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○ 税金を財源とする補助金の執行にあたっては、必要な事務手続きや各種の制限があ

りますので、ご理解いただきますようお願いします。 

 

 

○ この資料では、ご質問が多いと思われる内容についてお答えしておりますが、御不

明の点などありましたら、資料末尾記載の問い合わせ先にご連絡ください。 

 

 

 

令和２年４月 

＜第１版＞ 

長野県 産業労働部 産業政策課 産業復興支援室 

  

（例） 

・ 補助事業計画書や交付申請書などの作成や、添付書類の提出が必要です。 

・ 経理書類を整理いただいたうえで、事業完了後に検査を実施します。 

・ 本事業で取得した財産等を処分する際には、事前に知事の承認が必要です。

（処分とは、補助金で復旧や取得した施設や設備を補助金等の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すことをいいま

す。） 
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（問１－１）どういう補助金か。 

（答）○ 令和元年東日本台風（台風第 19 号）災害により被害を受けた県内の中小企

業者の経営の建て直しと事業の再建・再構築に必要な費用の一部を支援するこ

とで、持続可能な地域経済の回復を図ることを目的にしています。 

   ○  この補助金の交付を受けるためには、事業再建に向けた「経営再建計画」及

びそれに基づいて補助金の交付を受けて実施する取組を「補助事業計画」とし

て作成し、補助金の交付申請を行います。 

※ 「補助事業計画」とは関係のない費用については補助金の交付申請はできま 

せん。 

 

（問１－２）「経営再建計画」とはなにか。 

（答）○ 令和元年東日本台風により被災した中小企業者が、自社の提供する商品やサ

ービスの強みや市場の動向、顧客のニーズの状況等を踏まえて、事業再建に向

けた経営方針や今後の事業計画をまとめた計画書です。 

 

（問１－３）「補助事業計画」とは何か。 

（答）○ 経営再建計画を踏まえ、補助金の交付を受けて行う復旧や販路開拓等、事業

再建の具体的な取組内容や、それによって見込まれる経営にもたらす効果をま

とめた計画書です。 

事業再建の取組の例としては、商品やサービスを訴求するためのチラシ・冊

子等の制作、事業再建に必要な商品 PR イベントの実施などが挙げられます。

単にこれまでの企業活動の継続ではなく、再建のために新たに行う取組である

ことや、これまでとは異なる方法での取組、災害からの復旧の取組であること

などがわかるように記載してください。 

また、上記のような取組を実施することにより、生産・販売活動や売上の回

復、雇用の維持、地域経済への波及等、どのような効果が見込まれるのかを記

載してください。 

 

（問１－４）復旧の取組など、交付決定前に開始又は実施した事業は補助対象になる

か。 

（答）○ 令和元年東日本台風による被災後（令和元年 10 月 12 日以降）、補助金の交付

決定を受ける前から実施している事業再建の取組についても、さかのぼって補

助対象として認められる場合があります。 

ただし、写真や書類等によって被災の事実や取組が確認可能で、かつ事業再

建の内容が適正であると認められる場合に限ります。 
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（問１－５）補助金交付までにどのような手続きを行えばよいのか。 

（答）○ 補助金が支払われるまでの手続きは次の手順となります。 

    ①補助金交付申請           （事業者→県） 

②交付決定              （県→事業者） 

③補助事業の実施           （事業者） 

④補助事業の完了（支払含む）     （事業者） 

⑤実績報告書の提出          （事業者→県） 

⑥完了確認検査            （県→事業者） 

⑦補助金の額の確定通知        （県→事業者） 

⑧補助金の請求            （事業者→県） 

⑨補助金の支払            （県→事業者） 

○ 上記のとおり、支払を含む補助事業完了後に実績に応じて補助金が支払われ

ますので、補助事業の実施にあたっては資金計画など十分な検討を行ってくだ

さい。 

 

