令和２年度山形県インバウンド受入環境整備事業費補助金交付要綱
（目的）
第１条 知事は、山形県内の宿泊施設、観光施設、その他インバウンドの拡充に意欲のある
民間事業者等が実施する外国人宿泊者数の増加や県内での消費拡大を促進する自発的な
取組みを誘発することで、県全体の受入環境レベルの底上げを図るため、山形県補助金等
の適正化に関する規則（昭和 35 年８月県規則第 59 号。以下「規則」という。）及び本要
綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
（交付対象事業等）
第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び補助事業を行うた
めに必要な経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第一欄及び第二欄のとおりと
する。
（補助率及び補助金の額）
第３条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く。）の
２分の１以内の額（千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額）とし、上
限額は別表第一欄に掲げる補助事業に応じ、同表第四欄に掲げる額とする。ただし、１補
助対象者当たりの補助金の総額は 1,000 千円を上限とする。
（補助対象者）
第４条 補助金の交付の対象となる者は、別表第一欄に掲げる補助事業に応じ、同表第三欄
に掲げる者とする。
（事業実施期間）
第５条 補助事業については、令和３年２月 28 日までに完了しなければならない。
（交付申請）
第６条

補助金の交付を申請しようとする者は、規則第５条に定める補助金等交付申請書

（別記様式第１号の１）に次に掲げる書類を添付して、知事が別に定める日まで、提出し
なければならない。
(1) 事業計画書（別記様式第１号の２）
(2) 整備実施施設の場所がわかる地図等（地図が掲載してあれば、パンフレット等でも可）
(3) 整備の内容が確認できる資料（整備実施施設の概要がわかる書類（パンフレット等）
、
整備箇所の位置を示した図面及び写真、デザイン図、サイズ、数量、表記する言語の種
類等）
(4) 補助対象経費が確認できる書類（見積書の写し等）
(5) 別表第一欄(1)の事業を実施する者のうち、免税店を整備するものにあっては、輸出
物品販売場の許可書及び免税店シンボルマーク使用承認書の写し、免税手続きカウンタ
ーを整備するものにあっては、承認免税手続事業者としての承認を証する書類及び免税
手続きカウンター使用承認書の写し（いずれも既に許可等を受けている者に限る。）
(6) セキュリティ対策確認書（予定）（Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備する場合のみ）
(7) 補助金の振込先が分かる書類（通帳の写し等）
(8) その他知事が必要と認める書類

（交付決定）
第７条 知事は、前条による補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と
認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、速やかにその決定の内容を申請
者に通知するものとする。
２ 知事は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知する。
（交付の条件）
第８条 規則第７条第１項第１号に定める軽微な変更は、補助対象経費の３割を超える増減
を伴う変更以外の変更とする。
２

規則第７条第１項第１号の規定により知事の承認を受けようとするときは、事業計画変
更承認申請書（別記様式第２号）を提出しなければならない。

３

規則第７条第２項の規定に基づき付する条件は、補助事業に対し、財源が国費又は県費
である他の補助金の交付を受けないこととする。
（補助事業の中止又は廃止）

第９条 規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止について知事の承
認を受けようとするときは、補助事業中止（廃止）承認申請書（別記様式第３号）を提出
しなければならない。
（補助事業が期間内に完了しない場合等の報告）
第 10 条 補助事業が第５条に規定する期間内に完了し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は、速やかに補助事業遂行状況報告書（別記様式第４号）を知
事に提出してその指示を受けなければならない。
（実績報告）
第 11 条 規則第 14 条に定める補助事業等実績報告書（別記様式第５号の１）
の提出期限は、
補助事業の完了の日から起算して 30 日を経過する日又は令和３年３月８日のいずれか早
い日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、領収書の写しについては、実
績報告書の提出期限までに請負業者等に対する支払いが完了していない場合は、支払完了
後に速やかに提出すること。
(1) 事業実績報告書（別記様式第５号の２）
(2) 補助事業の実施が確認できる書類（経理書類（契約書、納品書、請求書、領収書等）
の写し、整備状況が確認できる書類写真等）
(3) 別表第一欄(1)の事業を実施するもののうち、免税店を整備するものにあっては、輸
出物品販売場の許可書及び免税店シンボルマーク使用承認書の写し、免税手続きカウン
ターを整備するものにあっては、承認免税手続事業者としての承認を証する書類及び免
税手続きカウンター使用承認書の写し（申請時添付できない場合）
(4) セキュリティ対策確認書（報告）（Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備する場合のみ）
(5) その他知事が必要と認める書類
（額の確定）
第12条 知事は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、これらの審査を行い、補
助事業の実施結果が補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、
交付すべき補助金の額を確定し、これを補助事業者に通知するものとする。

