
○栃木県補助金等交付規則 

昭和三十六年四月十日 

栃木県規則第三十三号 

栃木県補助金等交付規則を次のように定める。 

栃木県補助金等交付規則 

 

(目的) 

第一条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めあるもののほか、補助金等の交付

の申請、決定及び使用等に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執

行の適正化を図ることを目的とする。 

 

第二条 この規則において、「補助金等」とは、県が国及び都道府県以外の者に対して交付する

次に掲げるものをいう。 

一 補助金 

二 利子補給金 

三 負担金その他相当の反対給付を受けない給付金(知事が別に指定するものを除く。) 

2 この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、

「補助事業者等」とは、補助事業等を行なう者をいう。 

3 この規則において、「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。 

一 国及び県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又

は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付す

るもの 

二 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の

目的に従い、利子を軽減して融通する資金 

4 この規則において、「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付又は同項第二号の

資金の融通の対象となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を

行なう者をいう。 

 

(補助対象) 

第三条 補助金等の名称、目的、交付の対象である事務又は事業の内容、その交付率又は金額

及び交付の相手方(以下「補助金等の名称等」という。)は、別に定めて告示する。ただし、

補助金等の交付の相手方に当該補助金等の名称等を通知するものについては、この限りでな

い。 

(昭四七規則五七・平九規則二七・一部改正) 

 

(補助金等の交付の申請) 

第四条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助

金等交付申請書(別記様式第一。ただし、契約の申込みにあつては契約に関する書類)に次に

掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

一 事業計画書 

二 収支予算書又はそれに代わる書類 

三 工事の施行にあつては実施設計書 

四 その他知事が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず知事がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略する

ことがある。 

 

(補助金等の交付の決定) 

第五条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行なう現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたとき



は、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものと

する。 

2 前項の場合において、交付の決定をする補助金等が、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「適正化法」という。)に規定する間接補助

金等(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する

特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号の規定による国の無利子貸付

金を財源とするものを含む。以下「適正化法に規定する間接補助金等」という。)に該当する

ときは、適正化法第八条の規定による決定の通知を受領した後に行うものとする。ただし、

知事が特に必要と認めたものについては、この限りでない。 

3 知事は、第一項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金等の交

付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。 

(昭六三規則三〇・平一五規則一・一部改正) 

 

(補助金等の交付の条件) 

第六条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等

の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するもの

とする。 

一 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(知事の定める軽微

な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けること。 

二 補助事業等を行なうため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使

用方法に関する事項 

三 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

四 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となつた場合

においては、すみやかに知事に報告し、その指示を受けること。 

五 補助事業等の完了により当該事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において

は、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一

部に相当する金額を県に納付すること。 

2 知事は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附す

ることがある。 

3 知事は、適正化法に規定する間接補助金等に該当する場合において、同法第七条の規定に基

づき各省各庁の長が当該間接補助金等に関して条件を附したときは、これと同一の条件を附

するものとする。 

 

(決定の通知) 

第七条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに

条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。 

2 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法の規定の適用をうけるものであ

る場合においては、前項の通知を行なう場合その旨を明らかにするものとする。 

 

(申請の取下げ) 

第八条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通

知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該受

領の日から十日を経過する日までに申請の取り下げをすることができる。ただし、知事が特

に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。 

2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定

は、なかつたものとみなす。 

 

(事情変更による決定の取消し等) 



第九条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別

の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決

定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちです

でに経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

2 補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当し、同法第十条第一項の規定により交付

の決定の取消し又はその決定の内容若しくは条件の変更がなされたときは、すみやかに交付

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変

更するものとする。 

3 第一項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号の一に

該当する場合とする。 

一 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部若

しくは一部を継続する必要がなくなつた場合 

二 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため

必要な土地その他の手段を使用することができない場合 

三 補助事業等に要する経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担す

ることができない場合 

四 前各号に規定する場合のほか、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等

の責に帰すべき事由による場合を除く。) 

4 知事は、第一項及び第二項の規定による補助金等の決定の取消し等により特別に必要となつ

た次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。 

一 補助金等に係る機械 器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費 

二 補助事業等を行なうため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する

経費 

5 第七条の規定は、第一項及び第二項の処分をした場合について準用する。 

 

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行等) 

