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はじめに 

 

本手引きでは、養父市企業等振興奨励制度（以下「制度」といいます。）にかかる認

定要件や各奨励措置の運用、事務処理等について、基本事項を説明しています。 

条例、規則に加え本手引きを参考にしていただき、適正かつ効果的な事業を実施し

ていただきますよう宜しくお願いします。 
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Ⅰ 養父市企業等振興奨励制度について 

本制度は、市内に新しく立地する企業や既存の事業者の方々が行う事業拡充（工場・

店舗等の新増設、機械設備の新増設等）、新規創業及び販路開拓等を支援するもので

す。 

 

 

１ 本制度の目的について 

企業立地の促進と市内の事業者を支援するため、必要な奨励措置を行うことによ

り、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の活性化を促進すること

を目的とします。 

 

 

２ 奨励措置対象業種について 

日本標準産業分類（平成 25 年総務省告示第 405 号）に掲げる業種のうち、大分

類に属する農業、林業（農業、林業のうち、野菜作農業に分類される植物工場（環

境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜

等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう。）において事業を行うものに限

る。）、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業

（電気・ガス・熱供給・水道業のうち、発電所に分類される事業で地域資源を活か

し環境に配慮した事業を行うものに限る。）、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、

小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援

業及びサービス業（他に分類されないもの）。 

 

 

３ 補助対象事業者について 

常時雇用従業員を１人以上雇用している法人又は個人であること。 

＜参 考＞ 

常時雇用従業員とは、雇用保険の一般被保険者（雇用保険法（昭和 49年法律

第 116号）第４条第１項に規定する被保険者で、週の労働時間が 20時間以上あ

り、かつ、31日以上の雇用見込みがある者）で雇用保険に加入している方をい

います。なお、正社員・パート・アルバイト等の雇用形態は問いません。（平成

29年 1月 1日より 65歳以上も対象）。 

  【雇用の確認ができる書類の例】 

   雇用保険被保険者資格取得届の写し、雇用保険料の支払いがわかる書類、 

 労働保険適用事業場検索（厚生労働省ホームページ内）の検索結果の写し等 
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４ 指定事業者について 

奨励措置対象業種に指定する業種であって、以下のいずれかに該当する要件を同

一事業者が全て満たした場合、当該事業者を指定事業者として認定します。 

①工場、店舗及び事業所等（新設）の場合 

投下固定資産総額 常時雇用従業員の数 

50,000,000円以上 
５人以上 

（操業開始の日において） 

  ②工場、店舗及び事務所等（増設）の場合 

投下固定資産総額 常時雇用従業員の数 

50,000,000円以上 

３人以上増加 

（操業開始の日において新規雇用

従業員の数が操業開始１年前の基

準従業員数より） 

＜参 考＞ 

指定事業者の新設及び増設における事業の申請から完了までの流れについ

て、例として次のとおり説明いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

例）申請から事業の完了までの手順（①工場、店舗及び事業所等（新設）の場合）

R1.9.1

事業着手準備

事業着手までに指定事業者の申請と認定が必要。

また下記の要件を満たすことが見込まれること。

・投下固定資産50,000,000円以上あること が見込ま

れること

・操業開始時に常時雇用従業員が５人以上雇用して

いることが見込まれること

事業着手

操業開始

R3 .9.1

事業完了届等必要書類を提出。また、下

記の要件をこの時点で満たすこと。

・投下固定資産50,000,000円以上あること

・操業開始時に常時雇用従業員が５人以

上雇用していること

R5.9.1

例）申請から事業の完了までの手順（②工場、店舗及び事務所等（増設）の場合）

事業所等

増設着手準備

R2.4.1 R3 .9.1R1 .9.1

操業開始

事業操業開始

事業着手までに指定事業者の申請と認定が必要。

また下記の要件を満たすことが見込まれること。

・投下固定資産50,000,000円以上あることが見込

まれること

・増設部分操業開始の１年前の常時雇用授業員

より３人以上新規雇用従業員を雇用していること

が見込まれること

増設部分

事業着手

増設部分

操業開始

R5.9.1

事業完了届等必要書類を提出。また、下

記の要件をこの時点で満たすこと。

・投下固定資産50,000,000円以上あること

・増設部分操業開始の１年前（R4.9.1)の常

時雇用授業員より３人以上新規雇用従業

員を雇用していること

R4 .9.1
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Ⅱ 各奨励措置の運用等について 

各奨励措置の補助対象経費、補助対象外経費について説明します。各奨励措置の補

助率や交付要件等は「養父市企業等振興奨励に関する条例」及び「養父市企業等振興

奨励に関する条例施行規則」を参照ください。 

 

１ 消費税の扱いについて（全措置共通） 

当制度における各奨励措置の補助対象経費には、消費税を含めないよう注意して

ください。 

 

２ 申請内容と異なる用途について（全措置共通） 

本奨励措置を活用して取得した建物、土地、設備及び車両等を、本来行う事業の

目的と違う用途（以下、目的外使用といいます。）に活用した場合、条例第 10条に

基づき指定事業者の指定又は奨励措置決定を取り消すとともに、既に交付した奨

励金若しくは助成金の全部若しくは一部を返還していただきますので、取り扱い

には十分注意してください。 

 ＜具体的な例＞ 

・ 耐用年数に満たない年数で処分することや他社、同族会社へ売却するこ 

と又は（賃）貸借すること 

・ 設備や車両等を市外の事業所へ移設すること 

・ 明らかに市内での活用より市外での活用の割合が大きいこと 等 

 

