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サービス産業事業再構築支援事業費補助金実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 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に要する費用の一部に

ついて、県は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（以

下「補助金」という。）を交付するものとし、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。以下「規則」という。）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。以下「交付要綱」という。）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、この実施要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。 

中小企業者等 別表１に掲げるものをいう。 

サービス産業（第３次産業） 別表１に掲げるものをいう。 

 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

全てを満たす者とする。 

（１）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ること。 

（２）サービス産業（第３次産業）を営む事業者であること。または、２者以上で構成す

るグループの場合は、その構成員の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。 

（３）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。 

（４）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。 

（５）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。 

（６）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。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対象者が推

進する事業の再構築につながる先進的な取組とし、次の（１）～（３）の各号のいずれ

か、もしくは複数の取組の組み合わせとする。 

（１）新分野展開による経営多角化に関する取組 

（２）業種・業態転換に関する取組 

（３）その他、サービス産業事業者の事業再構築につながる取組 
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 （補助事業の実施期間） 

第５条 補助事業実施期間は、別に定めるものとする。 

 

（補助対象経費等） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業に

要する経費であって、別表２に掲げる経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものと

する。また、補助額については別に定めるものとする。 

なお、補助金の交付対象とならない主な経費は、別表３に掲げるとおりである。 

 

 （補助事業の認定） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別に定める期日までに、あらかじめ知

事の事業認定を受けなければならない。 

２ 前項の認定を申請する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。 

（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） その他知事が必要と認める書類 

 

 （認定の通知） 

第８条 知事は、前条の規定による事業の認定申請書の提出を受けたときは、その内容を

審査し、適当と認めた者について、認定をする。 

２ 認定の通知方法については別に定める。 

 

 （認定内容の変更） 

第９条 認定を受けた者は、前条の規定による通知を受けた後、認定事業の目的達成に大

きく影響を及ぼすような著しい変更等が生じる可能性があるときは、速やかに事業計画

変更承認申請書（様式第７号）を、知事に提出し承認を受けなければならない。 

 

 （認定の取り消し） 

第10条 知事は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定

を取り消すことができる。 

（１） 第３条の規定による要件を欠くに至ったとき 

（２） 虚偽の申請により認定を受けたとき 

（３） 事業計画を中止又は廃止したとき 

（４） 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納税につい

て、正式な猶予の手続き等を経ることなく滞納していることが判明したとき。 
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 （補助金の交付申請） 

第11条 規則第４条の規定により、補助金交付申請書（様式第６号）に添付すべき書類は、

次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 事業者概要  （様式第２号） 

（２） 申請事業者一覧（様式第２－２号）※グループ申請の場合 

（３） 事業計画書   (様式第３号) 

（４） 収支予算書  （様式第４号） 

（５）県税に未納がないことを証明する納税証明書 

（６）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に係る未納税額のな

いことを証明する納税証明書 

（７）補助対象経費に係る見積書の写し 

（８）法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、 

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 

（９）その他知事が必要と認める書類 

但し、各税務署発行の納税の猶予許可通知書、各振興局税務部門発行の徴収猶予許可通

知書の提出があった税目に関しては、（５）と（６）の納税証明書の添付は不要とする。 

２ 規則第４条の知事が定める申請書を提出できる時期は、事業認定通知の日から30日以

内とする。 

 

（補助金の交付決定） 

第12条 知事は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認める時は

補助金の交付の決定をし、補助金交付決定通知書(様式第15号)により通知するものとす

る。 

２ 知事は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

 

 （補助事業の実施状況報告） 

第 13条 規則第 11条第１項の規定による状況報告は、口頭又は文書によるものとする。 

 

 （補助事業の変更） 

第14条 補助対象者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、規

則第11条第２項の規定に基づき、あらかじめ変更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。ただし、補助事業に要する経費の配分のうち、経費区分間の配分

額の20％以内の金額の変更をしようとする場合で、補助金額に変更を生じないものにつ

いてはこの限りではない。 

２ 知事は、前項の承認には、必要に応じ条件を附し、又はこれを変更することができる。 

３ 第１項の申請は、事業計画変更承認申請書（様式第７号）によるものとし、添付すべ

き書類は第７条第２項に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものとする。 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第 15条 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事

