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【募集期間】 令和２年８月４日（火）～１０月３０日（金） 

 

 

【事前相談について】 

より実現性の高い提案とするため、必ず提出前に事前相談をお願いします。 

地域経済コンシェルジュ（中小企業診断士）との相談を通じて、提案内容の充

実に向けたアドバイスをいたします。 

 

 

【問合せ先】 寒川町 環境経済部 産業振興課 企業支援担当 

電 話：０４６７－７４－１１１１ 
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留意事項 

 

〇対象となる事業は、令和 2年 4月 7日（火）から令和 3年 2月 26日（金）ま

でに実施する事業のみです。（4 月 6 日（月）以前に着手している事業は補助

対象となりません。また、事業の実施や支払い、経費支出関係の書類の日付が 

2月 27日（土）以降になったものも補助対象となりません。） 

なお、事業の着手は「発注・契約」時となります。 

 

〇補助金交付の可否は、申請された内容について、審査を行った上で決定します。 

 

〇本事業を完了したときは、所定の実績報告書類を提出しなければなりません。

実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場

合のみ、補助金を交付します。 

 

〇消費税は補助対象外です。 

 

〇補助事業に関係する書類（提出書類、町から受け取った書類、発注書・請求書

等の経費支出関係の書類等）は 5 年間保存しなければなりません。補助事業

年度終了後 5 年間は、町から求めがあった際には、いつでも閲覧できるよう

にしておかなければなりません。（調査に入ることがあります）。 

 

〇本事業の主旨、目的および手続等に反した補助金の利用、運用等を行った場合

には、補助金の返還が生じる可能性があります。また、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。 

 

〇補助金の交付を受けた事業年度後 5 年間は、各事業年度における補助対象事

業の成果を寒川町新型コロナウイルス感染症対策中小企業販路拡大事業補助

金事業成果報告書(第 11号様式)により報告しなければなりません。 
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Ⅰ 補助事業について 

１ 事業の目的  

  新型コロナウイルス感染症の拡大による社会情勢の変化に対応する中小企

業者の販路拡大事業を支援することを目的とします。 

 

 

２ 補助対象事業者  

  本事業の補助対象者は、３ 補助要件（１）から（４）に掲げる要件をいず

れも満たす寒川町内に所在する中小企業者または団体等であることとします。 

（１） 中小企業者であること 

町内の事業所で補助事業を実施する中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定

する中小企業者であること。 

（２） 団体等であること 

町内の 3 以上の中小企業者で組織された団体または町内の 3 以上の中小

企業者で補助対象事業を連携して実施する共同体であること。 

 

（中小企業者の定義）  

業種 中小企業者 

（下記のいずれかを満たすこと） 

小規模企業者 

資本金の額また

は出資の総額 

常時使用する

従業員の数 

常時使用する

従業員の数 

① 製造業、建設業、運

輸業その他の業種

（②～④を除く） 

3 億円以下 300人以下 20人以下 

② 卸売業 1 億円以下 100人以下 5人以下 

③ サービス業 5,000 万円以下 100人以下 5人以下 

④ 小売業 5,000 万円以下 50人以下 5人以下 

 

 

３ 補助要件  

（１）町内に事業所を有し、事業を営んでいること 

（２）町税を完納していること 

（３）個人事業者の場合は、令和 2 年 1 月 1 日時点において、町の住民基本台

帳に記載されていること 

（４）次のいずれにも該当しないこと 
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・みなし大企業 

・個人事業者または法人の代表者もしくは役員が、寒川町暴力団排除条例

（平成 23 年寒川町条例第 11 号）（以下「条例」という。）第 2 条第 1 号

に規定する暴力団または同条第 2号に規定する暴力団員であるもの 

・町長が不適当と認めるもの 

 

 

４ 補助対象事業・補助率・補助上限額  

（１） 補助対象となる事業は、次に掲げる事業とします。 

区分 内容 補助率 補助上限額 

1 新事業開発 新たな製品・新サービス

を開発する事業 

 

 

 

 

