サービス産業事業再構築支援事業費補助金

実施要領（第 3 次追加募集）

１ 趣旨
本事業は、 コロナ禍の影響による社会の変化へ対応するため、意欲ある県内サービス産業事業
者等が推進する業態転換等による事業の再構築につながる取組を支援することとし、予算の定め
るところにより、サービス産業事業再構築支援事業費補助金を交付するものである。
その交付については、長崎県補助金等交付規則（昭和 40 年長崎県規則第 16 号）及び長崎県産
業労働部関係補助金等交付要綱（平成 19 年長崎県告示第 299 号）並びに新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金制度要綱（令和 2 年 5 月 1 日府地創第 127 号）、補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号。）
、その他の法令の定めによるほか、サービス産業事業
再構築支援事業費補助金実施要綱（以下「実施要綱」という。
）及びこの実施要領の定めるところ
による。

２ 補助対象者
次の各号の全てを満たす者とする。
（１）別表１に掲げるサービス産業（第３次産業）を営む中小企業者等であること。２者以上で
構成するグループの場合は、その構成員が全て中小企業者等であり、過半数がサービス産
業（第３次産業）を営む事業者であること。
（２）１年以上の事業実績を有すること。グループによる申請の場合は、グループの構成員全て
が１年以上の事業実績を有すること。
（３）県内に本店又は主たる事業所を有し、県内で事業を実施すること。
（４）宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある
団体でないこと。
（５）県税、法人税（個人事業主の場合は所得税）
、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。ま
たは、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。

３ 補助対象事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響からの早期脱却を目指し、新分野展開による経営多角化
や業態転換など、事業の再構築を図る県内サービス産業事業者等による先進的な取組を対象とし、
交付決定日から令和 5 年 2 月 28 日までの間に実施し、完了できる事業とする。

４ 補助率及び補助限度額
（１）補助事業がデジタル化対応の場合
●補助率：補助対象経費の３分の２以内
●補助限度額：上限 100 万円、下限 30 万円
（２）
（１）以外の事業
●補助率：補助対象経費の２分の１以内
●補助限度額：上限 75 万円、下限 30 万円
※2 者以上の事業者グループにおいては、構成員数に応じて補助金総額を増額し（上限１千
万円）
、構成員数に応じた限度額の範囲内で、グループ内での補助金の配分を認める。
グループの補助金総額（ｎ者の場合の上限）＝100 万円＋（ｎ―１）×75 万円

５ デジタル化対応事業
本事業におけるデジタル化に対応した取組内容とは、補助金対象経費のうち下記に該当する取
組内容が、対象経費全体の２分の１以上の場合とする。
① 社内情報の電子化、ペーパレス化
② リモートワークの導入
③ グループウエア、プロジェクト管理ツール導入
④ Web、アプリを使った宣伝や接客
⑤ 旧来型の基幹システムの維持更新
⑥ キャッシュレス決済の導入（対面での決済代行）
⑦ 電子決裁の導入
⑧ ネット決済の導入（オンライン上での決済）
⑨ デジタルオペレーション（業務フロー可視化）の導入
⑩ ERP（統合基幹業務システム）の導入（業務属人化の防止）
⑪ AI と顧客情報（購買履歴等）による新商品開発、新サービス開発
⑫ AI やビッグデータを用いた需要予測
⑬ スマートファクトリー等製品製造の自動化、最適化
⑭ AI を用いた採用、人員配置
（例）
・90 万円（デジタル化事業）＋90 万円（その他の事業）＝180 万円（対象経費）
180 万円×2/3＝補助金額：100 万円（上限 100 万円のため）
・60 万円（デジタル化事業）＋140 万円（その他の事業）＝200 万円（対象経費）
200 万円×1/2＝補助金額：75 万円（上限 75 万円のため）
※対象経費全体の 1/2 以上がデジタル化事業の場合、対象経費の全体の 2/3 以内補助
デジタル化経費が、対象経費全体の 1/2 未満の場合、対象経費の全体の 1/2 以内補助
６

