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○花巻市障がい児・障がい者支援施設整備事業補助金交付要綱 

平成27年４月23日告示第172号 

改正 

平成28年３月28日告示第72号 

平成30年３月26日告示第61号 

令和３年３月22日告示第66号 

花巻市障がい児・障がい者支援施設整備事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障がい児・障がい者の支援を行う施設の整備を促進し、もって障が

い児・障がい者の自立を支援するため、施設整備費の一部を補助するに当たり、花巻市

補助金等交付規則（平成18年花巻市規則第61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。 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人（以下「補助対象者」

という。）とする。 

(１) 指定障害福祉サービス事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号。第７条において「法」という。）第29条第１項

の規定により都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者をいう。）又は

指定障害児通所支援事業者（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の15の規

定により都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者をいう。）としての指

定を受けている法人 

(２) 市内において生活介護施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、グループホ

ーム又は放課後等デイサービス施設（以下「障がい福祉サービス施設等」という。）

を整備し、これらを運営し、又は運営しようとする法人 

(３) 市税及び公共料金を完納している法人 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業（以下「補助対象事業」という。）と

する。 

(１) 補助対象者が障がい福祉サービス施設等を新築し、又は改築する事業 

(２) 補助対象者が所有し、又は取得し、若しくは借り受けた建物を障がい福祉サービ
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ス施設等として改修し、又は増築する事業 

(３) 補助対象者が既に運営している障がい福祉サービス施設等を改修し、又は増築す

る事業 

（補助対象経費等） 

第４条 前条の補助対象事業のうち補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

及び補助の対象とならない経費（以下「補助対象外経費」という。）は、別表第１に定

めるとおりとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金額は、障がい福祉サービス施設等１施設当たりの整備費の総額から国、県

その他の団体等から受けた助成及び寄附並びに補助対象外経費を控除した額に２分の１

を乗じて得た額（千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）と補助対象事

業の区分に応じて別表第１に定める上限額とのいずれか低い額とする。 

（申請の取下期日） 

第６条 規則第７条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受

領した日から起算して15日以内とする。 

（補助の条件） 

第７条 補助金の交付については、次の各号に掲げる補助の条件を付するものとする。 

(１) 補助対象事業である障がい福祉サービス施設等の運営を事業開始から10年以上継

続して行うこと。 

(２) 補助対象事業である障がい福祉サービス施設等の定員の３分の２以上の利用者が

花巻市が法第５条第７項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援、

同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第17項に規定する共同生活援助に係

る支給決定をした者又は児童福祉法第６条の２の２第４項に規定する放課後等デイサ

ービスの支給決定をした障がい児の保護者であること。 

(３) 法令等の基準その他を遵守すること。 

２ 市長は、前項各号に掲げる補助の条件を満たしていない又は満たすことができないと

認められるときは、補助金の交付をしないものとする。 

（補助の対象外） 

第８条 第３条の規定にかかわらず、補助対象事業であってもこの要綱により既に補助を

受けている又は受けたことのある障がい福祉サービス施設等の施設整備については、当
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該補助の対象としない。 

（承認を受けるべき事項） 

第９条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、第１号に掲げる事項のうち

軽微なものについては、この限りでない。 

(１) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。 

(２) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（補助金の返還） 

第10条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が第７条第１項各号の補助の条件

のいずれかに該当しなくなったときは、当該補助金の返還を命ずることができる。ただ

し、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。 

２ 前項の補助金の返還は、補助金の交付額を障がい福祉サービス施設等の補助対象年数

（第７条第１項第１号に規定する年数とする。）で除して得た額（千円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てた額）に適正な事業が実施されていた経過年数（端数があ

るときは切り上げて１年とする。）を乗じて得た額を当該補助金の交付額から差し引い

た額とする。 

（立入検査等） 

第11条 市長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求

め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件

を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

（書類の整備等） 

第12条 補助事業者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該

補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間（当該補助事業により取

得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が５年を超える場合にあっては、

当該処分の制限期間）これを保存しなければならない。 

（消費税等仕入控除税額に係る報告等） 

第13条 補助事業者は、規則第３条の規定に基づき補助金の交付の申請をするに当たって、

当該補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助金の交付の対象となる経費に含まれる消

費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定によ

り仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年
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法律第226号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）が明ら

かではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をした場合に、当

該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに消費税等仕

入控除税額報告書（様式第６号）により市長に報告しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による

市長の補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還し

なければならない。 

（提出書類及び提出期日） 

第14条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のと

おりとする。 

（補則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（検討） 

２ この要綱の施行後、少なくとも３年ごとにこの要綱の施行状況について検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則（平成28年３月28日告示第72号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月26日告示第61号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月22日告示第66号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条、第５条関係） 

 補助対象経費 補助対象外経費 補助上限額 

第３条第１号に規定

する事業 

(１) 本体建設費 

(２) 附帯工事費 

(３) 外構設備に要

(１) 土地の取得又

は整地に要する経

費 

(１)生活介護施設、就

労移行支援施設、就

労継続支援施設、放
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する費用 

(４) 設計監理費 

(２) その他補助対

象経費に含まれな

い経費 

課後等デイサービ

ス施設 8,500千円 

(２)グループホーム 

4,100千円 

第３条第２号に規定

する事業 

(１) 建物の改修又

は増築に要する経

費 

(２) 附帯工事費 

(３) 外構設備に要

する費用 

(４) 設計監理費 

(１) 土地の取得又

は整地に要する経

費 

(２) その他補助対

象経費に含まれな

い経費 

(１)生活介護施設、就

労移行支援施設、就

労継続支援施設、放

課後等デイサービ

ス施設 800千円 

(２)グループホーム 

1,600千円 

第３条第３号に規定

する事業 

(１) 建物の改修又

は増築に要する経

費 

(２) 附帯工事費 

(３) 外構設備に要

する費用 

(４) 設計監理費 

(１) 土地の取得又

は整地に要する経

費 

(２) その他補助対

象経費に含まれな

い経費 

(１)生活介護施設、就

労移行支援施設、就

労継続支援施設、放

課後等デイサービ

ス施設 800千円 

(２)グループホーム 

1,600千円 

備考 「附帯工事費」とは、冷暖房装置のように建物の整備と一体として整備するものを

いう。ただし、単に新築及び改築等と同時に購入した備品に係る費用は、含まない。 

別表第２（第14条関係） 

条項 提出書類及び添付書類 様式 提出部数 提出期日 

規則第３条の規

定による書類 

花巻市障がい児・障がい者支

援施設整備事業補助金交付申

請書 

第１号 １部 別に定める 

１ 事業計画書及び収支予算

書 

 １部  

２ 工事見積書の写し  １部  

３ 現況の写真  １部  
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４ 工事請負契約書の写し  １部  

５ 国、県又は団体等から補

助を受ける場合は、その補

助の程度が確認できる書類 

 １部  

６ その他、市長が必要と認

める書類 

 １部  

７ 市税及び公共料金の納付

状況に関する調査の同意書 

第５号 １部  

規則第11条第１

項の規定による

書類 

花巻市障がい児・障がい者支

援施設整備事業変更（廃止）

承認申請書 

第２号 １部 変更（廃止）

の理由が生じ

た日から15日

以内 

規則第12条第１

項の規定による

書類 

花巻市障がい児・障がい者支

援施設整備事業補助金請求書 

第３号 １部 事業完了後15

日以内 

花巻市障がい児・障がい者支

援施設整備事業完了報告書 

第４号 １部  

１ 完了後の現況写真  １部  

２ 請求書の写し（業者が申

請者あてに発行したもの） 

 １部  
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様式第１号（別表第２関係） 
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様式第２号（別表第２関係） 
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様式第３号（別表第２関係） 
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様式第４号（別表第２関係） 
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様式第５号（別表第２関係） 
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様式第６号（第13条関係） 

 


