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ＪＲ芸備線が全面復旧し

4 月にもご案内しましたとおり、

ない、ＪＲ芸備線を利用して市内の高等学校に通学する学生さんと保護者への

支援として、補助金事業を

 

この度、１０月２３日

ご案内をさせていただくとともに、別紙「

を配布させていただきますので、制度の積極的なご利用をお願いいたします。

【配布物】 

   ○案内文書（この資料）

   ○補助金交付申請書

   ○定期代の日割り表

   ○補助金交付申請額の計算のしかた

  ※補助金を申請される場合は、上記の申請書を

令和元年
までにご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

補助金制度の詳しい内容については、安芸高田市のホームページ

URL https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu2/

でも確認することができます。
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この度、１０月２３日

をさせていただくとともに、別紙「

を配布させていただきますので、制度の積極的なご利用をお願いいたします。

 

案内文書（この資料）

○補助金交付申請書

定期代の日割り表

○補助金交付申請額の計算のしかた

補助金を申請される場合は、上記の申請書を

令和元年
にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

補助金制度の詳しい内容については、安芸高田市のホームページ

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu2/

確認することができます。

 

芸備線を利用して市内高等学校

に通学する生徒の保護者の方へ 

ＪＲ芸備線が全面復旧し

補助金申請の

月にもご案内しましたとおり、

ない、ＪＲ芸備線を利用して市内の高等学校に通学する学生さんと保護者への

支援として、補助金事業を創設しています

この度、１０月２３日からＪＲ芸備線が全面開通することを受け、改めて

をさせていただくとともに、別紙「

を配布させていただきますので、制度の積極的なご利用をお願いいたします。

案内文書（この資料） 

○補助金交付申請書 兼 実績報告書

定期代の日割り表 

○補助金交付申請額の計算のしかた

補助金を申請される場合は、上記の申請書を

令和元年 11 月
にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

補助金制度の詳しい内容については、安芸高田市のホームページ

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu2/

確認することができます。（裏面に
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を配布させていただきますので、制度の積極的なご利用をお願いいたします。

実績報告書（記入例を含む）

○補助金交付申請額の計算のしかた 

補助金を申請される場合は、上記の申請書を

月 22
にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

補助金制度の詳しい内容については、安芸高田市のホームページ

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu2/

（裏面に今後の手続きを

ＪＲ芸備線が全面復旧し

補助金申請のご案内）

安芸高田市では、ＪＲ芸備線の不通

ない、ＪＲ芸備線を利用して市内の高等学校に通学する学生さんと保護者への

創設しています。 

ＪＲ芸備線が全面開通することを受け、改めて

補助金交付申請書

を配布させていただきますので、制度の積極的なご利用をお願いいたします。

（記入例を含む）

補助金を申請される場合は、上記の申請書を 

22 日（金
にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

補助金制度の詳しい内容については、安芸高田市のホームページ

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu2/

今後の手続きを

（お問い合わせ）
安芸高田市総務部総務課
行政係
℡：

令和元年

安芸高田市

ＪＲ芸備線が全面復旧します

ご案内） 

安芸高田市では、ＪＲ芸備線の不通

ない、ＪＲ芸備線を利用して市内の高等学校に通学する学生さんと保護者への

ＪＲ芸備線が全面開通することを受け、改めて

補助金交付申請書 兼

を配布させていただきますので、制度の積極的なご利用をお願いいたします。

（記入例を含む） 

日（金） 
にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

補助金制度の詳しい内容については、安芸高田市のホームページ

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu2/

今後の手続きを記載しています。）

（お問い合わせ）
安芸高田市総務部総務課
行政係 藤井･山根
℡：0826-42

令和元年 10 月 18

安芸高田市 総務課

ます 

安芸高田市では、ＪＲ芸備線の不通にとも

ない、ＪＲ芸備線を利用して市内の高等学校に通学する学生さんと保護者への

ＪＲ芸備線が全面開通することを受け、改めて

兼 実績報告書

を配布させていただきますので、制度の積極的なご利用をお願いいたします。

にご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

補助金制度の詳しい内容については、安芸高田市のホームページ 

https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/soumu_soumu2/y161/ 

記載しています。）

（お問い合わせ） 
安芸高田市総務部総務課

藤井･山根 
42-5611 

18 日 

総務課 
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安芸高田市総務部総務課 



～今後の手続きの流れ～ 

 

 

①JR 芸備線の開通（補助対象期間の確定） 

 

 

②【保護者】「補助金交付申請書」の記入・定期券の写しを付けて学校へ提出 

 

 

③【学校】とりまとめ・市役所へ提出 

 

 

④【市役所】「交付決定書」の通知と「補助金請求書」等の配布 

 

 

⑤【保護者】「補助金請求書」の記入・振込先の通帳の見開きの写しを付けて学校へ提出 

 

 

⑥【学校】とりまとめ・市役所へ提出 

 

 

⑦【市役所】振込口座等の確認後、各保護者への補助金の振込 

 

 



様式第 1 号（第 4 条関係） 

 

補助金交付申請書 兼 実績報告書 

 

年  月  日  

 

 安芸高田市長 様 

申請者(保護者)                    

住  所                     

氏  名                   印 

電話番号                     

 

 安芸高田市 JR芸備線の運休に係る市内高等学校通学生徒支援補助金交付要綱第 5条の規

定により、以下のとおり補助金の交付を申請します。 

 

 

 １ 補助金交付申請額         円 

 

