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自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事業）交付規程 新旧対照表 （傍線部分は改正部分） 

改 正 後 現  行 

制定：平成２８年１２月１９日 

改正：平成２９年１２月２０日 

改正：令和２年３月３０日 

改正：令和２年１２月２２日 

改正：令和４年３月２２日 

改正：令和４年７月２５日 

改正：令和５年３月１０日 

改正：令和５年４月１０日 

制定：平成２８年１２月１９日 

改正：平成２９年１２月２０日 

改正：令和２年３月３０日 

改正：令和２年１２月２２日 

改正：令和４年３月２２日 

改正：令和４年７月２５日 

（通則） 

第１条 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立

地支援事業）（以下「補助金」という。）の交付については、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。以

下「適正化法」という。）、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。以下「施行令」という。）、自

立・帰還支援雇用創出企業立地補助金交付要綱（制定：２０１６０６０７

財地第１号、改正：２０２１０６１１財福第３号。以下「交付要綱」とい

う。）、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業実施要領（制定：２０

１６０６０７財地第１号、改正：２０１７０５１５財地第１号、２０１９

０３１９財福第２号、２０２００３２３財福第１号、２０２００７２２

財福第３号、２０２１０２２５財福第１号、２０２１０４０８財福第２

号、２０２１０６１１財福第４号、２０２２０２１８財福第１号、２０２

２０４０４財福第１号、２０２３０３０９財福第１号。以下「実施要領」

という。）及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところ

による。 

（通則） 

第１条 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立

地支援事業）（以下「補助金」という。）の交付については、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。

以下「適正化法」という。）、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。以下「施行令」という。）、

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金交付要綱（制定：２０１６０６

０７財地第１号、改正：２０２１０６１１財福第３号。以下「交付要綱」

という。）、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業実施要領（制定：

２０１６０６０７財地第１号、改正：２０１７０５１５財地第１号、２

０１９０３１９財福第２号、２０２００３２３財福第１号、２０２００

７２２財福第３号、２０２１０２２５財福第１号、２０２１０４０８財

福第２号、２０２１０６１１財福第４号、２０２２０２１８財福第１号、

２０２２０４０４財福第１号。以下「実施要領」という。）及びその他

の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。 

（交付の申請） 

第４条 補助事業者は、採択を受けた公募に係る公募要領に記載の日を期

限として、速やかに様式第１による補助金交付申請書に様式第２による補

（交付の申請） 

第４条 補助事業者は、採択の日から１年以内に様式第１による補助金交

付申請書に様式第２による補助事業概要説明書、様式第３による暴力団
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助事業概要説明書、様式第３による暴力団排除に関する誓約事項を添え

て、事務局に提出しなければならない。 

２ 補助事業者が前項の規定による申請書を提出できない場合は、事務局

はその理由を事前に確認した上で、期限について猶予することができる。

ただし、令和６年３月３１日を限度とする。 

（略） 

排除に関する誓約事項を添えて、事務局に提出しなければならない。 

２ 補助事業者が前項の規定による申請書を提出できない場合は、事務局

はその理由を事前に確認した上で、期限について猶予することができる。

ただし、令和５年３月３１日を限度とする。 

（略） 

（事前着手の申請及び承認） 

第７条 

（略） 

３ 前項の承認を受けた事業は、事務局が事前着手の開始日として認めた日

より本補助金の交付の対象とすることができる。 

（事前着手の申請及び承認） 

第７条 

（略） 

３ 前項の承認を受けた者は、事前着手をすることができる。 

 

（財産の管理等） 

第２４条 

（略） 

４ 事務局は、補助事業者が取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反

する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分その他の処分）した

場合は、当該処分した財産に係る補助金の全部若しくは一部を基金設置

法人に納付させることができる。 

（略） 

（財産の管理等） 

第２４条 

（略） 

４ 事務局は、補助事業者が取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反

する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分その他の処分）する

ことにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部

若しくは一部を基金設置法人に納付させることができる。 

（略） 

（略） 

附 則 

この規程は、令和５年３月１０日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１０日から施行する。ただし、第４条第２項の

