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倉敷市文化産業局商工労働部 

事業継続支援室 

～お願い～ 

事業を実施される前に、必ず本手引きや「よくあるご質問」をご確認ください。

対象外の事業や経費に補助金は支払われません。また、書類に不備があると、内

容確認や審査に時間がかかり、補助金のお振込みまでにお時間をいただくことに

なりますので、あらかじめご注意ください。 
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１ 目的 

本補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業収入が減少した中小企

業者等が、新しい生活様式※への対応に該当する新たな事業として業態の転換等を行う

場合に必要とする経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、

新型コロナウイルス感染症拡大の影響に負けずにふんばる事業者を応援し、もって地域

産業の振興に寄与することを目的としています。 

※国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表した、感染拡大予防のため日常生活の中で取り入

れていただきたい実践例（市 HP の新型コロナウイルス感染症関連情報を参照） 

 

２ 交付対象者 

次の要件をすべて満たす方が対象です。（「倉敷市事業継続支援金」の交付決定者

は、要件１及び２を満たしているものとみなします。） 

 

要件１：倉敷市内の中小企業者又は小規模事業者 

倉敷市事業継続支援金制度と同様です。詳細は、倉敷市事業継続支援室のホームペー

ジから事業継続支援金申請にかかる手引きやリーフレット等でご確認ください。 

 

要件２：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年２月から８月までの 

いずれかの月の売上高が、前年同月比で２０％以上減少している事業者 

 売上減少の算定方法は、倉敷市事業継続支援金制度と同様です。詳細は、倉敷市事業

継続支援室のホームページから事業継続支援金申請にかかる手引きやリーフレット等で

ご確認ください。 

 

要件３：市税の滞納がないこと 

倉敷市の市税を滞納している方は、この制度を利用することができません。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった方で、納税猶予の許可

を得ている方は、補助金申請時に「徴収猶予許可通知書」の写しを納税証明書とあ

わせて添付することで、この制度をご利用いただけます。 

※市外在住者など、市税が賦課されていない方は、市の税制課において、市税賦課の

ないことを確認したことを証明する「確認済み」と書かれた書類を取得し、添付し

てください。 
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要件４：以下のいずれにも該当しないこと 

・事業実施にあたり必要な許認可を取得していない等の、関係法令を遵守していない者 

・政治団体 

・宗教上の組織又は団体 

・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項第４号、第５号に規

定する営業（パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等）、「性風俗関連特殊営

業」と当該営業に係る「接客業業務受託営業」を行う者 

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団、暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者（申請書に誓約事項があります。） 

 ・その他、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者 

 

３ 補助の内容 

（１）補助金額等 

補助対象 

事業 

交付対象者が感染症防止との両立を図りつつ、市内の事業所で実施する新た

なビジネス展開で、「新しい生活様式」の内容に対応するもの。 

※１事業者１回限りの申請となります。 

※具体的な補助対象事業は３（２）を参照してください。 

※令和２年４月１日から１１月３０日までに支出したものが対象です。 

※補助対象事業は、感染症防止と経済活動の両立を目的とした新たな事業に限

られます。マスク・消毒液などの衛生用品や汎用性の高い備品・機器の単な

る購入、老朽化した施設・設備の単純更新が目的と認められる場合は、補助

対象事業となりませんのでご注意ください。 

※国や県、市など他の補助金を受けている事業は補助の対象となりません。 

※事業に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していることが必要です。 

補助率 ５分の４  

限度額 ２０万円 ※千円未満は切捨て 

対象経費 ※３（３）を参照のこと。 
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（参考）事業開始日と補助対象期間の考え方 

 
 

 

 

 

 

＜支払日＞「契約」「発注」「購入」「申込」等に基づく行為の完了後に、その役務等の対

価の支払が完了した日（銀行振込は口座振込日、現金払いは店頭支払日、

クレジットカード決済は銀行口座引落し日（分割払いは全額支払完了日）） 

※クレジットカード決済は、利用の翌月・翌々月に口座引落しとなる場合 

が多いため、十分注意してください。 

 

