
『武雄市新規事業応援補助金』 

募集要項 

 

 

～フレンドと始めるフレッシュな取り組みを応援します～ 
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１．事業目的  

武雄市新規事業応援補助金は、多種多様な事業者が新型コロナウイルスを想定し

た「新しい生活様式」を踏まえ、それぞれの事業者ならではのアイデアやノウハウ

を活かし連携して取り組む経済活性化事業を支援することで、地域内の事業者およ

び消費者が新しい時代をともに乗り越えることができる地域をつくることを目的と

しています。 

 

２．募集期間  

令和２年６月８日（月）～１２月１８日（金）令和３年２月 26日（金） 

※ただし、予算がなくなり次第、募集終了となりますのでご注意ください 

 

３．補助対象者  

市内の店舗や事業所及び事業者などが３事業者以上で構成する任意団体 及び 

市内経済団体 

ただし、任意団体の場合は、市内に本社・本店を置く事業者を代表者とすること。 

以下、（小）グループ ３～９の市内事業者で構成する団体 

（大）グループ １０以上の市内事業者で構成する団体 と区分 

 

※原則、既に本補助金の交付決定を受けていない団体であること 

※１事業者が複数の（小）グループに加盟し、それぞれの事業を実施することは可

能とするが、事業実施期間が重複する場合においては、構成する事業者の数として

カウントしない。 
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４．補助対象事業  

地域経済活性化を目的とした経済活動を伴う『新たな取り組み』 

 ・消費喚起、消費者還元事業 

 ・販売戦略、広報宣伝事業 

 ・イベント開催事業   など 

※原則、既存事業については対象外とする。ただし、事業実施団体や目的、内容

などに変更点があり、既存事業と明確な違いがある場合についてはこの限りでは

ない。 

※国や地方公共団体等の他の補助事業として補助対象となっているものは除く 

※イベント等を開催する場合、３密（密閉・密接・密集）を避けるなど新型コロ

ナウイルス感染症の拡大防止対策を講じること 

 

５．補助事業期間  

事業期間は、交付決定日から事業が完了する日までとする 

ただし、令和３年３月３１日（水）までに事業を完了することとし、それまでに完

了しないものは対象外とする 

 

６．補助対象経費  

補助対象経費は、補助事業にかかる経費のうち以下の経費を除くもの 

（１）人件費 （２）食糧費  

（３）備品購入費（ただし、事業の実施に不可欠な備品に要する経費であり、か

つレンタルやリース等で対応しない合理的な理由が認められる場合を除く） 

（４）上記の他、補助事業と関連性・必要性が乏しいと判断される経費及び補助

事業と別に使用目的があると判断される経費 

 

また、支出を行うに当たっては、以下に留意すること 

（１）補助金交付決定日以前に補助事業に関する契約や支出をしないこと 

（２）領収書などの証拠書類によって支払い金額が確認できる費用に限る 

※実績報告の際、証拠書類の提出が必要 
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（３）消費者還元事業（売上から割引する）において、割引額を対象経費とする場

合、売上額の３０％を上限とする。 

【例】 複数店舗共同で１，０００円以上購入すると３００円割引となる〇〇キャンペーン 

   ※この場合、割引額の３００円を対象経費として事業費に計上できる。 

→補助率等については ８．補助金の額  へ 

（４）割引額を対象経費とする場合、割引を適用した内容がわかる証拠書類が  

確認できる場合に限る 

 

７．補助金の額  

補助金の額は、以下（①、②）により算定する。 

① 総事業費における補助対象経費の１０分の９以内 

② 上限額は、最大額を３００万円として、構成する事業者数に応じて算定 

※上限額は最大３００万円（事業者数５０者以上で該当） 

 ※補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てることとする 

【例】  

（１）３事業者で任意団体を結成し、総事業費２０万円の事業を実施する場合 

  ①事業にかかる経費の１０分の９ ：１８万円  

②上限 ：２５万円  （＝１０万円＋（５万円×３者）） 

補助額 １８万円 （①・②のうち低い額） 

 （２）６０事業者加盟の組合において、総事業費５００万円の事業を実施する場合 

     ①事業にかかる経費の１０分の９ ：４５０万円 

   ②上限 ：３００万円 （＝５０万円＋（５万円×６０者）＝３５０万円） 

※ただし最大額は３００万円 

    補助額 ３００万円 （①・②のうち低い額） 

 

 

 

 

区分 構成事業者数 補助金の上限額 補助率 

小グループ ３～９事業者 １０万円＋（５万円×事業者数） 
１０分の９以内 

大グループ １０事業者以上 ５０万円＋（５万円×事業者数） 
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８．補助事業の流れ 

 

 事業の計画  

 

 

 申請書作成・提出  

 

 

 交付決定（概算払い）  

 

 

 事業実施  

 

 

 事業完了（精算）  

 

 

 

 

※事業構想段階でもお気軽にご相談ください 

※交付決定後であれば、補助金を概算払いする

ことも可能です 

※事業については、たけおポータルや 

専用 Facebook ページでも紹介します 

※事業完了後、実績報告の提出（精算）をもって補助事業終了です。 

★事業終了後も継続して取り組みが続いていくこととなれば幸いです★ 
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９．申請手続き  