改正規定は、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業実施要領の一部を

改正する要領（２０２３０３０９財福第１号）の施行の日（令和５年３月

２２日）から施行する。 

（略） 

附 則 

この規程は、令和５年３月１０日から施行する。 

別表１ 

以下の（１）及び（２）のいずれの要件も満たすこと。 

（１）補助対象及び交付要件等 

補助対象 避難指示区域等であって、福島県における次に掲げる地域

別表１ 

以下の（１）及び（２）のいずれの要件も満たすこと。 

（１）補助対象及び交付要件等 

補助対象 避難指示区域等であって、福島県における次に掲げる地域
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地域 であること（なお、補助対象施設・設備８ただし書きに該

当する場合は、当該規定によること）。 

（略） 

補助対象 

施設・設備 

（略） 

７ 植物工場、陸上養殖施設 

植物工場については日本標準産業分類に掲げる耕種農

業において、屋内で植物の生育環境（光、温度、湿度、CO

2濃度、養分、水分など）を制御して栽培を行う施設園芸

のうち、一定の気密性を保持した施設内で、環境及び生育

のモニタリングに基づく高度な環境制御と生育予測等を

行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な

栽培を行う事業の用に供される施設 

陸上養殖施設については日本標準産業分類に掲げる水

産養殖業のうち、陸上の屋内において、デジタル技術を用

いての水産動植物の状態や飼育環境等の管理、最適化を図

り、生産量や成長の速度、出荷時期の調整等の人工的管理

により、効率的・計画的に行われる養殖事業の用に供され

る施設 

８ 社宅 

上記１から７までの施設（既に存在する施設を含む。以

下「工場等」という。）に付帯する５戸以上の社宅であっ

て、工場等が立地する市町村に立地する施設（工場等が避

難指示区域に立地する場合、土地が取得できない場合その

他やむを得ない事由のある場合は、工場等が立地する市町

村以外の補助対象地域に立地する施設） 

ただし、上記のかっこ書きに掲げる場合であって、審査

委員会が本事業の目的を達成するために必要と認めたと

きは、補助対象地域外の次に掲げる地域に立地する施設 

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、新地町 

９ 機械設備 

上記１から４及び７までの施設で行う事業の用に供さ

れる機械設備 

１０ 認定復興推進計画に基づく施設であって、福島県知

事が特に認める施設であり、かつ基金設置法人が認める施

地域 であること（なお、補助対象施設・設備７ただし書きに該

当する場合は、当該規定によること）。 

（略） 

補助対象 

施設・設備 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 社宅 

上記１から６までの施設（既に存在する施設を含む。以

下「工場等」という。）に付帯する５戸以上の社宅であっ

て、工場等が立地する市町村に立地する施設（工場等が避

難指示区域に立地する場合、土地が取得できない場合その

他やむを得ない事由のある場合は、工場等が立地する市町

村以外の補助対象地域に立地する施設） 

ただし、上記のかっこ書きに掲げる場合であって、審査

委員会が本事業の目的を達成するために必要と認めたと

きは、補助対象地域外の次に掲げる地域に立地する施設 

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、新地町   

８ 機械設備 

上記１から４までの施設で行う事業の用に供される機

械設備 

９ 認定復興推進計画に基づく施設であって、福島県知事

が特に認める施設であり、かつ基金設置法人が認める施設 
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設 

