
   おおい町起業促進支援事業補助金交付要綱 

 

                            令和 ２年 ４月 １日 

                            告 示 第 １ ４ ３ 号 

 

 （趣旨） 

第１条 おおい町起業促進支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

おおい町補助金等交付規則（平成１８年おおい町規則第３２号。以下「交付規則」という。）

及びおおい町商工観光課所管補助金等交付要綱（平成２０年おおい町告示第３５号。以下

「交付要綱」という。）のほか、この要綱で定めるところによる。 

 

 （目的） 

第２条 この補助金は、町内での起業に挑戦する町内外の個人や法人を支援し、地域に活力

を与え、経済を活性化させることにより、町内事業所数を確保すること及び新規雇用を創

出すること並びにＩ・Ｊ・Ｕターン等の契機を創出することを目的とする。 

 

 （定義） 

第３条 この要綱において、起業とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 

（１） 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合 

（２） 事業を営んでいない個人が、新たに会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）

に規定する株式会社、合同会社、合名会社若しくは合資会社又は企業組合、協業組合若

しくは特定非営利活動法人をいう。以下この条において同じ。）を設立する場合 

（３） 事業を営んでいる個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しながら、

新たに会社等を設立し、新規分野の事業（日本標準産業分類中分類で異なる事業。以

下同じ。）を開始する場合 

（４） 会社等で事業を営んでいる個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施

しながら、新たに会社等を設立し、新規分野の事業を開始する場合 

 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、町内に

おいて起業を行う者であって、次の要件のすべてを満たすものとする。ただし、町長が特

別な理由があると認めたものについては、この限りでない。 

 （１） 町内に業務の本拠となる事業所等（本社又は本店）を設置し、又は設置しようと

する者 

 （２） 市町村税の滞納がないこと。 

 （３） 指定申請日より過去５ヶ年以内におおい町商工会主催の創業支援セミナーを修了

した者 

 （４） 国及び県、その他自治体又はその他の団体等からこの補助金交付の対象となる経



費について、補助を受けていない者 

 （５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２１号）

第２条に規定する風俗営業に該当しない事業及び公序良俗に反しない事業を営む予定

である者 

 （６） 指定申請日の属する年度から起算して過去３ヶ年度以内に次の補助金等の交付を

受けていないこと。 

  ア おおい町商工等事業所省エネ化推進事業補助金 

  イ おおい町Ｉ・Ｊ・Ｕターン等起業促進支援事業補助金 

  ウ おおい町企業立地助成金 

  エ おおい町がんばる事業所応援事業補助金 

  オ おおい町起業促進支援事業補助金 

 （７） 事業の実績報告を行う時点において、次に掲げる要件を満たす者 

ア 町内に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に規定する住民基本台

帳に登録されている者 

  イ 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている者 

ウ おおい町商工会に加入している者 

 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象経費については、別表１に定めるとおりとする。ただし、税の性質を有す

るものは含まないものとする。 

 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定めた額とし、補助対象経費の３分の２以内

で、１件あたり５００万円を限度とする。 

２ 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 

 （指定の申請） 

第７条 補助金の交付の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類をおおい町商工会を

経由し、町長に提出しなければならない。 

 （１） おおい町起業促進支援事業補助金交付指定申請書（様式第１号） 

（２） おおい町起業促進支援事業実施計画書（様式第２号） 

 （３） おおい町起業促進支援事業収支予算書（様式第３号） 

（４） 事業実施場所位置図 

（５） 事業に係る経費の見積書又はカタログ等の写し 

（６） おおい町商工会が主催する創業支援セミナーの修了証の写し（指定申請日より過

去５ヶ年以内に発行されたものに限る。） 

 （７） 同意書（様式第４号） 

（８） 納税証明書（指定申請書を提出する時点において町外に居住している方のみ。そ

の市町村発行のもので発行日から３ヶ月以内のものに限る。） 

２ 前項の書類の提出期限は、町長が別に定める。 



 

 （審査委員会の設置） 

第８条 補助対象者、補助事業の内容及び補助金の額を審査するため、おおい町起業促進支

援事業補助金審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 委員会の構成及び運用については、別に定める。 

 

（指定の通知） 

第９条 町長は、第７条に規定する書類の提出があったときは、その内容を委員会で審査し、

適当と認めたときは補助金の交付の指定をおおい町起業促進支援事業補助金交付指定通

知書（様式第５号）により補助対象者に通知するものとする。 

 

（交付の申請） 

第１０条 前条による指定通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとすると

きは、次に掲げる書類を町が定める期日までに町長に提出しなければならない。 

 （１） おおい町起業促進支援事業補助金交付申請書（様式第６号） 

 （２） おおい町起業促進支援事業実施計画書（様式第２号） 

 （３） おおい町起業促進支援事業収支予算書（様式第３号） 

（４） 事業に係る経費の見積書及びカタログや図面等の写し 

（５） 事業実施前の写真（改修等をする場合） 

（６） 定款及び登記事項証明書の写し（法人の場合） 

 

