
令和元年度予備費予算 被災小規模事業者再建事業 

「（１０文字以内）補助金」※【公募要領】（例） 

※中小企業庁と事務局で協議し、小規模事業者にとって分かりやすく、コールセン

ターとのやりとり等において、他の国庫補助金との混同が生じない略称・通称を設

定します。 
 

（募集期間） 

 第１次受付開始： 令和●年 ●月 ●日（●） 

 第１次受付締切： 令和●年 ●月 ●日（●）［締切日当日消印有効］ 

 

 第２次受付開始： 令和●年 ●月 ●日（●） 

 第２次受付締切： 令和●年 ●月 ●日（●）［締切日当日消印有効］ 

（申請書類一式の提出先・問い合わせ先） 

 ◇被災小規模事業者再建事業 『  』補助金 事務局 

   〒                         

   電話番号                       

 

◇申請書類一式は、「事務局提案方法を記載」によりご提出ください。 

  

◇問い合わせの対応時間は、00:00～00:00となります。 

 

（ご注意・ご連絡） 

◇下記のいずれかに該当する小規模事業者が対象です。（他の要件等については、P.●をご確認く

ださい） 

①宮城県、福島県、栃木県、長野県に所在する、令和元年台風第１９号により被害を受

けた小規模事業者 

②岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡

県に所在する、令和元年台風第１９号により被害を受けた小規模事業者 

 
◇本事業の申請に際しては、補助金事務局への提出の前に、商工会等の国が指定する支援機関等

により記載不備等がないかの確認を受けてください。（様式の設定等「確認を受けたこと」の確

認方法を事務局で定めてください） 

 

◇本公募要領は、以下のホームページからダウンロードできます。 

  （URL）http://○○○○○○○○○○ 
 

 

令和●年●月 

補助金事務局名 
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Ⅰ．本事業の目的と補助対象者 

１．事業の目的 

 令和元年台風第１９号は甚大な被害が生じた災害であり、特に、災害救助法適用市町村の

ある１都１３県（岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）（以下「被災地域」という。）において、

多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況

に直面しています。 

 こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助

事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建

に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を

補助するものです。 

 

２．補助対象者 

 本事業の補助対象者は、次の（１）から（３）に掲げる要件をいずれも満たす小規模事業

者（単独または複数の小規模事業者）であることとします。 

 

（１）上記「被災地域」に所在する、令和元年台風第１９号の被害を受けた小規模事業者 

被害の証明については、それを証する公的証明の添付（コピーでも可）を必要とします。 

     

※「小規模事業者」について 

商工業者（会社（企業組合・協業組合を含む。）及び個人事業主）であり、常時使用す

る従業員の数が２０人以下（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く。）に属する事業

を主たる事業として営む者については５人以下）の事業者であること。 

※上記に該当すれば、業種は問いません。 

 
 ※「常時使用する従業員」について 

本事業における従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従業員と判断

される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を

受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断すること

になります。 
事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的な働き方をして

いる従業員がいれば、当該働き方による従業員を「常時使用する従業員」として、人数

を算定します。 
 

（２）本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること 

 

（３）次の①から④に掲げる「『  』補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいず

れにも該当しない者であること。 

①法人等（個人または法人をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に
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関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

であるとき、または法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員

または支店もしくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。以

下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）で

あるとき 

 

②役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき 

 

③役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき 

 

④役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難される

べき関係を有しているとき 

 

※本事業への申請に際して、「『  』補助金の交付を受ける者として不適当な者」に該当

しないことを申請書の提出時に誓約いただくことを必須とします。 
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Ⅱ．計画の様式  

 

 事務局で、以下の項目を盛り込んだ様式又は入力フォーマットを作成してください。 

 紙を前提とした様式とする場合には、全項目が３枚（Ａ４規格をサイズ上限とする）程度

におさまる設計としてください。 

 また、小規模事業者向けの記載例を１例以上作成し、公開するようにしてください。 

 

（１）企業概要 

 ①名称 

 ②法人番号（個人事業主は記載不用） 

 ③主な事業内容（多肢択一選択方式） 

 ④従業員数 

 ⑤資本金額（個人事業主は記載不用） 

 ⑥設立年月日 

 ⑦連絡担当者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス 

  

