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（高梁川流域連携中枢都市圏事業） 

 

高梁川流域圏販路開拓支援事業 募集要領 

 

１ 目的 

  倉敷市内と高梁川流域圏の６市３町（新見市・高梁市・総社市・早島町・矢掛町・井原市・

浅口市・里庄町・笠岡市）の事業者等が，連携して地域資源の販路開拓，販路拡大等を目的

とした展示会，見本市，物産展等（以下，展示会等という）を企画・実施もしくは展示会等

に出展する事業の実施経費の支援を行うことにより，高梁川流域圏の地域資源の活用を推進

し，地域経済の循環・活性化を図ることを目的とする。 

 

２ 支援対象者 

  次のいずれかに該当する事業者等 

  （１）倉敷市，新見市，高梁市，総社市，早島町，矢掛町，井原市，浅口市，里庄町，笠

岡市の市内又は町内に住所及び事業所を有する個人事業主 

  （２）倉敷市，新見市，高梁市，総社市，早島町，矢掛町，井原市，浅口市，里庄町，笠

岡市の市内又は町内に主たる事業所（本社）を有する会社 

  （３）構成員が倉敷市，新見市，高梁市，総社市，早島町，矢掛町，井原市，浅口市，里

庄町，笠岡市の市内又は町内にある次の団体 

①事業協同組合 ②商工組合 ③企業組合又は協業組合 

④地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人又は任意団体であって実施事務

局が適当と認める団体  

 

３ 支援対象事業 

  次のすべてを満たす事業内容であること 。 

（１）高梁川流域圏の地域資源を活用した製品や商品をテーマにした展示会等であること。 

（２）実施後も継続及び更に展開することを想定した事業であること。 

（３）おおむね３事業者以上の複数の事業者等で実施すること。 

（４）倉敷市の事業者等が１社以上参加すること。 

（注１）支援対象事業者等は当該事業について，国や自治体などから他の補助金助成等を受

けていないことを条件とする。 

 

４ 支援内容 

  「２ 支援対象者」及び「３ 支援対象事業」の条件を満たす者に，次のとおり支援を

行う。 

（１）１件あたりの総事業費の内，対象となる経費（消費税等を含む）の３分の２を支援

する。 

ただし，平成３０年７月豪雨の被災事業者が参加する場合は，４分の３を支援する。 

※消費税等とは，消費税，地方消費税，印紙税などをいう。 

（２）１件あたりの限度額は，県内での事業は５００千円，県外での事業は１，０００

千円とする。 

※原則１申請者につき１回限り。（ただし，限度額内であれば複数回の申請可） 
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（支援対象経費について） 

  交通費，宿泊費等のスタッフの経費，出展品代を除く経費とする。 

 （その他） 

  取得価格が３万円以上の機械，器具又は物品の使用が必要となる場合，当該備品の調達方

法については，特段の事情がない限り，賃貸借契約（リース又はレンタル）により整備する

こと。 

 

５ 事務局について 

高梁川流域圏販路開拓支援事業実施事務局（以下，「実施事務局」という。） 

  (株)ビザビ 倉敷支社（担当：三宅，立花，藤原） 

  〒７１０－０８２４ 倉敷市白楽町４１２－１ 

  電話番号：０８６－４２２－２６３５（営業時間：月～金 ９：００～１８：００） 

  ＦＡＸ番号：０８６－４２２－２６３６ 

＜実施主体について＞ 

  本事業は，倉敷市が(株)ビザビに委託して実施する。 

担当部署：倉敷市文化産業局商工労働部商工課くらしき地域資源推進室 

電話番号：０８６－４２６－３４０６ 

 

６ 申請から支援金支払いまでの流れ 

  次の①から⑨の手順で実施する。 

 

    

 

 

① 申請書類提出                ② 提出された交付申請書を審査 

 

 

④ 決定通知後，事業の実施             

   ※実施事務局に事業開始の連絡        ③ 支援の決定通知 

 

 

 

⑤ 事業終了後，                ⑥ 報告書の内容確認・審査 

実績報告書を提出 

 

 

 

⑧ 支援金請求書の提出             ⑦ 支援金の確定通知 

 

 

          ⑨ 支援金の支払い 

           ※請求後３０日以内 

 

 

事 業 者 

  

