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福岡市介護施設等におけるオンライン診療等普及のための 

タブレット機器導入助成補助金の申請方法等について＜障がい＞ 

 

１ 事業概要 

福岡市内の障がい福祉サービス事業所等に対して、オンライン診療等を実施するために必要なビデオ通話機能を

有したタブレット型情報通信機器（以下「タブレット機器」という。）を購入する費用の一部を補助します。 

 

２ 補助金の概要 

  ○対象となる事業者 

   令和５年１月1日時点かつ申請日時点で、対象となる介護施設等を福岡市内で運営している事業者 

  ○対象となる施設 

   入所・入居系の障がい者支援施設及び障がい福祉サービス事業所 

  ○対象となる物品と補助金額 

    

 

 

 

  ○申請受付締切日 

   第１回締め切り ： 令和５年１月31日(火)17時 

第２回締め切り（最終） ： 令和５年２月17日（金）17時 

最終締め切り  ： 令和５年２月28日（火）17時 

最終締め切り  ： 令和５年３月７日（火）17時 

  ○申請方法 

   電子メールにて、必要書類を添付し提出します。 

  ○申請後から補助金支払いまでの主な流れ 

   市の審査を経て交付決定を受けた事業者は、タブレット機器を購入し、領収書等を添えて実績報告を行います。 

   実績報告の確認を受け、補助金額の確定通知を受け取った事業所は、市に請求を行い、補助金を受け取ります。 

  ○申請様式等掲載サイト 

   福岡市介護施設等におけるオンライン診療等普及のためのタブレット機器導入助成事業 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/health/syougaijiritusienhou/osthojokin-s.html 

   福岡市ホームページ ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 福祉・障がい者 ＞ 福祉事業者に関すること ＞ 事業者向けの情報 

（障がい福祉サービス，地域生活支援事業等） ＞ 事業者向け（障がい福祉サービス等） ＞ 福岡市介護施設等にお 

けるオンライン診療等普及のためのタブレット機器導入助成事業 

  ○注意事項 

   ・本要領は「障がい」区分です。高齢者施設等は「高齢」区分の要領をご確認ください。 

   ・次のページから、詳細を記載していますので、必ずご確認のうえ、申請や問い合わせを行ってください。 

  

補助対象となる物品 オンライン診療等に使用するタブレット機器 

購入上限 １施設（事業所）につき１台まで 

補助金額 購入費用の２分の１ （上限５万円） 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/shisetsushien/health/syougaijiritusienhou/osthoj%E3%80%80okin-s.html
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３ 補助要件 

【申請者の要件】 

  補助金を申請する事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。 

（１） 令和５年１月１日時点で、福岡市内で補助対象施設を運営している事業者であること。 

(2) 補助金交付申請日時点で、（１）の補助対象施設の運営を継続していること。 

(3) 福岡市に対して、市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していないこと。 

(4) 暴力団、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものではないこと。 

(5) 補助対象施設がオンライン診療等を実施するために、タブレット機器の購入が必要であること。 

 

【使用目的】 

本補助金で購入するタブレット機器の使用目的は、（１）ですが、(2)も積極的に実施をご検討ください。 

(1) 医師や医療従事者と、タブレット機器を使用して画像や音声等の情報伝達を行い、診療、受診勧奨、健康相談等

を入所・入居者が受けること。 

入所・入居者が円滑に診療等を受けられるようにするため、施設職員が補助者として、タブレット機器操作や

入所・入居者の意思疎通を図るために医師や医療従事者と会話等することも含みます。 

(2) タブレット機器のビデオ通話機能を活用して入所・入居者と家族等の面会や外部との会議等を行うこと。 

 

【補助対象施設】（令和５年１月１日時点で現に指定等を受けている福岡市内の施設等。詳細は【別紙１】参照） 

サービス名称（サービス種別） 

施設入所支援、共同生活援助、短期入所（空床利用型を除く） 

※障がい者施設等と高齢者施設等を、同一敷地内で一体的に行っており、かつ「障がい」「高齢」いずれの区分にも該

当する補助対象施設の場合は、「高齢」区分で申請してください。（障がい者施設等との併給はできません）。 

 

