
大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付要綱を次のように定め

る。 

  令和元年８月９日 

大分市長 佐 藤 樹一郎    

（趣旨） 

第１条 この要綱は、業務・産業用燃料電池の普及を促進することにより水素

をエネルギーとして活用する水素社会の実現を図り、地球温暖化対策に寄与

するため交付する大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金（以下「補

助金」という。）に関し、大分市補助金等交付規則（昭和４９年大分市規則第

５６号）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、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。 

⑴ 業務・産業用燃料電池 燃料電池ユニット及びその他補機から構成され、

主に業務・産業用分野において使用されるシステムをいう。 

⑵ リース事業者 リース契約その他市長がリース契約と同等の契約として

認めたもの（以下「リース契約等」という。）に基づき、業務・産業用燃料

電池の貸付を行う者をいう。 

⑶ 割賦販売 業務・産業用燃料電池の所有者である売主が、当該業務・産

業用燃料電池の買主に対し、当事者間で合意した期間にわたり月賦、年賦

その他の割賦の方法により分割して当該業務・産業用燃料電池の販売代金

を買主から受領し、かつ、当該代金の全部の支払の義務が履行されるとき

まで当該業務・産業用燃料電池の所有権が売主に留保されることを条件に、

当該業務・産業用燃料電池を販売することをいう。 



（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 市内にある自らの土地及び建物において業務・産業用燃料電池を設置す

る法人（国及び地方公共団体を除く。）又は個人事業者（土地又は建物の所

有者の承認を受けて、業務・産業用燃料電池を当該土地又は建物に設置す

ることのできる権限を有するものを含む。以下「法人等」という。）であっ

て、第７条第１項に規定する交付申請書を提出した時点において市内に 1

年以上事業所を有しており、かつ、市税を滞納していないもの。 

⑵ 業務・産業用燃料電池を購入し、６年以上の期間を定めたリース契約等

（補助金の額に相当する額を減額して使用料が設定されたものに限る。以

下同じ。）により、法人等の土地及び建物において使用させるリース事業者

であって、市税を滞納していないもの。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象

者としない。 

⑴ 第７条第１項に規定する交付申請書を提出した時点において、当該事業

に係る工事を開始している者 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同

条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以

下「暴力団関係者」という。） 

⑶ 法人等であって、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成

員に暴力団員又は暴力団関係者に該当する者がいるもの 

⑷ リース契約等により、所有する業務・産業用燃料電池を前２号のいずれ



かに該当する者に使用させるリース事業者 

（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、

業務・産業燃料電池を設置する事業であって、次の各号に掲げる要件の全て

に該当するものとする。 

⑴ 常用の業務・産業用燃料電池であること。 

⑵ 業務・産業用燃料電池は、全て未使用品であること。 

⑶ 業務・産業用燃料電池は、定格運転時において単機で３ｋＷ以上の発電

出力があること。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

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、

補助対象事業に要する経費（証拠書類により金額が確認できるものに限る。）

とする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費の額とし、２０万円に定格発電出力の数（kW

を単位とする。）を乗じて得た額又は業務・産業用燃料電池１機当たり８０万

円のうちいずれか少ない額を限度とする。 

３ 補助金は、予算の範囲内で交付する。 

（他の補助金との関係） 

第６条 補助金は、国、県その他の団体による金銭の交付、融資その他の補助

等を併せて受けることを妨げない。ただし、この場合における補助金の額は、

前条の規定にかかわらず、補助対象経費の額から当該補助等の額の総額を減

じて得た額と同条第２項に規定する額のいずれか少ない額とする。 

（交付の申請等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（リース契約等に基づき業務・産業



用燃料電池が使用される場合にあっては、リース事業者。以下「申請者」と

いう。）は、大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付申請書（様

式第１号。以下「交付申請書」という。）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、市長がやむを得ない理由があると認める