３ 同一事業における重複申請について（全措置共通） 

本制度は国、県又は本市における重複申請を原則可能としております。重複申請

を希望される方は、一度当課までご相談ください。 

 

①重複申請が可能なケースは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース①
同一の事業における補助対象経費が重複していないため、国又は県の補助金と
市の補助金を重複申請することができます。

事業A

商品A（500,000円） 商品B（100,000円）

国又は県の補助金（500,000円） 市の補助金（100,000円）

国又は県に申請 市に申請



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②重複申請ができないケースは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース②
同一の事業における補助対象経費が重複していないため、A市の補助金を
重複申請することがでます。

事業A

商品A（500,000円） 商品B（100,000円）

A市の補助金A（500,000円） A市の補助金B（100,000円）

A市に申請
A市に申請

ケース①
国又は県の補助金で他の補助金と重複申請できないことが規定されている補
助金は、国、県又は市の内、いずれか１つの補助金しか活用できません。

商品A（600,000円）

国又は県の補助金（500,000円） 市の補助金（100,000円）

国又は県に申請 市に申請
or

ケース③
国又は県の補助金を活用し、補助限度額を超えた部分（100,000円）が発生した
ため、市の補助金を重複申請することができます。

商品A（600,000円）

国又は県の補助金（500,000円） 市の補助金（100,000円）

国又は県に申請 市に申請
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例） 「創業」における「新規創業、事業継承助成金（企業等振興奨励制度）」と

「創業、第二創業補助金（当課に設置している創業、第二創業における別の

補助事業）」の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース②
同一の市における補助金A、Bの重複申請はできません。

A市の補助金B（100,000円）

商品A（600,000円）

A市の補助金A（500,000円）

A市に申請A市に申請

ケース④
商品Aに対するA市の補助金Aは、補助上限額である500,000円に達しているので、同一
の市の補助金Bを申請することはできません。

商品A（500,000円）

A市の補助金A（500,000円） A市の補助金B（100,000円）

A市に申請 A市に申請

ケース③
商品Aに対する国又は県の補助金は、補助上限額である500,000円に達しているので、市に
補助金申請をすることはできません。

商品A（500,000円）

国又は県の補助金（500,000円） 市の補助金（100,000円）

国又は県に申請

市に申請
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４ 各奨励措置の交付年数及び一事業者あたりの交付上限額について 

  各奨励措置の交付年数及び一事業者あたりの交付上限額は下記のとおりです。 

 

・交付年数が単年の奨励措置 

奨励措置名 
一事業者あたりの 

交付上限額 
備 考 

緑化促進奨励金 3,000,000円 操業開始年度に交付 

工場、店舗等の用地取

得助成金 
1,500,000円 申請年度に交付 

空き店舗等への出店等 

助成金（改修費補助） 
1,000,000円 申請年度に交付 

機械設備の新増設 

助成金 
2,000,000円 申請年度に交付 

新製品開発研究 

奨励金 
1,500,000円 申請年度に交付 

新規創業、事業継承 

助成金 
500,000円 

操業して１箇年経過した 

年度に交付 

見本市への出展 

奨励金 
500,000円 申請年度に交付 

新エネルギー設備の 

導入奨励金 
2,000,000円 申請年度に交付 

商用車導入 

助成金 
1,000,000円 申請年度に交付 

 

・交付年数が２年間（24ヶ月）の奨励措置 

奨励措置名 
一事業者あたりの 

交付上限額 
備 考 

空き店舗等への出店等 

助成金（賃貸料補助） 

・200㎡以上の場合 

1,200,000円／年 

 

・200㎡未満の場合 

600,000円／年 

操業開始月から２年間 

（24ヶ月）交付 

 

・交付年数が３年間の奨励措置 

奨励措置名 
一事業者あたりの 

交付上限額 
備 考 

工場、店舗等の新増設 

助成金 

新増設部分に係る固定

資産税の納付額の以内

の額 

新増設部分に係る固定資産

税が最初に賦課された年度

から３年間交付 
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・交付年数が５年間の奨励措置 

奨励措置名 
一事業者あたりの 

交付上限額 
備 考 

事業所等設置助成金 

投下固定資産に対して

賦課された固定資産

税の納付額以内の額 

操業開始後初めて賦課され

た年度から５年間交付 

事業所等用地取得 

助成金 

 

20,000,000円 

 

（例）５年間で

20,000,000円交付の場

合、１年あたり

4,000,000円交付 

操業開始した年度から 

５年間分割により交付 

雇用促進奨励金 10,000,000円／年 
操業開始した年度の翌年度

から５年間交付 

水道料金助成金 1,000,000円／年 
操業開始した年度の翌年度

から５年間交付 

 

 