（補助金の支払い）
第 13 条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
（取得財産等の管理）
第 14 条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産について、
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 15 号）で定める法定耐用年
数（以下「法定耐用年数」という。）の期間、その台帳を設け、その保管状況を明らかに
し、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその
適正な運用を図らなければならない。
この場合において、補助事業者は、天災地変その他補助事業者の責に帰することのでき
ない理由により、補助対象設備が毀損され、又は滅失したときは、その旨知事に届け出な
ければならない。
（財産処分の制限等）
第 15 条 規則第 22 条第１項第２号の規定により知事は指定する財産は、取得価格又は効用
の増加額が１件 50 万円以上の機械及び器具とする。
２ 補助事業者は、規則第 22 条の規定により知事の承認を受けようとする場合には、財産
処分承認申請書（別記様式第６号）を提出しなければならない。
３

知事は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に
納付させることができるものとする。

４

規則第 22 条ただし書の規定により知事が定める期間は、法定耐用年数を経過するまで
の期間とする。
（交付の決定の取消）

第16条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第７条の規定により
交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が、当該補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助事業者が、補助金の受理若しくは交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反
したとき。
(3) 補助事業者が、当該補助事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令
に違反したとき。
（補助金の返還）
第17条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消し
に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
（帳簿等の保存期間）
第 18 条 規則第 21 条に定める帳簿等の保存期間は、事業終了の年度の翌年度から５年間と
する。
（その他）
第 19 条 この要綱に定めるもののほか、本補助金に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和２年７月 17 日から施行する。

別表
補助事業

（1）
外国語（多
言語）対応
の整備

補助対象経費の詳細
ア 外国語表記による案内板、誘導板の作製
及び設置に要する経費
イ 既設案内板、既設誘導板の盤面張替によ
る外国語表記の整備に要する経費
ウ 外国語表記による施設の概要、施設内設
備の利用方法、展示品等の説明書き等の整
備に要する経費
エ 外国人観光客とのコミュニケーションの
円滑化及び施設案内業務の効率化のための
ツール（翻訳機やＡＩチャットＢｏｔ等）
の導入に要する経費（ＡＩチャットＢｏｔ
を導入するにあたっては、地域特性に応じ
たＦＡＱの設定や初期設定、当該機能を搭
載するデバイスの購入等に要する費用のみ
を対象とする。
）
オ 外国語パンフレットの作成に要する経費
カ 外国語表記のホームページ（予約システ
ムの導入も含む）作成に要する経費
キ 既存ホームページの多言語化に要する経
費
ク その他、ア～キに付帯する必要と認めら
れるものの調達、整備に要する経費
※ ア～エは、デジタルサイネージも含む。
※ 事業実施にあたっては、「観光立国実現に
向けた多言語対応の改善・強化のためのガ
イドライン（平成 26 年３月観光庁策定）
」
の参照や、ネイティブチェック等により、
外国人利用者が理解しやすい表記となる
よう留意すること。
※ 案内板、誘導板の整備にあたっては、外国
語表記部分の視認性を確保すること。

補助対象者

山形県内において、自らの費用負担で第一 1,000 千円
欄に定める補助事業を実施する民間事業者 （ １ 補 助 対 象
等とする。
者当たりの補
助金の総額は
1,000 千円を上
限とする。）