（問１－６）交付申請にあたって「罹災証明書」や「被災証明書」は必ず必要か。 

（答）○ 本補助金の対象者は令和元年東日本台風による以下のいずれかの影響を受け

ている中小企業者です。 

①事業所の一部又は全部に被害が生じ、事業活動の継続に影響が及んでいるこ

と。 

②原則として令和元年 10 月又は 11月の売上高が前年の同期と比較して 20％

以上減少していること。 

   ○ ①に該当する場合、市町村が発行する「罹災（被災）証明書」（被災の程度

の記載がないものを含む）の写しの提出が必要です。 

   ○ なお、②に該当する場合は、「令和元年 10月又は 11 月の売上高が前年の同

期と比較して 20％以上減少していること」が分かる書類（試算表、決算書、

売上台帳等）の提出が必要です。ただし、市町村によるセーフティネット保証

４号の認定を受けている場合は認定証の写しをもって対象となります。 

 

（問１－７）全ての被災状況について写真が必要か。 

（答）○ 事業所が直接被害を受けており、被災した設備の設備処分費を申請する場合

や、外注費として土砂や被災物品を撤去処分する費用を申請する場合には、被

害状況がわかる写真（全景と申請対象の被害箇所）を提出してください。    

○ 既に本復旧済み、仮復旧済みなど、被災当時の状況が分かる写真を提出でき

ない場合には、現状の写真に被災状況を補足するなどして被災した当時の状況

がわかるようにして提出してください。 
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（問１－８）事業はいつまでに終了する必要があるのか。 

（答）○ 令和３年１月 29 日（金）までに支払まで含めて事業を終える必要がありま

す。 

 

 

（問２－１）補助対象者となる事業規模の基準はあるか。 

（答）○ 中小企業支援法（昭和 38年法律第 147号）第２条第１項に規定する者が、

本補助金の対象者です。中小企業のほか、個人事業主や中小企業団体等も対象

となります。 

   ○ 具体的には、以下をご参照ください。 

◆会社及び個人 

業種分類 従業員規模・資本金規模 

製造業その他 300人以下 又は ３億円以下 

 ゴム製品製造業(自動車又は航

空機用タイヤ及びチューブ製造

業並びに工業用ベルト製造業を

除く) 

900人以下 又は ３億円以下 

卸売業 100人以下 又は １億円以下 

小売業 50人以下 又は 5,000 万円以下 

サービス業 100人以下 又は 5,000 万円以下 

 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 又は ３億円以下 

 旅館業 200人以下 又は 5,000 万円以下 

  

   ◆中小企業団体 

    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、

協業組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合等 
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◆事業規模による補助対象者要件 

 

※１ 「みなし大企業（中堅企業）」の定義は次のとおりです。 

   ① 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業（中

堅企業）が所有している中小企業者 

② 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を複数の大企業（中

堅企業）が所有している中小企業者 

③ 大企業（中堅企業）の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１

以上を占める中小企業者 

 

（問２－４）個人事業主は補助対象事業者となるのか。 

（答）○ 会社だけでなく、個人事業主も補助対象となります。 

 

（問２－５）「みなし大企業」、「みなし中堅企業」への該当の判断に際し、出資状況

等はどの範囲まで確認すれば良いのか。 

（答）○ 親子関係までを確認します。（孫企業までは及ばないものとします。） 

 

（問２－６）補助対象事業者の所在地域や市町村は限定されるのか。 

（答）○ 長野県内に事業所を有し、要件を満たす事業者であれば、所在する地域や市

町村の限定はありません。 

 

（問２－７）長野県外に本社があるが、長野県内の支店が被災した場合は申請できる

か。 

（答）○ 長野県内に事業所を有する中小企業者が対象ですので、本社が県外に所在し

ている場合であっても長野県内の支店が被災していれば本補助金の対象となり

ます。 

 

企業規模 定義 対象 補助率 

 

