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山県市告示第５７号

山県市ふるさと名物開発応援補助金交付要綱を次のように定める。

令和４年３月３１日

山県市長 林 宏 優

山県市ふるさと名物開発応援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、地域産業の振興及び発展を図り、市内の中小企業等の経営力

の向上を促すため、アフターコロナに向けたふるさと名物の新規開発及び販路開

拓を支援し、ふるさと名物の新規開発及び販路開拓を行う事業に要する経費に対

し、予算の範囲内において、山県市ふるさと名物開発応援補助金（以下「補助金

」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規

則（平成１５年山県市規則第３４号。以下「規則」という。）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。

（１） 中小企業等 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「法」

という。）第２条第１項各号に規定する中小企業者若しくは同条第５項に規定

する小規模企業者又はこれらと同等であると市長が認める者

（２） ふるさと名物 市の風土と暮らしが育み、市ならではの匠の知恵と技が

結集した物であり、一般消費者向けに販売を行う有形の製品又は商品

（３） 新規開発 新しい素材、技術等を利用し、従来にない若しくは従来品よ

り優れた製品若しくは商品又は既存の技術、技法等を生かし、従来にない若し

くは従来品より優れた製品若しくは商品の開発

（４） 支援機関 中小企業等が行うふるさと名物の新規開発に関連した事業に

対し、専門的な観点から支援を行う団体又は金融機関
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（５） ローカルベンチマークシート 企業の経営者と支援機関が対話を行いな

がら企業経営の現状や課題を把握するために経済産業省が提供するツール

（補助事業者）

第３条 補助金の交付の対象となる事業を行う者（以下「補助事業者」という。）

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１） 市内に主たる事務所、事業所を有する中小企業等（個人事業主について

は、市内に住所を有する者に限る。）であり、市内において１年以上継続して

事業を行っている者

（２） その他、市長が適当と認める者

（欠格事由）

第４条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者となることができ

ない。

（１） 暴力団（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。次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）

（２） 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。

）

（３） 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その

他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営

業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下

同じ。）を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員

及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人

をいう。以下同じ。）が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実

質的に関与している個人又は法人その他の団体（以下この条において「法人等

」という。）

（４） 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用し

ている個人又は法人等

（５） 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用

している個人又は法人等
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（６） 役員等が、暴力団又は暴力団員等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

している個人又は法人等

（７） 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れるべき関係を有している個人又は法人等

（８） 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与して

いる者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入

契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

（９） 市税を完納していない者

（補助事業）

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、ふるさ

と名物の新規開発及び販路開拓に取り組む事業で、市長が必要と認めるものとす

る。

（補助対象経費）

第６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、次

に掲げる要件を満たすものとし、区分は別表第１のとおりとする。

（１） 事業者の事業計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

（２） 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費（外国通貨の

場合は、支払日当日の公表仲値で円換算）

（３） 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

（４） 中古品については、２者以上の事業者から型式や年式が記載された見積

りを取得し、価格の妥当性が証明できる経費

（補助率及び補助限度額等）

第７条 補助金の額は、補助対象経費に３分の２を乗じて得た額で、補助の限度を

１，０００万円とし、補助の下限を２５０万円とする。ただし、算出した補助金

の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

２ 補助金の交付は、補助事業者ごとに１回限りとする。

（支援機関）

第８条 支援機関は、補助事業者によるふるさと名物の開発等を支援するため、次

に掲げる事項を行う。

（１） 補助事業者によるふるさと名物の新規開発及び販路開拓に対する助言
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（２） 補助事業者の作成したローカルベンチマークシートの確認及び助言

（３） その他、補助事業者が目的を達成するために必要な事項に対する助言

２ 支援機関に指定する団体及び金融機関は、山県市商工会、十六銀行、大垣共立

銀行、岐阜信用金庫、岐阜商工信用組合、ぎふ農業協同組合、岐阜県信用保証協

会その他市長が認めるものとする。

（補助金の交付申請）

第９条 補助金の交付申請は、規則に定めるところによる。この場合において、補

助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければなら

ない。

（１） 山県市ふるさと名物開発応援補助金実施提案書（様式第１号）

（２） 山県市ふるさと名物開発応援補助金事業実施計画書（様式第２号）

（３） 山県市ふるさと名物開発応援補助金支援機関確認書（様式第３号）

（４） 山県市ふるさと名物開発応援補助金交付申請確認兼誓約書（様式第４号

）

（５） その他市長が必要と認める書類

２ 申請受付期間は、当該年度の４月１日から５月２７日までとする。ただし、申

請期間内に予算の範囲を超えた場合は申請受付を終了し、予算の範囲を超えない

場合は申請期間の延長を行うことができる。

３ 補助事業者は、補助金の交付申請に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守

しなければならない。

（１） 生産、製造、加工、販売等については、法令等を遵守して新規開発及び

販路開拓を行うこと。

（２） 他の登録商標と同一若しくは類似していると認められる製品又は商品で

ないこと。

（補助金の交付決定）

第１０条 補助金の交付決定は、規則に定めるところによる。

２ 市長は、補助金の交付決定に当たり、学識経験者等の意見を聴くものとする。

３ 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業者に対して条件を付すことがで

きる。

（事業計画等の変更申請）

第１１条 補助事業者は、補助金の交付決定後に次に掲げる事業計画の変更がある
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場合は、山県市ふるさと名物開発応援補助金事業（変更・中止）承認申請書（様

