地域振興調整費補助金交付要綱
（趣旨）
第１条 知事 は、「地 域調整費事務 取扱要領（平成１６年３ 月３１ 日制定。以下「 要領」とい
う）」第３の地域振興 調整費の執行 について 必要な場合、市町 村や 団体等に対し、予 算の 範
囲内で補助金 を交付す るものとし 、その 交付 に関しては 、群馬 県補 助金等に関す る規則（ 昭
和３１年群馬 県規則第 ６８号。以下「規 則」という。）による ほか 、この要綱の定 めると こ
ろによる。
（定義）
第２条
１ この要綱 において「住民自治組織」とは 、自治会、区会、町内 会等、市町村内 の一定 の区
域に住所を有 する者の 地 縁に基づい て形成さ れた団体をい う。
２ この要綱 において 、「住民 センター 等」とは、住 民自治組 織の 地域づくり活 動の拠点 とし
て必要な機能 を持つ住 民センター、 地区集会 所等の施設を いう。
３ この要綱 において「住民センター等 整備 事業」とは、住民セン ター等の新築、全 面改 築及
び改修を行う 事業をい う。
４ この要綱 において「行政県 税事務所 」と は、伊勢 崎行政県 税事 務所及び館林 行政県税 事務
所を除く行政 県税事務 所をいう。
（補助対象事 業等）
第３条 補助 金の交付 の対象となる 事業（以 下「補助事業」と いう 。）、補助事業を実施 する
者（以下「補 助事業者 」という。） 、補助金 の交付対象と なる経費 （以下「補助 対象経費 」
という。）並 びに補助 率及び補助限 度額は別 表のとおりと する。
２ 前項の補 助事業者 は、自己又 は団体等の 役員等が、次の各号の いずれにも該 当する者 で あ
ってはならな い。
（ １ ） 暴 力 団 （暴 力 団員 に よ る 不 当 な行 為 の防 止 等 に 関 す る法 律 （平 成 ３ 年 法 律 第７ ７ 号）
第２条第２号 に規定す る暴力団をい う。以下 同じ。）
（ ２ ） 暴 力 団 員（ 暴 力団 員 に よ る 不 当な 行 為の 防 止 等 に 関 する 法 律第 ２ 条 第 ６ 号 に規 定 する
暴力団員をい う。以下 同じ。）
（３）暴力 団員により その事業活動 を実質的 に支配されて いる者
（４）暴力 団員により その事業活動 に実質的 に関与を受け ている者
（ ５ ） 自 己 、 自己 の 法人 そ の 他 の 団 体若 し くは 第 三 者 の 不 正の 利 益を 図 り 、 又 は 第三 者 に損
害を加える目 的をもっ て、暴力団又 は暴力団 員を利用する などして いる者
（ ６ ） 暴 力 団 又は 暴 力団 員 に 対 し て 資金 を 提供 し 、 又 は 便 宜を 供 与す る な ど 直 接 的又 は 積極
的に暴力団の 維持又は 運営に協力し 、又は関 与している者
（７）暴力 団又は暴力 団員であるこ とを知り ながらこれら を不当に 利用している 者
（８）暴力 団員と密接 な交友関係を 有す る者
３ 知事は 、地域振興 事業で、特 に地域の振 興及び活性化 に資する と認めるもの に対する 補 助
率を、第 １項の規 定に かかわらず 、１年 に限 り、３分 の２を超 えな い範囲で取り 扱うこと が
できるものと する。
４ 第１項及 び前項の 規定により算 出された 補助金の額に 千円未満 の端数が生じ る場合 、これ
を切り捨てる ものとす る。
（交付事務の 委任）
第４条 知事 は、群馬 県財務規則（平成 ３年 群馬県規則第 １８号）第３条の規定 により、補助
金の交付に係 る事務を 行政県税事務 所長に委 任するものと する。
（事業計画）
第５条 補助 金の交付 を受けよ うと する者（ 以下「申請者」と いう 。）は、所管所長 が定 める
期日までに事 業計画書（別記様 式第１号 ）を 作成し、補助事業 を実 施しようとす る主な地 域
を所管する行 政県税事 務所長（以下 「所管所 長」） に提出 しなけれ ばならない。
２ 住民セン ター等整 備事業に係る 前項の事 業計画書は 、申請者の 所在地の市町 村の長（ 以 下
「所在市町村 長」とい う。）を経由 して提出 するものとす る。
（補助金の額 の内示）
第６条 所管 所長は 、前条の規定に より提出 された住民セ ンター等 整備事業に係 る事業計 画書
について、補助金を交 付することが 適当であ ると認める と きは、当 該事業計画書 を提出し た
申請者に対し 、補助金 の額を通知書 等により 内示するもの とする。

