
佐賀市中小企業・小規模企業生産性向上推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営状況からの

回復を図るため、デジタル技術活用等の新たな生活様式に対応した商品・サービス

の販売及び業務の管理並びにテレワークの導入等による働き方の変革を図るなど、

新たな技術を用いて生産性の向上に積極的に取り組む中小企業者等に対し、佐賀市

中小企業・小規模企業生産性向上推進事業補助金（以下「補助金」という。）を交

付することに関し、佐賀市補助金等交付規則（平成１７年佐賀市規則第６４号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条  補助金交付の対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 市内に本店を有する中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第２条

第１項に規定する中小企業者 

(2) 市税の滞納がないこと。 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業を行う者でないこと。 

２ 補助対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当するもので

あってはならない。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。） 

(2) 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 暴力団員ではなくなった日から５年を経過しない者 

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接

的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

（補助事業） 

第３条  補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表第１の

とおりとする。 

（補助金の対象経費及び補助率等） 

第４条  補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第



２のとおりとする。 

２ 補助率及び補助金の上限額は、別表第１のとおりとする。 

３ 補助金を計算する場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てるものとする。 

４ 補助対象者は、国若しくは地方公共団体又は民間団体等から、委託事業の受託又

は事業に対する助成金等の交付決定を受けているとき、当該事業において対象経費

とされているものについては、補助金の補助対象経費とすることはできない。 

（補助事業の交付申請） 

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、佐賀市中

小企業・小規模企業生産性向上推進事業補助金交付申請書（様式第１号。以下「交

付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 誓約書 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により交付申請書を提出するときは、補助対象経費 から消費税等仕

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

きる部分の額及び当該額に地方税法(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額の合計額をいう。以下同じ。）を減額しなければな

らない。ただし、申請時において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。 

（補助事業の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の

審査等により、補助金の交付を決定するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件

を佐賀市中小企業・小規模企業生産性向上推進事業補助金交付決定通知書（様式第

２号。以下「交付決定通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。 

（補助事業の公募） 

第７条 市長は、別表第１に掲げる事業のうちデジタル技術活用販売促進事業及びデ

ジタル技術活用業務効率化事業に限り第５条第１項に規定した交付申請の前に、補

助事業の事業計画を公募するものとする。 

２ 前項の規定により事業計画を応募する者（以下「応募者」という。）は、佐賀市

中小企業・小規模企業生産性向上推進事業参加申込書（様式第３号）に第５条第１

項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助事業の選考） 



第８条 市長は、前条の規定により応募された事業計画を選考するため、審査委員会

を置く。 

２ 審査委員会は、事業内容を審査し、その結果を市長に報告するものとする。 

３ 市長は、審査委員会の審査結果を佐賀市中小企業・小規模企業生産性向上推進事

業審査結果通知書（様式第４号）により応募者に通知するものとする。 

（審査委員会） 

第９条  前条第１項の審査委員会は、有識者等により構成する。 

２ 審査委員会に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

（補助事業等の変更） 

第１０条  補助対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、佐賀市中小企業・

小規模企業生産性向上推進事業補助金交付変更申請書（様式第５号。以下「変更申

請書」という。）に第５条第１項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行

が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。 

３ 市長は、第１項の変更申請書の提出があったとき、又は前項の報告があったとき

は、佐賀市中小企業・小規模企業生産性向上推進事業補助金交付変更通知書（様式

第６号）により交付決定の内容を変更することができる。 

（実績報告） 

第１１条  補助対象者は、補助事業の実績を報告しようとするときは、佐賀市中小企

業・小規模企業生産性向上推進事業実績報告書（様式第７号。以下「実績報告書」

という。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実施報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２  前項の実績報告書の提出期限は、補助年度の３月１５日までとする。 

３ 第５条第２項ただし書の規定の適用を受けた補助対象者は、第１項の実績報告書

を提出するときは、補助対象経費から消費税等仕入控除税額を減額して報告しなけ

ればならない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条  市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、その内容を審

査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、佐賀市中小企

業・小規模企業生産性向上推進事業補助金確定通知書（様式第８号）により補助対



象者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第１３条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、佐賀市中小企業・

小規模企業生産性向上推進事業補助金交付請求書(様式第９号)を市長に提出しな

ければならない。 

（財産処分の制限） 

第１４条 規則第１７条ただし書に規定する市長が定める期間（以下「処分制限期間 」

という。)は、補助事業が完了した日の翌日から起算して当該補助事業に係る機械

装置等（以下「補助機械装置」という。）について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）が定める耐用年数（以下「耐用年数」と

いう。）を経過する日までの期間とする。 

２ 補助対象者は、処分制限期間において補助機械装置を処分しようとするときは 、

財産等処分承認申請書（様式第１０号）を市長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

（財産処分の場合の納付金） 

第１５条  前条第２項の場合において、補助対象者は、交付された補助金の額に 補

助建造物の処分の日の翌日から処分制限期間の末日までの年数（１年未満の端数の

期間は切り捨てるものとする。）を乗じ、かつ、耐用年数で除して得た額に相当す

る額（補助事業が完了した日後処分の日までの間に補助機械装置の修理等のため補

助対象者が負担した経費がある場合は、これに相当する額を控除した額。以下「納

付金」という。）を市に納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助機械装置を市に譲り渡した場合その他特別の事情

