
新 旧 対 照 表

新 旧

高知県生活衛生関係営業対策事業費補助金交付要綱（抜粋）

第１条 略

（補助目的及び補助対象事業）

第２条 略

（１）相談指導事業

平成 30 年４月 20 日付け薬生衛発 0420 第２号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生課長通知に基づく相談指導事業

（２）情報化整備事業

平成 30 年４月 20 日付け薬生衛発 0420 第２号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生課長通知に基づく情報化整備事業

（３）後継者育成支援事業

平成 30 年４月 20 日付け薬生衛発 0420 第２号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生課長通知に基づく後継者育成支援事業

（４）健康・福祉対策推進等事業

平成 30 年４月 20 日付け薬生衛発 0420 第２号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生課長通知に基づく健康・福祉対策推進等事業

（５）消費者等コールセンター事業

平成 30 年４月 20 日付け薬生衛発 0420 第２号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生課長通知に基づく消費者等コールセンター事業

（６） 略

第３条～第４条 略

高知県生活衛生関係営業対策事業費補助金交付要綱（抜粋）

第１条 略

（補助目的及び補助対象事業）

第２条 略

（１）相談指導事業

平成 29 年４月 24 日付け生食衛発 0424 第１号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知に基づく相談指導事業

（２）情報化整備事業

平成 29 年４月 24 日付け生食衛発 0424 第１号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知に基づく情報化整備事業

（３）後継者育成支援事業

平成 29 年４月 24 日付け生食衛発 0424 第１号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知に基づく後継者育成支援事業

（４）健康・福祉対策推進等事業

平成 29 年４月 24 日付け生食衛発 0424 第１号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知に基づく健康・福祉対策推進

等事業

（５）消費者等コールセンター事業

平成 29 年４月 24 日付け生食衛発 0424 第１号厚生労働省医薬・生活衛

生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知に基づく消費者等コールセン

ター事業

（６） 略

第３条～第４条 略



（補助金の交付の決定）

第５条 知事は、前条第１項の補助金等交付申請書の内容が適当であると認

めたときは補助金の交付の決定をし、指導センターに通知するものとする。

ただし、当該申請をしたものが別表第２に掲げるいずれかに該当すると認め

るとき又は本県において県税の滞納があるときを除く。

第６条 略

（補助の条件）

第７条 略

（１）～（４）略

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の

機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 22 条、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 14 条第 1 項

第 2 号の規定により知事が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受

けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

（６）～（14） 略

第８条 略

第９条 規則第 11 条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第８号様

式によるものとし、補助事業の完了した日から起算して 30 日を経過した日又

は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日までに知事に提出しなければなら

ない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の４月３日までに提出しなけ

ればならない。

２ 補助事業者は、第７条第７号補助の条件ただし書の規定により交付申請

した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税

仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告

しなければならない。

３ 補助事業者は、第７条第７号補助の条件ただし書の規定により交付申請

（補助金の交付の決定）

第５条 知事は、前条第１項の補助金等交付申請書の内容が適当であると認め

たときは補助金の交付の決定をし、指導センターに通知するものとする。ただ

し、当該申請をしたものが別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めるとき

を除く。

第６条 略

（補助の条件）

第７条 略

（１）～（４）略

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の

機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 14 条第 1項第 2号の規定に

より知事が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

廃棄してはならないこと。

（６）～（14） 略

第８条 略

第９条 規則第 11 条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第８号様

式によるものとし、補助事業の完了した日から起算して 30 日を経過した日又

は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならな

い。ただし、これにより難い場合は、翌年度の４月５日までに提出しなければ

ならない。

（新設）

（新設）



した場合は、第１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該

補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合にはその金額を速やかに

別記第 12 号様式により知事に報告するとともに、当該金額を知事に返還しな

ければならない。

４ １項の補助事業等実績報告書には、次に掲げる関係書類を添えなければ

ならない。（１）から（５）略

第 10 条 略

附則

１ この要綱は、平成 20 年９月２日より施行し、平成 20 年４月１日から適

用する。

２ この要綱は、平成 31 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第６条並びに第７条第５号、

第６号、第８号から第 11 号まで及び第 13 号の規定は、同日以降もなおそ

の効力を有する。

附則 略

附則

この要綱は、平成 29 年６月５日から施行し、同年４月１日から適用する。

附則

この要綱は、平成 30 年５月 31 日から施行し、同年４月１日から適用する。

別表第１（第２条、第３条関係）

生活衛生関係営業対策事業費（人件費）

基準額

略

（１）給与を支給する場合

２ 前項の補助事業等実績報告書には、次に掲げる関係書類を添えなければな

らない。（１）から（５）略

第 10 条 略

附則

１ この要綱は、平成 20 年９月２日より施行し、平成 20 年４月１日から適用

する。

２ この要綱は、平成 30 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第６条並びに第７条第５号、第６

