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インバウンド観光誘客環境整備事業補助金（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応拡大整備） 
Ｑ&Ａ 

 

１ 事業全般 

Q１-1 本事業の趣旨は 

Ａ  令和５年５月に開催が決定した広島サミットを契機に回復が見込まれるインバウンド

に対応するため，広島サミットに向けて実施する整備を拡大し，海外から広島へ来訪する

観光客が感じる観光に関する受入環境のストレスや不満等を解消し，来訪者の満足度向

上に寄与するとともに，持続可能な観光の推進に資する受入環境の整備を実施する。 

 

Q１-2 本事業の内容は 

Ａ  広島サミット後のインバウンド需要に対応するため，国や連盟の調査結果等において

判明した外国人観光客等が感じている受入環境整備に対する不満等を解消し，観光客の

満足度向上に寄与するものであり，観光関連事業者が「日本版持続可能な観光ガイドライ

ン」に基づいて実施する持続可能な観光の推進に資する受入環境の整備であること。 

 

Q１-3 補助対象事業の概要は 

Ａ   

補助対象事業 インバウンド対応拡大整備 

補助対象事業者 

県内観光施設等を運営する 
法人（観光関連事業者等），個人事業主（観光関連事業者等），観光協会， 
商工会議所，商工会，ＤＭＯ，ＤＭＣ， 
特定非営利活動法人及びこれらを主な構成員とする協議会 

補助対象経費 工事請負費，備品購入費，委託料 

補助率 ２／３ 

上限額 １０,０００千円 

事業費（予定） ３億円 

   

Q１-4 ２次公募を実施する予定はあるか 

Ａ  予算の範囲内で交付するため，公募の交付決定状況をみて判断します。 

 

Q１-5 この補助事業は今後も継続していく予定か 

Ａ  新型コロナウイルス感染症の拡大に加え，原油価格・物価高騰等に影響を受

けている県内観光関連事業者に対して必要な事業が実施できるよう交付される国

の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（コロナ禍における原油

価格・物価高騰対応分）」を活用し，緊急対策として実施するものであり，来年度以

降の実施は未定です。 
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Q１-6 この補助事業は翌年度への繰越としてよいのか，また，事業の終期はいつ

か               

Ａ  連盟の会計年度は，毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日と連盟財務規程に定

められており，この補助事業の予算についても「予算の会計年度独立の原則」によ

り，一会計年度の予算はその年度内に執行し完結することを原則としていますが，

広島県議会令和４年９月定例会において承認を得ており，連盟理事会での承認を

前提として，翌年度への繰越とすることができます。 

事業の終期は，令和５年 12 月 28 日です。 

なお，令和５年 12 月 28 日までに全ての支払いが完了する必要があります。 

 

Q１-7 申請する場合，要件・制限はあるか 

Ａ  県内の事業者であること，および以下の（１）～（３）の全てを満たすことが必

要。 

（１）国税及び県税に未納がない者 

（２）補助事業の円滑な実施に支障を来たさない，十分な業務遂行能力と適正な

経理執行体制を有すること 

（３）次の①～⑥に該当する者が，経営に関与していないこと 

① 暴力団員 

② 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

③ 自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

④ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し，又は便宜を供与するな

ど，直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与してい

る者 

⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

⑥ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

    なお，新型コロナウイルス感染症拡大による売上の減少についての要件はあ

りません。 

 

Q１-8 申請書は令和５年３月１７日までに提出すればよいか             

Ａ  そのとおり。申請されたものについて，要領で定めた各締切ごとに書面審査を

行い，採択可否を通知します。 

 なお，申請にあたっては，連盟担当者による事前ヒアリングが必須です。各締切

の 10 営業日までに，事前ヒアリングの申込みをしてください。事前ヒアリングにお
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いて必要な場合は，申請前に申請内容についてアドバイスを行います。事前ヒアリ

ングは，申請内容によって，複数回実施することもあります。 

採択された場合，「事業実施主体名」「事業名」「事業概要」「交付金額」を公表し

ます。 

予算額に達した場合は，予告なく募集を打ち切らせていただく場合があります。 

 

