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◯奥尻町創業・雇用拡大補助金交付要綱

平成29年４月12日 訓令第12号

（通則）

第１条 奥尻町創業・雇用拡大補助金（以下「補助金」という。）の交付については、国

の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱（平成29年４月３日府海事第７

号）及び奥尻町振興補助金交付条例（昭和40年奥尻町条例第14号。以下「交付条例」と

いう。）の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

（目的）

第２条 この補助金は、国の特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用し、奥尻島

における雇用増に直接寄与する創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業

資金の一部を補助することにより、奥尻島における雇用機会の拡充を行い、定住、定着

及び移住の促進並びに産業の振興を図ることを目的とする。

（定義）

第３条 この要綱において「創業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 個人開業若しくは会社等の設立を行うもの（新規創業）

(2) 既に事業を営んでいる者から事業を引き継いで、新たに事業を開始し、設備投資等

を行って商品・サービスの付加価値向上等を図るもの（事業承継による創業）

２ この要綱において「事業拡大」とは、既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、

商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うことをいう。

（補助対象者）

第４条 補助金の交付対象とする者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当すること

ア 奥尻島内に居住して創業するもの

イ 奥尻島内に事業所を有する事業者であって事業拡大を行うもの

ウ 主として奥尻島の商品、サービス等の販売を目的として奥尻島以外の地域におい

て創業するもの

(2) 対価を得て事業を営む個人事業者又は法人事業者であること

(3) 公序良俗を害する恐れのある事業を行うものでないこと

(4) 訴訟や法令遵守上の問題を抱える者でないこと

(5) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること

（補助対象事業）

第５条 補助金の交付の対象となる事業は、創業又は事業拡大等により取り組む、次の各

号のいずれにも該当する事業（以下「補助対象事業」という。）とする。

(1) 前条第１号各号の要件に応じて、次の雇用創出効果が見込まれる事業であること

ア 創業の場合、事業実施後、概ね３年以内に従業員を新たに雇用し、補助金等によ

る助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれるもの

イ 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額（営業利益、人件費及び減価償却

費の合計額をいう。以下同じ。）の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にそ

の事業拡大のために従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が

継続又は拡大すると見込まれるもの

ウ 奥尻島以外の地域における創業の場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のあ

る奥尻島の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従

業員の雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大す

ると見込まれるもの

(2) 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性

を有するものであること
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(3) 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調

