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 追加募集  みんなで出かけよう!鹿児島イベント助成事業募集要項 

   

１ 趣旨 

 新型コロナウイルス感染症収束後の経済対策として，県民の皆さんが安心してイベン

ト等に参加できるよう，適切な新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で，商工会，

商工会議所，商店街振興組合等と連携し，多くの県民の外出及び消費の促進に資するイ

ベント等を広く募集します。 

 

２ 補助の対象となるイベント 

(1) 実施内容 

 鹿児島県内で商工会，商工会議所，商店街振興組合等（※１）と連携（※２）して

開催され，多くの県民の外出及び消費の促進に資するイベント等 

※ １ ｢商工会，商工会議所，商店街振興組合等｣とは，①県内商工会，②県商工会連  

合会，③県内商工会議所，④県商工会議所連合会，⑤県内商店街振興組合（事業 

協同組合を含む），商店街振興組合連合会，⑥県内漁業組合・農協等を想定して 

います。 

 

※ ２ ｢商工会等との連携とは｣次の例示を想定しています。 

①●●実⾏委員会に▲▲商店街振興組合がメンバーとして参加している 

②●●商⼯会が協賛し，資⾦援助をしている 
③●●市漁協が，敷地をイベント会場で無償提供している 
④●●商⼯会の経営指導員に参加団体の集め方について助言を受けている 

 

【イベント例】 

・ 商工会等の出店による物販，子ども達によるダンス披露，花火大会の開催等を実施 

・ 商工会議所と連携して行うファッションショー，飲食店の出店，フリーマーケット

等を実施 

・ 農協と連携して行う農協加盟店等の農産品出店，プレミアム商品券加盟店の紹介，

ステージ等を実施 

・ 漁業組合と連携して行う組合員等の地魚販売会，キッチンカーの出店，太鼓演舞等

を実施 

 

※ 上記の補助対象イベントはあくまでも例示であり，採択基準に基づき審査を行い， 

採択されたイベントが補助対象となります。 

※ 新規のイベント，又は既存のイベントでも補助の対象となります。 

※ 事業実施に当たっては，十分な新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて 

ください。 

※ 新型コロナウイルスの感染状況により，イベントの中止や参加者の制限をお願い 

する場合があります。 

※ 地震・風水害・荒天・事件・事故・疾病等，主催者の責によらない事由でイベン

トが中止となった場合の経費に対する補助については，参加料の取扱いや収支状況

等を踏まえ，補助事業者と協議して決定します。また，当該事由によるイベントの

中止や延期の判断についても，県と補助事業者が協議して決定することとします。 
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＜対象外となるもの＞ 

 次の事業は，原則として補助の対象としません。 

・宗教的，政治的又は商業的宣伝意図のあるもの 

・営利又はチャリティを主たる目的とするもの 

・暴力団又はこれに準ずる団体が関わっていると認められるもの 

 

(2) 実施時期 

 補助金交付決定日（令和３年 1２月 25 日以降を予定）から令和４年２月 2８日ま

での間に実施されるものが補助の対象となります。 

※ 原則，ｲﾍﾞﾝﾄ実施日の 14 日前までに応募書の提出が必要です。 

 

３ 補助の対象となる者（応募できる団体） 

 次の①～⑤を満たす団体が補助の対象となります。 

① 商工団体，観光団体，ＮＰＯ法人，実行委員会等であって，県内に主たる事務所又

は活動の拠点を有すること 

② 一定の規約を有し，かつ，代表者が明らかであること 

③ 明確な会計経理を実施していること，又は実施できると認められること 

④ 令和４年２月 2８日までにイベントを完了できると認められること 

⑤ 適切な新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で，イベントを実施できると認め

られること 

＜留意点＞ 

・国及び地方公共団体は補助の対象となりません。また，イベントの実施内容が，

地方公共団体の指定管理業務等の委託内容に含まれている場合は，地方公共団

体等が行う事業と同等とみなし，補助の対象となりません。 

・市町村が実行委員会の構成員である場合，当該市町村が中核団体（構成団体の

中心たる立場）でなければ，補助の対象となります。 

 

４ 補助の対象となる経費 

 イベントを実施するために直接必要となる経費のうち次に掲げるもの（消費税及び地

方消費税に相当する額を除く。）であって，補助金交付決定日から，イベント完了後 20

日以内又は令和４年３月４日のいずれか早い日までの期間に支払ったものが補助の対象

となります。 

 ただし，令和３年４月１日から補助金交付決定日前までの期間に支払った準備的な執

行に係る経費も補助の対象となります。 

項  目 内  容 

人件費 運営員などの賃金 

報償費 出演者謝金等 

旅費 運営員などの交通費，宿泊費等 

需用費 地域産品を活用した景品（全体の補助対象経費の３０％以内），

事務用品購入費，印刷製本費等 

役務費 広告費，通信運搬費，手数料，保険料等 

委託料 設営委託，音響委託，警備委託等 

使用料・賃借料 会場使用料，会場付帯設備費，バス借上料等 

その他 その他知事が特に必要と認める経費 
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＜補助の対象とならない経費＞ 

