
「信州の地酒」魅力発信キャンペーン事業費補助金交付要綱 

 

制定 令和５年１月 17日付け４産技日第 103号 

 

（趣旨） 

第１条 新型コロナウイルス感染症拡大や輸送・生産資材等に係る価格高騰の影響により消費が落

ち込んだ「信州の地酒」の販売促進を図るため、県内の酒類事業者で構成される団体が行う消費

喚起や需要拡大に資する取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、長野県補助金等交付規則（昭和 34年長野県規則第９号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。 

(1) 「信州の地酒」とは、県内で生産される日本酒、ワイン、焼酎、シードル、クラフトビール、

ウイスキーなどを言い、本事業の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大や輸送・

生産資材等の価格高騰の影響を受けた日本酒蔵、ワイナリー、シードルリーが醸造する日本酒、

ワイン、焼酎、シードルを対象とする。 

(2) 「酒類事業者」とは、酒税法（昭和 28年法律第６号）の規定により、酒類の製造免許若しく

は酒類の販売業免許を受けている者をいう。 

(3) 「酒類業組合」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和 28年法律第７号）の

規定により、酒類製造業者又は酒類販売業者が組織する法人で酒造組合又は酒販組合をいう。 

  また、都道府県を区域する連合会も酒類業組合に含むものとする。 

(4) 「事業参加者」とは、酒類業組合並びに主として酒類事業者が構成員に含まれる「信州の地

酒」の認知度向上を目的とした任意団体等で本事業の実施に参加する者をいう。また、ここで

いう任意団体等は全県的に活動する者とし、原則として５者以上の酒類事業者が構成している

ものとする。 

 

（補助対象事業） 

第３条 本事業において補助金の交付の対象となる事業は、「信州の地酒」の魅力・認知度向上と価

格転嫁後の消費促進を図るため、県内酒類事業者等が新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し

た上で実施するプロモーション、イベント等で、別表１に掲げる内容とする。 

ただし、政治的又は宗教的活動及び申請団体の利益を目的とした事業については、交付の対象

としない。 

 

（補助事業者） 

第４条 本事業において補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、第２条第

３号による酒類業組合とする。また、同条第４号による事業参加者が複数ある場合は、うち酒類

業組合から代表申請者として選定した者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除

く。 

(1) 暴力団（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。以下「法」



という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

(2) 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任

を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有

する者をいう。）が暴力団員である者、又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与して

いる者 

(4) 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不正に利用している者 

(7) 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する者 

２ 前項の規定による代表申請者は、代表申請者が行う事業に限らず、事業参加者が行う事業につ

いても代表申請者が行う事業とし、補助金の全部又は一部の概算払いを受けて遂行するものとす

る。 

３ 第１項のただし書きは、事業参加者においても準用する。 

 

（補助対象経費） 

第５条 本事業の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業の実施に必

要な経費であって、別表２に定める経費区分及び内容に該当するもの（令和５年１月 17 日以降

に契約又は発注するものに限る。）とする。ただし、次の各号に掲げる経費については、交付の対

象としない。 

(1) 消費税及び地方消費税（消費税法別表第３に掲げる法人（酒類業組合）の事業実施に係るも

のを除く。） 

(2) 補助事業者又はその構成員等の常用雇用者の人件費（事業を実施するために臨時的に雇用す

る者に係るものを除く。） 

(3) 販売目的の物品等又はその原材料の購入費 

(4) 他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費 

(5) 補助事業者及びその構成員の間の取引に係る経費であって、取引の実態や価格の合理性等か

ら総合的に判断して、交付対象とすることが妥当でないと認められるもの 

(6) 同一の経費について、別の県補助金等又は国若しくは市町村の補助金等の交付を受けるもの 

(7) この補助金の目的に照らして、交付対象とすることが妥当でないと認められるもの 

２ 補助事業者は、補助事業の実施に必要な物品、役務・サービス等を調達する場合は、可能な限

り県産品を活用又は県内事業者へ発注するよう努めなければならない。 

 

（補助率及び額） 

第６条 前条の補助金の額は、補助対象事業費の 10分の 10以内を予算の範囲内で交付する。 

 

