福岡県コロナ対応型木質リノベーション推進事業補助金(第２期)交付要綱
制

定

３林振第３９７５号
令和４年１月５日

（通則）
第１条 福岡県コロナ対応型木質リノベーション推進事業補助金(第２期)（以下「補助金」
という。）の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、福岡県補助金等
交付規則（昭和 33 年福岡県規則第５号。以下「規則」という。）及び新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱（令和２年６月２２日総行政第 148 号。）に定
めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
（交付の目的）
第２条 ウィズコロナ社会に対応したリノベーションにおいて、感染防止に配慮した木質
化を進めることにより、民間非住宅分野における県産木材の利用を促進することを目的
とする。
（補助対象経費、補助率等）
第３条 この補助金の交付の対象となる事業(以下、｢補助事業｣という。)、経費及び補助
率等は、別表に定めるとおりとする。
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる団体は、補助の対象としない。
（１）暴力団
（２）暴力団員が役員となっている団体
（３）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体
（補助金の交付申請手続）
第４条 補助事業を実施しようとする者(以下、｢事業主体｣という。)が、補助金の交付を
受けようとするときは、様式第１号を２部知事に提出しなければならない。
２ 事業主体は前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る
消費税等相当額（補助対象事業費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、
消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる
部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を
乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ
その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでな
い場合については、この限りではない。
（交付決定の通知）
第５条 知事は、前条第１項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、
適当と認めるときは、交付決定を行い、様式第５号により事業主体に通知するものとす
る。
２ 知事は、前項の決定をする場合は、必要に応じ、条件を付すことができる。
（事業変更等の承認）
第６条 事業主体は、補助事業等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ知事に様
式第１号を２部提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次項に規定する軽
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微な変更を除く。
２ 前項に定める軽微な変更は、別表１の重要な変更の欄に掲げるもの以外の変更とする。
３ 知事は、第１項の承認をする場合は、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条
件を付すことができる。
４ 第４条第２項ただし書の規定により交付の申請をした事業主体は、当該補助金に係る
仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して、
変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
（事業の中止又は廃止）
第７条 事業主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式
第６号により知事に申請し、その承認を受けなければならない。
（状況報告等）
第８条 事業主体は、補助事業の遂行状況について、令和４年 11 月 30 日現在における状
況を令和４年 12 月 10 日までに様式第７号により知事に２部提出しなければならない。
ただし、令和４年 12 月 10 日までに第 10 条に定める実績報告を提出する場合はこの限
りではない。
（実績報告）
第９条 事業主体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含
む。)は、その日から 1 月を経過した日又は令和５年２月２８日のいずれか早い日までに
様式第８号により知事に２部提出しなければならない。
２ 第４条第２項ただし書に該当する事業主体は、前項の規定により実績報告書を提出す
るに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額
が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。
３ 第４条第２項ただし書に該当する事業主体は、第１項の実績報告書を提出した後にお
いて、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当
額が確定した場合には、その金額（前項の規定により補助金から減額して報告した事業
主体については、その金額が減額した額を上回る部分の金額）等を様式第 11 号により速
やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならな
い。
また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はな
い場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の翌年６月 30 日ま
でに、同様式により知事に報告しなければならない。
（補助金の額の確定）
第 10 条 知事は、前条第１項の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を
審査し、交付すべき補助金の額を確定し、事業主体に様式第 12 号により通知するものと
する。
（交付決定の取り消し）
第 11 条 知事は、事業主体が規則、及び補助金交付の決定の内容若しくはこれに付した条
件に違反した場合、不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合、又は第３条第２
項に規定する団体であることが判明した場合は、交付決定を取り消すものとする。
２ 事業主体は、第１項に該当することとなったとき、又は、該当することが確実と見込
まれるときは、すみやかに様式第 13 号により知事に報告しなければならない。
2

（補助金の経理）
第 12 条 事業主体は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の
収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
２ 事業主体は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の
収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならな
い。
（財産処分の制限）
第 13 条 処分の制限を受ける財産のうち、規則第 20 条第２号の規定に基づき知事が定め
る処分を制限する財産は、交付対象事業のうち単価 50 万円以上のものとし、同条の規定
により知事の定める期間は、総務省所管補助金等交付規則（平成 12 年総理府・郵政省・
自治省令第６号）に定められている耐用年数に相当する期間とする。
（補則）
第 14 条 この要綱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
この要綱は、令和４年１月５日から施行する。
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別表１（第３条関係）
事業内容

事業主体

県産木材を 福 岡 県 内 で
建設業法第
活用した改
３条の規定
装経費の助 に 基 づ く 建
成
設業の許可
を受けた事
業者

（注）

補助対象物件
不特定多数の １
者が利用する、
福岡県内の民
間の店舗・オフ
ィス等。(※１)
店舗にはオフ
ィス部分が壁 ２
で仕切られず、
連続した空間
にある店舗兼
オフィスを含
む。
オフィスにつ ３
いては、コワー
キングスペー
ス、貸し会議室
に限る。

事業区分

補助対象経費

補助率

内装の木 左記の工事に 定額
質化
要する経費
・対象範囲(※２)床面積１㎡当たり 50 千円
を上限に別途定める金額を乗じた金額以
内

重要な
変更

実施要件

補助金の 別表２の
額の 20％ とおり
を超える
減額

木製外構 左記の工事に
施設の設 要する経費
置

木製家具 事業区分１又
の導入
は２に付帯し
て実施する木 1／2 以内
製家具導入に
要する経費

※１

店舗・オフィス等：店舗・オフィスのほかは交通機関（待合施設、停留所等）、病院、介護施設、子育て支援施設、宿泊施設な
ど不特定多数の者が利用する施設を対象とする
※２ 対象範囲：対象とする内装木質化工事及び木製外構施設設置工事を実施する床面積の合計

細則
①対象とする工事を実施する床面積は、事業を実施する部屋（空間）全体の床面積とする。
②木質化を実施しない部屋（空間）は対象範囲に含まない。
③補助金の額は、事業区分１～３ごとの補助金の合計額以内とする。ただし、補助金額の合計が、対象範囲に１㎡当たり 50 千円を
乗じた金額を超えないこと。なお、補助事業 1 件当たりの補助金の額は原則 5,000 千円を上限とし、これを超える場合は別途知
事の認める範囲までとする。
④補助事業の実行経費が、補助金の交付決定額を下回った場合、補助金の額は補助事業の実行経費とする。
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別表２ 実施要件
事業区分

１

実施要件

以下の①～⑥の要件をすべて満たすこと。
① 第２条の交付の目的に資する取組であること。
② 業種別ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染防止対策を行い、福岡県が取り組む「感染防止認証マーク」または「感染防
止宣言ステッカー」の登録を申請及び掲示すること。
③ 身体的距離を確保する等の新しい生活様式に配慮する改装（横並び席、間仕切り、テラス席等）を実施すること。
④ 利用者に対して、県産木材利用の旨を明示すること。
⑤ 利用者や来訪客の目に触れる場所で県産木材による木質化を行うこと。
⑥ 他の補助事業も活用する場合、本事業による補助対象部分を明確にして申請すること。
⑦

内装の木質化

２

木製外構施設の設置

３

床、内壁、内装天井等の仕上げ材及び木製外構施設において、使用する県産木材の ⑨
表面積（福岡県産木材表面積）が、対象範囲の面積の３０％以上であること。
⑧

木製外構施設の表面の全てが県産木材
であること。
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木製家具の導入

木製家具のうち木部の表面の一部が県
産木材であること。

