
さぬき市中小企業等振興支援事業補助金交付要綱 

令和２年３月３１日 

告示第５９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、産業振興の基盤となる中小企業者等を支援することにより、

さぬき市中小企業等振興条例（平成３１年さぬき市条例第２号。以下「条例」と

いう。）の目的である地域経済の健全な発展及び雇用の創出に資するため、さぬ

き市中小企業等振興支援事業補助金（以下「支援補助金」という。）の交付に関

し、さぬき市補助金等交付規則（平成２５年さぬき市規則第２２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 この要綱における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（補助対象者） 

第３条 支援補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は、

次の要件を全て満たす者とする。 

(1) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小

企業者又は中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第

３条第１項に規定する中小企業団体であること。 

(2) 法人にあっては、市内に本店所在地又は主たる事業所を有していること、個

人にあっては、市内に住所又は主たる事業所を有し、かつ、税務署に開業届出

書を提出していること。 

(3) 市税を滞納していないこと。 

(4) 香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること。ただし、農林漁業

はこの限りではない。 

(5) さぬき市補助金等交付規則第５条第２項各号に規定されるものでないこと。 

（補助事業） 

第４条 支援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

商品開発、販路開拓その他の第１条の目的に資する事業として、別表に掲げるも

のとする。 

（補助対象経費） 

第５条 支援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、

別表に掲げる補助事業の区分に応じ、同表に定めるとおりとする。ただし、次に

掲げる経費は、補助対象経費としない。 

(1) 人件費、家賃及び光熱水費 

(2) 消耗品、備品、通信費及び通常の設備投資費用 

(3) 補助対象者の通常の事業活動に伴う経費とみなされるもの 



(4) 他の補助金（次条第１項ただし書の補助金等を除く。）の交付の対象となる

経費 

(5) 公序良俗に反する活動に伴う経費など市の補助金の交付対象として不適切と

みなされる経費 

（支援補助金の額等） 

第６条 支援補助金の額は、補助対象経費（当該経費に係る消費税及び地方消費税

相当額を除く。）の総額の３分の２以内の額（１，０００円未満の端数があると

きは、当該端数を切り捨てた額）とし、別表に掲げる補助事業の区分に応じ、同

表に掲げる補助限度額を上限とする。ただし、補助事業に対し支援補助金と同様

の趣旨の補助金等を国、県等から交付される場合は、補助対象経費の総額から当

該補助金等の額を控除するものとする。 

２ 支援補助金の交付は、別表に掲げる補助事業区分ごとに、同一年度内において

１補助対象者につき１回限りとする。ただし、補助対象者が同表の４の項に掲げ

る展示会・商談会出展の事業として市が主催、共催又は推奨する展示会等への出

展に取り組む場合は、同一年度内に複数回の交付をすることができる。 

（交付申請手続等） 

第７条 支援補助金の交付の申請から支援補助金の交付までの手続のうち、規則第

１３条の規定により、市長が別に定める手続は、次条から第１４条までに定める

ところによる。 

（交付の申請） 

第８条 支援補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、さぬき市中小企業等振興支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各

号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) 事業計画書（様式第２号の１から様式第２号の４まで） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、補助事業を開始するまでに前項に規定する交付申請（以下「交付申

請」という。）を行うものとする。ただし、補助事業の実施期間が複数年度にわ

たる場合は、当該補助事業を開始する前に市長に事業内容等を報告した上で、当

該補助事業が完了する年度に交付申請を行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、事業の開始に急を要する場合その他市長が特に認め

る場合は、申請者は、市長が別に定める期日までに交付申請を行うものとする。 

（交付の決定） 

第９条 市長は、交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査し、必

要に応じて現地調査等を行い、支援補助金の交付の適否を決定するものとする。

この場合において、市長は、必要があるときは、中小企業等の支援に関し識見を



有する者に助言を求めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援補助金の交付を決定したときは、その旨をさぬ

き市中小企業等振興支援事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、申請

者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第１０条 前条の規定による支援補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）

に付する条件は、次に掲げるものとする。 

(1) 支援補助金は、交付申請にあった事業以外に使用しないこと。 

(2) 次のアからウまでのいずれかに該当するときは、直ちに市長の承認又は指示

を受けること。 

ア 補助事業の内容を変更するとき（軽微な変更として次条第１項ただし書に規

定する場合を除く。）。 

イ 補助事業を中止し、又は廃止するとき。 

ウ 補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったと

き。 

(3) 補助事業が完了したときは、速やかに第１３条に規定する実績報告に係る書

類を提出すること。 

(4) 市長が必要と認めるときは、職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執

行状況について実地検査を行うこと。 

(5) 支援補助金に係る文書については、法令に定めのあるものはその期間、その

他のものは事業が完了した年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保存す

ること。 

(6) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。 

(7) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付決定を取り消し、補助金の

返還を求める。 

（補助事業の変更） 

第１１条 交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、当該交付

決定に係る交付申請の内容を変更をしようとするときは、あらかじめさぬき市中

小企業等振興支援事業補助金変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。ただし、支援補助金の額の増額を伴わない軽微

