
 

 

○栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱 

平成３０年８月１日 

告示第１２７号 

改正 平成３０年１０月２９日告示第１６０号 

改正 平成３１年３月２２日告示第３４号 

改正 令和元年９月４日告示第６１号 

改正 令和２年３月３１日告示第７６号 

改正 令和３年１１月１６日告示第１０６２号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、栗東市内の駅（栗東駅及び手原駅をいう。）周辺の賑わい創出と地域経済活性化

に向けて、指定区域内における空き店舗等の減少及び商環境の向上を図るため、空き店舗等を活用

する新規出店者と当該空き店舗等の所有者に対し、市が予算の範囲内において、栗東市空き店舗等

活用促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、栗東市補助金等交付規則（昭

和６３年栗東町規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）  指定区域 別図に定める区域をいう。 

（２） 空き店舗等 指定区域において入居者がいない状態又は入居者を決定していない状態が原則

として３月以上継続し、店舗として賃貸借可能な建物の全部又は一部をいう。 

（３） 新規出店者 空き店舗等を賃借する中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規

定する中小企業者で、個人若しくは法人をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助金対象事業」）は、統計法（平成１９年法律第５３号）

第２条第９項に規定する統計基準として設定された日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４

０５号）に規定する産業分類（大分類）のうち、小売業、飲食業、サービス業、教育・学習支援業、

医療・福祉業その他市長が認めた事業とする。ただし、次の各号に掲げる事業を除く。 

 （１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１

項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は第３５条の２に規定する

特定性風俗物品販売等営業 

（２） フランチャイズチェーン方式による営業であるもの 

 （３） 市長が不適当と認める業種 

（補助対象経費等） 



 

 

第４条 補助金の補助対象経費、補助対象者及び補助額は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 前項の場合において、補助対象者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

（１） 空き店舗等の所有者と新規出店者との関係が別表２の要件に該当しない者 

（２） 市内で営業している店舗から指定区域内の空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空

き店舗としない者 

（３） 週５日以上営業し、かつ、通年営業が可能であり、１年以上継続して営業を行う見込みがある

者。ただし、栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者については、６月

以上継続して営業を行う見込みがある者とする。 

（４） 市区町村民税を完納している者 

（５） 補助対象事業の開始前で、かつ、補助金の交付を受けようとする年度内に補助対象事業を開始

する見込みがあること。 

（６） 前号の規定にかかわらず、店舗を改装又は修繕する場合は、当該工事に着手する前で、かつ補

助金の交付を受けようとする年度内に当該工事が完了すること。 

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等に基

づく更生手続又は再生手続を行っていない者 

（８） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規

定する暴力団の構成員若しくはその関係者又はその利益となる活動を行う者が、補助対象者の役

員又は経営に事実上参加していない者 

３ 補助金の交付は、１法人又は１個人に対し１回限りとする。ただし、店舗賃借料の補助において

前年度中に補助対象となる店舗賃借料の補助金の交付対象期間が１２月に満たない場合は、次年度

においても交付申請できるものとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、空き店舗等への出店又は入店前に、栗東市空

き店舗等活用促進事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に関係書類を添付し、市長に提出しな

ければならない。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の交付申請があった場合は、速やかにその内容等を審査し、補助金を交付する

ことに決定したときは、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付決定通知書（別記様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査を行うに当たって、必要に応じて外部から助言を求めることができ

る。 

３ 第１項の規定による事業の決定に当たっては、必要な指示又は条件を付することができる。 

（内容の変更等） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業の内



 

 

容を変更しようとするときは、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金変更交付申請書（別記様式第

３号）に関係書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の内容の変更を認めたときは、

栗東市空き店舗等活用促進事業補助金変更決定通知書（別記様式第４号）により、補助事業者に通

知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、交付決定を受けた事業が完了したときは、完了後速やかに栗東市空き店舗等

活用促進事業補助金実績報告書（別記様式第５号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに内容等を審査し、交付すべき補

助金の額を確定し、栗東市空き店舗等活用促進事業補助金確定通知書（別記様式第６号）により補

助事業者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による補助金の額の確定は、第６条第１項の規定による交付決定額と、第７条第２項

の規定による変更決定額とのいずれか低い額とする。 

（補助金の支払） 

第１０条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、同通知を受けた日から起算して１４日以内

に栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付請求書（別記様式第７号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、第６条の規定による交付の決定の通知後においては、補助金の交付の目的を達成するた

め必要があると認めるときは、補助金の交付対象期間が６月以上の場合に限り、当該期間の半分の

月数（当該月数に端数が生じる場合は繰り上げるものとする。）の補助金の額を限度として概算払

により交付することができる。この場合において、補助事業者等は、事業完了後速やかに第８条の

規定による実績報告書の提出と同時に精算報告書を提出しなければならない。 

（補助金の返還等） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定若しくは

補助金の額の確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることがで

きる。 

（１） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（４） その他市長が特に必要であると認めるとき。 

（店舗の処分等の制限） 

第１２条 補助事業者は、第６条の規定により交付決定した日から起算して１年間は、補助金の交付



 

 

を受けた空き店舗等を他の目的に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲渡し、又は債務の担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年８月１日から施行する。 

