
高松市サステナブルな観光コンテンツ促進事業補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた市

内観光関連産業の活性化を図るため、多様な関係者が一体となって、サステ

ナブルな観光コンテンツを造成する事業（別に定める高松市サステナブルな

観光コンテンツ促進事業補助金公募要領に基づき選定された事業に限る。）

に対して、予算の範囲内で高松市サステナブルな観光コンテンツ促進事業補

助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、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定義は、当該各号に定め

るところによる。  

(１ ) 観光コンテンツ  本市の魅力ある地域資源を活用した、県内外から市

内への観光客の集客が見込まれる観光誘客イベント、ツアー、体験プログ

ラム等をいう。  

(２ ) 造成  前号に規定する観光コンテンツを企画し、実施することをいう。  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次に掲げる者とする。  

 (１ ) 市内に事業所を持つ法人  

(２ ) 市内に活動拠点を持つ観光振興に取り組む団体（規約等により代表者

の定めがあり、財産の管理を適正かつ継続的に行うことができるものに限

る。）    

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。  

(１ ) 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７

７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは同条第６号に規定する暴力

団員又はこれらの者と密接な関係を有する者  

(２ ) 第７条の規定による補助金の交付の申請の日において本市の市税のう

ち納期限の到来した税額を滞納している者  



(３ ) 前２号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者  

（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、

市内の宿泊客及び観光消費の増加に繋がる事業であり、かつ、補助対象事業

が完了した後も事業の継続性が見込まれ、次の各号のいずれかに該当する事

業とする。  

(１ ) 市民の周遊を促進し、市民が地元の魅力を再認識することにつながる

事業  

(２ ) 観光客及び市民による自発的な観光に係る情報の発信を促す事業  

(３ ) 観光客の周遊の促進及び観光地の混雑緩和につながる事業  

(４ ) 歴史、文化、芸術等の観光資源を活用した事業   

２  次の各号に該当する事業は、補助対象事業としない。  

 (１ ) 物品の購入を主たる目的とする事業  

(２ ) 政治活動又は宗教活動と認められる事業  

(３ ) 公序良俗に反する事業  

(４ ) その他、事業の目的、公益性、公平性等の観点から補助金の交付が相

応しくないと市長が認める事業  

（補助対象経費及び補助対象経費区分）  

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、

補助対象事業の実施に直接必要な経費として明確に区分できるものとし、次

の各号のいずれかに該当する経費とする。なお、補助対象経費区分は別表の

とおりとする。  

 (１ ) 観光コンテンツの造成に係る経費  

ア  滞在型・周遊型の観光コンテンツ、旅行商品等の企画開発  

イ  観光イベントの実施  

ウ  名産品の企画開発  

エ  ワークショップ、協議会等の開催  

オ  造成した観光コンテンツに関するモニターツアーの開催   

カ  ガイドの育成等  

(２ ) 観光コンテンツの造成に必要となる備品及び設備の導入等に係る経費  

(３ ) プロモーションに係る経費  



ア  動画、ホームページ、チラシ、パンフレット等対外的な情報発信のた

めの素材及びツールの作成  

イ  造成した観光コンテンツの販路拡大を目的とした広告宣伝等  

(４ ) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に必要となる物品（マ

スク、消毒液、アクリル板等）の購入、レンタル、リース等に係る経費   

２  次の各号に該当する経費は、補助対象経費としない。  

 (１ ) 食糧費  

(２ ) 経常的な経費（事務所経費、職員の給与等）  

(３ ) 消費税及び地方消費税  

(４ ) 補助金の交付申請書及び実績報告書の作成、送付等に係る経費  

(５ ) 使途の特定が困難な経費（電気代、光熱水費等）  

(６ ) 第８条に規定する補助金の交付決定通知日前に着手した業務に係る経     

 費  

(７ ) その他補助対象事業に要する経費として市長が適当と認めない経費  

（補助金の額）  

第６条  補助金の上限額は、１事業につき１，０００万円とし、補助金の額は、

補助対象経費から５００万円を差し引いた額に２分の１を乗じて得た額に  

５００万円を加えた額とする。ただし、補助対象経費が５００万円未満の場

合は、補助金の交付をしない。  

２  算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てるものとする。  

３  消費税及び地方消費税に相当する額は、補助金の額には含まないものとす

る。  

（交付の申請）  

第７条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、高

松市サステナブルな観光コンテンツ促進事業補助金交付申請書（様式第１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。  

(１ ) 事業実施計画書（様式第２号）  

(２ ) 収支予算書（様式第３号）  

(３ ) 滞納無証明書（発行後３月以内のものに限る。）  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  



（交付の決定等）  

第８条  市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、補助金の交付を決定したときは、高松市サステナブルな観光コンテ

