
  

新型コロナウイルス感染症対策関連事業 

柏市チャレンジ支援補助金 

（消費喚起支援事業） 

申請要領 
 

 

  

 

  ■申請受付期間 

令和４年８月１日(月)～令和４年９月１６日(金) 

※申請締切日消印有効 

  ■申請書類 

申請書は以下のページでダウンロードできます。 

柏市チャレンジ支援補助金（重点４事業） 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/shoko/jigyosha/finance/challenge.html 

（柏市オフィシャルウェブサイト） 

 

 

 
 

 ■お問い合わせ先 

 

      柏市 経済産業部 商工振興課 

       電話番号  ０４－７１６７－１１４１ 

 

受付時間 平日８：３０～１７：１５ 
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１．補助金の目的 

 市内の中小企業者若しくは同業団体又は商店会等の複数の事業者が連携して行う，消費

喚起イベント等の賑わいを創出する取り組みに対し，補助金を交付することにより，事業

活動の活性化を図り，新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内経済の振興に資

することを目的とします。 

 

２．制度概要 

 原則５者以上の同業種または異業種の連携により行われる，市内の賑わいを創出する取

り組み（消費喚起イベント等）を対象に，経費の一部を補助します。 

 なお，各項目の詳細については，詳細ページを参照してください。 

項目 概要 詳細ページ 

補助対象者 
柏市内に本店等を有する中小企業者，同業団体又は商店

会 
P.２～ 

補助対象事業 
補助対象事業者の連携によって行われる市内の賑わい

を創出する取り組み 
P.５～ 

補助対象経費 

①消耗品費，②広報費，③ウェブサイト関連費，④報償

費，⑤旅費，⑥雑役務費，⑦借料，⑧委託・外注費，⑨

その他市長が必要と認める経費 

P.６～ 

補助対象期間 交付決定日～令和５年２月２８日（火） P.８～ 

補助上限・補助率 最大５００万円・３/４以内 P.８～ 

交付予定件数 ５件程度 P.８～ 

申請受付期間 

令和４年８月１日（月）～令和４年９月１６日（金） 

※申請期間内であっても，予算上限額に達した場合は，

申請受付を終了する場合があります。 

P.１０～ 

 

３．補助対象者 

 (1) 申請事業者・連携事業者の共通要件 

本補助金の申請事業者・連携事業者にあっては，以下の全ての要件を満たす必要が

あります。 

ア 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定による

清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項若しくは第１９

条第１項の規定による破産手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の

申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手

続開始の申立てがなされている者でないこと。 

ウ 次のいずれかに該当する事業を行っていない者であること。 

・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７７号）第２
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条第２号に規定する暴力団若しくは同条第 6 号に規定する暴力団員又は警察当局

から排除要請のある者が運営に関与していると認められる事業 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業又は性風

俗関連特殊営業及びそれらに類似する事業 

・宗教活動又は政治活動を目的としていると認められる事業 

・公序良俗に反する等，その他市長が不適当と認める事業 

(2) 申請事業者独自の要件 

本補助金の申請事業者にあっては以下の全てに該当すること。 

ア 申請事業者として複数回，本補助金の申請を行っていないこと 

イ 市内に本店・主たる事業所等を有する中小企業者若しくは同業団体又は商店会で

あること。なお，実行委員会等の任意団体として事業を行う場合は，任意団体の代

表者が申請事業者であること。 

ウ 柏市税を滞納していないこと。 

エ みなし大企業でないこと。 

オ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行う者でないこと。 

カ 柏市チャレンジ支援補助金（DX 支援事業）交付要綱並びに柏市チャレンジ支援補

助金（スタートアップ支援事業）交付要綱及び柏市チャレンジ支援補助金（子育て

応援事業）交付要綱に基づく補助金交付申請を行っていないこと。 

 (3) 各用語の定義について 

①中小企業者とは 

表１に掲げる中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項における会

社及び個人の内，表 2 に掲げる業種を営む者又は表 3 に掲げる法人を指す。 

 