補 助 対

象 事 業

の 4/5以

内 

個人事業者 50万円 

法人・団体等 200 万

円 

2 展示会等出

展 

国内外の展示会、見本市

等への出展、商談会への

参加（オンライン展示会

含む） 

個人事業者 50万円 

法人・団体等 200 万

円 

3 ホームペー

ジ作成・充

実強化 

ホームページの作成・再

構築等、ネット販売シス

テム構築・導入 

個人事業者 50万円 

法人・団体等 100 万

円 

4 ＰＲ動画作

成 

インターネットでの配

信を目的とするＰＲ動

画の制作 

個人事業者 50万円 

法人・団体等 100 万

円 

※同一事業者が、同一内容で、他の補助金または助成金を受けている場合に

は、本事業では補助の対象となりません。 

※補助金額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて 

計算します。 

※同一の補助対象事業に対する補助金の交付は、各事業につきそれぞれ 1回

限りとし、各事業の併用は可とします。 

 

 

５ 補助対象経費  

（１）補助対象となる経費は、以下の条件をすべて満たすものとなります。 

・補助事業の遂行に必要な者と明確に特定できる経費 

・令和 2 年 4 月 7 日（火）から令和 3 年 2 月 26 日（金）の期間中に発生し
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支払が完了した経費 

・証拠書類等によって支払金額が確認できる書類 

 

（２）補助対象となる経費について 

補助対象となる経費は、補助事業の実施期間中に、区分①～④の事業を

実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業の実施期間

中に発注や納品、支払等があっても、事業実施が補助事業の実施期間外

であれば、当該経費は補助対象となりません。 

 

 

（３）補助対象となる経費は次のとおりです。 

経費区分 対象経費 

1 新事業開発 開発費、専門家謝金、資料購入費、委

託費、借料 

2 展示会等出展 展示会等出展費（制作費、出展費、装

飾費、借料、輸送料、広報費） 

3 ホームページ作成・充実強化 委託費 

4 ＰＲ動画作成 委託費 

 

 

【各対象経費の説明】 

  ・購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、

補助事業完了時には使い切ることを原則とします、補助事業完了時点で

の未使用残存品に相当する費用は、補助対象となりません。 

  ・原材料を補助対象経費として計上する場合は、受払簿（任意様式）を作成

し、その受払いを明確にしておく必要があります。 

  ・販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象となり

ません。（試作品の生産に必要な経費は対象となります。） 

 ・汎用性があり目的外使用になりうるものの購入費は補助対象外となります。 

 ・補助金を使って開発した製品（試作品）を販売する場合は事前にご相談く

ださい。 

① 開発費 

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、

デザイン、製造、改良、加工するために要する経費 
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【対象となる経費例】 

新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザ

インの外注。 

 

【対象とならない経費例】 

文房具等の消耗品（開発・試作ではなく）実際に販売する商品を生産するため

の原材料の購入、試作品開発目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザ

インの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、（包装パッケージ

の開発が完了し）実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入する

パッケージ分 

 

・商工会職員を専門家等として支出の対象にすることはできません。 

・謝金の単価は、補助事業者が定める規定等によりその単価の根拠が明確で

あり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 

・謝金単価を内規等に定めていない場合、別に定める謝金の支出基準を準用

した額を支出することとします。謝金の支出基準は、５ 参考資料 【参考

1】謝金の支出基準についてを参照ください。 

・依頼する業務内容については事前に書面等を取り交わして、明確にしなけ

ればなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費は補助対象となり

ません。 

・補助事業者に指導・助言する専門家等に対する謝礼は「②専門家謝金」に

該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、「⑤

委託費」に該当します。 

・セミナー研修等の参加費用や受講費用等は対象外です。（専門家が講演す

る外部セミナー研修に参加する等の費用は認められません。補助事業者が

専門家等を自社に招き、当該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は

補助対象となります。） 

② 専門家謝金 

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼

として支払われる経費 
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・事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です。 

・取得単価（消費税込）が 10万円未満のものに限ります。（例：1冊 99,999

円（税込）は可、1冊 100,000 円（税込）は不可） 

・購入する部数・冊数は 1 種類につき 1部（1冊）を限度とします。（同じ図

書の複数購入は対象外です。） 

・中古書籍の購入は「同等の中古書籍」の 2社以上（個人は不可）からの相

見積（古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可）が実績報告時に

提出できる場合に限り、補助対象となり得ます。 

 

 

・国（国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む）

により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象外です。 

・展示会出展の出展料等に加えて、関連する制作費・装飾費・借料・輸送費・

広報費も補助対象となります。 

・展示会の出展については、出展申し込みは交付決定前でも構いませんが、

請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となる場合は補

助対象となりません・ 

・販売のみを目的とし、販路拡大等につながらないものは補助対象となりま

せん。 

・補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。 

・選考会、審査会等への参加・申込費用は補助対象となりません。 

・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実

績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明

する書類もあわせてご提出ください。（実績報告の際に提出する証拠書類

の翻訳料は補助対象外です。） 

・飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。 

③ 資料購入費 

事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 

④ 展示会等出展費（制作費、出展費、装飾費、借料、輸送料、広報費） 

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 
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〈制作費について〉 