（２）補助対象事業 

① 業態転換 

３密回避の営業形態への転換や、生産者による加工・直販の実施 

●テイクアウト、宅配、出張・移動・ドライブスルー販売の開始 

●生産者（農業、漁業者）による加工、小売の新規実施 等 

② 環境整備 

店舗や工場等で衛生対策として取組む設備投資、改修、機器の導入 

●店内間仕切りやカウンター、屋外飲食空間の新設、改修 

●感染症対策に資する設備や機器の導入 

●無人券売機、食品自販機、セルフレジ、セルフ注文機器の導入 

●感染症対策にかかる POP、看板作成 等 

③ 商品・サービス開発 

感染症対策や消費需要喚起のための新たな商品・サービスの開発 

●マスクや消毒用品など感染症対策に資する商品の開発 

●調理食品を購入して自宅等で食べる「中食」向け商品の開発 

●電子クーポン、前売券、予約券等の販売システムの構築 

●サービスのオンライン化（学習・宴会・観光・冠婚葬祭） 等 

④ 販路開拓・人材確保 

移動を控えて行う販路開拓・拡大活動、人材採用活動 

●EC モールへの出店、ライブコマースやＴＶショッピングの実施 

●オンライン商談、オンライン面接の実施 等 
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（３）対象経費 

 補助対象事業の実施に必要な経費のうち、下表に定める費目が対象となります。対象外の経費

を除き、対象となるか不明な経費がありましたら、事前に市へご相談ください。 

開発費 商品やサービスの開発時に必要な主要原材料、副資材の購入費 

 対象例 
●マスク開発のための生地やゴム紐等の資材等 

●テイクアウトに対応した新メニュー開発のための試作用食材等 

設備備品費 もっぱら補助対象事業に用いる設備機器、工具器具、備品の購入・設置費 

 対象例 

●感染症対策に効果がある換気設備、検温器等 

●無人券売機、食品自販機、セルフ注文機、POS レジバーコードリーダー等 

●オンラインでの商談や面接に使用する Web カメラ等 

●宅配や移動販売にかかる出前機、宅配ボックス、リヤカー等 

●屋外販売のためのテント、机、椅子等 

●生産者が農水産品を加工・販売するための機器や什器等 

消耗品費 事業実施に必要な消耗品（初期投資分）の購入費（補助上限額５万円まで） 

 対象例 

●テイクアウトや宅配の梱包、包装資材等 

●店内の間仕切りを自作するための木材・アクリル板・金具等 

●店内誘導サイン用のテープ・シール等 

●宅配チラシや店頭ＰＯＰ等を自作する際の用紙、インクトナー等 

外注費 事業活動に必要な請負工事費、業務委託費、技術料やシステム利用料等 

 対象例 

●「３密」回避や換気のための店内改装・改修、屋外飲食空間新設の工事等 

●感染症対策にかかる誘導サイン制作、看板・のぼり製作等 

●クーポン・前売券の販売、予約制等のサービス利用、システム構築等 

●自己所有の車両を移動販売用に改修するための施工等 

●「中食」商品のパッケージデザイン等 

●クラウドファンディングのプロジェクトページ制作等 

●ＥＣやライブコマース等のサービス利用、システム構築等（販売手数料は不可） 

広報費 事業活動を広く知らせるための制作費・広告宣伝費等 

 対象例 

●ＴＶ、ウェブ、新聞、雑誌等各種メディアでのキャンペーン広告掲載等 

●新たなＰＲ動画やＷＥＢの制作等 

●新たな商品・サービスのチラシ・フライヤー等の印刷等 

借上料 補助対象期間中の事業活動に必要な設備機器、工具器具、備品の借上料 

 対象例 
●宅配用バイク、車両、フライヤー等の調理器具、販売用什器のレンタル等 

●ＷＥＢ立上げにかかるサーバーレンタル等 

会場使用料 補助対象期間中の事業活動に必要な会場使用料等 

 対象例 ●屋外販売を行うための会場使用等 
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次の経費は対象となりませんのでご注意ください。 