（補助金の交 付申請）
第７条 申請 者は、交 付申請書（別 記様式第 ２号）を、所 管所長に 提出するもの とする。
２ 住民セン ター等整 備事業に係る 前項の交 付申請書は 、所在市 町 村長を経由し て提出す るも
のとする。
（補助金の交 付決定）
第８条 所管 所長は、 前条の規定に より交付 申請書が提出 されたと きは、その内 容を審査 し、
適当と認めら れる場合 には、補助金 の交付を 決定する。
２ 所管所長 は、前項 の決定を行っ たときは 、別記様 式第３号 によ り、その 旨を当該 交付 申請
書を提出した 申請者に 通知するもの とする。
（補助事業の 変更承認 申請）
第９条 補助 事業者は 、第５条の 事業計画 書 又は第７条の 交付申請 書に記載した 事業内容 を変
更するときは 、規 則第 ９条第１項の 規定によ り、あら かじめ変 更承 認申請書（別記様 式第 ４
号）を所管所 長に提出 し、その承認 を受けな ければならな い。
２ 住民セン ター等整 備事業に係る 前項の変 更承認申請書 は、所 在 市町村長を経 由して提 出す
るものとする 。
３ 規則第９ 条第１項 第１号に規定 する知事 があらかじめ 認める軽 微な変更とは 、次に 掲 げる
ものとする。
（１）補助対 象経費の 配分の変更で 、その割 合が２割を超 えない場 合
（２）補助対 象経費の 減額で、その 割合が２ 割を超えない 場合
（補助事業の 変更承認 ）
第１０条 所 管所長は 、前条の規 定により変 更承認申請書 が提出さ れたときは 、その内容 を 審
査し、適当と 認められ る場合には、 補助事業 の変更を承認 する。
２ 所管所長 は前項の 承認を行った ときは 、補助金変更決 定通知書（別記様 式第５号 ）に より
補助事業者に 通知する ものとする。
（遂行状況報 告）
第１１条 補 助事業者 は、所管所長 から指示 があったとき は、補助 事業の遂行状 況につい て、
事業遂行状況 報告書（ 別記様式第６ 号）によ り、所管所長 に報告し なければなら ない。
（実績報告）
第１２条 補 助事業者 は、補助事 業が完了し たときは、その完了し た日から起算 して３０ 日 を
経過した日又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の４月１０日のい
ずれか早い日 までに 、事業実績報告 書（ 別記 様式第７号 ）を所 管所 長に提出しな ければな ら
ない。
２ 住民セン ター等整 備事業に係る 前項の実 績報告書は 、所在市 町 村長を経由し て提出す るも
のとする。
（補助金額の 確定）
第１３条 所 管所長は 、前条の実 績報告書を 受理したとき は、その 内容の審査及 び必要に 応 じ
て現地調査等 を行い、適正であると 認められ た場合には 、当該事業 に係る補助金 の額を確 定
する。
２ 所管所長 は前項の 確定を行った ときは 、補助金交付額 確定通知 書（別記 様式第８ 号）によ
り補助事業者 に通知す るものとする 。
（補助金の交 付方法）
第１４条 こ の補助金 は、前条の 規定によ り その額が確定 した後に 精算払いによ り交付す るも
のとする。た だし、所 管所長が必要 と認めた ときは、概算 払いによ ることができ る。
２ 補助事業 者は前項 ただし書の規 定により 、補助金の 概算交付を 受けようとす るときは 、概
算払請求書（ 別記様式 ９号）を所管 所長に提 出しなければ ならない 。
３ 住民セン ター等整 備事業に係る 前項の請 求書は、所 在市町村 長 を経由して提 出するも のと
する。
（補助金の交 付決定の 取消し等）
第１５条 所 管所長は 、規則第１ ３条第１項 及び第２項に 定めるも ののほか、補助事業者 が 次
の各号のいず れかに該 当する場合は 、補助金 の交付の決定 の全部又 は一部を取り 消し、又 は
その決定の内 容若しく はこれに付し た条件を 変更すること ができる 。
（１）この要 綱に違反 したとき

