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資料 ７ 

   阪南市空き家活用・地域福祉活動拠点等補助金交付要綱（案）  

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、空き家の活用を促進するとともに、地域福祉活動  

 の活性化等に資する空き家の活用を支援するため、予算の範囲内にお  

 いて阪南市空き家活用・地域福祉活動拠点等補助金（以下「補助金」  

 という。）の交付等に関し、阪南市補助金等交付規則（平成２２年阪南  

 市規則第１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。  

 （補助対象となる空き家活用の用途）  

第２条 補助対象となる空き家活用の用途は、次の各号のいずれかに掲  

 げるもののうち阪南市空き家活用・地域福祉活動拠点等補助対象事業  

 審査会において選定されたものとする。  

 (1) 地域福祉活動の活性化に資するもの  

 (2) 地域コミュニティの再生に資するもの  

 (3) 地域福祉課題の解決に資するもの  

 （補助対象建築物）  

第３条 補助金の交付の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」と  

 いう。）は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。  

 (1) 本市の区域内に存すること。  

 (2) 人が居住していない又は使用していない住宅であること。  

 (3) 一戸建て住宅であること（住宅以外の用途を兼ねるものであっ  

  て、居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の２分の１以  

  上であるものを含む。）。  

 (4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない建築物で  

  あること。  

 (5) この要綱に基づく補助金のほかに、国又は地方公共団体からこの  

  要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して同種類似の補  
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  助を受けていない建築物であること。  

 (6) 建築基準法その他の建築に関係する法令に照らし、適当と認めら  

  れる建築物であること。  

 (7) 補助金の交付の対象となる工事及び家財の撤去（以下「補助対象  

  工事等」という。）を含めた補助対象建築物に係る工事等に、現に着  

  手している建築物でないこと。  

 (8) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。  

 (9) 不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有する建  

  築物でないこと。  

 (10) 未登記の建築物でないこと。  

 （申請団体）  

第４条 補助金の交付の対象となる団体（以下この条において「補助対  

 象団体」という。）は、次の各号のいずれかに適合する団体とする。た  

 だし、補助対象建築物の所有者（法人が所有する場合にあっては、そ  

 の代表者等をいう。）の３親等以内の親族、配偶者又はこれと同等と認  

 められる者の属する補助対象団体が、賃借又は購入する場合は対象と  

 しない。  

 (1) 自治会  

 (2) 校区（地区）福祉委員会  

 (3) ＮＰＯ法人  

 (4) その他市長が認めた団体  

２ 補助金の交付を申請しようとする補助対象団体（以下「申請団体」  

 という。）は、ホームページへの掲載等、市の広報において事例として  

 紹介することについて了承していなければならない。  

３ 前項に基づく了承について、申請団体が所有者と異なる場合は、あ  

 らかじめ所有者の同意を得なければならない。ただし、申請団体が補  

 助対象建築物を購入しようとする場合は、この限りでない。  

４ 申請団体が、阪南市暴力団排除条例（平成２４年阪南市条例第１６  
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 号）第２条に規定する暴力団等に該当するときは、補助金を交付しな  

 い。  

 （関係権利者の同意）  

第５条 申請団体が補助対象建築物の所有者又は管理者以外の者である  

 場合は、申請団体は、補助金による事業の実施について補助対象建築  

 物の所有者又は管理者の同意を得なければならない。  

２ 前項の場合であって、補助対象建築物の所有者が複数の場合は、共  

 有者の全員の同意を得なければならない。  

 （補助対象工事等）  

第６条 補助対象工事等は、次の各号に掲げるものとする。  

 (1) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修  

 (2) 給排水、電気又はガス設備の改修  

 (3) 屋根又は外壁等の外装の改修  

 (4) 壁紙、床の仕上げ等の内装その他造作の改修  

 (5) 耐震改修  

 (6) バリアフリーの改修  

 (7) 家財の撤去（家財所有者の同意を得た撤去に限る。）  

 (8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの  

２ 補助対象建築物は、補助対象工事等を行ってもなお安全性の向上が  

 見込めない等、利用に際し安全性に支障があるものであってはならな  

 い。  

 （補助対象費用）  

第７条 補助金の交付の対象となる費用（以下「補助対象費用」という。） 

 は、補助対象工事等に要する費用とする。  

２ 申請団体が前条第１項各号の補助対象工事等を自ら施工する場合は、 

 補助対象費用は同項各号の材料費及び専門工事業者への委託に要する  

 費用とし、自らが行う施行工事の対価等については、費用としない。  

 （補助金の額）  
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第８条 補助金の額は、第６条第１項各号に掲げる補助対象工事等の補  