達が十分に見込まれること

２ 前項に定めるほか、次に該当する事業は補助対象としない。

(1) 奥尻島における雇用機会の拡充との関連性が低い事業

(2) 国又は道がその経費の一部を負担し、又は補助する事業

(3) 町の他の補助金、委託料等の交付を受けた事業

(4) その他町長が不適当と認める事業

（従業員の雇用）

第６条 前条第１号イ及びウに規定する雇用とは、補助対象者が原則として一週間の所定

労働時間が20時間以上の従業員を継続的に雇用することとする。ただし、季節的要因等

による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除いて差し支え

ない。

（補助対象経費）

第７条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する別表１に掲げる

経費であって、町長が必要かつ適当と認める経費（以下「補助対象経費」という。）に

ついて、予算の範囲内において補助金を交付する。

（補助金の額及び率）

第８条 補助金の額は、補助対象経費の４分の３以内であって、一の補助対象者につき

300万円を上限額とする。

（事業計画の提出・認定）

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「事業者」という。）は、第５条に定め

る補助対象事業に係る計画（以下「事業計画」という。）について、次により町長の認

定を受けなければならない。

(1) 事業者は、地域社会維持推進交付金事業計画書（以下「計画書」という。）を作成

し、奥尻町創業・雇用拡大補助金事業計画認定申請書（別記様式１）により町長に提

出するものとする。

(2) 町長は、事業計画が本事業の目的に適合すると認めるときは、次条に定める審査選

定委員会による審査選定を経て、事業計画の認定又は不認定について事業者に通知す

るものとする。

(3) 事業者は、補助金の交付申請をするまでの間に、認定を受けた事業計画に変更が生

じたときは、速やかに変更内容を記載した計画書（以下「変更計画」という。）を町

長に提出するものとする。

(4) 町長は、変更計画が本事業の目的に適合すると認めるときは、変更を認定し、次の

いずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消し、事業者に通知するものとする。

ア 変更計画が、当初の事業目的の達成及び事業の効率的な遂行に支障を及ぼすと認

められるとき

イ 事業計画及び変更計画に虚偽の記載その他不正な行為があったとき

（審査選定委員会）

第10条 町長は、事業計画の認定に際し、副町長及び奥尻町財務規則（昭和53年奥尻町規

則第３号）第２条第４号に定める課長等並びに庁外有識者により構成される審査選定委

員会を開催する。

２ 審査選定委員会においては、前条第１号により提出された事業計画について、次の観

点から意見を聴取するとともに、事業計画の認定可否及び優劣に係る審査を行う。

(1) 雇用創出効果

(2) 事業性、成長性、継続性の判断

(3) 資金調達の見込み

３ 町長は、審査選定委員会の意見を踏まえ、必要に応じて条件を附し、事業計画の認定

の可否を決定する。
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４ 審査選定委員会の組織及び運営については、別に定める。

（補助金の交付の申請）

第11条 事業計画の認定を受けた事業者は、交付条例第４条の規定に準じ、補助金の交付

申請をしなければならない。

２ 前項の申請にあたっては、当該補助金にかかる消費税等仕入控除税額（補助対象経費

に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法（昭和63年法律第108号）に規

定する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年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率等を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付しなければならない。ただし、申

請時において当該仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

（補助金の交付決定）

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、交付条例第５条

の規定に準じ、補助金の交付を決定し、当該申請を行ったものに通知することとする。

２ 町長は、前項により補助金を交付する場合は、第13条から第16条まで及び第18条の条

件を付すものとする。

（補助事業の内容等の変更）

第13条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、同条同項の規定による補助金の交付決定があった事業（以下「補助事業」と

いう。）の内容及び経費の配分等の変更をしようとするときは、交付条例第６条第１項

の規定に準じ、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が定める

軽微な変更は除くものとする。

（補助事業の廃止等）

第14条 補助事業者は、補助事業を廃止又は中止しようとするときは、交付条例第６条第

２項の規定に準じ、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

（財産の管理及び処分の制限）

第15条 補助事業者は、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、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管

理し、かつ、補助金の交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。

２ 交付条例第11条の規定にかかわらず、補助事業者は、取得財産等で次に掲げるものを

町長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸付け、

担保に供し又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならな

い。ただし、交付された補助金の全部に相当する額を納付した場合又は補助金の交付の

目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りで

ない。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの

(2) 不動産

(3) 船舶その他重要な動産で町長が定めるもの

(4) 前３号に掲げるものの従物

(5) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(6) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認め定めたもの

２ 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があったと認める場合に

は、その収入金額の全部又は一部に相当する納付金を納付させることができるものとす

る。

（工事完成届）

第16条 補助事業者は、補助事業に係る建設工事が完成したときは、交付条例第７条の規

定に準じ、速やかに工事完成届を町長に提出しなければならない。
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（実績報告）

第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受

けたときは、交付条例第７条の２の規定に準じ、速やかに補助事業実績報告書を町長に

提出しなければならない。

（帳簿及び書類の備付け）

第18条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、補助事業に要した経

費とそれ以外の経費とを区別することができるよう整理し、補助事業の完了の日の属す

る会計年度の終了後から５年間保存しなければならない。ただし、補助事業の中に、第

15条に規定する処分制限財産を有し、処分制限期間を経過しないものにある場合は、当

該処分制限期間を経過することになるまでの間、財産管理台帳その他関係書類を整理・

保管しなければならない。

（補助金の額の確定及び通知）

第19条 町長は、第17条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けたときは、交付条

例第７条の３の規定に準じ、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業

を受けた者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第20条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定したのち、交付するものとする。

