
   燕市ECサイト販路開拓応援補助金交付要綱  

 

(趣旨) 

第 1条  この告示は、農業者の所得の向上を図ることを目的とし、農業者、

農業法人及び農業者の組織する団体に対し、予算の範囲内において燕市EC

サイト販路開拓応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにつ

いて、燕市補助金交付規則 (平成 18年燕市規則第 48号。以下「規則」とい

う。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

(定義) 

第 2条  この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

(1) 農業者 次のいずれにも該当する者をいう。  

ア 市内に住所を有し、市内に居住していること。  

イ 市内に農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農

地をいう。以下同じ。)を所有し、又は借り受けていること。  

ウ 現に農業を営み、又は当該年度内に営農を開始しようとする者  

(2) 農業法人 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、

市内に事業所を有し、市内で主に営農活動を行うものをいう。  

(3) 農業者等が組織する団体 次のいずれにも該当する団体をいう。  

ア 3戸以上の農業者で構成されていること。  

イ 組織の過半数が農業者で構成されていること。  

ウ 代表者の定めがあり、当該代表者は認定農業者であること。  

エ 組織及び運営に関する規約が定められていること。  

(4) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第

1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。  

(5) 人・農地プラン掲載の担い手 人・農地問題解決加速化支援事業実施

要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第

2に規定する人・農地プランに掲載されたものをいう。  

(6) ECサイト インターネットを介して商品、サービス等の売買を行うウ



ェブサイトをいう。  

(7) モール型ECサイト 出店料又は出品料を支払うことにより商品、サー

ビス等を掲載することができる ECサイトをいう。  

(補助対象者) 

第 3条  補助金の交付対象となるもの (以下「補助対象者」という。 )は、別

表の事業区分に該当するものとする。  

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについて

は、補助対象者としない。  

(1) 市税等を滞納しているもの  

(2) 農地法等の関係法令に違反している者及び当該者が構成員に含まれる

団体 

(3) 燕市暴力団排除条例 (平成 24年燕市条例第 2号 )に規定する暴力団及び

暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うもの  

(補助対象事業) 

第 4条  補助金の交付対象となる事業は、自ら生産した農産物をインターネ

ット上で販売を目的に行う事業 (以下「補助対象事業」という。 )で、次に

掲げるものとする。  

(1) 新たにECサイトを開設する事業 

(2) 新たにモール型ECサイト等へ出店する事業 

(3) 既存のECサイト又は電子商取引機能を持たない独自のウェブサイトの

改修を行う事業  

(補助対象経費) 

第 5条  補助対象経費、補助率、補助限度額その他の要件は、別表に定める

とおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費としない。  

(補助金の額) 

第 6条  補助金の額は、別表に定めるところにより算出された額とする。こ

の場合において、 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

ものとする。 

(交付の申請) 



第 7条  補助金の交付の申請を行うもの (以下「交付申請者」という。 )は、

燕市 ECサイト販路開拓応援補助金交付申請書 (様式第 1号 )に次に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 燕市ECサイト販路開拓応援補助金事業計画書(様式第2号) 

(2) 納税証明書 

(3) その他市長が必要と認める書類  

2 同一申請者における補助金の交付は、 1回限りとする。 

(交付の決定) 

第 8条  市長は、前条の申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う調査等

により、補助金の交付の決定をしたときは、燕市 ECサイト販路開拓応援補

助金交付決定通知書 (様式第 3号。以下「交付決定通知書」という。 )にそ

の決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をしたときは、

燕市 ECサイト販路開拓応援補助金不交付決定通知書 (様式第 4号 )にその旨

及び理由を記載し、速やかに交付申請者に通知するものとする。  

(交付の条件) 

第 9条  市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目

的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付することが

できる。 

(交付決定の取消し) 

第 10条  市長は、補助金の交付の決定を受けたもの (以下「補助事業者」と

いう。 )が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。  

(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

(3) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。  

(4) その他市長が指示した事項に違反したとき。  

(補助金の返還) 

第11条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にお

いて、補助事業の当該取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ものとする。  

2 前項の規定による補助金の返還請求は、燕市 ECサイト販路開拓応援補助

金返還請求書(様式第5号)により通知して行う。  

(事業の着手) 

第12条 交付申請者は、第8条第1項に規定する交付決定通知書の通知を受け

るまで、補助対象事業に着手してはならない。  

2 前項の規定にかかわらず、事業の性質、内容等により補助対象者が交付

の決定前の着手を必要とする場合は、その理由を明記した燕市 ECサイト販

路開拓応援補助金認定前着手届 (様式第 6号 )を市長に提出した上で着手す

るものとする。この場合において、補助対象事業として認定されないとき、

又は交付の決定を受けた内容に重要な変更が生じたときは、補助対象者は、

自らが事業に係る経費を負担しなければならない。  

(補助事業の変更) 

第13条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、燕

市 ECサイト販路開拓応援補助金変更 (中止・廃止 )承認申請書 (様式第 7号 )

により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。  

2 市長は、前項の承認をする場合においては、第 7条から第9条までの規定

を準用する。 

3 市長は、第1項の承認をしたときは、燕市 ECサイト販路開拓応援補助金変

更 (中止・廃止 )承認通知書 (様式第 8号 )により、速やかに補助事業者に通

知するものとする。  

(実績報告) 

第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに燕市 ECサ

イト販路開拓応援補助金実績報告書 (様式第 9号 )に必要な書類を添えて市

長に提出しなければならない。  

(補助金の額の確定) 

第15条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その報告に係

る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合

するものであるか否かを審査し、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、燕市 ECサイト販路開拓応援補助金確定通知書 (様式第

10号 )により、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、市長が認

めるものについては、第 8条の規定による交付決定通知書をもって確定の

通知に代えることができる。  

(請求) 

第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の規定

による補助金の額の確定後直ちに補助金交付請求書 (規則様式第 9号 )を市

長に提出しなければならない。  

(その他) 

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則 

この告示は、令和3年4月1日から施行する。 

 

別表(第3条、第5条関係) 

区分 補助対象者 補助対象経費 補助金の額 

第 4条 第 1項 第 1

号 及 び 第 2号 に

規定する事業 

農業者のうち認定農

業者又は人・農地プ

ラン掲載の担い手の

いずれかの者、農業

法人及び農業者等が

組織する団体 

ECサイトの構築に

必要となる外注経

費及びモール型 EC

サイト等への出店

に必要となる経費  

補助対象経費の 2分

の 1以内の額とし、

50万円を上限とす

る。 

第 4条 第 1項 第 3

号に規定する事

業 

農業者のうち認定農

業者又は人・農地プ

ラン掲載の担い手の

いずれかの者、農業

法人及び農業者等が

組織する団体 

既存の ECサイト又

は電子商取引機能

を持たない独自の

ウェブサイトの改

修に必要となる外

注経費 

補助対象経費の 3分

の 1以内の額とし、

20万円を上限とす

る。 

 