【補助金の額】 

補助件数 補助対象経費 補助金額 

１施設（事業所）につき１台まで タブレット機器購入費用 購入費用の２分の１（上限５万円） 

※同一建物又は同一敷地内で複数運営している施設等の申請可能台数については、詳細は「【別紙１】Ⅰ補助対象施

設の詳細について」を確認してください。 

※申請額（補助金交付上限）の計算方法は、「【別紙２】Ⅱ 補助交付申請額の計算」で確認してください。 
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【補助対象となる機器】（タブレット機器の規格等） 

 購入するタブレット機器は次の要件をすべて満たしているものとしてください。 

(1) 液晶ディスプレイにタッチすることで操作可能かつ持ち運び可能な、タブレット型（形状）の ICT 端末やタブレ

ットとしても使用可能なモバイルＰＣ等であること。 

(2) ビデオ通話を行うのに必要なマイク・カメラ等を内蔵していること。 

(3) オンライン診療等を行うために必要なソフトウェア又はアプリケーションを、実行可能なスペックであること。 

(4) 補助対象となるタブレット機器が判別できること（識別シールの貼付やカバー、ストラップ等付属品による判

別を含む）。 

(5) 補助交付決定日以降に購入し、令和５年３月 31 日までに納品と支払（口座振替等後日払の場合も同じ）を完

了すること。 
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4 補助金手続きの流れ 

 申請方法や手順の詳細については次の（A）～（I）のとおりです。 

なお、（E） 実績報告書の提出以降については、現時点での予定のため詳細が変更となる可能性があります。 

(A) ・申請に必要な書類をそろえ、電子メールで提出（電子申請）してください。 

第１回締切 ： 令和５年１月３１日（火）１７時 

第２回締切（最終） ： 令和５年２月１７日（金）17時 

 最終締切 ： 令和５年２月28日（火）17時 

最終締切 ： 令和５年３月７日（火）17時 

(B) ・申請内容の審査を受けます。書類不備等があれば、補正指示に従い、修正後

の申請書類を再提出（電子メール）します。 

(C) ・審査のうえ支障がなければ、補助金の交付決定通知書が申請受付から２週間

程度でメール及び郵送されます。 

（申請状況や営業日等により、２週間以上かかることがありますので、あらかじ

めご了承ください。） 

・交付決定通知の際に、実績報告の期限等についても通知しますので、必ずご

確認ください。 

(D) ・必ず交付決定通知書を受け取ってからタブレット機器を購入してください。 

・交付決定日当日から令和５年３月 31 日までの期間に、支払（領収）及び納品

を完了してください。 

・交付決定に際して条件がつくことがあるため、交付決定の内容を十分に確認

してください。 

(E) ・必要な書類をそろえ、交付決定日から概ね３週間以内に電子メールで提出し

てください。 

最終報告期限：令和５年３月31日（金）17時 

最終報告期限当日までに（D）（E）が実施できなかった場合は、補助金は支払

われません。 

(F) ・実績報告内容の審査を受けます。書類不備等があれば、補正指示に従い、修

正後の申請書類を再提出（電子メール）します。 

(G) ・審査のうえ支障がなければ、補助金交付確定通知書が、メール及び郵送にて

送付されます。 

・交付確定通知の際に、請求の期限等についても通知しますので、必ずご確認

ください。 

(H) ・確定通知を受け取ったら、必要書類をそろえ、交付確定通知時にお知らせす

る期日（１７時）までに、メールにて請求します。 

（期日までに請求されない場合は、補助金は支払われません。） 

(I) ・指定の口座に補助金が振り込まれます。請求書類に修正等がなければ、請求

後30日以内に支払われます。 

補助金交付申請 

申請内容の審査 

補助金交付決定 

タブレット機器購入 

実績報告書の提出 

報告内容の審査 

補助金交付額の確定 

補助金請求 

補助金の支払（受領） 
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（A） 補助金交付申請 

 申請書類一式を申請受付期間内にメールで提出してください。 

 申請は法人単位かつ区分ごとの申請となります。「障がい」「高齢」の区分ごとに１度まで申請可能です。補助対象施設

を変更又は増減して申請する場合は、各区分で交付申請の変更又は取り下げが必要です。 

 各区分で 11 以上の施設を申請する場合は、様式の「２ 補助対象施設」の表の行を増やし、まとめて申請してくださ

い。分割して申請することは原則できません。 

 

