
令和３年度倉敷観光コンベンションビューロー 
安心して過ごせる観光地づくり推進事業費補助金 

 
申請の手引き 

＜１月７日時点版＞ 

 

 

 

公益社団法人 倉敷観光コンベンションビューロー 

～お願い～ 
事業を実施される前に、必ず本手引きをご確認ください。            

補助対象外の事業や経費に補助金は支払われません。また、書類に不備があると、    

内容確認や審査に時間がかかり、手続きにお時間をいただくことになりますので、

あらかじめご注意ください。 
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１ 目的 
この「あんしん補助金」は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市内の事業者
が、感染防止対策やビジネスモデル多様化等を行う経費の一部を補助することで、安心し
て過ごせる観光地づくりを一層推進し、もって倉敷の観光産業の回復につなげていくこと
を目的としています。 

２ 交付対象者 次をすべて満たす者が対象です。規模や本社所在地は問いません。 

要件１:倉敷観光コンベンションビューロー会員であること 

現在会員でなくとも、交付申請時までに入会していただければ制度を利用できます。  
入会についての詳細は事務局までお問い合わせください。 

要件２:次のいずれかの事業者であること 

 ●宿泊事業者 
 ・旅館業法第２条第２項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可または旅館業法第２条

第３項に規定する「簡易宿所営業」の許可を受け、宿泊施設を経営していること 
 ●文化観光施設事業者 
  博物館法第２条第１項に基づく登録博物館または観光客向けに文化に関する展示・解

説・紹介を行うものとして会⾧が認める施設を経営していること 
 ●観光バス事業者 
  道路運送法第４条第１項の規定による許可を受け、同法第３条第１号ロの一般貸切旅

客自動車運送事業を経営していること 

要件３:「新型コロナウイルス対策取組宣言」店であること 

補助対象事業を行う施設において、「新型コロナウイルス対策取組宣言」を行っている
者であること 

要件４:以下のいずれにも該当しないこと 

・同一事業に対して別の補助金（岡山県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金を除
く。）の交付を受ける者 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第６項に規定する店舗型性風
俗特殊営業を行う者 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団、暴力
団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

・宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者 

・事業実施にあたり必要な許認可を取得していない等の、関係法令を遵守していない者 

・訴訟や法令遵守上において、事業実施に支障をきたす問題を抱える者 

・その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと会⾧が判断する者 
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３ 補助の内容 

（１）補助金額等 

補助対象 
事業 

 
市内の宿泊施設・文化観光施設・観光バス（バス車両・待合
所等）において実施する次の①～⑤の事業が補助対象です。 
 
①新型コロナウイルス抗原検査簡易キットによる検査体制の
整備 
施設従業員・利用者を検査対象として想定するものであって、新型コロナウイ

ルス感染症の体外診断用医薬品（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全

性の確保等に関する法律）の承認を得た抗原検査法による簡易キットを購入す

るものに限ります。 

■対象製品（11/30 時点:最新情報は厚生労働省 HP を参照ください。） 

品目名 製造販売業者名 

エスプライン SARS-CoV-２ 富士レビオ株式会社 

クイックナビ-COVID19 Ag デンカ株式会社 

イムノエース SARS-CoV-2 

キャピリア SARS-CoV-2 

株式会社タウンズ 

Panbio COVID-19 Antigen ラピッドテス

ト 

アボット ダイアグノスティ

クス メディカル株式会社 

プロラスト SARS-CoV-2 Ag 

アドテスト SARS-CoV-2 

アドテック株式会社 

SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト ロシュ・ダイアグノスティッ

クス株式会社 

富士ドライケム IMMUNO AG ハンディ 

COVID-19 Ag 

富士フイルム株式会社 

アルソニック COVID-19 Ag アルフレッサ ファーマ株式

会社 

KBM ラインチェック nCoV（スティック

タイプ） 

コージンバイオ株式会社 

COVID-19 and Influenza A+B 抗原コンボ

テスト「ニチレイバイオ」 

株式会社ニチレイバイオサイ

エンス 
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イムノアロー SARS-CoV-2 東洋紡株式会社 

