
神石高原町商工観光業関係事業補助金等交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は，町の商工観光業関係事業に関する事務又は事業を行うた

めに要する経費について，町が行う補助金等の交付に関し，他の法令に別段

の定めのあるもののほか，この告示に定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「補助金等」とは，町が町以外の者に対して交付す

る次に掲げるものをいう。 

（１） 補助金 

（２） 利子補給金 

２ この告示において「補助事業等」とは，補助金等の対象となる事務又は事

業をいう。 

３ この告示において「補助事業者等」とは，補助事業等を行う者をいう。 

４ この告示において「間接補助金等」とは，次に掲げるものをいう。 

（１） 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金

を直接又は間接にその財源を全部又は一部とし，かつ，当該補助金等の交

付の目的に従って交付するもの 

（２） 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受け

る者が，その交付の目的に従い，利子を軽減して融通する資金 

５ この告示において「間接補助事業等」とは，前項の資金の融通の対象とな

る事業をいう。 

６ この告示において「間接補助事業者等」とは，間接補助事業等を行う者を

いう。 

（補助金等の交付） 

第３条 町長は，町内における商工観光振興に関する事務又は事業に要する経

費に対し，予算の範囲内において当該事業を行う者に補助金等を交付する。 

（補助の基準） 



第４条 前条に規定する経費の種類，補助率等は，別表に定めるとおりとする。

ただし，第２条第１項第２号を除き，その額に１００円未満の端数を生じた

ときは，これを切り捨てる。 

（補助金等の交付の申請） 

第５条 補助金等の交付の申請をしようとする者は，商工観光業関係事業補助

金等交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，町長が定める日

までに町長に提出しなければならない。ただし，町長が特に認める場合は，

第１４条の実績報告の商工観光業関係事業実績報告書（様式第３号）と兼ね

ることができるものとする。 

（１） 事業計画書 

（２） 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類 

（３） 工事の施工にあっては，その実施設計書 

（４） その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定に関わらず，町長は，同項に規定する書類のうち必要がないと

認めるものについては，その添付を省略させることがある。 

３ 第１項の申請書を提出するに当たって，各事業主体について当該補助金に

係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方

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言う。以下同じ。）がある場合は，

これを減額して申請しなければならない。 

（補助金等の交付の決定） 

第６条 町長は，補助金等の交付の申請があったときは，当該申請に係る書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，その内容を審査し，補助金

等を交付すべきものと認めたときは，速やかに補助金等の交付を決定するも

のとする。ただし，町長が特に認める場合は，第１５条の補助金等の額の確



定等の商工観光業関係事業補助金等確定通知書（様式第４号）と兼ねること

ができるものとする。 

２ 町長は，前項の場合において，適正な交付を行うために必要があるときは，

補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定

をすることがある。 

（補助金等の交付の条件） 

第７条 町長は，補助金等の交付の決定をする場合において，補助金等の交付

の目的を達成するため必要があるときは，次に掲げる事項につき条件を付す

るものとする。 

（１） 補助事業等に要する経費の配分の変更（町長が定める軽微な変更を

除く。）をする場合においては，町長の承認を受けるべきこと。 

（２） 補助事業等の内容の変更（町長の定める軽微な変更を除く。）をす

る場合においては，町長の承認を受けるべきこと。 

（３） 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に

要する経費の使用方法に関する事項 

（４） 補助事業等を中止し，又は廃止する場合においては，町長の承認を

受けるべきこと。 

（５） 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行

が困難となった場合においては，速やかに町長に報告してその指示を受け

るべきこと。 

２ 町長は，補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生じる

と認められる場合においては，当該補助金等の交付の目的に反しない場合に

限り，その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべ

き旨の条件を付することがある。 

３ 町長は，前２項に定めるもののほか，補助金等の交付の目的を達成するた

め必要な条件を付することがある。 

４ 補助事業者等は，間接補助金等を交付する場合において，前３項の規定に



より町長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは，間接補助事業者等

に対し，これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。 

（決定の通知） 

第８条 町長は，補助金等の交付の決定をしたときは，商工観光業関係事業補

助金等交付決定通知書（様式第２号）により申請した者に通知するものとす

る。 

（申請の取下げ） 

第９条 補助金等の交付の申請をした者は，前条の規定による通知を受けた場

合において，当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付され

た条件に不服があるときは，当該通知を受けた日から起算して３０日以内に

申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金等

の交付の決定はなかったものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１０条 町長は，補助金等の交付の決定をした場合において，その後の事情