①中小企業 

 中小企業支援法（昭和 38

年法律第 147号）第２条

第１項に規定する者 

対象 ４分の３以内 

みなし中堅企業 ※１ 対象 
４分の３以内 

（ただし、一部の経費は２分

の１以内） 

みなし大企業 ※１ 対象外  

②中堅企業 
①以外で資本金又は出資

金が 10億円未満の事業者 
対象外  

③大企業 
①以外で資本金又は出資

金が 10億円以上の事業者 
対象外  
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（問２－８）補助対象事業者とならないのはどのような事業者か。 

（答）○ 次の方は補助対象事業者になりません。 

    ・暴力団又は暴力団員等に該当する者 

    ・県税に未納がある者 

    ・特定の風俗営業事業者 

【参考】補助対象事業者とならない「特定の風俗営業事業者」の具体例 

 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第１項及び第５項に

掲げる営業を行う事業者。 

 ○風俗営業（第１項）  

 （例）パチンコ、麻雀 等 

  ※ただし、第１号の一部（料理店）及び第５号（ゲームセンター）は補助対象。 

 ○性風俗関連特殊営業（第５項） 

（例）ラブホテル、アダルトショップ 等 

 

 

（問３－１）補助金の対象となるのはどのような経費か。 

（答）○ 令和元年東日本台風による災害で被害を受けた事業者が、補助事業計画に基

づいて行う経営の立て直しと事業再建に要する以下の経費が対象です。 

   〇 ただし、減価償却資産として計上対象となる物品の購入等に係る経費は原則

として補助対象外です。 

   〇 また、消費税及び地方消費税並びに振込手数料等は補助対象外です。 

○ 具体的には、下表をご参照ください。 

支出項目 

（経費区分） 
内容 

①広報費 事業再建に必要なパンフレット・ポスター・チラシ等を作

成するため及び広報媒体等を活用するために支払われる経

費 

②展示会出展費 事業再建に必要な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 

③旅費 事業再建に必要な情報収集（単なる視察、セミナー、研修

等への参加は除く）や各種調査を行うため及び販路の維持

や開拓（展示会等の会場との往復を含む。）等のための旅

費 

④開発費 事業再建に必要な新商品の試作品や包装パッケージの試作

開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工す

るために支払われる経費 

⑤資料購入費 事業再建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 
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（問３－２）補助金額の上限・下限はあるか。 

（答）○ 上限額は 3,000 万円、下限額は 200万円超です。なお、補助率は４分の３以

内です。（みなし中堅企業の場合は車両購入費、設備処分費等はグループ補助

金と同様の２分の１となります。） 

 

（問３－３）土地の購入や施設の建替は補助対象となるか。 

（答）○ 「不動産の購入・取得」に該当するものは補助対象となりません。 

 

（問３－４）風評被害等による逸失利益は、補助対象となるのか。 

（答）○ 逸失利益については対象となりません。 

 

（問３－５）補助金交付時の消費税の取扱いは、どうなるのか。 

（答）○ 消費税は補助対象になりません。補助事業計画及び補助金の交付申請におい

ては消費税を含まずに申請してください。 

○ また、税込の合計額から値引きが行われている場合の補助対象経費は、値引 

き前の額ではなく、値引き後の税込金額を消費税率で割り戻して得られる額と 

⑥雑役務費 事業再建の取組を行うために必要な業務・事務を補助する

ために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイ

ト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 

⑦借料 事業再建に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル

料として支払われる経費 

⑧専門家謝金 事業再建に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門

家等に謝金として支払われる経費 

⑨専門家旅費 事業再建に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払

われる旅費 

⑩設備処分費 事業再建の取組を行うための作業スペースを確保する等の

目的で、当該事業者自身が所有する設備機器等を廃棄・処

分する経費 

⑪委託費 上記①から⑩に該当しない経費であって、事業再建に必要

な業務の一部を第三者に委託（委任）するために支払われ

る経費（市場調査等についてコンサルタント会社等を活用

する等、自ら実行することが困難な場合に限る） 

⑫外注費 上記①から⑪に該当しない経費であって、事業再建に必要

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（土砂撤去作業等、自ら実行することが困難な場合

に限る） 



 

