栗山町ふるさと福祉基金助成金
平成３０年度 交付実施要領
平成３０年４月２０日決定

第１

趣旨

本要領は、栗山町ふるさと福祉基金助成金交付要綱（平成３０年４月２０日告示第 号）に基づき、
栗山町ふるさと福祉基金助成金（以下、「助成金」という。）の交付に関し、必要な事項を定める 。

第２

助成対象事業

助成金の交付対象となる事業（以下、「対象事業」という。）は、次のとおりとし、各事業におけ
る内容の詳細は別紙１のとおりとする。
１

障がい者福祉団体活動助成事業
実施要領第３に定める助成対象となる民間団体が、地域課題の解決を目的に取り組む各種事
業に要する経費について、予算の範囲内で助成金を交付する。
(1) 地域づくり事業
①障がいに対する町民の理解や意識の向上に寄与する事業（研修会開催、情報発信等）
②障がい者の日常生活や社会生活の充実に寄与する事業（交流イベント開催、人材育成等）
③その他町長が特に必要と認める事業
(2) 設備等整備事業
団体による公益性の高い福祉・ボランティア活動や、社会参加機会の充実等に直接必要な
設備・備品等を整備する事業

２

障がい福祉サービス事業所等活動助成事業
実施要領第３に定める助成対象となる民間事業所（以下、「事業所」という。）が、地域課
題の解決及びサービス提供体制の強化等を目的に取り組む各種事業に要する経費について、予
算の範囲内で交付金を交付する。
(1) 地域生活環境整備事業
①障がい者の重度化・高齢化等に対応できる住環境づくりに寄与する事業
（グループホームの整備・改修、設備・備品の整備等）
②障がい者の地域での暮らしを支える生活支援サービスの充実に寄与する事業
（移送サービス等の生活支援事業に必要な設備・備品の整備等）
③その他町長が特に必要と認める事業
(2) 就労支援体制整備事業
①利用者への支援や安心・安全の確保などの就労環境の向上に寄与する事業
（就労環境の向上に寄与する設備・備品の整備等）
②障がい者の経済的な自立を推進する事業
（事業所が行う収益体制の確保や利用者への工賃水準の向上に寄与する事業）
③その他町長が特に必要と認める事業
(3) 特定課題対策事業
栗山町内をサービス提供対象とする事業所が無い又は著しく不足しているなど、町長が特
に必要と認める地域課題の解決に寄与する事業（別紙２）

上記の各事業については、助成金交付要綱制定の日から、平成３１年３月３１日までに完了するも
のとする。また、目的や成果の関連性が無い複数の事業等を一つの対象事業として申請することはで
きないものとする。
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第３

助成対象者

助成金交付の対象となる者は、次の表１のとおりとする。
（表１）
事業区分

１

障がい者福祉
団体活動助成
事業

助成対象者
障がい者福祉の推進を目的に、公益上必要と
認められる事業を行う、次の要件を満たす民
間団体

(1) 地域づくり事業

①栗山町内を主たる活動の範囲としていること。
②政治・宗教・営利を目的としないこと。

(2) 設備等整備事業

③概ね５人以上で構成されていること。

(1) 地域生活環境整備事業
２

障がい福祉サ
ービス事業所
等活動助成事
業

(2) 就労支援体制整備事業

(3) 特定課題対策事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（障害者総合支援法）及
び児童福祉法に基づく指定（※１）を受け、
栗山町内において、障がい福祉サービス等を
提供する民間事業所
（障がい福祉サービス等の提供の開始が、確
実に見込まれるものを含む、また、町税等の
滞納がないものに限ります。）

（※１）障害者総合支援法第３６条の規定に基づく「障害福祉サービス事業所」
〃
第５１条の１９の規定に基づく「指定一般相談支援事業所」
〃
第５１条の２０の規定に基づく「指定特定相談支援事業所」
児童福祉法
第２１条の５の１５の規定に基づく「指定障害児通所支援事業所」
〃
第２４条の２８の規定に基づく「指定障害児相談支援事業所」