（２）計画情報（基本的にテキスト情報） 

 ①企業概要 

 ②被災の状況 

③取組内容 

 ④補助事業の効果 

 ⑤経費明細表 

 ⑥資金調達の内訳 

  

（３）商工会等の国が指定する支援機関の確認を受けたことが確認できるもの 

 ①支援機関名 

 ②支援担当者 他 

※支援機関の確認を受けたことが確認できる項目又はスキームを設けること。 
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Ⅲ．本事業の対象経費と申請手続き 

１．重要説明事項（申請にあたっての注意点） 

１．本補助金事業は、補助金適正化法に基づき実施されます。 

 本補助金事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（補助金適正化法）」に基づき実施され

ます。補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、５

年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰金に処せられることがあります。 

 申請書の内容に虚偽又は法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則のほか、採択取消、

交付決定取消や交付済み補助金の全額返還（加算金付き）等の処分を受ける可能性があります。 

２．「補助金交付決定通知書」の受領後でないと、補助対象となる経費支出等はで 

きません。【注：今回の「令和元年度予備費予算 被災小規模事業者再建事業」

では遡及適用あり】 

 審査の結果、採択が決定されると、補助金事務局から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、

補助金の交付（支払い）対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。

補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となるのが原

則ルールです。 

ただし、今回の公募においては、特例として令和元年●月●日以降に発生した経費を遡って補助対象経費

として認めます。 

また、支出行為は、銀行振込方式が大原則です（小切手・手形による支払いは不可）。補助金執行の適正性

確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、１取引１０万円超（税抜き）の支払は現金支払いは不可で

す。（ただし、公募開始日までの現金支払い等については、別途、補助金事務局までご相談ください。） 

３．補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。 

 補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業

の内容または経費の配分の変更を希望する場合（軽微な変更を除く）には、補助事業の交付の目的に沿った範

囲内で、予め（発注・契約前に）所定の変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければなりません。 

 なお、「車両購入費」や「設備処分費」は、予め申請時に所定の様式内に内容を記載し、「経費明細表」に計

上していることが前提条件ですので、いずれも、変更承認手続により事後に補助対象経費に加えることはで

きません。 

４．補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がな 

 いと、補助金は受け取れません。 

 補助金交付決定後、採択を受けた事業者に補助事業の実施を開始していただきます。補助事業の終了後は、

補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日ま

でに補助金事務局に提出しなければなりません。 

もし、定められた期日までに、実績報告書等の提出が補助金事務局で確認できなかった場合には、補助金交

付決定を受けていても、補助金を受け取れなくなりますので、必ず期日を守ってください。 

５．実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より 

 少なくなる場合があります。 

 実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外の経費が計上されていることが判明した場合には、当該
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支出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金事務局から連絡を受けます。 