- 7 - 

します。 

 

（問３－６）施設の修繕や設備・消耗品等の購入費用は補助金対象となるか 

（答）○ 本補助金では原則対象外です。施設・設備等のハード面の復旧に係る費用

は、長野県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金（以下「長野県グループ

補助金」という。）の活用をご検討ください。また、消耗品の購入は対象外で

す。 

 

                        
 

（問３－７）パンフレットやポスター等配布物の購入については、注文した部数全部

を補助対象とできるか。 

（答）○ 購入した部数ではなく、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。 

 

（問３－８）販促品は補助対象となるか。 

（答）○ 補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としており、商品・サー 

ビスの宣伝広告が掲載されている場合のみ補助対象になります。単に社名のみ 

表示されているだけのものは対象外です。 

 

（問３－９）ウエブサイトの作成や更新は対象となるか。 

（答）○ 補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としていれば対象になり

ます。ただし、ウエブサイトの SEO 対策等で効果や作業内容が不明確なもの

は対象となりません。 

 

（問３－10）チラシを自社で内製する場合、用紙代とインクカートリッジ代は補助対

象経費となるか。 

（答）○ 用紙代もインクカートリッジ代も「文房具等の事務用品等の消耗品代」に

該当し、補助対象外です。 

 

（問３－11）補助対象経費として認められる、「販売用商品と明確に異なる」試供品

の調達経費とは例えばどのようなものか。 

（答）○ 例えば、「試供品（サンプル品）である旨の表示がある物品」の購入等、通

常の販売用商品に転用し得ないものを調達した場合などです。 

 

（問３－12）求人の広告は補助対象となるか。 

（答）○ 商品・サービスの広報を目的としたものではなく、通常の営業活動に係る経
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費であるため補助対象外です。 

 

                    

 

（問３－13）交付決定の前に出展申込や出展した場合は対象になるか。 

（答）○ 原則として交付決定日以降に出展申込や出展がされていなければなりませ

ん。ただし、令和元年 10 月 12日の台風災害発生以降で交付決定の前に行

われた事業についても、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。 

なお、出展申込に限っては、令和元年 10月 11日以前の申込であっても、

その出展が令和元年東日本台風からの事業再建を目的としたものであること

が補助事業計画書で明確に位置づけられている場合は対象とします。 

 

（答）○ 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になりません。 

   

（問３－15）商談会参加費に飲食代が含まれている場合は補助対象になるか。 

（答）○ 飲食代が含まれている場合には補助対象となりません。（飲食費が明確に分

けられている場合はご相談ください。） 

 

（問３－16）展示会への出展するものは新商品でないと補助対象とならないか。 

（答）○ 補助事業の目的（事業再建のための販路開拓）に沿ったものであれば、必ず

しも新商品である必要はありませんが、補助事業計画書において事業再建に向

けて販路開拓を図る必要がある商品であることを明記してください。 

 

（問３－17）出展料の一部を国等から助成されるものについては補助対象となるか。 

（答）○ 国（JETRO 等の独立行政法人等を含む）や県など公的機関から助成を受ける

場合は補助対象となりません。 

 

（問３－18）展示会の申込みでなく、展示会を開催するため会場代の支出を補助対象

経費としたい。この場合は展示会等出展費で計上するのか。 

（答）○ 展示会に出展するための経費ではないので、展示会等出展費で計上はできま

せん。会場代は借料で計上してください。 

 

（問３－19）展示会で使用するポスター・チラシ等作成は展示会等出展費で計上する

のか。 

（問３－14）補助事業期間は令和３年１月 29 日までだが、展示会の開催が１月 30 日

以降の場合、申込及び支払が１月 29 日までに済めば補助対象となるか。 
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（答）○ ポスター・チラシ等作成は広報費で計上してください。 

 

                         

 