チェック MR-COV19 

ドゥ―テスト COV19 

ロート製薬株式会社 

ラピッドテスタ SARS-CoV-2 積水メディカル株式会社 

クイックナビ-Flu+COVID19 Ag デンカ株式会社 

スタンダードＱ COVID-19 Ag 株式会社マルコム 

エスプライン SARS-CoV-2&Flu A+B 富士レビオ株式会社 

クオンパス COVID-19 抗原検査キット セルスペクト株式会社 

イムノファイン SARS-CoV-2 株式会社ニチレイバイオサイ

エンス 

イムノエース SARS-CoV-2 Ⅱ／ 

キャピリア SARS-CoV-2 Ⅱ 

株式会社タウンズ 

KBM ラインチェック コージンバイオ株式会社 

クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu 株式会社ミズホメディー 

クイック チェイサー SARS-CoV-2/FluA、

B 

株式会社ミズホメディー 

 
 
②観光客受入環境の充実（感染防止対策） 
「新しい生活様式」、「業種別ガイドライン」、コロナ禍における観光客の「安

心のニーズ」に対応した設備投資、改修、機器の導入 
検温、換気、「３密」の回避、非接触型サービス等の衛生対策にかかる設備投
資、改修、機器の導入が対象です。老朽化施設・設備の維持・補修等単純更新
を図るものは対象となりません。また、設備・機器そのものが「ウイルス対
策・除菌・抗菌等に効果がある」として導入を図ろうとするものは、商品説明
書などでその効果が確認できることが必要です。 

●非接触型体温計・サーモグラフィ導入 

●館内混雑状況の可視化 

●空間清浄・空間除菌機器の導入 

●換気向上に資する設備（サーキュレーター、換気機能付空調）導入 

●間仕切り・パーテーション高質化・高機能化 

●アルコール消毒機器、厨房・リネン等消毒機器の導入 等 
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③感染防止に資するサービス開発 
従業員と観光客の距離の確保や非接触化・オンライン化等、感染症対策やコロ

ナ禍における消費需要喚起のための新たなサービスの開発 

●レストラン・宴会場での食事から「部屋食」・「ルームサービス」への転換 

●セルフチェックインシステムの導入 

●サービスのオンライン化（施設案内・観光案内） 

●チケットレス化アプリケーションの導入 等 
 
④衛生対策の「見える化」・プロモーション 
施設の衛生対策を見える化するとともに、倉敷が安心して過ごせる観光地であ
ることをＰＲするための啓発・広報活動 
観光客受入環境の充実や感染防止に資するサービス開発等の衛生対策の取り組
みを見える化し、倉敷が安心して過ごせる観光地であることをＰＲするための
事業が対象です。単なる営業広告と思われるものや、従前の制作・広報物の増
刷や更新は対象となりません。 

●施設内衛生対策状況のピクトアイコン制作、啓発掲示物制作 
●ＰＲ動画制作・Ｗｅｂ広告 等 

 
⑤コロナ禍に対応するビジネスモデル多様化 
ウィズコロナで新たに生じたニーズ等に対応するためのビジネスモデルの多様
化 
●団体客向けから個人（少人数）向けに転換するための客室の改装 

●ワーケーション対応のためのネットワーク機器の導入 

●連泊を推進する新たな宿泊・体験プラン造成 

●マイクロツーリズム推進のための新たな広告媒体制作 

 
※上記例以外の取り組みも、制度主旨に合致するものは対象となりえます。 

補助率 
補助対象経費（税抜）の５分の４ 

※県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金補助対象経費は１０分の３ 
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補助金 
上限額 １施設あたり３００万円 ※千円未満は切捨て 

対象経費 

補助対象事業の実施に必要な経費のうち、次の費目が対象となります。対象と
なるか不明な経費がありましたら、事前にご相談ください。 

※令和３年２月２７日から令和４年３月１５日までの支出が対象です。 
 
■消耗品費 新型コロナウイルス感染症抗原検査簡易キットのみ対象 
 
■設備備品費 補助対象事業に用いる設備、機器、備品の購入・設置費 
※取り付け・設置費用は設備備品費に含みますが、設備・備品の単なる撤去処

分費用は補助対象になりません。 
※例:間仕切りを自製するためのアクリル板・木材・金具（既製品の間仕切り 

購入・特注品の制作委託は外注費として補助対象となりえます）、サイン用
のテープ・シール等事務用消耗品、マスク・消毒液・タオル等の衛生消耗
品、その他廉価で消耗性のあるものは補助対象になりません。 

