
埼玉県中小企業災害復旧支援補助金実施要領 

  

 埼玉県中小企業災害復旧支援補助金の交付については、補助金等の交付手続等に関する

規則（昭和 40年規則第 15号。以下「規則」という。）及び埼玉県中小企業災害復旧支援補

助金交付要綱（以下「要綱」という。）によるほか、本実施要領の定めるところによる。 

 

 （補助金の交付を申請する者又は申請した者の要件） 

第１条 補助金の交付を申請する者又は申請した者（以下「申請者」という。）は、次の各

号の全てに該当しなければならない。 

 (1) 埼玉県内で台風第１９号の被害を受けた中小企業者であること。 

 (2) 補助対象となる経費の全額を負担すること。 

 (3) 国税・県税等、国・埼玉県に対する債務の支払いの滞納がないこと。 

 (4) 事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 

 (5) 公的な資金の使途として、社会通念上、不適切と判断される事業（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５項により

定める営業内容等）でないこと。 

２ 次の各号に掲げる者は、補助の対象としない。 

 (1) 暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成 23年条例第 39号。以下「条例」という。）第

２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

 (2) 代表者又は役員のうちに暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）

に該当する者がある中小企業者 

 (3) 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）第 22条に規定する社会福祉法人 

 (4) 医療法（昭和 23年法律第 205号）第 39条に規定する医療法人 

 (5) 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）第２条に定める特定非営利活動法人 

 (6) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48号）第２条に規

定する一般社団法人及び一般財団法人 

 (7) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律第 49号）第

２条に規定する公益社団法人及び公益財団法人 

 (8) 私立学校法（昭和 24年法律第 270号）第３条に規定する学校法人 

  (9) 有限責任事業組合契約に関する法律（平成 17年法律第 40号）第２条に規定する有

限責任事業組合 

 （警察本部等への確認） 

第２条 知事は、必要に応じ申請者について、前条第２項第１号及び第２号の該当の有無

を埼玉県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

２ 知事は、必要があるときは申請者の課税状況について、官公署に確認を行うことがで

きる。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助対象となる経費は、補助対象期間内に補助事業を完了し、補助対象経費の全

