
令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金交付要綱  

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，鹿嶋市における自主防災組織の結成促進と地域における自主的

な防災活動を支援するため，予算の範囲内において，令和４年度鹿嶋市自主防

災組織活動支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについ

て，鹿嶋市補助金等交付規則（平成１４年規則第４号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は，次に掲げる者のうち，令和２年４月１日か

ら申請の日までにおいて，この要綱と同様の趣旨による補助金の交付を受けてい

ない団体とする。 

 （１）行政区を単位とし，住民の連携に基づき結成された防災活動を行う団体 

（２）その他市長が特に認める団体 

２ 規則第４条第１項の「市税等」とは，市税及び国民健康保険税とする。 

（補助金の交付対象） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の事業種目，

事業区分，補助対象経費，補助率及び補助限度額は，別表のとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第７条の申請書は，様式第１号とする。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付するものとする。 

（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）補助事業資金計画書（様式第１号その４） 

（５）前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

３ 規則第７条の所定の期日は，令和５年１月３１日とする。 

（補助金の交付決定等の通知） 

第５条 規則第９条第１項の交付決定通知書は，様式第２号とする。 

２ 規則第９条第３項の補助金等交付申請却下通知書は，様式第２号その１とする。 

 



（申請の取下げの期日） 

第６条 規則第１１条第１項の市長が別に定める期日は，交付の決定の通知を受けた

日から起算して２０日を経過した日とする。 

（補助事業の計画変更） 

第７条 規則第１２条第１項の補助事業等計画変更申請書は，様式第３号とする。 

２ 市長は，規則第１２条第１項の承認をしたときは，補助事業等計画変更承認通知

書（様式第４号）により，当該申請をした者に通知するものとする。 

（補助事業の中止等） 

第８条 規則第１２条第２項の補助事業中止（廃止）届出書は，様式第５号とする。 

２ 市長は，規則第１２条第２項の承認をしたときは，補助事業中止（廃止）承認通

知書（様式第６号）により，当該届出をした者に通知するものとする。 

３ 補助金の交付の決定を受けた者は，補助事業が予定の期間内に完了しないとき，

又はその執行が困難になったときは，速やかに書面により市長に報告し，その指

示を受けなければならない。 

（状況報告及び調査等への協力）  

第９条 補助金の交付の決定を受けた者は，市長が補助事業に関して報告を求めたと

き，又は帳簿書類その他物件の調査をするときは，積極的に協力しなければなら

ない。 

 （概算払等） 

第１０条 規則第２０条第１項ただし書の概算払の額は，補助金の交付を決定した額

の全額とする。 

２ 前項の概算払を受けようとする者は，概算払申請書（様式第７号）を市長に提出

しなければならない。 

３ 市長は，補助金の額が確定した場合において，既にその額を超える補助金が交付

されているときは，規則第２１条第２項の規定により，その額の返還を補助金返

還通知書（様式第８号）により，概算払を受けた者に通知するものとする。 

４ 前項の規定による通知を受けた者は，その通知を受けた日から起算して１０日を

経過した日までに市長に返還しなければならない。 

 （実績報告） 

第１１条 規則第１６条第１項の実績報告書は，様式第９号とする。 

２ 実績報告書には，次に掲げる書類を添付するものとする。 

（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）前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

３ 実績報告書は，補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は令和

５年３月３１日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。 

４ 補助金の概算払を受けた者は，実績報告書を提出する際に，概算払精算書（様式

第１０号）を併せて提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定通知） 

第１２条 規則第１７条の規定による通知は，補助金確定通知書（様式第１１号）に

より行うものとする。 

 （補助金交付決定取消通知書） 

第１３条 規則第１９条第２項の規定による通知は，補助金交付決定取消通知書（様

式第１２号）により行うものとする。 

（請求書） 

第１４条 規則第２０条第２項の請求書は，様式第１３号とする。 

（財産処分の制限） 

第１５条 規則第２３条第１項第２号の機械及び重要な器具で市長が指定するものは，

次のとおりとする。 

 （１）取得価格が３０万円以上の機械及び器具 

 （２）取得価格が１０万円以上の備品 

２ 規則第２３条第２項の市長の定める期間は，次のとおりとする。 

（１）機械 １０年 

（２）取得価格が１０万円以上の備品 ５年 

（実績内容等の公開） 

第１６条 市長は，補助事業の実績内容等を年度終了後２か月を経過した日から公開

することができるものとする｡ 

 