ときは、この限りでない。 

⑴ 誓約書（様式第２号）（リース契約等に基づき業務・産業用燃料電池を使

用する者（以下この項において「使用者」という。）のものを含む。） 

⑵ 市税の完納証明書（使用者のものを含み、補助金の交付を申請する日（以

下「申請日」という。）前３月以内に交付されたものに限る。） 

⑶ 業務・産業用燃料電池の設置に係る見積書（申請者宛てに申請日前３月

以内に作成されたものに限る。）の写し 

⑷ 登記事項証明書（現在事項全部証明書）（使用者のものを含み、申請日前

３月以内に発行されたものに限る。） 

⑸ 業務・産業用燃料電池を設置する土地及び建物に係る登記事項証明書（申

請日前１年以内に発行されたものに限る。）又は交付申請書を提出する年度

に発行された土地及び家屋に係る固定資産税の記載事項（評価）証明（新

築家屋の場合にあっては、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に規

定する確認済証の写し） 

⑹ 大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付申請に係る設置同

意書（様式第３号）（業務・産業用燃料電池を設置する土地又は建物に、申

請者以外に所有者が存在する場合に限る。） 

⑺ 大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付申請に係る同意書

（様式第４号）（リース事業者が申請する場合に限る。） 

⑻ 業務・産業用燃料電池のリースに係る契約書又はこれに代わるものの写



し（リース事業者が申請する場合に限る。） 

⑼ 業務・産業用燃料電池に係る使用料の算定根拠を示す書類（リース事業

者が申請する場合に限る。） 

⑽ 業務・産業用燃料電池を設置する場所及びその付近の見取図 

⑾ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の交付の申請を先着順に受け付けるものとし、予算の範囲に

達した日又は予算の範囲を超える日をもって受付を停止することができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、申請の受付を停止する日に複数の申請があった

場合は、当該複数の申請について抽選を行い、受け付けた申請に係る補助金

の交付額の合計が予算を超えない範囲で受け付ける者を決定する。 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、補助金を交付することと決定したときは大分市業務・産業用燃料電池

導入推進事業補助金交付決定通知書（様式第５号。以下「交付決定通知書」

という。）により、交付しないことと決定したときは大分市業務・産業用燃料

電池導入推進事業補助金不交付決定通知書（様式第６号）により、申請者に

通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付決定に当たり、申請者に対して必要な条件を付すこ

とができる。 

（変更の申請等） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当

該交付の決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容又は補助事業

に要する予算を変更（市長が軽微な変更と認める場合を除く。）しようとする

ときは、遅滞なく大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業変更承認申請書



（様式第７号）を市長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

この場合において、補助事業者がリース事業者の場合は、大分市業務・産業

用燃料電池導入推進事業変更承認申請に係る同意書（様式第８号）を添付し

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

であると認めたときは、その変更を承認し、大分市業務・産業用燃料電池導

入推進事業変更承認通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するも

のとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。 

（交付の申請の取下げ等） 

第１０条 補助事業者は、補助対象事業の中止その他の理由により当該補助金

の交付の申請を取り下げようとするときは、大分市業務・産業用燃料電池導

入推進事業補助金交付申請取下げ申請書（様式第１０号。以下「交付申請取

下げ申請書」という。）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

この場合において、補助事業者がリース事業者である場合は、大分市業務・

産業用燃料電池導入推進事業補助金交付申請取下げ申請に係る同意書（様式

第１１号）を添付しなければならない。 

２ 市長は、前項の交付申請取下げ申請書の提出を受けたときは、その内容を

審査し、交付申請の取下げを認めたときは、大分市業務・産業用燃料電池導

入推進事業補助金交付申請取下げ承認通知書（様式第１２号）により、補助

事業者に通知するものとする。 

３ 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた年度内において、本事業につ

いて補助金の申請を行うことはできない。 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者は、業務・産業用燃料電池の使用を開始した日の翌日か