額の負担が行われるものであることを要件とする。 

２ リース契約を利用した設備等の購入も補助の対象とする。ただし、補助対象期間はリ



ース契約期間が１年未満のものにあってはその期間、１年以上の期間に当たっては１年

に限るものとする。 

３ 補助金の交付を受けて復旧する施設や設備等は、被災前の状態に戻すための補修、部

品交換などの手法を用いて行うことを原則とする。ただし、修理不能であることの証明

書（様式 17）を提出し、要綱第７条に定める協議会の審査を経て、知事が認める場合は、

新規購入による復旧を認めるものとする。この場合において、新品又は中古品を問わず、

復旧の対象と同一の数量、目的及び用途であることとする。 

４ 令和元年台風第１９号の被災から交付決定までに復旧した経費について、協議会で同

種同等以上の復旧であると審査された場合、同種同等と認められる範囲のみを補助対象

経費とする。 

５ 補助金の交付を受けて復旧した施設や設備等は、被災時に設置されていた事業所（以

下「被災事業所」という。）への再設置を原則とする。ただし、知事が必要と認める場

合には、県内に限り、被災事業所以外への設置を認めるものとする。 

６ 次の各号に掲げるものは、補助対象外とする。 

 (1) 消費税及び地方消費税相当額 

 (2) 補助対象経費と補助対象外経費の支払の区別が難しいもの 

 (3) 国の小規模事業者持続化補助金その他の公的補助制度と重複利用した経費 

 (4) 保険が請求できるにもかかわらず、請求を行わないでいる経費 

 (5) 被災時に存在しなかった施設や設備等に係る経費 

 (6) 前各号に掲げるもののほか別表第１に掲げる補助対象外経費その他これと同等・同

類のもの 

 （申請書等の提出） 

第４条 申請者は、要綱第６条第２項第１号及び第２号並びに第３号に基づく知事が必要

と認める書類として別表第２に掲げる書類の正本１部、副本１部を令和２年２月２８日

までに知事に提出することとする。 

２ 書類の提出に当たっては、紙媒体で提出するものとする。 

 （変更の承認） 

第５条 要綱第１０条の規定に基づく補助事業変更承認申請書は、次の各号の全てに該当

する場合に限り、提出することができる。 

 (1) 補助金の交付を受ける前の日までに変更を行うとき。 

 (2) 申請者の責めによらないと認められる、又は当該変更が合理的と認められるとき。 

２ 前項の場合に、補助対象経費の金額が変更となるときは、変更前の補助対象経費の金

額を上限とし、変更に応じた減額のみを行い、増額は行わないものとする。 

 （入札又は見積書の徴収） 

第６条 補助金の交付を受けるに当たり実施する入札又は見積書の徴収については、補助

対象の中小企業者が甚大な被害を受けており、事務手続自体の不都合が生じていること、

及び被害情報そのものが当該中小企業者の経営に影響を及ぼす可能性があることから、

入札又は見積書の徴収先及び徴収件数に関する制限を設けないこととする。 

２ 入札又は見積書の記載は、補助対象経費と補助対象外経費が明確に区分されていなけ

ればならないものとする。この場合において見積書の内容に疑義が生じた場合は、知事



は、再提出を求めることができる。これに応じない場合は、補助対象となる経費として

認めないこととする。 

３ 入札又は見積書の徴収先として、申請者と当該徴収先の役員が重複する者及び資本関

係がある者は認めないものとする。 

 （不交付の決定及び交付決定の取り消し等） 

第７条 知事は、要綱第６条の規定による書類を受理したときは、当該申請書等の審査を

行い、以下の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない決定をし、埼玉県

中小企業災害復旧支援補助金不交付決定通知書（様式 18）により通知するものとする。 

 (1) 第１条に定める申請者の要件を満たさなくなったとき。 

 (2) 公序良俗に反する等、知事が不適当と認めたとき。 

２ 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことが

できる。 

 (1) 補助金の交付を行う日までに第１条に定める申請者の要件を満たさなくなったとき。 

 (2) 要綱第９条に定める交付の条件を満たさなくなったとき。 

 (3) 虚偽の申請、報告その他補助金の交付等に関連して不正の行為等があったとき。 

 (4) 要綱第 17条に定める実績報告書等を適正に提出しなかった等、補助金を交付するこ

とが適当でないと認められる事由が発生したとき。 

 (5) 要綱第 12条に定める補助事業中止（廃止）承認書を提出し、知事が受理したとき。 

 (6) 補助金の交付を受けた月から起算して５か年以内に廃業したとき。 

３ 知事は交付決定の取消しをした場合には、埼玉県中小企業災害復旧支援補助金交付決

定取消通知書（様式 19）により、通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 補助事業者は、要綱第 17条第４項の知事が別に定める書類として、別表第３に掲

げる書類を提出すること。 

 （交付額の確定） 

第９条 知事は、規則第 14条の規定に基づき交付額を確定した場合は、埼玉県中小企業災

害復旧支援補助金交付額確定通知書（様式 20）により補助事業者に金額を通知する。 

２ 知事は、前項に定める交付額の確定を行う場合において、必要があると認めるときは、

補助対象の復旧状況等について調査を行うことができる。 

３ 補助事業者は、前項に係る調査及び調査により必要となった書類の提出等に協力しな

ければならない。  

 （交付請求） 

第 10条 前条又は次条第２項の規定により補助金の交付額の確定を受けた補助事業者が 

 補助金の交付を受けようとするときは、次の各号の書類を、全て知事に提出しなければ  

 ならない。 

 (1) 埼玉県中小企業災害復旧支援補助金交付請求書（様式 21） 

 (2) 埼玉県中小企業災害復旧支援補助金受給に係る同意書（様式 22） 

 （交付申請及び実績報告の特例） 

第 11条 申請者は、令和元年１２月２３日までに補助対象の全ての復旧に着手し、当該復

旧及び支払いが完了している場合に限り、要綱第６条第１項で定める交付申請書の提出



及び要綱第17条第１項で定める実績報告書の提出を同時に行うことができることとし、

当該各条で定める必要書類を知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項の規定による書類を受理したときは、要綱第７条及び規則第 14条の規定