表１ 

業種分類 
下記のいずれかを満たすこと 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数 

製造業その他 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

サービス業 ５千万円以下 １００人以下 
 

表 2 

日本標準産業分類上の分類 

（第１３回改訂（平成２６年４月１日施行）） 

大分類Ｃ（鉱業，採石業，砂利採取業） 

大分類Ｄ（建設業） 

大分類Ｅ（製造業） 
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大分類Ｆ（電気・ガス・熱供給・水道業） 

大分類Ｇ（情報通信業） 

大分類Ｈ（運輸業，郵便業） 

大分類Ｉ（卸売業，小売業） 

大分類Ｊ（金融業，保険業） 

大分類Ｋ（不動産業，物品賃貸業） 

大分類Ｌ（学術研究，専門・技術サービス業） 

大分類Ｍ（宿泊業，飲食サービス業） 

大分類Ｎ（生活関連サービス業，娯楽業） 

大分類Ｏ（教育，学習支援業） 

大分類Ｐ（医療，福祉） 

大分類Ｑ（複合サービス事業） 

大分類Ｒ（サービス業（他に分類されないもの）） 

 

表 3 

ア 社会福祉法人 

イ NPO 法人 

ウ 医療法人 

エ 農業法人 

オ 一般社団法人 

カ 一般財団法人 

※ ただし，補助金の交付対象とする者の範囲（法人の資本金の額又は出資金の総額，

及び常時使用する従業員の数）は，表１で定める業種毎の規定を準用するものとす

る。 

 

②同業団体とは 

日本産業分類（平成２５年［２０１３年］１０月改定）における同業者によって組織

された団体で，当該業界の親睦，地位・技術の向上，発展などに寄与するための活動を

行う事業所及びこれに準ずる事業者の組織のことをいい，以下の要件全てに該当するも

の。 

ア 市内に事務所があること（登記，定款，規約等において主な事業所または従たる

事業所があること） 

イ 主たる構成員が同業種の事業者であり，市内の中小企業者 5 者以上で構成されて

いること 

ウ 構成員の共助等を目的としていること 

エ 法人格又は規約を有していること 

オ 申請日時点で，原則として 1 年以上の活動実績があること 
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③商店会とは 

 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条第１項に規定する商店街振興

組合及び商店街振興組合連合会並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法

律第１８５号）第３条第１項第１号に規定する事業協同組合であり，その組合員の大部

分が中小小売商業又は中小サービス業に属する事業を営むものによって構成されている

もの又はその他市長が適当と認めるものをいう。 

 

④申請事業者とは 

柏市内に本店若しくは主たる事務所等を有する中小企業者若しくは同業団体又は商店

会で，補助対象事業を実施する事業者のとりまとめを行い，補助金に係る申請及び報告

を行う者。 

 

⑤連携事業者とは 

 補助事業の実施に不可欠な役割を担い，申請事業者と連携して補助事業を行う者。 

 

⑥みなし大企業とは 

 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。 

ア 一の大企業（中小企業者を除く。）が発行済み株式総数又は出資総額の 2 分の 1 以

上を所有している中小企業者 

イ 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の 3 分の２以上を所有又は出資し

ている中小企業者 

ウ 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者 
 

 

４．補助対象事業 

  本補助金の対象となる事業は，市内の消費喚起・賑わい創出のために実施する市民参加

型イベント事業であり，以下の要件を満たすものであること。 

 (1) 共通要件 

ア 市民が広く参加でき，親しみやすい企画内容であること 

イ 同一事業の対象経費において他の補助金等の交付を受けていない事業であること 

ウ 交付決定日から令和５年 2 月 28 日までに実施が完了する事業であること 

エ 新型コロナウイルス感染症対策に関する国や自治体等の通知及びガイドラインを

遵守して企画されるものであり，公衆衛生及び危険防止等の安全対策が十分に講じ

られていること。 

(2) 事業主体に応じた要件について 

ア ５者以上の中小企業者の連携で行う事業である場合については，その構成員の４

分の３以上が市内で事業を実施している中小企業者であること。 
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イ 同業団体が行う事業である場合については，本団体の構成員が５者以上であるこ