業中止（廃止）承認申請書（様式第８号）を知事に提出し、その承認を受けなければな

らない。 
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 （補助事業遅延等の報告） 

第 16条 補助対象者は、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、速やかに知事に報告し、その指示を

受けなければならない。 

 

 （補助事業の実績報告） 

第17条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第13条第１項の規定に基づき、

知事に対し、実績報告を行わなければならない。 

２ 前項の報告時に提出する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）実績報告書  （様式第９号） 

（２）事業実績報告書（様式第10号） 

（３）収支精算書  （様式第11号） 

（４）補助対象経費の支払いに関する証拠帳票類の写し 

（５）その他知事が必要と認める書類 

３ 実績報告を行う期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は知事が別に定め

る日のいずれか早い日とする。 

 

 （補助金の額の確定） 

第18条 知事は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、書類の審査及び 

 必要に応じて現地の状況調査等を行ったうえで、交付すべき補助金の額を確定し、補助  

 金交付額確定通知書（様式第16号）により通知するものとする。 

 

 （補助金の交付） 

第19条 補助対象者は、規則第16条の規定に基づき補助金の交付を受けようとするときは、

補助金交付請求書（様式第12号）を知事に提出しなければならない。 

 

（財産の管理） 

第20条 補助対象者は、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、事業完了後もその保管状況を明らかにし、善良な管理

者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図らな

ければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第21条 補助対象者は、取得財産等のうち１件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50

万円以上の財産について、次の各号に定める期間内に補助金の交付目的に反して使用し、

他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しよう

とする（以下「取得財産等の処分」という。）ときは、規則第20条の規定に基づき、あ

らかじめ取得財産等の処分承認申請書（様式第13号）を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。この場合において、知事は、当該取得財産等が次の各号に定める期

間を経過している場合を除き、補助対象者が取得財産等の処分をすることにより収入が

あるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。 

 （１）減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵 



 

5 

省令」という。）に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐 

用年数に相当する期間 

 （２）大蔵省令に定めのない財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増 

加した財産の処分制限期間を定める件（昭和53年通商産業省告示第360号）に定めら

れている耐用年数に相当する期間 

 

（補助金の交付の決定の取消し等） 

第22条 知事は、補助対象者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付の内容、条

件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、額の確定の有無にかかわ

らず、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係

る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずる。 

 

 （成果の発表） 

第23条 知事は、補助金の交付を受けて行った事業の成果について必要があると認めると

きは、公表することができるものとする。 

 

 （雑則） 

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年度の予算に係る補助事業から適用する。 

 

（令和３年９月２８日一部改正） 

この要綱は、令和３年９月２８日から適用する。 

 

 

（令和４年２月１８日一部改正） 

この要綱は、令和４年２月１８日から適用する。 

 

（令和５年３月１３日一部改正） 

この要綱は、令和５年３月１３日から適用する。 
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別表１ 補助対象者（第３条関係） 

 

中小企業者等 

中小企業支援法（昭和 38年法律第 147号）第２条第１項※に規定する中小企業者、中小

企業団体及びそれに準ずるものとして知事が特に支援が必要と認める団体をいう。 

 

 

 

＜※１＞中小企業者（中小企業支援法第２条第１項第１号および第２号） 

業種 

中小企業者 

（下記のいずれかを満たすこと） 

資本金の額 

または出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

① 製造業・建設業・運輸業その他の業種 

（②～④を除く） 
３億円以下 ３００人以下 

② 卸売業 １億円以下 １００人以下 

③ サービス業 ５,０００万円以下 １００人以下 

④ 小売業 ５,０００万円以下 ５０人以下 

 

 

＜※２＞政令で定める業種（中小企業支援法第２条第１項第３号） 

 
業種 

資本金の額 

または出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

一 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。） 

３億円以下 ９００人以下 

二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下 

三 旅館業 ５,０００万円以下 ２００人以下 

 

 

