率(Ｅ) 又は限度額 １／２，１０万円を限度

（Ｄ）×（Ｅ） （Ｆ） 円

補助金申請額 （Ｇ） 円



様式第１号その２（第６条関係）

１　収入予算

２　支出予算

※　この収支予算書は，補助事業に係る収支のみ計上すること。

収　　支　　予　　算　　書

（単位　円）

科　　　目
予　　算　　額 比較増減額

(A) - (B)
摘　　　要

本　年　度(A) 前　年　度(B) （積算基礎）

市 補 助 金

参加者負担
金（男性）

＠　　　　円
募集数　　人

参加者負担
金（女性）

＠　　　　円
募集数　　人

合　　計

（単位　円）

科　　　目
予　　算　　額 比較増減額

(A) - (B)
摘　　　要

本　年　度(A) 前　年　度(B) （積算基礎）

合　　計



様式第１号その３（第６条関係）

補　助　事　業　経　費　内　訳　書

（単位　円）
区分 種別 内容 金額 金額の積算基礎

補助対象経費
単価×数量
＝金額

補助対象経費計

補助対象外経費

補助対象外経費計

合　計



様式第２号（第７条関係）

申請者　住　所 （所在地）
（団体等名称） 様
（代表者職氏名）

鹿嶋市長　 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金交付決定額 金　　　　　　　　円

３　附帯条件

４　補助金交付に係る指示事項

　　　　　　　第　号
　　　　　　年　　　月　　　日

氏　名

補　助　金　交　付　決　定　通　知　書

　　　　　年　　月　　日付けで申請があった平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業
補助金について，下記のとおり交付することに決定したので，平成３１年度鹿嶋市結
婚活動支援事業補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

記



様式第２号その１（第７条関係）

申請者　住　所 （所在地）
（団体等名称） 様
（代表者職氏名）

鹿嶋市長　 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　却下理由

３　特記事項

　　第　号
　　　　　　年　　　月　　　日

氏　名

補　助　金　等　交　付　申　請　却　下　通　知　書

　　　　　年　　月　　日付けで申請があった平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業
補助金の交付申請については，下記の理由で却下したので，鹿嶋市補助金等交付規則
第８条第３項の規定により通知します。

記



様式第３号（第９条関係）

鹿嶋市長　　　　　　　　　　様

申請者　住　所 （所在地）
氏　名 （団体等名称）

（代表者職氏名） 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金の申請金額の変更等
　

３　事業計画変更の内容

４　事業計画変更の理由

５　事業計画変更の予定年月日

６　付記事項

　　　　　　年　　　月　　　日

補助事業計画変更申請書

　　　　　年　　月　　日付けで申請した平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助
金に係る事業計画を変更したいので，鹿嶋市補助金等交付規則第１２条第１項及び平
成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により承認を
得たく申請します。

記

変更後の
申請金額

（Ａ） 金　　　　　　　　円

変更前の
申請金額

（Ｂ） 金　　　　　　　　円

増減額
（Ｃ） 金　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）

※　事業計画変更の内容については，申請時の内容のどこをどのように変更したい
　体的に記入するとともに，交付申請時に提出した添付書類を必要に応じて修正し，
　出すること。



様式第４号（第９条関係）

申請者　住　所 （所在地）
（団体等名称） 様
（代表者職氏名）

鹿嶋市長　 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　変更後の交付決定額等
　

３　補助金等の変更理由

４　附帯条件

５　補助金等交付に係る指示事項

　　　第　号
　　　　　　年　　　月　　　日

氏　名

補助金交付変更決定通知書

　　　　　年　　月　　日付け，　　　第　　号で通知した平成３１年度鹿嶋市結婚
活動支援事業補助金について，下記のとおり交付金額を変更することに決定したの
で，平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により
通知します。

記

変更後の
交付決定額

（Ａ） 金　　　　　　　　円

変更前の
交付通知額

（Ｂ） 金　　　　　　　　円

増減額
（Ｃ） 金　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）



様式第５号（第１０条関係）

鹿嶋市長　　　　　　　　　　様

申請者　住　所 （所在地）
氏　名 （団体等名称）

（代表者職氏名） 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　事業中止（廃止）の理由

３　事業中止（廃止）の予定年月日

４　付記事項

　　　　　　年　　　月　　　日

補助事業中止（廃止）届出書

　　　　　年　　月　　日付けで申請した平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助
金に係る事業を中止（廃止）したいので，鹿嶋市補助金等交付規則第１２条第２項及
び平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により
承認を得たく届け出ます。