ら起算して３０日を経過する日又は当該事業を実施した日の属する年度の末

日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日）のいずれ

か早い日までに大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業実績報告書（様式

第１３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。 

⑴ 業務・産業用燃料電池の設置に係る領収書（業務・産業用燃料電池の機

器費が記載されているもの。割賦販売の場合にあっては、その契約に係る

書面）の写し 

⑵ 業務・産業用燃料電池の出荷証明書、保証書又はこれらに代わるものの

写し 

⑶ 建築基準法に規定する検査済証の写し（新築家屋の場合に限る。） 

⑷ 建物の全景及び業務・産業用燃料電池の設置状況が分かる写真並びに業

務・産業用燃料電池の型式が確認できる機銘板等の写真 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、

必要に応じ現地調査等を行った上で、適当であると認めたときは、補助金の

額を確定し、大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金額確定通知書

（様式第１４号）により補助事業者に通知するものとする。 

（請求） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、大分市業

務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付請求書（様式第１５号）を市長

に提出しなければならない。 

（補助事業者の協力） 



第１４条 補助事業者は、市長から次の各号に掲げる事項について協力を求め

られたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、これに応じるものとす

る。 

⑴ 業務・産業用燃料電池の使用状況等に関するアンケートの提出 

⑵ その他市長が必要と認める事項 

（処分の制限） 

第１５条 補助事業者は、業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算

して６年を経過するまでの間は、市長の承認を受けずに、当該業務・産業用

燃料電池の処分（譲渡、交換、貸付け（リース事業者が行う場合を除く。）、

廃棄、担保に供することその他の補助金の交付の目的に反する行為をいう。

以下同じ。）をしてはならない。 

２ 補助事業者は、前項の処分の承認を受けようとするときは、あらかじめ大

分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金に係る財産処分承認申請書（様

式第１６号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、処分

を承認することと決定したときは大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業

補助金に係る財産処分承認通知書(様式第１７号)により、処分を承認しない

ことと決定したときは大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金に係

る財産処分不承認通知書(様式第１８号)により、補助事業者に通知するもの

とする。 

４ 市長は、前項の規定による処分の承認をしようとするときは、補助事業者

に補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、天災等による

破損その他自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該業務・産業用燃料電

池を処分する場合は、この限りでない。 



５ 前項の規定により補助金の返還を求める場合の金額は、次の表の左欄に掲

げる財産処分の予定日の区分に応じ、同表の右欄に定める返還割合を補助金

の額に乗じて得た額（その額に１００円未満の端数がある場合は、これを切

り捨てた額）とする。この場合において、財産処分の承認前に財産処分が行

われた場合は、財産処分が行われた日を財産処分の予定日とする。 

財産処分の予定日 返還割合 

業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算して１年

未満 
１００％ 

業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算して１年

以上２年未満 
８４％ 

業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算して２年

以上３年未満 
６７％ 

業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算して３年

以上４年未満 
５１％ 

業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算して４年

以上５年未満 
３４％ 

業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算して５年

以上６年未満 
１７％ 

業務・産業用燃料電池の使用を開始した日から起算して６年

以上 
０％ 

６ 第３項の規定による処分の承認を受けた補助事業者は、当該承認に係る処

分をしたときは、大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金に係る財

産処分報告書（様式第１９号）に関係書類を添えて、市長にその旨を報告し

なければならない。 

（交付決定の取消し及び補助金等の返還） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８

条の規定による交付の決定を取り消すことができる。この場合において、当

該取消部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてそ

の返還を命ずるものとする。 



⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑵ 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ この要綱及び市長の指示に違反したとき。 

⑷ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑸ 補助事業者が、第３条第２項に該当することが判明したとき。 

⑹ 前条第１項の承認を受けないで業務・産業用燃料電池を処分したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、大分市業務・

産業用燃料電池導入推進事業補助金に係る交付決定取消通知書（様式第２０

号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、令和元年８月９日から施行する。 