【申請方法】 

 下記【申請書類】を添付し、必要事項を記載した電子メールを、申請先のアドレスに送信してください。 

 ＜記載必要事項＞ 

  件名を「タブレット導入補助金交付申請（障がい）」に設定する。 

  本文に次の情報を記入 

      ①法人名 

②担当者名（フリガナ）※複数名記載も可 

③連絡先電話番号 

 ＜申請先アドレス＞ 

ost.hojokin-s@city.fukuoka.lg.jp 

※【障がい】区分の専用アドレスです。 

※上記以外のアドレス（障がい福祉課メールアドレス等）では受付けません。 

 

【申請書類】 

  ①補助金交付申請書兼誓約書（様式第１号） 

   ※事業所番号、事業所名、サービス種別は、「３ 補助要件」の【補助対象施設】の区分に従って記載してください。 

※事業所番号は、指定時の番号を記載してください。ただし、以下の場合はそれぞれのルールに従い記載又は空欄

としてください。 

・同一敷地内で一体的に行っており、「高齢」「障がい」いずれの補助対象施設にも該当する場合（共生型事業所）

は、介護保険事業者番号を記載。 

・同一サービス種別で介護事業所番号が２以上ある場合は指定年月日の最も新しい番号を記載。 

  ②役員名簿（様式第２号） 

   ※申請日時点の法人の役員を全員記入してください。 

  ③市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していないことの証明（写し） 

   ※申請日から３月以内に交付されたもの（証明日が申請日から３月以内のもの）を提出してください。 

   ※証明書原本をスキャン・コピーした際に表面に現れる【複写】の文字が認められるもののみ有効です。 

  ④申請額が確認できる書類（見積書等） 

※購入機種とタブレット機器本体の購入（販売）価格が記載されているものであれば、見積書のほかメーカー 

ホームページのPDF データやカタログ等でも可能です。 

 

mailto:ost.hojokin-s@city.fukuoka.lg.jp
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【申請受付期間】 

令和５年１月25日（水）～令和５年３月７日（火）17時 

    〇第１回締め切り 令和５年１月31日（火）17時 

    〇第２回締め切り（最終） 令和５年２月17日（金）17時 

    ○最終締め切り 令和５年２月28日（火）17時 

    ○最終締め切り 令和５年３月７日（火）17時 

  (1) 第１回締め切り日までに申請が完了（市で受信完了）しなかったものは、次の申込締切分として取り扱います。 

  (２） 予算の範囲内で交付を決定するため、申請件数多数の場合は、第２回目の締め切り前に受付を終了する 

可能性があります。 

  （3） 申請状況によっては、申請受付期間を延長することがあります。 

  (４) 第２回締め切り（最終）申込分は、期日までに申請完了（市で受信完了）しなかったものは不受理となりますの

で、余裕をもって申請してください。 

  （５） 申請受付期間を延長した場合、上記(1)、(2)、(4)は延長後の締め切りに対しても適用されます。 

  （６） 上記(2)（3）の場合は、ホームページでお知らせします。 

 

（B） 申請内容の審査 

 申請内容に不備等がないか審査をします。審査は、申請受付締め切り前であっても、申請受付順に審査を開始します。 

 受付締め切り前に、申請総額が予算の上限に達した場合は、申請日時（申請受付日時）を基準に、先着順での受付とな

ります。 

 

（C） 補助金交付決定 

 原則、申請受付順にに交付・不交付を決定しますが、申請内容の修正状況等により、順番が前後することがあります。 

申請から概ね２週間程度を予定しておりますが、申請内容や受付順等により２週間以上要することがあります。 

 補助金交付決定の通知書は、メール送信及び郵送します。 

 交付決定の通知の際に、実績報告の期限についてメールで通知しますので、必ずご確認ください。

 