 
■外注費 補助対象事業に必要な工事請負費、委託費、システム利用料等 

※「利用料・広告料」等、一定期間に渡る支出が見込まれる経費は、原則とし
て、新たな取組に必要となる初期費用分が対象となります。同一の契約・利
用許可等に基づき、初期費用に運用費用の一部が含まれるなど、切り分けが
困難な場合は、補助対象期間中にかかる分のみを初期費用分としてみなし
て、補助の対象となります。 

 
■岡山県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金補助対象
経費 当該補助金の交付決定を受けた宿泊事業者のみ対象 

※同補助金の補助対象経費の１０分の３までを上限に補助します。 

 

次の経費は対象となりませんのでご注意ください。 
●人件費 ●旅費 ●飲食費 ●家賃・光熱水費・通信費などの固定費 

●金券、商品券、景品・賞品の購入費 ●車両・不動産取得費 

●各種保険料、保証料 ●取引手数料 ●公租公課（消費税含む） 

●免許等の取得・登録費 ●他の目的に使用できる機器等の購入費  

●老朽化・故障に伴う単なる設備更新・修繕 

●ポイント・クーポン、他人振出小切手・手形、仮想通貨、金券、商品券での支払い  

●公金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費など 
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４ 申請から補助金交付までの流れ 

（１）申請手順 
補助対象となる事業及び経費を確認し、次の手順で実施してください。 

① 

 
「交付対象・交付申請書類チェックシート」、「交付申請書」、 
「誓約書兼同意書」を提出 
※申請名義 

宿泊事業者:旅館業の営業者氏名または法人名 
文化観光施設事業者:施設代表者氏名または（施設を経営する）法人名 
観光バス事業者:一般貸切旅客自動車運送事業の営業者氏名または法人名 

【添付書類】 
●見積書（既に支払いを終えている場合は請求書・領収書） 
●商品説明書、サービス概要資料、施工計画書等事業内容がわかるもの 
●設置・施工箇所図面 
●（観光バス車両に対する事業の場合のみ）車検証 
※岡山県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金補助対象経費について申請す
る場合は、上記に替えて岡山県知事から通知された次の書類を提出してください。 
●事業完了後の場合 様式２－１ 交付決定通知書兼額の確定通知書 
          様式１－１ 別紙２補助対象経費積算明細書（事業完了分） 
●事業実施前の場合 様式２－２ 交付決定通知書 
          様式１－２ 別紙２補助対象経費積算明細書（事業完了前分） 
 

 申請書提出期限  令和４年２月２８日（月）（厳守） 

※予算の上限に達した場合、提出期限を待たずに締め切る場合があります。 

事 
務 
局 

申請内容の審査・「交付決定通知書」（郵送） 
※交付申請の内容を確認し、「交付決定通知書」を送付します。 
※「交付決定通知書」は補助金額を確定するものではありません。 

② 

事業の実施 

※令和３年２月２７日から令和４年３月１５日までの支出が補助対象です。 
※支払ったことが分かる書類は、実績報告に必要ですので、必ず保管してください。 
 

 事業実施期限  令和４年３月１５日（火） 
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－ 
（事業内容を変更する場合のみ）「変更承認申請書」を提出 
※軽微な変更内容であると会⾧が認める場合及び対象経費の総額を減額する場合は変更承
認申請書の提出は必要ありません。 
※提出が必要かどうかは個別にご相談ください。 

③ 

事業完了後、「実績報告書類チェックシート」、「実績報告書」、 
「補助金請求書」を提出 
【添付書類】 

●支払いを証する書類（請求書及び領収書の写し） 
 ※いずれの書類も宛名が入ったものが必要です。 
●事業の取組実績がわかる写真 
（その他必要な添付書類をお願いする場合があります。） 
※岡山県宿泊事業者感染防止対策等支援事業補助金補助対象経費について申請す
る場合は、上記に替えて岡山県知事から通知された次の書類を提出してください。 
●様式２－１ 交付決定通知書兼額の確定通知書 
 様式１－１ 別紙２補助対象経費積算明細書（事業完了分） 
 

 実績報告書提出期限  令和４年３月１５日（火） 

事 
務 
局 

報告内容の審査・「交付額確定通知書」（郵送） 
※交付申請書記載内容、必要書類を照らし合わせて、補助金の額を確定します。 
※補助対象外の事業や経費、領収書がないものに補助金は支払われません。 
※必要に応じて、現地確認を行う場合があります。 

④ 

補助金請求・交付 

※申請書及び請求書に記載された補助金申請額と、確定した補助金額に相違がない場合は、
交付額確定通知後、補助金が口座に振り込まれます。 
※申請内容に補助対象外経費が含まれている場合は、当該経費を除いた額で交付決定を行
います。（金額を修正した請求書を再提出いただく必要があります。） 

