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益田市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱を次のように定

める。 

 

 令和２年６月８日 

 

                   益 田 市 長 山 本 浩 章   

 

益田市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成２４年法律第３１号)附則第１条の２第１項に規定する新型コ

ロナウイルス感染症をいう。以下同じ。）による地域経済への影響を鑑み、中

小企業者（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第２条第１項に規定

する中小企業者をいう。以下同じ。）の売上確保に向けた取組みを支援するこ

とにより、地域経済の回復を図ることを目的として、予算の範囲内で交付する

益田市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号）及び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）並びに益田市補助金等交付規則（平成９年益田

市規則第９号。以下「規則」という。）に定めるものほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、本市に事業所を置く中小企業者（法人

にあっては本店、個人にあっては主たる事業所を島根県に置く者に限る。）で

あって、日本標準産業分類大分類のうち次の各号に掲げるいずれかの事業を実

施するものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業（同項第１

号（キヤバレーを除く。）、第２号、第３号及び第５号を除く。）又は同条第

５項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業を除く。 

(1) 小売業 

(2) 宿泊業 

(3) 飲食サービス業 

(4) 生活関連サービス業（易断所、観相業及び相場案内業（けい線屋）を除

く。） 

(5) 娯楽業（競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業（置屋、検番を除

く。）、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬等予想業を除く。） 

(6) 鉄道業 

(7) 道路旅客運送業 



(8) 水運業 

 （補助事業の内容等） 

第３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、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための事業又は事業継続に向けて

新たに実施する事業とする。 

２ 複数の中小企業者が共同で実施する補助事業（以下「共同事業」という。）

については、共同事業に係る全ての中小企業者から委任を受けた者が実施する

ものとする。 

３ 補助事業の実施期間は、令和２年４月７日から令和２年１２月３１日までの

期間とする。 

４ 補助事業の区分、補助対象経費、補助率並びに補助上限額及び下限額は、別

表第１に掲げるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額は、補助

対象経費に含まない。 

５ 前項の場合において、店舗等の事業所又は車両等を管理する事業所が複数の

市町村に所在する中小事業者については、本市に所在する事業所に係る補助事

業の経費を補助対象経費とする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする中小企業者（以下「申請者」という。）

は、益田市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金交付申請書（様式第

１号。以下「交付申請書」という。）に必要な書類を添えて、市長に提出する

ものとする。 

２ 交付の申請は、別表第１に掲げる一般枠、共同事業枠につきそれぞれ１回に

限り行うことができる。 

（交付決定通知） 

第５条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請の内容

を審査し、交付の可否を決定するとともに、当該決定の内容を申請者に通知す

るものとする。 

２ 市長は、前項の通知に際して、本要綱に定めるもののほか必要な条件を付す

ことができる。 

３ 市長は、令和２年４月７日から第１項の交付の決定の日前までに申請者が着

手した補助事業に要する経費について、適当と認めるときは、補助金の交付の

対象とすることができる。 

（申請の取下げ） 

第６条 前条第１項に規定する交付決定の通知を受けた申請者（以下「補助事業

者」という。）は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服が

あり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日

から７日以内に市長に書面をもって申し出なければならない。 

（補助事業の経理等） 

第７条 補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備

え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしてお

かなければならない。 



２ 補助事業者は、前項の帳簿等を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を

含む。）の日の属する年度の終了後５年間、市長の要求があったときは、いつ

でも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。 

（変更の承認等） 

第８条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ益田

市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金計画変更（等）承認申請書

（様式第２号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助対象経費の額を増額しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変

更を除く。 

ア 補助の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由

な創意によって、より能率的な補助の目的の達成に資するものと考えら

れる場合 

イ 補助の目的及び事業効果に関係がない事業計画の細部の変更である場

合 

(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 市長は、前項の承認を行う場合において、必要に応じて交付の決定の内容を

変更し、又は条件を付すことができる。 

（契約等） 

第９条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約を締

結する場合は、一般の競争に付すものとする。ただし、補助事業の運営上、一

般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は

随意契約（別表第２左欄に掲げる契約の種類に応じ、その予定価格が同表右欄

に定める額を超えないものに限る。）によることができる。 

２ 補助事業者は、前項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正

な遂行のため必要な調査に協力を求めることとする。 

３ 補助事業者は、前２項の契約（契約金額１００万円未満のものを除く）に当

たり、県知事又は市長から補助金の交付等の停止措置又は指名停止措置が講じ

られている事業者（次項において「停止措置事業者」という。）を契約の相手

方としてはならない。ただし、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又

は不適当である場合は、県知事及び市長の承認を受け、当該事業者を契約の相

手方とすることができる。 

４ 市長は、補助事業者が前項本文の規定に違反して停止措置事業者を契約の相

手方としたことを認めた場合は、補助事業者に対し必要な措置を求めることが

できるものとし、補助事業者は、市長から求めがあった場合は、その求めに応

じなければならない。 

５ 前各項の規定は、補助事業の一部を第三者に請け負わせ、又は委託して実施

する体制が何重であっても、同様に取り扱うものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、補助事業者の契約に当たっての取扱いは、次に