と及び４分の３以上が市内で事業を実施している中小企業者であること。 

ウ 商店会が行う事業である場合については，商店会の構成員が５者以上であること

及び２以上の商店会が連携して行うこと。 

(3) 除外要件について 

  上記の要件を満たすものであっても，以下のいずれかに該当する場合は補助対象外

とする。 

ア 同一所在地の事業者による連携（例：同一店舗内の個人事業主による連携[同一美

容室内の美容師，同一飲食店内の調理師，同一小売店内の各販売者等]，個人事業主

同士による同一家族内の連携など），経営者が同一の事業者による連携，資本関係等

のあるグループ会社同士による連携であること。 

イ 消耗品や備品の購入だけを目的に行われる事業やチラシ印刷だけを目的に行われ

る事業等，単なる購入等が目的の事業であること。委託については，申請事業者及

び連携事業者も企画・実施に携わること。 

ウ もっぱら特定の地域住民や団体のために実施される事業であること 

エ その他，市長が不適当であると認める事業でないこと。 

 

５．補助対象経費 

経費項目 対象経費の例 

(1) 消耗品費 

 補助事業の遂行に必要な備品の購入に要

する経費（耐用年数３年未満または税込

購入価格３万円未満のものに限る。） 

・市内の賑わいを創出するイベント事業の

実施にあたり必要な参加者管理用の事務

備品等 

(2) 広報費 

 パンフレット・ポスター・チラシ等を作

成及び広報媒体等を活用するために支払

われる経費 

・チラシ・カタログの外注や発送 

・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告 

・看板，のぼり等の作成・設置 

・郵送による DM の発送 

(3) ウェブサイト関連費 

 取組の周知を行うウェブサイトやインタ

ーネット広告等の構築，更新，回収，運

用をするために要する費用 

・補助対象事業の周知用の HP 作成や更新 

・インターネットを介した DM の発送 

・各種インターネット広告 

・SEO 対策 

・ウェブコンテンツ作成費用 

(4) 報償費 

 出演者への謝礼など，補助対象団体の構

成員以外の者に支払う経費 

・補助対象事業の賑わい創出を効果的に行

うために，招へいする者へ支払う出演料 

(5) 旅費 

出演者の招へいに要する経費 

・報償費の対象者に対する旅費（但し，タ

クシーの利用は，他に利用可能な公共交
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通機関がないとき，または公共交通機関

を利用した場合，事業の実施に支障を来

すと認められるときに限り補助対象経費

とする。）。 

(6) 雑役務費 

 補助事業計画に基づく取組を行うために

必要な業務・事務を補助するために補助

事業期間に臨時的に雇い入れた者の賃金 

・左記の期間の臨時アルバイト代 

・左記の期間の派遣労働者の派遣料 

・左記の期間の人員に対する交通費として

支払われる経費 

(7) 借料 

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等

のリース料・レンタル料や場所代として

支払われる経費 

・市内の賑わいを創出するイベント事業の

事務局賃料 

(8) 委託・外注費 

 上記(1)～(7)に該当しない経費であっ

て，補助事業遂行に必要な業務の一部を

第三者に委託（委任）・外注するために支

払われる経費 

・市内の賑わいを創出するイベント事業の

ロゴデザインの外注費，ＰＲ動画作成費，

警備費等 

 

