みやぎ地域復興支援助成金交付要綱
（趣 旨）
第１ 県は，東日本大震災による被災者が安心して生活できる環境を早期に確保するため，
「特定非営利活動法人，公益法人，社会福祉法人，学校法人，協同組合等の民間非営利
組織（以下「ＮＰＯ等」という。）」，「独立行政法人等」
，「企業」
，「市町村」及び「ボラ
ンティア団体・地縁組織等の任意団体（以下「任意団体等」という。）」が行う被災者支
援事業に要する経費について，その実施主体に対し，予算の範囲内において，みやぎ地
域復興支援助成金（以下「助成金」という。
）を交付するものとし，その交付等に関して
は，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。
）に定め
るもののほか，この要綱に定めるところによる。
（助成対象事業等）
第２ 助成金の対象事業は次に掲げるとおりとする。
(1) 総合タイプ
① 地域資源を活用しながら被災地域の地域課題の解決を目指す事業
②

被災者を対象としたボランティア活動等被災者支援に特化する事業

③

被災地の空き家等既存施設を改修した拠点を活用し，復興を推進する事業

(2) 特定タイプ
県外避難者の帰郷支援に資する事業
２

助成対象者，助成対象事業費，助成率，事業者資格は別表１のとおりとし，助成金
額は，助成対象事業費の欄に定める上限と助成対象経費の支出実績額とを比較して低
い額に助成率を乗じた額とする。

（助成対象経費）
第３ 助成金の対象経費は助成対象事業に直接係る経費とし，別表２のとおりとする。
（助成対象期間）
第４

助成金の対象期間は，交付決定の日から事業完了の日若しくは事業の廃止の承認を

受けた日又は交付の決定のあった日の属する年度末のいずれか早い日までとする。ただ
し，前年度に助成金の対象となった事業を継続して実施する場合，その継続的な取組に
より事業の目的に特に資すると知事が認める場合においては，知事が認める経費につい
て，交付決定のあった日の属する年度の４月１日に遡及して対象期間とする。
（交付申請）
第５

規則第３条第１項の規定による交付申請書の様式は，様式第１号（総合タイプ①，

②，特定タイプ申請用）又は様式第１号の２（総合タイプ③申請用）によるものとし，
その提出期限は知事が別に定める日とする。

２

規則第３条第２項の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は，別表３
のとおりとする。
（交付の条件）

第６ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。
(1)

助成事業の内容を変更する場合においては，助成事業変更申請書（様式第５号）に

より，知事の承認を受けること。ただし，次に掲げる重要な変更以外の軽微な変更に
あっては，この限りではない。

(2)

①

助成金交付決定額の１０％以上の減額を伴う変更

②

助成対象事業費の２０％以上かつ２０万円以上の増減を伴う変更

③

助成対象事業の内容の重大な変更

助成事業の全部を中止し，又は廃止する場合においては，助成事業中止（廃止）申

請書（様式第６号）により，知事の承認を受けること。
(3) 助成事業が予定の期限内に完了しない場合又は助成事業の実施が困難となった場合
においては，助成事業実施状況報告書（様式第７号）により，速やかに知事に報告し，
その指示を受けること。
(4)

事業者は，事業の一部を他に委託する場合は，あらかじめ積算根拠資料を添付した
書面により，知事の承認を受けること。知事の承認を受けないで事業の実施を委託
した場合は，助成対象経費として認めないこととする。

(5) 第 2（1）③に定める事業の実施にあたっては，以下の条件を遵守すること。
①

事業者は，減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)
に定める耐用年数又は事業完了から 5 年のいずれか短い方の期間を経過するまで
助成金により改修した空き家等既存施設を交付の目的のために活用すること。た
だし，第１０の２に規定する知事の承認を受けた場合，又は，事業者が助成金の
全部に相当する金額を県に納付した場合は，この限りではない。