第十条 補助事業者等は、法令その他の規程(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等

の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令等に基づく知事の処分に従い、善良な

管理者の注意をもつて補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途

への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしない

ことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることをいう。以下同じ。)をし

てはならない。 

2 間接補助事業者等は、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な

管理者の注意をもつて間接補助事業等を行なわなければならず、いやしくも間接補助金等の

他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第二条第三項第一号の給付金にあつては、その交

付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に

反してその交付を受けたことになることをいい、同項第二号の資金にあつては、その融通の

目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下

同じ。)をしてはならない。 

 

(状況報告) 

第十一条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(別記様式

第二)に別に定める書類を添えて、知事に報告しなければならない。 

 

(事業遂行等の指示) 

第十二条 知事は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の

交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者

に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。 



2 知事は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂

行の一時停止を命ずることがある。 

 

(実績報告) 

第十三条 補助事業者等は、補助事業等が完了(事務費と事業費の区分ができるものについて

は、事務費に係る部分又は事業費に係る部分の完了を含む。)したとき(補助事業等の廃止の

承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記様

式第二)に、別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。補助金等の交付の決定

に係る県の会計年度が終了した場合は、五月三十一日までに報告しなければならない。 

 

(検査) 

第十四条 知事は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があつたとき又は補助事業等の

一部について検査の請求があつたときは、補助事業者等に対し、知事の命じた職員(以下「検

査員」という。)をして、当該補助事業等に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査を行なわ

せることがある。 

2 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、いつで

も検査員をして補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対し、当該事業に係る帳簿、書類

その他の物件の検査を行なわせることがある。 

3 検査員は、その身分を示す証票(別記様式第三)を携帯し、関係者の要求があるときは、これ

を提示しなければならない。 

4 第一項及び第二項の規定による検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならな

い。 

 

(是正のための措置) 

第十五条 知事は、前条第一項及び第二項の規定による検査の結果を補助事業者等に通知する

ものとする。 

2 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合又は前条の

規定による検査の結果補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条

件に適合しないものがあると認めたときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等をこれに

適合させるため是正の措置をとるべきことを指示するものとする。 

3 第十三条の規定は、前項の規定に基づく指示に従つてとるべき措置の完了について準用す

る。 

 

(補助金等の額の確定等) 

第十六条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合に

おいては、報告書等の書類の審査及び第十四条の規定により行う検査等により、その報告に

係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するもの

であるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当

該補助事業者等に通知する。 

2 前項の場合において、当該補助金等が適正化法に規定する間接補助金等に該当するときは、

適正化法第十五条の規定による確定の通知を受領した後に同項の通知を行うものとする。た

だし、知事が特に必要と認めたものについては、この限りでない。 

(平一五規則一・一部改正) 

 

(決定の取消し等) 

第十七条 知事は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関

し、補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく知事

の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

2 知事は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等



に関して、法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金

等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても

適用があるものとする。 

4 第七条の規定は、第一項及び第二項の規定による取消しをした場合について準用する。 

 

(補助金等の交付の請求) 

第十八条 第十六条の規定により通知をうけた補助事業者等が、補助金等の交付を受けようと

するときは、補助金等交付請求書(別記様式第四)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出し

なければならない。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

一 交付決定通知書の写 

二 補助事業等の検査結果の通知書の写 

三 精算書 

四 その他知事が必要と認める書類 

(平一四規則四四・一部改正) 

 

(交付の特例) 

第十九条 知事は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付

することがある。 

2 前条の規定は、前金払又は概算払に係る補助金等の交付の請求について準用する。 

 

(補助金等の返還) 

第二十条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消

しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を

命ずるものとする。 

2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、すでにその額

をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

3 知事は、第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが第十七条第二項の規定

によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期限を延

長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことがある。 

 

(加算金及び延滞金) 

第二十一条 補助事業者等は、第十七条第一項の規定に基づく取消しにより、補助金等の返還

を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日(補助金等が二回以上に分けて交付

されている場合においては、最後の受領の日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達

しないときは、これに達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領した日)から納付の日までの日

数に応じ、当該返還を命ぜられた補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期

間については、すでに納付した額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算し

た加算金を県に納付しなければならない。 

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけ

るその後の期間については、すでに納付した額を控除した額)につき年十・九五パーセントの

割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 

3 知事は、前二項の場合において、やむをえない事情があると認めるときは、当該補助事業者

等の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。 

(昭四五規則七九・一部改正) 
 