掲げるとおりとする。 



(1) 見積書を取ること（１０万円未満（工事又は製造の請負契約にあっては

２０万円未満）の契約をするときは、２者以上の者から見積書を取るこ

と。）。ただし、５万円未満の契約をするときは、この限りでない。 

(2) 契約金額が５万円以上の場合は、契約書を作成し、保管すること。 

（債権譲渡の禁止） 

第１０条 補助事業者は、第５条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の

全部又は一部を、市長の承諾を受けずに、第三者に譲渡し、又は承継させては

ならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法

律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法

施行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対して

債権を譲渡する場合は、この限りでない。 

２ 第１４条第１項の規定による補助金の額の確定後、補助事業者が前項ただし

書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が市長に対し、民法（明治２９年

法律第８９号）第４６７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の

特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」と

いう。）第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合においては、

市長は、次に掲げる事項を主張する権利を保留し、又は次に掲げる異議をとど

めるものとする。補助事業者から債権を譲り受けた者が市長に対し、債権譲渡

特例法第４条第２項に規定する通知又は民法第４６７条若しくは債権譲渡特例

法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合においても、同様とする。 

(1) 市長は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権

金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること。 

(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外へ

の譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきこと

を行わないこと。 

(3) 市長は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみによ

り、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債

権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、

譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者

と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。 

（事故の報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと

見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに

益田市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金事故報告書（様式第３号）

を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

（遂行状況の調査） 

第１２条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、市長の要求があったと

きは協力しなければならない。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）

したときは、その日から起算して２０日を経過した日又は令和３年３月３１日



のいずれか早い日までに、益田市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助

金実績報告（様式第４号。以下「実績報告書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 市長は、前条の報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の

内容（第８条第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこ

れに付した条件に適合すると認めるきは、交付すべき補助金の額を確定し、補

助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に

その額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返

還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、市長の定める日とし、期限内に納付がない場合

は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて市長の定める割合

で計算した延滞金を徴するものとする。 

（補助金の支払） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後

において、補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費

（補助事業者が支出済みの経費に限る。）については、概算払をすることがで

きる。 

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとする

ときは、益田市商業・サービス業感染症対応支援事業費補助金概算払請求書

（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１６条 市長は、第８条第１項第３号の補助事業の全部若しくは一部の中止若

しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、

第５条第１項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更すること

ができる。 

(1) 補助事業者が、法令、この要綱の規定又は法令若しくはこの要綱の規定

に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合 

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をし

た場合 

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合 

(5) 補助事業者が、別記に定める暴力団排除に関する誓約事項に違反した場

合 

２ 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に係

る補助金を交付しているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返

還を命ずる。 



３ 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第１項第４号に規定する場合を除き、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、市の定め

る割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還については、第１４条第３項の規定を準用する。 

（財産の管理等） 

第１７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（以

下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、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、その効率的な

運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第６号）を

備え、管理しなければならない。 

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第１３条に定める実績

報告書に前項の取得財産等管理台帳の写しを添付しなければならない。 

４ 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあ

ると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。 

（財産の処分の制限） 

第１８条 取得財産等のうち、規則第１５条第１項第３号又は第４号の規定によ

り処分を制限するものは、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の

機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 規則第１５条第２項に規定する財産の処分を制限する期間は、補助金交付の

目的及び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）に定める耐用年数を勘案して経済産業大臣が別に定める期間に準じ、市長

が定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限さ

れた取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ益田市商業・サービス

業感染症対応支援事業費補助金財産処分承認申請書（様式第７号）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

（産業財産権等に関する報告） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意

匠権又は商標権等（以下「産業財産権等」という。）を補助事業期間内に出願

若しくは取得した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合に

は、遅滞なくその旨記載した産業財産権等取得等届出書（様式第８号）を市長

に提出しなければならない。 

（収益納付） 

第２０条 市長は、補助事業者の補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡

又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により収益が生じたと認めたとき

は、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納

付させることができるものとする。 

（暴力団排除に関する誓約） 



第２１条 補助事業者は、別記に定める暴力団排除に関する誓約事項について補

助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに

同意したものとみなす。 

 （その他） 

第２２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 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年６月８日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に交付の決定がなされた補助金については、第７条、第１０条、第１２条及び

第１６条から第２０条までの規定は、同日後もなおその効力を有する。 

別表第１（第３条関係） 

区分 補助対象経費 補助率 
補助上限額及び下

限額 

一般枠 次に掲げる経費（これに付随して

発生する経費（運賃、設置費等）

を含む。）とする。 

(1) 新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策に要する経

費（改修費、備品購入費、備

品リース料、広告宣伝費、消

耗品費、委託費等） 

(2) 新事業展開に要する経費

等（改修費、備品購入費、備

品リース料、広告宣伝費、消

耗品費、委託費等） 

補助対象

経費の４

/５以内 

補助事業の区分ご

との補助金の交付

額の上限額及び下

限額は、次に掲げ

るとおりとする。 

(1)  上限額８０

万円（補助対象

経費の上限額は

１００万円） 

(2)  下限額８万

円（補助対象経

費の下限額は１

０万円） 

共同事業

枠 

次に掲げる経費（これに付随して

発生する経費（運賃、設置費等）

を含む。）とする。ただし、共同

事業による成果が確認できるもの

に限る。 

(1) 新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策に要する経

費（広告宣伝費、委託費等） 

(2) 新事業展開に要する経費

等（広告宣伝費、委託費等） 

備考 



１ 消耗品費及び原材料費は、令和２年１２月３１日までに使用したもの

を補助対象経費とする。 

２ 補助金の申請は、一般枠と共同事業枠を分けて申請するものとする。 

３ 補助金の額の算定に当たっては、千円未満を切り捨てるものとする。 

別表第２（第９条関係）  

(1) 工事又は製造の請負 ２５０万円 

(2) 財産の買入れ １６０万円 

(3) 物件の借入れ ８０万円 

(4) 前各号に掲げるもの以外のもの １００万円 

 

  



別記（第１６条、第２１条関係） 

 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をする

に当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において、下記のいずれにも該当し

ないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、

当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、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。以下「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。）であると 

(2) 法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合

は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、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。）であるとき。 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の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を利用するなどしているとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有しているとき。  

 


