
米子市バリアフリー改修推進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、米子市バリアフリー改修推進事業補助金（以下単に「補助金」という。）

の交付に関し、米子市補助金等交付規則（平成１７年米子市規則第４６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 この要綱において使用する用語は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号）、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行令（平成１８年政令第３７９号。以下｢政令｣という。）及び鳥取県福祉のまち

づくり条例（平成２０年鳥取県条例第２号。以下「県条例」という。）において使用する

用語の例による。 

（交付目的） 

第３条 補助金は、民間の建築主等が特定建築物を建築物移動円滑化基準(県条例第１６条

から第２３条までに定めるものを含む。以下「基準」という。)に適合したものとするこ

とを促進し、もって本市における高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及

び安全性の向上の促進を図るための建築物の改修を推進することを目的として交付する。 

 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市内に存す

る特定建築物（鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱（平成１２年３月７日付

け福第６６１号鳥取県福祉保健部長通知）第３条第１項各号に規定する施設に該当するも

のに限る。）に設けられる施設で別表第１の左欄又は別表第２の左欄に掲げるものについ

て、同項に規定する建築主等が行う同項に規定する整備とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事

業の実施に要する経費（工事請負費、委託料その他市長が適当と認めるものに限る。）と

する。 

２ 補助対象経費の額について、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

費税の金額のうち、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

費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。）が含

まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は、控除するものとする。 

 



（補助金の額） 

第６条 別表第１の左欄に掲げる補助対象施設に係る補助金の額は、当該補助対象施設に係 

る補助対象経費に相当する額（同欄に掲げる補助対象施設の区分に応じ、同表の中欄に掲

げる額を控除し、同表の右欄に掲げる額を限度とする。）の２分の１（当該補助対象施設

（同表の３の項及び４の項に掲げる補助対象施設を除く。）が特別特定建築物に該当する

場合は、４分の３）に相当する額（その額に１,０００円未満の端数がある場合は、これ

を１,０００円に切り上げる。）以下で予算の範囲内において算定した額とする。 

２ 別表第２の左欄に掲げる補助対象施設に係る補助金の額は、当該補助対象施設に係る補

助対象経費に相当する額（同欄に掲げる補助対象施設の区分に応じ、同表の中欄に掲げる

額を控除し、同表の右欄に掲げる額を限度とする。）の２分の１（当該補助対象施設が特別

特定建築物に該当する場合は、４分の３）に相当する額（その額に１,０００円未満の端数

がある場合は、これを１,０００円に切り上げる。）以下で予算の範囲内において算定した

額とする。 

 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、米子市バリアフリー改修推進事業補助金交付

申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）補助対象事業実施計画書（別記様式第２号） 

（２）米子市バリアフリー改修推進事業収支予算書（別記様式第３号） 

（３）補助対象事業の実施に要する経費に係る見積書の写し 

（４）建築物移動等円滑化基準チェックリスト 

（５）補助対象事業に係る特定建築物（以下「補助対象建築物」という。）の配置図、平 

面図及び求積図 

（６）補助対象建築物の付近の見取図 

（７）補助対象建築物の所有者を確認することができる書類 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、第１項の規定による申請に際して補助対象事業に

係る仕入控除税額が明らかでないときは、第５条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税

額に相当する額を含む補助対象経費の額をもって算出した補助金の額（以下「仕入控除税

額を含む額」という。）の交付を申請することができる。この場合において、当該仕入控

除税額を含む額は、補助金の額を限度とする。 

 

（交付の決定及び通知） 

第８条 市長は、前条第１項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、

補助金の交付の可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を行うことと決定したときは米子市バリアフリ

ー改修推進事業補助金交付決定通知書（別記様式第４号）により、交付を行わないことと



決定したときは米子市バリアフリー改修推進事業補助金交付申請却下通知書（別記様式第

５号）により、申請者にその旨を通知するものとする。 

３ 市長は、前条第３項の規定による申請があった場合にあっては、第５条第２項の規定に

かかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で補助金の交付の決定をすることができる。 

 

（補助対象事業の着手） 

第９条 前条第２項の補助金交付決定通知書を受け取った者（以下「補助対象者」という。）

は、当該通知書を受け取った後、速やかに、補助対象事業に着手するものとする。  

２ 補助対象者は、補助対象事業に着手したときは、直ちに、米子市バリアフリー改修推進

事業着手届出書（別記様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の届出書には、補助対象事業に係る請負契約書の写しを添付しなければならない。 

 

（軽微な変更） 

第１０条 補助対象事業に係る規則第１１条第１項に規定する市長の定める軽微な変更は、

補助対象経費の額の変更又は補助対象事業の完了年月日の変更（当該年度において完了し

ない場合に限る。）以外の変更とする。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から起算して３０日を経過する日又は