・事務運営管理に関する経費 

→事務所運営に係る光熱水費，電話代，交際費，維持人件費など 

・社会通念上，公金で賄うことがふさわしくない経費 

→交際費・接待費，レセプション・打ち上げ等のパーティ経費など 

・その他，補助の対象とすることが適当でない経費 

→金券類の購入費，プレミアム付き商品券、バルチケット、割引券等の原資分，

各種ポイント還元分，記念品代，個人への支給品代（地域産品を活用した景品

を除く），出演者への花束代，主催者が管理する会場や道具類の使用料又はそ

れに類する経費，航空・列車運賃の特別料金（ファーストクラス料金，グリー

ン料金），金融機関への支払利息、遅延損害金など 

 

＜留意点＞ 

・領収書，明細書等がなく使途が明らかでないものは経費として認められません。 

・これらの経費の取扱いは，補助対象者が第三者に業務委託をした場合についても

同様です。 

・表に記載されていない経費については，商工政策課にお問い合わせください。 

 

５ 補助金額 

 補助対象経費の 10 分の８以内の額（千円未満切り捨て）で，１イベントあたり 200

万円を上限とします。 

 ただし，国や他の地方公共団体等から補助金等が交付される場合及び参加料金等を課

す場合には，次の①～③のうち最も低い額とします。 

① 補助対象経費の 10 分の８以内の額（千円未満切り捨て） 

② 200 万円 

③ 補助対象経費から他の補助金等及び料金収入を控除した額（千円未満切り捨て） 

 

６ 応募手続き 

 (1) 提出書類 

ア みんなで出かけよう！鹿児島イベント助成事業応募書（第１号様式） 

イ 事業計画書（第２号様式） 

ウ 収支予算書（第３号様式） 

エ 添付書類 

・団体の定款又は規約（写し） 

・これまでの活動内容が分かる資料（実績報告書，パンフレット，チラシ，写真等） 

・新型コロナウイルス感染防止対策に係る業界団体が定めるガイドライン等 

【参考 1】内閣官房ホームページ「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf 

【参考 2】祭り・イベント等開催に向けた感染防止ガイドライン 

https://www.jaycee.or.jp/2021/guideline 

【参考 3】鹿児島県への感染防止安全計画の提出（5,000 人超かつ収容率 50％ 

超のイベントが該当します。） 

      https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kaisaiseigen021112.html 

【参考４】商店街ガイドライン（商店街における感染症防止対策に向けた基本的 

な方針） 

http://www.syoutengai.or.jp/news/2020/covid19_gl_syoutengai.pdf 

・その他，当該イベントの参考となる資料（企画書等） 

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
https://www.jaycee.or.jp/2021/guideline
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kaisaiseigen021112.html
http://www.syoutengai.or.jp/news/2020/covid19_gl_syoutengai.pdf
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＜留意点＞ 

・提出された書類は返却しません。 

・内容確認のため，電話やメールにてお問い合わせする場合があります。 

 

(2) 提出方法 

郵送 

 

(3) 応募期間 

令和３年 12 月 10 日（金曜日）～令和４年 2 月 14 日（月曜日） 

※１ 書類の提出期限は令和４年 2 月 14 日（月曜日）必着 

※２ 原則，ｲﾍﾞﾝﾄ実施日の 14 日前までに応募書の提出が必要です。 

※３ 応募書は随時，受け付けて，審査・選考，選考結果通知を行います。 

 

(4) 提出先 

   〒892-8515 鹿児島市泉町 14 番１号 

鹿児島県みんなで出かけよう！鹿児島イベント助成事業事務局 宛て 

 

(5) 問い合わせ先 

鹿児島県みんなで出かけよう！鹿児島イベント助成事業事務局 

電話番号：099-201-3543 

     対応時間：9:00～17:00 （土日祝日を除く） 

  

７ 審査・選考方法 

 提出書類を基に，担当部局による書類審査（対象要件や採択基準への適合性等）を行

い，補助金の交付の対象とする団体を選考します。 

※ 応募いただいたイベントは，随時，受け付けて，審査・選考，選考結果通知を行い

ます。 

 (1) 採択基準 

ア 国及び県が定める催物の開催制限等の取扱いに従うこと 

イ 実施するイベントの内容に応じて，業界団体が定めるガイドラインに則った感

染防止対策を行うこと 

ウ イベントを実施することにより，相当程度の経済効果をもたらすことが期待さ

れること 

 