第４

助成対象経費

助成金の交付の対象となる経費は、対象事業の実施に直接必要となる経費とし、次の表２に掲げる
経費は助成対象外とする。また、国や北海道等の他補助金・助成金が充当可能なものについては、そ
の充当額を除いた額を助成対象経費とする。
なお、各事業区分における主な交付対象経費については、別紙１のとおりとする。
（表２）
○ 団体及び事業所の職員及び役員等の給与・手当・保険料・年金・賃金などの
人件費。ただし、「特定課題対策事業」において対象事業の実施に直接必要
認められる人件費を除く。
○ 団体運営のための会議費・消耗品費・通信費などの経常的な事務的経費
助成対象外経費

○ 団体及び事業所が借上等をする事務所等における光熱水費・燃料費等の維持
管理経費。ただし、対象事業を行うために必要な会場等の使用料、「特定課
題対策事業」において対象事業の実施に直接必要と認められるものを除く。
○ 団体及び事業所の関係者相互の親睦経費・飲食経費
○ その他、対象事業の実施に直接必要としない団体運営に関わる経費
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第５

助成金の額・助成割合

各事業区分ごとの助成額及び助成割合は、次の表３のとおりとする。
また、一つの団体又は事業所（法人）につき、年度で各事業区分（小区分）ごとに１件までの助成
を限度とし、助成金額の算出において千円未満の端数が生じる場合は、切り捨てた額を交付すること
とする。
（表３）
事業区分
大区分
１

障がい者福祉団
体活動助成事業

助成金の額
小区分

助成上限額

(1) 地域づくり事業

３０万円

(2) 設備等整備事業

５０万円

助成割合
全

額

(1) 地域生活環境整備事業

２

障がい福祉サー
ビ ス 事 業所 等 活
動助成事業

(2)－① 就労支援体制整備事業
【ハード系事業 Ａ】
(2)－② 就労支援体制整備事業
【ハード系事業 Ｂ】
(2)－③ 就労支援体制整備事業
【ソフト系事業】

３００万円

就労環境の向上に寄与する事業

３０万円

３分の２
以内

１００万円
町長が別に定める額

(3) 特定課題対策事業

※一つの団体又は事業所（法人）につき、年度で各事業区分（小区分）ごとに１件までの助成とする。

第６

助成年限

一つの対象事業に対する補助年限は１年とする。ただし「①地域づくり事業」、「②－２就労支援
体制整備事業（ソフト系事業）及び「⑥特定課題対策事業」については、事業の性質・内容から継続
的な実施が必要と町長が認めるときは、３年まで可能とする。

第７
１

助成金の申請手続等
申請受付期間
第１期 ： 平成３０年５月１１日（金）～平成３０年５月３０日（木）
第２期 ： 平成３０年７月１３日（金）～平成３０年８月 ３日（金）

２

申請方法
交付要綱に定める助成金交付申請書（様式第１号）に、次の表４に掲げる各事業区分ごとの添
付書類を付して申請することとする。また、申請書の受理後、必要に応じて町担当者による現
地確認及び事業内容のヒアリングを実施することとする。
（表４）
申請時の添付書類

事業区分

共通書類

○事業が複数年度に渡る
○組織規約等
場合は、年度別の事業
○事業収支計画書
計画（任意様式）
○定期総会資料等
○金額積算根拠（見積書等） ○設備・備品等の資料
（製品カタログ等）
○事業内容を説明する資料
○設備等の整備を実施す
（任意様式）
る場所の現況写真

(1) 地域づくり事業
１

障がい者福祉
団体活動助成
事業

事業別書類

(2) 設備等整備事業
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(1) 地域生活環境整備事業

２

障 がい福 祉サー
ビス事業所等活
動助成事業

(2)－① 就労支援体制整備事業
【ハード系事業 Ａ】

(2)－② 就労支援体制整備事業
【ハード系事業 Ｂ】

○建物等の工事内容が
分かる書類
（平面図、立面図等）
○土地・建物の所有が確
認できる書類
○設備・備品等の資料
（製品カタログ等）
○建物工事又は設備等の
整備を実施する場所の
現況写真