第８条第１項の規定による補助金の交付の決定のあった日の属する年度の３月３１日（補

助対象事業が完了している場合に限る。）のいずれか早い日までに、米子市バリアフリー

改修推進事業実績報告書（別記様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）米子市バリアフリー改修推進事業収支決算書（別記様式第３号） 

（２）事業報告書（別記様式第８号） 

（３）補助対象事業に係る請負契約書の写し（当該契約に変更があった場合に限る。） 

（４）補助対象事業の成果を示す資料等（工事写真、図面等）  

（５）補助対象事業の実施に要した経費に係る請求書又は領収書の写し 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 補助対象者は、第８条第３項の規定による補助金の交付の決定を受けた場合にあっては、

第１項の規定による報告に際し、補助対象経費の額から当該報告の時点で明らかになって

いる補助対象事業に係る仕入控除税額（第１４条第１項において「実績報告控除税額」と

いう。）に相当する額を控除して得た額（当該交付の決定に係る補助金の額を限度とする。）

を精算額として報告しなければならない。 

４ 補助対象者は、当該年度の３月３１日までに補助対象事業が完了しなかったときは、米

子市バリアフリー改修推進事業進捗状況報告書（別記様式第９号）に同日までの補助対象

事業の進捗の状況が分かる設計図書、出来高の算定の基礎となる資料等を添付して、これ

らを当該年度の翌年度の４月５日までに市長に提出しなければならない。 



（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、第８条第３項の規定により補助金の交付の決定をした補助対象事業につ

いて前条第３項の規定による報告があったときは、当該交付の決定の額を変更して補助金

の額を確定するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 補助金は、第１１条第１項又は第４項の規定による報告があった後に支払うもの

とする。 

２ 補助対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、規則第２０条第２項に規定する

請求書を市長に提出しなければならない。 

 

（補助対象事業に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１４条 補助対象者は、第１１条第１項の規定による報告をした後に消費税及び地方消費

税の申告により仕入控除税額が確定した場合であって、その額が実績報告控除税額を超え

るときは、速やかに、米子市バリアフリー改修推進事業消費税等仕入控除税額報告書（別

記様式第１０号）により、その旨を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告があったときは、規則第２２条第２項の規定より、補助

対象者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年９月２７日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の米子市バリアフリー改修推進事業補助金交付要綱（以下「改正 

 後要綱という。）の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する補助対象事業（改正後要

綱第４条に規定する補助対象事業をいう。）について適用し、この要綱の施行前に実施さ

れた補助対象事業補助対象事業（この要綱による改正前の米子市バリアフリー改修推進事

業補助金交付要綱第４条に規定する補助対象事業をいう。）については、なお従前の例に

よる。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の米子市バリアフリー改修推進事業補助金交付要綱（以下「改正

後要綱という。）の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する補助対象事業（改正後要

綱第４条に規定する補助対象事業をいう。）について適用し、この要綱の施行前に実施さ   



れた補助対象事業補助対象事業（この要綱による改正前の米子市バリアフリー改修推進事

業補助金交付要綱第４条に規定する補助対象事業をいう。）については、なお従前の例に

よる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の米子市バリアフリー改修推進事業補助金交付要綱（次項におい