②

事業者は，建築士に建築基準法関係規定等の調査を依頼し，適切な措置を講ず

ること。
（状況報告）
第７

規則第１０条による助成事業の実施状況の報告は，助成事業実施状況報告書（様式

第７号）によるものとし，提出期限は知事が別に定める日とする。
（実績報告）
第８

規則第１２条第１項の規定による事業実績報告書の様式は，様式第８号によるもの

とする。
２

規則第１２条第１項の規定により事業実績報告書に添付しなければならない書類は，
次のとおりとする。
(1) 成果報告書（様式第９号）

(2) 収支精算書（様式第１０号）
(3) 収支内訳書（任意様式）
(4) 支払領収書又は振込依頼書の写
(5) 工事請負契約書，雇用契約書、賃貸借契約書，業務委託契約書等契約書の写
(6) 工事完了を確認するに足る検査済証の写（総合タイプ③のみ）
(7) 出勤簿及び助成金業務従事時間が分かる勤務日誌の写（人件費を計上する場合）
(8) 運行簿の写（燃料代を計上する場合）
(9) 業務委託，物品購入，印刷費等の見積書，納品書，請求書の写
(10) 印刷物の成果品（各 1 部）
(11) 工事の完成写真，備品の設置状況写真
(12) 備品台帳の写（単価 50 万円以上のもの）
(13) その他知事が必要と認める書類
（交付方法）
第９

助成金は，事業の完了後に事業者が提出する助成金請求書（様式第１１号）に基づ

いて，規則第１３条に規定する助成金の額を交付するものとする。ただし，知事が助成
事業の遂行上必要と認めるときは，規則第１５条ただし書きの規定により，別表４に定
める範囲において，概算払いにより交付できるものとし，その請求書の様式は様式第１
２号によるものとする。

（財産の管理，処分及び活用状況の報告）
第１０

事業者は，助成金の交付対象として取得又は改修した財産を善良な管理者の注意

を持って管理するとともに，助成金交付の目的に従って効果的に運用しなければならな
い。
２ 事業者は，助成金により取得し，又は効用の増加した財産で次に掲げるものを知事の承
諾を受けないで，助成金の交付の目的に反して使用し，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，事業者が助成金の全部に相当する金額を県に納付
した場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)に定
める耐用年数又は事業完了から 5 年のいずれか短い方の期間を経過した場合は，この限
りではない。
① 不動産及びその従物
② 取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のもの
③ その他知事が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
３ 事業者は，前項の承諾を受けようとする場合は，あらかじめ財産処分承諾申請書(様式第
１３号)を知事に提出し，その承諾を受けなければならない。
４ 知事は，第３項の承諾をしようとする場合において，処分制限財産に係る助成金額を上
限として，財産を処分することにより事業者が得る収入の全部又は一部を県に納付させ

ることができる。
５ 事業者は，減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)に定め
る耐用年数又は事業完了から 5 年のいずれか短い方の期間を経過する日の属する年度の
翌年度までの間，毎年度の４月２０日を期限として，助成金により改修した空き家等既
存施設の活用状況について，施設活用状況報告書（様式第１４号）を知事に提出するも
のとする。
（書類の提出部数）
第１１ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は，各１部とする。
（関係書類の保管等）
第１２

事業者は助成事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し，助成事業が

終了した年度の翌年度から５年間保管しなければならない。
２

事業者は，事業期間内において処分の制限を受ける財産の管理の状況を明らかにする
ため，その財産に係る関係書類を整備し，保管しなければならない。

３

事業者は，その組織を解散するとき又は合併するときは，あらかじめ関係書類の保管
等に関して知事に協議しなければならない。
（その他）

第１３

この要綱の定めるもののほか，助成金の交付等に関して必要な事項は，別に定め

る。
附
１

則

この要綱は，平成２５年４月１日から施行し，平成２５年度予算に係る助成金に適用
する。

２

この要綱は，次年度以降の各年度において，当該助成金にかかる予算が成立した場合
に，当該助成金にも適用するものとする。
附

則

この要綱は，平成２５年７月８日から施行する。
附 則
この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。
附

則

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。

別表１
事業区分
総合タイプ①
地域資源を活用しなが
ら被災地域の地域課題の
解決を目指す事業

助成対象者
ＮＰＯ等
独立行政法人等
企業
市町村
任意団体等

助成対象事業費
法人格のある NPO
等
上限 10,000 千円
下限
500 千円
任意団体等
上限 3,000 千円
下限
500 千円

総合タイプ②
被災者を対象としたボ
ランティア活動等被災者
支援に特化する事業

ＮＰＯ等
任意団体等

上限 3,000 千円
下限
500 千円

総合タイプ③
被災地の空き家等既存
施設を改修した拠点を活
用し，復興を推進する事業

ＮＰＯ等
独立行政法人等
企業
市町村

上限 10,000 千円，
うち空き家等改修
経費上限 6,000 千
円
※ただし４戸以上
の集合住宅は，上限
13,000 千円，うち
空き家等改修経費
上限 9,000 千円
下限 3,000 千円

