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とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金交付要領

（趣旨）

第１条 とちぎ県産石材利活用促進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、栃木県補助金等交付規則（昭和３６年栃木県規則第３３号。以下「規則」とい

う。）及び補助金等の名称を定める告示（昭和４７年栃木県告示第３５４号）に規定す

るもののほか、この要領の定めるところによる。

（目的）

第２条 この補助金は、県産石材の需要拡大に向けた取組及び利活用の取組に要する経費

の一部について、予算の範囲内で補助することにより、石材産業の振興を図ることを目

的とする。

（定義）

第３条 この要領において、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)「県産石材」とは、栃木県内（以下「県内」という。）で産出された大谷石、芦野石
又は深岩石をいう。

(2)「石材組合等」とは、県内に所在する石材産業に係る事業協同組合その他の団体を
いう。

(3)「中小企業者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者

イ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に規定する商店街振興組合そ

の他の団体

ウ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に規定する商工会議所又は商工会

法（昭和３５年法律第８９号）に規定する商工会

(4)「学校法人等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人

イ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人

ウ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人

エ 上記アからウまでの法人以外の法人であって、上記アからウに準ずる者として

知事が適当と認める者

(5)「事務所等」とは、事務所又は事業所（風俗業及び遊戯業の用に供していないもの
に限る。）をいう。

(6)「教育機関等」とは、次に掲げる施設（利用者が原則として制限されないものに限
る。）をいう。

ア 私立の大学、短期大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、専修学校、認定

こども園、その他知事が適当と認めた施設

イ 老人福祉施設、障害福祉サービス等事業所、児童福祉施設、保育所、その他知

事が適当と認めた施設

ウ 病院、診療所、その他知事が適当と認めた施設

（補助対象事業）
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第４条 この補助金の補助対象は、次の各号に掲げる事業をいう。

(1)石材産業振興事業
石材組合等が県産石材の需要拡大のために行う次に掲げる事業とする。

ア 普及宣伝事業

イ 需要開拓・販売促進事業

ウ 新商品開発事業

エ その他石材産業の振興に関する事業

(2)県産石材利活用事業
県産石材の利活用のために行う次に掲げる事業とする。

ア 県内に事務所等を有する中小企業者等が行う事務所等の新築、増改築又は模様

替（外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の要

件をすべて満たす事業とする。

(ア) 事業は県内で新たに実施するものであること。

(イ) ２０㎡又は２㎥以上の県産石材を使用すること。

(ウ) 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること。

イ 県内に教育機関等を有する学校法人等が行う教育機関等の新築、増改築又は模

様替（外構工事を含む。)、その他県産石材を利活用する工事等であって、以下の

要件をすべて満たす事業とする。

(ア) 事業は県内で新たに実施するものであること。

(イ) ２０㎡又は２㎥以上の県産石材を使用すること。

(ウ) 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること。

ウ 県内に本店若しくは主たる事務所等を有する中小企業者又は県内に本店を置く

大企業が行う事務所等の新築、増改築又は模様替（外構工事を含む。)、その他県

産石材を利活用する工事等であって、以下の要件をすべて満たす事業とする。

(ア) 事業は東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県内で新たに実施するものであ

ること。

(イ) １０㎡又は１㎥以上の県産石材を使用すること。

(ウ) 県産石材の一般への普及啓発効果があると認められること。

（補助対象経費等）

第５条 この補助金の補助対象経費及び補助率又は金額は、次のとおりとする。なお、算出し

た金額に１，０００円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てるものとする。

事業名 補助対象経費 補助率又は金額

石材産業振興事業 別表１「補助対象経費」に掲げる経費 知事が別に定める額

県産石材利活用事業 県産石材の利活用に係る材料費及び工 ２分の１以内（ただし、上限１００万

事に要する経費であって知事が適当と 円、下限１０万円とする。なお、東京

認めるもの（ただし、他の団体から補 都、埼玉県、千葉県及び神奈川県内に

助金等を受給する場合は、その額を補 施工する場合は上限５０万円とする。）

助対象経費から控除するものとする。）

（補助金の交付申請）
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第６条 補助金の交付の申請をしようとする者が提出する書類は、次のとおりとする。

提出すべき申請書の名称 申請書に添付すべき書類の名称 部数 提出期限

とちぎ県産石材利活用促進事 石材産業振興事業 １部 知事が別に

業費補助金交付申請書（規則 (1)事業計画書（様式第１号） 定める日

の別記様式第１） (2)組合等の登記事項証明書、定款等

(3)その他知事が必要と認める書類

県産石材利活用事業

(1)事業計画書（様式第２号）

(2)補助対象経費が確認できる見積書等の写し

(3)県産石材の使用箇所や使用面積等が確認で

きる工事図面等

(4)賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し及び

貸主が施工に同意したことを証する書類の

写し

(5)法人の場合はその法人の登記事項証明書

(6)県税事務所が発行する全税目の納税証明書

(7)その他知事が必要と認める書類

２ 前項の補助金の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入れ控除税額（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（昭和