（Ｄ） タブレット機器購入 

 交付決定を受けた法人は速やかに申請内容のとおりにタブレット機器を購入してください。 

 補助金交付決定日当日から、タブレット機器を購入できます。 

 購入するタブレット機器は、「３ 補助要件」の【補助対象となる機器】の条件に合致するものとしてください。 

 口座振替等のため、購入日・納品日・支払日（領収日）が異なる場合であっても、支払日（領収日）は必ず令和５年３月

31日（金）以内に完了してください。 

口座振替に限らず、納品日・支払日（領収日）が令和５年３月31日を超えた場合は、補助対象となりません。 

 

（Ｅ） 実績報告書の提出 

タブレット機器の購入費用の支払い及び納品が完了後、交付決定通知時に指定する実績報告期間内に、電子メールで

実績報告を行ってください。 
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【報告方法】 

 必要事項を記載した下記【実績報告資料】を電子メールにて報告先のアドレスに送信してください。 

 ＜記載必要事項＞ 

  件名を「タブレット導入補助金実績報告（障がい）」に設定する。 

  本文に次の情報を記入 

      ①法人名 

②担当者名（フリガナ）※複数名記載も可 

③連絡先電話番号 

 ＜報告先アドレス＞ 

ost.hojokin-s@city.fukuoka.lg.jp 

※【障がい】区分の専用アドレスです。 

※上記以外のアドレス（障がい福祉課メールアドレス等）では受付けません。 

 

【実績報告資料】 

  ①実績報告書（様式第８号） 

   ※事業所番号、事業所名、サービス種別の情報は、交付申請時と同一施設であることがわかるように記載順序等含 

め交付申請書（様式第１号）の記載にそろえてください。 

   ※実績額は、施設（１台）ごとに、補助対象額を計算し記入してください。 

   ※補助事業の実施時期（タブレット機器納品日）が、複数ある場合、最も遅い納品日を記入してください。 

  ②領収書（写し） 

※タブレット機器の本体購入価格及び税額（総額表示も可）が明示されているものとします。本体機器以外の購入

費用等が含まれないようにしてください。ただし、明細等により１台あたりの本体購入価格（単価）及び税額（総

額表示も可）が分かる場合は、可とすることもあります。その場合、本体価格の税額の 1 円未満の端数は切り捨

てとなります。 

※原本は保管期間満了（５年間）までは提出を求めることがありますので、補助金に係る一件書類として保管して

ください。 

  ③納品書（写し） 

※納品書が発行されなかった場合は、購入機器の全台が映るように撮影した写真データ（重なっていても可）を納

品書に代えて提出してください。具体例は、「【別紙４】 Ⅳ 実績報告資料の補足」を確認してください。 

※納品書兼領収書の提出も可能です。その場合は、②・③両方の要件を満たすようにしてください。 

  ④機器リスト（参考様式あり） 

   ※各タブレット機器を使用する施設が分かるようにするため、機器リストを作成・提出してください。 

   ※具体例は、「【別紙４】 Ⅳ 実績報告資料の補足」を確認してください。 

 

  

mailto:ost.hojokin-s@city.fukuoka.lg.jp
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【実績報告期間】（予定） 

  ○ 交付決定日から概ね３週間以内 

  （１） 具体的な実績報告期日は、交付決定時に別途お知らせいたします。 

  （２） 最終報告期限は令和５年 3 月 31 日（金）17 時までのため、申請時期が遅い場合は上記の予定よりも報告期

間が短くなることがあります。 

  (3)  最終報告期限当日までに実績報告が実施できなかった場合は、補助金は支払われません。 

 

（Ｆ） 報告内容の審査 

 報告内容に不備等がないか報告受付順に審査をします。 

 

（Ｇ） 補助金交付額の確定 

 原則、報告順に確定を通知しますが、実績報告内容の修正状況等により、順番が前後することがあります。 

 報告から概ね３週間程度を予定しておりますが、報告内容や受付順等により３週間以上要することがあります。 

 補助金確定の通知書は、メール送信及び郵送します。 

 

（Ｈ） 補助金請求 

 補助金の確定通知を受けた法人は、補助金確定額の交付請求のため、【請求書類】を交付確定通知時に別途お知らせ

する期日内にメールで提出してください。 

 

