
日南市移住定住戦略事業費補助金交付要綱 

 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要綱は、日南市指定工場等（以下「指定工場等」という。）に就労する若者及

び子育て世帯の者が本市への定住を目的として転入し、市内の賃貸住宅に入居する場合、

並びに指定工場等が本市主催の移住相談会等に参加する場合に、予算の範囲内において

日南市移住定住戦略事業費補助金を交付することにより、定住人口の増加を図るととも

に指定工場等が必要とする人材の確保を促進し、本市の活性化に資することを目的とす

る。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、日南市補助金等交付規則（平成 21 年日南市規則第

51 号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（用語の定義） 

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) 指定工場等 日南市指定工場等、日南商工会議所会員並びに北郷町及び南郷町商

工会会員をいう。 

(２) 若者 40 歳未満の者をいう。 

(３) 子育て世帯 夫婦ともに 40 歳未満である世帯又は中学生以下の子どもがいる世

帯をいう。 

(４) 定住 ５年以上継続して居住することをいい、転勤、通学等のための一時的な居

住は含まれない。 

(５) 居住 日南市住民基本台帳に登録された住所地を生活の本拠とすることをいう。 

(６) 家賃 賃貸住宅の住居部分に係る１月ごとの料金のことをいう。 

(７) 住民登録 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第５条に規定する本市の住

民基本台帳に記録されること、又は第 30 条の 45 に規定する特別永住者として登録さ

れることをいう。 

(８) 市税等 市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び保育

料をいう。 

(９) 賃貸住宅 市内における民間のアパート、借家等（ただし、社宅、事業所の寮、会

社名義であるもの、１親等以内の親族が所有又は居住するものは除く。）及び公的賃貸

住宅のことをいう。 

 (10) 旅費 交通費及び宿泊費をいう。 

 



第２章 家賃補助 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のすべてに該当するものとする。 

 (１) 次のアからウまでのいずれかに該当する者 

ア 市外から転入する子育て世帯の者で転勤による転入ではない者 

イ 指定工場等での就労により転入する若者又は指定工場等での就労により転入す

る子育て世帯の者で、市外への転勤の可能性がない者 

ウ その他市長が適当であると認める者 

(２) 世帯員の全員が、過去５年間（住民登録から２か月以内を除く。）本市に住民登録

していない者 

(３) 補助金の交付を受けた日から５年以上継続して定住する意思がある者 

(４) 補助対象者及び同一世帯の者全員に、市税等の滞納がない者 

(５) 自治会に加入している者  

(６) 生活保護の住宅扶助を受けていない者 

(７) 暴力団等（日南市暴力団排除条例（平成 23 年日南市条例第 29 号）第２条第１号

に掲げる暴力団、同条第２号に掲げる暴力団員又は同条第３号に掲げる暴力団関係者

に該当する者をいう。）に該当しない者  

(８) この要綱に基づく補助金の交付をこれまで受けていない者 

  

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、居住する賃貸住宅の家賃から２万５千円を差し引いた額とする。

ただし、上限を２万円とし、千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 

２ 勤務先から住居手当を受給している場合は、家賃から２万５千円及び住居手当額を差

し引いた額とする。ただし、上限を２万円とし、千円未満の端数があるときは、その端

数は切り捨てる。 

 

（交付期間） 

第５条 補助金の交付の期間は 12 か月を限度とする。ただし、補助要件に該当しなくな

った場合は、その前月までの交付とする。 

２ 前項の補助金の交付期間は、家賃月額算定の根拠となる月数で算定するものとする。 

３ 補助金の交付を開始する月については、交付申請があった翌月からとする。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請



書（別記様式第１号）に次の各号に掲げる書類等を添付して、所定の期間内に市長に提

出しなければならない。 

(１) 戸籍謄本 

 (２) 戸籍附票の謄本 

 (３) 賃貸住宅契約書（写し） 

(４) 誓約書（別記様式第２号） 

(５) 同意書（申請用）（別記様式第３号） 

(６) 雇用状況証明書（別記様式第４号） 

(７) 自治会加入証明書（別記様式第５号） 

(８) 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書（別記様式第６号） 

２ 市長は、前項の補助金交付申請書を先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請

額が予算の範囲を超えるときは受付を停止することができる。 

３ 前年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者は、毎年４月までに、補助金交付

継続申請書（別記様式第７号。以下「継続申請書」という。）に、雇用状況証明書（別記

様式第４号）を添え、市長に提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の補助金交付申請書又は同条第３項の継続申請書の提出を受

