
 

 

商店街再起支援事業補助金交付要綱  

 

令和２年７月１５日決裁  
 
（趣旨）  

第１条  県は、新型コロナウイルス感染症の拡大への対応として、新しい生活様式への

移行が求められる中、県内商店街の事業継続及び消費者が安心して商店街で商品購入

できる仕組みを構築するために、商店街等に対し、予算の範囲内において補助金を交

付する。  

２  前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年

埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定め

るところによる。  

 

（ 定 義 ）  

第２条  次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態措置  

   令和２年４月７日に埼玉県知事から発出した緊急事態措置をいう。  

（２）新しい生活様式  

   令和２年５月４日に厚生労働省が公表した新しい生活様式をいう。  

（３）商店街  

   商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に規定される商店街振興組合、

 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合並びに

 一定の地域において商店が集団形態をとり共同事業等の事業活動を行う団体をいう。  

   なお、法人格のない商店街組織にあっては、規約等により代表者の定めがあり、  

  財産の管理等を適正に行うことができる団体に限る。  

（４）商業者グループ  

   県内の一定の地域（商店街又は中心市街地若しくは市町村）の中小商業者（中小  

  企業支援法第２条第１項で規定する中小企業者をいう。）が組織するグループであ  

  り、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団  

  体をいう。  

（５）商工団体  

   商工会法（昭和３５年法律第８９号）に規定される商工会及び商工会議所法（昭

 和２８年法律第１４３号）に規定される商工会議所で、最終的な受益者が地域の中  

  小商業者となる事業を実施するものをいう。  

 

（事業実施主体）  

第３条  事業実施主体は、前条第３号から第５号に規定する商店街、商業者グループ、  

 商工団体（以下「商業団体」という。）とする。ただし、埼玉県業種別組合等応援補  

 助金交付要綱（令和２年５月７日施行）に基づく同補助金に採択された団体は除く。  

 

（補助対象事業等）  

第４条  補助の対象となる事業は、商店街の区域において、新しい生活様式に沿って接

触機会の低減など感染症に配慮しつつ、販売に繋がる取組で、事業年度の２月末日ま



 

 

でに完了するものとする。  

２  対象となる経費は次のとおりとし、経費区分、補助率及び補助限度額は、別表のと

おりとする。  

（１）店舗、商店街の街路など共有スペースの消毒、来客用の消毒液設置など消毒の実

施に要する経費  

（２）マスク、手袋など従業員の装備に要する経費  

（３）予約配送の仕組み、予約システムなどの導入に要する経費  

（４）仕切り設置、陳列の覆い、ソーシャルディスタンスの確保など接触を避ける仕組  

  みの導入に要する経費  

（５）商品の共同受け渡し拠点など商店街の複数店舗が利用するものであり、かつ新し  

  い生活様式に沿った多様な購買方法を実現するための施設整備や備品の購入に要す  

  る経費  

（６）キャッシュレス決済に要する経費  

（７）クラウドファンディングの手数料（新しい生活様式に沿った事業を目的とするも  

  のに限る）  

（８）感染症対策や彩の国「新しい生活様式」安心宣言など商店街の安心に係る情報発  

  信に要する経費  

（９）その他接触機会の低減など感染症に配慮しつつ、販売に繋がる取組に必要な経費  

３  第１項及び前項で規定する事業に要する経費であって、新型コロナウイルス感染症

の拡大による緊急事態措置実施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、写真や書類等による確認が可能で、適正と認められる場合は、補助金の交付

対象とする。  

４  商業団体の運営改善及び組織強化事業は、除くものとする。  

５  商業団体以外が実施する事業並びに県の他の補助制度の交付対象となる事業は、除

くものとする。  

６  国庫補助対象事業は、除くものとする。ただし、第２項第６号に規定する事業につ

いては、国庫補助と重複しない経費に限り、補助対象事業とする。  

 

（交付の申請）  

第５条  規則第４条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号のとお

 りとする。  

２  前項の申請書の提出期限は知事が別に定めるものとし、その提出部数は１部とする。  

３  規則第４条の申請をするに当たって、事業実施主体が課税事業者（免税事業者及び  

 簡易課税事業者以外）の場合には、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に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方  

