
江戸川区防犯カメラ整備事業補助金交付要綱 

平成 27 年４月１日要綱第 16 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、江戸川区安全・安心まちづくり運動大綱に基づき、防犯カメラ

を整備しようとする地域団体に対し、江戸川区（以下「区」という。）が整備に要

する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域の防犯対策の向上を促

進し、もって、安全で安心なまちの実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的に公共空間での出来事を撮影するために、特

定の場所に継続的に設置される映像撮影装置、映像表示装置、映像記録装置そ

の他これらに附属する装置（疑似装置を含む。）をいう。ただし、専ら特定の

私有財産又は公有財産の保護、管理等を目的に設置される機器を除く。 

(２) 地域団体 町会、自治会、ＰＴＡ、商店街その他江戸川区内の一定の区域の

住民が組織し、又は参加する団体をいう。 

(３) 商店街 次に掲げるものをいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和 37 年法律第 141 号）により設立された商店街振興

組合 

イ 中小企業等協同組合法（昭和 24 年法律第 181 号）により設立された事業協

同組合 

ウ その他区が商店街と認めたもの 

(４) 安全・安心まちづくり推進地区 防犯対策を効果的に進める必要がある地区

として区が選定し、あらかじめ東京都に報告したものをいう。 

(５) 単独事業 地域団体が単独で行う防犯カメラの整備に関する事業をいう。 

(６) 連携事業 複数の地域団体が連携して行う防犯カメラの整備に関する事業を

いう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象者は、単独又は複数の地域団体とする（以下「補助対象者」とい

う。）。 

 

（補助事業） 

第４条 この要綱による補助の対象事業（以下「補助事業」という。）は、安全・安心

まちづくり推進地区に選定された地区内において実施される防犯カメラの整備に関



する事業又は地域団体（商店街で構成されている団体に限る。）により実施される

防犯カメラ整備に関する事業で、補助金の交付申請から補助金の請求までが区の一

会計年度中に完結する事業とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる防犯カメラの整備又は更新 

 に係る地域団体が負担した経費であって、使途、単価、規模等の確認ができ、江戸

川区長（以下「区長」という。）が、必要かつ適当と認めるもの（以下「補助対象経

費」という。）とする。ただし、次に掲げるものを除く。 

(１) 修繕、保守、清掃等に係る経費 

(２) 消耗品の交換に係る経費 

(３) 電力の受給その他当該防犯カメラの機能を維持するために要する経費 

(４) 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費 

(５) 車検、自動車保険料、燃料等、車両運行のために一般的に必要な経費 

(６) 当該経費のうち、防犯カメラの設置場所及びその本来の効果の及ぶ範囲が

近接又は重複するなど、この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明

らかなもの 

 

（補助金額の算出方法） 

第６条 補助金の交付額は、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た額と

し、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

２ 前項の規定により算出された額は、別表に定める補助限度額を上限とする。ただ

し、区長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の代表者（以下「交付申請者」と

いう。）は、補助金交付申請書に、次に掲げる書類を付して区長に提出しなければな

らない。 

(１) 補助金の交付を受けようとする補助対象者（連携事業にあっては、当該補

助対象者のうち代表となる補助対象者）の規約、名簿、活動の概要、実績等

が記載された資料 

(２) 実施する事業に関する地図・図面、仕様書、見積書及びその内訳書等 

(３) その他区長が必要と認める書類 

 

（交付決定及び通知等） 

第８条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請（以下「交付申請」という。）が

あったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定（以下「交付決定」という。）



又は不交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書又は補助金不交付決定通知

書により交付申請者へ通知するものとする。 

 

（交付決定に付す条件） 

第９条 前条に規定する交付決定に際しては、別記の条件を付して通知するものとす

る。 

 

（事前着手） 

第 10 条 交付申請者は、補助事業の実施に着手する場合は、原則として補助金の交付

決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事情により補助金の交付決定

前に当該事業に着手しなければならないときは、この限りではない。 

２ 交付申請者は、前項ただし書に該当する場合には、あらかじめ事前着手申請書を

区長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（事業の変更等） 

第 11 条 第８条第１項の規定により交付決定の通知を受けた交付申請者（以下「補助

決定者」という。）は、補助事業において次に掲げる変更等を行う場合は、事業変更

等承認申請書により区長に承認を求めるものとする。 

(１) 事業計画を変更しようとするとき。 

(２) 当該事業の実施を延期し、又は一時中止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、

事業変更等承認通知書により、補助決定者に通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第 12 条 補助決定者は、補助金交付決定通知書の交付決定の内容又はこれに付された

条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から 14 日以内に、その旨を記

載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項に規定するほか、補助決定者は、交付申請後に申請を取り下げようとすると

