
福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 福島県は、東日本大震災により福島県外で避難生活を送っている者（以下「県外

避難者」という。）が避難先で安心して暮らし、将来的に帰還や生活再建につながるよ

う、避難者支援団体等が行う避難者の実情に応じた支援事業に要する経費について、そ

の実施主体に対し、予算の範囲内において、福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助

金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、福島県補助

金等の交付等に関する規則（昭和 45 年福島県規則第 107 号。以下「規則」という。）

及びこの要綱に定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「避難者支援団体等」とは、別表第１に掲げる避難者支援団体

又は協議体をいう。 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第３条 補助額は、別表第２に定める事業を避難者支援団体等が行う場合に要する経費の

うち、別表第３の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較

して少ない方の額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少な

い方の額とする。ただし、補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

 

（交付申請） 

第４条 規則第４条第１項の申請書は、「福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金交

付申請書」（第１号様式）によるものとし、これに「福島県県外避難者帰還・生活再建

支援補助金事業計画書兼収支予算書」（第２号様式）、暴力団排除に関する誓約書（第

３号様式）、「国、福島県及び避難者支援団体等が所在又は活動する地方自治体の施策

に反する活動を現に行っておらず今後も行わないこと等を誓約した書面（第４号様式）

及びその他必要な書類を添付して、知事が定める日までに提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第５条 知事は、前条の規定による申請があったときは、別に定める「福島県ふるさとふ

くしま交流・相談支援事業運営委員会」の審査及び選定を経た上で、当該交付決定（一

部減額交付又は交付しないことの決定を含む。）を行う。 

２ 知事は、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の交付に

条件を付すことができる。 

３ 知事は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により、当該補助事

業者に対して、その旨を通知するものとする。 

 

（申請取下げ） 

第６条 補助金の交付を申請したものは、規則第８条第１項の規定により、補助金交付の

決定の通知を受けた日から起算して 10 日以内に申請の取下げをすることができる。 



（事業の軽微な変更） 

第７条 規則第６条第１項第１号の別に定める軽微な変更は、次のいずれかの場合とする。 

(1) 補助金額の増額を伴わない補助対象経費の 20％以内の変更をすること。 

(2) 事業の主要な部分に重要な影響を及ぼさない変更をすること。 

 

（変更承認の申請） 

第８条 第５条の規定により交付決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）は、

規則第６条第１項第１号又は第２号の規定により、補助金等の交付の決定の通知を受け

た補助事業等の内容又は経費の配分の変更（知事が軽微な変更と認めたものを除く。）

その他申請に係る事業の変更、中止又は廃止の承認を得ようとするときは、あらかじめ

「福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金変更（中止・廃止）承認申請書」（第５

号様式）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申請の内容を審査し、承認するときは、変更承認通知書に

より通知する。 

 

（概算払） 

第９条 知事は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の 

方法により補助金の交付をすることができる。 

２ 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、「福島県県外避難者帰還・

生活再建支援補助金概算払請求書」（第６号様式）を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概

算払を行うものとする。 

 

（状況報告） 

第 10 条 知事は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して進捗状況等の報告を求

め、若しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員による帳簿その他の関

係書類の検査、若しくは関係者への質問をすることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに「福島県県外避難者帰還・生活

再建支援補助金完了報告書」（第７号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、事業完了日（事業廃止について知事の承認を受けた場合は、承認

を受けた日）から起算して 30 日を経過した日、又は補助金交付年度の３月 31 日のい

ずれか早い日までに、「福島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金実績報告書」（第

８号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（額の確定） 

第 12 条 知事は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、そ

の報告に係る補助事業の成果が補助事業の趣旨及び第５条第２項の条件に適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対して額の確定通知書に

より通知する。 

 



（補助金の交付の請求） 

第 13 条 補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、当該通知の受領後、「福

島県県外避難者帰還・生活再建支援補助金交付請求書」（第９号様式）を速やかに知事

に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金

の支払を適当と認めるときは、補助金を交付する。 

 

（会計帳簿等の整備等） 

第 14 条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その

他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、５

年間保存しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第 15 条 避難者支援団体等は、規則第４条第１項の規定に基づき補助金の申請をするに当

たり、当該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（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）の規

定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額

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、この限りでない。 

２ 補助事業者は、規則第 13 条の規定に基づき実績報告を行うに当たり、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。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業完了後に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「消費税額及び地方消費税

額の額の確定に伴う報告書」（様式第１０号）を知事に提出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ことができる。 

 

（補助金の返納） 

第 17 条 知事は、補助事業者が前条までの規定に違反したと認める場合は、交付した補助

金の全部又は一部の返納を命ずることができる。 

（補足） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、別に

定める。 

 

 

 



附 則 

この要綱は、平成 28 年３月 16 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 29 年３月 24 日から施行し、平成 29 年度の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成 30 年３月 23 日から施行し、平成 30 年度の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月 24 日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。 

 

 