て「改正後の要綱」という。）第１１条第４項の規定は、この要綱の施行の際現に実施し

ている補助対象事業（同要綱第４条に規定する補助対象事業をいい、平成２９年３月３１

日までに着手したものに限る。次項において「平成２９年度継続補助対象事業」という。）

についても適用する。 

３ 前項の規定による平成２９年度継続補助対象事業に係る改正後の要綱第１１条第４項

の規定の適用については、同項中「当該年度の翌年度の４月５日」とあるのは、「平成２

９年５月３１日」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条、第６条関係） 

鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱第３条第１項第１号に規定する施設に該当する 

もの 

補助対象施設  控除額  限度額  

１  既存の建築物に整備され

る政令第１４条第１項第１

号に規定する便所及び道等

又は車いす使用者用駐車施

設から当該便所及び利用居

室（当該便所と同一の階にあ

るものに限る。以下この項に

おいて同じ。）まで（当該便

所を移動等円滑化経路を構

成する出入口と併せて整備

する場合にあっては、当該出

入口から当該便所及び利用

居室まで）の経路  

⑴  直接地上へ通ずる出入口の戸

（自動的に開閉する構造のものを

除く。）の整備に要する経費の額  

⑵  廊下等の整備（傾斜路の設置並

びに誘導用床材及び注意喚起用床

材の敷設を除く。）に要する経費

の額  

⑶  階段の整備（手すりの設置並び

に誘導用床材及び注意喚起用床材

の敷設を除く。）に要する経費の

額  

⑷  敷地内通路の整備（傾斜路の設

置を除く。）に要する経費の額  

３００万円  

２  既存の建築物に整備され

る政令第１４条第１項第２

号に規定する水洗器具  

 １００万円  

３  既存の建築物の内部に整

備される移動等円滑化経路

を構成するエレベーター（当

該建築物が全ての基準に適

合する場合に限る。）  

 ２，０００万円  

４  既存の建築物の外部増築

の部分に整備される移動等

円滑化経路を構成するエレ

ベーター（これらの建築物が

全ての基準に適合する場合

に限る。）  

 ３００万円  

５  既存の建築物に整備され

る移動等円滑化経路を構成

する出入口及び道等又は車

いす使用者用駐車施設から

当該出入口までの経路  

⑴  直接地上へ通ずる出入口の整備

（自動的に開閉する構造の戸及び

県条例第１９条第１号イに規定す

る設備の設置を除く。）に要する

経費の額  

⑵  １の項の⑵から⑷までに掲げる  

３００万円  

  額   



６ 既存の建築物に整備される政

令第 17条第 1項に規定する車い

す使用者用駐車施設及び当該車

いす使用者用駐車施設の屋根

（当該車いす使用者用駐車施設

から移動等円滑化経路を構成す

る出入口までの経路に設けるも

のを含む。） 

 ２００万円  

７ 既存の建築物に整備される電

光掲示板、フラッシュライト等

(聴覚障がい者に緊急情報を伝

達することができるものに限

る。) 

 ５０万円  

 

  



別表第２（第４条、第６条関係） 

鳥取県福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱第３条第１項第２号又は第３号に規定する施設に

該当するもの 

補助対象施設 控除額 限度額 

１ 既存の建築物に整備される政

令第 14条第 1項第 1号に規定す

る便所及び当該便所の整備に伴

い発生する関連工事による床、

壁、天井の仕上げ等並びに道等

又は車いす使用者用駐車施設か

ら当該便所及び利用居室（当該

便所と同一の階にあるものに限

る。以下この表において同じ。）

まで（当該便所を移動等円滑化

経路を構成する出入口と併せて

整備する場合にあっては、当該

出入口から当該便所及び利用居

室まで）の経路 

別表第１の１の項の控除額の欄に掲げる額 

 

５００万円 

２ 別表第１の５の項に掲げる施

設 

⑴ 別表第１の５の項の控除額の欄⑴に掲

げる額 

⑵ 別表第１の１の項の控除額の⑵及び⑶

に掲げる額 

⑶ 敷地内通路の整備（傾斜路の設置、誘

導用床材及び注意喚起用床材の敷設並び

に通路の舗装等改修を除く。）に要する

経費の額 

５００万円 

３ 既存の建築物に整備される便

所（洋便器、自動水栓、手すり、

ベビーチェア等） 

 ５５５万円

（備考各号に掲げ

るものの区分に応 

４ 既存の建築物及び当該建築物

の敷地に整備される手すり 

 じ、当該各号に定 

める額を限度とし 

５ 既存の建築物の廊下拡幅改修

に伴う床、壁及び天井 

 て算出された額の 

合計額とする。） 

６ 既存の建築物に整備される利

用居室の出入口（開口幅の拡幅、

引き戸化等） 

  

７ 既存の建築物及び当該建築物   

の敷地に整備される誘導用床材   



及び注意喚起用床材 

８ 既存の建築物に整備される政

令第 15条第 1項に規定する客室

及び道等又は車いす使用者用駐

車施設から当該客室まで（当該客

室を移動等円滑化経路を構成す

る出入口と併せて整備する場合

にあっては、当該出入口から当該

客室まで）の経路 

別表第１の１の項の控除額の欄に掲げる額 ５００万円 

９ 別表第１の 1の項及びこの表の

１の項に掲げる施設の整備（こ

の項の規定によるものを除く。）

に伴い必要となる付随工事及び

建築主等の提案によるバリアフ

リー化工事(床面積の合計が２

００平方メートル以下の既存の

建築物に対するものに限る。) 

 ５０万円 

備考 

⑴ ３の項の便所の用に供するための洋便器 １か所当たり５０万円 

⑵ ３の項の便所の用に供するための低リップ型小便器 １か所当たり３０万円 

⑶ ３の項の便所の用に供するための自動水栓 １か所当たり２０万円 

⑷ ３の項の便所の用に供するための便所手すり １か所当たり５万５,０００円 

⑸ ３の項の便所の用に供するためのベビーチェア １か所当たり１０万円 

⑹ ３の項の便所の用に供するためのベビーベッド １か所当たり２０万円 

⑺ ４の項の手すり １メートル当たり１万５,０００円 

⑻ ５の項の廊下拡幅改修 １メートル当たり１０万円 

⑼ ６の項の出入口 １か所当たり１６０万円 

⑽ ７の項の誘導用床材及び注意喚起用床材 １平方メートル当たり２万５,０００円 