 特に、自動車等車両を購入した場合には、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いられ、かつ他

の目的で車両を使用していないこと等の条件を満たしていなければ、当該車両の購入に係る補助金のお支払

いはできませんのでご注意ください。 

また、収益納付に該当する事業を実施した場合、減額して補助金が支払われることがあります。 

６．所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限が

あります。 

単価５０万円（税抜き）以上の機械装置等、自動車等車両の購入や店舗改装による不動産の効用増加等は

「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間（通常は取

得日から５年間）において処分（補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等）が制限されます。 

処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず『  』補助金事務局へ承認を申請し、承認を受けた

後でなければ処分できません。『  』補助金事務局は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に

際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納

付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付要綱違反により補助金交付取消・返還命令の対象

となります。 

７．補助事業関係書類は事業終了後５年間保存しなければなりません。 

 補助事業者は、補助事業に関係する帳簿および証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年

間、『  』補助金事務局や国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲

覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 

 この期間に、会計検査院による実地検査等が実施される可能性もあり、補助金を受けた者の義務として応

じなければなりません。また、検査等の結果、仮に、補助金の返還命令等の指示がなされた場合には従わなけ

ればなりません。 

８．国が助成する他の制度と経費が重複する事業は補助対象となりません。 

同一の内容について、国（ＪＥＴＲＯ等の独立行政法人等を含む）が助成する他の制度（補助金、委託費

等）と経費が重複する事業は補助対象事業となりません。 

９．個人情報の使用目的 

 『  』補助金事務局に提供いただいた個人情報は、以下の目的のため、補助金交付元である政府（中小企

業庁）との間で共有します。 

①補助金事業の適正な執行のために必要な連絡、②経営活動状況等を把握するための調査（事業終了後

のフォローアップ調査含む）、③その他補助金事業の遂行に必要な活動 

10．アンケート調査について 

 本補助金の採択事業者等に対し、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把握するためのアンケー

ト調査を実施することがあります（補助事業完了後のフォローアップ調査含む）ので、その際にはご協力をお

願いいたします。なお、アンケートに際してご提供いただいた情報は、統計処理を行い、個人を特定できない

形で公表する可能性があります。 

11．その他 

申請・補助事業者は、本公募要領、交付要綱やウェブサイト等の案内に記載のない細部については、補助金

事務局からの指示に従うものとします。 
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２．補助対象事業 

 補助対象となる事業は、次の（１）から（３）に掲げる要件をいずれも満たす事業である

こととします。なお、複数事業者による共同申請の場合には（４）の要件も満たす事業であ

ることとします。 

 

（１）「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。 

 

（２）「計画」は、「商工会等の国が指定する支援機関」の確認を受けていること。 

 

（３）以下に該当する事業を行うものではないこと。 

・同一内容の事業について、国（ＪＥＴＲＯ等の独立行政法人等を含む）が助成する他の

制度（補助金、委託費等）と経費が重複する事業 

※本補助金では、同一の補助事業（取り組み）について、経費を重複して国の他の補助

金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助

金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。 

・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害

することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるも

の 

例）賭博、性風俗関連特殊営業等 

  

（４）複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事

業であること。 

＊参画事業者が、あらかじめ定めた役割分担にしたがって経費支出を行い、補助事業

完了後、それぞれの参画事業者に対して交付すべき補助金の額を確定のうえ、それ

ぞれの参画事業者からの請求を受けて補助金を交付するのが一般的な形です。 

＊他方、申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模

事業者の連名で制定し、その写しを申請時に添付して提出することにより、代表事

業者が一括して補助対象経費の支払いを行い、一括して補助金の交付を受けること

が可能です。 

   （規約に最低限盛り込むべき項目：①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分

担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法） 

 

３．補助率等 

本事業の補助率等は以下のとおりです。 

補助率 補助対象経費の３分の２以内（宮城県、福島県において一定の要件を

満たす場合は定額） 

補助上限額 ①宮城県、福島県、栃木県、長野県の事業者 ２００万円 

②岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 

新潟県、山梨県、静岡県の事業者 １００万円 

＊ただし、対象者の要件を満たす複数の小規模事業者が連携して取り 
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組む共同事業の場合の補助上限額は、以下のとおりです。 

（ただし、最高１，０００万円まで（①の小規模事業者を１者以上含 

む場合は２，０００万円まで）となります） 

（２００万円×①の小規模事業者数） 

＋（１００万円×②の小規模事業者数） 

（注）本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資

のように返済の必要がありません。（ただし、収益納付や処分制限財産の処分

による補助金の減額等がなされる場合があるほか、事後の会計検査院による実

地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなり

ません。） 

 

４．補助対象経費 

（１）補助対象となる経費は、次の①～③の条件をすべて満たすものとなります。 

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 

③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

＊ただし、今回の公募においては、特例として、令和元年●月●日以降に発生した

経費を遡って補助対象経費として認めます。【②の特例】 

 

（２）補助対象となる経費について 

補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「事業再建に向けた取組」を実施したこ

とに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっ

ても、実際の事業取り組みが補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできませ

ん。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取り組みをしたとい

う実績報告が必要となります。 

 

（３）経費の支払方法について 

補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、

旅費や現金決済のみの取引（代金引換限定のサービス等）を除き、１取引１０万円超（税

抜き）の支払は、現金支払いは認められません。（ただし、本公募の開始日までの期間

に、１取引１０万円超（税抜き）の現金支払い等を行っている場合は、別途、補助金事

務局までご相談ください。） 

自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です。また、補

助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺（売掛金と買掛金の相殺等）

による決済は認められません。 

クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ

認められます。（購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補

助対象期間外であれば、補助対象外経費となります。分割払いにより、補助事業期間中

に支払が完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。リボルビ

ング払いの物品購入も、補助事業期間中に当該リボルビング払いが全て完済しない限り

対象外です。） 
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決済は法定通貨でお願いします。仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利