（対象外経費）
・ 上記に係る維持管理経費（通信費、維持
管理費、修繕費）
・ 盤面内容の一部修正に要する経費
・ 既存外国語パンフレットの改訂及び増刷
に要する経費

（2）
Ｗｉ－Ｆ
ｉ（公衆無
線ＬＡＮ）
環境整備

ア Ｗｉ－Ｆｉ環境整備に必要な機器の購入
費
イ 上記に係る回線設置・増設に伴う屋内外
の配線工事に要する経費
ウ その他、ア及びイに付帯する必要と認め
られるものの調達、整備に要する経費
（対象外経費）
・ 上記に係る維持管理経費（通信費、維持
管理費、修繕費）

上限額

山形県内において、自らの費用負担で第一
欄に定める補助事業を実施する民間事業者
等とする。

補助事業

補助対象経費の詳細
ア 免税手続きに要する、免税対応ＰＯＳレ
ジ、パスポートリーダー等の購入及び設置
に要する経費
イ その他、アに付帯する必要と認められる
ものの調達、整備に要する経費

（3）
（対象外経費）
免税機器
・ 上記に係る維持管理経費（通信費、維持
等の導入
管理費、修繕費）
（免税手
続きカウ
ンターに
おける導
入 を 含
む。
）

（4）
キャッシ
ュレス環
境整備

（5）
インバウ
ンドに対
応した施
設のユニ
バーサル
環境整備

（6）
その他外
国人観光
客の受入
促進に向
けた環境
整備

ア クレジットカード、デビットカード、銀
聯カード等のカードリーダー端末、モバイ
ル決済端末の購入及び設置に要する経費
イ その他、アに付帯する必要と認められる
ものの調達、整備に要する経費
※ キャッシュレス決済が可能であることを
多言語表記により、外国人利用者に理解で
きるように表示すること
（対象外経費）
・ 上記に係る維持管理経費（通信費、維持
管理費、修繕費）
ア 和式トイレを洋式化する改修または洋
式トイレの新設に要する経費
イ 高齢者、障がい者等に対応した移動のた
めの器具や設備の整備
ウ その他、ア～イに付帯する必要と認めら
れるものの調達、整備に要する経費
※ 表記の多言語化やピクトサインの設置
により、外国人利用者に理解できるように
表示すること
（対象外経費）
・ トイレの改修等に係る間仕切等の設置及
び付帯設備（洗面台、ドア、ペーパーホル
ダー等）に要する経費
ア その他、外国人観光客の受入促進のため
の環境整備に必要な経費であると知事が認
めるもの

補助対象者

上限額

山形県内において、自らの費用負担で第一 1,000 千円
欄に定める補助事業を実施する民間事業者 （ １ 補 助 対 象
等とする。ただし、本補助事業により免税 者 当 た り の 補
店を整備するものにあっては、所轄税務署 助 金 の 総 額 は
から消費税法第８条に規定する「輸出物品 1,000 千円を上
販売場」の許可及び「免税店シンボルマー 限とする。）
ク」の使用承認を受ける、又は既に受けた
ものとする。また、本補助事業により免税
手続きカウンターを整備するものにあって
は、所轄税務署から消費税法施行令第 18 条
に規定する「承認免税手続事業者」として
の承認及び「免税手続きカウンターシンボ
ルマーク」の使用承認を受ける、又は既に
受けたものとする。なお、商店街振興組合
又は中小企業等協同組合が交付申請を行う
場合には、その組合において「輸出物品販
売場」の許可又は「承認免税手続事業者」
としての承認及び「免税店シンボルマーク」
又は「免税手続きカウンターシンボルマー
ク」の使用承認を受ける、又は既に受けた
組合員が存すること。
山形県内において、自らの費用負担で第一
欄に定める補助事業を実施する民間事業者
等とする。

山形県内において、自らの費用負担で第一
欄に定める補助事業を実施する民間事業者
等とする。

山形県内において、自らの費用負担で第一
欄に定める補助事業を実施する民間事業者
等とする。