２ アドバイス 

Q２-1 連盟によるアドバイスは，どの程度どのタイミングで行うか 

Ａ 連盟担当者が，申請前及び採択後事業着手前，その後，事業進捗の各段階に

おいて，随時面接又は web ミーティングにより助言します。 

連盟担当者は，最適な申請内容とするためのアドバイスや採択時の審査会の

意見を取り入れた申請内容のブラッシュアップ，発注仕様へのアドバイスなどを行

います。 

加えて，各補助事業について，随時進捗等を確認することとしています。 

 

Q２-2 連盟担当者のアドバイスは絶対聞かないといけないか。企画を変更して採

択されなかったなどの場合，責任は取ってくれるか。 

Ａ  本事業の趣旨に合致する整備に関して補助することとしており，連盟担当者と

十分な意見交換を行ってください。アドバイスを踏まえ，申請内容を見直しするか

は，最終的に申請者が判断してください。 

 

３ 補助金交付の対象事業 

Q３-1 今回の補助金対象となる受入環境整備は具体的にどのようなものか 

Ａ  国や連盟の調査結果，各申請者が実施したアンケート調査等において判明し

た，外国人観光客等が感じている受入環境整備に対する不満等※１を解消し，観

光客の満足度向上に寄与するものであり，「日本版持続可能な観光ガイドライン」

※２に基づいて持続可能な観光の推進に資する，広島県内の受入環境全体を底

上げする整備が対象となります。 

【具体例】 

導入事例 

（１）デジタル対応 

・Wi-Fi 環境整備， 

・キャッシュレスシステムの導入 等 

（２）ユニバーサルデザイン対応 ※３ 

・トイレの洋式化 

・多言語案内標示・ピクトグラム設置， 等  
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（３）省エネ対応 ※４ 

・EV 車両導入，EV ポート設置，太陽光発電 

・空調・換気整備 

・照明の LED 化，照明自動制御システム 等  

この他，各目的に合致する設備導入に関する事業も対象となります。 

なお，ランニングコスト等補助事業終了後の経費に関して，連盟が支援することは

ありません。 

 

 【参考情報】 

※１ 外国人観光客等が感じている受入環境整備に対する不満等 

○令和元年度「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート」(観光庁) 

   https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001333861.pdf 

○令和３年日本人・外国人観光地点パラメータ調査結果 

https://dive-hiroshima.com/business/news/news-11358/ 

○各観光関連事業者の Google マップ，トリップアドバイザーなどの口コミ 

○各観光関連事業者が実施しているアンケート調査  

 

※２ 「日本版持続可能な観光ガイドライン」  

持続可能な観光地マネジメントを行うための観光指標で，国際基準「ＧＳＴＣ－Ｄ

（Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations）」に準拠した指標  

   https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001350849.pdf 
・A16 感染症対策 
・B8 多様な受入環境整備 
・D7 省エネルギー 

    ・D8 水資源の管理 
    ・D13 環境負荷の小さい交通 などに示される取組みに合致する整備 

 

※３ ユニバーサルデザイン対応 

観光客ニーズから，ユニバーサルデザイン対策に資する整備（施設のバリアフ リ

ー化）が必要な場合，「観光施設における心のバリアフリー認定制度」（観光庁）に

よる認定を受けるなど，全ての方がより安全で快適な旅行をするための環境整備

を推進することを推奨します。 

https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/innovation_00001.html 

 

※４ 省エネ対応 
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観光客ニーズから，省エネ対策に資する整備が必要な場合，省エネ診断の実績

がある法人等のエネルギー管理士等の有資格者による省エネ診断等の結果に

基づく省エネ対応設備を導入とすることで、施設にとって最も効果のある整備とす

ることを推奨します。  

《一般財団法人省エネルギーセンター》 https://www.shindan-net.jp 

《省エネお助け隊》 https://www.shoene-portal.jp 

 

Q３-2 従来から継続実施していた事業に係る経費は補助対象になるか。 

Ａ   経年劣化に伴う機器等を更新するなど，従来からの事業をそのまま維持する

ためだけの経費は対象外です。 

  

Q３-3 リース料などは補助対象になるのか。 

Ａ  月々発生する使用料及び賃借料（リース料など）は補助対象外です。 

ただし，来訪者のストレス・不満等を解消するための整備が，リース契約物件しか

取引がない，費用対効果などにおいて来訪者にとって有利な契約となるなどの場

合，補助事業期間内について対象とします。 

 

