○ 浜田市萩 ・石見空 港利用 促進補助 金交付要 綱
平 成26年９ 月30日告 示第 151号
改正
平 成27年３ 月31日告 示第 64号
平 成28年３ 月31日告 示第 72号
平 成29年３ 月29日告 示第 51号
平 成30年３ 月30日告 示第 53号
令 和２年３ 月 19日告 示第 47号
令 和２年４ 月 23日告 示第 98号
令 和３年３ 月 26日告 示第 55号
浜 田市萩・ 石見空港 利用促 進補助金 交付要綱
（ 目的）
第 １条 こ の告示 は、 萩・ 石見 空港と 羽田 空港 との間 を運 航する 定期 便（ 以下「 定期 便」
と いう 。） を利 用する 者に 対し て、そ の航 空運 賃等 の一部 を補助 する こと によ り、定 期
便 の利 用の 促進 を図り 、も って その運 航の 継続 に資 するこ とを目 的と し、 その 補助金 の
交 付に 関し ては 、浜田 市補 助金 等交付 規則 （平 成 17年浜田 市規則 第 56号） に定 めるも の
の ほか、こ の告示の 定める ところに よる。
（ 補助対象 者）
第 ２条 補 助の対 象と なる 者（ 以下「 補助 対象 者」と いう 。）は 、次 の各 号のい ずれ かに
該 当す る者 であ って、 定期 便 （ 平成 26年 10月１ 日か ら令和 ４年３ 月 31日ま での 間に萩 ・
石 見空港又 は羽田空 港を出 発し、又は到着 するもの に限る 。以下同 じ。）を利用 する（ 定
期 便の 座席 を確 保した にも かか わらず 、当 該定 期便 の欠航 により 利用 する こと ができ な
い 場合を含 む。以下 同じ。 ）ものと する。
(１ ) 市内 に住所を 有する 者
(２ ) 市外 に存 する 学校教 育法 （昭 和 22年 法律 第 26号） 第１条の 学校 （同 法第 97条の 大
学 院及 び同 法第 108条第 ３項の 短期 大学 を含 む。 ）又は 同法 第 124条 の専 修学 校（以 下
「 学校 等」 とい う。） に在 学す る者 （その 者の 生計 を維 持する者 が市 内に 住所 を有す
る 場合に限 る。）
２

前項の 規定にか かわら ず、次の各号 のいず れかに該 当する者は、補 助対象者 としな い。
(１ ) 公務 員（国 家公務 員法（ 昭和 22年 法律第 120号 ）第２ 条第１ 項に規定 する国家 公務
員 及び地方 公務員法 （昭和 25年法律 第261号）第 ３条に規 定する地 方公務員 をいう。）
で 、公務に より利用 するも の
(２ ) 満３ 歳未満の 者で、 個別に座 席を確保 しない もの
(３ ) 市内 に存 する 学校教 育法 第１ 条の小 学校 、中 学校 又は高等 学校 （特 別支援 学校 を
含 む。 ）に 在学 する児 童又 は生 徒で 、修学 旅行 又は 研修 旅行（教 育課 程に 基づ く教育
活 動と して 行わ れるも のに 限り 、部 活動等 とし て行 われ るものを 除く 。） で利 用する
もの
（ 補助金額 等）

第 ３条 補 助金の 額は 、補 助対 象者１ 人当 たり 片道１ 回に つき、 次の 各号 に掲げ る補 助対
象 者の 区分 に応 じ、当 該各 号に 定める とお りと し、 補助金 の総額 につ いて は、 予算の 範
囲 内とする 。
(１ ) 定期 便に 搭乗 した日 にお いて 、満 65歳以 上の 者又 はサポー ター 企業 ・団体 （萩 ・
石 見空 港利 用拡 大促進 協議 会が 萩・ 石見空 港サ ポー ター 企業・団 体と して 登録 した企
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業 及び団体 をいう。 以下同 じ。）に 所属する 者
(２ )
２

前号 に掲げる 者以外 の者

2,500円

1,500円

前 項の 補助金 は、 浜田 市共 通商品 券（ 浜田 商工会 議所 が発行 する 浜田 市共通 商品 券を
い う。以下 同じ。） により 交付する 。
（ 交付申請 等）