（略） 

交付要件 補助金の交付要件は、下表の左欄に掲げる投下固定資

産額（土地を除くことができる。以下この表において同

じ。）ごとにそれぞれの同表の右欄に掲げる新規地元雇

用者数とする。ただし、補助対象施設（５、６、８及び

１０を除く。）については投下固定資産額５千万円を下

限とする。補助対象施設（５、６、８及び１０）につい

ては、投下固定資産額３千万円を下限とする。 

新規地元雇用者とは、補助事業者が、補助金の交付決

定日以降に新規立地する工場等で勤務することを前提

として採用した正社員及び非正規社員（以下「正社員等」

という。）のうち、補助事業完了時において、福島県に

住所を有し、勤務する者をいう。 

（略） 

なお、補助対象施設・設備８については、付帯元とな

る工場等における新規地元雇用者及び補助対象施設・設

備８の管理人を含むものとする。 

（略） 

（注）新規地元雇用者に非正規社員を含めることがで

きるのは、令和３年１２月以降に採択された事業者に

限る。新規地元雇用者に含む非正規社員は、１年以上

の雇用契約を締結し、雇用保険に加入している者とす

る。また、非正規社員の１日当たり労働時間の合計

が、正社員１人の１日当たり労働時間を満たす場合に

新規地元雇用者数１人とする。 

なお、新規地元雇用者数のうち１／３を上限として

非正規社員を新規地元雇用者に算入することが出来る

（小数点以下の端数切捨て）。 

（略） 

入居維持 

要件 

上記「補助対象施設・設備」の８については、全戸数

と比して、補助対象地域に立地する工場等で雇用され

る正社員が入居する戸数が補助事業完了後３年間の平

均で６割以上となるものとする。 

 

（略） 

交付要件 補助金の交付要件は、下表の左欄に掲げる投下固定資

産額（土地を除くことができる。以下この表において同

じ。）ごとにそれぞれの同表の右欄に掲げる新規地元雇

用者数とする。ただし、補助対象施設（５、６、７及び

９を除く。）については投下固定資産額５千万円を下限

とする。補助対象施設（５、６、７及び９）については、

投下固定資産額３千万円を下限とする。 

新規地元雇用者とは、補助事業者が、補助金の交付決

定日以降に新規立地する工場等で勤務することを前提

として採用した正社員及び非正社員（以下「正社員等」

という。）のうち、補助事業完了時において、福島県に

住所を有し、勤務する者をいう。 

（略） 

なお、補助対象施設・設備７については、付帯元とな

る工場等における新規地元雇用者及び補助対象施設・設

備７の管理人を含むものとする。 

（略） 

（注）新規地元雇用者に非正社員を含めることができ

るのは、令和３年１２月以降に採択された事業者に限

る。新規地元雇用者に含む非正社員は、１年以上の雇

用契約を締結し、雇用保険に加入している者とする。

また、非正社員の１日当たり労働時間の合計が、正社

員１人の１日当たり労働時間を満たす場合に新規地元

雇用者数１人とする。 

なお、新規地元雇用者数のうち１／３を上限として

非正社員を新規地元雇用者に算入することが出来る。 

 

（略） 

入居維持 

要件 

上記「補助対象施設・設備」の７については、全戸数

と比して、補助対象地域に立地する工場等で雇用され

る正社員が入居する戸数が補助事業完了後３年間の平

均で６割以上となるものとする。 
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（略） 
 

（略） 
 

別表４ 

補助率（注１）  

区分 補助率 

（略） （略） （略） 

２ 避難指示解除区域（避難指

示解除後４年以内）、認定特定

復興再生拠点区域 

 

（略） 

 

（略） 

（略） （略） （略） 

（注１） 補助対象施設・設備８に規定する社宅の補助

率は、付帯する工場等の立地する区域の補助率を

適用する。 

（略） 

（注４） 公募開始時点において、造成中または計画中

の下記の団地に立地する場合については、下記の

補助率を適用する。 

・田村東部産業団地（大企業１／２以内、中小 

企業２／３以内） 

 

 

別表４ 

補助率（注１）  

区分 補助率 

（略） （略） （略） 

２ 避難指示解除区域（避難指

示解除後３年以内）、認定特定

復興再生拠点区域 

 

（略） 

 

（略） 

（略） （略） （略） 

（注１） 補助対象施設・設備７に規定する社宅の補助

率は、付帯する工場等の立地する区域の補助率を

適用する。 

（略） 

（注４） 公募開始時点において、造成中または計画中

の下記の団地に立地する場合については、下記の

補助率を適用する。 

１）田村東部産業団地（大企業１／２以内、中小

企業２／３以内） 

２）広野町東町産業団地（大企業１／２以内、中

小企業２／３以内） 
 

（様式第２） 

申請者住  所 

氏 名   法人の名称 

及び代表者の役職・氏名   

（共同申請の場合は、上記項目を申請者ごとに記載） 

                                                      