Q３-4 補助対象となる備品購入費（環境整備）とはどういったものか 

Ａ  受入環境整備に必要不可欠な設備，機械等。具体的には Wi-Fi 通信機器，

キャッシュレス端末機器などです。 

 

Q３-5 既存設備の更新，看板設置，パソコンやタブレットの購入は補助対象か 

Ａ  原則，既存の備品と同等品の買い替えや汎用性のあるパソコン，タブレット，

プリンターの購入は補助対象外ですが，施設スタッフが観光案内情報などを提供

することを目的としたインターネット接続多言語案内用タブレット端末の購入に必要

な経費は，補助対象となります。 

案内標示については，観光情報，交通機関情報，災害情報などの情報を多言語

で発信するデジタルサイネージや，観光案内看板の多言語化などは，補助対象と

なります。 

 

Q３-6 車両，自転車の購入は補助対象事業か                   

Ａ  持続可能な観光の推進に寄与する EV 車両，PHV 車両，グリーンスローモビ

リティなどについては，対象事業となります。E バイクは対象外です。 

   なお，補助金により取得した財産は，その台帳を設け，補助事業完了後におい

ても，善良な管理者の注意をもって管理し，補助金の交付の目的に従って，その効
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率的運用を図らなければならないことから，これらの駐車場所は，広島県内に申請

者が確実に確保し，責任をもって管理することが条件です。 

 

 【補助対象経費】   

経費区分 内訳 補助対象 備考 

備品購入費 車両本体 ○  

備品購入費 メーカーオプション・付属品 ○ 車両に組込み使用する物 

租税公課 車両重量税 ×  

役務費 自賠責保険料 × 事業期間外経費含む 

手数料 車検登録手続代行手数料 ×  

手数料 車庫証明手続代行手数料 ×  

手数料 納車費用 ×  

租税公課 預かり法定費用 ×  

役務費 資金管理料金 × リサイクル法関連費用 

役務費 預かりリサイクル預託金 × リサイクル法関連費用 

 

Q３-7 混雑状況を可視化するカメラ設置は補助対象事業となるか 

Ａ  来訪者のストレスや不満を解消するために，観光地・施設の混雑状況を可視

化し，観光客の混雑を緩和するためにリアルタイムで情報発信するシステムの導

入に必要となるカメラや IoT センサー等の設置は補助対象となります。 

ただし，交付の条件として，取得した可視化データは，各市町，観光関連事業者等

が所管する HP 及び連盟 HP「Dive ! Hiroshima」にデータ連携の上，不特定多数の

観光客へ情報発信することとします。 

 

Q３-8 実証実験は補助対象事業となるか 

  Ａ  実証実験を目的とした整備は補助対象外です。 

 

Q３-9 観光施設等におけるトイレの洋式化は補助対象事業となるか 

Ａ  観光施設等におけるトイレの洋式化（温水洗浄便座付トイレ）は補助対象とな

りますが，事前に「トイレカルテ」※を整備するとともに，トイレをキレイに維持してい

くために，当該施設の維持管理体制を明確にして下さい。 

トイレの洋式化に向けた整備に必要な経費（工事に必要な設計費を含む）とし，具

体的には次のとおりです。 
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【基本整備項目】 

 (1)和式便器の洋式化 (2)洋式便器の増設  

(3)洋式便器の新設（新築，増築，建替時） 

上記(1)～(3)の項目の実施に当たっては，次の内容の整備は必須とす

る。 

 

 