（問３－20）補助対象経費はどのような基準で算出するのか。 

（答）○ 長野県が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとしま 

す。詳細は公募要領をご覧ください。 

（問３－21）タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金などは補助対象となるか。 

（答）○ 公共交通機関以外の利用による旅費は対象となりません。 

   〇 また、その経費は公共機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算 

出された実費の範囲内であり、かつ、グリーン車やビジネスクラス等の特別に 

付加された料金は含みません。 

 

（問３－22）日当、駐車場代は補助対象となるか。 

（答）○ 補助対象になりません。 

 

（問３－23）事業再建のために必要な旅費とはどのように判断・確認するのか。 

（答）○ 完了確認検査時に検査員が出張報告等を確認し、その必要性が確認されたも 

のを最終的な補助対象とします。 

   〇 通常の営業活動に要する経費とみなされるものや必要性が明確でないものに 

ついては補助対象となりませんのでご注意ください。 

 

（問３－24）電車賃の支払をする場合には、消費税額を控除して補助対象経費を算出

するのか。 

（答）○ そのとおりです。電車賃やバス運賃も役務の提供の対価であり、消費税課税

取引であるため、消費税額を控除して算出する必要があります。 

   

（問３－25）航空券の半券も搭乗証明書も提出ができない。ｅチケット控えで認めら

れるか？ 

（答）○ ｅチケット控えでは、予約・購入したことは確認できますが、実際に飛行機

を利用（搭乗）したことが確認できないため、証拠書類として認められません。 

搭乗券の半券や、空港の保安検査場や搭乗口で発行されるレシートタイプの

搭乗案内書、搭乗後に航空会社ホームページや問い合わせ窓口から発行可能な

搭乗証明書など、実際に搭乗したことが確認可能な書類を提出してください。 

 

（問３－26）航空券とホテル宿泊をパックで申し込んだので、それに含まれている朝

食代の金額が分からない。 
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（答）○ 朝食代は対象外ですので、手配された旅行代理店等にご確認のうえ、朝食代

を補助対象経費から差し引いてください。 

 

（問３－27）パック料金のため、１泊あたりの宿泊代が基準額の上限を超えているか

分からない。 

（答）○ 旅行代理店に確認し、１泊あたりの金額をご報告ください。 

 

                        

 

（問３－28）販売する新商品に使用した原材料費は補助対象となるか。 

（答）○ 実際に販売する商品を生産するために購入・使用した原材料費は補助対象と 

はなりません。 

 

（問３－29）補助対象となる原材料費の範囲はどこまでか。 

（答）○ 開発・試作に関する費用であり、サンプルに使用する必要最小限の数量とな

ります。 

〇 また、補助事業完了時に使い切ることを原則とし、完了時点で未使用残存品

に相当する価格は補助対象となりません。 

〇 原材料は、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。 

 

                      

 

（問３－30）事業再建に必要な文献（図書）を購入したいが補助対象となるか。 

（答）〇 中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の２社以上（個人からは不可）からの

相見積が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象とすることができます。 

 

                       

 

（問３－31）臨時職員を雇用したが、そのアルバイト代は補助対象となるか。 

（答）○ 補助事業期間中に、事業再建の取組に必要な事務や業務を補助させるために

臨時的に雇い入れた者のアルバイト代であれば補助対象となります。通常業務

に従事させるための雇い入れでは補助対象となりません。 

○ なお、実績報告の際に作業日報や労働契約書等の提出が必要です。 

○ また、臨時的な雇い入れとみなされない場合、例えば、補助事業期間中にア

ルバイトとして採用した後、事業期間終了後に正規型の職員として雇い入れる
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場合には補助対象にはなりません。 

 

                         
 

（問３－32）事務所が被災して使用が困難になったため、一時的に事務所を借りた場

合の賃貸費用は補助対象となるか。 

（答）○ 原則事務所等に係る家賃は対象外です。 

〇 ただし、令和元年東日本台風により事務所等に被害が生じ、罹災証明書及び

補助事業計画書等で当該事務所での事業継続が困難なことが客観的に認められ

る場合は、対象になります。 

 