 助対象費用の合計額に３分の２を乗じて得た額（その額に１ ,０００円  

 未満の端数があるとき、又はその額が１ ,０００円未満であるときは、 

 その端数又はその全額を切り捨てた額）とする。  

２ 前項に掲げる補助金の額は、１ ,０００ ,０００円を限度とする。  

 （補助事業）  

第９条 補助事業は、第２条に規定する活用の用途のために補助対象建  

 築物に行う補助対象工事等とする。  

 （地域への説明等）  

第１０条 申請団体が第４条第３号及び第４号に規定する団体である場  

 合は、第２条に規定する空き家活用の用途について、あらかじめ地域  

 に事前に説明を行い、その状況を市長に報告しなければならない。  

 （交付の申請）  

第１１条 申請団体は、補助対象工事等を含めた補助対象建築物に係る  

 工事等に着手する１４日前までに、交付申請書（様式第１号）に次に  

 掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

 (1) 第２条に係る事業実施計画書（目的、活動内容及び成果がわかる  

  もの）  

 (2) 収支予算書又はこれに代わる書類  

 (3) 法人が申請する場合は、法人の登記簿謄本及び役員名簿（氏名、 

  読み仮名、生年月日及び性別記載のもの）  

 (4) 工事等を伴う場合は、当該工事等の概要  

 (5) 付近見取図  

 (6) 補助金額算出書（様式第２号）  

 (7) 補助対象工事等に要する費用の見積書  

 (8) 補助対象工事等の計画図面（縮尺１００分の１程度）  

 (9) 補助対象工事等の着手前の状況を示す写真（補助対象建築物の全  

  景写真及び補助対象工事等に係る部位ごとの写真）及び当該写真の  
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  撮影の位置及び方向を記した図面（縮尺１００分の１程度）  

 (10) 前条に規定する地域説明を行ったことがわかる書類  

 (11) 誓約書（様式第３号）  

 (12) 承諾書（様式第４号）  

 (13) その他市長が必要と認める書類  

２ 補助対象工事等が第６条第１項第７号に掲げる家財の撤去のみの場  

 合は、前項第９号の提出については省略できる。  

３ 市長は、第１項の規定による補助金の交付の申請があった場合にお  

 いて、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、第２条  

 から前条までの規定に適合していると判断した場合は、規則第４条の  

 規定に基づき、交付を決定し、規則第６条第１項に規定する補助金等  

 交付決定通知書を申請団体に通知しなければならない。  

４ 市長は、第１項の規定による補助金の交付の申請があった場合にお  

 いて、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、第２条  

 から前条までの規定に適合していないと判断した場合は、規則第６条  

 第２項に基づき、阪南市空き家活用・地域福祉活動拠点等補助金不交 

 付決定通知書（様式第５号）を申請団体に通知しなければならない。  

５ 第３項の補助金等交付の決定通知を受けた申請団体（以下「認定申  

 請団体」という。）は、補助金等交付決定通知書を受けた日（以下「交  

 付決定通知日」という。）から補助事業に着手することができる。  

 （補助金の交付の条件）  

第１２条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の  

 交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事  

 項につき条件を付するものとする。  

 (1) 補助事業に要する経費の配分を変更するときは、市長の承認を受  

  けること。  

 (2) 補助事業の内容を変更するときは、市長の承認を受けること。  

 (3) 補助事業を中止又は廃止するときは、市長の承認を受けること。 
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 (4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難  

  となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。  

 (5) その他市長が必要と認めること。  

２ 前項第１号から第４号までに規定する承認を受けようとする団体は、 

 事業変更等承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならな  

 い。  

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、  

 その結果を規則第５条第３項に規定する事業計画変更承認通知書によ  

 り申請団体に通知しなければならない。  

 （補助事業の履行期間及び履行期間の延長）  

第１３条 認定申請団体は、補助金等交付決定通知日の翌日から起算し  

 て３月を経過する日（以下「完了期限」という。）までに補助事業を完  

 了し、補助金の実績報告を行わなければならない。  

２ 認定申請団体は、前項の完了期限までに補助事業を完了する見込み  

 がないときは、前条第２項に規定する事業変更等承認申請書により、  

 その旨を市長に報告しなければならない。この場合においては、事由  

 及び予算の執行状況を勘案し、適当と認められた場合に限り、前項の  

 規定に関わらず、３月を限度とし、相当の期限を定めて完了期限を延  

 長することができる。  

 （実績報告）  

第１４条 認定申請団体は、補助事業が完了したときは、規則第１１条  

 の規定による補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事  

 業が完了したときより３０日以内又は当該年の３月３１日のいずれか  

 早い日までに、市長に提出しなければならない。  

 (1) 事業実績報告書（様式第７号）  

 (2) 収支決算書又はこれに代わる書類  

 (3) 補助事業に係る媒介契約書、賃貸借契約書、売買契約書又はこれ  

  に代わる書面の写し  



 

7 

 

資料 ７ 

 (4) 補助事業に要した費用の内訳を示す書類  

 (5) 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し  

 (6) 補助事業の着手前及び完了後の状況を示す写真（補助対象工事等  

  の部位ごとの写真）及び当該写真の撮影の位置及び方向を記した図  

  面（縮尺１００分の１程度）  

 (7) その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の交付額の確定）  

第１５条 市長は、前条の規定による実績報告の日から３０日以内に規  

 則第１２条の規定による交付額を確定するものとする。ただし、同期  

 間内に決定ができないやむを得ない理由があるときは、当該期間を延  

 長することができる。  

２ 市長は、前項の交付額を確定したときは、規則第１２条に規定する  

 補助金等交付確定通知書により認定申請団体に通知しなければならな 

 い。 

 （補助金の請求）  

第１６条 前条第２項の規定による通知を受けた認定申請団体は、当該  

 通知を受けた日から３０日以内に補助金請求書により補助金の請求を  

 行わなければならない。  

 （決定の取消し及び補助金の返還）  

第１７条 市長は、規則第１５条第１項各号又は次のいずれかに該当す  

 るときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定  

 額を変更することができる。  

 (1) 申請内容に虚偽が含まれていたことが判明したとき。  

 (2) 認定申請団体が第１３条第１項に規定する履行期限内（第１３条  

  第２項の規定により期限を延長した場合は、その期限内）に補助事  

  業を完了しなかったとき、又は完了する見込みがないとき。  

 (3) 認定申請団体が第１２条第１項各号及び第１３条第２項の規定  

  による報告を怠ったとき。  
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 (4) 補助対象建築物を第２条に規定する活用用途に供していないと  

  市長が認めるとき。  

 (5) 市長が、補助対象建築物について建築基準法の違反の是正を求め  

  る行政指導を行った場合において、補助事業団体が当該指導に従わ  

  ないとき。  

２ 認定申請団体から第１２条第１項第３号の規定による補助事業の中  

 止又は廃止の報告があったときは、交付の決定は、なかったものとみ  

 なす。  

３ 認定申請団体が、補助事業完了後、第２条に規定する活用の用途に  

 補助対象建築物を供した日の属する年度（以下「事業開始年度」とい  

 う。）から１０年以内に、補助金の交付の対象となった要件に合致しな  

 い用に供した場合は、補助金を市長に返還しなければならない。  

４ 認定申請団体が、事業開始年度から１０年以内に、補助対象建築物  

 を除却し、あるいは補助対象工事等を行った部分について著しい改修  

 を行った場合は、補助金を市長に返還しなければならない。ただし、  

 除却後の跡地の活用方法、又は改修工事後の活用方法等が、地域福祉  

 活動の活性化等に資すると市長が認める場合は、この限りでない。  

 （報告の徴収）  

第１８条 市長は、補助事業の実施状況等の確認に必要な限度において、 

 認定申請団体又は当該補助事業の工事等を施工する者に対し、当該補  

 助事業の実施状況等に関し報告をさせることができる。  

 （安全性等）  

第１９条 昭和５６年５月３１日以前の建築確認申請により建てられた  

 建築物に対し補助事業を行う場合は、耐震改修を行う等、耐震基準を  

 満たさなければならない。  

２ 認定申請団体は、補助事業を行う場合は、消防法等の地域福祉活動  

 事業に必要な法令を遵守しなければならない。  

３ 認定申請団体は、地域の良好な生活環境や地域住民との良好な関係  
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 の維持に留意した活用を行わなければならない。  

第２０条 認定申請団体は、事業開始年度から１０年間、活動実績報告  

 書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。  

 （補則）  

第２０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

   附 則  

 この要綱は、平成２９年  月  日から施行する。  


