尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付要綱 新旧対照表
改正（案）

現行

（補助対象経費等）

（補助対象経費等）

第３条

第３条

本要綱に基づく補助金の交付対象

本要綱に基づく補助金の交付対象

となる経費（以下「補助対象経費」という。
） となる経費（以下「補助対象経費」という。
）
は、令和２年４月７日から令和２年１２月

は、令和２年４月７日から令和２年１２月

３１日までの間に補助対象事業者が支払っ

３１日までの間に補助対象事業者が支払っ

た経費とし、かつ、別表２「補助対象」の欄

た経費とし、かつ、別表２「補助対象」の欄

に示す運行系統に係る同表「補助対象経費

に示す運行系統に係る同表「補助対象経費

の区分」の欄に掲げる経費とする。

の区分」の欄に掲げる経費とする。ただし、

２

補助対象経費に係る消費税のうち、仕入税

〜 ４ （略）

額控除を行う場合における仕入税額控除の
対象となる消費税相当分については、補助
対象としないものとする。
２

〜 ４ （略）

（交付決定の変更の申請）

（交付決定の変更の申請）

第７条 補助対象事業者は、第５条の規定

第７条 補助対象事業者は、第５条の規定

により補助金の交付決定の通知を受けたの

により補助金の交付決定の通知を受けたの

ち、その内容を変更しようとするときは、

ち、その内容を変更しようとするときは、

尼崎市公共交通感染症防止対策交付決定変

尼崎市公共交通感染症防止対策交付決定変

更申請書（様式第３号）
（以下「交付決定変

更申請書（様式第３号）
（以下「交付決定変

更申請書」という。
）に市長が必要と認める

更申請書」という。
）を市長に提出し、その

書類を添えて市長に提出し、その承認を得

承認を得なければならない。

なければならない。
（実績報告）
第１０条

（新設）

補助対象事業者は、補助対象の

事業が完了したときは、当該事業の完了の
日から起算して１月を経過した日又は当該
事業の完了の日が属する年度の２月末日の
いずれか早い日までに、尼崎市公共交通感
染症防止対策補助金完了実績報告書（様式
第５号）
（以下「完了実績報告書」という。
）
に市長が必要と認める書類を添えて、市長
に提出しなければならない。
（補助金の額の確定等）
第１１条

（新設）

市長は、前条の規定により提出
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備考

改正（案）

現行

された完了実績報告書等の審査を行うとと
もに、必要に応じて現地調査等を行うもの
とし、補助対象の事業の成果が補助金の交
付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、交付すべき補助金の
額を確定し、尼崎市公共交通感染症防止対
策補助金交付額確定通知書（様式第６号）
（以下「確定通知書」という。
）を補助対象
事業者に通知するものとする。
２

補助対象事業者は、市長が前項の規定

に基づく審査のために必要な書類の提出、
現地調査等を求めたときは、これを拒んで
はならない。
（補助金の請求）

（補助金の請求）

第１２条

第１０条

補助対象事業者は、前条第１項

補助対象事業者は、第５条の規

の規定による確定通知書の通知を受けたの

定による交付決定通知書の通知、又は第８

ち、補助金の支払いを受けようとするとき

条の規定による交付決定変更通知書の通知

は、尼崎市公共交通感染症防止対策補助金

を受けたのち、補助金の支払いを受けよう

交付請求書（様式第７号）
（以下「請求書」 とするときは、尼崎市公共交通感染症防止
という。）を市長に提出しなければならな

対策補助金交付請求書（様式第５号）
（以下

い。

「請求書」という。
）を市長に提出しなけれ
ばならない。

（補助金の交付）

（補助金の交付）

第１３条 （略）

第１１条 （略）

（補助金の返還）

（補助金の返還）

第１４条

第１２条

補助対象事業者は、既に交付を

補助対象事業者は、交付決定の

受けている補助金に過払いが生じる場合

変更申請等により、既に交付を受けている

は、速やかに当該過払い部分に係る補助金

補助金に過払いが生じる場合は、速やかに

を市長に返還しなければならない。

当該過払い部分に係る補助金を市長に返還
しなければならない。

（補助金の整理）

（補助金の整理）

第１５条 （略）

第１３条 （略）

（取得財産等の管理等）

（新設）

第１６条

補助対象事業者は、本要綱に基
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備考

改正（案）

現行

づく補助金を活用して取得し、又はその効
用が増加した財産等（以下「取得財産等」と
いう。
）について、善良な管理者の注意をも
って管理し、補助金の交付の目的に従って、
その効率的運用を図らなければならない。
（取得財産等の処分の制限）
第１７条