記



様式第６号（第１０条，第１６条関係）

申請者　住　所 （所在地）
（団体等名称） 様
（代表者職氏名）

鹿嶋市長　 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　既交付決定通知額 金　　　　　　　　円

３　補助金等の取消理由

　　　第　号
　　　　　　年　　　月　　　日

氏　名

補助金交付取消決定通知書

　　　　　年　　月　　日付け，　　　第　　号で通知した平成３１年度鹿嶋市結婚
活動支援事業補助金について，下記のとおり交付金額を取消することに決定したの
で，平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第１０条第２項及び第１６
条の規定により通知します。

記



様式第７号（第１２条関係）

鹿嶋市長　　　　　　　　　　様

申請者　住　所 （所在地）
氏　名 （団体等名称）

（代表者職氏名） 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　概算払申請額等

３　概算払を受けたい時期と金額の明細

※　合計の「金額」欄は，概算払申請額（Ｃ）の金額と一致するものである
　こと｡

４　概算払を必要とする理由

５　付記事項

　　　　　　年　　　月　　　日

概　算　払　申　請　書

　　　　年　　月　　日付け，　　　第　　号により補助金の交付決定通知を受けた
平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金の概算払を受けたいので，平成３１年度
鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第１２条第２項の規定により申請します。

記

交付決定額 （Ａ） 金　　　　　　　　円

（Ａ）×０．９ （Ｂ） 金　　　　　　　　円

概算払申請額 （Ｃ） 金　　　　　　　　円

概算払希望時期 金　　　　額

年　　月 金　　　　　　　　円

年　　月 金　　　　　　　　円

合　　　　　計 金　　　　　　　　円



様式第８号（第１２条関係）

申請者　住　所 （所在地）
（団体等名称） 様
（代表者職氏名）

鹿嶋市長　 印

１　補助事業の名称　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇事業平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金返還指示額等

３　補助金返還期限

４　補助金返還の理由

５　付記事項

　　　　第　号
　　　　　　年　　　月　　　日

氏　名

補　助　金　返　還　通　知　書

　既に交付をした平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金について，返還の必要
が生じたので，平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第１２条第３項
の規定により通知します。

記

既 交 付 額 （Ａ）金　　　　　　　　　　　　円

確 定 額 （Ｂ）金　　　　　　　　　　　　円

返還指示額
（Ｃ）金　　　　　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）



様式第９号（第１３条関係）

鹿嶋市長　　　　　　　　　　様

申請者　住　所 （所在地）
氏　名 （団体等名称）

（代表者職氏名） 印

１　補助事業の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇事業平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金の内容

３　補助事業の完了年月日

４　付記事項

５　添付書類
（１）事業の概要及び成果書（様式第９号その１）
（２）収支決算書（様式第９号その２）
（３）補助事業決算内訳書（様式第９号その３）
（４）その他市長が必要と認める書類
　　　（実施の様子がわかる写真，周知チラシ等）

　　　　　　年　　　月　　　日

実　績　報　告　書

　　　　　年　　月　　日付け，　　第　　号により補助金の交付決定通知を受けた
平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業が完了したので，平成３１年度鹿嶋市結婚活動
支援事業補助金交付要綱第１３条第１項の規定により関係書類を添えて報告します。