【請求方法】 

 上記の【請求書類】を添付し、必要事項を記載した電子メールを、請求先のアドレスに送信してください。 

 ＜記載必要事項＞ 

  件名を「タブレット導入補助金請求（障がい）」に設定する。 

  本文に次の情報を記入 

      （１）法人名 

（2）担当者名（フリガナ）※複数名記載も可 

（3）連絡先電話番号 

 

 ＜請求先アドレス＞ 

ost.hojokin-s@city.fukuoka.lg.jp 

※【障がい】区分の専用アドレスです。 

※上記以外のアドレス（障がい福祉課メールアドレス等）では受付けません。 

 

【請求書類】 

  ①請求書（様式第11号） 

  ※振込先の口座情報は請求者名義のものに限ります。 

  ※口座名義等の記入にあたっては、必ず預金通帳を確認のうえ、記載のとおり正確に記入してください。 

mailto:ost.hojokin-s@city.fukuoka.lg.jp
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  ②通帳などの口座振込に関する事項が確認できる書類（写し） 

※振込希望口座の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義（ｶﾅ）が確認できる通帳のページの写しを提 

出してください。 

※個人名義（法人代表者含む）の口座等では振り込みができません。 

※ネットバンキングや当座口座等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面等の画像を提出してください。 

 

【補助金請求期間】（予定） 

  ○ 補助金確定日から概ね１週間以内 

  （１） 具体的な請求期日は、補助金確定時に別途お知らせいたします。 

  (２) 指定の期限内に補助金請求を行わなかった場合は、補助金が支払われません。また、書類不備等があった場合

も同様です。確実に補助金の支払いが行われるよう、速やかに請求を行うとともに、補正等指示には早急に確実

に対応してください。対応いただけなかった場合は、補助金は支払われません。 

 

（Ｉ） 補助金の支払（受領） 

 書類不備等がなければ、請求後30日以内に指定口座に振り込まれます。 

 

（Ｊ） 補助金受領後について 

 補助金申請から請求までに作成した資料及び領収書等の原本は、補助金支払完了から５年間、適切に保管してくださ

い。（データのみの資料は、データのみの保存で差支えありません）。 

 タブレット機器は、「３ 補助要件」の【使用目的】に沿って活用してください。なお、各施設で使用を開始する前に、補助

金で購入したタブレット機器であることがわかるように識別シールを貼る等を行ってください。 

 タブレット機器は適切にメンテナンス等を行ってください。事業完了日（タブレット機器の最終納品日）から４年以内に

処分する場合は市の許可が必要です。 

 タブレット機器に個人情報等を保存する場合は、各事業所の個人情報取扱い方法に従い適切に管理してください。 

 

 

５ その他 

 この要領のほか補助金交付要綱、様式記入例、Q&Aや市からの指示事項は確認・遵守してください。 

 

 

６ 問い合わせ先（「障がい」区分のみ） 

 E-mail ost.hojokin-ｓ@city.fukuoka.lg.jp  ※本補助金専用アドレスです。 

 ＴＥＬ 092-711-4249 

障がい区分担当： 障がい福祉課 指定指導第1係 吉田、髙木 

 

  ※本補助金に係る質問は、上記アドレス宛にメールでお問い合わせください。なおその際は、申請書データ等を添付

する等質問箇所・内容がわかるようにしてください。 

mailto:ost.hojokin-%EF%BD%93@city.fukuoka.lg.jp
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  ※上記以外のアドレス（障がい福祉課メールアドレス等）では受付けません。 

  ※「障がい」と「高齢」と両方に係る質問の場合は、両区分の担当あてに同時にメールでお問い合わせください。質問 

内容を確認後、調整のうえ、回答いたします。なお、「障がい」区分のみ申請する法人の場合は、「障がい」にのみお 

問い合わせください。 

  ※４営業日以内に質問メールの受信通知又は回答がなかった場合は、質問メールの受信ができていない可能性が

あるため、受信できているかどうかお問い合わせください。（電話可） 
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【別紙１】 

Ⅰ 補助対象施設の詳細について 

サービス名称（サービス種別） 

施設入所支援、共同生活援助、短期入所（空床利用型を除く） 

 