５ 事業所等設置助成金 

補助対象経費 
・投下固定資産（耐用年数５年以上）において賦課された固

定資産税納付額に対して補助 

補助対象外経費 

・投下固定資産のうち、耐用年数が５年未満のもの 

・操業した事業には関連のない固定資産に賦課された固定資

産税納付額 

・操業開始以降に取得した固定資産に賦課された固定資産税

納付額 

＜参 考＞ 

機械設備を導入した際には、「事業所等設置助成金」又は「機械設備の新増設助

成金」どちらかを活用することができます。 

 

６ 事業所等用地取得助成金 

補助対象経費 
・事業に使用している土地の取得価格（造成費を含む。）に対

して補助 

補助対象外経費 
・所有してから事業着手までの期間が３年を超えた用地 

・操業した事業に関連のない用地の取得価格 
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７ 雇用促進奨励金 

補助対象経費 

・新規雇用従業員の数に年間 100,000円を乗じて得た額に対

して補助 

・補助事業者の就業規則等に定められた「正社員」として雇

用された社員は、１年目に限り、新規雇用従業員の数に年間

500,000円 

補助対象外経費 
・既存の常時雇用従業員 

・操業した事業には関連のない新規雇用従業員 

  ＜参 考＞ 

① 正社員とは、補助事業者の就業規則等によって定められた正社員として雇

用された社員で、いわゆる正社員の方を対象とします。 

② 雇用促進奨励金の基本的な流れについては次のとおりです。 

 

 

③ 対象のパートやアルバイト契約の従業員が交付期間途中で正社員に契約区

分が切り替わった場合、正社員に切り替わって１年目の交付額は 500,000円と

します。なお、交付期間は適用期間（操業開始した年度の翌年度から５年間）

に基づいて交付しますのでご注意ください。③の運用については次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）パート雇用から正社員へ雇用形態が切り替わった場合

Aさん

正社員へ

R2.4.1 R2 .9.1R1 .9.1

操業開始

※ 「9.1」が基準日

Aさん雇用

（パート）

雇用促進奨励金

１年目交付

R2.9.1の時点でAさんは正

社員だが、正社員になっ

て１年経過していないの

で100,000円交付の対象。

R3.9.1

Aさん

正社員

R3.9.1の時点でAさんは正

社員になって１年以上経過

しており、正社員１年目の

交付であるので、500,000

円交付の対象。

Aさん

正社員

雇用促進奨励金

２年目交付

Aさん

正社員

R4.9.1

Aさんは、100,000円

交付の対象。

雇用促進奨励金

３年目交付

Aさん

正社員

Aさん

正社員

R5.9.1

Aさんは、100,000円

交付の対象。

雇用促進奨励金

４年目交付

R6 .9.1

Aさんは、100,000円

交付の対象。

雇用促進奨励金

５年目交付

例）雇用促進奨励金の基本的な運用について

Bさん雇用

（パート）

R2.4.1 R2 .9.1R1 .9.1操業開始

「9 .1」が基準日

Aさん雇用

（正社員）

雇用促進奨励金

１年目交付

Aさんのみが基準

日時点において、

雇用してから１年以

上経過しているか

らAさんが１人が対

象となる。

なお、交付額は

500,000円。（Aさん

は正社員だから）

R3 .9.1

Aさん、Bさんは基準

日時点において、雇

用してから１年以上

経過しているが、Cさ

んは１年経過してい

ないのでAさん、Bさ

んの２人が対象とな

る。

なお、交付額は

200,000円。

雇用促進奨励金

２年目交付

R4.9.1

Aさん、Bさん、Cさん

は基準日時点におい

て、雇用してから１年

以上経過するので、

３人が対象となる。

なお、交付額は、

800,000円（Cさんは

正社員であるので

500,000円交付の対

象となるから）

雇用促進奨励金

３年目交付Cさん雇用

（正社員）

R3.4.1 R5 .9.1 R6 .9.1

雇用促進奨励金

４年目交付

雇用促進奨励金

５年目交付

R3.4.1

Bさん退職

R3.3.31

Cさん退職

Aさん、Cさんは基準

日時点において、雇

用してから１年以上

経過するが、Bさん

は、退職しているの

で、Aさん、Cさんの２

人が対象となる。

なお、交付額は、

200,000円。

Aさん、Cさんは基準

日時点において、雇

用してから１年以上

経過するが、Bさん

は、退職しているの

で、Aさん、Cさんの２

人が対象となる。

なお、交付額は、

200,000円。
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８ 緑化促進奨励金 

補助対象経費 ・緑化に直接要した経費に対して補助 

補助対象外経費 

・増設の事業所に使用する土地において、敷地面積の 20％以

上の緑地を新たに整備した経費 

・新設の事業所に使用する土地において、敷地面積の 20％未

満の緑地を新たに整備した経費 

 

９ 水道料金助成金 

補助対象経費 
・市の運営する水道を使用し始めた月から１年を単位とし

て、支払った水道料金に対して補助 

補助対象外経費 ・市が運営する下水道使用料金 

 

