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地方創生臨時交付金事業

信濃町新型コロナウイルス対策新規事業等開拓支援補助金

【募集要領】

１．趣旨

本補助金は、新型コロナの影響を受けた町内の観光産業及び飲食・流通業（以下「町内

観光産業等」という。）の新たなサービスもしくは対策を講じながら販路拡大に取り組む事

業費の一部を支援し、町内観光産業等の段階的な経済回復を目指すことを目的にしていま

す。

２．補助対象者

補助対象者は、町内に事業所を有する法人または個人（営業に必要な許認可を受け現に

営業をしている者）であって、以下（１）～（５）に掲げる要件を全て満たすこととしま

す。

（１）業種が日本標準産業分類の大分類「宿泊業、飲食サービス業」、「卸売業、小売業」に

該当すること。

（２）「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する営業の許可を要す

る事業を行う者でないこと。

（３）信濃町暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者でないこと。

（４）長野県が実施する「新型コロナ対策推進宣言の店」の宣言事業者(ステッカー・ポス

ター等の掲示)であること。

（５）取り組む事業において、国、県及び各種団体の補助金等を受けていないこと。

３．補助率等

※事業所の規模区分については、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項及び第

５項の規定によるものとする。

４．申請期間

令和２年 10 月 12 日（月）～令和２年 10 月 30 日（金）※午後５時必着

５.補助対象事業

（１）町内観光産業等が取り組む新たなサービスや販路拡大に係る取組

（２）令和２年４月７日（緊急事態宣言の発令日）以降に新たに取り組む事業で原則、令和

３年１月 31 日までに支払いが完了する事業

補助率
補助対象経費のうち５分の４以内

ただし、事業費の総額が 100,000 円以上の実施事業に限る

補助上限金額
中小企業者以上：300,000 円

小規模企業者 ：150,000 円
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〈補助対象となりうる事業の取組事例〉