がある場合は、市は納付金の全部又は一部の納付を免除することができるものとす

る。 

（関係書類の整備） 

第１６条  補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類のほか、補

助事業により取得した財産を記載した台帳を整備し、補助事業が完了した日の属す

る年度の翌年度から５年間これらを保管しなければならない。 

（財産の管理） 

第１７条  補助事業により取得した財産は、前条の規定により整備した財産台帳をも

って適正に管理し、財産の処分に際しては、規則第１７条を遵守しなければならな

い。 

（報告の徴収） 

第１８条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助事業実施後

の成果について報告を求めることができる。 

附  則 



この要綱は、令和２年１１月２日から施行する。 

 

 

  



別表第１ 

メニュー名称 補助事業区分 補助率 補助上限額 

１ デジタル技術活用

販売促進事業 

伝統的地場産品（※1）の産地

事業者（※2）が行うデジタル

技術を活用した販売促進の

取組に関する事業 

補助対象経費の

５分の４以内 

５００万円 
伝統的地場産品の産地事業

者以外の中小企業者が行う

デジタル技術を活用した販

売促進の取組に関する事業 

補助対象経費の

４分の３以内 

２ デジタル技術活用 

業務効率化事業 

中小企業者が行うデジタル

技術を活用した業務効率の

向上への取組に関する事業 

補助対象経費の

４分の３以内 
５００万円 

３ テレワーク導入等

支援事業 

 

中小企業者が行うテレワー

ク制度の導入・拡大の取組に

関する事業 

補助対象経費の

４分の３以内 
２００万円 

※１ 伝統的地場産品とは、佐賀県伝統的地場産品振興対策要綱（平成５年制定）に

基づき指定された佐賀市内の伝統的地場産品をいう。 

※２ 産地事業者とは、伝統的地場産品の製造・販売業を主たる事業として営み、伝

統的地場産品の製造される地域に主たる事業所を有する中小企業者をいう。 

 

 

 

 

 

  



別表第２ 

メニュー名称 経費区分 内容 備考 

１ デジタル

技術活用

販売促進

事業 

 

報償費 専門家謝金 

※業務委託における専門家謝

金については、報償費から除

外。委託費にて対応すること。 

旅費 

（費用弁償） 
専門家旅費 

※業務委託における専門家旅

費については、報償費から除

外。委託費にて対応すること。 

備品購入費 

補助事業のために使用する

機械・装置、工具・器具、専

用ソフトウェア・情報シス

テムの購入に要する経費 

※機械設置費については、備品

購入費から除外。委託料にて対

応すること。 

使用料及び賃

借料 

補助事業のために使用する

機械・装置、工具・器具、専

用ソフトウェア・情報シス

テムの借用に要する経費 

※補助対象期間を超える契約

の場合は、補助対象期間終了日

までを対象とする。 

委託料 

事業実施のためにかかるコ

ンサルティング費用 

システム設計・構築費、機器

設置・設定作業費、保守業務

委託費 

※補助対象期間を超える契約

の場合は、補助対象期間終了日

までを対象とする。 

その他 
その他市長が必要と認める

経費 
 

２ デジタル

技術活用 

業務効率 

化事業 

報償費 専門家謝金 

※業務委託における専門家謝

金については、報償費から除

外。委託費にて対応すること。 

旅費 

（費用弁償） 
専門家旅費 

※業務委託における専門家旅

費については、報償費から除

外。委託費にて対応すること。 

備品購入費 

補助事業のために使用する

機械・装置、工具・器具、専

用ソフトウエア・情報シス

テムの購入に要する経費 

※機械設置費については、備品

購入費から除外。委託料にて対

応すること。 

使用料及び賃 補助事業のために使用する ※補助対象期間を超える契約



借料 機械・装置、工具・器具、専

用ソフトウエア・情報シス

テムの借用に要する経費 

の場合は、補助対象期間終了日

までを対象とする。 

委託料 

事業実施のためにかかるコ

ンサルティング費用 

システム設計・構築費、機器

設置・設定作業費、保守業務

委託費 

※補助対象期間を超える契約

の場合は、補助対象期間終了日

までを対象とする。 

その他 
その他市長が必要と認める

経費 
 

３ テレワー 

ク導入等 

支援事業 

 

報償費 専門家謝金 

※業務委託における専門家謝

金については、報償費から除

外。委託費にて対応すること。 

旅費 

（費用弁償） 
専門家旅費 

※業務委託における専門家旅

費については、報償費から除

外。委託費にて対応すること。 

委託料 

テレワーク環境整備にかか

るコンサルティング費用 

システム設計・構築費、機器

設置・設定作業費、保守業務

委託費 

※環境整備 

機器の導入や、就業規則等の作

成変更等 

※補助対象期間を超える契約

の場合は、補助対象期間終了日

までを対象とする。 

※機器設置等に係る場所の整

備工事等が含まれる場合は除

外 

使用料及び賃

借料 

機器・設備、ソフトウエア

等、のリース・レンタル料 

サテライトオフィス等利用

料、テレワークツールに係

る利用料 

【対象】 

パソコン、タブレット、VPN

（リモート）機器、Web 会議

システム用機器、ルーター、

無線 LAN 機器 

※テレワークツール…Web 会議

システム、チャット、セキュリ

ティソフト、勤怠管理・業務管

理ツール等 

※補助対象期間を超える契約

の場合は、補助対象期間終了日

までを対象とする。 



備品購入費 

機器購入、ソフトウエア等

の購入、テレワークツール

購入費用 

【対象】 

パソコン、タブレット、VPN

（リモート）機器、Web 会議

システム用機器、ルーター、

無線 LAN 機器 

  

 

 

 

 

  