 ・展示会出展等に係る製品制作のための原材料、設計、デザイン、製造、改

良、加工するために要する経費が対象となります。 

〈出展費について〉 

  ・新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展小

間料、会場使用料やオンラインによる展示会の出展料などが対象となり

ます。 

〈装飾費について〉 

 ・会場等の装飾設営および撤去に要する経費、光熱水費および付帯設備工事

に要する経費が対象となります。 

〈借料について〉 

・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費

のみとなります。契約期間が補助事業期間を超える場合は、按分等の方式

により算出された補助事業期間分のみとなります。 

・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のためにも

使用するものは補助対象外となります。 

・事業の実施に直接必要な機器・設備等のリース・レンタルに要する経費が

対象となります。 

〈輸送料について〉 

 ・展示会等に必要な物品等にかかる運搬料、宅配・郵送料等に要する経費が

対象となります。 

〈広報費について〉 

 ・補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象

であり、単なる会社のＰＲや営業活動に活用される広報費は、補助対象外

となります。 

・チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量のみ

が補助対象経費となります。 

 ・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。補助事業

期間中に経費支出をしていても、実際に広報がなされる（情報が伝達され

消費者等に認知される）のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象

外となります。 

 ・オンライン用のコンテンツや広報媒体を作成するために要する経費は対象

となります。 
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 【対象となる経費例】 

  パンフレット、ポスター、チラシ、ＤＭ、カタログ等の作成やオンライン用

の広報媒体などの制作。 

 

 【対象とならない経費例】 

  試供品（販売用商品と同じものを試供品として用いる場合）、販促品（商品・

サービスの宣伝広告の掲載がない場合）、名刺、商品・サービスの宣伝広告

を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成。補助事業期間外の広告

の掲載や配布物の配布。 

 

 

  ・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助

事業に成果物等が帰属する必要があります。 

・例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりませ

ん。 

・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は、②専門家謝金に

該当し、指導・助言以外に業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑤委

託費に該当します。 

 

 

 

（４）補助対象外経費 

  （３）の①から⑤に掲げる各補助対象経費以外は、補助対象となりません。

また、上記①から⑤に掲げる経費においても、次に該当する経費は対象とな

りません。 

 

 ア 補助事業の目的に合致しないもの 

 イ 必要な経費支出関係の書類を用意できないもの 

⑤ 委託費 

上記①から④に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部

を第三者に外注（請負）するために支払われる経費（市場調査等について

調達会社等を活用する、ホームページを作成する、ＰＲ動画を作成する等、

自ら実行することが困難な業務に限ります） 
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 ウ 令和 2 年 4 月 6 日以前に、または令和 3 年 2 月 27 日以降に発注、契約、

納品、支払い（前払い含む）等を実施したもの 

 エ 自社内部の取引によるもの（補助事業者が補助事業者以外から調達した

もののうち、①～⑤に掲げる経費のみ補助対象とする。） 

 オ 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 

 カ オークションによる購入（インターネットオークションを含みます） 

 キ 駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料 

 ク 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

 ケ 名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代（例えば、ペン類、インクカ

ートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、ＯＰ

Ｐ・ＣＰＰ袋、ＣＤ・ＤＶＤ、ＵＳＢメモリ・ＳＤカード、電池の購入な

どが補助対象外） 

 コ 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

 サ 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

 シ 不動産の購入・取得費、修理費 

 ス 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およ

び訴訟等のための弁護士費用 

 セ 金融機関などへの振込手数料（ただし、発注先が負担する場合は補助対象

とする。）、代引き手数料、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 

 ソ 公租公課 

 タ 各種保証・保険料・保守料 

 チ 借入金などの支払利息および遅延損害金 

 ツ 免許・特許等の取得・登録費 

 テ 講習会・勉強会・セミナー研修等の参加費や受講料等 

 ト 商品券・金券の購入費、仮想通貨・クーポン・（クレジットカード会社等

から付与された）ポイント・金券・商品券（プレミアム付き商品券を含む）

での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、

相殺による決済 

 ナ 役員報酬、直接人件費 

 ニ 各種キャンセルに係る取引手数料等 

 ヌ 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 

ネ 上記の他、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 
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（５）経費支出の証拠種類 