（補助対象期間） 

第７条 補助対象期間は、この要綱の施行の日から令和６年２月 29日までとする。 



 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第３条の規定による補助金交

付申請書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 事業実施計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 団体の定款、規約の写し 

(4) 役員等の名簿（様式４号） 

(5) 誓約書（様式第５号） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めたもの 

３ 補助事業者は、第１項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消

費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の

金額及び当該金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」と

いう。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額

が明らかでないものについては、この限りではない。 

４ 補助事業の実施期間は、第 10 条の規定に基づく交付決定通知があった日から、補助事業者が

事業計画の完了とした日、又は令和６年２月 29 日のいずれか早い日までとする。ただし、令和

５年１月 17 日以降で交付決定前に着手した事業については、適正と認められる場合には、事業

に着手した日から、補助事業者が事業完了の日とした日、又は令和６年２月 29 日のいずれか早

い日までとする。 

 

（交付の条件） 

第９条 補助金の交付を決定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を条件として交付するもの

とする。 

(1) 補助金を目的以外に使用しないこと。 

(2) 補助金の交付の対象となる事業について、次のアからエの事由により経費の配分の変更又は

事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに知事に申請してその承認を受けること。 

ア 補助事業の内容を変更する場合又は交付決定額の変更が必要になる場合 

イ 補助事業を中止し、又は廃止する場合 

ウ 補助事業者の変更 

エ 補助事業に要する事業費の 30％を超える増減 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業者は、契約（契約金額 100 万円未満のものを除く。）に当たり、国及び県から補助

金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならな

い。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当であ

る場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行うとともに、補助事業に係る収入及び



支出を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する

会計年度の終了後５年間保存すること。 

２ 前項第２号の規定による知事への承認申請は、次に掲げる申請書によるものとする。 

(1) 事業変更承認申請書（様式第６号） 

(2) 事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号） 

３ 第１項第３号の規定により知事の指示を求める場合は、速やかに様式第８号による事業遅延等

報告書を知事に提出しなければならない。 

４ 第１項に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項については、別に条件を付すものとする。 

 

（交付決定通知等） 

第 10 条 知事は、第８条に基づき交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認め

たときは、速やかに交付の決定を行うものとする（様式第９号）。 

２ 前条第２項第１号により変更承認申請書の提出があった場合は、前項に準じて変更承認等を行

うものとする（様式第 10号）。 

３ 前条第２項第２号により承認申請書の提出があった場合は、申請書の書類の審査及び必要に応

じて行う現地調査等により、その申請に係る補助事業の状況を確認し、不適当である場合を除き

補助事業中止（廃止）承認書（様式第 11号）を交付するものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第 11 条 補助事業者は、前条第１項に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を知事

の承認を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 

（申請の取り下げ） 

第 12条 規則第７条の規定による期日は、様式第 12号を補助金の交付決定の通知を受けた日から

起算して 20日以内に知事に提出して行うものとする。 

 

（状況報告） 

第 13 条 規則第 10 条の規定による状況報告は、知事が必要と認めて指示した場合に、様式第 13

号による補助事業遂行状況報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第 10条第３項の規定による補助事業の中止

又は廃止の承認を受けたときは、その日から起算して 30日を経過した日又は令和６年２月 29日

のいずれか早い日までに実績報告書（様式第 14号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

(1) 事業実績書（様式第 15号） 

(2) 収支精算書（様式第 16号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、知事が必要あると認めるもの 

３ 補助事業者は、第８条第３項ただし書きの規定により交付申請した場合は、第１項の実績報告

書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、これを減額し



て報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 15 条 知事は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調

査等 を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第９条第１項

第２号に規定する承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると

認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、様式第 17 号により補助事業者に通知するもの

とする。 

 

（補助金の交付請求） 

第 16条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、様式第 18号又は様

式 19号を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、概算払の請求があったときは内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定額の全部

又は一部について概算払することができる。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第 17条 補助事業者は、第８条第３項ただし書きの規定により交付申請した場合は、第 14条第１

項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定

した場合には、様式第 20号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対し当該消費税等仕入控除税額について