記

交付決定額 （Ａ） 金　　　　　　　　円

精　算　額 （Ｂ） 金　　　　　　　　円

差　引　額
（Ｃ） 金　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）



様式第９号その１（第１３条関係）

１　事業名 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　総事業費

３　実施場所
（対象者等）

４　事業の概要
　　及び成果

男性 女性 合計

/      %

５　着手及び完了日 (1)着手日
(2)完了日

６　補助金精算の算出基礎等
(1)補助金精算の算出基礎

７　付記事項

事　業　の　概　要　及　び　成　果　書

金　　　　　　　　　　　円

項 目

参 加 者

マッチング組数/率

　　年　　　　月　　　　日
　　年　　　　月　　　　日

円

補助事業費 （Ａ） 円

参加者負担金 （Ｂ） 円

補助率(Ｅ) 又は限度額 １／２，１０万円を限度

（Ｄ）×（Ｅ） （Ｆ） 円

補助対象外経費 （Ｃ） 円

補助対象経費
（Ａ）-（Ｂ）-（Ｃ）

（Ｄ）

交付決定額 （Ｇ） 円

補助金精算額 （Ｈ） 円

※　補助金精算額は千円未満を切り捨てること。また，（Ｆ）と（Ｇ）を比
　較し，いずれか額が低い方を補助金精算額（Ｈ）とする。



様式第９号その２（第１３条関係）

１　収入決算

２　支出決算

３　収入支出差引

※ (1)この収支決算書は，補助事業に係る収支のみ計上すること。

収　　支　　決　　算　　書

（単位　円）

科　　　目 予算現額(A) 決　算　額(B)
比較増減額
(B) - (A)

摘　　　要
（積算基礎）

市 補 助 金

参加者負担
金（男性）

＠　　　　円
参加者　　人

参加者負担
金（女性）

＠　　　　円
参加者　　人

合　　計

（単位　円）

科　　　目 予算現額(A) 決　算　額(B)
比較増減額
(A) - (B)

摘　　　要
（積算基礎）

合　　計

（単位　円）

収入決算額 支出決算額 収入支出差引額
摘　　　　　要

（収入支出差引過不足額の処理方法）

　 (2)「市補助金」欄は，概算払の精算が終わったものとして補助金精算額を記入す
　　　こと。



様式第９号その３（第１３条関係）

補　助　事　業　決　算　内　訳　書

（単位　円）
区分 種別 内容 金額 金額の積算基礎

補助対象経費
単価×数量
＝金額

補助対象経費計

補助対象外経費

補助対象外経費計

合　計



様式第１０号（第１３条関係）

鹿嶋市長　　　　　　　　　　様

申請者　住　所 （所在地）
氏　名 （団体等名称）

（代表者職氏名） 印

１　補助事業の名称 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金の精算額等

３　付記事項

記

概　算　払　精　算　書

　概算払を受けた平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金の精算をしたいので，
平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第１３条第２項の規定により提
出します。

　　　　　　年　　　月　　　日

差引精算額
（Ｃ） 金　　　　　　　　円

（Ｂ）－（Ａ）

既概算払領収額 （Ａ） 金　　　　　　　　円

補助金精算額 （Ｂ） 金　　　　　　　　円



様式第１１号（第１４条関係）

申請者　住　所 （所在地）
（団体等名称） 様
（代表者職氏名）

鹿嶋市長　 印

１　補助事業の名称　　　　 平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金の交付確定額等

３　補助金確定に伴う措置
　

４　付記事項

　　第　号
　　　　　　年　　　月　　　日

氏　名

補　助　金　確　定　通　知　書

　　　　　年　　月　　日付け，　　　第　　号で通知した平成３１年度鹿嶋市結婚
活動支援事業補助金について，下記のとおり交付金額を確定したので，平成３１年度
鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第１４条の規定により通知します。

記

交付確定額 （Ａ） 金　　　　　　　　　　　　　円

既交付決定
（Ｂ） 金　　　　　　　　　　　　　円

通 　知 　額
　差　　　　額　

（Ｃ） 金　　　　　　　　　　　　　円
（Ａ）－（Ｂ）

※　既に補助金が交付確定額を超えて交付されている場合，その超えた金額の取扱い
　について記載すること。



様式第１２号（第１５条関係）

鹿嶋市長　　　　　　　　　　様

　 住　所 （所在地）
氏　名 （団体等名称）

（代表者職氏名） 印

１　補助事業の名称　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇事業平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業

２　補助金請求額等

３　支払種別　
（１）補助金額確定後払い

（２）概算払

４　付記事項

　　　　　　年　　　月　　　日

補　助　金　交　付　請　求　書

　　　　　年　　月　　日付け，　　　第　　号により補助金の交付決定(確定）の
あった平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金を鹿嶋市補助金等交付規則第２０
条第２項及び平成３１年度鹿嶋市結婚活動支援事業補助金交付要綱第１５条の規定に
より，下記のとおり請求します。

記

交付決定(確定)
通 知 額

（Ａ） 金　　　　　　　　円

　未交付額　
（Ｄ） 金　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）

既交付額 （Ｂ） 金　　　　　　　　円

今回交付請求額 （Ｃ） 金　　　　　　　　円