（新設）

補助対象事業者は、取得財産等

でその単価が５０万円以上のもの（以下「処
分制限財産等」という。
）について、市長の
承認を受けずに、補助金の交付の目的に反
して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け若し
くは担保に供し、又は補助金の交付の目的
及び当該処分制限財産等の耐用年数を勘案
して市長が定める期間内に廃棄してはなら
ない。
２

補助対象事業者は、前項に規定する各

行為（以下「処分」という。
）に係る同項の
承認を受けようとするときは、あらかじめ
尼崎市公共交通感染症防止対策補助金財産
処分承認申請書（様式第８号）を市長に提
出しなければならない。
３

市長は、補助対象事業者が、第１項の

承認を受けて処分制限財産等の処分を行
い、その処分に伴う収入を得ている場合に
は、その収入の一部を本市に納付させるこ
とができるものとする。
（その他）

（その他）

第１８条 （略）

第１４条 （略）

附

則

附

則

（施行期日）

（施行期日）

１

１

（略）

（この要綱の失効）
２

（略）

（この要綱の失効）

この要綱は、令和３年３月３１日限り、 ２

この要綱は、令和３年３月３１日限り、

その効力を失う。ただし、この要綱の失

その効力を失う。ただし、この要綱の失

効前に交付決定を受けた補助対象事業者

効前に交付決定を受けた補助対象事業者
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備考

改正（案）

現行

については、第６条及び第１４条から第

については、第６条及び第１２条から第

１８条までの規定は、この要綱の失効後

１４条までの規定は、この要綱の失効後

も、なおその効力を有する。

も、なおその効力を有する。

附

則

（新設）

（施行期日）
１

この要綱の改正は、令和

年

月

日から施行する。

別表２（第３条関連）

別表２（第３条関連）

※１ 限度額を区分する車両数又は乗務員

※

数は、本要綱の施行の日現在のものとす

は、本要綱の施行の日現在のものとする。

限度額を区分する車両数又は乗務員数

る。
※２ この表に規定する「経費」は、消費

（新設）

税及び地方消費税に相当する額を含まない
ものとする。

（様式第１号）

（様式第１号）

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

申請書

申請書

（様式第１−１号）

補助事業の概要（参

（様式第１−１号）

考様式）

考様式）

※５

※５

補助対象事業者が負担する経費（事

補助事業の概要（参

補助対象事業者が負担した経費（事

業に要する経費から他の補助金額を控除し

業に要する経費から他の補助金額を控除し

た額）を記載すること。

た額）を記載すること。

（削除）

その他の添付資料
※上記様式のほか、補助対象事業費を支払
った証として領収書の写し等（内訳が分か
るもの）を、又他の補助金の交付がある場
合は、それを証するものとして、補助金交
付決定通知書等を添付すること。

（様式第３号）

（様式第３号）

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

決定変更申請書

決定変更申請書

（様式第３−１号）

補助事業の概要（参

（様式第３−１号）
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補助事業の概要（参

備考

改正（案）

現行

考様式）

考様式）

※５

※５

補助対象事業者が負担する経費（事

補助対象事業者が負担した経費（事

業に要する経費から他の補助金額を控除し

業に要する経費から他の補助金額を控除し

た額）を記載すること。

た額）を記載すること。

（削除）

その他の添付資料
※上記様式のほか、補助対象事業費を支払
った証として領収書の写し等（内訳が分か
るもの）を、又他の補助金の交付がある場
合は、それを証するものとして、補助金交
付決定通知書等を添付すること。

（様式第５号）

（新設）

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金事業
完了実績報告書
（様式第６号）

（新設）

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付
額確定通知書
（様式第７号）

（様式第５号）

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

請求書

請求書

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金交付

要綱第１２条の規定

要綱第１０条の規定

（様式第８号）

（新設）

尼崎市公共交通感染症防止対策補助金財産
処分承認申請書
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備考