10 工場、店舗等の新増設助成金 

補助対象経費 
・工場、店舗等の新設又は増設に係る固定資産税課税標準額

が 5,000,000円以上の固定資産納付額に対して補助 

補助対象外経費 
・新設又は増設以外の工場、店舗等に係る固定資産税納付額 

・土地及び償却資産にかかる固定資産税納付額 

＜参 考＞ 

機械設備を導入した際には、「工場、店舗等の新増設助成金」又は「機械設備の

新増設助成金」どちらかを活用することができます。 

 

11 工場、店舗等の用地取得助成金 

補助対象経費 
・工場、店舗等の新設又は増設着手前３年以内に取得した土

地の売買契約額に対して補助 

補助対象外経費 

・所有してから事業着手までの期間が３年を超えた用地 

・工場、店舗等の新設又は増設を行わない土地（土地のみを

取得すること）の売買契約額 

＜参 考＞ 

 工場、店舗等とは事業の用に供する有人施設を指し、事務所の設置も対象と 

なります。 

 

12 空き店舗等への出店等助成金（賃貸料補助） 

補助対象経費 ・空き店舗等への出店に伴い発生した賃貸料に対して補助 

補助対象外経費 

・敷金、礼金、保証金等直接賃貸料と関連がない経費 

・出店等する空き店舗等と関連しない空き店舗等の賃貸料 

・居住部分における賃貸料 

・親会社、同族会社等関連する事業者からの賃貸及び親族か

ら賃貸した物件に係る賃貸料 
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＜参 考＞ 

空き店舗等とは、市内にある空き店舗、空き家等現に利用されていない施設をい

います。 

 

13 空き店舗等への出店等助成金（改修費補助） 

補助対象経費 ・空き店舗等の改修に直接要した経費に対して補助 

補助対象外経費 

・出店等する空き店舗等と関連しない空き店舗等の改修費 

・居住部分における改修費 

・備品、什器類の整備に係る経費 

＜参 考＞ 

空き店舗等とは、市内にある空き店舗、空き家等現に利用されていない施設をい

います。 

 

14 機械設備の新増設助成金 

補助対象経費 

・導入する機械設備に直接要した経費に対して補助 

（具体的な例） 

設備購入費、基礎工事費、一連の機械設備でその機能を成す

ものと見なされる経費（取付工事費、サービスマン出張費、

設備運用及び操作に必須となるコントローラーやシステムソ

フトウェア費、移設不可な受信機及び発信機に係る経費等）

等 

補助対象外経費 

・複数台設備を購入して 2,000,000円以上になる購入費 

・移動可能な機械設備に係る経費 

・中古品、レンタル、リース及び更新により機械設備を導入

する経費 

・その他の経費 

（具体的な例） 

仮設工事費、解体費等 

  ＜参 考＞ 

① 完了届の提出の際には、現地訪問し、設備の確認検査をさせていただきます。 

② 機械設備を導入した際には、「工場、店舗等の新増設助成金」又は「機械設

備の新増設助成金」どちらかを活用することができます。また、指定事業者で

あれば、「事業所等設置助成金」又は「機械設備の新増設助成金」のどちらか

を活用することができます。 

③ 本市では、生産性向上特別措置法に基づき、市内中小企業者の先端設備等の

導入を集中的に促進し労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を

策定しました。 

これにより、中小企業者から申請された先端設備等導入計画が、本市の導入

促進基本計画に合致する場合、市が認定を行い、認定を受けられた中小企業者
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は、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。なお、具

体的な支援措置の内容は次のとおりです。 

 

支援措置内容 

市 
計画に基づいて新たに設備を取得した場合、その設備に係る固

定資産税が３年間ゼロ 

金融機関 
民間金融機関から融資を受ける際は、信用保証協会による保証

枠の拡大等 

その他 一部の補助金で優先採択や審査時の加点等 

 

また、生産性向上特別措置法の改正を前提としていますが、2021年３月末ま

でとなっている適用期限が 2023年３月末まで２年間延長される予定です。 

 

15 新製品開発研究奨励金 

補助対象経費 

・新製品の試作品製造に直接要した経費に対して補助 

（具体的な例） 

器具・工具及び設備の購入費、成分分析に係る経費原材料仕

入れに係る経費、視察費等 

補助対象外経費 

・既に製品化してしまった製品の試作に係る経費 

・量産及び出荷が可能でない製品の試作に係る経費 

・オーダーメイドで製造される製品の試作に係る経費 

・その他の経費 

（具体的な例） 

店内でのみ提供することを目的とした新製品等の開発に係る

経費 

  ＜参 考＞ 

新製品開発のための視察等を行った際には、報告書の提出が必須です。 

 

16 新規創業、事業継承助成金 

補助対象経費 

・従来経営している業種以外のために工場、店舗等を新設し

た事業や事業の経営を引き継ぎ、継続して事業を行う事業に

対して定額の補助 

補助対象外経費 

・既に経営している業種にかかる事業と同一の業種を行う事

業 

・親会社、同族会社等関連する事業者及び親族からの継承 

  ＜参 考＞ 

「創業、第二創業補助金（当課に設置している創業、第二創業における別の補助

金）」との重複申請は、「創業」という同一の事業に対して補助をすることになりま

すので重複申請することができません。 
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17 見本市への出展奨励金 