（ア）補助対象施設の要件 

  補助対象施設の各要件は、次のとおりです。 

サービス名称（サービス種別） 対象となる要件（いずれも満たすこと） 

施設入所支援、共同生活援助、短期入所（空床利用型を

除く） 

・施設所在地が福岡市内 

・指定年月日が、令和５年1月１日以前 

・申請日現在、現存（休止又は廃止していない）施設 

 

（イ）補助対象施設数の考え方 

補助対象施設に該当する施設（事業所）を、同一建物又は同一敷地内で区画を分ける等により複数運営している場

合は、各サービス種別につき１施設までとします。 

 

（ウ）高齢者施設等を同一敷地内で運営している場合 

申請は「高齢」「障がい」区分それぞれで必要です。例外は以下の場合のみです。なお、区分を誤って申請した場

合は補助対象外（不交付）となります。 

例外の条件 申請区分 

高齢者施設等と障がい者施設

等を同一敷地内で一体的に運

営している場合で 

①「高齢」「障がい」両方の補助対象施設に

該当する 
該当施設は「高齢」区分で申請 

②「障がい」の補助対象施設にのみ該当す

る（「高齢」の補助対象施設に該当しない） 
該当施設は「障がい」区分で申請 

（例）同一敷地内で、①介護老人福祉施設、②施設入所支援、③共生型短期入所生活介護（②の併設型、介護及び障 

がい）、④共生型短期入所生活介護（①の空床利用型）、⑤療養通所介護、⑥認知症対応型共同生活介護、⑦共 

同生活援助、⑧小規模多機能型居宅生活介護、⑨基準該当短期入所生活介護（⑧に併設）、⑩基準該当短期入 

所（⑧の泊りを障がい福祉サービスで利用）、計10サービスを運営している場合、区分ごとの補助対象施設 

及び件数は以下のとおり。 

「高齢」区分の補助対象 

（「高齢」区分で申請） 

「障がい」区分の補助対象 

（「障がい」区分で申請） 
補助対象外 

補助対象： 「高齢」で３施設 補助対象： 「障がい」で３施設  

特別養護老人ホーム（①）、 

認知症対応型共同生活介護（⑥）、 

併設型短期入所生活介護（③又は

⑨のいずれか 1施設のみ可） 

施設入所支援（②） 

共同生活援助（⑦）、 

短期入所（⑩） 

空床利用型短期入所生活介護

（④）、療養通所介護（⑤）、小規模

多機能型居宅生活介護（⑧） 
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【別紙２】 

Ⅱ 補助交付申請額の計算 

補助件数 補助対象経費 補助率 補助上限額 

１施設（事業所）につき１台まで タブレット機器購入費用 １／２ ５万円 

 

 補助金申請額は補助対象施設ごとに５万円を上限として計算し、合計した金額が、法人としての申請額になります。 

 複数の補助対象施設を申請する法人の場合、見積書等が合算価格となっている場合は、台数で按分した金額が補 

助対象経費となります。 

 

（例１）補助対象施設を 10施設運営している法人の場合、各施設につき１台（上限５万円）まで申請可。 

    各施設が補助上限額（５万円）まで購入見込の場合、法人は総額の上限5万円×10施設＝50万円の交付申請 

を行います。 

 

（例２）補助対象施設を5施設運営している法人で、各施設購入見込が表左の場合、補助対象額は表中の計算となり、 

法人として申請可能な補助交付（申請上限）額は表右のとおりとなります。 

購入見込額 補助対象（上限）額 申請可能額（上限） 

100,000円 100,000円×1/2＝50,000円  

 

209,999円 

（各対象額の計） 

120,000円 120,000円×1/2≒50,000円（上限） 

80,000円 80,000円×1/2＝40,000円 

70,000円 70,000円×1/2＝35,000円 

69,999円 69,999円×1/2＝34,999円（１円未満切捨て） 

※各施設の補助上限５万円×５施設＝法人の補助上限25万円ではないため注意すること。 

 