別表第１（第２条関係） 

避難者支援団体 補助金の趣旨に合致する活動を行う特定非営利活動法人、公益法人、

社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の非営利

組織（以下「組織」という。）であって、次に掲げる要件に適合する

こと。 

１ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。 

２ 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこ

と。 

３ 活動を的確に遂行する意欲や能力を有していること。 

４ 市民等が自発的・主体的な参画によって活動を行っていること。 

５ 情報開示がなされていること、又は補助事業の取組期間中に情報

開示がなされること。 

６ 継続的に活動を行う団体であり、一度限りのボランティア活動等

を行うものではないこと。 

７ 定款、規約又はそれに相当する文書を有し、適正な事業計画書、

予算及び決算書が整備されていること。 

８ 監査体制を始め、収入・支出決裁者、通帳管理者、経理担当者等

が明確に定められており、会計処理を適正に行うことができること。 

９ 原則として新規に設立された団体ではないこと。ただし、以下の

場合を除く。 

・既存任意団体が法人化した新規団体又は既存法人が任意団体化し

た新規団体。 

・既存団体の合併により設立された新規団体。 

・新規団体の主要な構成員に避難者支援の経験者を３名以上含む団

体。なお、この場合、主要な構成員３名以上の者の避難者支援に

係る経歴及び当該経歴が事実に相違ない旨を誓約した書面を提出

すること。 

10 組織、組織の構成員及び組織が行う避難者支援事業に関係する一

切の者が、暴力団、暴力団員、元暴力団員等を始めとする反社会的

勢力と一切の関係がないこと。 

※ 暴力団：暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条各 



号に該当する行為、個人、構成員及び団体。 

反社会的勢力：「企業が反社会的勢力による被害を防止するため 

         の指針」に規定する暴力、威力と詐欺的手法を駆 

使して経済的利益を追求する集団又は個人。 

11 個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止など、個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じていること。  

12 組織が所在（活動）する地方自治体と連携が図れること。 

協議体  地方自治体及び避難者支援団体を構成員に含む実行委員会、会議、

連合会等であって、次に掲げる要件に適合すること。 

１ 代表者が定められていること。 

２ 補助事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、以下の事項を

定めた協議体の規約その他の規程が作成されていること。 

(1) 協議体の構成員、事務局、代表者及び代表権の範囲 

  (2) 協議体の意思決定方法 

  (3) 協議体を解散した場合の地位の継承者 

(4) 協議体の事務処理及び会計処理の方法 

  (5) その他協議体の運営に関して必要な事項 

３ 活動を行うための一連の手続について、複数の者が関与する等、

事務手続に係る誤りや不正を未然に防止する体制が整備されている

こと。 

 

別表第２（第３条関係） 

補助対象事業 下記の全てを満たす事業とする。 

１ 避難者支援団体等が県外避難者を対象に行う、県外避難者が避難先

において安定した日常生活を確保でき、さらには将来的に円滑な帰還

や生活再建等に資する以下の取組であること。 

 (1) 県外避難者の避難先での日常生活を支えるための見守り訪問等 

 (2) 県外避難者の避難先の地域住民と県外避難者、県外避難者同士の

交流会等の開催 

 (3) 県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、

福島県内で開催する福島県民（帰還者を含む）、福島県内の多様な

社会資源、避難者支援団体等との交流会の開催 

   なお、交流会については、県外避難者の帰還や生活再建に結びつ

く支援活動に対して支援するという補助金の性質上、効率的・効果

的なものとする必要があることから、１回の交流会について 10 人

以上の県外避難者が参加することを必須とする。また、県外避難者

が交流会に参加するための旅費については、帰還者への支援状況等

を始めとした県内の実情（住宅、雇用、地域コミュニティ、学校、

子育て、帰還者の生活、支援団体等の状況）を県外避難者が確認し、

帰還の判断材料としていただくために補助対象としていることか

ら、単なる帰省目的の旅行の旅費については補助対象とは認められ



ない。 

 (4) 県外避難者の避難元でのコミュニティ形成、強化等を目的とし、

福島県外で開催する帰還者が県外避難者へ福島県の現状等を伝える

交流会等の開催 

２ 継続して実施される事業であること。 

３ 次のいずれかが実施主体となる事業であること。 

(1) 避難者支援団体 

(2) 地方自治体及び避難者支援団体を構成員に含む協議体 

４ 福島県、同県内の市町村、同県外の地方自治体及び国の補助制度に

より、当該事業の経費が補助されていない事業であること。 

５ 別表第３第２欄に定める対象経費が、300 千円以上であること。 

６ 事業のほとんどを外部に委託する事業でないこと。 

 

 

別表第３（第３条関係） 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 

 350 万円を上限に知事が定めた額 

 ただし、事業の実施効果が特に高いと見込ま

れる事業の場合、上記の額に知事が認めた額を

加算する。 

 また、別表第２欄の１(3)及び(4)について

は、交流会開催経費及び旅費の上限額を以下の

とおりとする。 

・１(3) 

交流会開催経費：１回当たり１００万円 

 県外避難者が交流会に参加するため旅費 

：１人につき１回当たり８万円 

・１(4) 

交流会開催経費：１回当たり５０万円 

帰還者が交流会に参加するための旅費 

：１人につき１回当たり８万円 

 

事業の実施に直接必要とな

る報酬、賃金、共済費、報

償費、旅費、需用費、役務

費、委託料、使用料、賃借

料のうち、知事が必要と認

める経費 

１０／１０ 

以内 

 