 消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。以下「消費税等  

 仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時にお  

 いて当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。  

 

（交付申請書の添付書類）  

第６条  規則第４条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。  



 

 

２  規則第４条第２項第５号に規定する知事が定める事項に係る書類は、次のとおりと

する。  

（１）事業実施主体の役員及び加盟店の代表者等の氏名、住所、会社名（屋号）、業種  

  及び連絡先を記した名簿（任意様式）  

  （事業実施主体が商工団体の場合、事業参加者の氏名、住所、会社名（屋号）、業  

   種及び連絡先を記した名簿）  

（２）事業実施主体の定款・規約等  

（３）補助事業の実施場所を示す地図等  

（４）補助事業の実施体制（構成員の役割分担）に関する資料  

（５）補助金を施設整備や備品の購入に当てる場合、当該見積書の写し  

（６）誓約書（別紙２）  

（７）その他知事が必要と認めるもの  

 

（補助事業者の決定）  

第７条  県は第５条の様式第１号の提出があったときは、予算の範囲内において、別に

定める審査基準及び審査手順により審査のうえ、補助金交付を受ける者（以下「補助

事業者」という。）を決定する。  

２  県は前項の審査において、申請件数に応じて補助金額を調整することができる。  

 

（交付決定通知書の様式）  

第８条  前条により決定された補助事業者に通知する規則第７条の交付決定通知書の様  

 式は、様式第２号のとおりとする。  

２  知事は、交付決定に当たり、第５条第３項により補助金に係る消費税等仕入控除税

額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認め

たときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。  

３  知事は、第５条第３項ただし書きによる交付申請がなされたものについては、補助

金に係る消費税等仕入控除税額について補助金の額の確定において必要な減額を行う

こととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。  

４  知事は、第５条第３項ただし書きによる交付申請がなされたものについて、補助金

の額の確定時点において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合には、補助金に係

る消費税等仕入控除税額が確定した時点で、知事が当該消費税等仕入控除税額の全部

又は一部の返還を命ずることとなる旨の条件を付して交付決定を行うものとする。  

 

（申請の取下げ）  

第９条  規則第８条に規定する申請の取下げの期間は、交付決定通知書を受領した日か

ら７日以内とする。  

２  前項の規定による申請の取下げを行おうとするときは、様式第３号による届出書を

知事に提出しなければならない。  

 

（事業内容の変更等）  

第１０条  補助事業者は、補助事業にかかる計画を変更しようとするとき、又は補助事  

 業を中止若しくは廃止しようとするときは、様式第４号の変更（中止・廃止）承認申  



 

 

 請書を知事に提出しなければならない。  

２  規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更とは次の各号に掲げるとおりとする。  

（１）補助対象経費の２０％を超えない流用を行うとき。   

（２）変更内容が補助金の交付目的に反せず、かつ事業の対象、数量、実施方法等に大

 幅な変更がないもの。  

 

（変更等の承認）  

第１１条  知事は、前条の変更等の申請があったときは、その内容を審査し、当該変更

 等を承認するか否かを決定し、様式第５号により補助事業者に通知するものとする。  

 

（補助事業遅延の報告）  

第１２条  補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

 れるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式第６号の報告書

 を知事に提出し、その指示を受けなければならない。  

 

（補助事業遅延に係る指示）  

第１３条  知事は、前条の遅延の報告があったときは、その内容を審査し、当該事業の

遅延を承認するか否かを決定し、必要な指示とともに書面により補助事業者に通知す

るものとする。  

 

（状況報告）  

第１４条  規則第１１条の規定による状況報告について、知事が必要と認めて要求した

ときは、補助事業者は、様式第７号による遂行状況報告書を知事に提出しなければな

らない。  

 