実 施 事 務 局 
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７ 事業申請手続 

  （１）受付期間 

     令和元年７月５日（金）～令和元年１２月２７日（金） 

     ※期間内に事業計画の提出があった順に，書類審査・ヒアリングを行い採択・不採

択を決定します。なお，予算の状況により，期間内であっても受付を終了する場

合があります。 

  （２）提出書類 

    ① 高梁川流域圏販路開拓支援事業申請有資格者であることの誓約書（様式第１号） 

    ② 高梁川流域圏販路開拓支援事業計画書の提出について（様式第２号） 

    ③ 事業計画書（様式第３号） 

    ④ 収支予算書（様式第４号） 

    ⑤ 委任状（様式第５号）※必要な場合のみ（別紙「事業者等の連携について」参照） 

    ⑥ 高梁川流域圏販路開拓支援事業事前着手理由書（様式第９号）※必要な場合のみ 

    ⑦ 罹災証明書の写し※平成３０年７月豪雨の被災事業者が参加する場合のみ 

    ⑧ その他，実施事務局が必要と認める資料 

  （３）提出先及び提出方法 

    ①提出先 

      (株)ビザビ 倉敷支社 

      〒７１０－０８２４ 倉敷市白楽町４１２－１ ※ビル３階 

    ②提出方法 

      郵送（当日消印有効）または持参 

（注２）支援の可否を審査後，決定通知書（様式第６号）を送付する。 

（注３）決定後，事業を実施すること。※「11 留意事項（１）」を参照 

（注４）事業実施にあたっては，実施事務局に事業開始の連絡をすること。 

 

８ 実施報告手続 

  事業が完了したときは，その日から３０日を経過した日，又は令和２年２月２８日（金）

のいずれか早い日までに，実施報告を行うこと。 

（１）提出書類 

    ① 高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金実績報告書（様式第１１号） 

② 事業実績書（様式第１２号） 

③ 収支決算書（様式第１３号） 

④ 支援対象経費の支出に係る証拠書類の写し（契約書，納品書，請求書，領収書等） 

⑤ 支援対象事業の実施が確認できる資料(チラシ，パンフレット，写真，新聞記事等) 

⑥ 高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金決定通知書（写） 

⑦ その他，実施事務局が必要と認める資料 

（２）提出先及び提出方法 

    上記「７ 事業申請手続き（３）」に同じ 
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９ 支援金請求手続 

  実績報告書提出後，実施事務局が審査を行い，交付すべき支援金の額を確定し，申請事業

者に通知する。交付確定通知書（様式第１４号）が届いたら，速やかに支援金請求を行うこ

と。 

 （１）提出書類 

    ① 高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金請求書（様式第１５号） 

    ② 高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金確定通知書（写） 

 （２）提出先及び提出方法 

    上記「７ 事業申請手続き（３）」に同じ 

 （注５）支援金は請求書が実施事務局に届いてから，３０日以内に指定の口座に支払うもの

とする。 

 

10 その他手続き 

  上記（７～９）に加え，次の場合には，必要な手続きを行うこと。 

 （１）事業の内容又は経費の変更をする場合 

    支援金交付決定後，事業計画書にある内容又は経費を変更しようとする場合は，あら

かじめ，実施事務局に連絡し指示を受けること。その場合，実施事務局に次の申請書等

を提出し，変更の承認を受けること。 

    ただし，軽微な内容変更である場合は，申請書等の提出は不要。 

   ＜提出書類＞ 

    ① 高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金変更(中止，廃止)承認申請書（様式第７号） 

    ② 事業計画書（様式第３号） 

    ③ 収支予算書（様式第４号） 

    ④ 高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金決定通知書（写） 

  ※②③については，変更内容に応じて提出すること。 

（２）事業を中止又は廃止する場合 

   事業を中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめ変更（中止，廃止）承認申請

書（様式第７号）を実施事務局に提出し，その承認を受けること。 

（３）事業完了が遅延する場合 

   支援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とき，また，支援事業

の遂行が困難になったときは，速やかに遅延報告書（様式第８号）を実施事務局に提出し，

その指示を受けること。 

 

11 留意事項 

 （１）事業の着手時期 

    事業の着手時期は，交付決定のあった日以降でなければならない。ただし，事業の性

格上やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。 

    その場合には，事業申請時に事前着手理由書（様式第９号）を添付すること。 

    事業の事前着手とは，具体的には，発注，契約，購入，展示会の出展申込等のことを

指す。 

 （２）支援金の端数処理 

    支援金の額に１，０００円未満の端数があるときは，切り捨てるものとする。 
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 （３）支援金対象経費の証拠書類について 