(4)温水洗浄便座の設置 

(5)トイレブースへの擬音装置の設置 

(6)便座クリーナー等の設置 

(7)トイレブース内荷物置場の確保 

【追加整備項目】上記(1)～(3)項目を実施した場合に限り，次の項目についても

補助対象 

 (8)洋式便器・便座の交換（温水洗浄便座を新規に設置するものに限る） 

(9)ハンドドライヤー等の設置 

(10)洗面器の設置・交換（この場合，自動水栓化で改修することを必須と

する） 

(11)化粧鏡の設置・交換 

(12)小便器の設置・交換（旧式から新式に改修する場合も対象とする） 

(13)室内外照明のＬＥＤ化 

(14)室内冷暖房の設置  

(15)外装工事 

(16)窓の交換 (17)入口ドアの設置・交換  

(18）多言語またはピクトサイン等による案内標識（トイレであることを示す

標識や，トイレの場所まで誘導することを目的に設置する看板） 

(19)トイレ施設内のピクトサインや多言語表示の設置 

(20)多目的トイレに関わる整備 (21)仮設トイレの設置 

(22)トイレ周囲の整備（舗装，アプローチのバリアフリー化，浄化槽の設

置） 

(23）建替，増築，新築等の躯体の新設工事 

(24)その他会長が認めるもの（土地取得に要する経費は除く） 

ただし，次の費用は補助対象となりません。 

・他用途であった建造物の解体費（トイレ以外の用途であった建造物の解体・撤

去に必要な経費） 

・掃除用具 

・トイレ施設外の配管・電気設備 

・発電設備 

・ポンプ等の機械設備    
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 ※トイレカルテ 

  施設図や修繕履歴，清掃などの周期を記載する様式（採択後，提供） 

 

Q３-10 施設の空調機器改修は補助対象事業となるか 

Ａ  観光客のストレスや不満を解消し，省エネ対策に効果があり，持続可能な観

光の推進に寄与する改修は補助対象となります。 

 

Q３-11 Wi-Fi 設置は補助対象事業となるか                      

Ａ  観光客の満足度向上に資する整備は補助対象となります。 

機器等をリースにより整備する場合，初期設定に係る経費(委託料)は，補助対象と

なりますが，月々発生する使用料及び賃借料（リース料など），データ通信に係る

経費は，ランニングコストのため，補助対象外です。 

整備にあたっては，1Gbps（ベストエフォート）以上の回線を選定し，Cat5 以上の

LAN ケーブルを使用し，Wi-Fi6 対応であるなど，観光客がストレスなく快適に利用

できる環境としてください。  

なお，広島県では，外国人観光客の利便性を向上させ県内の周遊観光を促進

するため，広島市と県内市町が通信事業者と連携して取り組んでいる，無料公衆

無線ＬＡＮ「HIROSHIMA Free Wi-Fi」プロジェクトの利用エリア拡大やＰＲに対し支

援を行っており，県内で統一した Wi-Fi を展開することで、利用者の利便性が向上

することから、公共施設等への Wi-Fi 整備については，同規格の導入を推奨しま

す。 

 

Q３-12 施設の改修は補助対象事業となるか 

Ａ  バリアフリー化など，観光客の満足度向上に資する整備（新設・改修）は補助

対象となります。観光客が直接利用しない箇所や既存施設の更新は補助対象外

です。 

 

Q３-13 キャッシュレス端末機器導入は，補助対象事業となるか 

Ａ  観光客の満足度向上に資する決済システム導入に係る経費については，補

助対象となります。 

 

Q３-14 ＡI チャットＢot の導入は，補助対象事業となるか 

Ａ  外国人観光客を含む不特定多数の観光客の利便性及び多言語案内業務の

効率化を目的とした観光情報を提供するＡI チャットＢｏｔの整備に要する経費であっ

て，地域特性に応じた FＡQ の設定や初期設定に要する経費は補助対象となりま

す。 
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Ｑ３-15 ＶＲ機器の導入は，補助対象事業となるか 

Ａ  観光客の満足度向上に資する観光地又は観光施設等の疑似体験ができる設

備に要する経費であって，専らＶＲ体験に必要なヘッドセット，ディスプレイ，スクリ

ーン，プロジェクター等の設備やコンテンツ製作費（コンテンツ翻訳費含む）が補助

対象となります。 

 

Ｑ３-16 新型コロナウイルス感染症対策機器の導入は，補助対象事業となるか 

Ａ  感染症対策のために観光施設等に設置する機器等の購入や設置に要する経

費であって使用可能期間が１年以上のものが補助対象となります。使用可能期間

が１年未満の物及び消耗品は補助対象外です。 

 例） 入場口に設置する体温チェック赤外線サーモグラフィー，手指消毒器 

    受付窓口等に設置する飛沫防止アクリル板，パーテーション 

 

Q３-17 市町が間接補助事業者となって実施できるか 

Ａ  補助対象外です。 

 