用等は認められません。 

なお、代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」

となりますので、①上記のクレジットカード払い時のルール（補助対象期間中に引き落

としが確認できることが必要）、および、②補助事業者と立替払い者間の精算（立替払

い者への立て替え分の支払い）が補助対象期間中に行われること、の双方を満たさなけ

ればなりません。 

 

（４）電子商取引について 

インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、上記（１）③のと

おり「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象となります。 

取引相手先によく確認し、補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、納品、検収、

請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類（取引画面を

印刷したもの等）を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。 

実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が確

認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明

する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場

合には、補助対象にできません。 

 

（５）補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外

となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額とな

ります。 

経費内容 

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費 

⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金 

⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費 

   

５．申請手続 

（１）受付開始日及び締切日 
受付開始：   令和●年 ●月 ●日（●） 

  第１次受付締切：令和●年 ●月 ●日（●）［締切日当日消印有効］ 

第２次受付締切：令和●年 ●月 ●日（●）［締切日当日消印有効］ 

 

（２）補助金申請の手続の流れ 

「事務局で申請者目線に立って整理した流れを記載してくだい」 

 

 

（３）『  』補助金事務局への申請書の提出先・問い合わせ先 

  〒・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  電話番号・・－・・・・－・・・・ 
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   ◇申請書類は、「事務局提案方法を記載」によりご提出ください。 

◇問い合わせ等は、『  』補助金事務局にて受け付けます。 

   ◇受付時間は、00:00～00:00 です。 

 

（４）提出資料 

「Ⅴ．応募時提出資料」で定める提出資料を「『  』補助金事務局」に提出してくださ

い。 

なお、必要に応じて追加資料の提出および説明を求めることがあります。また、申請書

類等の返却はいたしません。 

 

（５）応募件数 

  同一事業者からの応募は１件とします。 

単独申請と共同申請参画との併願や、複数の共同申請への参画は認められません。万が

一、複数応募が判明した場合には、すべて不採択となります（採択後に複数応募が判明し

た場合も、遡って採択を取り消します）。 

  複数の屋号を使用している個人事業主も応募は１件のみです。  

 

６．採択審査 

（１）採択審査方法 

補助金の採択審査は、提出資料について、「表１：審査の観点」に基づき、有識者等に

より構成される審査委員会において行います。 

採択審査は非公開で提出資料（電子データ含む）により行います（提案内容に関するヒ

アリングは実施しません。）ので、不備のないよう十分ご注意ください。 

 

（２）結果の通知 

応募事業者全員（共同申請の場合には代表事業者）に対して、採択または不採択の結果

を通知します。 

採択案件については、補助事業者名、代表者名、住所、法人番号（法人の場合）および

補助金額を公表することがあります。 

 

（３）その他 

・同一事業者が同一内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合

には、不合理な重複および過度な集中を排除するため、重複して採択いたしませんので

ご留意ください。 

・採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合がありま

す。 

・申請書類一式の提出先を誤ると受付を受理できませんので、お間違えのないようご注意

ください。 
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表１：審査の観点 

Ⅰ.基礎審査 

 次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、

その後の審査を行いません。 

 ①必要な情報がすべて確認できると 

 ②「Ⅰ．２．補助対象者」および「Ⅲ．２．補助対象事業」の要件に合致すること 

 ③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること 

 ④申請者自身が主体的に活動する取組であること 

 

Ⅱ.加点審査 

計画情報について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に

採択を行います。 

 ①事業再建に向けた取組として適切な取組であるか。 

 ②被害の程度（本事業の性質上、直接的な被害を受けた事業者に加点を行います。） 

 

 

７．事業実施期間等 

交付決定日から実施期限までです。 

 上記実施期限までの間で、事業を完了（補助対象経費の支払いまで含みます）した後３０

日を経過する日、または令和●年●月●日（補助金事務局必着）のいずれか早い日までに実

施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。提出いただいた資料

に基づき、順次、交付すべき補助金額の確認作業を行います。 

 