                      

 

（問３－33）謝金単価の基準はあるか。 

（答）○ 専門家謝金については、見積書等を取得し、支出根拠を明確にする必要があ 

ります。 

〇 ただし、見積書等が取得できない場合は、標準時間単価は、国等で定める謝 

金の標準支払基準を参考に補助対象経費とします。 

   〇 また、専門家から何時間の指導、助言を受けたのかが分かる資料を提出して

ください。 

 

（問３－34）専門家への依頼に際して、留意すべき事項はあるか。 

（答） ○ 事前に書類等を取り交わし、依頼する業務が明確に分かるようにして下さい。 

    

（問３－35）本補助金を申請で必要になる経営再建計画や補助事業計画に関する助

言を専門家に依頼した場合は対象になるか。 

（答）○ 事業再建の取組を行うために必要な指導・助言であれば、補助対象となりま 

す。ただし、本事業への申請書類作成代行費用は補助対象とはなりません。 

 

                      

 

（問３－36）専門家を依頼した場合の旅費も補助対象となるか。 

（答）○ 専門家を依頼した場合の旅費についても補助対象となります。考え方等につ

いては③の旅費関係で記載した内容と同様です。 

 

（問３－37）交通費の領収書等を専門家が持っている場合には、専門家から領収書等

を取り寄せなければならないか。 
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（答）○ 専門家旅費を補助対象経費に計上する場合、実績報告書等提出時に当該旅費

の支払の事実がわかる領収書等の写しを提出いただく必要があります。 

 

                      

 

（問３－38）補助対象となる設備処分費用はどのようなものか。 

（答）○ 設備処分費は事業再建の取組を行うためのスペースを確保する等の目的で、

設備機器等（固定（償却）資産台帳に計上されるもの）を処分する経費が対象

となります。 

〇 被災した商品在庫の廃棄や処分費用は、事業の再開に必要とみなされる範囲

で⑫外注費として補助対象となります。 

   〇 なお、長野県グループ補助金の対象となる設備機器の処分費用は原則対象外

になります。 

  

                        

 

（問３－39）コンサルタント会社に市場調査を委託した経費は補助対象になるか。 

（答）○ 委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側に成果物等が

帰属される場合、補助対象となります。 

 

                       

 
（問３－40）被災店舗等に係る土砂の撤去、商品在庫の廃棄・処分に要する費用は補 

助対象になるか。 

（答）○ 土砂の撤去や商品在庫の廃棄・処分を行い、事業再建・再開する場合、補助

対象となります。事業再建の取組について補助事業計画に盛り込んでいただく

ことが前提です。 

   〇 なお、被災店舗等が賃貸借物件である場合については、被災した使用者が事

業を再建・再開するために必要な費用であり、かつ原則使用者からの申請であ

る場合に限ります。 

   〇 長野県グループ補助金の対象となる経費は原則対象外です。 

 

（問３－41）自社で実施した復旧工事経費（土砂撤去費用など）は、補助対象となる 

か。 

（答）○ 自社で復旧工事を行う場合の経費は補助対象とはなりません。自ら実行する

ことが困難な業務を第三者に外注（請負）するために支払われる経費が対象と

なります。 
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（問３－42）施設の外壁や屋根の修繕工事は補助対象となるか。 

（答）○ 施設の修繕工事費は、対象となりませんので、長野県グループ補助金の活用

をご検討ください。ただし、長野県グループ補助金の対象にならない応急的な

補修や仮設工事の費用については外注費として対象になる場合があります。 

 

（問３－43）解体工事費用についての対象要件はあるか。 

（答）○ 解体工事費用については、長野県グループ補助金の交付決定等により施設の

建替え、移転経費が認められているものの、補助対象とならない旧施設・移転

先施設の解体工事費用について認めるものとします。この場合、解体後の跡地

が、長野県グループ補助金を活用して復旧させた施設で行う事業の再建に資す

る目的で使用されることが原則です。 

  〇 移転前・建替え前の解体施設、移転先で再建する施設が賃貸借用の物件でな 

いこと（大家の解体費用は原則対象外。）、権利関係について登記簿・契約書等 

で証明されることが必要です。 

〇 なお、いずれの場合も補助対象事業者が解体費用を負担することが契約書等

で確認できるものに限ります。 

 