（２）補助事 業者又は 補助事業の実 施におい て委託契約な どの取引 があった者が 、群馬県 暴
力団排除条例 第７条に 抵触するとき
（消費税及び 地方消費 税に係る仕入 控除税額 ）
第１６条 申 請者は第 ７条第１項の 規定によ り補助金の交 付を申請 するにあたっ ては、当 該補
助金に係る消 費税及び 地方消費税に 係る仕入 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 法の規定 に より仕入れに 係る消費 税額として控 除できる 部
分の金額及び地方消費税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補
助率を乗じて 得た金額 をいう。（以 下「 消費 税等仕入控除 税額」と いう。））を減額して 申
請しなければ ならない 。ただし、申請時に お いて消費税等 仕入控除 税額が明らか でないも の
については、 この限り でない。
２ 所管所長 は、前項 ただし書の規 定により 申請された場 合、補助 金に係る消費 税等仕入 控 除
税額について 、補助 金 の額の確定に おいて減 額を行う旨の 条件を付 して交付決定 を行うも の
とする。
３ 補助事業 者は、第 １２条の実績 報告時に 消費税等仕入 控除税額 が明らかとな る場合、当 該
消費税等仕入 控除税額 を減額して実 績を報告 しなければな らない。この場合にお いて、所 管
所長は、当該 消費税等 仕入控除税額 を減額し て補助金額の 確定を行 うものとする 。
４ 補助事業 者は、第 １３条の補助 金額の確 定後に、消 費税等仕入 控除税額が明 らかとな る 場
合、当該消 費税等仕入 控除税額を速 やかに所 管所長に報告 しなけれ ばならない 。この場合 に
おいて、所管所長 は、補助事業者に 対し 、当 該消費税等仕 入控除税 額の全部又は 一部の返 還
を命ずるもの とする。
（不当要求行 為）
第１７条 補助事業の遂行において第３条第２項各号に掲げる者から不当な要求行為を受け
たときは、県 に報告し 、警察に通報 しなけれ ばならない。
（財産処分の 制限）
第１８条 補 助事業者 は、補助 事業を通 じて 取得し、又は効用 の増 加した財産に ついて 、当初
の事業計画に 沿った利 用を行うとと もに、規 則第２１条第 １項に定 めるもののほ か次の各 号
に掲げる行為 を行うと するときは 、予め 知事 の承認を受け なければ ならない 。ただし 、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「減 価償却資 産 の耐用年数に 関する省 令
（昭和４０年 ３月３１ 日大蔵省令第 １５号 ）」に定め る期間を 経過 した場合は 、この 限り で
ない。
（１）改造す ること（ 軽微なものを 除く）
（２）管理を 他人に委 託すること
（３）取り壊 し、廃棄 すること
２ 知事は 、前項 の規 定に該当し 、既に 交付 した補助金を 返還させ るときは 、当該財 産の 耐用
年数及び経過 年数を勘 案し、返還額 を算定す るものとする 。
（その他）
第１９条 こ の要綱に 定めるものほ か、必要 な事項は、知 事が別に 定めるものと する。
１
２
３
４
５
６
７

附則
この要綱 は、平成 １６年４月１ 日から施 行する。
この要綱 は、平成 ２１年４月１ 日から施 行する。
この要綱 は、平成 ２４年３月２ １日から 施行する。
この要綱 は、平成 ２６年４月１ 日から施 行する。
この要綱 は、平成 ２６年７月２ ９日から 施行す る。
この要綱 は、令和 ２年４月１日 から施行 する。
この要綱 は、令和 ３年 ３月２９ 日から施 行する。
ただし 、令和２年 度に実施した 事業に対 する補助金の 交付につ いては、な お従前の例 に よ
る。

別表（要綱第 ３条関係 ）

事業区分

補助対象事業

補助事業者

地域振興事業 要領第３（２ ）①イ
からエのいず れかに
該当し、知事 が適当
と認めた事業

市町村又は団 体等で
あり、知事が 適当と
認めた者

住民センター
等整備事業

住民自治組織 であり
、次の要件を 満たし
ていること
①自治会、区 会、町
内会などの地 縁団
体であること
②法人格を有 するこ
と
ただし、床面 積が
変わらない改 修に
おいてはこの 限り
でない

住民センター 等の新
築、又は全面 改築を
行う事業

住民センター 等のバ
リアフリー化 又は長
寿命化（ 事業費が 2,0
00千円以上で あって
、建築士が劣 化対策
又は耐震化対 策の効
果を認めるも の）を
目的とする改 修を行
う事業

補助対象経費

補助率及び補助限度額

補助事業の実 施に要す る経 1) 補助率
費で知事が必 要と認め るも
２分の１を超 えない率
の
ただし知事が 特に必要 と
ただし、人件 費その他 の経常
認めるものは この限り では
的経費及び備 品費は対 象外
ない
とする
2) 補助限度 額
補助対象事業 の内容、性格
等を勘案し、予算の範 囲内で
知事が定める 額
補助事業の実 施に要す る経 1) 補助率
費で知事が必 要と認め るも
２分の１
の
2) 補助限度額
３,０００ 千円又は 市町村
補助額のうち いずれか 少ない
額

1)
2)

補助率
２分 の１
補助限度 額
１,５０ ０千円又は 市町村
補助額のうち いずれか 少な
い額

