
外国人観光客誘致のための公衆無線ＬＡＮ環境整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 知事は、外国人観光客の利便性を向上させ、千葉県の観光地としての魅力を高めるため、  

県内での無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備（以下「公衆無線ＬＡＮ環境整備」という。）を促進す

ることを目的として行う事業に対し、予算の範囲内において、千葉県補助金等交付規則（昭和 32

年千葉県規則第 53号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。 

 

（補助対象団体等） 

第 2条 この要綱に基づく補助対象団体等は、次に掲げる団体及び事業者(以下「団体等」という。)と

する。 

(1) 市町村 

(2) 市町村が構成員となる団体 

(3) 継続的な事業実施が見込める団体 

(4) 宿泊施設（千葉県内で旅館業法(昭和 23年法律第138 号)第 3条第 1項の許可を受けて、同法第

2条第2項、第3項又は第4項の営業を行っている宿泊施設とし、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 23 年法律第 122 号)第 2条第 6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を

行っている施設及びこれに類するものを除く。）の事業者 

(5) その他、知事が特に必要と認める団体又は事業者 

2 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う団体等の役員等（代表者、理事若しくは

これらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体等の運営に関与している者又は当該団体

等の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。ただし、市町村長、副市町村長及び市町村の職

員を除く。以下同じ。）が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該団体等は、補助の対象

とならない。 

(1) 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 6号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(2) 次のいずれかに該当する行為（ロ又はハに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてす

るものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該行為を行うおそ

れがないと認められる者を除く。） 

イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定する暴力団（以下「暴力団」と

いう。）又は暴力団員を利用する行為 

ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又

は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれ

らに準ずる行為 

ハ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人その他

の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為 

(3） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

 



 （補助対象施設） 

第3条 補助金の交付の対象となる施設（以下「補助対象施設」という。）は、別表１に掲げる施設とす

る。 

 

（補助対象事業） 

第 4条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、団体等が主体となって取

り組む補助対象施設への公衆無線ＬＡＮ環境整備に係る事業であって外国人観光客誘致のため

に必要な事業とする。 

 

（補助対象経費及び補助率等） 

第 5条 補助の対象とする経費（以下「補助対象経費」という。）は別表 2 のとおりとする。 

2 補助率及び補助限度額は別表 3のとおりとする。 

 

（申請手続） 

第 6 条 団体等は、この補助金の交付を受けようとするときは、知事が別に定める期日までに 

別記第 1号様式を知事に提出しなければならない。 

2 前項の申請により、補助金の交付が決定した後、事情の変更等により申請の内容を変更しよう 

とするときは、別記第 2号様式を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第 7条 知事は、前条に定める交付申請のあった補助事業について、適当と認めるときは、第 8条 

の条件を付して補助金の交付を決定し、団体等に通知するものとする。 

 

（交付の条件） 

第 8条 この補助金の交付の決定には、次の条件を附するものとする。 

(1) 事業に要する経費の配分を変更する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

(2) 事業の内容の変更をする場合には、知事の承認を受けなければならない。ただし、補助額 

 に変更を生じないで、かつ、補助対象経費の 20 パーセント以内の軽微な変更については、 

この限りではない。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記第 2号様式を知事に提出し、承認 

  を受けなければならない。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合 

においては、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠 

書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認 

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後 5年間保管しておかなけ 

ればならない。 

(6) その他知事が必要と認める条件 

 

（状況報告） 

第 9条 団体等は、この補助事業の状況報告をしようとする場合は、当該補助金の交付決定年度 

内の知事が定める期日までの事業の遂行状況について、知事が定める期日までに別記第 3 号 

様式を知事に提出しなければならない。 



（実績報告） 

第 10条 団体等は、この補助金の実績報告をしようとするときは、補助事業の完了の日から起算 

して 30 日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る会計年度終了の日のいずれか早い期日 

までに別記第 4号様式を知事に提出しなければならない。 

 

（額の確定） 

第 11条 知事は、前条に定める実績報告のあった補助事業について、適当と認めるときは、団体 

等に額の確定の通知を行うものとする。 

 

