
がん診療連携支援病院機能強化事業補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 滋賀県地域がん連携支援病院において、がん患者と家族等への在宅療養の支援の

充実のために実施する相談支援および情報の収集提供に要する経費に対し、予算の範囲

内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規

則（昭和 48 年滋賀県規則第９号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この

要綱の定めるところによる。 
 
（補助対象事業） 
第２条 この補助金の補助対象事業は、「がん診療連携支援病院機能強化事業実施要綱」（平

成 31 年４月１日付け滋健寿第 1631 号滋賀県健康医療福祉部長通知）に基づき実施する

がん診療連携支援病院機能強化事業（以下「事業」という。）とする。 
 
（交付額） 
第３条 この補助金の額は、次により算出した額とする。ただし、算出した交付額に千円

未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 
（１）別表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して

少ない方の額を選定する。 
（２）（１）により選定された額と当該区分の総事業費から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較していずれか少ない方の額に別表第４欄に掲げる補助率を乗じて得

た額を交付額とする。 
 
（交付申請） 
第４条  規則第３条に規定する補助金の交付申請は、様式第１号に次の書類を添付して、

知事が別途定める日までに提出するものとする。 
  ア）所要額内訳（別紙様式１－１） 

イ）支出予定額内訳（別紙様式１－２） 
ウ）実施計画書（別紙様式１－３） 

  エ）予算（見込）書抄本 
２ 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控 

除税額（補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法 

（昭和63 年法律第108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金 

額と当該金額に地方税法（昭和25 年法律第226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得 

た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これ 

を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入 

れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

 
（交付の条件） 

第５条 規則第５条第１項に規定する条件は、次のとおりとする。 

（１）事業の内容を変更する場合（軽微な変更を除く。）には、知事の承認を受けなければ



ならない。 

（２）事業を中止し、または廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３）事業が予定の期限内に完了しない場合、または事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事にその旨を報告して、その指示をうけなければならない。 

（４）事業により取得し、または効用が増加した不動産および従物については、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 14 条第

１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで知事の承認を

受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付または

担保に供してはならない。 

（５）上記の期間内に知事の承認を受けて財産を処分することとなった場合には、補助金

額の全部または一部を県に納付させることができる。 

（６）事業により取得し、または効用が増加した財産については、事業完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

らない。 

（７）事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出につい

て証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿および証拠書類を事業完了後５年間保管してお

かなければならない。 

 
（変更交付申請） 
第６条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して変更交付申

請等を行う場合には、様式第２号による申請書に、第４条に定める関係書類を添えて速

やかに提出するものとする。 
  なお、当初の申請から内容に変更がないものについては、提出を省略することができ

る。 
  
（実績報告） 
第７条 規則第 12 条の規定による補助金の実績報告は、様式第３号に次の書類を添付し

て、事業完了後１か月以内、または翌年度の４月 10 日のいずれか早い日までに提出す

るものとする。 
ア）精算額内訳（別紙様式２－１） 
イ）支出額内訳（別紙様式２－２） 
ウ）実施報告書（別紙様式２－３） 

  エ）決算（見込）書抄本 
２ 第４条第２項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告

書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合に

は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 
（検査） 
第８条 知事は、補助事業者に対して、必要に応じて事業の実施にかかる資料の提供等の

協力を求めることができるものとする。また、補助金等にかかる予算の執行の適正を図

るため必要と認めたときは、補助事業者に対して実地に検査をすることができる。 



 
（グリーン購入） 
第９条 補助事業者は、事業の実施にあたり、物品等を調達する場合、「滋賀県グリーン購

入基本方針（平成 14 年４月１日策定）」に沿って、環境負荷の低減に役立つ物品の調達

に努めるものとする。 
 
（標準事務処理期間） 
第 10 条 標準事務処理期間は次のとおりとする。 
（１）規則第４条の規定による補助金等の交付の決定は、規則第３条の規定による申請が

あった日から起算して 30 日以内に行うものとする。 
（２）知事は、補助金の変更交付申請があったときは、申請書を受理した日から 14 日以内

に変更交付決定を行うものとする。 
（３）規則第 13 条の規定による額の確定は、第７条の規定による実績報告があった日から

起算して 30 日以内に行うものとする。 
 
（電子情報処理組織による申請） 
第 11 条 補助事業者は、がん診療連携支援病院機能強化事業補助金交付要綱第４条に基づ

く交付申請、第６条に基づく変更交付申請および第７条に基づく実績報告または第 12

条に基づく消費税等仕入れ控除税額の報告については、滋賀県インターネット利用に

よる行政手続き等に関する条例（平成 16 年滋賀県規則第 30 号。以下「インターネッ

ト利用条例」という。）第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する

ことができる。 
 
（消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還） 
第 12 条 補助事業完了後に、消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税お

よび地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）は、様式第４号により速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度

６月 30 日までに報告しなければならない。また、この補助金に係る仕入控除税額がある

ことが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。 
 
付則 
 この要綱は、平成 28 年４月１日から施行し、平成 28 年度分の補助金から適用する。 
付則 
 この要綱は、平成 29 年４月１日から施行し、平成 29 年度分の補助金から適用する。 
付則 
 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行し、平成 30 年度分の補助金から適用する。 
付則 
 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行し、平成 31 年度分の補助金から適用する。 
付則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 
付則 



 この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 



別表 
１ 補助対象事業 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

がん診療連携支援病院機能

強化事業のうち 
がん相談支援強化事業、 
緩和ケア提供体制強化事業

および病診連携・地域連携

強化事業 

4,809,000 円 
（がん相談支援

強化事業、緩和

ケア提供体制強

化事業および病

診連携・地域連

携強化事業の合

算額に対する基

準額） 
 

 