①感染防止対策となる取組

・消毒設備の導入や感染対策用品の購入を行い町観光客の安心安全な受入環境を整える

取組

・感染対策の専門家を派遣し、With コロナ時代に適用するための勉強会やセミナー開催

・感染予防を目的とした非接触型決済やキャッシュレス端末の導入

②販路拡大に関する取組

・旅行商品や特産品セット等をインターネットや SNS を活用し新たな販路で販売

（EC サイトの構築による非対面型ツールによる売上拡大）

・展示会や商談会等への参加し自社製品や町内観光施設等の PR を行う取組

・インターネットや SNS 等を活用し新たな顧客層やリピーター獲得・維持に向けた取組

③新たなサービスや事業転換への取組

・移動販売やテイクアウト事業を新しく始めるための経費

・地元食材等を使用した新メニューの開発

・感染防止対策が徹底された少人数制の新規ガイドツアーや体験プログラムの造成

・リピーター獲得・維持に向けた限定サービスや来店促進施策の開発

・新サービス開発に向けた外部コンサルティングの活用

・オンライン宿泊やバーチャルツアー、料理動画配信などのオンラインコンテンツの

制作や拡充

・長期滞在観光需要の喚起を目的としたテレワーク施設等の整備

６．補助対象経費

次の（１）～（３）に掲げる要件全てを満たすこと。

（１）下記に該当する費用であること。

①感染防止対策費

感染防止対策を講じるために必要な物品や設備の設置に伴う費用

（マスク、消毒液のみの購入、工事を除く）

②システム導入費

新たな事業を実施する際に必要なインターネットの通信環境の整備に係る初期導入経

費や非対面型取引に係るソフトウェアやシステムの導入経費

③広告宣伝費

新たな事業や商品を広く周知するための宣伝素材制作や各広報媒体等を活用するため

に支払われる経費

（例）・消毒設備の導入（オゾン発生装置、紫外線照射機、アルコール消毒噴霧器等）

・感染対策用品の購入（サーモカメラ、非接触式体温計、コイントレー購入等）

・専門家を派遣し研修やセミナー等の実施経費

（例）・キャッシュレス決済端末の導入

・ネット販売（予約）システムの構築（システム設計、運用費）

・パソコン、WiFi、タブレット端末の購入およびリース料

・非対面型取引に係るソフトウェア導入費
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④販売促進費

新事業や販路拡大を目的として各展示会や商談会等に参加する際に必要となる経費

⑤業態転換・商品造成費

新サービスの造成や新商品開発、業態転換に係る経費

⑥その他町長が認める経費

（２）交付決定日以降に発生し、補助事業期間内に支払が完了した経費

（ただし、令和２年４月７日以降で交付決定の前に行われた事業に要する経費について

も、適正と認められる場合には、遡及して補助金の対象とすることができます。）

（３）請求書・領収書等によって経費の内容および支払金額が確認できること

※補助対象経費の支払方法は銀行振込を原則とし小切手・手形による支払いは不可です。また、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。

※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（３）のみが対象となり

ます。取引相手先の都合等により、発注した日が確認できる資料を提出できない、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。

７．補助対象外経費

以下に該当する経費は原則として補助対象となりません。

（１）本事業と直接関係のない経費

（２）販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費

（３）オークション品の購入（インターネットオークションやフリマサイトを含む。）

（４）駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費

（５）電話代、インターネット利用料金等の通信費

（６）文房具など事務用品等の消耗品等（概ね、購入単価が千円未満のもの）

（７）雑誌購読料、新聞代、団体等の会費

（８）茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用

（例）・Web サイト制作や更新、チラシ、DM、カタログの外注や発送

・商品プロモーションに関わる動画等の制作

・新聞・雑誌・インターネット広告等

（例）・展示会、商談会等に出展する際の出展料、運搬料

※運搬料は原則、展示会会場と申請事業所の送料であることを確認できる費用

・通訳料、翻訳料 等

（例）・移動販売やテイクアウト事業を新しく始めるための車両費

（車両に係る維持・管理・手数料等は除く）

・コンサルティングサービスを受けるための委託費

・新商品開発に係る委託費

・旅行商品やツアー造成費

・オンラインを活用した新規コンテンツの制作費 等
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（９）不動産（土地、建物等）の購入・取得費、自動車等車両の車検費用

（10）税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のた

めの弁護士費用

（11）金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、イン

ターネットショッピング決済手数料等

（12）公租公課（消費税・地方消費税は補助対象外。）

（13）各種保証・保険料

（14）借入金などの支払利息及び遅延損害金、特許等の取得、登録費

（15）金券、商品券、クーポン券等

（16）役員報酬、直接人件費

（17）各種キャンセルに係る取引手数料等

（18）補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用

（19）上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

（20）その他町長が不適当と認めるもの

８．重要説明事項

（１）本事業で実施する新たな取組は持続性や販路拡大性があり、かつ町内観光産業等の段

階的な経済回復を目指す内容であることが求められます。

（２）「補助金交付決定通知書」の受領後に事業を行うことが原則となります。ただし、緊

急事態宣言の発令日（令和２年４月 7日）以降で交付決定の前に行われた事業に要する

経費についても、適正と認められる場合には、さかのぼって補助金の対象とすることが

できます。

（３）補助事業の内容及び経費等を変更する際には事前の承認が必要です。

（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。

（５）実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」により交付することを決定した金

額より少なくなる場合があります。また、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、当該支出を除いて補助対象経費

を算出するよう町から連絡します。

（６）取得財産等のうち、その取得した価格又は効用が増加した価格が 50 万以上のものを

処分する（目的外利用、譲渡、交換、貸付、取壊し、担保に供する）しようとする場合

は、必ず町へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。町は、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（減価償却後の当該財産

の金額）を上限として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）補助金の交付には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されます。見積、発注、

納品、検収、請求、支払等の手続を確実に行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整

理のうえ、経理処理が適切に行われるようお願いします。また、実績報告の際には、証

拠書類の確認のため、購入した物品等の写真や成果物等を残しておいてください。
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（８）申請・補助事業者は、本募集要領、交付要綱や Web サイト等の案内に記載のない細部