号、第８号から第 11 号まで及び第 13 号の規定は、同日以降もなおその効力

を有する。

附則 略

附則

この要綱は、平成 29 年６月５日から施行し、同年４月１日から適用する。

別表第１（第２条、第３条関係）

生活衛生関係営業対策事業費（人件費）

基準額

略

（１）給与を支給する場合



ア 経営指導員給与

（ア）～(ウ) 略

（エ）勤勉手当

給与法第 19 条の７の規定に基づき職員ごとに算定した額の合計額

６月期 0.775 月

12 月期 0.775 月

（オ）超過勤務手当

略

（カ）福利厚生費

略

イ 略

ウ 事務職員給与

（ア）略

（イ）通勤手当

略

（ウ）期末手当

略

（エ）勤勉手当

略

（オ）超過勤務手当

略

（カ）福利厚生費

略

生活衛生関係営業対策事業費（人件費）

対象経費

ア 経営指導員給与

（ア)～(ウ) 略

（エ）勤勉手当

給与法第 19 条の７の規定に基づき職員ごとに算定した額の合計額

６月期 0.75 月

12 月期 0.75 月

（オ）超過勤務手当

略

（カ）福利厚生費

略

イ 略

ウ 事務職員給与

（ア）略

（イ）通勤手当

略

（ウ）期末手当

略

（エ）勤勉手当

略

（オ）超過勤務手当

略

（カ）福利厚生費

略

生活衛生関係営業対策事業費（人件費）

対象経費



略

生活衛生関係営業対策事業費（事業費）

基準額

略

生活衛生関係営業対策事業費（事業費）

対象経費

第２条第１号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信

運搬費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、借料及び損料、会議費、雑役務

費、委託費並びに備品購入費

第２条第２号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信運

搬費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、借料及び損料、会議費、雑役務費、

委託費並びに備品購入費

第２条第３号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信運

搬費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、借料及び損料、会議費、雑役務費、

委託費並びに備品購入費

第２条第４号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信

運搬費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、借料及び損料、会議費、雑役務

費、委託費並びに備品購入費

第２条第５号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信

運搬費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、借料及び損料、会議費、雑役務

費、委託費並びに備品購入費

略

生活衛生関係営業対策事業費（事業費）

基準額

略

生活衛生関係営業対策事業費（事業費）

対象経費

第２条第１号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信運

搬費、消耗品費、印刷製本費、（新設）、借料及び損料、会議費、雑役務費、委

託費並びに備品購入費

第２条第２号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信運

搬費、消耗品費、印刷製本費、（新設）、借料及び損料、会議費、雑役務費、委

託費並びに備品購入費

第２条第３号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信運

搬費、消耗品費、印刷製本費、（新設）、借料及び損料、会議費、雑役務費、委

託費並びに備品購入費

第２条第４号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信運

搬費、消耗品費、印刷製本費、（新設）、借料及び損料、会議費、雑役務費、委

託費並びに備品購入費

第２条第５号に掲げる事業を行うために必要な諸謝金、旅費、賃金、通信運

搬費、消耗品費、印刷製本費、（新設）、借料及び損料、会議費、雑役務費、委

託費並びに備品購入費



基準額

（６）振興事業費

1,200,000 円

別表第２ 略

別記 第１号様式～第３号様式 略

第３号様式の２（第４条関係）

経費所要額計算書内訳

略

第 4号様式～第 10 号様式 略

第 10 号様式の２ 略

第 11 号様式～第 12 号様式 略

基準額

（６）振興事業費

1,200,000 円

別表第２ 略

別記 第１号様式～第３号様式 略

第３号様式の２（第４条関係）

経費所要額計算書内訳

略

第４号様式～第 10 号様式 略

第 10 号様式の２ 略

第 11 号様式～第 12 号様式 略