の変更により特別の必要が生じたときは，補助金等の交付の決定の全部若し

くは一部を取り消し，又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更

することがある。ただし，補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分に

ついては，この限りでない。 

２ 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場

合は，次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

（１） 天変地異その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により，

補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合 

（２） 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業

等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと。

補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助

金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと。



その他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができ

ない場合（補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事業によ

る場合を除く。） 

３ 町長は，第１項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に

必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。 

（１） 補助事業等に係る機械，器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に

要する経費 

（２） 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠

償金の支払に要する経費 

４ 第８条の規定は，第１項の場合において準用する。 

（補助事業等の遂行等） 

第１１条 補助事業者等は，法令その他の規程（以下「法令等」という。）の

定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等

に基づく町長の処分に従い，善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わ

なければならず，いやしくも補助金等の他の用途への使用（利子補給金に当

たっては，その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことに

より，補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをい

う。以下同じ。）をしてはならない。 

２ 補助事業者等は，関節補助事業者等に対し，関節補助金等の交付又は融通

の目的に従い，善良な管理者の注意をもって間接補助事業者等が行われるよ

う必要な措置を講じなければならない。 

（状況報告） 

第１２条 補助事業者等は，町長の定めるところにより，補助事業等の遂行の

状況に関し，町長に報告しなければならない。ただし，町長が報告すること

を要しないと認めた場合にあっては，この限りでない。 

（補助事業等の遂行等の命令） 

第１３条 町長は，補助事業者等が提出する報告等により，その者の補助事業



等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されて

いないと認めるときは，その者に対し，これらに従って当該補助事業等を遂

行すべきことを命ずるものとする。 

２ 町長は，補助事業者等が前項の命令に違反したときは，その者に対し，当

該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者等は，町長の定めるところにより，補助事業等が完了し

たとき（補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。）は，補助事業等の

成果を記載した商工観光業関係事業実績報告書（様式第３号）に町長の定め

る書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係

る町の会計年度が終了した場合も，また同様とする。 

（補助金等の額の確定等） 

第１５条 町長は，補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告

を受けた場合においては，当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う

現地調査等により，その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決

定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し，適

合すると認めたときは，交付すべき補助金等の額を確定し，当該補助事業者

等に対し，商工観光業関係事業補助金等確定通知書（様式第４号）により通

知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１６条 町長は，補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告

を受けた場合において，その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは，当該補助

事業等につき，これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業

等に対して命ずることがある。 

２ 第１４条の規定は，前項の規定による命令に従って行う補助事業等につい

て準用する。 



（補助金等の交付） 

第１７条 町長は，第１５条の規定により補助金等の額を確定したときは，速

やかに補助事業者等に対し補助金等を交付するものとする。 

（補助金等の交付の請求） 

第１８条 第８条の規定により通知を受けた補助事業者等は，補助金等の交付

を受けようとするときは，町長が定めるところにより，補助金等交付請求書

を町長に提出しなければならない。 

（交付の特例） 

第１９条 町長は，補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認める

ときは，補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。 

２ 補助事業者等は，前項の規定により補助金等の概算払又は前金払を受けよ

うとするときは，町長の定めるところにより，補助金等概算払（前金払）交

付請求書を町長に提出しなければならない。ただし，町長が提出することを

要しないと認めた場合にあっては，この限りでない。 

（決定の取消し） 

第２０条 町長は，補助事業者等が，補助金等の他の用途への使用をし，その

他補助事業等に関して補助金等の交付の内容又はこれに付した条件その他法

令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは，補助金等の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことがある。 