各補助対象経費の支出が適正に行われているかを確認するために、実績報

告時に以下の[１]～[３]の段階ごとの証拠書類を提出する必要があります。

すべて日付が補助事業の実施期間である令和2年4月7日（火）から令和3年2月

26日（金）以内の日付になっていなければなりません。 

 

[1] 見積 

購入・発注をする物品やサービスなどの内容、費用を事前に確認した書類 

・1件あたり税込100 万円以下の発注（ただし委託費・広報費については税込

50万円以下の発注）にあたっては、1社からの見積書を徴取してください。 

・1件あたり税込100 万円超の発注（ただし委託料・広報費については税込50

万円超の発注）にあたっては、2社以上から同等品の見積書を徴取してくだ

さい。ただし、発注（委託）する事業内容の性質上、2社以上から見積書の

徴取が困難な場合は、該当企業等を契約の相手方とする理由書を実績報告

時に提出してください。なお、中古品の場合は金額にかかわらず同等品に

ついて2社以上の見積書を徴取してください。 

（例）見積書・料金表・価格や内容が掲載されている商品などのホームペー

ジのプリントアウト など 

※見積書とは、物品やサービスなどの取引先を選ぶために必要となる書類で

す。 

※見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類を提出し

てください。ただし、交付決定日以降の事業については、必ず見積書を徴

取することが必要です。 

見積書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人：法

人名、個人：個人名（屋号）)を宛名として徴取する必要があります。 

 

[2] 発注・契約 

物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類 

（例）発注書・契約書・申込書・発注日が確認できる、注文した際のファク

シミリ又は電子メール、注文履歴のプリントアウト（インターネット取引

の場合でも必要です）・相手からの受注確認書 など 

※発注書とは、物品やサービスなどを購入する際の注文書類です。 

発注書・契約書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名

(法人：法人名、個人：個人名（屋号）)を依頼元として発注・契約する必

要があります。 
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［3］ 支払い 

物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料 

※補助事業者の支払いが事業実施期間内でないと補助対象として認められま

せん。（例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、事業実

施期間を越えている支払いについては、全額補助対象となりませんので、

注意してください。） 

※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認められ

ません。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。 

※決済は法定通貨で行ってください。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。 

※代表者や従業員の口座での立替払は不可とします。 

支払いは、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人：法

人名、個人：個人名（屋号）)で行う必要があります。 

 

ア 銀行振込み（原則） 

補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。実績報告の際に、以下のい

ずれかの証拠書類を提出しなければなりません。 

※振込みは、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名（法人：

法人名・個人事業主：個人名）の口座で振込みしてください。補助事業者

が法人であるのに個人口座や、他の法人名義の口座で振込みをしている場

合などは、補助対象と認められませんので注意してください。 

・銀行振込明細書[ご利用明細]（写し） 

・振込金受取書（写し） 

・通帳の該当ページ（写し） 

・ネットバンキングの記録のプリントアウト 等 

 

イ 現金払い（10 万円以下の支払いのみ） 

１取引10 万円（税抜き）超の支払は、現金支払いは認められません。実績報

告の際に、以下の書類を提出しなければなりません。 

・レシート、領収書 

※「市販品の店頭購入」の場合には、見積書・発注書・納品書・請求書は不

要です。 
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ウ クレジットカードによる支払い（1 回払いのみ） 

クレジットカードでの支払いの場合、実績報告の際に、以下の①～③の証拠

書類の写しをすべて提出しなければなりません。なお、１回払いのみ認めま

す。 

※カードでの支払いは、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者

名（法人：法人名・個人事業主：個人名）のカードで決済してください。

補助事業者が法人であるのに個人口座のカードや、他の法人口座のカード

で決済している場合などは、補助対象と認められませんので注意してくだ

さい。 

 