附 則 

この告示は，公布の日から施行し，令和４年４月１日より適用する。 



別表（第３条関係） 

事業種目 事業区分 補助対象経費 補助率及び補助限度額 

自主防災組

織活動支援

事業 

自主防災組

織結成促進

事業（当該

年度に結成

又は結成後

１年に満た

ない団体が

実施する防

災事業をい

う。） 

自主防災組織結成に係

る事業及び防災活動に

必要な資機材購入に要

する経費 

１ 報償費 

２ 需用費 

消耗品費 

燃料費 

食糧費 

印刷製本費 

賄材料費 

３ 役務費 

通信運搬料 

保険料 

４ 使用料及び賃借料 

５ 備品購入費 

１ 補助率 

 補助対象経費の１０

分の１０以内 

２ 補助限度額５万円 

 自主防災組

織活動育成

事業（市内

で１年以上

の自主防災

活動の実績

を持つ団体

が実施する

防災事業を

いう。） 

市内で活動する自主防

災組織が個別に行う防

災事業及び資機材購入

に要する経費 

１ 報償費 

２ 需用費 

消耗品費 

燃料費 

食糧費 

印刷製本費 

賄材料費 

３ 役務費 

通信運搬料 

保険料 

４ 使用料及び賃借料 

５ 備品購入費 

１ 補助率 

 補助対象経費の４分

の３以内 

２ 補助限度額５万円 

 備考 補助額に１，０００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものと

する。 



様式第１号（第４条関係）

申請者　 住　所
氏　名

本件責任者 氏　名
連絡先

本件担当者 氏　名
連絡先

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

２　補助金の申請金額

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）補助事業資金計画書（様式第１号その４）
（５）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

　令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金の交付を受けたいので，関係書類を添えて下
記のとおり申請します。

記

鹿嶋市長　　　　　　　　様

金 円

私（法人等の場合は，当該法人及びその代表者）は，交通防災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）

住所（代表者の住所）
氏名（代表者の氏名）
代表者の生年月日（ 年 月 日）

※情報提供に同意しない場合は，納税証明書（市税に未納がないこと。）を添付してください。



様式第１号その１（第４条関係）

１　事業名 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

２　補助事業費

３　実施場所（対象地区，対象者等）

４　目　的

５　内　容

６　期待される効果

７　着手及び完了の予定日 　（１）着手予定日 　　年　　月　　日
　（２）完了予定日 　　年　　月　　日

８　補助金の算出基礎等

　（１）補助金の算出基礎

　（２）補助対象外経費の明細

９　付記事項

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

金　　　額

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

補　助　事　業　計　画　書

補助対象外経費の項目

補助金申請額 （Ｆ）

※　補助金申請額は，１，０００円未満を切り捨てること。

合　　　計

補助対象経費
（Ａ）－（Ｂ）

（Ｃ）

補助率（Ｄ）又は限度額

（Ｃ）×（Ｄ） （Ｅ）

補助事業費 （Ａ）

補助対象外経費 （Ｂ）

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

自主防災組織結成促進事業１０分の１０以内又は限度額５万円
自主防災組織活動育成事業４分の３以内又は限度額５万円

円



様式第１号その２（第４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。

前 年 度（Ｂ） （積算基礎）

市補助金

合　　計

（単位　円）

科　　　目
予　　算　　額

（積算基礎）

合　　計

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）

比較増減額
（Ａ）－（Ｂ）

摘　　　要
本 年 度（Ａ） 前 年 度（Ｂ）

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0



様式第１号その３（第４条関係）

補　助　事　業　経　費　内　訳　書

金額

単価×数量＝金額

○視察研修予定内容等

　日　程 視察研修事業費 円

　視察先 　その財源内訳

　宿泊地 　　市補助金 円

　視察目的 　　参加負担金 円

　視察事項 　　会　費 円

　参加人数 　　その他 円

区分 種別 内容 金額の積算基礎

　２　補助対象経費に視察研修経費が含まれている場合は，その概要と目的を明確に余白に記入
　　する（記入しきれない場合は，別紙で添付する）こと。

補助対象経費

補助対象経費計

補助対象外経費

補助対象外経費計

合　計

（単位　円）

※１　金額の「合計」欄の数値は，収支予算書の支出予算の本年度予算額の合計欄の数値と一致
　　するものであること。

0



様式第１号その４（第４条関係）

補　助　事　業　資　金　計　画　書

第１四 第２四 第３四 第４四 出納整
予算額 半 期 半 期 半 期 半 期 理期間

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４～５月

支 科

出 目

収 科

入 目

補助事業以外の会計等からの流用

※　資金過不足額（累計）は，当期の資金過不足額（Ｃ）に前期の資金過不足額（Ｃ）を加えた
　額となります。
　（例）第３四半期の資金過不足額（累計）＝第３四半期（Ｃ）＋第２四半期（Ｃ）