概算払い（前払い）について 

※補助金の支払いは実績払い（後払い）が原則ですが、交付決定通知後、特に必要な場合
は、見積書等の提出を以て、必要な金額の前払いを行うことができます。 



8 

 

 

（２）交付申請書の提出方法等 

＜書類の入手方法＞ 
◆「倉敷観光コンベンションビューロー」のホームページからダウンロード 

 
＜提出方法＞ 
 ◆原則:郵送による申請 ※郵送料は申請者負担です。 

必要書類を封筒に入れて提出してください。 

     封筒には、「あんしん補助金交付申請書在中」又は 

「あんしん補助金実績報告書在中」と朱書きしてください。 

【郵送先】 〒７１０－００４６              
倉敷市中央２－６－１            
公益社団法人倉敷観光コンベンションビューロー      
「あんしん補助金」担当 

 

◆窓口での申請 

必要書類を封筒に入れて事務局に提出してください。 

【受付窓口】平日 ９時～１７時 

 

５ 留意事項 

（１）補助回数の制限 

   補助金の交付申請は、１施設につき１回限りです。 

   ※宿泊事業者については「旅館業法の営業許可単位」を１施設として考えます。 

   ※文化観光施設事業者については、有料の施設は「入館料の徴収単位」を１施設と
して考えます。無料の施設を複数運営する事業者の方は個別に判断しますので、
ご相談ください。 

※観光バス事業者については１施設を１事業者と読み替えます。 
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（２）租税等の取り扱い 

補助対象経費には、消費税、地方消費税、印紙税、登録免許税及び源泉所得税並び
に公証人手数料相当額を含みません。 

 

 

（３）対象経費の支払方法 

   補助金執行の適正確保のため、店頭で購入する場合を除き、対象経費は、原則「銀
行振込」で支払ってください。なお、補助金申請時に振込明細、振込依頼書、預金通
帳の表紙及び該当箇所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
がありますのでご留意ください。 

   やむを得ずクレジットカードで購入する場合は、一括・分割払いともに、補助金申
請時に支払い（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ま
す。なお、リボルビング払いは認められません。 

＜支払日＞「契約」「発注」「購入」「申込」等に基づく行為の完了後に、その役務等の対
価の支払が完了した日（銀行振込は口座振込日、現金払いは店頭支払日、ク
レジットカード決済は銀行口座引落し日（分割払いは全額支払完了日））をい
います。 

支払いに用いるクレジットカードは、法人カードまたは個人事業主名義のクレジッ
トカードに限ります。クレジットカードによる支払いは、補助対象期間中に口座から
の引き落としが完了した場合のみ認められます。申請の際は、カード会社の利用明細
書と、引き落とされたことがわかる通帳の写しを添付してください。 

 

  【注意】全国展開されている場合等で、申請者とは異なる親会社等が補助対象経費の 
支払を負担している場合は次の通り取り扱います（備品購入の例）。 

   ①親会社等が購入し、対象施設が備品の配分のみを受けている場合（申請者が支払
い分を負担していない場合） 

…補助対象となりません（申請者の負担が無いため）。 

   ②親会社等が購入し、対象施設から親会社に対して負担分を支払っている場合 

…補助対象となります。 

 

（４）財産の処分及び管理 

   補助事業者は、令和９年３月３１日以前に、補助金により取得し、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、所定の財産処分承認申請書を会⾧
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に提出し、その承認を受ける必要があります。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、この限りではありません。 

なお、財産の処分により、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返還していただく場合があります。 

   このほか、補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し、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
的に従ってその効果的運用を図る必要があります。 

 

（５）情報の公表及び協力 

   補助事業者は、会⾧が補助事業の成果を調査し、公表し、又は普及を図るときは、
これに協力するものとします。なお、会⾧は、補助事業者の名称や補助事業の取組内
容及び成果について 、補助事業者の協力を得て、観光産業振興策の実例として公表
する場合があります。 

 

（６）経理関係書類の保存 

 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整
理し、かつ、これらの書類を令和９年３月３１日までの間保存しなければなりませ
ん。 

  

【お問い合わせ先】 
（公社）倉敷観光コンベンションビューロー 
あんしん補助金 担当 
ＴＥＬ:０８６－４２１－０２２４ 