（交付の請求） 

第 12条 団体等は、前条による額の確定を受けた補助金を請求しようとするときは、別記第 5号 

様式を知事に提出しなければならない。 

 

（概算払の請求） 

第 13条 団体等は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第 6号様式を知事に提出しな 

ければならない。 

 

（補助金の返還） 

第 14 条 団体等は、補助金の交付があった以降において、補助事業に更正すべき事由を生じ、 

かつ交付すべき額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について県に返還 

するものとする。 

 

（暴力団密接関係者） 

第 15 条 規則第 17 条第 1 項第 3 号の知事が定める者は、補助事業を行う団体等の役員等が第 2 

条第 3 項各号のいずれかに該当する者である団体とする。 

 

 （事業完了後調査） 

第 16条 団体等は、事業完了年度の翌年度以降、別に定めるところにより事業完了後の状況につ

いて県に報告するものとする。 

 

（財産処分の制限） 

第 17 条 規則第 21 条第 1 項に規定する財産の耐用年数の期間は、減価償却資産の耐用年数に関

する省令（昭和 40年 3月 31 日大蔵省令第 15号）に定める耐用年数の期間を準用する。 

 

 （設備の管理） 

第 18条 事業を実施した団体等は、補助事業により取得した設備の適正な維持管理に努めるもの

とする。 

  

附 則 

この要綱は、平成 27 年 8月 10 日から施行し、平成 26年度予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年 5月 31 日から施行し、平成 29年度予算に係る補助金から適用する。 

 



附則 

この要綱は、令和元年6月5日から施行し、令和元年度予算に係る補助金から適用する。 



別表1（第3条） 

補助対象団体等 補助対象施設 

市町村 市町村が所有又は管理する施設（職員の執務場所を除く。）であって、

多くの外国人観光客が自由に利用できる施設 

市町村が構成員となる団体 団体又は当該団体の構成員が所有又は管理している施設であって、

多くの外国人観光客が自由に利用できる施設 

継続的な事業実施が見込める団体 観光協会、商工会議所、商工会、商店街等継続的な事業実施が見込め

る団体又は当該団体の構成員が所有又は管理する施設の敷地内にあ

る次の施設 

1 宿泊施設の敷地内にある次の施設 

  (1)客室 

   (2)ロビー 

  (3)食堂・宴会場 

  (4)その他多くの外国人観光客が自由に利用できる施設 

2 団体構成員の店舗等であって、多くの外国人観光客が無料で入場

できる施設 

3 観光案内所等多くの外国人観光客の訪問が見込める入場無料の

施設 

4 その他多くの外国人観光客が無料で利用できる施設 

宿泊施設の事業者 宿泊施設の敷地内にある次の施設 

1 客室 

2 ロビー 

3 食堂・宴会場 

4 その他多くの外国人観光客が自由に利用できる施設 

 

別表2（第5条第1項） 

経費 

事業に要する次の経費 

1 ネットワーク回線設置に係る費用(*1) 

2 無料公衆無線ＬＡＮ環境整備に必要な機器等の購入及び設置工事に係る費用 

3 無料公衆無線ＬＡＮ環境整備に係る役務の利用費(*2) 

4 ネットワーク回線工事及び無線機器設置のため必要な電波状況や建物等の環境調査費用 

5 整備計画策定に係る費用 

6 ホームページの作成等公衆無線ＬＡＮを活用した外国人観光客誘致のための情報発信費用(*3) 

*1 ネットワーク回線の維持費については、補助対象外とする。 

*2 無料公衆無線ＬＡＮ環境整備に係る役務とは、無料チケットやカードの作成・配布や、短期滞在外

国人旅行者等に対して既存の有料公衆無線ＬＡＮ環境を無料で開放すること、利便性向上のために必要

となるシステム等をいう。 

*3  6については、公衆無線ＬＡＮ整備と同時に新規に作成するものであること及び公衆無線ＬＡＮへ

の接続を案内するものであること、多言語対応であること。また、費用は、1～5の公衆無線ＬＡＮ整備

費に6分の1を乗じて得た額以内を補助対象経費とする。 

 



 

別表3（第5条第2項） 

補助率 補助限度額 

補助対象経費の 

3 分の 2以内 
5,000千円 

 