市補助金

（単位　円）

区　　　　　　　　分

合　　　計 　（Ａ）

合　　　計 　（Ｂ）

資金過不足額（Ｂ）－（Ａ）　（Ｃ）

資金過不足額（累計）



様式第２号（第５条関係）

申請者　住　所

鹿嶋市長　

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

２　補助金交付決定額

３　附帯条件

４　補助金交付に係る指示事項

記

　　　　　　　　第　　号
　　　　　年　　月　　日

氏　名

補　助　金　交　付　決　定　通　知　書

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金の
交付について，下記のとおり決定したので通知します。

　　　　　　　　　様

金 円



様式第２号その１（第５条関係）

申請者　住　所

鹿嶋市長　

　補　助　金　等　交　付　申　請　却　下　通　知　書

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

２　却下理由

３　特記事項

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金の
交付について，下記のとおり申請を却下したので通知します。

記

　　　　　　　　第　　号
　　　　　年　　月　　日

氏　名 　　　　　　　　　様



様式第３号（第７条関係）

申請者　 住　　所
氏　　名

本件責任者 氏　名
連絡先

本件担当者 氏　名
連絡先

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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

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か，
　具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，
　提出すること。

記

変更後の
申請金額

（Ａ） 金　　　　　　　　　　円

変更前の
申請金額

（Ｂ） 金　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　月　　日

補助事業等計画変更申請書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　号で交付決定の通知のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組
織活動支援事業補助金に係る事業等の計画について，下記のとおり変更したいので申請します。

鹿嶋市長　　　　　　　　様



様式第４号（第７条関係）

申請者　住　所

鹿嶋市長　

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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

増減額
（Ｃ） 金　　　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）

変更後の
交付決定額

（Ａ） 金　　　　　　　　　　円

変更前の
交付通知額

（Ｂ） 金　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　月　　日

氏　名

補助事業等計画変更承認通知書

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金に
係る事業等の計画の変更について，下記のとおり承認したので通知します。

記

　　　　　　　　　様

　　　　　　　　第　　号



様式第５号（第８条関係）

申請者　 住　　所
氏　　名

本件責任者 氏　名
連絡先

本件担当者 氏　名
連絡先

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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

記

　　　　　年　　月　　日

補助事業中止（廃止）届出書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　号で交付決定の通知のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組
織活動支援事業補助金に係る事業等について，下記のとおり中止（廃止）したいので届け出ます。

鹿嶋市長　　　　　　　　様



様式第６号（第８条関係）

申請者　住　所

鹿嶋市長　

補助事業中止（廃止）承認通知書

　　　　　年　　月　　日付けで届出のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金
に係る事業等の中止（廃止）について，届出のとおり承認したので通知します。

　　　　　　　　第　　号
　　　　　年　　月　　日

氏　名 　　　　　　　　　様



様式第７号（第１０条関係）

申請者　 住　　所
氏　　名

本件責任者 氏　名
連絡先

本件担当者 氏　名
連絡先

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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　　日付け　　第　号で交付決定の通知のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組
織活動支援事業補助金について，下記のとおり概算払を受けたいので申請します。

記

交付決定額 （Ａ） 金　　　　　　　　　　円

合　　　　　計 金　　　　　　　　　　円

概算払希望時期 金　　　　額

年　　月 金　　　　　　　　　　円

年　　月 金　　　　　　　　　　円

（Ａ）×１．０ （Ｂ） 金　　　　　　　　　　円

概算払申請額 （Ｃ） 金　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　月　　日

概　算　払　申　請　書

鹿嶋市長　　　　　　　　様



様式第８号（第１０条関係）

申請者　住　所

鹿嶋市長　

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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

返還指示額
（Ｃ） 金　　　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）

既交付額 （Ａ） 金　　　　　　　　　　円

確定額 （Ｂ） 金　　　　　　　　　　円

氏　名

補　助　金　返　還　通　知　書

　既に交付をした令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金について，下記のとおり返還
の必要が生じたので通知します。

記

　　　　　　　　　様



様式第９号（第１１条関係）

申請者　 住　　所
氏　　名

本件責任者 氏　名
連絡先

本件担当者 氏　名
連絡先

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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１０号その１）
（２）収支決算書（様式第１０号その２）
（３）補助事業決算内訳書（様式第１０号その３）
（４）その他

精　算　額 （Ｂ） 金　　　　　　　　　　円

差　引　額
（Ｃ） 金　　　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）

　　　　　年　　月　　日付け　　第　号で交付決定の通知のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組
織活動支援事業補助金について，補助事業が完了したので，関係書類を添えて下記のとおり報告し
ます。