ンツ促進事業補助金交付決定通知書（様式第４号）によりその決定内容及び

これに付する条件を申請者に通知し、交付しないことを決定したときは、高

松市サステナブルな観光コンテンツ促進事業補助金不交付決定通知書（様式

第５号）により理由を付して申請者に通知するものとする。  

２  市長は、申請書の審査において疑義が生じたときは、関係機関へ問い合わ

せることができる。また、指摘事項があるときは、市長は、申請者に通知を

して、その補正を求めることができる。  

（着手届及び完了届）  

第９条  前条の規定による交付の決定の通知を受けた申請者（以下「補助事業

者」という。）は、補助事業に着手したときは高松市サステナブルな観光コ

ンテンツ促進事業着手届（様式第６号）を、当該補助事業が完了したときは

高松市サステナブルな観光コンテンツ促進事業完了届（様式第７号）を直ち

に市長に提出しなければならない。  

（補助事業の変更等）  

第１０条  補助事業者は、補助事業を変更（市長が認める軽微な変更を除  

く。）しようとするときは、高松市サステナブルな観光コンテンツ促進事業

補助金変更交付申請書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

し、その承認を受けなければならない。  

(１ ) 変更後の事業実施計画書（様式第２号）  

(２ ) 変更後の収支予算書（様式第３号）  

(３ ) 変更の内容を確認することのできる書類  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  

２  市長は、前項の補助事業の変更の承認をしたときは、高松市サステナブル

な観光コンテンツ促進事業補助金変更交付決定通知書（様式第９号）により

当該補助事業者に通知するものとする。  

３  補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、高松市

サステナブルな観光コンテンツ促進事業中止（廃止）承認申請書（様式第  

１０号）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



いては、第８条の規定を準用する。  

４  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業

の遂行が困難となったときは、速やかにその理由、その他必要な事項を市長

に報告し、その指示を受けなければならない。  

（実績報告）  

第１１条  補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して  

２０日を経過する日又は当該年度の２月２８日のいずれか早い日までに、高

松市サステナブルな観光コンテンツ促進事業実績報告書（様式第１１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。  

(１ ) 事業実績書  

(２ ) 収支決算書（様式第１２号）  

(３ ) 補助対象経費を支払ったことを確認することのできる書類  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  

（交付指令等）  

第１２条  市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、提出

された書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合するか否かを確認し、適合すると認

めるときは、補助金の額を確定し、高松市サステナブルな観光コンテンツ促

進事業補助金交付指令書（様式第１３号）により、補助事業者に通知するも

のとする。  

２  前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようと

するときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。  

（補助金の概算交付）  

第１３条  市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業者からの請求に

基づき、当該補助事業者に対し、補助金の全部又は一部について概算交付を

することができる。  

２  市長は、前項の規定による補助金の概算交付をするときは、高松市サステ

ナブルな観光コンテンツ促進事業補助金概算交付指令書（様式第１４号）に

より、補助事業者に通知するものとする。  

３  前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の概算交付を受けよ

うとするときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。  



４  補助事業者は、補助金の概算交付を受けたときは、第１１条の実績報告書

を提出した日から起算して５日以内（その期間の末日が民法（明治２９年法

律第８９号）第１４２条に規定する休日、土曜日又は１２月３１日に当たる

ときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とする。）に精算しなければな

らない。  

（決定の取消し及び補助金の返還）  

第１４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認めると

きは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(１ ) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたと

き。  

(２ ) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。  

(３ ) この要綱の規定に違反したとき。  

(４ ) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反

したとき。  

(５ ) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。  

(６ ) 補助事業者の責めに帰すべき事情により、補助事業を期間内に完了で

きなかったとき。  

(７ ) 前各号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付している

ときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。  

（書類等の整備）  

第１５条  補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証

拠書類を補助事業が完了した日（補助事業の廃止の承認を受けた場合は、そ

の承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存しておかなければなら

ない。  

（検査等）  

第１６条  市長は、必要があると認めるときは、職員に書類等の検査をさせ、

又は補助事業等の執行状況について実地検査をさせることができる。  

２  補助事業者は、市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けな



ければならない。  

（委任）  

第１７条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

 

附  則  

１  この要綱は、令和４年５月３１日から施行する。  

２  この要綱は、補助金の支出事務が完了した日限り、その効力を失う。  

  



別表（第５条関係）  

【補助対象経費区分】  

区分  内容  

賃金  
臨時的に雇い入れた者のアルバイト代等（賞与、諸手当、社会保

険料は除く。）   

謝金  
専門家・アドバイザー、出演者等への謝礼（補助事業者及びその

構成員に対する謝金は除く。）  

旅費  

専門家・アドバイザー、出演者等（補助事業者及びその構成員を

除く。）の移動に要する運賃（公共交通機関によらないタクシー

代、レンタカー代、高速道路料金、駐車場料金、ガソリン代等は

除く。）及び宿泊費  

消耗品費  
単価１０，０００円未満の事務用品、イベント時に使用する消耗

品等の購入に係る経費  

通信運搬費  郵送、運搬等に係る経費  

広告宣伝費  

各種広報媒体（インターネット、雑誌、パンフレット、メディ

ア、ＳＮＳ等）への掲載に係る経費、ホームページの運営及び改

修等に係る経費、ポスター・チラシ等の印刷製本に係る経費  

保険料  参加者等の傷害・賠償保険等に係る経費  

委託料  

補助対象者が直接実施できないもの（特殊な技術又は設備若しく

は専門的知識を必要とするもの）について、他の事業者に委託す

るために必要な経費  

使用料及び

賃借料  
会場、機材等の使用及び貸借に係る経費  

備品購入費  
１０，０００円以上５００，０００円未満の備品（消耗品を除

く。）の購入に要する経費  

その他経費  
上記以外で、補助事業を効率的かつ効果的に執行するため市長が

必要と認める経費  

 