 （交付の決定） 

第１１条 町長は、第１０条に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、適当と

認めたときは、交付要綱第５条の規定により補助金交付決定通知書を補助対象者に通知

するものとする。 

 

 （交付の条件） 

第１２条 補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。 

 （１） 町は、補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に対し、補

助金交付事業の適正かつ円滑な運営を図るために、必要に応じて報告を求め、又は現地

調査を行うことができる。 

 （２） 補助事業者は、交付決定を受けた日の属する年度から５期分、各年の事業等の状

況を当該決算終了の日から２月以内に、おおい町起業促進支援事業成果報告書（様式第

７号）を、おおい町商工会を経由し、町長に提出すること。 

 

 （補助事業の変更等） 

第１３条 交付要綱第６条の規定により、補助事業者は、補助事業の変更、中止及び廃止

をしようとするときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書を町長に提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。 

２ 町長は、前項の申請を承認すべきものと認めたときは、補助事業計画変更承認通知書

を補助事業者に通知するものとする。 

 

 （実績報告） 



第１４条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から３０日を経過した日又

は第１１条による交付の決定の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、次に掲

げる書類を町長に提出しなければならない。 

 （１） おおい町起業促進支援事業補助金実績報告書（様式第８号） 

 （２） おおい町起業促進支援事業実績書（様式第９号） 

 （３） おおい町起業促進支援事業収支決算書（様式第１０号） 

 （４） 事業に係る経費の契約書、請求書及び領収書等の写し 

 （５） 事業実施後の写真 

 （６） 住民票の写し 

（７） 個人事業の開業・廃業等届出書の写し（個人事業の場合） 

（８） 営業許可書の写し（許認可を必要とする業種の場合） 

（９） 事業実施場所位置図 

（１０） おおい町商工会の会員であることを証するものの写し 

  

 （補助金の額の確定） 

第１５条 町長は、前条の規定による報告書その他の書類の提出があったときは、その内容

を審査及び必要に応じて現地調査行い、適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定

し、補助金交付確定通知書（様式第１１号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求及び交付） 

第１６条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、おおい町起業促進支

援事業補助金請求書（様式第１２号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

 

 （取得財産等の管理） 

第１７条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増した財産（以下「財産」とい

う。）を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従って適正に

使用しなければならない。 

２ 補助事業者は、財産について、財産管理台帳（様式第１３号）を備え、その保管状況

を明らかにしておかなければならない。また、財産について、補助事業により取得した

ことがわかるよう、ラベル等の標識により「おおい町起業促進支援事業」と見やすい箇

所に表示しなければならない。 

３ 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）に定める耐用年数の期間内においては、補助金の交付の目的に反して財産を使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部

又は一部を返納した場合はこの限りでない。 

４ 補助事業者は、前号の期間内において、財産を処分しなければならない事由が生じた

ときは、あらかじめおおい町起業促進支援事業財産処分承認申請書（様式第１４号）を

速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、天災その他補助事業者

の責に帰さない事情等によるやむを得ない場合についてはこの限りでない。 

５ 町長は、前項の規定に基づき財産の処分の承認をした場合において、当該承認を受け

た補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めるときは、当該補助事業

者に対して、その収入に相当する額の全部又は一部を町に納付させることができる。 



 

 （交付決定等の取消し） 

第１８条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 補助事業者が補助金の交付決定の内容、交付決定に付した条件、第１２条から

前条までの規定、交付規則、交付要綱、又は関係法令に違反したとき。 

（２） 虚偽その他不正な行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。 

（３） 町長の承認を受けずに補助事業を変更し、又は補助事業の遂行の見込みがない

とき。 

（４） その他町長が不適当と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、期限を付して、既に交付した補助

金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

 （廃業等する場合の措置） 

第１９条 補助事業者は、補助事業の完了した日から５年未満で廃業又は休業を行おうと

するとき、事前にその旨を町長に報告しなければならない。その場合、町長は、補助事

業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

 （その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日の属する年度の

予算に係る補助金の交付及びおおい町起業促進支援事業成果報告書の提出については、

当該交付又は提出がされるまでの間、なおその効力を有する。 

 

  



 

 

別表１（第５条関係） 

区 分 内 容 

建 物 等 取 得 費 
起業にあたり取得する建物、設備、備品等に係る費用 

（使用目的が本補助事業の遂行に必要と特定できる部分に限る） 

修 繕 費 
起業にあたり建物、設備等の修繕に係る費用 

（使用目的が本補助事業の遂行に必要と特定できる部分に限る） 

解 体 費 起業にあたり構築物を解体する際に係る費用 

広 告 宣 伝 費 起業にあたり必要となる広告費、ホームページ作成費 

委 託 費 
起業にあたり必要となる登記及び許認可等手続きの業務の一部を

第三者に委託する際の費用 

そ の 他 の 経 費 
町長が必要と認める経費 

（食糧費等の個人消費に係る経費を除く） 

 備考 

  １ 補助対象経費は、交付決定日より前に要した経費を除く。ただし、法人にあっては、

法人設立に要した経費はその限りでない。なお、補助対象外経費等の詳細は、別に定

めるものとする。 

  ２ 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に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。 

 

 