本事業の申請書類や手続きは以下のとおり 

（1） 提出書類  

提 出 書 類 

１ 補助金等交付申請書（様式第 1号） 

２ 事業計画書（別記様式１号） 

３ 収支予算書（別記様式２号） 

４ 事業者一覧表（別記様式３号もしくは名簿など任意様式） 

５ 誓約書（別記様式４号） 

（2） 提出先  武雄市武雄町大字昭和１２－１０ 武雄市役所３階 

 武雄市営業部商工観光課  

（3） 提出方法 郵送又は持参 

（4） お問合せ 武雄市営業部商工観光課 （電話番号 0954－23－9237）  

 

10．交付の決定  

申請書類の提出を受け、随時審査を行い交付決定する 

※事業の実施は、交付決定日以降となりますのでご注意ください。 

 

11．補助金の支払い  

補助金の支払いは、以下によるものとする。 

①事業完了後の精算払い または、 

②事業完了前の概算払い（交付決定額の７割上限）＋事業完了後の残金精算 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

12．事業実績報告書等の提出  

実施した補助事業については事業が完了した日から２０日以内に実績報告を行う

こと。 

実績報告に伴う提出書類や手続きは以下のとおり 

（1） 提出書類  

提 出 書 類 

１ 事業完了実績報告書（様式第３号） 

２ 収支決算書（別記様式５号） 

３ 実施における証拠書類の写し（事業実施を確認できる写真など） 

４ 経費における証拠書類の写し（支払等を確認できる領収書など） 

 

（2） 提出先  武雄市武雄町大字昭和１２－１０ 武雄市役所３階 

武雄市営業部商工観光課  

（3） 提出方法 郵送又は持参 

（4） 提出期限 事業が完了した日から２０日以内 

（5） お問合せ 武雄市営業部商工観光課 （電話番号 0954－23－9237）  

※事業を実施していない、支払った経費が不明であるなど補助事業の実施が認めら

れない場合は、補助金の不交付、又は交付済みの補助金の還付を命じる場合があ

りますのでご注意ください 

※証拠書類などの関係書類は、事業が完了した日から５年間保存してください 

 

13．事業実施上の注意  

事業を実施するに当たっては、関係各法令等を遵守し、必要な許認可等において

も確実に取得すること。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大に対して、国や各自治体から制限や自粛

等が発出された際は、事業の性質や与える影響などを十分考慮し、事業を停止する

などの検討を必ず行うこと。 
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14．事業の広報周知  

キャンペーンやイベントなどの事業についての広報周知は、事業実施者における

チラシ製作やその他広告掲載等を基本としています。 

チラシなどを作成する際は、ロゴマーク ＆【タケオ フレフレ大作戦】を（右

上など）に記載いただきますようご協力お願いします。 

※ロゴマークはたけおポータルに掲載しています。 

  

なお、武雄市では、たけおポータルやタケオ フレフレ大作戦 専用 Facebookペ

ージによる各事業の紹介・周知を行うことで皆様の事業を応援いたします。 

 

15．活用事業例 

●夜空で宴会プランを共同実施 ＜居酒屋＋居酒屋＞ 

毎週▲曜日、飲食店で外飲みができる共同キャンペーン 

 

●武雄焼きで乾杯プラン ＜居酒屋＋焼物製造＞ 

毎週▲曜日、武雄焼きで乾杯をするキャンペーン 武雄焼きはお土産に・・ 

 

●旅館×農家の農産品販売プラン ＜旅館＋農家＞  

 旅館の食事で市内農産物を使用＆ＰＲし、その農産品を宅配サービス付きで販売 

 

● 〇〇な人限定！キャンペーン ＜飲食店・小売 など＞  

〇〇が趣味の人！や、〇〇生まれの人！を対象にお得に楽しめる共同キャンペー

ンを実施 

 

●共同商品開発 ＜製造・小売店 など＞ 

 複数事業者でコラボ商品や共通お買い物袋などを開発し、共同 PR 

 

●△△通りマルシェなど  ＜△△商店街など＞ 

 マルシェやビアガーデン（夜市）などのイベントを開催 

などなど色んな取り組みを募集しています。 
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●お得な農産物 即売会 ＜農家＋小売＋その他組合など＞ 

大量収穫した農作物をお得にセット販売する即売会を開催 

 

 

●飲食×健康コラボキャンペーン ＜居酒屋＋スポーツジムなど＞  

会計〇〇円以上食べた方にスポーツジムお試しサービス券を配布＆カロリーオフ

メニュー等を提供するキャンペーン 

事業費例：サービス券発行・広報費・割引補助（売上３０％以内）など 

 

●店舗共通商品券  ＜全業種＞ 

店舗共通で使える商品券やクーポン券を発行 

 事業費例：クーポン券発行・広報費・割引補助（売上３０％以内）など 

 

 

●旅館×農家の農産品販売プラン ＜旅館＋農家＞ 異業種コラボ 

 旅館の食事で市内農産物を使用・ＰＲし、旅行客へ宅配サービス付きで販売 

事業費例：ＰＯＰ等作成費・広報費・宅配補助（売上３０％以内）など 

 

 

●昼から贅沢飲みイベント ＜居酒屋＋居酒屋＞  

複数店舗で日曜昼限定の宴会プランを作成し、共同広告や割引を実施 

 事業費例：サービス券発行・広報費・割引補助（売上３０％以内）など  

 

 

 

 

●誕生日さん限定イベント ＜居酒屋＋居酒屋＞  

誕生日の方限定で、割引を実施 

 事業費例：サービス券発行・広報費・割引補助（売上３０％以内）など  

 

 


