
笠岡市事業承継支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，市内の中小企業者の円滑な事業承継を推進し，中小企業者の休廃業

を抑制するため事業承継する者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし，そ

の交付に関しては笠岡市補助金等交付規則（昭和６０年笠岡市規則第８号）に定めるも

ののほか，この要綱の定めるところによる。

（定義）

第２条 この要綱において掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に規

定するものをいう。

(2) Ｍ＆Ａ 企業の既存経営資源を活用することを目的に発行済株式数の過半数以上

を買収して経営権を移転する取引をいう。

(3) ＭＢＯ 事業の継続性を前提に経営者や社員が発行済株式数の過半数以上を買収し

て経営権を移転する取引をいう。

(4) 機械設備 法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第１３条第３号に規定する

機械及び装置で，市の償却資産課税台帳に登録されるもの又は登録予定のものをいう。

(5) 宿泊設備 旅館，ホテル等の宿泊に供する設備をいう。

(6) 事業承継日 個人事業主の場合は，税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出

書の開業日をいう。法人の場合は，代表者の変更日をいう。

（補助対象者）

第３条 補助対象者は，市内の中小企業者の事業承継する者のうち次の各号に掲げる要件

をすべて備えている者とする。ただし，市長が特に認める者は，この限りでない。

(1) 市内に活動の本拠としての事務所を有し，１年以上事業実績のある中小企業者の事

業承継を行う者（Ｍ＆Ａ及びＭＢＯを含む。）。 ただし，１親等以内の親族が事業

承継をする場合は除く。

(2) 既存事業の継続発展と事業の多角化により従業員の雇用を維持する者。ただし，既

存事業を廃止する場合は除く。

(3) 市税の滞納がない者

(4) 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３８年法律第１２２号）

に基づく届出を要する事業を営む者でない者。

(5) 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）第２条

第２号に規定する暴力団に該当しない者



(6) 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体に該当し

ない者又は宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体に該

当しない者

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業は，別表第１に掲げる事業（以下「補助対象事業」

という。）とする。ただし，設備投資支援事業に係る経費については，市内に主たる事

業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主からの購入又は施工に限る。ただ

し，市内に該当する事業者が不在の場合は除く。

２ 別表第１に定める各事業のうち同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は，

１回限りとする。ただし，別表第１に定める経費の支出が１年度を超えて実施される場

合は，次年度においても，当該年度に交付した補助金に係る補助対象経費を除く経費に

ついて補助対象として，補助金の交付をすることができる。

（補助金額）

第５条 交付する補助金の額は，別表第１に定める事業の種類に応じ補助対象経費に同表

の定める補助率を乗じて得た額で，同表に定める補助限度額を上限とする。

２ 前項の規定により算出した額に，百円未満の端数が生じるときは，これを切り捨てる。

（認定申請）

第６条 認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は，あらかじめ補助対

象事業に係る笠岡市事業承継支援事業補助金認定申請書に別表第２及び別表第３に定め

る書類を添えて市長に提出しなければならない。

（認定通知）

第７条 市長は，前条の規定による認定申請書の提出があったときは，その内容を審査の

うえ，適当と認めるときは，笠岡市事業承継支援事業補助金認定通知書により，認定し

ないことを決定したときは，笠岡市事業承継支援事業補助金不認定通知書により，認定

申請者に通知するものとする。

２ 市長は，前項の規定により認定の決定をする場合において必要があると認めるときは，

当該決定に条件を付すことができる。

（交付申請）

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は，事業承継

日から３０日を経過した日までに，別表第４に定める書類を添えて，市長に申請しなけ

ればならない。

（交付決定等）

第９条 市長は，補助金の交付を決定したときは，笠岡市事業承継支援事業補助金交付決



定通知書により，適当でないと認めるときは，笠岡市事業承継支援事業補助金不交付決

定通知書により交付申請者に通知するものとする。

２ 市長は，前項の規定により交付の決定をする場合において必要があると認めるときは，

当該決定に条件を付すことができる。

３ 前２項の規定にかかわらず，市長は，補助金の交付の申請をした者が次の各号のいず

れかに該当すると認められるときは，補助金の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団 笠岡市暴力団排除条例（平成２４年笠岡市条例第１１号。以下「条例」と

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 条例第２条第３号に規定する者をいう。

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

（補助事業の中止又は廃止）

第１０条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は，補助事業を

中止又は廃止しようとするときは，補助事業中止（廃止）承認申請書を市長に提出しな

ければならない。

２ 市長は，前項の規定による承認申請書の提出があったときは，その内容を審査し，適

当と認めたときは，これを承認し，その旨を補助事業者に笠岡市事業承継支援事業補助

金交付中止(廃止)承認書により通知するものとする。

（実績報告）

第１１条 補助事業者は，補助事業が完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を受けた

ときは，その日から起算して３０日を経過した日又は３月３１日のいずれか早い日まで

に，笠岡市事業承継支援事業補助金実績報告書に，事業の種類に応じ別表第５に定める

書類を添えて市長に報告しなければならない。

（確定及び通知）

第１２条 市長は，前条の規定による実績報告書を受理したときは，その内容を審査し，

その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の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，笠岡市事業承継支援事業補助金