(他の補助金等の一時停止等) 

第二十二条 知事は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は



延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業に

ついて交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又

は当該補助金等と未納付額とを相殺することがある。 

 

第二十二条の二 知事は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示若しくは

一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等

に対してその理由を示さなければならない。 

(平七規則五九・追加) 
 

(帳簿の備付等) 

第二十三条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を証らかにした帳簿を備え、か

つ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。 

 

(財産処分の制限) 

第二十四条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産

を知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額

を県に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が

定める期間を経過した場合は、この限りでない。 

一 不動産及びその従物 

二 機械及び重要な器具で知事が指定するもの 

三 その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるも

の 

2 第十七条の規定は、補助事業者等が前項の規定に違反して財産処分をしたときに、これを準

用する。 

 

附 則 

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の補助金等から適用する。 

2 次に掲げる規則及び告示は、廃止する。 

栃木県納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第八十二号) 

栃木会館催し物補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第八十九号) 

消防水利施設費補助要綱(昭和三十年栃木県告示第六百九十一号)市町村等衛生費補助規則

(昭和二十三年栃木県規則第三十五号)中小企業信用保証料補給金交付要綱(昭和三十一年栃

木県告示第二百七十五号) 

栃木県中小企業等協同組合中央会事業費補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第六百三

十三号) 

栃木県商工会議所及び中小企業相談所事業費補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第六

百三十二号) 

栃木県商工物産品質検査、販路拡張及び輸出振興補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第

四百十四号) 

商工業青年研究クラブ活動費補助金交付要綱(昭和三十三年栃木県告示第四百四十二号) 

中小工業の設備近代化を促進するため金融機関から設備資金を借り入れた中小工業者に対す

る利子補給実施要綱(昭和三十一年栃木県告示第三百二十号) 

栃木県発明実施化促進補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第十七号) 

栃木県事業内職業訓練費補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第八十七号) 

農業委員会補助金交付規則(昭和三十一年栃木県規則第六十三号) 

栃木県農業協同組合再建整備規則(昭和二十七年栃木県規則第四十三号) 

栃木県農業協同組合中央会事業活動促進費補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第五十



九号) 

栃木県農山村建設総合対策費補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第七百六十七号) 

栃木県農業機械化資金利子補給規則(昭和三十三年栃木県規則第二十七号) 

栃木県農村工業振興補助金交付規程(昭和二十七年栃木県規則第五十一号) 

栃木県経済農業協同組合連合会整備促進利子補給金補助金交付要綱(昭和三十年栃木県告示

第七百九十四号) 

栃木県農業共済団体等事務費交付金交付規程(昭和三十一年栃木県告示第五百五十六号) 

昭和三十年四月及び五月の凍霜害、水害等の被害農家に対する資金の融通に関する補助要綱

(昭和三十年栃木県告示第六百七十八号) 

昭和三十年四月から七月までの天災の被害農業者に対する資金の融通に関する補助要綱(昭

和三十一年栃木県告示第百四号) 

昭和三十二年五月四日発生の凍霜害並びに五月十四日及び六月一日発生のひよう害対策費補

助金交付要綱(昭和三十二年栃木県告示第三百三十八号) 

昭和三十四年五月及び六月のひよう害による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規

則(昭和三十四年栃木県規則第三十八号) 

昭和三十四年五月から七月まで及び九月の降ひようによる被害農業者に対する資金の融通に

関する補助規則(昭和三十四年栃木県規則第六十四号) 

昭和三十四年七月から九月までの天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規

則(昭和三十四年栃木県規則第八十一号) 

昭和三十五年六月のひよう害による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規則(昭和

三十五年栃木県規則第四十八号) 

昭和三十五年六月から八月までの天災による被害農業者に対する資金の融通に関する補助規

則(昭和三十五年栃木県規則第百三号) 

栃木県小団地開発整備補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第七百二十六号) 

農村副業竹剥機設置補助金交付要綱(昭和三十年栃木県告示第七百四号) 

栃木県農業経営近代化資金利子補給規則(昭和三十五年栃木県規則第四十六号) 