な変更であって、次の各号のいずれにも該当する場合は、市長の承認を必要とし

ないものとする。 

(1) その変更によって補助事業の目的をより効率的に達成できる場合 

(2) 交付申請に際し提出した収支予算書の経費区分相互間における増減であって、

その額が補助対象経費の総額の３０パーセント以内で増減する場合 

２ 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、



又は条件を付すことができる。 

３ 市長は、前項の規定により交付決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、

その旨をさぬき市中小企業等振興支援事業補助金交付決定変更通知書（様式第６

号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじ

めさぬき市中小企業等振興支援事業補助金中止（廃止）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。 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、さぬき市中小企業等振興支

援事業補助金実績報告書（様式第８号）に次の各号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) 収支決算書（様式第９号） 

(2) 実施した事業の概要がわかる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（支援補助金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条に規定する実績報告（以下「実績報告」という。）があっ

たときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該実績報告に

係る補助事業の実施結果が第９条の規定による支援補助金の交付の決定の内容

（第１０条の規定による承認をした場合は、その承認の内容）及びこれに付した

条件に適合すると認めるときは、交付する支援補助金の額を確定し、さぬき市中

小企業等振興支援事業補助金交付確定通知書（様式第１０号）により補助事業者

に通知するものとする。 

（支援補助金の交付） 

第１５条 支援補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

交付するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、さぬ

き市中小企業等振興支援事業補助金交付請求書（様式第１１号）を市長に提出し

なければならない。 

（状況の調査） 

第１６条 市長は、支援補助金の交付後５年間を目途に必要に応じて補助事業者に

事業の状況報告を求めることができる。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、支援補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定めるものとする。 

附 則 



この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則(令和3年告示第45号) 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第４条、第５条、第６条関係） 

補助事業 補助対象経費 補助限度額 

区分 内容 

１ 特 産 品 開

発・改良 

県内又は市内の地域

資源を活用した特産

品の新規開発、既存商

品の改良など 

専門家謝金、出張旅費、

試作品作成に係る原材料

費、機械装置リース料、

委託費、印刷製本費、マ

ーケティング調査費、広

告宣伝費など 

３０万円 

２ デザイン等

活用 

デザインの開発・改良

等による、商品力向

上、自社ブランドの構

築など 

専門家謝金、出張旅費、

委託費、印刷製本費など 

２０万円 

３ 知的財産権

取得 

特許権、実用新案権、

意匠権、商標権等の取

得に係る出願など 

出願に要する経費 １０万円 

４ 展示会・商

談会出展 

販路開拓を目的とし

た市外で開催される

展示会・商談会への出

展（販売が主目的のも

のを除く。） 

出展経費、旅費、運搬費

など 

県内 ５万円 

県外 １０万円 

国外 １５万円 

５ IT等活用 自社ホームページ等

の作成又は変更、イン

ターネットショップ

への出店、開設、キャ

ッシュレス決済端末

の導入など 

委託費、プロバイダー契

約料、サーバー契約料、

新規回線加入料、独自ド

メイン取得料、インター

ネットショップ入会金な

ど 

２０万円 

６ 自社PRツー

ル作成 

自社PRを目的とした

会社案内、カタログ、

パンフレット、看板等

の作成など（一時的又

は簡易的なものを除

PRツール作成に要するデ

ザイン委託費、印刷製本

費など 

１０万円 



く。） 

７ 創業 創業後１年以内にお

ける販路開拓に要す

る広告宣伝 

広告宣伝費、出張旅費な

ど 

３０万円 

８ 新規事業広

告宣伝 

新製品等のPR、新規事

業に係る販路開拓に

要する広告宣伝など

（販売・事業開始後３

年以内のもの に限

る。） 

広告宣伝費、出張旅費な

ど 

２０万円 

９ 人材育成 業務に関連する研修

受講、資格新規取得な

ど（普通自動車運転免

許又は資格の更新を

除く。） 

受講料、講師謝金、受験

料など 

１０万円 

１０ 経営革新 経営革新に必要と認

められる専門家の招

へい、事業承継６次産

業化の取組、SDGsの取

組、BCPの策定など 

専門家謝金、研究経費、

委託費など 

３０万円 

 