Ｑ３-18 ホームページの作成は，補助対象事業となるか             

Ａ  多言語によるホームページの作成は，補助対象となります。 

 

4 補助金交付の対象者 

Q４-1 補助対象事業者とは具体的には，どういった事業者を想定しているか 

Ａ  県内観光施設等を運営し，海外から広島へ来訪する観光客が感じる観光に

関する受入環境のストレスや不満等を解消する整備にに積極的に取り組む 

①法人，②個人事業主，③観光協会，④商工会議所，⑤商工会，⑥DMO， 

⑦DMC，⑧特定非営利活動法人及び①～⑨を主な構成員とする協議会（コンソー

シアム）。 

 

Q４-2 複数で構成するコンソーシアムあたりの補助上限額はいくらか。 

Ａ  コンソーシアムの構成事業者数にかかわらず，１件の申請につき，補助上限

額は一律 1,000 万円です。 

 

Q４-3 １コンソーシアムを構成する事業者数はどの程度か。上限はあるのか 

Ａ  ２以上で，上限はありません。 

ただし，コンソーシアムの主な構成員は，海外から広島へ来訪する観光客が感じる

観光に関する受入環境のストレスや不満等を解消する整備に積極的に取り組む，
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法人・個人事業主・観光協会・商工会議所・商工会・DMO・DMC・特定非営利活動法

人とします。 

Q４-4 コンソーシアムの場合，補助金交付申請等をどのように行うのか 

Ａ  構成員の中から代表者を決め，代表者が取りまとめて補助金交付申請等を

行ってください。 

 

Q４-5 ２者以上が共同で事業を行う場合，各事業者にそれぞれ補助金が出るの

か 

Ａ  複数の共同事業である場合も一事業体とみなします。補助金は代表者が指

定した口座に振り込みます。 

 

Q４-6 事業ごとに申請してもよいか？ 

Ａ  １補助対象事業者につき，１回限りの申請となります。１補助対象事業者が，

他団体に所属して，重複申請することは認めません。 

 

Q４-7 フリーランスは対象となるか 

Ａ  青色申告書又は事業収入のある白色申告書により確定申告を行っている個

人事業主が対象となります（税務署に開業届を提出した人）。フリーランスは個人

事業主でなければ対象外です。 

   ～フリーランスを対象外とする理由～ 

   継続的に事業として観光客の誘客に取り組んでいる者が対象。フリーランスは，

企業と雇用関係を結ばずに，案件単位で契約を結びながら収入を得ているため，

上記を判断することが難しいため。 

 

Q４-8 県外に本社があるが申請の対象となるか？ 

Ａ  広島県内に事業所がある場合は対象となります。その場合，県内の事業所が

補助金申請者となります。 

 

Q４-9 事業所とはどういった施設をさすのか 

Ａ  経済活動の場所的単位であって原則として次の要件を備えているもの 

   ・ 経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占

めて行われていること。 

   ・ 財又はサービスの生産と供給が、人及び設備を有して、継続的に行われてい

ること。 

   具体的には、一般に事務所、営業所、商店、旅館等と呼ばれるもの 

 



2022/12/8 当初 

 

11 

 

Q４-12 DMO とは 

Ａ  観光庁に登録している登録 DMO であって，候補 DMO は除きます。 

広島県内では，広域連携 DMO の（一社）せとうち観光推進機構，地域連携 DMO

の（一社）しまなみジャパン，地域 DMO の（一社）三次観光推進機構，（一社）庄原

観光推進機構，（一社）ディスカバー東広島，（一社）地域商社あきおおたが対象と

なります。 

 

Q４-13 県・市有施設指定管理者は，補助対象事業者となりえるか 

Ａ  補助金で整備する効果が県・市有施設に及ぶため補助対象事業者にはなり

ません。 

 

Q４-14 補助対象となる観光施設等とは 

Ａ  外国人観光客を含む不特定多数の観光客が利用している施設であって，宿

泊施設，地域特産品販売店，観光案内所，体験等サービス提供施設（神社・寺院・

教会，城跡・城郭・宮殿，庭園・公園，動植物園・水族館，博物館・美術館，テーマ

施設，観光拠点情報・交流施設）公共交通機関，その他会長が特に認めた観光施

設といいます。 

     