補助事業概要説明書 

 

１．補助事業の実施計画  ※様式第１の詳細を記載のこと 

(１)補助事業の目的及び内容 

（略） 

(２)雇用の状況及び雇用計画（補助事業を行う事業部門） 

（略） 

（注３）新規地元雇用者に含めることができる非正規社員は、1年以上の

（様式第２） 

申請者住  所 

氏 名   法人の名称 

及び代表者の役職・氏名   

（共同申請の場合は、上記項目を申請者ごとに記載） 

                                                      

補助事業概要説明書 

 

１．補助事業の実施計画  ※様式第１の詳細を記載のこと 

(１)補助事業の目的及び内容 

（略） 

(２)雇用の状況及び雇用計画（補助事業を行う事業部門） 

（略） 

（注３）新規地元雇用者に含めることができる非正社員は、1年以上の雇
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雇用契約を締結し、雇用保険に加入している者とします。なお、非正規社

員のカウントについては下記により計算します。 

＜計算式＞ 

（非正規社員の所定労働時間（月平均）×非正規社員の雇用者数（月平

均））÷正社員の所定労働時間（月平均） 

（注４）新規地元雇用者のうち１／３（小数点以下の端数切捨て）を上限

として非正規社員を算入することが出来ます。 

（略） 

※「補助対象施設・設備」８の社宅の場合は、付帯元となる工場等について

記載してください。 

（略） 

２. 補助事業の収支予算 

（注８）当該起債又は借入に関する資金計画（資金調達先、返済計画等）

を示す資料（親会社や出資企業等がある場合はその会社の財務資料など）

を添付してください。また、補助事業で取得した財産に抵当権（ただし交

付決定後に限る。また根抵当は認められない。）を設定する予定の場合、

以下にその旨を記載してください。なお、補助事業実施場所である土地や

改修工事を行う既存建物について抵当権（根抵当権含む）が既に設定され

ている場合、建物取得費は補助対象として認められず、設備等も補助対象

として認められない可能性がありますので、事前に必ず事務局までご相談

ください。 

（略） 

４. 補助事業者の概要 

（略） 

経営の状況 令和●年度

の決算額 

令和●年度

の決算額 

令和●年度

の決算額 

令和●年度

の決算額 

(見込み) 

（略） 

５. 補助要件確認 

（略） 

 

 

補助対象地

該
当
地
域
に

○ 

 １ 避難指示区域（認定特定復興再生拠点区
域に該当する区域を除く。） 

 
 

２ 避難指示解除区域（解除から４年以内）/
認定特定復興再生拠点区域 

用契約を締結し、雇用保険に加入している者とします。なお、非正社員の

カウントについては下記により計算します。 

＜計算式＞ 

（非正社員の所定労働時間（月平均）×非正社員の雇用者数（月平均））

÷正社員の所定労働時間（月平均） 

（注４）新規地元雇用者のうち１／３（小数点以下の端数切捨て）を上限

として非正社員を算入することが出来ます。 

（略） 

※「補助対象施設・設備」７の社宅の場合は、付帯元となる工場等について

記載してください。 

（略） 

２. 補助事業の収支予算 

（注８）当該起債又は借入に関する資金計画（資金調達先、返済計画等）

を示す資料を添付すること。また、補助事業で取得する財産に担保権（た

だし交付決定後に限る。また根抵当は認められない。）を設定する予定の

場合は、以下にその旨を記載すること。 

 

 

 

 

 

（略） 

４. 補助事業者の概要 

（略） 

経営の状況 平成●年度

の決算額 

令和●年度

の決算額 

令和●年度

の決算額 

令和●年度

の決算額 

(見込み) 

（略） 

５. 補助要件確認 

（略） 

 

 

補助対象地

該
当
地
域
に

○ 

 １ 避難指示区域（認定特定復興再生拠点区
域に該当する区域を除く。） 

 
 

２ 避難指示解除区域（解除から３年以内）/
認定特定復興再生拠点区域 
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域区分 