① 領収書（法人の場合は宛名が法人名のもの。クレジット払いであること、

及び金額の内訳が明記されているもの。） 

※クレジット払いであることが明記されていない場合、クレジットカード利

用時に発行される「お客様売上票（お買上票）のお客様控え」を添付して

ください。 

※金額の内訳が明記されていない場合、レシート等の内訳が分かるものを添

付してください。見積書及び納品で内訳が確認できれば、レシート等の添

付は不要です。 

②カード会社発行の「カードご利用代金明細書」 

※インターネットによる明細を印刷したものでも構いません。 

※補助対象経費の金額と、利用額の合計金額がわかる箇所をご提出くださ

い。 

※他の書類と同様に、必ず実績報告提出期日までに提出しなければなりませ

ん。カード会社からの郵送が月末になる場合などは注意してください。 

③クレジットカード決済口座の通帳の該当部分 

※口座からの引き落とし（支払日）が事業実施期間内に完了している必要が

あります。 

※「市販品の店頭購入」の場合には、見積書・発注書・納品書・請求書は不

要です。 

 

[6] その他 

その他の支出内容が分かる資料 

（例）物品等の写真、チラシ等の成果物、補助事業を実施したことが確認で

きる資料、提供を受けたサービスの内容が確認できる報告書等 

◆インターネット取引（EC サイト等のネット通販サイトなど）の証拠書類 
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インターネット取引の場合は、以下の証拠書類の提出が必要です。 

① 注文完了画面又はメールのプリントアウト 

② 納品書 

商品に同封されているものや、インターネット取引サイトの注文履歴画

面等からプリントアウトしたもの 

※納品書が提出できない場合は、インターネット取引サイトの発送完了画 

面又はメール（お届け先住所により補助事業者の住所が確認できる画面）

及び配送伝票の写し 

③支払いの証拠書類 

[5]のア、イ、ウで提出が必要とされている書類 

※クレジットカードで支払いの場合は、インターネット取引の注文完了画面

等でクレジットカード決済であることが分かる画面のプリントアウトもご

提出ください。 

④[6]で提出が必要とされている書類 

 

 

（６）補助対象経費全般に関する留意事項 

ア 消費税及び地方消費税は補助対象となりませんので、補助対象経費は税 

抜きの金額となります。 

※税込価格しかわからない（内税表示）経費の場合の税抜価格（補助対象経

費）の計算方法 

① 税込価格に100／110 を掛けて1円未満の端数を切り上げた金額を税抜価 

格（補助対象経費）とします。 

② ただし、①の計算方法により算出した税抜価格に110/100 を掛け、1円未

満の端数を切り捨てた金額が、元の税込価格を超える金額となる場合につ

いては、①の計算方法によらず、税込価格に100/110 を掛けて1円未満の

端数を切り捨てた金額を税抜金額（補助対象経費）とします。 

[計算例] 

① 10,000 円（税込価格）×100/110=9,090.9090... 

補助対象経費（税抜価格）：9,091 円（１円未満の端数切り上げ金額） 

② 100,000 円（税込価格）×100/110=90,909.0909... 

90,910 円（１円未満の端数切り上げ金額）×110/100=100,001 円（１円未

満の端数切り捨て金額） 

元の税込価格100,000 円を超えてしまうため、90,909.0909...の１円未満

の端数を切り下げる。 
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補助対象経費（税抜価格）：90,909 円（１円未満の端数切り捨て金額） 

イ 委託や外注を行う場合は、委託内容や外注内容、金額等が明記された契 

約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要

があります。 

ウ 補助事業に関する書類は、補助事業以外の書類と区分し、見積書、支払い

の証拠書類といった順に、取引の流れに添って保管してください。 
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Ⅱ 申請手続等 

 

１ 申請手続  

 申請書類は寒川町産業振興課企業支援担当へ提出してください。 

申請書類のうち町が指定した様式は、下記ホームページからダウンロードして

ください。   （ https://www.samukawa-eg.jp/news/202008041350/ ） 

 

〈申請書類〉 すべて 1部 

書類 原本 or写し 備考 

補助金交付申請書（様式 1 or 様式 2） 原本  

販路拡大補助事業計画書（様式 3） 原本  

積算根拠書類 写し 見積書等 

次のいずれかの書類 

・登記事項証明書 

・開業届 

・団体等の規約 

 

写し  

売上高が確認できる書類 

 

【個人事業者の場合】 

直近の確定申告書 

【法人の場合】 

直近 1 期分の貸借対照表及び損益

計算書 

写し 【確定申告書】 

第一表、第二表及び

白色申告の場合は

収支内訳書（1・2

面）、青色申告の場

合は所得税青色申

告決算書（1～4面） 

 