5 補助対象経費 

Q５-1 人件費は補助対象経費になるか 

Ａ 補助対象経費にはなりません。 

 

Q５-2 振込手数料は補助対象経費になるか 

Ａ  補助対象経費にはなりません。 

 

Q５-3 消耗品は補助対象経費になるか 

Ａ  補助対象経費にはなりません。 

 

Q５-4 通信運搬費は補助対象となるか                       

Ａ  通信運搬費（通話料，データ通信料）は，ランニングコストのため補助対象に

はなりません。 

 

Q５-5 送料は補助対象経費になるか 

Ａ  補助対象経費にはなりません。 

ただし，送料が商品代に含まれているなど本体価格と不可分であり，送料込でも市

場価格と比較して安価であれば，本体価格として補助対象経費とします。 
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Q５-6 消費税等は補助対象経費になるか 

Ａ  仕入控除額が補助対象経費とならないため，消費税等は補助対象経費にな

りません。ただし，公募要領に掲げる，消費税等を補助対象経費に含めて，補助金

額を算定できる補助事業者はこの限りではありません。 

 

Q５-7 消費税込みの総額表示，請求書等に消費税額が明記されていない場合

は，どのように計算すればよいか 

Ａ  以下を参考に算出してください。 

    本体価格（消費税込み）が 30,000 円の場合 

    30,000÷1.1＝27,272.7→27,272 円（１円未満切り捨て）が補助対象経費 

 

Q５-8 補助対象経費の備品購入費とは 

Ａ  １年以上継続して使用できる事業を行うために必要な物品を購入するための

経費が対象です。また，取得した設備は本補助事業のみに使用しなければなりま

せん。 

 

Q５-9 補助対象経費として認められるのは，いつの経費からですか 

Ａ 交付決定日後に事業着手，契約した経費を補助対象経費として認めます。 

 

Q５-10 補助対象期間は                                    

Ａ  交付決定通知日～令和５年 12 月 28 日です。この期間内に支払が完了して

いる事業が補助対象です。 

 

Q５-11 経費の算出においては数が生じる場合は 

Ａ  １円未満の端数が生じる場合は，原則切り捨てによる経理計上としてくださ

い。 

 

Q５-12 補助対象経費として認められる支払い方法は 

Ａ  原則として口座振替払いです。 

経理処理等の都合上，現金，クレジットカードによる支払いも可能ですが，支払い

の事実が証明できる資料（領収書，支払明細書など）が必要です。なお，クレジット

カードでの支払は，補助対象期間内に口座引落が完了する場合，補助対象になり

ます。 

手形，小切手等での支払いは認められません。 



2022/12/8 当初 

 

13 

 

なお，振替手数料は補助対象になりません。 

 

Q５-13 その他，補助対象経費にならないものは 

Ａ  土地取得に要する経費，故障，老朽化等に対応するための機能の明確な向

上を伴わない修理・修繕に要する経費は補助対象にはなりません。 

また，請求額に対して契約相手方が付与するポイント，クーポン券等を充当して支

払った額は，補助対象にはなりません。 

 

Q５-14 補助対象経費の積算根拠について                     

Ａ  補助対象経費の積算根拠として，申請時は，各団体の基準による積算設計

書もしくは最低１者の見積書などを添付してください。 

実績報告時は，予算執行から支払い完了に係る書類の写し一式を添付し，特

に，見積により契約額を決定する場合は，複数者からの見積を徴取し，額を比較す

るなど，適正な契約額であることが明確となるようにしてください。 

                                                                                           

６ 交付の決定 

Q６-1 採択の基準は 

Ａ  書面審査を行います。 

書面審査では，提出された申請書類等により，連盟が設置する審査委員会の審査

を経て決定します。 

 

Q６-2 交付の決定はどのように通知されるか 

Ａ  交付の決定は，文書でその旨を通知します。 

 

７ 交付の条件・取下げ 

Q７-1 急遽補助事業を取りやめることになった場合，手続きが必要か 

Ａ  申請後，交付決定までに取りやめることが判明した場合は，その旨を書面（任

意様式）にて連盟に報告し，取り下げ手続きを行う必要があります。 

   なお，交付決定後，交付の決定内容又はこれに附された条件に不服があるとき

は，交付決定通知を受けた日から起算して 14 日を経過する日まで，申請の取下

げをすることができます。 

 この場合は，交付決定はなかったこととみなされます。 

   それ以降は，計画中止(廃止)承認申請書（別記様式第 3 号）により補助事業の

中止（廃止）を申請してください。 
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   何らかの実績がある場合は，連盟補助金等交付規程第 12 条に基づき，実績報