がん診療連携支援病院機能強化事業の

うちがん相談支援強化事業、緩和ケア

提供体制強化事業および病診連携・地

域連携強化事業に必要な次の経費 
・報酬 
・給料 
・職員諸手当（通勤手当、期末・勤勉

手当、時間外勤務手当） 
・共済費 
・会議費 
・賃金 
・報償費 
・旅費（国内旅費） 
・需用費（図書購入費、消耗品 

費、印刷製本費） 
・役務費（通信運搬費、保守料、 

広告料） 
・委託料 
・負担金（研修会受講料） 
・使用料及び賃借料 
・備品購入費 

２／３ 

がん診療連携支援病院機能

強化事業のうち 
看護ケア提供体制強化事業 

560,000 円 がん診療連携支援病院機能強化事業の

うち看護ケア提供体制強化事業に必要

な次の経費 
・報酬 
・給料 
・職員諸手当（通勤手当、期末・勤勉

手当、時間外勤務手当） 
・共済費 
・会議費 
・賃金 
・報償費 
・旅費（国内旅費） 
・需用費（図書購入費、消耗品 

費、印刷製本費） 
・役務費（通信運搬費、保守料、 

広告料） 
・委託料 
・負担金（研修会受講料） 
・使用料及び賃借料 

１／２ 

 



様式第１号 
 

令和    年度がん診療連携支援病院機能強化事業補助金交付申請書 
 
 
                                  番      号 
                                  令和 年 月 日 
 
滋賀県知事      あて 
 

 

 

申請者   住 所 

                      氏 名                 

（法人にあっては名称および代表者の氏名） 

               発行責任者・担当者 氏 名（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

                  連絡先電話番号 

 

 

 令和   年度におけるがん診療連携支援病院機能強化事業補助金について、 
金      円を交付されるよう、滋賀県補助金等交付規則第３条の規定により、次の

関係書類を添えて申請します。 
なお、この申請に当たり同規則第４条第２項各号のいずれかに該当する事実が判明した

ときは、同規則第 16 条の規定に基づき補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消さ

れても、何ら異議の申立てを行いません。 
 
（関係書類） 
 １．所要額内訳（別紙様式１－1） 
 ２．支出予定額内訳（別紙様式１－2） 
 ３．実施計画書（別紙様式１－3） 
 ４．予算（見込）書抄本 
      
 
 
         
 
 
 
 
 
 



 
様式第２号 
 

令和  年度がん診療連携支援病院機能強化事業補助金変更交付申請書 
 
 
                                  番      号 
                                  令和 年 月 日 
 
滋賀県知事      あて 
 

 

 

申請者   住 所 

                      氏 名                 

（法人にあっては名称および代表者の氏名） 

               発行責任者・担当者 氏 名（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

                  連絡先電話番号 

 

 

 令和  年度がん診療連携支援病院機能強化事業補助金について、令和 年 月 日付け 

第   号により交付決定をうけましたが、その後の事情の変更により次のとおり変更さ

れたく、関係書類を添えて申請します。 
 
 
  １．今回追加交付（一部取消）申請額  金        円 
          内訳 既交付決定額  金        円 
             変更後所要額  金        円 
 
  ２．変更を必要とする理由 
     
 
 
  （関係書類） 
    ア．所要額内訳（別紙様式１－１） 
    イ．支出予定額内訳（別紙様式１－２） 
    ウ．実施計画書（別紙様式１－３） 
    エ．予算（見込）書抄本 
       
 
         



様式第３号 
 

令和  年度がん診療連携支援病院機能強化事業補助金実績報告書 
 
 
                                  番      号 
                                  令和 年 月 日 
 
滋賀県知事      あて 
 

 

 

申請者   住 所 

                      氏 名                 

（法人にあっては名称および代表者の氏名） 

               発行責任者・担当者 氏 名（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

                  連絡先電話番号 

 

 

 令和 年 月 日付け    第   号で交付の決定の通知があった令和 年度がん

診療連携支援病院機能強化事業補助金について、滋賀県補助金等交付規則第 12 条の規定に

より、その実績を関係書類を添えて報告します。 
 
（関係書類） 
 １．精算額内訳（別紙様式２－1） 
 ２．支出額内訳（別紙様式２－2） 
 ３．実施報告書（別紙様式２－3） 
 ４．決算（見込）書抄本 
 
 
  
 
 
 
 
 



様式第４号 

 

 

令和   年度消費税および地方消費税にかかる仕入控除税額報告書 

 

 

番       号 

年   月   日 

 

 

 滋賀県知事        あて 

 

 

 

申請者   住 所 

                      氏 名 

（法人にあっては名称および代表者の氏名） 

    発行責任者・担当者 氏 名（法人にあっては発行責任者および担当者の氏名） 

          連絡先電話番号 

 

 

令和  年  月  日付け   第   号により交付決定の通知があった令和  

年度がん診療連携支援病院機能強化事業補助金について、同補助金交付要綱第 12 条の規定

に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

１．令和  年  月  日付け   第   号による補助金の額の確定通知額 

      金            円 

 

２．実績報告時に減額した消費税等仕入れ控除税額 

金            円 

 

３．消費税等の申告により確定した消費税等仕入れ控除税額 

金            円 

 

４．補助金返還相当額（３－２） 

金            円 

 

 

  注）金額の積算の内訳等、参考となる書類を添付すること。 

 