助成率
1 年目の対象者
9／10 以内
２年目の対象者
8／10 以内
３年目の対象者
7／10 以内
※ただし，市町村
は 1／2 以内
10／10 以内

施設改修（ハード
事業）経費
1／2 以内（改修
した拠点を活用
し，復興を推進す
るソフト事業を
併せて実施する
ことを要する）
上記以外（ソフト
事業）の経費は以
下のとおりとす
る。
1 年目の対象者
9／10 以内
２年目の対象者
8／10 以内
３年目の対象者
7／10 以内

＜特定タイプ＞
県外避難者の帰郷支援に
資する事業
※ただし，事業の内容につ
いては別に定める。

ＮＰＯ等
任意団体等

上限 1,000 千円

ただし，市町村は
1／2 以内
10／10 以内

事業者資格
定款・規約又はそ
れに準ずる文書
を有し，適正な事
業計画書や決算
書等が整備され
ていること。

別表２
経費項目
（１）人件費

内容
給与，アルバイト賃金，社会保険料等

留意事項
・助成対象上限額は 1 人当たり月額 20
万円（事業主負担分は除く。
）とし，事
業主体の常勤雇用者の例を超えないも
のとする。
・時間単価（助成事業に従事する１時
間当たりの人件費）は原則として 2 千
円を越えないものとする。
・月額支給者は，専ら宮城県内の主な
活動拠点で助成事業に従事（１か月の
うち概ね８割以上）する者とする。

（２）諸謝金

講師，ボランティア等，外部協力者への謝礼金， ・経営指導アドバイザー謝金は，団体
経営指導アドバイザー謝金等

の持続的運営に資すると認められるも
のを対象とする。

（３）旅費

交通費，宿泊費等

（４）消耗品費

購入単価５万円未満の事務用品等消耗品費等

・出張時の昼食代，打合せに係る飲食
代，訪問先へのみやげ代は除く。

（５）広告費・印刷

新聞等への掲載料，各種資料等の印刷代，報告

製本費

書作成費

（６）通信運搬費

郵送料，電話通信料等

（７）賃料及び施設

会議室等の使用料，機材等の借り上げ料

使用料
（８）委託費

専門機関への業務委託料，家財等処分費，ハウ

・家財等処分費，ハウスクリーニング

スクリーニング費等

費は空き家等既存施設の改修に伴うも
のを対象とする。
・委託費の総額は全事業費の３０％を
越えないものとする。
（総合タイプ③を
除く）

（９）設備・備品購

購入単価５万円以上の備品等の購入費

入費
（10）工事請負費

空き家・既存施設の改修費

・総合タイプ③に係る経費のみを認め
る。
（土地や既存建物の取得，土地の整
地に係る経費，補償費，設計費，その
他知事が不適正と認める経費は除く）

（11）その他県が必
要と認める費用

別表３
事業区分

添付書類

総合タイプ①，②及び特定タイプ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

総合タイプ③

(1) 事業者概要（様式第２号）
(2) 事業計画書（様式第３号，第３号の１，２及び３）
(3) 収支計画書（様式第４号の２）
(4) 本人確認書類（登記事項証明書，定款，規約等）
(5) 改修・家財処分等に係る見積書の写し
(6) 改修部分を明記した平面図等
(7) 対象施設の現況写真
(8) 不動産登記簿等所有者が特定できる書類
(9) 所有者が申請者以外である場合は所有者の承諾書
(10) 建築士が作成した建築基準法及び都市計画法等の規
定上支障がない改修計画である旨の意見書（任意様式）
(11)その他知事が必要と認める書類

事業者概要（様式第２号）
事業計画書（様式第３号，第３号の１）
収支計画書（様式第４号）
本人確認書類（登記事項証明書，定款，規約等）
その他知事が必要と認める書類

別表４
請求時期

請求上限額

（1）

交付決定後，中間基準日（注１）の前日までの期間

助成金交付決定額の３割

（2）

中間基準日から事業計画の終期の一月前までの期間

助成金交付決定額の５割（
（１）の請求分含む）

注１ 助成金交付決定日から事業実施期間の終期までの総日数のうち，１／２を経過する日とする。
注２ 県は，事業者の申出を受け，上記の請求時期及び請求上限額の適用では助成事業を遂行でき
ないと認めるときは，請求時期及び請求上限額を変更できるものとする。
注３ 概算払請求額に係る千円未満の端数は切り捨てるものとする。

