かほく市空き家空き店 舗活用事業補助金交付 要綱

（趣旨）
第１条

この告示は、 空き家及び空き店舗（ 以下「空き家等」とい う。）の活用を

促進することにより、 地域の活性化を図るた め、空き家等に出店す る個人又は法人
に対し、予算の範囲内 においてかほく市空き 家空き店舗活用事業補 助金（以下「補
助金」という。）を交 付することについて、 必要な事項を定めるも のとする。
（定義）
第２条

この告示にお いて、次の各号に掲げ る用語の意義は、それ ぞれ当該各号に

定めるところによる。
（１）

空き家

個人 が居住を目的として建 築し、現に居住してい ない市内に存

する家屋をいい 、同一 地番に存する家屋以外 の建物 を含む ものとす る 。
（２）

空き店舗

過 去に商業等の用に供し ていた実績があり、そ の後閉鎖され

た市内に存する店舗を いう。ただし、大規模 小売店舗立地法（平成 １０年法
律第９１号）に規定す る大規模小売店舗内の ものを除く 。
（補助対象者）
第３条

補助金の交付 対象者は、空き家等を 購入 し、又は賃借して 出店する個人又

は法人であって、次に 掲げる要件を全て満た すものとする。
（１）

統計法（平 成１９年法律第５３号 ）第２８条 第１項の規 定による日本標
準産業分類における飲 食店又はその他の織物 ・衣服・身の回り品小 売業を
営むもの

（２）

週５日以上営 業するもの

（３）

開業後３年以 上継続して営業するも の

（４）

認定申請をし た日から６箇月以内に 開業するもの

（５）

かほく市商工 会に加盟するもの

（６）

補助金の交付 を申請する時点におい て、かほく市以外の市 町村を含む市

町村民税等を滞納して いないもの
（７）

この告示の規 定による補助金の交付 を受けたことがないも の

（８）

風俗営業等の 規制及び業務の適正化 等に関する法律（昭和 ２３年法律第

１２２号）第２条に規 定する風俗営業でない もの
（９）

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７７

号）第２条第２号に規 定する暴力団又は同条 第６号に 規定 する暴力 団員でな
いもの
（補助対象経費等）
第４条

補助金の交付 対象となる経費及び補 助金の額等は、別表の とおりとする。

（補助金の額の加算 ）
第５条

補助金の交付 対象者が開業時に４５ 歳以下の若者又は女性 の場合は、 別表

に規定する補助金の額 に３０万円を加えるも のとする。 ただし、か ほく市創業者
支援事業補助金交付要 綱（平成２３年かほく 市告示第２４号）に規 定するかほく
市創業者支援事業補助 金（以下「かほく市創 業者支援事業補助金」 という。） を
申請する場合において 若者等チャレンジ支援 補助の加算がある場合 は、本補助金
の加算対象としない。
２

別表に規定する物 件改装工事 費について 、本市に営業所又は事 務所を有する市
内建築業者による改装 工事を行った場合は、 同表に規定する 補助金 の額に２０万
円を加えるものとする 。
（補助金の認定申請）

第６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、空き家

等の購入又は賃貸借契 約後速やかにかほく市 空き家空き店舗活用事 業認定申請書
（様式第１号）により 、次に掲げる書類を添 えて市長に提出し 、当 該補助対象事
業の認定を受けなけれ ばならない。
（１）

事業計画書 （様式第２号）

（２）

補助事業収 支予算書（様式第３号 ）

（３）

経費の見積 書及び工事請負契約書 の写し

（４）

賃貸借契約書 の写し（賃借料が補助 対象の場合）

（５）

売買契約書の 写し（物件購入費が補 助対象の場合）

（６）

事業実施位 置図

（７）

改装前の写 真

（８）

その他市長 が必要と認める書類

（事業の認定）
第７条

市長は、前条 の規定による申請があ ったときは、当該申請 に係る書類を審

査し、認定の可否を決 定し、かほく市空き家 空き店舗活用事業認定 通知書（様式
第４号）又はかほく市 空き家空き店舗活用事 業不認定通知書（様式 第５号）によ
り、申請者に通知する ものとする。
（補助金の交付申請）
第８条