については、町からの指示に従うものとします。

９. 事業全体の流れ

※ 上記日程は、状況により変更になる可能性があります。

※ 補助事業実績報告の提出期限は、令和３年２月５日（金）とします。

１０.申請にあたって

（１）交付申請書等の提出

補助金の交付申請を行う場合は、受付期間内に以下の書類を作成し、産業観光課商工観

光・癒しの森係へ提出してください。

① 交付申請書（様式第１号）

② 補助事業計画書（様式１－１）

③ 誓約書（様式１－２）

④ 支出内容の積算根拠が分かる書類（見積書等）

⑤ その他町長が必要と認める書類

申請書類をもとに町において審査を行い、適当と認めたときは補助金額の交付決定の通

知を送付します。交付決定を行ったときは、交付対象事業の実施内容（補助事業者名、事

業名、交付決定額等）を町のホームページに公表します。

※事業の変更及び中止をする場合は「変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）」の提

出が必要です。

（２）実績報告書の提出

補助事業を終了した後、下記の書類について産業観光課へ提出してください。町におい

て審査を行い、補助金額の確定を行い通知します。

【実績報告提出締切日】令和３年（2021 年）２月５日（金）（当日必着）

※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。事業を完了（補助対象経費の支払いまで含みます）した後 15 日

を経過する日、または令和３年（2021 年）２月５日（金）のいずれか早い日までに実施

事業内容及び経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。

① 実績報告書（様式第４号）

② 補助事業実績書（様式４－１）

③ その他町長が必要と認める書類

※経費支出の証拠書類として次の書類を提出してください。

交付申請書提出 10 月 12 日（月）～10 月 30 日（金）

書類審査 11 月 13 日（金）（予定）

補助金交付決定 11 月 20 日（金）（予定）

補助事業実績報告 随時（事業完了後速やかに提出）

支援額確定 実績報告提出後概ね１ヶ月程度

補助金交付確定額の交付 交付確定後概ね１ヶ月程度
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・発注契約を確認できる書類の写し

・完了、検収、納品を確認できる書類の写し（車両の場合は車検証）

・請求書等の写し

・支払を証する書類（領収等）の写し

・その他支出内容が分かる資料（写真、成果品等）

(３）交付請求書の提出

補助金額の確定通知を受け取った後、下記の書類を産業観光課へ提出してください。書

類に記載された口座に後日補助金が振り込まれます。

① 補助金交付請求書（様式第５号）

１１.申請内容の審査

（１）審査方法

事業者から提出された交付申請書類をもとに、町において以下の観点で書類審査を行い

ます。

① 必要な書類が全て提出されているか

② 補助対象者及び補助対象事業の要件に合致しているか

③ 「新型コロナ感染症の環境下を乗り越える取組であるか」

「販路拡大に係る取組であるか」

「地域の魅力向上につながるか」

「事業実施の実現可能性はあるか」 等の観点から総合的に評価します。

④ 審査内容に関するお問い合わせについては、一切応じかねます。

（２）審査結果の通知

交付決定された申請については町ホームページにおいて補助事業者名等を公表します。

１２.補助金交付決定額

（１）審査の結果、補助金申請額と補助決定額が異なる場合があります。

（２）補助決定額は補助金額の上限額を示すものであり、実績報告の検査に補助金額を確定

します。（補助決定額から減額されることがあります。）

１３.事業者の義務

（１）交付申請等

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当たっては、消費税及び地方消費税相当額を予め補助対象経費から

減額して申請を行ってください。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、町から求められます。

（２）補助事業計画の内容や経費の配分の変更等
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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、事前

に町の承認を得なければなりません。ただし、補助対象経費の区分毎に20％以内の金額の

変更や補助事業の目的に変更をもたらすものでない事業計画の細部の変更である場合は承

認の必要はありません。なお、補助金額の増額変更は認められません。

（３）補助金の交付

補助金の交付については、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の精算払いが原則となります。

（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。

１４.問合せ先・書類提出先

信濃町産業観光課 商工観光・癒しの森係

TEL 026-255-3114 FAX 026-255-4470

E-mail syoukoukankou@town.shinano.lg.jp