町税に係る納税証明書 原本 ただし、交付申請書

の「納税状況を確認

することについて」

同意いただける場

合、納税証明書の提

出を省略できます。 
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２ 交付決定  

（１）補助金の交付は、申請された内容について、「表 1：審査の観点」に基づ

き審査を行った上で補助金の交付事業者を決定します。 

（２）応募者全員（団体・共同申請の場合には代表事業者）に対して、交付・不

不交付の結果を通知（郵送）します。 

 

表 1：審査の観点 

区分 内容 

① 要件審査 ・中小企業者に該当するか 

・申請書類に不備、不足がないか 

・町内で事業を実施しているか 

・同一事業者が、同一内容で、他の補助金、助成金を受け

ていないか 

② 事業計画の審

査 

・自社として新規性・革新的な取り組みであるか 

・市場動向やターゲット・顧客ニーズを捉えた取り組みか 

・他の商品・サービスと比較して競争力や優位性があるか 

・自社の特徴が生かされた取り組みか 

・事業の実施体制は確保されているか 

・達成可能なスケジュールか 

・資金の調達と収支予算は妥当なものとなっているか 

・設定した目標は妥当なものとなっているか 

・資金の投入に対して成果が期待できるものか 

・新たな販路確保策として期待できる取り組みか 

 

 

３ 事業実施  

 ・補助の対象となる事業は、令和 2年 4月 7日（火）から令和 3年 2月 26日

（金）までに実施した事業のみです。 

・事業の実施には、発注書・納品書・請求書等の経費支出関係書類の作成・発

行や、経費の支払いも含まれます。 

・令和 2 年 4 月 6 日（月）以前や、令和 3 年 2 月 27 日（土）以降に事業を実

施したものは補助の対象となりません。 

  ※例として、納品書の日付や経費の支払い日が、令和 3 年 2 月 27 日（土）

以降になっている経費は補助対象になりません。 
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４ 事業計画の変更・中止  

（１）補助事業は、交付決定の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、補助事業の中止、経費の変更（各費目における予算額の 20％

を超えるもの）または内容の重要な部分の変更を希望する場合には、補助

事業の交付目的に沿った範囲内で、あらかじめ、「寒川町新型コロナウイ

ルス感染症対策中小企業販路拡大事業（変更・中止）承認申請書（第 5号

様式）」を町へ提出し、承認を受けなければなりません。 

  ・変更する事業の実施（当該取引の発注・契約）前の提出・承認が必要とな

ります。 

  ・内容によっては、計画の変更が認められない場合があります。 

   

 

５ 実績報告  

 ・町からの交付決定を受けた後、事業が完了した場合には、速やかに実績報告

書を町に提出してください。なお、物品の納品や工事の完了等の事業の取組

及び経費に関する支払いが完了している必要があります。 

 

〇取組の終了の例 

・ＨＰやＥＣサイト作成⇒サイトがインターネット上に掲載 

・システム導入⇒導入完了 

・委託⇒委託業務完了 

・新商品開発⇒試作品製作完了 

 

〈実績報告書類〉 すべて 1部 

書類 原本 or写し 備考 

実績報告書（様式 7） 原本  

事業報告書（様式 8） 原本  

収支決算書（様式 9） 原本  

事業実施の成果が確認できるもの  写真・動画データ等 

口座通帳の写し 写し 通帳を開いた 1～2

ページの写し 

補助対象経費に係る領収書 写し  
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６ 補助金の交付  

 ・実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場

合のみ、補助金を交付します（補助金の交付は、適正な補助事業実績報告書

等の受理後 3週間程度を予定しています）。指定の口座に振り込みます。 

 

 

 

７ 成果報告 

 ・補助金の交付を受けた事業年度後 5 年間は、各補助事業実施年度における

補助対象事業の成果を寒川町新型コロナウイルス感染症対策中小企業販路

拡大事業補助金事業成果報告書(第 11号様式)により、目標の達成状況や今

後の見通し等について報告しなければなりません。 

 ・成果報告書の提出期限は、事業実施年度ごとの 5月 31日となります。 

 ・「新たな販路拡大のための新事業開発」を実施した事業者については、「2  

補助事業における経費計算書」、「3 原価等算出表」も併せて提出してくださ

い。 

 ・「3 原価等算出表」の提出にあたり、報告期間に応じた以下の書類を提出し

てください。  

※法人の場合・・・「損益計算書」の写し 

※個人事業者・・・「青色申告決算書」の 1ページ目の写し
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Ⅲ その他の留意事項 

 