第 ４条

補 助金の 交付 を受 けよ うとす る者 （以 下「申 請者 」とい う。 ）は 、萩・ 石見 空港

利 用促 進補 助金 交付申 請書 兼請 求書（ 様式 第１ 号） に次に 掲げる 書類 を添 えて 、定期 便
に 搭乗した 日の属す る年度 の翌年度 の４月 30日まで に市長に 提出し なければ ならない 。
(１ ) ご搭 乗案内の 写し
(２ ) その 他市長が 必要と 認める書 類
２ 前 項の 場合に おい て、 当該 補助金 が定 期便 の欠航 に係 るもの であ ると きは、 同項 第１
号 に掲げる 書類に代 えて次 に掲げる 書類を添 えるも のとする 。
(１ ) 欠航 した定期 便の座 席を確保 していた ことが 確認でき る書類
(２ ) 定期 便が欠航 したこ とに伴い 利用した 公共交 通機関が 確認で きる書類
（ 交付決定 等）
第 ５条 市 長は、 前条 の規 定に よる申 請が あっ たとき は、 速やか に内 容を 審査し 、補 助 の
可 否を 決定 し、 申請者 に通 知す るもの とす る。 この 場合に おいて 、補 助金 の交 付を決 定
し たと きは 、当 該申請 者へ の浜 田市共 通商 品券 の交 付をも って、 当該 通知 をし たもの と
み なす。
２ 前 項に 規定す る浜 田市 共通 商品券 の交 付を 受けた 者は 、萩・ 石見 空港 利用促 進補 助金
受 領書（様 式第２号 ）を市 長に提出 しなけれ ばなら ない。
（ 交付決定 の取消し 等）
第 ６条 市 長は、 虚偽 の申 請そ の他不 正の 手段 により 補助 金の交 付決 定を 受け、 又は 補助
金 の交 付を 受け た者に 対し 、そ の決定 を取 り消 し、 又は補 助金の 返還 を命 ずる ものと す
る。
（ その他）
第 ７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
（ 施行期日 ）
１ この告 示は、平 成 26年 10月１日 から施行 する。
（ この告示 の失効）
２

この告 示は、令 和４年 ５ 月２日 限り、そ の効力 を失う。

（ 令和元年 度におけ る定期 便の利用 に係る交 付申請 等の特例 ）
３ 令 和元 年度に おけ る定 期便 の利用 に係 る交 付申請 等に ついて は、 第４ 条第１ 項各 号列
記 以外 の部 分中 「定期 便に 搭乗 した日 の属 する 年度 の翌年 度の４ 月 30日」 とあ るのは 、
「 令和３年 ３月 31日 」と読 み替えて 同項の規 定を適 用する。
附 則（平 成27年３ 月31日 告示第 64号）
（ 施行期日 ）
１
２

この告 示は、平 成 27年 ４月１日 から施行 する。
（ 経過措置 ）
こ の告 示によ る改 正後 の浜 田市萩 ・石 見空 港利用 促進 補助金 交付 要綱 の規定 は、 この
告 示の 施行 の日 以後に 復路 とし て萩・ 石見 空港 に到 着する 定期便 を往 復し て利 用する 者
に 係る 補助 金に ついて 適用 し、 同日前 に復 路と して 萩・石 見空港 に到 着す る定 期便を 往

2/3

復 して利用 する者に 係る補 助金につ いては、 なお従 前の例に よる。
附

則（平 成28年３ 月31日 告示第 72号）

（ 施行期日 ）
１ この告 示は、平 成 28年 ４月１日 から施行 する。
（ 経過措置 ）
２

こ の告 示によ る改 正後 の浜 田市萩 ・石 見空 港利用 促進 補助金 交付 要綱 の規定 は、 この
告 示の 施行 の日 以後に 萩・ 石見 空港又 は羽 田空 港を 出発す る定期 便を 利用 する 者に係 る
補 助金 につ いて 適用し 、同 日前 に萩・ 石見 空港 又は 羽田空 港を出 発す る定 期便 を利用 す
る 者に係る 補助金に ついて は、なお 従前の例 による 。

附 則（平 成29年３ 月29日 告示第 51号）
（ 施行期日 ）
１ この告 示は、平 成 29年 ４月１日 から施行 する。
（ 経過措置 ）
２ こ の告 示によ る改 正後 の浜 田市萩 ・石 見空 港利用 促進 補助金 交付 要綱 の規定 は、 この
告 示の 施行 の日 以後に 萩・ 石見 空港又 は羽 田空 港を 出発す る定期 便を 利用 する （定期 便
の 座席 を確 保し たにも かか わら ず、当 該定 期便 の欠 航によ り利用 する こと がで きない 場
合 を含 む。 以下 同じ。 ）者 に係 る補助 金に つい て適 用し、 同日前 に萩 ・石 見空 港又は 羽
田 空港を出 発する定 期便を 利用する 者に係る 補助金 について は、な お従前の 例による 。
附 則（平 成30年３ 月30日 告示第 53号）
こ の告示は 、平成 30年４月 １日から 施行する 。
附 則（令 和２年３ 月 19日 告示第 47号）
（ 施行期日 ）
１ この告 示は、令 和２年 ４月１日 から施行 する。
（ 経過措置 ）
２ こ の告 示によ る改 正後 の浜 田市萩 ・石 見空 港利用 促進 補助金 交付 要綱 の規定 は、 この
告 示の 施行 の日 以後に 萩・ 石見 空港又 は羽 田空 港を 出発す る定期 便の 利用 に係 る補助 金
に つい て適 用し 、同日 前に 萩・ 石見空 港又 は羽 田空 港を出 発する 定期 便の 利用 に係る 補
助 金につい ては、な お従前 の例によ る。
附 則（令 和２年４ 月 23日 告示第 98号）
こ の告示は 、令和２ 年４月 23日から 施行する 。
附 則 （令和３ 年３月 26日告示 第55号）
こ の告示は 、令和３ 年４月 １日から 施行する 。
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