（実績報告書の様式等）  

第１５条  規則第１３条の報告書の様式は、様式第８号のとおりとする。  

２  前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。  

（１）様式第９号による検査調書  

（２）その他知事が必要と認めるもの  

３  第５条第３項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第１項の報告書を

提出するに当たって、補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以

外）の場合で、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、当該消費税

等仕入控除税額を補助金額から減額して報告しなければならない。  

 

（実績報告書の提出時期）  

第１６条  規則第１３条の報告書の提出期限は、補助事業の完了後３０日以内とし、そ

の提出部数は１部とする。ただし、補助事業の遅延について知事から承認を受け、補

助事業の完了が事業年度の３月１日以降となる場合の提出時期は、補助事業の完了日

とする。  

 

 



 

 

（補助金の概算払請求）  

第１７条  補助金は、規則第１４条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に

支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一

部について概算払をすることができる。  

２  補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、様式第

１０号の補助金請求書を知事に提出しなければならない。  

 

（額の確定通知書の様式）  

第１８条  規則第１４条の補助金の額の確定通知は、様式第１１号により行う。  

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第１９条  補助事業者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方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、その金額（第１５条第３項の

規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）  

 等を様式１２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、期限を定めて、当該消費税等仕入控除税額

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。  

 

（財産の管理及び処分の制限）  

第２０条  補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもっ

て管理し、かつ補助金の交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。  

２  取得財産等のうち、規則第１９条第２号に規定する知事の定めるものは、取得価格  

 が１０万円以上のものとする。  

３  補助事業者は、前項に定める取得財産等について、様式第１３号による取得財産等

管理台帳（明細表）を備え管理しなければならない。  

４  規則第１９条ただし書きに規定する知事が定める期間は、事業年度終了（当該財産

取得）後５年とする。  

５   補助事業者は、第２項に定める取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ

様式第１４号による財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければな

らない。  

６   知事は、補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより収入があっ

 たときは、その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させることができる。  

 

（書類の整備等）  

第２１条  補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。  

２  前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の

翌会計年度から５年間保管しなければならない。  

 

 

 



 

 

（債権譲渡の禁止）  

第２２条  補助事業者は、規則第５条の規定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。  

 

（産業財産権等に関する報告）  

第２３条  補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、意匠権又

は商標権等（以下「産業財産権等」という。）を補助事業期間内に出願若しくは取得

した場合又はそれを譲渡し、若しくは実施権等を設定した場合には、遅滞なくその旨

を知事に報告しなければならない。  

 

（収益納付）  

第２４条  知事は、補助事業者の補助事業の成果の事業化、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と認めたときは、補助事業

者に対し交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を県に納付させることができ

るものとする。  

 

（情報管理及び秘密保持）  

第２５条  補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当

該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じ

て、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以

外に利用してはならない。  

  なお、情報のうち第三者の秘密情報（事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限

定されない。）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な

理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。  

 

   附  則  

 この要綱は、令和２年７月１５日から施行する。  



 

 

別表（第４条関係）  

  

１ 経費区分 

 

ア  賃金  

  アルバイト代等  

イ  謝礼金  

  講師謝金等  

ウ  印刷製本費  

  印刷費、資料製本費等  

エ  物品購入費  

  消耗品、教材、資料等  

オ  備品購入費  

  各種機材購入、什器備品等  

カ  役務費  

  郵送代、広告代等  

キ  委託費  

  デザイン委託、委託工事等  

ク  使用料及び賃借料  

  会場借上、設備賃借、車両借上等  

 

 

（注）対象外経費 

   ア  間接的な経費  

    イ  景品等  

    ウ  旅費、飲食費  

    エ  その他知事が定めるもの  

 

 

 

 ２  補助率  

 

 補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く）の４分の３以内  

 

 ３  補助限度額  

 

 １事業当たり下記のとおりとする。ただし、要綱第４条第２項

第５号に規定する事業については、上限額を５０万円増額する。  

（注）補助金額に１，０００円未満の端数が生じた場合、これを

切り捨てるものとする。  

加盟店舗数  上限額  

２０店舗未満  ３０万円  

２０～５９店舗  ４０万円  

６０～９９店舗  ５０万円  

１００店舗以上  ６０万円  
 

 