１ 収益納付について  

補助対象期間内に補助事業（経費区分１の「新事業開発」に限る）の成果の事

業化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施により

収益が生じた場合には、補助金交付額を限度として、収益金の全部又は一部を町

に納付していただく場合があります。 

 

２ 補助金の不正行為に対する処分について  

補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定の全部又

は一部を取り消すことがあります。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

（２）補助金等を他の用途に使用したときその他補助事業等に関して補助金等

の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに

基づく知事の指示若しくは命令に違反したとき。 

（３）条例第2条第1号に規定する暴力団。 

（４）条例第2条第2号に規定する暴力団員。 

（５）法人にあっては、代表者または役員のうち暴力団員に該当する者がある

もの。 

 

３ 検査  

補助事業の進捗状況確認や補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査た

め、町が補助事業実施期間中及び完了後に実地検査に入ることがあります。 

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。 

 

４ 補助事業の実施について  

補助事業の実施にあたり、寒川町地域経済コンシェルジュがサポートさせて

いただきます。 

 

５ 補助事業後の状況確認について  

 補助事業終了後、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、町がアンケート調査や訪問調査等を実施する可能性がありますので、その

際にはご協力をお願いいたします。 
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５ 参考資料  

 

【参考1】謝金の支出基準について 

 

謝金単価について会社の内規等による定めがない場合、下記に定める標準単

価（消費税抜の額）により支出することとします。 

 

① 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師これに準ずる者の場合 

１日につき、５０，０００円を限度とする。 

② 大学准教授、技術士、中小企業診断士、ＩＴコーディネータ等の場合 

 １日につき、４０，０００円を限度とする
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Ⅳ 申請書等の様式の記載例 

〇単独用（第1号様式） 

 

会社名、住所または所在地、

代表者名を記載してくださ

い。 

代表者印（なければ代表者の

個人印）を押印してくださ

い。 

13 桁の法人番号を記入して

ください。個人事業者の場合、

記入は不要です。 

現在の役員数と常時使用する

従業員の数を記入して下さい 

該当する産業分類を選択し、

具体的な業種を記入してくだ

さい 

ご担当者様の氏名、電話番

号、メールアドレスを記入し

てください。（日中にご連絡

が取れる）連絡先を記入して

ください。 

交付決定通知等の

送付先を記入して

ください 

実施する補助事業

の区分に「☑」を入

れてください。 

「補助対象経費」の 4／5 の金額を

1,000 円未満の端数を切り捨てて記

入してください。 

 

補助対象経費の合計額（税抜）

を記入してください。 

事業の着手日（着手予定の日）と完了予定日を入力してください。 

※着手日は発注・契約書等の一番早い日付です。 

法人の場合は資本金の額を記

入してください 

町内事業所の所在

地を記入して下さ

い 

補助事業に要した

すべての経費を税

込みで記入してく

ださい。 
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交付対象者の要件に該当すること、申請する内容及び提出する関係書類

の相違ないこと、不正等による補助金の返還に関する誓約。 

内容をご確認いただき、記名、押印して下さい。 

提出前に書類の

有無をチェック

してください。 
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団体の代表事業者の会社名、

住所または所在地、代表者名

を記載してください。 

代表者印（なければ代表者の

個人印）を押印してください。 

13 桁の法人番号を記入して

ください。個人事業者の場

合、記入は不要です。 

現在の役員数と常時使用す

る従業員の数を記入して下

さい 

該当する産業分類を選択し、具

体的な業種を記入して下さい 

法人の場合は資本金の額を記

入してください 

町内事業所の所在

地を記入して下さ

い 

ご担当者様の氏名、電話番号、

メールアドレスを記入してく

ださい。（日中にご連絡が取れ

る）連絡先を記入してくださ

い。 

交付決定通知等の

送付先を記入して

ください 

実施する補助事

業の区分に「☑」を

入れてください。 

「補助対象経費」の 4／5

の金額を 1,000 円未満の

端数を切り捨てて記入し

てください。 

 

代表事業者を除く共

同申請事業者の数を

記入してください。 

補助金を代表者へ一括して振

り込むか、事業者ごとに振り

込むか選択してください。 

事業の着手日（着手予定の日）と完了予定日を入力してください。 

※着手日は発注・契約書等の一番早い日付です。 

補助対象経費の合計額（税

抜）を記入してください。 

補助事業に要し

たすべての経費

を税込みで記入し

てください。 

 



 

 

25 

 

 

 