６３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定により仕入れに係

る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額を

いう。以下同じ。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において

当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限

りではない。

（補助の条件）

第７条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

(1)補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容の変更（次条に規定する軽

微な変更を除く。）をする場合においては、あらかじめ知事の承認を受けること。

(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ知事の承認を受ける

こと。

(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。

(4)補助事業の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。

(5)補助事業者は、県からの要請を受けたときは、県産石材の普及啓発に協力すること。

（軽微な変更）

第８条 前条第１号における軽微な変更とは、次のいずれかに定める場合をいう。

(1)補助事業の内容の細部を変更する場合

(2)別表１の補助対象経費の経費区分の相互間において、いずれか低い額の２０パーセ

ント以内の経費の配分を変更する場合
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（変更の承認申請）

第９条 第７条第１号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合に提出する書類

は、次のとおりとする。

提出すべき申請書の名称 申請書に添付すべき書類の名称 部数 提出期限

とちぎ県産石材利活用促進事 石材産業振興事業 １部 知事が別に

業費補助金変更承認申請書（様 (1)変更明細表（様式第４号） 定める日

式第３号） (2)その他知事が必要と認める書類

県産石材利活用事業

(1)変更内容が確認できる見積書等の写し

(2)変更内容が確認できる工事図面等

(3)その他知事が必要と認める書類

（中止又は廃止の承認申請）

第１０条 第７条第２号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、中止（廃

止）承認申請書（様式第５号）を１部知事に提出しなければならない。

（実績報告）

第１１条 規則第１３条の規定により提出する書類は、次のとおりとする。

提出すべき報告書の名称 報告書に添付すべき書類の名称 部数 提出期限

とちぎ県産石材利活用促進事 石材産業振興事業 １部 知事が別に

業費補助金実績報告書（規則 (1)事業実績書（様式第６号） 定める日

の別記様式第２） (2)収支決算書（様式第７号）

(3)その他知事が必要と認める書類

県産石材利活用事業

(1)県産石材の使用面積等及び補助対象経費が

確認できる書類の写し

(2)県産石材を使用した場所を確認できる写真

(3)その他知事が必要と認める書類

２ 前項に定める実績報告は、補助事業が完了したとき又は第１０条の規定による廃止の

承認を受けた日から３０日を経過した日又は翌年度４月１０日のいずれか早い日までに、提

出しなければならない。

３ 実績報告を行うに当たって、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

が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告し

なければならない。

（補助金の交付請求）

第１２条 規則第１８条の規定により提出する書類は、次のとおりとする。
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提出すべき請求書の名称 請求書に添付すべき書類の名称 部数 提出期限

とちぎ県産石材利活用促進事 (1)交付決定通知書の写し １部 知事が別に

業費補助金交付請求書（規則 (2)額の確定通知書の写し 定める日

の別記様式第４） (3)その他知事が必要と認める書類

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第１３条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに知事に報

告しなければならない。

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全額又は一部の返還を命じるものとする。

（書類の提出等）

第１４条 この要領により知事に提出する書類は、栃木県産業労働観光部工業振興課に提

出するものとする。

（帳簿の備付等）

第１５条 補助事業者は、補助事業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、補助事業の完了した日から５年を経過する日

の属する年度の末日まで整理保管しなければならない。

（財産の管理）

第１６条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用が増加した財産（以下「取得財

産等」という。）について、補助事業の完了後も、その台帳を設け、保管状況を明らか

にし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

（取得財産等の処分の制限）

第１７条 規則第２４条第１項第２号及び第３号の規定による財産は、取得価格又は効用

の増加価格が５０万円以上の財産とする。

２ 規則第２４条第１項ただし書きの規定による財産処分の制限をする期間は、別表２に

定めるところとする。

３ 補助事業者は、処分を制限された取得財産等について規則第２４条第１項の承認を受

けようとする場合には、あらかじめ取得財産等の財産処分承認申請書（様式第８号）を

１部知事に提出しなければならない。

（雑則）

第１８条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この要領は、平成２３年 ４月２６日から施行する。

附 則

この要領は、平成２４年 ４月１２日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年 ４月 １日から施行する。
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附 則

この要領は、平成３０年 ４月 １日から施行する。

別表１（第５条関係）

経費区分 補助対象経費

謝 金 委員謝金、専門家謝金、講師謝金

旅 費 委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員等旅費

庁 費 原材料費、機械装置又は工具機器購入費、外注加工費、会場借料、会場整備費、印刷製

本費、資料購入費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、雑役務費、原稿料、受講料、

デザイン料、機械器具借料及び損料、保険料

委 託 費 石材産業振興事業の一部を委託する経費

別表２（第１７条関係）

種類 品目 期間

機械装置 汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これら ７年

に類するもの

上記以外のもの ４年

工具、器具及び備品 試験又は測定機器その他これらに類するもの ４年