を準用し、交付申請書及び実績報告書等の審査を行い、補助金の交付が適当と認めると

きは交付額を確定し、埼玉県中小企業復旧支援補助金交付決定兼交付額確定通知書（様

式 23）により補助事業者に金額を通知する。 

３ 知事は、補助金を交付しない決定をした場合は、第７条を準用し申請者にこれを通知

するものとする。 

 （補助金の返還） 

第 12条 知事は、第７条の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているとき

は、補助金の全部について、埼玉県中小企業災害復旧支援補助金返還請求書（様式 24）

により、その返還を命ずるものとする。 

２ 前項により返還を命ずる場合の納期限は、前条による交付決定の取消しの日から起算

して 30日を経過した日の属する月の末日とする。 

３ 補助金の返還を求められたときは、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に

応じ、当該補助金の額につき年 10.95％の割合で加算した加算金を県に納付するものと

する。 

４ 補助金の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の

翌日から納付までの日数に応じ、その未納額につき年 10.95％の割合で計算した延滞金

を県に納付するものとする。 

 （財産処分の制限） 

第 13条 知事は、要綱第 20条第５項の規定に基づく申請に対し、埼玉県中小企業災害復

旧支援補助金財産処分承認・不承認通知書（様式 25）により、補助事業者へ結果を通知

する。この場合において、知事は必要に応じて条件を付すことができる。 

 （天災等による特例） 

第 14条 天災地変等、補助事業者及び当該補助事業に係る発注先事業者（リース事業者を

含む。）のいずれの責めにも帰すことができないものにより補助対象期間内での稼動及び

経費の支払いが困難となった場合等で、知事がやむを得ないと認めた場合は、知事の定

めるところにより対象期間を延長できるものとする。 

 （補助金交付後の経過報告書） 

第 15条 補助事業者は、補助金の交付を受けた月から起算して５年間は、毎年度、売上高

等について埼玉県中小企業災害復旧支援補助金経過報告書（様式 26）により、知事に提

出しなければならない。ただし、補助対象に新たに購入する設備等がない場合又は新た

に購入する設備等が 50万円未満の場合は提出を要しないこととする。 

 （委任）  

第 16条 本要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要領は、令和元年 12月 23日から施行する。 



別表第１（第３条関係） 

土地 土地の購入費、かさ上げ等の土地の造成に要する経費 

建物 増改築・建替えに要する経費 

車両 購入に当たり同種・同等程度の本体価格以外の経費 

人件費 従業員に支払う給与、アルバイト代等自社の人件費 

商品 陳列されていた商品、在庫品、仕掛かり品及び原材料等 

備品・什器 備品、什器等で業務用のみに利用することが証明できないもの 

間接被害 風評被害、営業停止等による逸失利益等の間接被害額 

諸経費 
運転資金、光熱水費、保険料、消耗品、金券、弁護士・コンサルティン

グ等費用 

その他 

対象外経費 
前各欄の経費に類するものとして、知事が対象外とする経費 

 

別表第２（第４条、第 11条関係） 

① （法人の場合） 

発行から３か月以内の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し 

（個人事業主の場合） 

創業時、埼玉県内の税務署に提出し、受付印が押印された開業届の写し 

② 埼玉県内の事業所等に係る以下の税金の滞納額がないことの証明書等（国税・県税） 

 （法人の場合） 

 法人税、法人事業税 

（個人事業主の場合） 

 所得税、個人事業税 

③ 令和元年台風第 19号に係るり災証明書又は被災証明書等の写し 

④ 台風により被害を受けた施設、設備及び業務に使用する車両等の所有を証する書類 

 施設：不動産登記全部事項証明書の写し、市町村が発行する固定資産課税台帳の写し等 

 設備・備品等：固定資産台帳（減価償却明細書）の写し等 

 車両：車検証の写し、登録事項等証明書の写し、検査記録事項等証明書の写し、車庫証

明書の写し等 

⑤ 台風により被害を受けた施設、設備及び業務に使用する車両等の被災状況が分かる写真 

⑥ 復旧に伴う施設、設備及び業務に使用する車両等の入札書又は見積書の写し 

⑦ 復旧に伴う施設、設備及び業務に使用する車両等の概要（カタログ、仕様書等） 

⑧ 修理不能であることの証明書（様式第 17号） 

⑨ （新たに購入する設備等が50万円以上の場合） 

新たに購入する設備等が被災対象物と同等程度の機能を有することを証明する書類（メ

ーカーの証明書） 

⑩ 保険金の受取関係書類の写し 

⑪ その他知事が必要とする書類（直近の貸借対照表及び損益計算書、個人事業者について

は確定申告の写し 等） 



別表第３（第８条、第 11条関係） 

① 復旧に伴う設備及び業務に使用する車両等の所有を証する書類（新たに購入した場合） 

 設備・備品等：固定資産台帳（減価償却明細書）の写し等 

 車両：車検証の写し、登録事項等証明書の写し、検査記録事項等証明書の写し、車庫証

明書の写し等 

② 復旧に伴う施設、設備及び業務に使用する車両等の完了写真 

③ 補助対象経費全額の支払完了を証明する書面の写し 

（契約書又は発注書と請書、納品書、請求書及び領収書その他支払いを証明する書面） 

④ 保険金の受取関係書類の写し（交付申請時に補助対象経費から受取保険金額を控除して

いない場合） 

⑤ その他知事が必要とする書類 

 