記

交付決定額 （Ａ） 金　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　月　　日

実　績　報　告　書

鹿嶋市長　　　　　　　　様



様式第９号その１（第１１条関係）

１　事業名 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

２　総事業費 円

３　実施場所（対象地区，対象者等）

４　目的の達成状況

５　事業の概要

６　事業の成果

７　着手及び完了日 （１）着手日 　　年　　月　　日
（２）完了日 　　年　　月　　日

８　補助金精算の算出基礎等
　（１）補助金精算の算出基礎

　（２）補助対象外経費の明細

９　付記事項

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

自主防災組織結成促進事業１０分の１０以内又は限度額５万円
自主防災組織活動育成事業４分の３以内又は限度額５万円

　　　　　　　　　　　　　　円

補助対象経費
（Ａ）－（Ｂ）

合　　　計

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

補助金精算額 （Ｇ）

※　補助金精算額は，１，０００円未満を切り捨てること。また，（Ｅ）と（Ｆ）を
　比較し，いずれか額が低い方を補助金精算額（Ｇ）とする。

補助対象外経費の項目

（Ｃ）×（Ｄ） （Ｅ）

交付決定額 （Ｆ）

金　　　額

　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　円

（Ｃ）

補助率（Ｄ）又は限度額

補助対象外経費 （Ｂ）

補助事業費 （Ａ）

事　業　の　概　要　及　び　成　果　書



様式第９号その２（第１１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。

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）

市補助金

合　　計

（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）

（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）

収　　支　　決　　算　　書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　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ること。



様式第９号その３（第１１条関係）

金額
単価×数量＝金額

○視察研修実施内容等

　日　程 視察研修事業費 円

　視察先 　その財源内訳

　宿泊地 　　市補助金 円

　視察目的 　　参加負担金 円

　視察事項 　　会　費 円

　参加人数 　　その他 円

　２　補助対象経費に視察研修経費が含まれている場合は，その概要と目的を明確に余白に記入
　　する（記入しきれない場合は，別紙で添付する）こと。

補助対象経費

補助対象経費計

補助対象外経費

補助対象外経費計

合　計

※１　金額の「合計」欄の数値は，収支予算書の支出予算の本年度予算額の合計欄の数値と一致
　　するものであること。

0

補　助　事　業　決　算　内　訳　書

（単位　円）
区分 種別 内容 金額の積算基礎

0

0



様式第１０号（第１１条関係）

申請者　 住　　所
氏　　名

本件責任者 氏　名
連絡先

本件担当者 氏　名
連絡先

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

２　補助金の精算額等

３　付記事項

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

　　　　　年　　月　　日

概　算　払　精　算　書

　概算払を受けた令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補助金の精算をしたいので，下記の
とおり提出します。

記

鹿嶋市長　　　　　　　　様



様式第１１号（第１２条関係）

申請者　住　所

鹿嶋市長　

１　補助事業の名称　　　　 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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

既交付決定
（Ｂ） 金　　　　　　　　　　　円

通 　知 　額
　差　　　　額　

（Ｃ） 金　　　　　　　　　　　円
（Ａ）－（Ｂ）

氏　名

補　助　金　確　定　通　知　書

　　　　　年　　月　　日付けで実績報告のあった令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業補
助金について，下記のとおり額を確定したので通知します。

記

交付確定額 （Ａ） 金　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　第　　号
　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

※ 既に補助金が交付確定額を超えて交付されている場合は，その超えた金額の取扱い等に

ついて記載すること。



様式第１２号（第１３条関係）

申請者　住　所

鹿嶋市長　

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

２　既交付決定通知額

３　補助金等の取消理由

　　　　　年　　月　　日付け　　第　号で交付決定の通知をし令和４年度鹿嶋市自主防災組織活
動支援事業補助金について，下記のとおり交付決定を取り消したので通知します。

　　　　　　　　第　　号
　　　　　年　　月　　日

氏　名

補助金交付決定取消通知書

記

金 円

　　　　　　　　　様



様式第１３号（第１４条関係）

　 住　　所
氏　　名

本件責任者 氏　名
連絡先

本件担当者 氏　名
連絡先

１　補助事業の名称 令和４年度鹿嶋市自主防災組織活動支援事業

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

交付決定（確定）通知額
（Ａ）

　未交付額　
（Ｄ） 金　　　　　　　　　　円

（Ａ）－（Ｂ）－（Ｃ）

金　　　　　　　　　　円

既交付額 （Ｂ） 金　　　　　　　　　　円

今回交付請求額 （Ｃ） 金　　　　　　　　　　円

　　　　　年　　月　　日

補　助　金　交　付　請　求　書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　号で額の確定（交付決定）の通知のあった令和４年度鹿嶋
市自主防災組織活動支援事業補助金について，下記のとおり請求します。

記

鹿嶋市長　　　　　　　　様