確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

（請求及び交付）

第１３条 補助事業者は，前条の規定により補助金額の確定通知を受けたときは，速やか

に笠岡市事業承継支援事業補助金請求書を市長に提出するものとする。

２ 市長は，補助事業者から前項の請求があったときは，速やかに補助金を支払うもの

とする。



（財産の処分及び管理）

第１４条 補助事業者は，補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年を経過す

る以前に補助事業により取得し，又は効用が増加した財産を処分しようとするときは，

あらかじめ笠岡市事業承継支援事業補助金財産処分承認申請書を市長に提出し，その承

認を受けなければならない。ただし，当該財産の取得価格又は効用の増加価格が５０万

円未満のものは，この限りでない。

２ 市長は，前項の承認をした補助事業者に対し，当該承認に係る財産を処分したことに

より当該補助事業者に収入があったときは，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。

３ 補助事業者は，補助事業が完了した後も当該事業により取得し，又は効用が増加した

財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに，補助金交付の目的に従って効

果的運用を図らなければならない。

（重複交付の禁止）

第１５条 補助事業者が当該補助事業について，国，県その他地方公共団体等の補助金の

交付を受けた場合は，この要綱に基づく当該年度の補助金は交付しないものとする。

（事務所の移転）

第１６条 補助金の交付を受けた補助事業者が，補助事業完了後５年未満で事務所を市外

へ移転する場合には，補助金を全額返済しなければならない。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別

に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は，公布の日から施行する。

（失効）

２ この要綱は，平成３４年３月３１日限り，その効力を失う。

（失効に伴う経過措置）

３ 第１４条及び第１６条の規定は，平成３４年３月３１日までに交付された補助金につ

いては，この要綱の失効後もなおその効力を有する。



別表第１（第４条，第５条関係）

別表第２（第６条関係）

別表第３（第６条関係）

補 助 対 象 事

業

補助対象経費 補助率 補助額 補助限度額 補助対象期

間

（１）設備投

資 支 援 事

業

機械設備・宿泊設

備の購入又はメン

テナンス費

２分の１
１００

万円

（１）（２）

（３）（４）

を合算して

１００万円

事業承継日

から１年以

内

（２）広告宣

伝 支 援 事

業

広告宣伝に係る費

用

（ホームページ製

作費を含む。）

（３）法人設

立 支 援 事

業

承継した事業を営

む者が，法人を設

立する場合の会社

設立等登記費用

（登録免許税は除

く。）

（４）雇用支

援事業

従業員の人件費

（ただし，補助事

業者・補助事業者

の１親等以内の親

族及び補助事業者

の役員は除く。）

１０分の１０ ５０万円

区分 添付書類

個人事業者 事業承継計画書

法 人 事業承継計画書

事業の種類 添付書類

（１）設備投資支援事業 （１）補助対象経費の積算根拠がわかる資料



別表第４（第８条関係）

別表第５（第８条，第１１条関係）

（２）広告宣伝支援事業 （２）その他市長が必要と認める書類

（３）法人設立支援事業

（４）雇用支援事業

区分 添付書類

個人事業者

（１）税務署の受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書

（２）市税の滞納がない証明書

（３）笠岡市事業承継支援事業補助金の交付申請に関する誓約書

（４）その他市長が必要と認める書類

法 人

（１）履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本），株式の譲渡がわか

る株主総会議事録

（２）市税の滞納がない証明書

（３）笠岡市事業承継支援事業補助金の交付申請に関する誓約書

（４）その他市長が必要と認める書類

事業の種類 添付書類

（１）設備投資支援事業 （１）施工前後の写真

（２）請求書

（３）支払領収書又はこれに代わる書類

（４）その他市長が必要と認める書類

（２）広告宣伝支援事業 （１）成果品又はこれに代わる物

（２）請求書

（３）支払領収書又はこれに代わる書類

（４）その他市長が必要と認める書類

（３）法人設立支援事業 （１）成果品又はこれに代わる物

（２）請求書

（３）支払領収書又はこれに代わる書類

（４）その他市長が必要と認める書類

（４）雇用支援事業 （１）雇用保険加入証明書等雇用が証明できる書類

（２）金融機関の給与振込領収書又は支払領収書等



（３）その他市長が必要と認める書類