 ２ 内容 

学校名 吉田高等高校  ・  向原高等高校 

生徒 氏名  学年  

JR 芸備線の 

利 用 区 間 
駅から 向原・甲立・吉田口  駅まで 

補 助 金 の 

対 象 期 間 
平成 31 年 4 月 1 日から 令和元年 10 月 22 日まで 

購入した定期

券の合計金額 
円  

 

 ３ 添付書類 

  購入した定期券の写し 

 

 

  



様式第 1 号（第 4 条関係） 

 

補助金交付申請書 兼 実績報告書 

 

年  月  日  

 

 安芸高田市長 様 

申請者(保護者)                    

住  所                     

氏  名                   印 

電話番号                     

 

 安芸高田市 JR芸備線の運休に係る市内高等学校通学生徒支援補助金交付要綱第 5条の規

定により、以下のとおり補助金の交付を申請します。 

 

 

 １ 補助金交付申請額     ○○○○円 

 

 ２ 内容 

学校名 吉田高等高校  ・  向原高等高校 

生徒 氏名  学年 
  

JR 芸備線の 

利 用 区 間 
○○駅から 向原・甲立・吉田口  駅まで 

補 助 金 の 

対 象 期 間 
平成 31 年 4 月 1 日から 令和元年 10 月 22 日まで 

購入した定期

券の合計金額 
○○○○円  

 

 ３ 添付書類 

  購入した定期券の写し 

 

 

 

 

 

記 入 例 

該当する方に○ 

別添「補助金交付申請額の計算のしか

た」を参考にしていただき、金額を記

入してください。 

（※購入した定期券の合計金額ではな

い場合があります。） 

保護者の住所・氏名・連
絡先・押印をお願いしま
す。 

生徒の氏名 該当する駅に
○をしてくだ
さい。 

○年 

添付した全ての定期券の写しの合計金

額を記入してください。 

定期券の写しが複数枚ある

場合は、全て添付してくださ

い。 



定期代の日割り表

（円） （円） （円）

1ヶ月定期の
1日当りの額

3ヶ月定期の
1日当りの額

6ヶ月定期の
1日当りの額

1ヶ月定期の
1日当りの額

3ヶ月定期の
1日当りの額

6ヶ月定期の
1日当りの額

1ヶ月定期の
1日当りの額

3ヶ月定期の
1日当りの額

6ヶ月定期の
1日当りの額

広島 ⇔ 向原 341 324 296 広島 ⇔ 甲立 419 398 377 広島 ⇔ 吉田口 391 372 352

矢賀 ⇔ 向原 328 312 295 矢賀 ⇔ 甲立 403 383 363 矢賀 ⇔ 吉田口 372 353 335

戸坂 ⇔ 向原 290 275 261 戸坂 ⇔ 甲立 363 345 326 戸坂 ⇔ 吉田口 341 324 307

安芸矢口 ⇔ 向原 280 266 252 安芸矢口 ⇔ 甲立 341 324 307 安芸矢口 ⇔ 吉田口 316 300 284

玖村 ⇔ 向原 270 257 243 玖村 ⇔ 甲立 328 312 295 玖村 ⇔ 吉田口 297 282 267

下深川 ⇔ 向原 259 246 233 下深川 ⇔ 甲立 312 296 280 下深川 ⇔ 吉田口 282 268 254

中深川 ⇔ 向原 259 246 233 中深川 ⇔ 甲立 297 282 267 中深川 ⇔ 吉田口 280 266 252

上深川 ⇔ 向原 251 239 226 上深川 ⇔ 甲立 282 268 254 上深川 ⇔ 吉田口 270 257 243

狩留家 ⇔ 向原 247 235 223 狩留家 ⇔ 甲立 272 258 245 狩留家 ⇔ 吉田口 259 246 233

白木山 ⇔ 向原 245 233 221 白木山 ⇔ 甲立 261 249 235 白木山 ⇔ 吉田口 256 243 230

中三田 ⇔ 向原 234 222 210 中三田 ⇔ 甲立 259 246 233 中三田 ⇔ 吉田口 251 239 226

上三田 ⇔ 向原 197 188 171 上三田 ⇔ 甲立 247 235 223 上三田 ⇔ 吉田口 242 230 218

志和口 ⇔ 向原 151 144 136 志和口 ⇔ 甲立 242 230 218 志和口 ⇔ 吉田口 229 218 207

井原市 ⇔ 向原 117 111 105 井原市 ⇔ 甲立 226 215 203 井原市 ⇔ 吉田口 180 171 162

向原 ⇔ 甲立 151 144 136 向原 ⇔ 吉田口 126 119 113

三次 ⇔ 向原 251 239 226 吉田口 ⇔ 甲立 99 95 90

西三次 ⇔ 向原 251 239 226 三次 ⇔ 吉田口 242 230 218

志和地 ⇔ 向原 229 218 207 三次 ⇔ 甲立 229 218 207 西三次 ⇔ 吉田口 234 222 210

上川立 ⇔ 向原 197 188 171 西三次 ⇔ 甲立 197 188 171 志和地 ⇔ 吉田口 175 166 158

甲立 ⇔ 向原 151 144 136 志和地 ⇔ 甲立 126 119 113 上川立 ⇔ 吉田口 138 131 124

吉田口 ⇔ 向原 126 119 113 上川立 ⇔ 甲立 108 103 97

区間 区間 区間

向原駅 甲立駅 吉田口駅