＜※３＞中小企業団体（中小企業支援法第２条第１項４号） 

事業協同組合、同連合会、商工組合、火災共済協同組合、信用組合、企業組合、協業組合、

商店街振興組合、同連合会、環境衛生同業組合等のほか商工会議所、商工会も含むものと

する。 
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サービス産業（第３次産業） 

日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）に掲げる大分類のＦからＲまでをいう。 

 

＜参考＞ 

日本標準産業分類（平成 25年 10月改定） 

 

Ａ 農業，林業 

Ｂ 漁業 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業，郵便業 

Ｉ 卸売業，小売業 

Ｊ 金融業，保険業 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 

Ｏ 教育，学習支援業 

Ｐ 医療，福祉 

  Ｑ 複合サービス事業 

  Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

  Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

  Ｔ 分類不能の産業 

 

サービス産業 

（第３次産業） 
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別表２ 補助対象経費（第６条関係） 

補助対象経費は、事業実施期間内に申請事業者が補助事業のために支払を行ったことが確

認できるものに限る。 

 

補助対象経費 

経費区分 内容 

システム 

導入費 
システム導入のために要する経費 

建物改修費 
建物の建築・改修に要する経費 

※撤去費含む 

広告宣伝費・ 

販売促進費 
広告作成、媒体掲載、展示会出展等に要する経費 

備品・機械装置等

購入費 

事業遂行に必要な備品・機械装置等の購入に要する経費 

※汎用性の高いものは対象外 

外注費 
新商品・新サービスの開発にともなう設計・デザインや、研修、 

講師の派遣依頼等の外部委託に要する経費 

その他の 

経費 
上記の他、知事が特に必要と認める経費 

※補助金額は、千円未満切り捨て 
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別表３ 補助金の交付対象とならない主な経費（第６条関係） 

○既存の包装パッケージの印刷・購入 

○県外事業者（県外に本店又は主たる事業所を有する者）が行った工事費（やむを得な

い理由により県が認めたものを除く） 

○補助事業者が自ら行った工事費 

○自宅兼店舗の住居部分に対する工事費 

○明らかに補助事業に直接必要のない工事費 

○名刺代等、単なる会社のＰＲや営業活動に活用される経費 

○補助事業期間外に広報がなされるもの 

○フランチャイズ本部が作成する広告物の経費 

○パソコン、プリンター、タブレットＰＣ、自動車等、汎用性があり、目的外で使用さ

れる可能性がある備品等 

○通常の事業活動に係る設備投資や単なる取替え更新のための機械装置等の購入経費 

○既に導入しているソフトウェアの更新料 

○既に導入している備品・機械装置等の修理・修繕費用 

○消耗品購入費 

○人件費、不動産の購入費、店舗や事務所にかかる家賃、駐車場料金、保証金、敷金、

移転経費等 

○光熱水費、通信費、雑誌や新聞の購読料、機器のリース等のランニングコスト 

○転売目的で購入した可能性のある備品 

○点検、清掃、消臭、消毒に係る費用 

○各種キャンセルによる取引手数料に係る費用 

○補助金の応募書類、実績報告書の作成・送付・手続きに係る費用 

○飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する経費 

○団体の会費、賦課金、フランチャイズ契約、代理店契約の加盟金、契約金等 

○保険料、貸付金、損失補償 

○公租公課（消費税及び地方消費税等を含む） 

○産業財産権取得のために特許庁に納付する出願手数料、審査請求料、登録料等 

○借入金などの支払利息及び遅延損害金 

○現金にて支払った経費 

○見積書（明細）、請求書、領収書などの証拠書類が提出できないもの 

○国、県、市町村等の他の補助金等により、補助対象となっているもの 

○商品券・金券の購入 

○仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・

手形での支払い、相殺による決済を行ったもの 

○社会通念上、正常な市場価格と著しく差があるもの 

○補助事業の目的以外で使用するもの 

○国や県等が使用を推奨しない備品等を導入する経費 

○自社の関連会社（自社の役員やその親族が役員に就任している会社等）との取引によ

る経費 

○グループによる申請におけるグループ構成員間の取引による経費 

○上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 

 