２ 町長は，間接補助事業者等が，関節補助金等の他の用途への使用をし，そ

の他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは，補助事業者等に対し，

当該間接補助金等に係わる補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す

ことがある。 

３ 前２項の規定は，補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があ

った後においても適用があるものとする。 

４ 第８条の規定は，第１項又は第２項の規定による取消しをした場合につい

て準用する。 



（補助金等の返還） 

第２１条 町長は，補助金等の交付の決定を取り消した場合において，補助事

業等の当該取消しに係る部分に関し，既に補助金等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。 

２ 町長は，補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において，

既にその額をこえる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。 

３ 町長は，第１項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条

第２項の規定によるものである場合について，やむを得ない事情があると認

めるときは，当該補助事業者等の申請により，返還の期限を延長し，又は返

還の命令の全部又は一部を取り消すことがある。 

（加算金及び延滞金） 

第２２条 補助事業者等は，第２０条第１項の規定に基づく取消しにより，補

助金等の返還を命ぜられたときは，その命令に係る補助金等の受領の日（補

助金等が２回以上に分けて交付されている場合においては，最後の受領日と

し，その日に受領した額が返還すべき額に達したときは，これに達するまで

順次さかのぼりそれぞれ受領した日）から納付の日までの日数に応じ当該返

還を命ぜられた補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の期

間については，既に納付した額を控除した額）につき年１０.９５パーセント

の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。 

２ 補助事業者等は，補助金等の返還を命ぜられ，これを納期日までに納付し

なかったときは，納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付

額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については，既に納付し

た額を控除した額）につき年１０.９５パーセントの割合で計算した延滞金を

町に納付しなければならない。 

３ 町長は，前２項の場合において，やむを得ない事情があると認めるときは，

当該補助事業等の申請により，加算金又は延滞金の全部又は一部を免除する



ことがある。 

（他の補助金等の一時停止） 

第２３条 町長は，補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ，当該補助金等，

加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において，その者に対し

て，他の補助事業等について交付すべき補助金等があるときは，相当の限度

においてその交付を一時停止し，又は当該補助金等と未納付額とを相殺する

ことがある。 

（帳簿等の備付け） 

第２４条 補助事業者等は，当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え，こ

れを町長が定める期間保存しておかなければならない。 

（財産の処分の制限） 

第２５条 補助事業者等は，補助事業等により取得し，又は効用の増加した財

産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで，補助金等の交付の目的に反

して使用し，譲渡し，交換し，貸付け，又は担保に供してはならない。ただ

し，補助事業者等が第７条第２項の規定に基づき補助金等の全部に相当する

金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数

を勘案して町長が定める期間を経過した場合は，この限りでない。 

（１） 不動産及びその従物 

（２） 機械及び重要な器具で，町長が定めるもの 

（３） その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要がある

と認めて定めるもの 

（立入検査等） 

第２６条 町長は，補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要がある

ときは，補助事業者等に対して報告をさせ，又は当該職員にその事務所・事

業場等に立ち入り，帳簿，書類その他の物件を検査させ，若しくは関係者に

質問させることがある。 

（補助金等の交付手続の特例） 



第２７条 町長は，別に定めるところにより，この告示の規定による手続の一

部を併合し，又は省略して補助金等を交付することがある。 

（その他） 

第２８条 この告示に定めるもののほか，補助金等の交付に関し必要な事項は，

町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は，公布の日から施行する。 

別表（第４条関係） 

  補助事業の種類 経費の種類及び

条件等 

補助交付対象 補助率等 

商工振興費 商工会助成事業 商工会運営に対

して補助 

商工会 経営改善普及事

業費から国県補