きは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 13 条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書に、次

に掲げる書類を付して、区長に提出しなければならない。 

(１) 契約書の写し 

(２) 機器等を設置した場所の詳細地図・図面 

(３) 納品書及び内訳書の写し 

(４) 請求書の写し 



(５) 防犯カメラ運用基準 

(６) その他区長が必要と認めるもの  

 

（補助金の額の確定） 

第 14 条 区長は、前条の実績報告を受けたときは、実績報告の内容を審査し、その報

告に係る事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは、区から交付すべ

き補助金の額を確定し、補助決定者に補助金交付額確定通知書により通知するもの

とする。 

２ 前項の規定により交付すべき補助金の額は、交付決定した額又は事業実績報告書

に記載された額に基づき第６条の規定により算出された額のうち、いずれか低い額

とする。 

 

（補助金の請求） 

第 15 条 補助決定者は、前条の規定による補助金交付額確定通知を受けたときは、速

やかに補助金請求書を区長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第 16 条 区長は、補助決定者から前条の補助金請求があったときは、遅滞なく補助決

定者に補助金を支払うものとする。 

 

（支払関係書類の提出） 

第 17 条 補助決定者は、補助事業に係る事業費の支払が完了したときは、領収書の写

し、金融機関の預金通帳の写し、口座振込依頼書の写し等の当該支払が確認できる

書類を速やかに区長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第 18 条 区長は、補助決定者が次に掲げる条件のいずれかに該当する場合、交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は交付決定に基づく命令に違

反したとき。 

(４) 当該補助事業により取得した設備が、正当な理由なく機能を停止した状態

にあるとき。 

(５) 補助金の交付申請を行った日の属する区の会計年度内に、正当な理由なく

補助事業が完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったとき。 

２ 区長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、補助金交



付決定取消通知書により補助決定者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 19 条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定

めて、その返還を命じるものとする。 

 

（関係書類の保管） 

第 20 条 補助決定者は、補助事業に係る関係書類を、当該事業が完了した日の属する

区の会計年度の終了後５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第 21 条 この要綱に定めのない事項については、江戸川区補助金等交付規則（昭和

42 年３月江戸川区規則第３号）に定めるところによる。 

 

（様式） 

第 22 条 この要綱の施行について必要な様式は、危機管理部長が別に定める。 

 

（委任） 

第 23 条 この要綱の施行について必要な事項は、危機管理部長が別に定める。 

 

付則 （省略） 

 

別記（第９条関係） 

交付決定に付す条件 

 区長は、交付決定に際し、次の条件を付すものとする。 

１ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。 

２ 取得財産等について、事業の完了後においても、厳正な管理の下、補助金の

交付目的に従って、その効率的運用を図ること。 

３ 取得財産等を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合

は、区長にその旨及びその後の対策について報告すること。 

４ 取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他

の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区

長が認めた場合はこの限りでない。 

５ 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合

は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付すること。 



６ 補助事業の完了後、区長から要求があったときは、事業内容について報告す

ること。ただし、報告義務を負う期間は、補助事業の完了した日の属する会計

年度の終了後５年間とする。 

７ 取得財産等について、第４項の規定による承認を受けようとする場合は、取

得財産等処分承認申請書を区長に提出し、区長から取得財産等処分承認通知書

による承認を受けなければならない。 

 

別表（第５条、第６条関係） 

補助対象経費、補助率及び補助限度額 

補助対象

者 

単独の地域団体（商店街を除く。）

又は複数の地域団体（商店街のみの

場合を除く。） 

単独又は複数の商店街のみの地域団体 

補助対象

経費 

１ 防犯カメラの設備の整備（購入、賃借、取付け等）に係る経費 

２ 防犯カメラの更新に係る経費 

前項により整備した防犯カメラに限り、当該整備が完了した日の属す

る区の会計年度終了後、別途定める年数を経過し、かつ、次に掲げる条

件の全てを満たす場合の更新（購入、賃借、取付け、撤去等）に係る経

費 

(１) 整備後の防犯活動が継続的に行われていること。 

(２) 映像表示装置又は映像記録装置に附属する装置のみの整備に係る 

経費でないこと。 

(３) 設備の修理及び保守等機器類の維持管理が適切に行われているこ 

と。 

(４) 通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態に 

あること。 

賃借により設備を整備した場合にあっては、整備初年度分の賃借に係る

経費を対象とする。 

補助率 
新規 更新 新規 更新 

６分の５ ３分の２ 

補助限度

額 

単独事業 連携事業 単独事業・連携事業 

１地域当たり 

500万円 

１地域当たり 

750万円 

１地域当たり600万円 

備考 補助金の交付額において、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。  

  

   付 則  



この要綱は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 