補助対象期間

第３次追加募集分については、交付決定を行った日から令和５年２月２８日（火）まで

７ 補助事業の流れ
(1)事業認定申請書の提出

申請者

令和４年８月１７日（水）17 時まで

(2)事業認定審査会

県

令和４年８月下旬予定

(3)事業認定（交付内示）

県

令和４年９月上旬予定
（長崎県庁公式ウェブサイトにて登載）

(4)補助金交付申請書の提出

申請者

事業認定通知の日から 30 日以内

(5)交付申請審査

県

交付申請から 1～2 週間程度

(6)交付決定

県

審査終了後速やかに通知

(7)事業実施

申請者

令和５年２月２８日（火）まで

(8)実績報告

申請者

事業の完了（実施要綱第 15 条の規定により廃止の承
認を受けた場合を含む。）
の日から 30 日を経過した日、
又は令和５年２月２８日のどちらか早い日。

(9)補助金額の確定

県

(10)補助金の請求

申請者

(11)補助金の支払

県

８ 認定申請手続き
●提出先（メールによる受付のみ）
メールアドレス keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp
長崎県 産業労働部 経営支援課 サービス産業振興担当
※データファイル容量が大きいとメール受信をできません。
何通かに分けて、ご提出をお願いします。
必ず、メール送信後お電話にて送信した旨のご連絡をお願いします。
●提出期限
令和４年８月１７日（水）１７時まで
●提出書類
① 認定申請書

（様式第１号）

② 事業者概要

（様式第２号）

③ 申請事業者一覧（様式第２－２号）※グループ申請の場合
④ 事業計画書

（様式第３号）

⑤ 収支予算書

（様式第４号）

⑥ 誓約書

（様式第５号）

⑦ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し（発行日から３ヶ月以内のもの）
、個人事
業主の場合は、本人確認書類の写し及び確定申告書類（第一表）の写し
⑧ 「team NAGASAKI SAFETY」認証施設は認証通知の写し※該当者の場合
⑨ 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」
（略称：Nぴか）認証企業は認証書の写し
※該当者の場合
⑩ その他知事が必要と認める書類
９

事業認定審査方法

（１）事業認定審査会
書面審査とする
（２）認定方針
以下に該当するものを優先する。
●複数者による取組
●法人格を有する又は団体
●認定経営革新等支援機関からの支援
●「team NAGASAKI SAFETY」認証施設（宿泊業等を含む）
●「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業」（略称：N ぴか）認証企業
※事業内容を認定するものであり、詳細の対象経費は交付申請を受けて審査します。
１０ 認定審査結果(事業内容周知)
認定審査の結果については、審査後、長崎県庁公式ウェブサイトに、認定事業にかかる概要を
公表する。
●公表内容
事業者名、テーマ、認定経営革新等支援機関名

１１ 交付申請手続き

※認定を受けなければ、交付申請手続きはできません。

●提出先（郵送による提出のみ）
〒850-8570 長崎市尾上町 3－1
長崎県 産業労働部 経営支援課 サービス産業振興担当
●提出期間
長崎県公式ウェブサイトに認定事業概要を掲載した日から３０日以内（掲載日含む）
●提出書類
① 交付申請書

（様式第６号）

② 事業者概要

（様式第２号）※

③ 申請事業者一覧 （様式第２－２号）※グループ申請の場合
④ 事業計画書

（様式第３号）※

⑤ 収支予算書

（様式第４号）※

⑥ 事業経費に係る見積書の写し
⑦ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（原本）
⑧ 県税に未納がないことを証明する納税証明書（原本）
⑨ 法人税、消費税及び地方消費税に係る未納税額のないことを証明する納税証明書（原本）
⑩ その他知事が必要と認める書類
※⑥は県内事業者に依頼予定の場合、1 件につき 30 万円未満のものは見積書を提出ください。
1 件につき 30 万以上のものについては、2 者以上の見積書をお願いします。また、県外業者に
依頼予定の場合は、金額に関係なく 2 者以上の見積書及び業者選定理由書を提出してください。

１２ その他
（１）次に該当するものは交付決定を行わないこととする。
●事業の実施主体が実質的に補助事業者でないと認められるもの
●対象事業について、国、県又はこれらの関係団体からの補助金等の交付を受けている場合
●交付申請の内容が、認定された事業内容と異なるもの
●本補助金の第１次、２次、３次募集ですでに採択された事業者
●認定申請書に記載された補助金額を上回る額の交付申請となっているもの
●交付決定日以前に取組を開始した事業
（２）次の事項に同意の上、事業を実施すること。
●交付内容又は誓約書に相違が認められた場合、補助金の交付決定の取り消しを行うことと
する。
※サービス産業事業再構築支援事業費補助金実施要綱第 22 条（補助金の交付の決定の取消し
等）参照

１３ お問い合わせ先
長崎県 産業労働部 経営支援課 サービス産業振興担当
電 話：０９５－８９５－２６５３
E-mail： keishi_hojyo@pref.nagasaki.lg.jp