○組織規約等
○事業収支計画書
○定期総会資料等
○金額積算根拠（見積書等）
○事業内容を説明する資料
○設備・備品等の資料
（任意様式）
（製品カタログ等）

(2)－③ 就労支援体制整備事業
【ソフト系事業】

○事業が複数年度に渡る
場合は、年度別の事業
計画（任意様式）

(3) 特定課題対策事業

○町長が別に定める書類

※見積書等については、申請日から３ヵ月前以内に作成されたものを有効とする。

３

第８

助成決定方法
助成申請受理後に、「栗山町ふるさと福祉基金運営委員会」における審査を経て、町長が助成
の決定を行い、交付要綱に定める助成金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知
することとする。

事業実施の留意事項

１

助成金概算払い等
事業の実施にあたっては、必要に応じて、助成金の概算額払い（事業完了前の支払い）を実施
するものとする。概算額払の時期については、申請時に記載された希望月の末日（末日が土・
日曜日又は祝日の場合は、その直前の開庁日）とする。

２

事業の開始等
事業の開始日（着手日）は、助成金交付決定日以降を原則とするが、申請時に「指令前着手理
由書」（別紙３）を提出し、必要性が認められた場合は、助成金交付要綱制定の日以降の開始
を可能とする。また、対象事業に係る設備・備品の購入や契約行為等については、原則として、
町の各種規則等（栗山町契約事務規則、栗山町随意契約ガイドライン等）に準じて行うものと
する。

３

広報周知
事業実施の成果については、適宜、町広報にて広く周知を行うこととする。

４

事業内容の変更
助成の決定を受けた対象事業について、その内容に変更が生じる場合（以下の①～⑤に該当す
ると町が判断する場合）は、交付要綱に定める助成金変更申請書（様式第４号）を提出するも
のとし、その他の軽微な変更については提出を要しないものとする。
①事業の趣旨・目的に係る事業内容の変更の場合
②期待される成果・効果に係る事業内容の変更の場合
③事業において整備する設備・備品等の規格・仕様の著しい変更の場合
④事業において整備する建物等の著しい設計変更の場合
⑤その他、町が必要と判断する場合
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５

実績報告
事業完了の日から３０日以内に、交付要綱に定める助成金事業実績報告書（様式第６号）に、
次の表５に掲げる各事業区分ごとの添付書類を付して報告することとする。ただし、事業完了
の日が平成３１年３月１０日以降である場合は、平成３１年４月１０日までに提出することと
する。完了報告に基づく助成額の確定により、概算払いの額に不要額が生じた場合は、町に返
還することとする。
（表５）
実績報告時の添付書類

事業区分

共通書類

(1) 地域づくり事業
１

○支払関連資料（領収書等の
事 業 費 支 出状 況 が 分か る
もの）
○事業収支報告書

障がい者福祉
団体活動助成
事業
(2) 設備等整備事業

(1) 地域生活環境整備事業

６

障 がい福 祉サー
ビス事業所等活
動助成事業

(2)－② 就労支援体制整備事業
【ハード系事業 Ｂ】

○事業実施時（行事等）
の写真
○印刷物・作成物（ポス
ター・チラシ等）
○設備等の整備を実施し
た場所の現況写真
○整備備品の写真

○建物工事又は設備等の
整備を実施した場所の
現況写真
○整備備品の写真

(2)－① 就労支援体制整備事業
【ハード系事業 Ａ】
２

事業別書類

○支払関連資料（領収書等の
事 業 費 支 出状 況 が 分か る
もの）
○事業収支報告書

○設備等の整備を実施し
た場所の現況写真
○整備備品の写真

(2)－③ 就労支援体制整備事業
【ソフト系事業】

○事業実施時（行事等）
の写真
○印刷物・作成物（ポス
ター・チラシ等）

(3) 特定課題対策事業

○町長が別に定める書類

助成金の返還
申請内容と異なる事業を実施した場合や、不正な行為により助成金の交付を受けた場合、助成
金により整備をした設備・備品等を目的外に使用している場合等は、助成金の返還を求めるこ
ととする。
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