式第５号）により、市長に申請するものとする。

（１） 補助事業に要する経費の配分の変更（交付決定額の総額の２０％を超え

ない配分の変更を除く。）をする場合

（２） 補助事業の内容の変更（交付決定額の総額の２０％を超えない減額並び

に補助金の交付の目的及び補助事業の能率に影響を及ぼさない範囲の変更を除

く。）をする場合

（３） 補助事業を中止する場合

（補助金の変更交付決定）

第１２条 補助金の変更交付決定は、山県市ふるさと名物開発応援補助金事業（変

更・中止）承認決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとす

る。

（権利譲渡の禁止）

第１３条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保

に供してはならない。

（実績報告）

第１４条 実績報告の様式は、規則第６条に定める補助金実績報告書及び山県市ふ

るさと名物開発応援補助金実績報告書（様式第７号）のとおりとする。

２ 実績報告は、山県市ふるさと名物開発応援補助金実績報告書（様式第７号）に

おいて定める書類を添付しなければならない。

３ 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日（廃止の承認を受けた場合は、

当該承認を受けた日。以下同じ。）から起算して３０日を経過した日又は当該年

度の２月１５日のいずれか早い日とする。

（補助金の確定）

第１５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し

、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付

すべき補助金額を確定し、山県市ふるさと名物開発応援補助金交付額確定通知書

（様式第８号）により、交付決定者に通知するものとする。

（補助金の交付時期）

第１６条 補助金は、原則として補助事業完了後に交付するものとする。ただし、

市長が事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により交付することができるも
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のとする。

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第５条に定める補

助金交付請求書を提出しなければならない。

（成果の発表）

第１７条 市長は、補助事業で実施した事業の成果について必要があると認めると

きは、補助事業者に発表させることができるものとする。

（補助事業の公開）

第１８条 市長は、本事業を広く普及するため、補助事業の実施内容を市民に公開

する。

２ 補助事業者は、前項により市長が行う実施内容の公開に協力しなければならな

い。

（事業実施後の状況等報告）

第１９条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度以降２年間、

当該補助事業の過去１年間の状況等について、当該年度の翌年度の１２月３１日

までに、山県市ふるさと名物開発応援補助金事業実施後状況等報告書（様式第９

号）により、市長に報告しなければならない。

（交付決定の取消し及び返還）

第２０条 補助金の交付決定の取消しは、規則に定めるところによる。

２ 市長は、前項の規定における当該取消しの部分について、既に補助金が交付さ

れているときは、山県市ふるさと名物開発応援補助金返還請求書（様式第１０号

）により、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

（加算金及び延滞金）

第２１条 補助事業者は、前条第２項の規定による補助金の返還を命ぜられたとき

は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助

金の額（その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を

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市に納付

しなければならない。

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者

の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は

当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

３ 補助事業者は、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
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たときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき延

滞利息の割合を乗じて計算した延滞金を市に納付しなければならない。

４ 市長は、第１項及び前項の場合において、やむを得ない事情があると認めると

きは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

（財産処分の制限等）

第２２条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長

の承認を受けないで、補助金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、次のいずれかに該当する場合を除

く。

（１） 業務時間外、休日等を利用して補助事業の遂行に支障を来さない範囲で

一時的に転用する場合又は処分制限財産（施設に限る。）の一部（おおむね１

０％を超えない範囲に限る。）について附帯設備の設置を行う場合、その他当

該転用が極めて軽微であると認められる場合

（２） 補助目的たる事業を遂行するために必要な処分制限財産の機能の維持、

回復又は強化を図るための改造を行う場合

（３） 補助事業の成果の全部又は一部を製品化又は商品化するために必要な技

術開発（試作品をもとに需要者の意見等を踏まえて製品化又は商品化に向けた

改良を行う等、本格的に商業ベースでの生産を行う段階に入る直前までの段階

を含む。）、又は当該補助金の交付決定の対象となった事業の目的を達成する

ために必要と認められる関連技術の開発（基礎研究、応用研究、実用化研究等

のいかなる段階にあるかを問わない。）に使用する場合

２ 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から別表第２に定

める期間内において財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受

けなければならない。

３ 市長は、前項の承認をした補助事業者に対し、財産処分の内容により補助金に

相当する額を限度として補助金の全部又は一部を返還させることができるものと

する。

（書類、帳簿等の整備及び保存）

第２３条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等

を事業が完了した年度の翌年度以後５年間保存するものとする。

（補則）
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第２４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項につい

ては、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和４年４月１日から施行する。

別表第１（第６条関係）

（注）消費税及び地方消費税その他市長が別に定める経費は、補助対象外とする。

別表第２（第２２条関係）

経費区分 内容

事業費 補助事業の実施のために専門家に支払われる経費や産業財産権

の取得等に要する経費

試作・開発費 ふるさと名物を新規開発するために必要な機械装置・設備、原

材料、設計、検査等に要する経費

販路開拓費 新規開発するふるさと名物の販路を開拓するために必要な展示

会への出展・市場調査・広告宣伝等に要する経費

量産化費 新規開発するふるさと名物の量産化に要する経費

建物建築費 補助事業の実施のために必要な建築物の建造等に要する経費

その他 市長が認める経費

補助額 制限期間

４０万円未満 ５年間

４０万円以上 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）に定める耐用年数に相当する期間