８．補助事業者の義務 

 本事業の採択となった事業者は、以下の条件を守らなければなりません。また、公募要領

「Ⅲ．１．重要説明事項」について、十分にご留意ください。 

（１）交付決定 

（事務局で決定した流れをもとに記載のこと。） 

本事業の採択となった事業者は、補助金の交付に係る必要な手続きを行わなければなり

ません。 

交付申請書の記入にあたっては、消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければなり

ません（消費税および地方消費税相当額を予め補助対象経費から減額して申請を行う）。 

なお、採択となっても、交付決定時点で対象外経費の計上等の不備が発見された場合に

は、申請書類の訂正・再提出を求めます。 

また、交付決定を受けても実績報告時に対象外経費の計上が発見された場合には、当該

支出を除いて補助対象経費を算出するよう補助金事務局から連絡を受けます。 

 

（２）事業計画内容や経費の配分変更等 

  交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分や内容を変更しようとする場合、または補

助事業を中止（一時中断）、廃止（実施取りやめ）や他に承継させようとする場合は、事
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前に承認を得なければなりません。 

 

（３）補助金の交付 

     補助事業を完了したとき、または中止、廃止の承認を受けたときは、実績報告書を提出

しなければなりません。実施した事業内容の審査と経費内容の確認等により交付すべき補

助金の額を確定した後、精算払いとなります（概算払いは認められません）。 

  なお、補助金は経理上、支払い額の確定を受けた事業年度における収益として計上する

ものであり、法人税・所得税の課税対象となります。 

 

（４）補助対象事業の経理 

補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業

完了後、当該年度の終了後５年間保存しなければなりません。 

また、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」に

拠った信頼性のある計算書類等の作成および活用に努めてください。 

 

９．その他 

（１）補助事業を実施することにより産業財産権が発生した場合は、その権利は補助事業者

に帰属します。 

（２）補助事業の進捗状況確認のため、『  』補助金事務局等が実施検査に入ることがあ

ります。また、補助事業完了後、補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査に入るこ

とがあります。 

（３）原則として、補助事業完了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認

ができない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。 

（４）補助事業完了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。この検査により補助

金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。 

（５）補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした

場合には、補助金の交付決定の取消・返還命令（加算金の徴収を含む）、不正の内容の

公表等を行うことがあります。 

また、法令に違反していることが明らかな場合、当該法令による罰則のほか、採択取

消、交付決定取消や交付済み補助金の全額返還（加算金付き）等の処分を受ける可能性

があります。 

（６）本補助金は、所得税法第４２条（国庫補助金等の総収入金額不算入）または法人税法

第４２条（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入）に規定する国庫補

助金等に該当します。 

したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得または改良

に充てた場合には、所得税法第４２条または法人税法第４２条の規定を適用することが

できます。 
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（７）「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業（補

助金の交付を受けて行う事業）の結果により収益（収入から経費を引いた額）が生じた

場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返

納していただく場合があります（これを「収益納付」と言います）。 

（８）「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業（補

助金の交付を受けて行う事業）によって取得した財産には、処分制限が課されますので、

売却を前提とした財産の購入経費等は補助対象経費に含めないでください。やむを得ず

売却や譲渡（無償譲渡も含まれます）等に至る場合にも承認手続が必要となります。 

（９）本補助金の採択事業者等に対し、補助金を活用して取り組む事業やその効果等を把

握するためのアンケート調査を実施することがあります（補助事業完了後のフォロー

アップ調査含む）ので、その際にはご協力をお願いいたします。 

なお、アンケートに際してご提供いただいた情報は、統計処理を行い、個人を特定

できない形で公表する可能性があります。 

（10）自社内で調達を行う場合には、調達価格に含まれる 利益を排除しなければなりませ

ん。当該調達品の製造原価を構成する要素であっても、『  』補助金の補助対象経費

に該当しないものは補助対象経費として計上できません。共同申請において共同事業

者間で必要な物品・サービスを調達した場合も自社内で調達した場合と同様とみなさ

れ、当該取引は対象外となります。 

（11）交付決定時に、補助事業実施に係る注意点等を記載した「補助事業の手引き」を事務

局から配布いたします。補助事業実施前に「補助事業の手引き」を必ず確認のうえ、不

明点は事務局にお問合せください。 

 
 

Ⅳ．参考資料 

※ 旅費、謝金基準等の参考資料を記載すること。 
 
 

Ⅴ．応募時提出資料 

※ Ⅱ．計画の様式、添付資料に合わせて一覧を作成すること。 

 

 

Ⅵ．事業のスキーム 

※ 事務局が決定後作成すること。 

 