    「８ 実施報告手続（１）の④」に，契約書，納品書，請求書，領収書等とあるが，

銀行振り込みで支払を行った場合は，振込明細書，振込依頼書，預金通帳の写し等振込

が完了したことが分かる資料の提出を求める場合がある。 

 （４）情報の公表及び協力について 

    申請事業者は，実施事務局（又は倉敷市）が事業の成果を調査，公表し，又は普及を

図る場合は，これに協力するものとする。なお，申請事業者の名称や事業の取組内容及

び成果について，申請事業者の協力を得て，高梁川流域圏の連携事業の実例として公表

する場合がある。 

 （５）支援金の決定取り消しについて 

    支援金の申請等において，不正の行為があると認められた場合は，支援金の全部又は

一部についての決定を取り消し，また，既に支援金が支払われているときは，その返還

を命じるものとする。 

 

12 Ｑ＆Ａ 

  【全 般】 

Ｑ１ 各申請書の交付申請者の「住所」，「事業者・団体名」，「代表者職・氏名」は？ 

Ａ１ 実施主体となる，事業者の住所等を記載してください。個人事業主の方は住民票上

の住所を，法人（会社）の場合は，法人登記上の住所を記載してください。 

 

Ｑ２「10 その他手続き」の「（１）事業の内容又は経費の変更をする場合（支援金交付決

定後）」には，変更申請手続きをしなければならないとあるが，「ただし，軽微な内容

変更である場合は，申請書等の提出は不要。」とある。「軽微な内容変更」とは？ 

Ａ２ 収支予算書の項目は変更せず，対象経費総額の２０％以内の増減であれば，軽微な

変更とします。 

   その他変更について不明な点は，実施事務局にお問い合わせください。 

 

Ｑ３ 支援事業の完了とは，いつの時点を指すのか？ 

Ａ３ 事業に係る支払いがすべて完了した時点を指します。 

 

【経 費】 

Ｑ４ ポイントによる支払，小切手や手形による支払，他の取引との相殺による支払は経

費の支払いとして認められますか？ 

Ａ４ 認められません。 

 

Ｑ５ 他の取引との混合支払は経費の支払いとして認められますか？ 

Ａ５ 混合支払い全体の金額が，対象経費の支払い分とその他の取引の金額の合計と合致

することが，確認できる場合に限り，認められます。 
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Ｑ６ クレジットカードでの支払いは経費の支払いとして認められますか？ 

Ａ６ 認められます。ただし，一括払いの場合は，翌月の引き落としが完了したものが対

象経費として認められます。また，分割払いの場合は，当該年度の実施報告書提出期

限内（「８ 実施報告手続を参照」）に支払（引き落とし）が全て完了したものについ

てのみ対象経費として認められます。なお，リボルビング払いは認められません。 

 

Ｑ７ クレジットカードでの支払いをした場合，実施報告書に添付する経費の支払及び内

訳を証するものとして何が必要ですか？ 

Ａ７ ①店舗等が発行する売上票（お客様控え），②カード会社からの明細，③口座からの

引き落としがわかるもの（預金通帳の写し等）を提出してください。 

 

 

【様式一覧】 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業申請有資格者であることの誓約書（様式第１号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業計画書の提出について（様式第２号） 

・事業計画書（様式第３号） 

・収支予算書（様式第４号） 

・委任状（様式第５号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金決定通知書（様式第６号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金変更（中止，廃止）承認申請書（様式第７号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業遅延報告書（様式第８号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業事前着手理由書（様式第９号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金変更（中止，廃止）決定通知書（様式第１０号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金実績報告書（様式第１１号） 

・事業実績書（様式第１２号） 

・収支決算書（様式第１３号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金確定通知書（様式第１４号） 

・高梁川流域圏販路開拓支援事業支援金請求書（様式第１５号） 

 

 

＜受託事業者（実施事務局）＞ 

  株式会社ビザビ 

  担当：三宅，立花，藤原 

  〒７１０－０８２４ 倉敷市白楽町４１２－１ 

  ＴＥＬ：０８６－４２２－２６３５ 

  ＦＡＸ：０８６－４２２－２６３６ 

 

＜委託元＞ 

倉敷市文化産業局商工労働部商工課くらしき地域資源推進室 

担当：槙野，安部 

〒７１０－８５６５ 倉敷市西中新田６４０番地 

電話番号：０８６－４２６－３４０６ 