けた後、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付を決定

し、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書（別記様式第８号。

以下「決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金不交

付決定通知書（別記様式第９号）により申請者に通知するものとする。 

 

（補助金申請内容変更等の承認） 

第８条 前条第２項の規定により決定通知書を受けた者（以下「補助決定者」という。）が、

決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく補助金

変更交付申請書（別記様式第 10 号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

(１) 申請者又は同居する世帯の内容を変更しようとするとき。 

(２) 賃貸住宅の変更をしようとするとき。 

(３) 金額の変更をしようとするとき。 

２ 申請者は、前項の補助金変更交付申請書を提出するときは、第６条第１項各号に掲げ

る書類等のうち変更の内容が確認できるものを添付しなければならない。 



３ 市長は、第１項の補助金変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるものについては承認し、補助金変更交付決定通知書（別記様式第 11 号）

により申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付請求） 

第９条 補助決定者は、当該補助金の支払いを受けようとするときは、補助金交付請求書

（別記様式第 12 号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。た

だし、四半期毎に請求するものとする。 

(１) 同意書（実績用）（別記様式第 13号）  

(２) 家賃の支払を証明する書類 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに当該補助決

定者に補助金を交付するものとする。 

 

 （補助金額の確定） 

第 10 条 市長は、前条の補助金交付請求書について、その内容を審査し、その実績が補

助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付

確定通知書（別記様式第 14 号）により、最終支払い月に補助決定者に通知するものと

する。 

 

第３章 旅費補助 

（補助対象者） 

第 11 条 補助対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

(１) 次のア又はイに該当する者 

ア 本市主催の移住相談会等に参加する指定工場等 

イ その他市長が適当であると認める者 

(２) 市税等を滞納していない者（法人の場合は団体及び代表者、個人の場合は世帯全

員） 

(３) 暴力団等（日南市暴力団排除条例第２条第１号に掲げる暴力団、同条第２号に掲

げる暴力団員又は同条第３号に掲げる暴力団関係者に該当する者をいう。）に該当し

ない者 

 

（補助金の額） 

第 12 条 補助金の額は、本市主催の移住相談会等に参加する社員の旅費に要した額とす

る。ただし、上限を３万円とし、千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる 

 



（交付の申請） 

第 13条 申請者は、補助金交付申請書（別記様式第 15号）に次の各号に掲げる書類等を

添付して、所定の期間内に市長に提出しなければならない。 

(１) 同意書（申請用）（別記様式第 16号） 

(２) 暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書（別記様式第 17号） 

 

（交付の決定） 

第 14 条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出を受けた後、その内容を審査し、補助

金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付を決定

し、その決定の内容及びこれに付した条件を決定通知書により申請者に通知するものと

する。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付が適当でないと認めたときは、補助金不交

付決定通知書（別記様式第９号）により申請者に通知するものとする。 

 

（補助金申請内容変更等の承認） 

第 15 条 前条第２項の規定により決定通知書を受けた者（以下「補助決定者」という。）

は、決定通知を受けた後において、金額の変更をしようとする場合は、遅滞なく補助金

変更交付申請書（別記様式第 18 号）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 市長は、第１項の補助金変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるものについては承認し、補助金変更交付決定通知書（別記様式第 11 号）

により申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付請求） 

第 16 条 補助決定者は、当該補助金の支払いを受けようとするときは、補助金交付請求

書（別記様式第 12 号）に領収書（旅費の支払を証明する書類）を添えて、市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに当該補助決

定者に補助金を交付するものとする。 

 

 （補助金額の確定） 

第 17 条 市長は、前条の補助金交付請求書について、その内容を審査し、その実績が補

助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付

確定通知書（別記様式第 14 号）により補助決定者に通知するものとする。 



 

第４章 その他 

 （交付の決定の取消し） 

第 18 条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 補助金の交付を受けた日から５年以内に転出したとき。 

(２) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(３) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(４) この要綱の規定に違反したとき。 

 

 （補助金の返還） 

第 19 条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既

に補助金を交付しているときは、補助決定者に対し期限を定めてその全部又は一部の返

還を命ずることができる。 

２ 前項に規定する命令を受けたときは、補助決定者は、市長が定める期間内に当該補助

金を返納しなければならない。 

 

 （その他） 

第 20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 

 

 この要綱は、公表の日から施行し、平成 28 年 12月１日から適用する。 

 

 