（例３）補助対象施設を３施設運営している法人で、同一規格３台分の見積書が 298,000 円（税込）の場合、１施設当た

りの補助対象経費を求め、補助対象額をそれぞれ計算し、合算してください。 

    １施設当たりの補助対象経費  298,000円÷３台≒99,333円（１円未満切り捨て） 

    １施設当たりの補助対象額   99,333円×補助率1/2≒49,666円（１円未満切り捨て） 

    法人の申請上限額（合計）    49,666円×３施設＝148,998円 
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【別紙３】 

Ⅲ 変更等交付申請について 

 申請後に次の表の要件に該当する変更があった場合は、交付変更等申請手続きを行ってください。 

 交付変更等申請の具体的な手続きについては、個別にお知らせいたしますので、お問い合わせください。 

 なお、交付変更等申請を行う場合は、実績報告前に、交付変更等決定通知を受ける必要がありますので、交付変更等

申請を必要とする場合は、早急に手続きを行ってください。 

時期 内容 申請要否  

全期間 法人代表や役員等が交替（変

更・増減）した 

× 

不要 

Q&A を確認し、必要な手続きを行ってく

ださい。 

交付申請の審査期間

（申請後～交付決定前） 

補助対象施設の施設名が変わ

った 

△ 

要問合せ 
審査着手前であれば、申請書類の修正で対

応可能です。審査着手後は、交付決定通知

後に申請が必要です。申請要否について、

個別に問い合わせてください。 

補助対象施設や申請額（各施

設の申請額も含む）を変更・増

減したい 

△ 

要問合せ 

事業実施期間（交付決

定後～実績報告前） 

補助対象施設の施設名（名称）

が変わった 

○ 

必要 
申請が必要です。 

補助対象施設を変更・増やし

たい 

○ 

必要 
申請が必要です。 

補助対象施設ごとの申請額を

増やしたい（総額変更あり） 

○ 

必要 
申請が必要です。 

補助対象施設ごとの申請額の

内訳を変更したい（総額変更

なし） 

○ 

必要 

いずれか１施設でも申請額を増額する場合

は、申請が必要です。 

補助対象施設や申請額（各施

設の申請額も含む）を減らし

たい 

△ 

要問合せ 

軽微な変更に該当する場合は、申請は不要

です。非該当の場合は、申請が必要です。該

当・非該当について、個別に問い合わせて

ください。 

見積書の機種が購入できなか

ったため、同等機種を購入し

たい（申請額は変更しない） 

× 

不要 

既交付決定の予算内で購入又は既交付決定

の各施設の補助額以上を請求しないのであ

れば、申請は不要です。同等機種として認

められるかは個別にお問い合わせくださ

い。 

実績報告以降  × 

不要（不可） 

実績報告以降は、申請を行うことはできま

せん。 
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【別紙４】 

Ⅳ 実績報告資料の補足について 

 (E)実績報告において、③納品書が発行されなかった場合の代用方法と、④機器リストの詳細は次のとおりです。 

 

（ア）納品書（写し）の代用方法 

（撮影例） 

 

 

 

 

 

 

※台数が多い場合は、【メモ】と【識別のために行った措置】が確認できる状態であれば、機器を重ねて撮影することは

可能です。 

※全部の機器が写るように撮影した際に、【識別のために行った措置】が判読困難な状態になった場合は、措置の具体

例がわかるように、１台分の【メモ】と【識別のために行った措置】が写るように撮影したものを、併せて添付してくだ

さい。 

 

 

（イ）機器リストの詳細 

＜必須項目＞ 

 （ⅰ）実績報告書（様式第８号）の「３ 補助対象施設」の「Ｎｏ」 

 （ⅱ）識別方法 

 

 「（ⅱ）識別方法」は、購入した機器を区別するために行った措置を記入すること。 

（例１） 機器本体にテプラで識別シールを作成し、貼り付けた場合 

 

 

 

 

 （例２） ストラップホール等を利用して、タグを取り付けた場合 

 

 

 

 

 

【識別のために行った措置】 

（この場合はテプラの貼付） 

・補助対象施設の「No.」 

・各機器の納品日 

を記入した【メモ】を置き、 

・識別のために行った措置が確認できる状態で 

購入した全部の機器が画面内に収まるように撮影する 