●人件費 ●旅費 ●飲食費 ●家賃・光熱水費・通信費などの固定費 

●金券、商品券の購入費 ●不動産取得費 

●車両購入費（もっぱら補助事業で取組む特定業務のみに用いるものを除く） 

●各種保険料 ●事業中止に係る取引手数料 ●公租公課（消費税含む） 

●免許等の取得・登録費 ●PC・通信端末等、他の目的に使用できる機器等の購入費  

●ポイント・クーポン、他人振出小切手・手形、仮想通貨、金券、商品券での支払い  

●公金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費など 

※このほか、補助対象外の事業（既存事業や補助対象期間外の事業、マスク・消毒液な

どの衛生用品や汎用性の高い備品・機器の単なる購入、老朽化した施設や設備の単純更新

を目的とした事業を含む）や経費、領収書がないものは補助金が支払われません。 

 

 

４ 申請から補助金交付までの流れ 

（１）申請手順 

補助対象となる事業及び経費を確認し、次の手順で実施してください。 

① 

 
「事前相談書」２枚（事前相談書と 別紙経費計算書）を提出 

【添付書類】 

●「新しい生活様式」チェックシート  

●事業者情報がわかる資料（パンフレット・チラシ・写真等） 

※事前相談書の作成に当たっては、必ず記入例をご確認ください。 

※相談書の内容で、補助金の申請ができる方かどうかを事前にチェックします。 

※これから事業を行う方は、必ず着手前にご提出ください。 

※既に事業着手した方も、申請できる方かを確認するため、必ずご提出ください。 

市 

「事前相談書」の受理通知（メール・FAX、又は郵送） 

※事前相談書を受理した後、補助金の申請が可能な方には「受理通知」を送付します。 

（対象者でないと思われる方など、申請いただけない方にも別途ご連絡します。） 

※「受理通知」をもって補助金の申請を行うことができますが、 

当該通知をもって補助金の交付を決定するものではありませんのでご注意ください。 
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② 

「事前相談書」に記載した事業の実施 

※令和２年４月１日から１１月３０日までに支出したものが対象です。 

※支払内容、支払ったことが分かる書類は、申請に必要ですので、必ず保管してください。 

③ 

事業完了後、「補助金交付申請書（兼実績報告書）」２枚（補助金交付申請

書（兼実績報告書）と 別紙実績報告書）を提出 

【添付書類】 

●倉敷市事業継続支援金交付決定通知書の写し（※売上減少証明書類として） 

※支援金を受けていない場合は、売上減少証明書類が必要です。売上減少の算定方法は

倉敷市事業継続支援金制度と同様ですので、詳細は、倉敷市事業継続支援室のホーム

ページから事業継続支援金申請にかかるリーフレットや手引き等でご確認ください。 

●事業の取組実績がわかる写真 

●支払いを証する書類（金額及び内訳がわかる領収書やレシート等の写し） 

●誓約書兼同意書 

●市税納税証明書 

※納税猶予を受けている方は「徴収猶予許可通知書」の写しが追加で必要です。      

納税猶予にかかる納期限分以前の滞納がある方は本制度の対象となりません。 

※市税が賦課されていない市外在住の方などは、市の税制課又は支所窓口において、市

税賦課がないことを確認したことを証明する「確認済み」と書かれた書類を取得して

ください。 

●請求書 

●その他必要な添付書類をお願いする場合があります。 
 

 申請書提出期限  令和２年１１月３０日（月） 

市 

申請内容の審査 

※事前相談書の内容と申請書に記載された内容、必要書類を照らし合わせて、補助金の

対象事業であるか否か、また補助金の額を決定します。 

※申請内容が補助金の対象外事業である場合等は、不交付決定が通知されます。 

※補助対象外の事業や経費、領収書がないものに補助金は支払われません。 

④ 

補助金交付決定通知、補助金請求・交付 

※申請書及び請求書に記載された補助金申請額と、市が確定した補助金額に相違がない

場合は、交付決定通知後、補助金が口座に振り込まれます。 

※申請内容に補助対象外経費が含まれている場合は、当該経費を除いた額で交付決定を

行います。（金額を修正した請求書を再提出いただく必要があります。） 
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＜申請手順のイメージ＞ 