（公募開始

日現在） 

 ３ 上欄の２に該当しない避難指示解除区域
等（南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村） 

 
４ 

上欄の２及び３に該当しない避難指示解
除区域等（田村市、川俣町、広野町、楢葉
町、川内村、飯舘村） 

 ５ 田村東部産業団地 

（略） 

※４ 補助対象施設５、６、８は建屋の新規取得（新増設、既存建屋購入）

が補助要件 

（略） 

（別添２） 

事業の実現性 

（略） 

３．売上げの根拠 

（略） 

※「補助対象施設・設備」８：社宅については、付帯元となる施設について

上記内容を記載 

 

４．植物工場、陸上養殖施設の立地にあたっての確認事項（「補助対象施設・

設備」７，９のみ） 

※以下について該当することを確認・チェックの上、具体的に記載のこと 

※申請書の内容について、関係官庁や立地先自治体（県、市町村）、関係機

関等に照会する場合がある 

 

（１）立地先自治体等への説明（必須） 

 □ 申請にあたっては、立地先自治体等への説明を行い、理解を得られて

いる 

※植物工場または陸上養殖施設の立地及び事業内容について、立地先自治

体（県、市町村）、および関係機関等に対して説明した内容や、理解を得

られている旨等を具体的に記載のこと 

 

（２）先端的取組等（必須） 

 □ 先端的取組等を行っている施設である 

※植物工場または陸上養殖施設の立地と運営において、IoT等最新テクノロ

域区分 

（公募開始

日現在） 

 ３ 上欄の２に該当しない避難指示解除区域
等（南相馬市、富岡町、浪江町、葛尾村） 

 
４ 

上欄の２及び３に該当しない避難指示解
除区域等（田村市、川俣町、広野町、楢葉
町、川内村、飯舘村） 

 ５ 田村東部産業団地／広野町東町産業団地 

（略） 

※４ 補助対象施設５～７は建屋の新規取得（新増設、既存建屋購入）が補

助要件 

 

（略） 

（別添２） 

事業の実現性 

（略） 

３．売上げの根拠 

（略） 

※「補助対象施設・設備」７：社宅については、付帯元となる施設について

上記内容を記載 

（略） 
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ジーを用いた栽培、飼育環境の最適化や優れた生産性向上の取り組み、環

境負荷低減への配慮等について具体的に記載のこと 

 

（別添４） 

雇用創出効果 

（略） 

※「補助対象施設・設備」８の社宅の場合は、付帯元となる工場等について

記載してください。 

（別添５） 

地域経済における重要度 

（略） 

２．地元への定着力や地域経済の担い手としての役割の向上 

＊本事業を実施することによる地元への定着力向上について、具体的に記

載すること。 

＊本事業実施後の地域経済の担い手としての役割の向上について、具体的

に記載すること。 

（略） 

 

 

 

（別添４） 

雇用創出効果 

（略） 

※「補助対象施設・設備」７の社宅の場合は、付帯元となる工場等について

記載してください。 

（別添５） 

地域経済における重要度 

（略） 

２．地元への定着力向上 

＊新たな用地の取得、生産ラインの高付加価値化、エンジニアの集積、取引

先との一体化、マザー工場の建設など、地元への定着力を高める事業内容

を具体的に記載のこと 

（略） 

（様式第３） 

                                               令和   年   月   日 

 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局長 殿 

 

            申請者    住 所 

                    氏 名   法人の名称 

                              及び代表者の役職・氏名  印（省略可） 

【受付番号 -       】 

（共同申請の場合は、上記項目を申請者ごとに記載） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援

事業）交付規程（平成２８年１２月１９日制定。平成２９年１２月２０日、

令和２年３月３０日、令和２年１２月２２日、令和４年３月２２日、令和

４年７月２５日、令和５年３月１０日、令和５年４月１０日改正。以下「交

付規程」という。）第２９条の規定に基づき、補助金の交付の申請をする

（様式第３） 

                                               令和   年   月   日 

 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局長 殿 

 