期限を定めて返還を命ずるものとする。 

３ 前項の規定は、規則第 14条第２項の規定により是正措置がなされて報告する場合に準用する。 

 

（その他） 

第 18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 

   附 則 

この要綱は、令和５年１月 17日から施行する。 

 

 

  



別表１（第３条関係） 

区分 主な取組の例示 

認知度向上 ○テレビや SNS、新聞、フリーペーパーなどのメディアを活用した価値や魅力

などの広告宣伝 

○酒蔵、ワイナリー、酒販などの案内マップ作成・配布 

○全国版雑誌等への記事掲載 

○飲食店や酒販店などに配置する推し酒のカード、ポップ等の作成・配布 

○地酒を「買える店」「飲める店」などの認定店に係る活動 

○キャラクター、関連グッズ等の作成 

○その他 

学び・顧客体験 ○ホテルやレストランのオーナー、バイヤー、ソムリエなどを対象にしたセミ

ナーの実施 

○保管･貯蔵･輸送における酒質保全等に関するセミナーの実施 

○20歳以上の若者を対象にした飲酒マナーと雑学講座等の開催 

○杜氏や醸造責任者などによるテイスティング等を用いた出前講座等の開催 

○旅行会社等とタイアップしたツアー造成 

○その他 

顧客確保 ○新たな販路開拓のためのテストマーケティングの実施 

○二次元コード等を活用したブランドストーリーの提供 

○旅行者や住民等を対象にした地域食材とのマリアージュイベントの開催 

○頒布会方式による需要伸長への活動 

○その他 

魅力発信 ○ＧＩ長野などのブランド酒の解説動画作成 

○信州ならではの酒造り解説動画作成 

○テイスティングや食とのペアリングの解説動画作成 

○海外、インバウンド向け解説動画作成 

○その他 

デジタル活用 ○Webを活用したファンクラブサイト等の造成 

○ツアーに活用できるマップアプリの作成 

○アプリなどを活用したスタンプラリー等の実施 

○その他 

上記の他、「信州の地酒」の消費促進を図るため、県内外における「信州の地酒」の魅力や価値な

どの効果的な発信などの活動を実施 

※ 個別の酒類事業者や個々の県産酒の宣伝のための取組は対象外 

 

別表２（第５条関係） 

経費区分 内容 

１ 謝金 講師、講演者及びイベント出演者等に対する謝金 

２ 賃金 本事業の業務・事務を補助するために臨時的に雇用した者（アルバイ

トなど）の賃金 



３ 旅費 講師等の旅費。事業実施に必要な職員等の旅費（目的及び行先等が確

認できるもの） 

４ 使用料及び賃借料 会場及び機材借上げ料、什器、備品等のレンタル・リース料 等 

５ 設営費 舞台装置等（電気、看板、装飾、音響等）に係る工事費及び機材等のレ

ンタル料、会場装飾等の経費 等 

６ プロモーション費 広告宣伝費、チラシ等の作成費、印刷費、プレゼント品・ノベルティ購

入費 等 

７ 通信運搬費 郵便代、運送代、振込手数料 等 

８ 需用費 事業実施に必要な物品等の購入費 

（飲食費、販売目的の物品等及び他の用途に転用可能な汎用的財産の

取得費を除く。） 

９ 委託費 会場設営費、イベントの企画・運営費、警備費、アプリケーション開

発、ウェブサイトの作成・改修、動画コンテンツの制作、商品パッケー

ジのデザイン作成 等 

10 その他必要と認め 

る経費 

ボランティア保険、イベント保険 等 

事務費 代表申請者が計画作成、交付申請、実績報告の取りまとめ及び関係書

類の提出等の事務に要する経費で、１～４並びに７、８に準ずるもの

とし、総事業費の３.０％以内 

※ 本事業の実施に必要な経費として、補助事業者が支払うものに限る。代表申請者が自ら行う事

業に限らず、事業参加者が行う事業についても代表申請者が行う事業として補助対象とする。た

だし、補助金を受けるのは代表申請者であるため、代表申請者が支出する経費（事業参加者への

支出を含む。）について補助金の対象とする。 

 

 