（２）事前相談書及び申請書の提出方法 

＜書類の入手方法＞ 

◆「倉敷市事業継続支援室」のホームページからダウンロード 

※ 🔎 倉敷市ふんばる事業者応援事業費補助金  で検索してください。 

 

◆市役所本庁及び支所、市内商工会議所・商工会で配布 

 

＜提出方法＞ 

 ◆郵送による申請 

必要書類を封筒に入れて提出してください。 

  封筒には、「事前相談書在中」又は「交付申請書在中」と朱書きしてください。 

※郵送料は申請者負担となります。 

【郵送先】 〒７１０－８５６５ 倉敷市西中新田６４０

倉敷市事業継続支援室 あて 

◆窓口での申請 

封筒に必要書類を入れて、本庁・各支所に設置の受付ＢＯＸに投函してください。 

【受付窓口】平日 ９時～１７時 

●事業継続支援室（市役所本庁舎厚生棟２階） 

       ●児島・玉島・水島・真備支所産業課 
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５ 留意事項 

（１）補助回数の制限 

   補助金の交付申請は、１申請者につき当該補助事業ごとに１回限りです。ただ

し、補助金限度内であれば、複数の補助対象事業を１回にまとめて申請することが

できます。 

 

（２）租税等の取り扱い 

補助対象経費には、消費税、地方消費税、印紙税、登録免許税及び源泉所得税並

びに公証人手数料相当額を含みません。 

 

（３）補助金額の端数処理 

   補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、切り捨てます。 

 

（４）対象経費の支払方法 

   補助金執行の適正確保のため、店頭で原材料や消耗品等を購入する場合を除き、

対象経費は、原則「銀行振込」で支払ってください。なお、補助金申請時に振込明

細、振込依頼書、預金通帳の表紙及び該当箇所の写し等振込が完了したことが分か

る資料の提出を求める場合がありますのでご留意ください。 

   やむを得ずクレジットカードで購入する場合は、一括・分割払いともに、補助金

申請時に支払い（引き落とし）が全て完了したものについてのみ対象経費として認

めます。なお、リボルビング払いは認められません。 

 

（５）財産の処分及び管理 

   補助事業者は、令和８年３月３１日以前に、補助金により取得し、又は効用が増

加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ、所定の財産処分承認申請書を

市長に提出し、その承認を受ける必要があります。ただし、当該財産の取得価格又

は効用の増加価格が 50 万円未満のものは、この限りではありません。 

なお、財産の処分により、当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助

金の全部又は一部に相当する金額を返還していただく場合があります。 

   このほか、補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し、又は

効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付

の目的に従ってその効果的運用を図る必要があります。 
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（６）情報の公表及び協力 

   補助事業者は、市が補助事業の成果を調査し、公表し、又は普及を図るときは、

これに協力するものとします。なお、市は、補助事業者の名称や補助事業の取組内

容及び成果について 、補助事業者の協力を得て、地域産業振興策の実例として公表

する場合があります。 

 

（７）経理関係書類の保存 

 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を令和８年３月３１日までの間保存しなければなりま

せん。 

 

この手引きのほか、本支援金に関する「よくあるご質問」への回答集も別途作成し

ています。「倉敷市事業継続支援室」のホームページからご確認いただけます。 

 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/35202.htm 

倉敷市 事業継続支援室 

〒７１０－８５６５ 倉敷市西中新田６４０番地 

TEL ０８６－４２６－３０５０ 