            申請者    住 所 

                    氏 名   法人の名称 

                              及び代表者の役職・氏名  印（省略可） 

【受付番号 -       】 

（共同申請の場合は、上記項目を申請者ごとに記載） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援

事業）交付規程（平成２８年１２月１９日制定。平成２９年１２月２０日、

令和２年３月３０日、令和２年１２月２２日、令和４年３月２２日、令和

４年７月２５日、令和５年３月１０日改正。以下「交付規程」という。）

第２９条の規定に基づき、補助金の交付の申請をするに当たって、また、
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に当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記の

いずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又

はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異

議は一切申し立てません。 

（略） 

補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しな

いことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した

ことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てま

せん。 

（略） 

（様式第５） 

                                                   番          号 

                                           令和    年    月    日 

（略） 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付け第 号で申請のありました自立・帰還支援

雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事業）については、

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）交付規程（平成２８年１２月１９日制定。平成２９年１２月２０日、

令和２年３月３０日、令和２年１２月２２日、令和４年３月２２日、令和

４年７月２５日、令和５年３月１０日、令和５年４月１０日改正。以下「交

付規程」という。）第５条第１項の規定に基づき下記のとおり交付するこ

とに決定しましたので、通知します。 

（略） 

５．補助事業者は、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。以下「適正化法」という。）、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。以

下「施行令」という。）、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業交付要

綱（制定：２０１６０６０７財地第１号、改正：２０２１０６１１財福第

３号。以下「交付要綱」という。）、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助

事業実施要領（制定：２０１６０６０７財地第１号、改正：２０１７０５

１５財地第１号、２０１９０３１９財福第２号、２０２００３２３財福

第１号、２０２００７２２財福第３号、２０２１０２２５財福第１号、２

０２１０４０８財福第２号、２０２１０６１１財福第４号、２０２２０

２１８財福第１号、２０２２０４０４財福第１号、２０２３０３０９財

（様式第５） 

                                                   番          号 

                                           令和    年    月    日 

（略） 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付け第 号で申請のありました自立・帰還支援

雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事業）については、

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）交付規程（平成２８年１２月１９日制定。平成２９年１２月２０日、

令和２年３月３０日、令和２年１２月２２日、令和４年３月２２日、令和

４年７月２５日改正、令和５年３月１０日。以下「交付規程」という。）

第５条第１項の規定に基づき下記のとおり交付することに決定しましたの

で、通知します。 

（略） 

５．補助事業者は、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。以下「適正化法」という。）、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。以

下「施行令」という。）、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業交付要

綱（２０１６０６０７財地第１号、２０２１０６１１財福第３号。以下

「交付要綱」という。）、自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業実施要

領（制定：２０１６０６０７財地第１号、改正：２０１７０５１５財地第

１号、２０１９０３１９財福第２号、２０２００３２３財福第１号、２０

２００７２２財福第３号、２０２１０２２５財福第１号、２０２１０４

０８財福第２号、２０２１０６１１財福第４号、２０２２０２１８財福
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福第１号。以下「実施要領」という。）及び交付規程の定めるところに従

わなければなりません。 

（略） 

第１号、２０２２０４０４財福第１号。以下「実施要領」という。）及び

交付規程の定めるところに従わなければなりません。 

（略） 

（様式第１２） 

                                                   番          号 

                                           令和    年    月    日 

（略） 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）実績報告書 

 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）交付規程（平成２８年１２月１９日制定。平成２９年１２月２０日、

令和２年３月３０日、令和２年１２月２２日、令和４年３月２２日、令和

４年７月２５日、令和５年３月１０日、令和５年４月１０日改正。以下「交

付規程」という。）第１４条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

（略） 

（様式第１２） 

                                                   番          号 

                                           令和    年    月    日 

（略） 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）実績報告書 

 

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金（製造・サービス業等立地支援事

業）交付規程（平成２８年１２月１９日制定。平成２９年１２月２０日、

令和２年３月３０日、令和２年１２月２２日、令和４年３月２２日、令和

４年７月２５日改正、令和５年３月１０日。以下「交付規程」という。）

第１４条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

（略） 

以 上 