補助対象経費 

・市外で開催される見本市（オンライン開催も含む）に出展

したもので、企業等が負担する経費に対して補助 

（具体的な例） 

出展料、交通費、旅費、チラシ・ポスター等の作成費及び印

刷費、ノベルティーの製造費、現地スタッフの雇用に係る人

件費、照明器具・備品等のレンタル、リースに係る経費等 

補助対象外経費 

・既に出展した見本市に係る経費 

・市内で開催される見本市への出展に係る経費 

・補助事業者が市内外問わず主催、共催、協賛又は後援する

見本市及び販売が主目的となる催事に係る経費 

・その他の経費 

（具体的な例） 

食事代、通常業務でも使用が見込まれる備品の購入費等 

 

18 新エネルギー設備の導入奨励金 

補助対象経費 

・環境に配慮した新エネルギー設備を導入し、当該事業者の

主たる業及び従たる業を営むために使用する電力相当以下

に値する経費に対して補助 

補助対象外経費 

・複数台設備を購入して 2,000,000円以上になる購入費 

・移動可能な機械設備に係る経費 

・中古品、レンタル、リースにより導入する経費 

・事業の用に供しない設備の購入費 

・売電業に係る購入費 

＜参 考＞ 

 奨励金の額の算出方法は以下のとおりです。 

・発電システムを導入し、発電設備導入事業費が 9,000,000円 

  ・主たる事業の年間消費電力量（実績） 10,000kW 

  ・導入設備による年間総発電量（予測） 15,000kW 

・対象経費計算式 9,000,000円×10,000kW／15,000kW＝6,000,000円 

・奨励金額計算式 6,000,000円×10%＝600,000円 

 

19 商用車導入助成金 

補助対象経費 

・次世代自動車（燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自

動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動

車、クリーンディーゼル自動車）、低燃費かつ低排出ガス

認定自動車、特定特殊自動車又は特種用途自動車を商用車

として新たに導入する事業で、車両本体価格に対して補助 

（具体的な例） 
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次世代自動車 

→プリウス、ワゴン R等 

低燃費かつ低排出ガス認定自動車 

→トラック、バス等 

特定特殊自動車 

→ロードローラー、ブルドーザー等 

特種用途自動車 

→霊柩車、移動販売車等 

補助対象外経費 

・オプション費用及び改造費（特種用途自動車の改造費も含

む） 

・中古品、レンタル、リース及び更新（乗換え）による商用

車の導入に係る経費 

・「自動車賃貸業（レンタカー業、自動車リース業）」のため

の商用車の導入にかかる経費 

＜参 考＞ 

① 補助対象となる車両について、以下のホームページをそれぞれご確認くだ

さい。 

ア 次世代自動車、低燃費かつ低排出ガス認定自動車 

「次世代モビリティガイドブック」 

https://www.env.go.jp/air/car/lev/index.html  

イ 特定特殊自動車 

「型式届出特定特殊自動車一覧」 

http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html 

ウ 特種用途自動車 

「「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて」 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_2.htm 

 ※ 次世代モビリティガイドブック、型式届出特定特殊自動車一覧につい

て、原則最新のものに掲載のある車両を対象とします。 

 ※ 特種用途自動車はベースとなる車両が次世代モビリティガイドブック 

に掲載されていることが条件となります。 

 ※ 購入契約から納車までに時間を要し年度をまたぐ場合（例：特種用途

  自動車の改造等）は、納車される年度に申請書を提出ください。ただし 

  【商用車導入助成金申請に係る納車について】（養父市ホームページに掲

  載のある様式）にて理由を確認させていただきますので、申請書と併せ

  てご提出ください。 

   ② 次世代モビリティガイドブック等に掲載のない車両（次世代モビリティガ

イドブックの代表車両以外の型式、後継車両で未掲載等）について、以下の

通り特例措置を講じます。 

     ア 次世代モビリティガイドブックに掲載のない場合 

https://www.env.go.jp/air/car/lev/index.html
http://www.env.go.jp/air/car/tokutei_law.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns07_2.htm
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        次世代モビリティガイドブックに掲載のある代表車両と「同等かそれ

以上の性能（エンジン型式・排ガス性能・燃費性能等）を有すること」

を証明するため、【商用車導入助成金申請に係る車両の性能等保証書】

（養父市ホームページに掲載のある様式）をご提出いただく必要があ

ります。 

       上記保証書は、保証人（車販売店等）に作成（必要事項の記入及び捺

   印）いただき、申請時にご提出ください。       

       イ 型式届出特定特殊自動車一覧に掲載のない場合 

        当該車両の「特定特殊自動車型式届出」の控えを、車販売店等を通じ

  車両メーカー等より取寄せていただき、ご提出ください。 

  後日、型式届出特定特殊自動車一覧に掲載されたことを確認させてい  

   ただくため、完了届提出時又はフォローアップ調査時に、型式届出特定

   特殊自動車一覧に掲載されたことがわかるもの（一覧の写し等）をご提

   出ください。 

            ※ 型式届出特定特殊自動車一覧に掲載の確認が取れない場合は、条例

     第 10条 1項 4号に基づき、奨励措置決定の取消し、又は交付した助

     成金の返還を求める場合があります。 

   ③ 補助対象経費は補助対象の車両にかかる車両購入本体のみを対象とします。 

④ 事業者情報の装飾について、大きさは縦 10ｃｍ以上、横 40ｃｍ以上のもの

とします。マグネットやテープ等取り外しが簡単に行うことができる装飾は

認めません。 

⑤ 原則、事業者情報は掲載するものとしますが、目的外使用が見込まれない

と判断する車両や社会通念上事業者情報の掲載が必要ないと判断する車両に

ついては、事業者情報の掲載を免除します。 

⑥ フォローアップ調査（車両の写真、運転日誌等の提出）を車両購入から５

年間行うことを義務付けいたします。 

 