告を行ってください。当該報告書の審査等により，交付すべき補助金額を決定しま

す。 

 

Q７-2 計画変更承認申請書の提出が必要となる場合は，どういうときか 

Ａ  補助事業の内容変更（※軽微なものを除く）を行う場合，申請書の提出が必要

となる。 

     ※軽微なものとは，補助事業の目的達成に支障をきたす恐れのない範囲

で，事業計画の細部の変更を行う場合とし，次に該当する変更をいう。 

      ・ 補助事業に要する経費全体の 20%を超える減少となる場合（基本的に増

額は不可） 

      ・ 補助対象経費の区分相互間において，左記経費区分のうちの低い額の

20％を超える額を他費へ流用する場合  

 

８ 交付申請手続き等 

Q８-1 補助事業を完了した後，実績報告はどのようにするのか 

Ａ  事業完了（支払完了）した日から起算して 30 日を経過した日又は，交付決定

日の属する会計年度の３月 15 日のいずれか早い日までに，別記様式第６号によ

る実績報告を提出してください。 

この日までに実績報告が完了しない場合，補助金を交付できません。 

 

Q８-2 収支予算書や経費明細書の「支出の部」はどの程度記載する必要がある

か 

Ａ  特にルールは設けませんので，可能な範囲で記載してください。ただし，事業

計画書の内容と関連しているということが分かるように記載してください。 

    

９ 補助金の交付 

Q９-1  補助金はいつもらえるか 

Ａ  原則，事業完了後の精算払です。ただし，会長が認めた場合，補助対象経費

の全部又は一部について概算払できます。 

 

１０ その他 

Q１０-1 翌年度以降，設置した機器等の確認はあるか 

Ａ  補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後，５年間は，別記様式第

10 号による報告書を提出することにより，機器等の状況を確認します。 
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また，補助事業に関する書類についても，同様に５年間は管理・保存しなければな

りません。 

 

 

 

Q１０-2 取得財産の管理はどのように行えばよいか 

Ａ  補助対象事業者は，補助事業で取得した財産について（１）から（３）までに従

い，適切な管理運用を図ってください。 

 （１）管理台帳の整備 

取得財産等に関する特別の帳簿を備え，その取得し，又は効用の増加した時

期，所在場所を及び価格並びに取得財産等に係る補助金等の取得財産等に関

する状況が明らかになるよう整理してください。 

 （２）取得財産の管理 

     補助対象事業の完了後においても，善良な管理者の注意を持って管理し，補

助金交付の目的に従って，その効率的な運用を図ってください。 

 （３）財産処分の制限 

     取得価格又は効用の増加価格が１件当たり，50 万円以上の機械，器具，備

品その他財産については，事業終了後も「減価償却資産の耐用年数に関する省

令」（昭和 40 年大蔵省令 15 号）の期間においてその処分等について，会長の

承認を受けなければなりません。なお，承認後に処分等を行い，収入があったと

きには，補助金の一部を返納してもらう場合があります。 

    《取得財産を処分する場合》 

１）有償譲渡又は有償貸付けに係る連盟への納付額は、処分制限財産に係

る補助金額を上限として、譲渡額又は貸付額（ただし、当該譲渡額又は貸

付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比し

て著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することがで

きないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額）に補助率（補助金交付

額が事業額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。）を乗じて得た

額とする。 

２）無償譲渡、交換、無償貸付け、取壊し又は廃棄の場合の連盟への納付

額は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価

を行う場合には、鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額で高い

方とする。 

 

Q１０-3 国等の補助金も申請していますが，両方受給することは可能ですか 
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Ａ  国，県，市町及び観光協会などが実施する補助制度において，併用を認めて

いる場合は，併用した交付申請が可能です。  

なお，他の制度と併用している場合，交付決定額の合算が、過充当にならない

よう留意してください。交付決定後に過充当が発見された場合は，交付決定を取り

消し，補助金の返還を求めます。 