（この告示の失効） 

２  この告示は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第４条第３項ただし書の規定

並びに同日以前に第６条の規定により交付決定されたことで得ることのできた権利及びその権利に

付された条件等については、同日後もなおその効力を有するものとする。 

（令和２年度以後の補助金交付の特例） 

３ 令和２年４月１日前に補助金の交付決定を受けた申請者（第４条第３項ただし書の場合に該当す

る者を除く。）は、同項の規定にもかかわらず、補助金の交付を再度申請することができる。 

４ 令和２年度に第４条第３項ただし書の規定により残りの店舗賃借料の補助金の交付を申請する者

については、当該交付申請を前項に規定する再度の交付申請とみなさず、同項の規定を適用するも

のとする。 

  附 則（平成３０年１０月２９日告示第１６０号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年１０月２９日から施行する。 

（この告示の失効） 

２  この告示は、平成３２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第４条第３項ただし書の規

定並びに同日以前に第６条の規定により交付決定されたことで得ることのできた権利及びその権利

に付された条件等については、同日後もなおその効力を有するものとする。 

附 則（平成３１年３月２２日告示第３４号） 

この告示は、平成３１年３月２２日から施行する。 

附 則（令和元年９月４日告示第６１号） 

この告示は、令和元年９月４日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同年３月３１日

から施行する。 

附 則 

この告示は、令和３年１１月１６日から施行し、改正後の第８条、第１０条第２項、別記様式第７

号の規定は、令和３年度の補助金から適用する。 



 

 

別表１（第４条関係） 

補助対象経費 補助対象者 補助額 

店舗改装費 

 指定区域内において、新たに開

業するにあたり必要と認められ

る内装工事（天井、内壁床等）、

外装工事（看板設置、扉等）、給

排水設備工事、電気工事、空調設

備工事等に係る費用及び附帯設

備（キッチン、カウンター、照明

等で、建物と一体となったものに

限る。）の設置に係る費用 

指定区域内にお

ける新規出店者 

市内に事業所を有する者に請け負わせる店

舗改装に要した金額の１０分の２以内の額

で２０万円を限度とする。 

指定区域内にお

ける新規出店者

で栗東市創業支

援等事業計画に

基づく特定創業

支援等事業の修

了者 

市内に事業所を有する者に請け負わせる店

舗改装に要した金額の１０分の３以内の額

で３０万円を限度とする。 

店舗（来客者用駐車場を含む。）

賃借料（保証金、敷金、礼金等の

預託金、仲介手数料、共益費等を

除く。） 

指定区域内にお

ける新規出店者 

１ 月額店舗賃借料の１０分の２以内の額

で５万円を限度とし、最大１２月分とす

る。 

２  開業日の属する月の翌月（１日に開業

する場合にあっては該当月）から対象とす

る。 

指定区域内にお

ける新規出店者

で栗東市創業支

援等事業計画に

基づく特定創業

支援等事業の修

了者 

１ 月額店舗賃借料の１０分の３以内の額

で８万円を限度とし、最大１２月分とす

る。 

２  開業日の属する月の翌月（１日に開業

する場合にあっては該当月）から対象とす

る。 



 

 

店舗修繕費 

 当該店舗の賃貸に当たり必要

と認められる屋根工事、外壁工

事、給排水設備工事（床下・建物

以外の設備）、電気工事（電線か

ら配電盤までの設備）、空調設備

工事等に係る費用 

指定区域内にお

いて新規出店者

が入店する店舗

の所有者 

市内に事業所を有する者に請け負わせる店

舗修繕費の１０分の２以内の額で２０万円

を限度とする。 

 

備考 

 １ 店舗改装費及び店舗修繕費にかかる設計費や備品費は対象外とする。 

 ２ 補助額に１円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 

別表２（第４条関係） 

空き店舗の 

所有者区分 

新規出店 

者区分 
要件 

法人 個人 １ 新規出店者と空き店舗を所有する法人（以下「所有法人」）の役

員又は発起人が生計を一としている者。 

２ 新規出店者と所有法人の役員又は発起人が２親等以内の親族で

ある者。 

法人 １ 新規出店者である法人の代表者と所有法人の役員又は発起人が

生計を一としている者。 

２ 新規出店者である法人の代表者と所有法人の役員又は発起人が

２親等以内の親族である者。 

個人 

 

 

 

個人 １ 新規出店者と空き店舗所有者が生計を一としている者。 

２ 新規出店者と空き店舗所有者が２親等以内の親族である者。 

法人 １ 新規出店者である法人の代表者と空き店舗所有者が生計を一と

している者。 

２ 新規出店者である法人の代表者と空き店舗所有者が２親等以内

の親族である者。 

 

 

 

 

 



 

 

別図（第２条関係） 

１．栗東駅周辺地区 

 

備考 指定区域は、実線内側の区域（都市計画道路上鈎志那中線、下鈎千代線、大門野尻線及び

二町播磨田線に囲まれる区域）とする。 

２．手原・安養寺周辺地区 

 

備考 指定区域は、実線内側の区域（安養寺地区地区計画及び都市計画道路手原駅新屋敷線沿道

の商業地域（手原駅前）の区域）とする。 