20 提出書類一覧表について 

各奨励制度の申請時・完了時等に提出される書類について、「市長が必要と認める

書類」を提出することになっていますので、次のとおり『養父市企業等振興奨励制

度奨励措置提出書類一覧表』に各奨励措置に関する提出書類等をまとめました。参

考にしていただき、事業期間内の提出に遅れがないよう宜しくお願いします。 
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①投下固定資産総額

【新設】　

【増設】　

【新設】　

【増設】　

申請書類

(添付書類)

区分 事業所等設置助成金 雇用促進奨励金 緑化促進奨励金 水道料金助成金

奨励措置

の内容
納付固定資産税相当額を交付

操業開始に伴い新たに雇用した常時雇

用従業員（１年以上市に居住し、かつ、１

年以上継続して雇用された者）の人数分

を補助

対象雇用者数×１０万円

正社員の場合、１年目に限り、対象雇用

者数×５０万円を交付

事業所に使用する土地において敷地面

積の20％以上の緑地を新たに整備した

費用の30％以内を交付

市の運営する水道を使用し始めた月か

ら１年を単位として、金額の30％以内を

交付

交付期間 5年間 5年間 操業開始した年度 5年間

交付限度額 固定資産税納付額以内 1,000万円/年 300万円 100万円/年

①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】

②請求について【様式第６号】 ②請求について【様式第６号】 ②敷地面積と緑化面積を確認できる資料 ②請求について【様式第６号】

③請求書【様式第６号】 ③請求書【様式第６号】 ③緑化に要した費用が確認できる資料 ③請求書【様式第６号】

④納税証明書 ④労働者名簿 　（工事契約書等） ④水道料金の明細書

⑤土地家屋名寄帳 ⑤賃金台帳、雇用保険被保険者確認資料 ④支払いが確認できる資料（請求書、領収書等） ⑤納税証明書（滞納のない証明）

⑥雇用形態を記した資料（就業規則、社内規則等） ⑤請求について【様式第６号】

⑦対象となる労働者の住民票 ⑥請求書【様式第６号】

⑧納税証明書（滞納のない証明） ⑦納税証明書（滞納のない証明）

■お問い合わせ　　養父市広谷250-1　　　養父市産業環境部商工観光課へ ☎079-664-0285

養父市企業等振興奨励制度　【指定事業者】　提出書類一覧表

指　定　事　業　者　申　請

対象要件

新設又は増設のために新たに取得した固定資産（土地・建物・機械又は施設）が５千万円以上のもの　　※施行規則第２条第２項各号に定めるものは除外

②常時雇用従業員の数

工場の場合　　　　　　　
常時雇用従業員数が５人以上（操業開始の日）

新規雇用従業員が３人以上増加（操業開始の１年前より）

店舗・事務所などの場合
常時雇用従業員数が５人以上（操業開始の日）

新規雇用従業員が３人以上増加（操業開始の１年前より）

指定申請書【様式第１号】

申請書記載のとおり　※増設の場合は、操業開始日１年前の常時雇用従業員の労働者名簿、賃金台帳、雇用保険被保険者が確認できる資料等

指定事業完了届

事業完了（操業開始）届【様式第２号の２】

完成図面、完成写真

操業開始から１年経過後

（添付書類） 投下固定資産の取得価格が確認できる資料（■土地・建物：契約書、請求書、領収書、全部事項証明書等　■機械等償却資産：契約書、請求書、領収書）

操業開始日の雇用状況が確認できる資料（労働者名簿、賃金台帳、雇用保険被保険者が確認できる資料等）

奨　励　措　置　申　請

事業所等用地取得助成金

事業に使用している土地の取得価格（造

成費を含む）の10％以内を５年間に分割

して交付　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

事業着手前３年以内に取得した用地

5年間（分割して交付）

2,000万円

奨励措置

申請時期
 1年分の固定資産税納付後 操業開始後

申請書・その他書類のダウンロード　：　養父市ＨＰ　⇒　検索に[企業等振興奨励制度]を入力　⇒　企業等振興奨励制度［申請・提出書類］　⇒　必要書類をダウンロード

操業開始後 操業開始後の年度末

提出書類

①奨励措置申請書【様式第３号】　

②請求について【様式第６号】

③請求書【様式第６号】

④納税証明書（滞納のない証明）
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№.１

区　　　分

奨励措置

交付期間

１２０万円/年

６０万円/年

申請時期

①奨励措置申請書【様式第３号】

②請求について【様式第６号】

③請求書【様式第６号の２】

④納税証明書

⑤土地家屋名寄帳

■お問い合わせ ☎079-664-0285

⑥従業員の雇用が確認できる書

類（適用期間年度）

⑥従業員の雇用が確認できる書類

（適用期間年度）

申請書・その他書類のダウンロード　：　養父市ＨＰ　⇒　検索欄に[企業等振興奨励制度]を入力　⇒　企業等振興奨励制度［申請・提出書類］　⇒　必要書類をダウンロード

※原則、完了書類提出後に確認検査を行います。