補助金（賃借料に係るものを除く。）の交付を受けようとする者 は、開業した

日から起算して３箇月 以内に、かほく市空き 家空き店舗活用事業物 件購入費等に係
る補助金交付申請書（ 様式第６号）により 、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）

補助事業収 支報告書（様式第７号 ）

（２）

補助対象経 費の領収書又は支払を 証明する書類の写し

２

（３）

開業等届出 書の写し又は営業を開 始したことが証明でき る書類

（４）

改装後の完 成写真

（５）

住民票の写 し（申請者が４５歳以 下の場合に限る。）

（６）

かほく市商 工会への加入申込書の 写し

（７）

納税証明書

（８）

その他市長 が必要と認める書類

補助金（賃借料に係るものに限る。）の 交付を受けようとする 者は、開業した日の
属する月から１年を経 過する月から起算して ３箇月以内に、かほく 市空き家空き店
舗活用事業賃借料に係 る 補助金交付申請書（ 様式第８号）により 、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）

賃借料に係 る領収書又は支払を証 明する書類の写し

（２）

その他市長 が必要と認めるもの

（補助金の交付決定通 知）
第９条

市長は、前条 の交付申請 があった場 合において、当該申請 が 補助事業の内容

に適合すると認めたと きは、交付すべき補助 金の額を決定し、かほ く市空き家空き
店舗活用事業物件購入 費等に係る 補助金交付 決定通知書（様式第９ 号）又はかほく
市空き家空き店舗活用 事業賃借料に係る補助 金交付決定通知書（様 式第１０号）に
より、その額を申請者 に通知する。
（補助金の請求）
第１０条

申請者は、 前条の かほく市空き家 空き店舗活用事業物件 購入費等に係る

補助金交付決定通知書 による 通知を受けたと きは、かほく市空き家 空き店舗活用事
業物件購入費等に係る 補助金 交付請求書（様 式第１１号）により、 補助金の請求を
行うものとする。
２

申請者は、前条の かほく市空き家空き店 舗活用事業賃借料に係 る補助金交付決

定通知書による通知を 受けたときは、かほく 市 空き家空き店舗活用 事業賃借料に係
る補助金交付請求書（ 様式第１２号）により 、補助金の請求を行う ものとする。
（補助金の交付）
第１１条

市長は、前 条の規定による請求書 の提出があった 場合に おいて 、その内

容を審査し、適正であ ると認めた ときは、速 やかに補助金を交付す るものとする。
（現況調査）
第１２条

市長は、必 要があると認めたとき は、補助金の交付を受 けた者に対し、

交付資格に関する現況 等について報告を求め 、又は調査を行うこと ができる。
（補助金の返還）
第１３条

市長は、虚 偽の申請その他不正な 手段により、補助金の 交付を受けた者が

あると認めた場合は、 当該補助金 の全部又は 一部 を返還させること ができる。

（その他）
第１４条
附

この告示に 定めるもののほか、必 要な事項は、市長が別 に定める。
則

この告示は、平成３１ 年４月１日から施行す る。
別表（第４条関係）
補助対象経費

補助金の額等

賃借料

補助対象経費の２分の １に相当する額とし、 ３０ 万円を

（敷金、礼金、共益費

限度とする。補助対象 期間は 、開業した日の 属する月か

等賃借料に付随する経

ら１２箇月とする。

費を除く。）
物件購入費

補助対象経費の２分の １に相当する額とし、 １５０ 万円
を限度とする。

設備導入費

補助対象経費の２分の １に相当する額とし、 ５０ 万円を
限度とする。

物件改装工事費

補助対象経費の２分の １に相当する額とし、 １００ 万円
を限度とする。

広告費

補助対象経費の２分の １に相当する額とし、 １０ 万円を
限度とする。ただし、 広告作成に係る備品購 入費は対象
外とする。

１

補助金の額に１， ０００ 円未満の端数が 生じた場合は、これを 切り捨てる。

２

補助対象経費に 係 る消費税及び地方消費 税の額は補助金の対象 としない。

３

本補助金以外の補 助制度を活用し補助金 を受給する場合は、そ の補助額を差し
引いた額を補助対象経 費とする。