助金を除いた額

の８０％以内 

商工振興助成事

業 

商工振興に寄与

する事業に対し

て補助 

実施団体 定額 

起業支援サポー

ト事業 

経営支援等研修

会への参加費に

対して補助 

起業支援サポー

ト事業に参加し

ている事業主

（創業から２年

以内又は２年以

内に創業を目指

す者） 

研修会参加経費

の１／２以内 

補助金限度額１

万円 

店舗整備支援事

業 

営業店舗等のリ

フォームを目的

とした改修又は

商工業者 交付対象建築経

費の１／２以内 

補助金限度額５



新築に係る建築

経費に対して一

部を補助 

（１）町内の店

舗等であるこ

と。 

（２）町税を完

納しているこ

と。 

（３）町内の業

者による建築工

事であること。 

（４）対照建築

経費の総額が５

０万円以上であ

ること。 

（５）別記店舗

整備支援事業の

補助金交付対象

工事判別表によ

り，交付の対象

と認められ，か

つ，他から補助

を受けるもの以

外の経費である

こと。 

（６）着工前に

０万円 



申請し，交付の

決定を受けた工

事であること。 

（７）申請時の

添付書類につい

ては，工事箇所

の工事前写真，

補助事業に係る

設計書の写し，

補助事業に係る

見積書の写し，

許可を必要とす

る物件がある場

合は，許可証の

写し及び神石高

原町へ納める税

の滞納のない証

明書を添えるこ

と。 

（８）実績報告

書の添付書類に

ついては，工事

箇所の工事後写

真及び支払証明

書類（領収書又

は振込証明書の

写し。）を添え



ること。ただし，

合計金額のみを

記載してある支

払証明書類の場

合は，補助対象

経費の支払内訳

額が分かるもの

を追加して添え

ること。 

（９）本助成の

利用は，一度限

りとする。 

（１０）住宅の

用途に供する部

分に係る改修等

工事に要した工

事費は，対象工

事費に含むこと

はできない。 

観光振興費 観光協会助成事

業 

観光振興に寄与

する事業に対し

て補助 

実施団体 定額 

観光振興助成事

業 

交流体験型観光

促進事業に対し

て補助 

実施団体 事業費の１／２

以内 

別記 店舗整備支援事業の補助金交付対象工事判別書 

内  容 判別 備  考 



屋根，外壁，軒天の改修 ○  

屋根，外壁，軒天の塗装又はコ

ーキング工事 

○  

屋根に設置する雪止めの設置 ○  

屋上防水塗装 ○  

雨樋の取替え ○  

間取り等の変更に伴う壁等の

造作 

○  

フローリング（床），クロス等

の貼り替え 

○  

床・扉等のバリアフリー化，手

すりの設置 

○  

建具（ドア，ふすま，障子等）

の交換，畳の交換，窓（サッシ）

の設置工事 

○ 内装工事を伴うものに限り対象。 

カーテン，ブラインド等の装飾品は対象外 

合併浄化槽の設置 ○ 農業集落排水処理区域内は対象外 

下水道等排水設備工事 ○ トイレ等の内装工事を伴う場合に限る。 

浴室・ユニットバス × ただし，工場で従業員用の浴室を改装する

場合又は一般公衆浴場事業の浴室の改修は

対象とする。 

トイレ・洗面の改修・設置 ○ 店舗等では，客に使用させるトイレに限る。 

工場では，従業員用のトイレも対象とする。 

エレベーターの設置 ○ 住宅部分に設置するものは対象外 

カウンター，棚，収納の造作 ○  

絵画，オブジェ，観葉植物等の

設置 

×  

スイッチ，コンセント，配線の ○  



設置等の電気工事 

ガス給湯器，灯油ボイラー，暖

房設備の設置 

○ 厨房機器又は業務に関連するものに限り対

象。 

電気温水器の設置 

厨房機器の設置 ○ ただし，厨房の内装工事を伴う場合に限る。 

調理器具，調理台及び容易に移動できる冷

蔵庫等の小型調理設備は，対象外とする。 

職員の給湯等を目的とするシステムキッチ

ン等の設置は，対象外とする。 

電気製品（エアコン，テレビ，

ストーブ等）の購入 

× 電気製品代，取付工事（プロジェクター・

スピーカーの天井・壁への取り付け等）費

は対象外。 

電気製品を壁掛けにするための壁の改修費

については対象。 

壁・天井埋込型の電気製品の設置について

は，取付工事費を対象とする。 

店舗用冷蔵オープンショーケースについて

は製品代も対象とする。 

換気扇，換気空清機ロスナイの

設置 

○  

火災報知機の設置 ○ 電池式も対象。 

防犯装置（監視カメラ，赤外線

防犯システム等）の設置 

○  

テレビドアホンの設置 × 基本的には住宅部分のものと認められ対象

外。 

照明器具，屋外照明 ○ 店舗等・工場に取り付けられるものに限り

対象。 



ただし，左記のみの申請は対象外。 

容易に取り外すことができる照明器具（電

球等）は，対象外とする。 

玄関フード・サンルームの増築 ○ 店舗等新築又は改修工場と一体と認められ

るものに限り対象。 

車庫，カーポート，物置の増改

築又は設置 

○ 業務用として使用されると認められるもの

に限り対象。 

門・塀ほか外構工事，ロードヒ

ーティング工事 

○ ただし，左記のみの申請は対象外。 

バルコニーの増築，ウッドデッ

キ，パーゴラの設置 

広告，看板の設置，ネオンサイ

ンの設置 

植栽及び花壇設置の費用 ×  

リフォームに伴う廃材の処理

費用 

○ 申請店舗等以外の部分を含めた工事の場合

は，全体に係る左記の費用から申請店舗等

部分に係る費用を割合で案分した額のみ対

象とする。 

既存建物の解体費 

敷地の購入・借入れ費 ×  

整地費 ×  

建設・購入等の手続費用 ×  

※ この表に掲示のない工事は，町長が判断する。 



様式第１号 

様式第２号 

様式第３号 

様式第４号 

 