提出前に書類

の有無をチェ

ックしてくだ

さい。 

交付対象者の要件に該当すること、申請する内容及び提出する関係書類の

相違ないこと、不正等による補助金の返還に関する誓約。 

内容をご確認いただき、記名、押印して下さい。 
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先に記載した代表事業者以外の共同申請事業者の情報を、事業者ごと

に記入・押印してください。3 者以上の事業者がいる場合は、欄やペ

ージ数を追加してください。 
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企業概要が分かるように以下のポイントを参考に記載してください。※適宜写真等を使い分かりやす

く記載してください。 

主要商品や主要顧客、サービス等／経営理念／業績の推移（売上高と経常利益の推移グラフ等） 等 

【新型コロナウイルスの影響】 

売上や取引先が減少した場合は、どの程度が減少したのか、なぜ減少したのかという視点で記載してくだ

さい。※減少の状況が分かる表があると望ましいです。 

 

【補助事業の目的】 

何故、今回の補助事業を行う必要があるのかについて、経営課題と整合性を図りながら記載してくだ

さい。 
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【販路拡大の取り組み内容】 

以下の項目を参考に取り組み内容について記載してください。 

実施内容：商品・サービスの概要、実施時期、具体的な売上目標 等 

実施体制：責任者、担当者別の役割 等 

【顧客ニーズと市場動向】 

商圏や顧客のプロフィールおよび市場全体の規模、自社の市場シェア、競合の動きなどについて、

箇条書きで簡潔に記載してください。 

【提供する商品・サービスの強み】 

競合先と比べて優れている点、自社固有の技術・ノウハウ等について下記を参考に記載してくださ

い。 

 自社の強み：取引顧客、保有商品、設計、製造、販売、人材、組織、財務など 

 商品の強み：機能、性能、信頼性、保守性、顧客の便益、価格など 

 



 

 

29 

 

 

 

補助事業の効果を検証するための 5 年間の目標指標を設定してください。 
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事業の実施項目ごとの担当者（担当者名、委託事業者名等）および実施時期を記載してください。 

補助事業の実施にあたり借入を行う場合については、借入先の金融機関名等を記載し

て下さい。 
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該当する補助事業

の区分をチェック

してください。 

１． 新事業開発 

２． 展示会等出展 

３． ＨＰ作成・充

実強化 

４． ＰＲ動画作成 



 

 

32 

 

 

 

申請書と同じ内容を記入してください。 

申請書と同じ印鑑を使用してください。 
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※別途、補助金振込先の口座通帳の写し（通帳を開いた1～2ページ分）を添付

してください。 

振込口座について正確に記入し

てください。 

振込先をゆうちょ銀行とする場合は、こちらの欄に記入してください。 

申請書と同じ内容を記入してください。 

申請書と同じ印鑑を使用してください。 

事業完了日以降かつ、令和 3 年 2 月 26 日

以前の日付でなければいけません。 
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※別途、補助金振込先の口座通帳の写し（通帳を開いた1～2ページ分）を口座

の分だけ添付してください。 

補助対象経費（税抜）の合計額を

記入してください。 

団体等の場合で、補助金の交付先を

分ける場合はこちらに交付金額と振

込口座の情報を記入してください。 
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補助事業のタイトルを簡

潔に記入してください。 

実施した事業の区分に☑を

入れてください。 

交付決定で通知した額

を記入してください。 

「補助対象経費」の 4／5 の

金額のうち 1,000 円未満の

数字がある場合は切り捨て

て記入してください。 

補助事業に要し

たすべての経費

を税込みで記入

してください。 

事業の着手日と完了日を

入力してください。 

※着手日は発注・契約書等

の一番早い日付です。 

※完了日は計画書の取組

が全て完了した日（経費の

支払いが完了しているこ

と） 

 例：機械の納品完了、Ｈ

Ｐがインターネット上の

掲載、システムの導入完了

等 

補助対象経費の

合計額（税抜）を

記入してくださ

い。 
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該当する補助事業

の区分をチェック

してください。 

１． 新事業開発 

２．展示会等出展 

３．ＨＰ作成・充実

強化 

４． ＰＲ動画作成

等 

補助事業に要したすべての経費を税込

みで記入してください。 

補助対象経費の合計額（税抜）を記入

してください。 

送付した交付決定通知に記載してある

金額を記載して下さい。 

経費区分に応じ

た予算額と決算

額の「税抜き額」

「税額」をそれ

ぞれ記載してく

ださい。 
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