 

（問４－１）どのような場合に補助金の変更承認申請が必要か。 

（答）○ 補助事業に要する経費の配分や補助事業の内容を変更する場合には変更承認

申請が必要です。ただし、次の①～③に該当する軽微な変更である場合には申

請は不要です。 

    ① 補助事業に要する経費全体の 10パーセント以内の金額の減少となる場合 

② 補助対象経費の区分間で、いずれか低い額の 10 パーセント以内の経費を

流用する場合 

③ 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 

○ 相続や法人の会社合併等により、交付決定後に事業者が変更となるなど交 

付決定後に何らかの変更が生じた場合には、県にご相談ください。 

    〇 なお、補助金の増額の変更承認申請はできません。 

（問４－２）交付申請時の見積業者と実際の発注業者が変わってもよいか。 

（答）○ 交付申請時の見積業者に発注できない特別な事情が生じた場合は変更可能で

す。この場合において、補助事業の内容と補助事業に要する経費に変更がない

ときは、実績報告時に補助事業の内容と経費に変更がないことが分かる見積書、

発注業者が変更となった理由書を提出してください。 

なお、内容や金額に変更が生じる場合は個別にご相談ください。 
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（問５－１）実績報告書はいつ提出するのか。 

（答）○ 実績報告書の提出は全ての補助事業が完了し、全ての支払が終わった日から

15日以内、又は令和３年２月 12 日（金）のいずれか早い期日までに提出して

ください。 

 

（問５－２）発注書や契約書は全て提出が必要か。 

（答）○ 原則、内容や金額等が明記された契約書の写しを提出していただきますが、

金額が少額の場合などで契約書を締結していない場合には発注書等、内容が分

かるものの写しを提出してください。 

○ ただし、請求の事実を確認するための請求書、支払の事実を確認する領収書

等は必須です。 

 

（問５－３）実績報告書を提出してからどのくらいの期間で補助金が支払われるか。 

（答）○ 実績報告書の審査終了後、概ね２か月程度を要します。 

○ 流れとしては、実績報告書の提出後に書類審査及び現地確認を行い、補助金

額を確定します。県からの額の確定通知に基づき補助金を請求していただき、

補助金が支払われます。 

○ なお、実績報告書の提出が集中する時期や、提出された実績報告書に不備が

ある場合には時間を要することがあります。 
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【お問い合わせ先】 

名 称 住 所 電 話 

佐久地域振興局 

商工観光課 
〒385-8533佐久市跡部 65-1 0267-63-3158 

上田地域振興局 

商工観光課 
〒386-8555上田市材木町 1-2-6 0268-25-7141 

諏訪地域振興局 

商工観光課 
〒392-8601諏訪市上川 1-1644-10 0266-57-2922 

上伊那地域振興局 

商工観光課 
〒396-8666伊那市荒井 3497 0265-76-6829 

南信州地域振興局 

商工観光課 
〒395-0034飯田市追手町 2-678 0265-53-0432 

木曽地域振興局 

商工観光課 
〒397-8550木曽郡木曽町福島 2757-1 0264-25-2228 

松本地域振興局 

商工観光課 
〒390-0852松本市大字島立 1020 0263-40-1932 

北アルプス地域振興局 

商工観光課 
〒398-8602大町市大町 1058-2 0261-23-6523 

長野地域振興局 

商工観光課 

〒380-0836長野市大字南長野南県町

686-1 
026-234-9527 

北信地域振興局 

商工観光課 
〒383-8515中野市大字壁田 955 0269-23-0219 

長野県産業復興支援 

センター 

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下

692-2 
026-235-7325 

  

    

 