栃木県農業改良資金利子補給規程(昭和三十二年栃木県規則第七十三号) 

農業研究クラブ活動助長費補助金交付規程(昭和二十八年栃木県告示第四百七十二号) 

農作物凍霜雹害対策費補助金交付要綱(昭和二十八年栃木県告示第五百九十六号) 

昭和三十三年三月、四月及び五月発生の霜雪害対策費補助金交付規則(昭和三十四年栃木県規

則第一号) 

昭和三十四年五月及び六月発生のひよう害対策費補助金交付規則(昭和三十四年栃木県規則

第四十七号) 

昭和三十五年六月発生のひよう害対策費補助金交付規則(昭和三十五年栃木県規則第五十二

号) 

栃木県病害防除薬剤購入費補助金交付要綱(昭和三十二年栃木県告示第五百六十四号) 

栃木県水稲健苗育成施設普及促進費補助金交付規程(昭和三十年栃木県告示第六百二十二号) 

栃木県畜産振興施設補助金交付規程(昭和二十七年栃木県規則第七十三号) 

栃木県畜産技術振興費補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第百五十四号) 

栃木県乳牛導入資金利子補助規則(昭和三十二年栃木県規則第三十八号) 

牛乳共販施設設置補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第百八十八号) 

栃木県学校給食用牛乳供給事業費補助金交付規則(昭和三十四年栃木県規則第七十七号) 

栃木県中小農家向家畜予託事業対象家畜購入費補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第

六十五号) 

昭和三十二年五月四日発生の凍霜害対策費補助金交付要綱(昭和三十二年栃木県告示第五百

五十四号) 

昭和三十三年度桑園凍霜害予防対策普及展示圃設置補助金交付要綱(昭和三十三年栃木県告

示第二百三号) 



昭和三十三年度凍霜害対策用稚蚕共同桑園設置事業補助金交付要綱(昭和三十三年栃木県告

示第四百四十三号) 

桑園整備対策費補助金交付規則(昭和三十四年栃木県規則第八号) 

栃木県開拓建設事業補助金交付規則(昭和三十二年栃木県規則第六十五号) 

栃木県開拓事業補助金交付規則(昭和三十一年栃木県規則第七十一号) 

栃木県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付規則(昭和三十二年栃木県規則第一

号) 

栃木県自作農貯蓄組合補助金交付規則(昭和三十二年栃木県規則第二号) 

開拓者に対する営農改善資金の融通に関する損失補償及び利子補給規則(昭和三十三年栃木

県規則第三十号) 

栃木県海外移住振興事業費補助金交付規則(昭和三十四年栃木県規則第四十四号) 

栃木県土地改良事業計画補助金交付規程(昭和二十五年栃木県規則第百六号) 

栃木県排水機運転経費補助規則(昭和三十一年栃木県規則第二十二号) 

栃木県団体営土地改良事業補助規則(昭和三十二年栃木県規則第五十九号) 

栃木県災害防止施設事業補助規則(昭和三十一年栃木県規則第五号) 

栃木県災害復旧耕地事業補助規則(昭和二十九年栃木県規則第五十八号) 

栃木県農地集団化関係施設補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第七十三号) 

栃木県畜産経営改善事業費補助金交付規則(昭和三十五年栃木県規則第九十四号) 

栃木県肉用素畜導入事業補助金交付規則(昭和三十五年栃木県規則第百一号) 

栃木県有畜農家創設事業資金利子補助規則(昭和三十五年栃木県規則第九十六号) 

栃木県災害林道復旧事業、災害関連事業補助金交付規則(昭和三十年栃木県規則第二十八号) 

栃木県林業経営協議会補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第五十八号) 

栃木県森林組合検査費補助金交付要綱(昭和三十一年栃木県告示第二百九十八号) 

栃木県猟友会補助金交付規則(昭和三十四年栃木県規則第七十八号) 

栃木県しいたけ人工乾燥器設置補助金交付規程(昭和二十七年栃木県規則第七十八号) 

栃木県利平ぐり植栽奨励補助金交付規程(昭和二十八年栃木県規則第八十一号) 

栃木県特殊林産事業奨励補助規則(昭和三十四年栃木県規則第六十一号) 

昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた林道施設の災害復

旧事業等に関する補助規則(昭和三十五年栃木県規則第十六号) 

栃木県民有林造林補助規則(昭和二十九年栃木県規則第六十六号) 

栃木県民有林林道開設事業補助金交付規程(昭和三十一年栃木県規則第四十八号) 

樹苗養成奨励補助規程(昭和二十五年栃木県告示第三百七十一号) 

栃木県森林病害虫等駆除事業補助要綱(昭和三十三年栃木県告示第三百三号) 

栃木県保安林新植事業補助規則(昭和三十三年栃木県規則第五十号) 

栃木県民有林林道改良(橋梁架替)事業補助金交付規程(昭和三十五年栃木県規則第百二号) 

栃木県道路愛護団体奨励補助金交付規則(昭和三十五年栃木県規則第十号) 

栃木県芸術祭運営費補助金交付規則(昭和三十三年栃木県規則第六十号) 

3 昭和三十五年度分までの補助金等については、当該補助金等に関する規程の廃止にかかわら

ず、なお、従前の例による。 

4 昭和三十六年度分の補助金等でこの規則の施行以前にすでに交付した補助金等又は実施し

た手続については、この規則により交付し、又は実施したものとみなす。 

 

附 則(昭和四五年規則第七九号)抄 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和四七年規則第五七号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



附 則(昭和六三年規則第三〇号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成七年規則第五九号) 

この規則は、平成八年一月一日から施行する。 

 

附 則(平成九年規則第二七号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成一四年規則第四四号) 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

 

附 則(平成一五年規則第一号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成一九年規則第四二号) 

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 

2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の

施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。 

 

―――――――――― 

○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄) 

昭和四十五年十月十二日 

栃木県規則第七十九号 

(年当たりの割合の基礎となる日数) 

第二十一条 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定に定める年当たりの割合は、

閏じゆん年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。 

一 栃木県補助金等交付規則第二十一条 

 

別記様式第1 

(平9規則27・一部改正) 

  番     号 

  栃木県知事    様 年  月  日 
 

申請者 住所              

氏名又は名称及び代表者氏名    印   

年度(補助金等の名称)交付申請書 

    年度において(補助事業等の名称)について(補助金等の名称)   円を交付されるよ

う、栃木県補助金等交付規則第4条の規定により、次の関係書類を添えて申請します。 

  関係書類 

  1 ○○事業計画書 

  2 ○○収支予算書 

  3 ○○○○○○○ 

 

様式第2 

(平9規則27・一部改正) 

  番     号 

  栃木県知事    様 年  月  日 
 



申請者 住所              

氏名又は名称及び代表者氏名    印   

年度(補助事業等の名称)状況(又は実績)報告書 

    年  月  日栃木県指令○第  号で(補助金等の名称)の交付の決定の通知があつ

た(補助事業等の名称)について、栃木県補助金等交付規則第11条(又は第13条)の規定により、

その状況(又は実績)を関係書類を添えて報告します。 

  関係書類 

  1 ○○○○○○ 

  2 ○○○○○○ 

 

様式第3 

(平19規則42・一部改正) 
  (検査員証) 縦60ミリメートル 
 横95ミリメートル 

 

表面 
第     号 

 

補助事業等検査員証 

 

職氏名           

 

   年  月  日 

 

栃木県 印  

 

 

裏面 
栃木県補助金等交付規則(抄) 

 

第14条 知事は、前条の規定により補助事業等の完了の届出があつたとき又は補助事業等の一部について検査の請求

があつたときは、補助事業者等に対し知事の命じた職員(以下「検査員」という。)をして、当該補助事業等に係る書

類、帳簿その他必要な物件の検査を行なわせることがある。 

2 知事は、補助事業等の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも検査員をして当該補助事

業等に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行なわせることがある。 

3 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。 

 

 

 

様式第4 

(平9規則27・一部改正) 

 

年度(補助金等の名称)交付請求書 

 

  金    円 

    年  月  日栃木県指令○第   号で額の確定の通知があつた(補助金等の名称)

を上記のとおり交付されるよう栃木県補助金等交付規則第18条の規定により請求します。 

    年  月  日 

  栃木県知事    様 

請求者 住所   

氏名又は名称及び代表者氏名    印   

 