養父市広谷250-1　　　養父市産業環境部商工観光課へ

【検査後・次年度】

提出書類

固

定

資

産

税

納

付

後

①請求について【様式第６号】

③納税証明書（滞納のない証明）

⑤納税証明書（滞納のない証明）

③請求書【様式第６号の２】

①奨励措置申請書【様式第３号】

③納税証明書（滞納のない証明） ③納税証明書（滞納のない証明）

③新製品の概要書

④事業に係る請求書の写し ③事業に係る請求書の写し ④領収書の写し    （開発試験等報告書・成果物等）

⑤事業に係る領収書の写し ④事業に係る領収書の写し ④事業に係る請求書の写し

③完成図面 （改修前及び改修後のもの）

①事業完了届【様式第５号】

②完成写真 ②土地全部事項証明書 ②完成写真 ②導入後の写真 ②新製品の写真②従業員の雇用が確認できる書類

①事業完了届【様式第５号】 ①事業完了届【様式第５号】 ①事業完了届【様式第５号】 ①事業完了届【様式第５号】 ①事業完了届【様式第５号】

③請求書の写し③従業員の雇用が確認できる書類

※新製品であることが分かることを

　　具体的に記入すること。

⑤見積書の写し ⑤土地売買契約書の写し ⑤賃貸契約書の写し ⑤見積書の写し

③見積書の写し

④図面（平面図、立面図） ④図面（平面図、立面図） ④図面（平面図等） ③図面（平面図、立面図） ④製品カタログ

①奨励措置申請書【様式第３号】

②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】

【申請時】

提出書類

①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】

③位置図 ③位置図 ③位置図 ③位置図

１５０万円
200㎡未満

当初は操業開始前に申請。固定資産税

納付後、１年ごとに措置申請
操業開始前

当初は操業開始前に申請。年度末ごとに

措置申請
操業開始前 操業開始前 操業開始前

交付限度額 固定資産税納付額 １５０万円
200㎡以上

１００万円 ２００万円

３年間 ― ２年間（賃借料助成） ― ― ―

新増設部分に係る固定資産税相当額を

交付

売買契約額（直接営業に使用する部分）の

３％以内の額を交付

賃貸料（敷金、礼金、保証金等を除く）の５

０％以内の額を交付

空き店舗等の改修に伴う整備事業費

の１０％以内の額を交付
機械設備導入額の１０％以内の額を交付 直接要した経費の５０％以内の額を交付

養父市企業等振興奨励制度　奨励措置提出書類一覧表

工場、店舗等の新増設 工場、店舗等の用地取得 空き店舗等への出店等 機械設備の新増設 新製品開発研究

⑤従業員の雇用が確認できる書類

⑥確認調書⑤従業員の雇用が確認できる書類 ⑤事業に係る領収書の写し

　 →導入した設備の現地確認
⑥従業員の雇用が確認できる書類

⑥従業員の雇用が確認できる書類

①請求について【様式第６号】

②請求について【様式第６号】 ②請求書【様式第６号の２】 ②請求書【様式第６号】 ②請求書【様式第６号】

①請求について【様式第６号】

年

度

末
④納税証明書（滞納のない証明） ④賃貸料支払いが確認できるもの

③土地代金の支払いが確認できるもの

　　 （商工観光課が検査）

①請求について【様式第６号】

【完了・操業開始時】

提出書類

②請求書【様式第６号の２】

③新製品開発研究に係る経費の

　　明細（見積書の写し）

④その他新製品の開発研究に係る資料

　　の写 し（契約書・図面・新 製品概要等）

⑥工事契約書の写し ⑥工事契約書の写し
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№.２

区　　　分

奨励措置

交付期間

交付限度額

申請時期

　【様式あり・必要時のみ】

⑥「自動車検査証の写し」又は「自動車登録事項証明書

※特定特殊自動車で公道を走行しない（車検証の発行がない）場合は、

　「特定自主検査実施経歴書」の写し

■お問い合わせ ☎079-664-0285

【申請時】

提出書類

②請求書【様式第６号の２】

③納税証明書（滞納のない証明）

⑧確認調書

　 →導入した車両の現地確認（商工観光課が検査）

⑦商用車導入助成金申請に係る車両の性能等保証書

⑧商用車導入助成金申請に係る納車について【様式あり・必要時のみ】

⑤従業員の雇用が確認できる書類⑥従業員の雇用が確認できる書類

⑦従業員の雇用が確認できる書類

養父市企業等振興奨励制度　奨励措置提出書類一覧表

新規創業、事業継承 見本市への出展 　新エネルギー設備の導入 商用車導入

交付限度額を交付する 出展に際して負担する事業費の５０％以内の額を交付する 直接要した経費の１０％以内の額を交付する 車両価格の10％以内の額を交付する

― ― ― ―

５０万円 ５０万円 ２００万円 １００万円

当初は創業開始前に申請。創業１年後以降に措置申請 操業開始前 操業開始前 操業開始前

①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】 ①奨励措置申請書【様式第３号】