（補助決定等の取消し等）

第21条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するものに対しては、町長は補助金交付

の決定を取り消し、もしくは変更し又は既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還

を命ずるものとする。

(1) 補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこの要綱に違反したとき

(2) 交付条例第８条各号いずれかに該当したとき

（事業の実施状況の報告）

第22条 補助事業者は、補助事業の完了後の翌年度以降５年間、毎会計年度終了後、別に

定める期日までに、当該補助事業に係る過去１年間の事業実施状況などについて、別に

定める様式により町長に報告しなければならない。

２ 町長は、必要に応じて、補助事業者に対して、前項の報告に係る資料の提出を求め、

現地調査をすることができる。

（その他）

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は別に定める。

附 則 この要綱は、平成29年４月12日から施行する。
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別表１（第７条関係）

対象経費 経費内容 摘 要

設備費 ・創業又は事業拡大に必要な機械、装置、器具、備 [※1][※2][※3]

品その他の設備の設置・購入費、リース・レンタ

ル費（設置、据付工事を含む）

・上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費

・上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用

改修費 ・事業の用に供する建物及び建物附属設備の改修費 [※3][※4]

広告宣伝費 ・広告掲載費、ホームページ、パンフレット、ダイ

レクトメール製作・配付・郵送費

・商品の販路拡大、プロモーション、マーケティン

グ等の販売促進費（調査費、出店料、外注費、専

門家等への謝金、旅費等）

店舗等借入費 ・創業又は事業拡大のために新たに借り入れする場 [※4]

合の事務所・事業所の賃料、店舗（物販店舗、飲

食店等）のテナント料

人件費 ・創業又は事業拡大に必要な従業員の給与、賃金 [※5][※6][※7]

・創業・事業拡大に伴って新たに雇用するパート・

アルバイトの賃金

研究開発費 ・商品又はサービスの研究開発に係る市場調査費、

試作品の製作費、委託・外注費、専門化等への謝

金、旅費等経費

島外からの事務 ・奥尻島外から奥尻島内への事務所移転・引越し経

所移転促進費 費、従前の事業所の原状回復費その他移転を促進

するための諸経費

従業員の教育訓 ・創業又は事業拡大に直接必要となる従業員の資格 [※8]

練費 取得（小型船舶免許、クレーン技師等の奥尻島で

取得できないもの）・研修・講習受講に係る経費

[※1] 中古品については、価格設定の適正性が明確なものに限り補助対象とする。

[※2] 売上増加につながらない単なる老朽化設備・施設の更新は補助対象外とする。

[※3] 土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につなが

る経費は補助対象外とする。

[※4] 建物と住居等が明確に区分できるものに限り補助対象とする。

[※5] 事業拡大の場合には、新たに雇用する者に係る給与及び賃金に限り補助対象とする。

[※6] 給与・賃金は１人あたり常勤雇用の場合は、月額35万円、非常勤雇用の場合は、

月額20万円、パート・アルバイトは日額８千円／人を補助対象経費の上限とする。

[※7] 代表者、役員（創業者、雇用主等）及びその親族（生計を一にする三親等以内）に

対する人件費は補助対象外とする。

[※8] 求職者の人材育成に係る経費や、創業・事業拡大に伴わない教育訓練費は補助対象

外とする。
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別記様式１（第９条関係）

奥尻町創業・雇用拡大補助金事業計画認定申請書

年 月 日

奥 尻 町 長 様

申請者 住 所 〒

氏 名

奥尻町創業・雇用拡大補助金交付要綱第９条の規定に基づき、事業計画の認定を受けた

いので、計画書に関係書類を添えて提出します。

記

１ 事業の目的及び内容

別添「地域社会維持推進交付金事業計画書」のとおり

２ 補助事業に要する経費及び補助金申請希望額

・補助事業に要する経費 円

・補助金申請希望額 円

３ 事業の着手及び完了の予定期日

・着 手 年 月 日

・完 了 年 月 日

４ 関係書類

(1) 住民票（個人の場合）

(2) 履歴事項全部証明書（法人の場合）

(3) 直近の確定申告書及び決算関係書類（事業拡大の場合）

(4) 事業所別被保険者台帳照会（事業拡大の場合）

(5) 事業計画に係る参考資料