【参考】審査の視点 
(ア) より多くの県民の外出及び消費を促進する効果が期待できるか 

(イ) イベントの実現可能性が確保されているか。 

(ウ) より広範なエリアの県民の外出及び消費の促進に資するイベントになって

いるか。 

(エ) より多くの県民の外出及び消費を促進するような創意工夫がなされている

か。  

(オ) イベントの開催場所は，より多くの県民の外出及び消費を促進することが見

込まれる場所を選定しているか。 

 

エ 商工会，商工会議所，商店街振興組合等と連携して開催していること。 
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  (2) 選考結果 

 採否については，応募いただいた全ての団体に対して，文書にてお知らせします。

また，採択された団体は県のホームページで公表します。 

 

  (3) 補助金の交付申請 

 採択された団体には，所定の補助金交付申請書等を提出していただきます。 

 申請書の様式等は，「みんなで出かけよう！鹿児島イベント助成事業補助金交付要

綱」（以下「補助金交付要綱」といいます。）において定めます。 

 

  (4) 補助金の交付 

   補助金の交付方法には，次のア，イの方法があります。 

  ア 精算払 

    事業完了後に実績報告を受けて精算する方法 

  イ 概算払 

 事業前に概算払（補助金交付決定額の５割以内の額）で支払い，事業完了後，団

体からの実績報告を受けて精算する方法 

 

 ＜留意点＞ 

・最終的な補助金額が確定した段階で，領収書等により支払いを確認できなかっ

たこと等により補助対象経費が減少した場合，概算払により支払った補助金を

一部返還していただくことがあります。 

・イベントを開催した結果，対象要件や採択基準に適合しなかった場合は，交付

した補助金を返還していただくことがあります。 

 

８ 完了報告 

 補助の対象となるイベントが完了してから 20 日以内又は令和４年３月４日（金曜日）

のいずれか早い日までに，所定の補助金実績報告書等を提出していただきます。 

 申請書の様式等は，補助金交付要綱において定めます。 

 

９ 情報公開・情報提供 

 事業の公正性や透明性を高めるため，応募状況，選考結果及び補助事業の実施結果等

については，随時，県のホームページ等で公開します。 

 また，交付を受けた団体においても，実施したイベントについて，ホームページへの

掲載等により積極的に公表するようお願いします。 
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10 事業のスケジュール 

  

追加募集のスケジュール 

募集要項の公表 令和３年 12 月 10 日（金曜日） 

募集期間 令和３年 12 月 10 日（金曜日） 

～令和４年 2 月 14 日（月曜日） 

審査・選考・選考通知 応募いただいたイベントは，随時，受け付けて，審査・選

考，選考結果通知を行います。 

交付申請・決定 令和３年 12 月 25 日（土曜日）以降 

※原則，ｲﾍﾞﾝﾄ実施日の 14 日前までに応募書の提出が必要 

補助事業実施期間 補助金交付決定日から令和４年２月 2８日(月曜日)まで 

事業完了 

 

事業完了後 20 日以内又は令和４年３月４日（金曜日）の

いずれか早い日までに実績報告書等を提出 

→補助金額を確定（精算），支払い 

 

【参考】２次募集実績 

募集要項の公表 令和３年 11 月 1２日（金曜日） 

募集期間 令和３年 11 月 1２日（金曜日）～11 月 30 日（火曜日） 

審査・選考・選考通知 令和３年 12 月  1 日（水曜日）～12 月  3 日（金曜日） 

交付申請・決定 令和３年 12 月４日（土曜日）以降 

補助事業実施期間 補助金交付決定日から令和４年２月 2８日(月曜日)まで 

事業完了 

 

事業完了後 20 日以内又は令和４年３月４日（金曜日）の

いずれか早い日までに実績報告書等を提出 

→補助金額を確定（精算），支払い 

  

【参考】１次募集実績 

募集要項（素案）の公表 令和３年  ９月 22 日（水曜日） 

募集要項（確定）の公表 令和３年 10 月 13 日（水曜日） 

募集期間 令和３年 10 月 15 日（金曜日）～10 月 2７日（水曜日） 

審査・選考 令和３年 10 月 29 日（金曜日）～11 月  4 日（木曜日） 

選考通知 令和３年 11 月 5 日（金曜日） 

交付申請・決定 令和３年 11 月 ６日（土曜日）以降 

補助事業実施期間 補助金交付決定日から令和４年２月 2８日(月曜日)まで 

事業完了 

 

事業完了後 20 日以内又は令和４年３月４日（金曜日）の

いずれか早い日までに実績報告書等を提出 

→補助金額を確定（精算），支払い 

 