②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】 ②事業計画書【様式あり】

③位置図 ③見本市パンフレット等 ③図面（平面図等） ③見積書の写し

④図面（平面図、立面図） ④見積書の写し ④製品カタログ等

⑤見積書の写し ⑤工事契約書の写し ⑤次世代モビリティガイドブック又は型式届出特定特殊自動車一覧

⑥工事契約書の写し ⑥導入する車両の仕様が確認できる書類（特種用途自動車のみ）

【完了・操業開始時】

提出書類

①事業完了届【様式第５号】 ①事業完了届【様式第５号】 ①事業完了届【様式第５号】 ①事業完了届【様式第５号】

②完成写真 ②出展状況写真 ②完成写真 ②導入後の写真

③完成図面 ③出展成果報告 ③完成図面 ③請求書の写し

④事業に係る請求書の写し ③出展に係る請求書の写し ④事業に係る請求書の写し ④領収書の写し

⑤事業に係る領収書の写し ④出展に係る領収書の写し ⑤事業に係る領収書の写し ⑤車両管理台帳の写し

　 （現在記録）の写し＋車体番号の拓本」

⑥従業員の雇用が確認できる書類

①請求について【様式第６号】 ①請求について【様式第６号】

②請求について【様式第６号】 ②請求書【様式第６号の２】

③請求書【様式第６号の２】 ③納税証明書（滞納のない証明） ③納税証明書（滞納のない証明）

②請求書【様式第６号の２】

⑤従業員の雇用が確認できる書類

※原則、完了書類提出後に確認検査を行います。

【検査後】

提出書類

創

業

１

年

後

①奨励措置申請書【様式第３号】 ①請求について【様式第６号】

養父市広谷250-1　　　養父市産業環境部商工観光課へ

④納税証明書

申請書・その他書類のダウンロード　：　養父市ＨＰ　⇒　検索欄に[企業等振興奨励制度]を入力　⇒　企業等振興奨励制度［申請・提出書類］　⇒　必要書類をダウンロード
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Ⅲ 経理処理の手引き 

１ 帳簿等の記載・管理 

補助対象事業者は本補助金の執行管理をしやすくするために、本制度とし

て、いつ、なにを、いくらで購入したのか等を帳簿で管理するとともに、定

期的に、その記載された内容に相違または虚偽がないかどうか確認してくだ

さい。 

 

２ その他経理処理の基本ルール 

  ＜経理処理のポイント＞ 

    支払いを証明できる証拠書類等が整備されていなければ、必要な経費

として認められません。（請求書、領収書等） 

＜支払方法ポイント＞ 

① 基本的な考え方 

補助事業者の経費の支払方法は、振込を原則とします。 

② 支出内容を証明する書類 

支出内容を証明する書類として、補助事業者の経理処理において通

常使用している発注、納品、検収、支払い等を証明する書類を整理して

ください。 

ア 銀行振込の場合 

・支払いを証明する書類（銀行の振込取扱明細、当座勘定照合表、

預金通帳等） 

・支払い金額と経費金額の整合性を検証するための書類 

イ 現金支払いの場合 

・領収書（宛先、日付、品名、金額等記載されているもの） 

・支払い金額と経費金額の整合性を検証するための書類 

ウ 電子決済の場合 

・支払いを証明する電子データ（プリントアウトしたもので可） 

・支払い金額と経費金額の整合性を検証するための書類 

※当該補助事業に係る経費を他の経費と合算して振り込んだ場

合は、内訳が分かるようにしてください。（補助事業分××円、

自社業務分××円） 

※支払いを証明する書類については、支払金額と経費金額の整

合性を検証するための書類（契約書、請求書等）により、宛先、

日付、品名、金額等を照合して確認してください。 
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③ 支払いについての留意点 

ア 手形取引／手形払は、不渡りの可能性や、手形割引により実際

に支払われる金額が減額する可能性があり、支出額の確定が明確

でないため、認められません。 

イ クレジットカードの使用は、支払いに係る証拠書類（「振込金受

領書」「振込依頼電子データ等」）を用意できること、補助事業期間

終了日までに支払が完了すること等を確認してください。 

ウ オンライン発注等、注文書・見積書等の書類が作成できない取

引形態の場合証拠書類は該当するデータを印刷して保存してくだ

さい。 

エ 各種ポイントカードによる支払い及び値引きは補助事業におけ

る支払とは見なしません。また、支払いに伴う多額のポイント加

算などにより、不当に利益を得ることがないように十分に留意し

てください。 

オ 振込手数料（仕入先が支払金額に振込手数料を含めている場合

は対象）、各種申請手数料・収入印紙、各種保険料は対象外です。 
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お問い合わせ先 〒667-0198 兵庫県養父市広谷 250番地 1 

  養父市役所 産業環境部商工観光課 

              電話番号：０７９－６６４－０２８５ 

      Email：shoukoukankou@city.yabu.lg.jp 