６．補助対象外経費 

(1) 補助事業の目的に合致しないもの 

(2) 必要な経理書類（見積書・請求書・領収書等）を用意できないもの 

(3) 市外の事業所等のために利用されたもの 

(4) 令和４年７月３１日以前に発注・契約等を実施したもの 

(5) 交付決定前に支払い（前払い含む）を完了したもの 

(6) 自社内部やフランチャイズ本部との取引によるもの 

(7) 販売や有償レンタルを目的とした製品，商品等の生産・調達に係る費用 

(8) 映像製作等における被写体や商品の購入に係る関連経費 

(9) 茶菓，飲食，奢侈，娯楽，接待の費用 

(10)金融機関等への振込手数料，代引き手数料，インターネットバンキング利用料，イ

ンターネットショッピング決済手数料等 

(11)公租公課 

(12)各種保証・保険料 

(13)免許・特許等の取得・登録費 

(14)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費 

(15)商品券・金券の購入，仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券での支払い，

小切手・手形での支払い，相殺による決済・支払 

(16)役員報酬，直接人件費等の既存事業に要する経費 
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(17)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用 

(18)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払戻すこと

で，購入額を減額・無償とすることにより，購入額を証明する証憑に記載の金額と実

質的に支払われた金額が一致しないもの 

(19)クラウドファンディングで発生しうる手数料（返礼品，特定等を含む） 

(20)補助事業期間内に支出が完了していないもの（分割払い，クレジットカード決済，

リボルビング支払等の場合，金融機関等から引き落としが補助事業期間内に完了して

いることが必要） 

(21)売上高や販売数量等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用 

(22)国や自治体等で行う他の補助金の対象となっている経費（切り分けられる場合を除

く） 

(23)目的外使用となり得る自動車等車両の購入費・修理費・車検費用（事業に必要と認

められるものであって，リースの場合は新規かつ事業対象期間に契約したもののみ補

助対象とする） 

(24)フランチャイズ契約に伴う加盟料，広告料等 FC 本部に支払う経費 

(25)申請者が対外的に自社の通常業務としている業務を外部委託したときの経費 

(26)一般価格や市場価格等と比べて著しく高額な費用 

(27)上記の他，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 

 

７．補助上限／補助率・補助対象期間・交付予定件数 

補助上限額／補助率 ５００万円／対象経費合計額の３/４以内 

補助対象期間 交付決定日～令和５年２月２８日（火） 

交付予定件数 ５件程度 

備考 

・対象経費及び対象外経費については，以下の通りとする。 

・補助対象経費の３/４の額に１，０００円未満の金額がある場

合は，その端数は切捨てるものとする。 
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８．申請から補助金交付までの一般的な流れ 

 
 

ア 補助金申請手続き 

イ 変更・取下げ手続き 

ウ 実績報告手続き 
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９．申請受付期間及び必要書類提出先 

令和 4 年 8 月 1 日（月）から令和４年９月１６日（金）まで 

※ 受付期間内に必要書類一式を特定記録郵便等，配達の確認が出来る方法で下記の送付 

先へお送りください。なお，申請締切日消印有効です 

 (1) 送付先 

〒２７７－８５０５ 柏市柏五丁目１０番１号 

柏市 商工振興課 柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）担当 宛 

※申請締切日消印有効 

(2) 必要書類一式 

ア 補助金申請手続き 

・申請書類の提出後，審査の上，交付（不交付）決定を行います。 

・交付決定とは，補助対象事業者及び補助対象事業を決定するもので，事業完了後の最

終的に交付する補助額を決定・保証するものではありません。 

・交付決定を受けた事業者の内，市長が必要と認める場合については，補助金の概算払

いを行うことができます。ただし，概算払いは交付決定額の７割を上限とし，以下の

書類を提出してください。 

・【第８号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）補助金概算払い請求

書 

必要書類 

①【第１号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）交付申請書 

②【第１号様式 別紙】事業計画書 

③【第２号様式】誓約書（申請事業者のみ） 

④【第３号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）連携事業者確認書（連

携事業者全員分） 

⑤柏市税の滞納無証明又は直近の納税証明書（3 か月以内に取得したもの） 

※【第 1 号様式 別紙】事業計画書内の「６ 納税状況の確認への同意について」にお

いて，同意している場合は添付不要。 

⑥柏市内に本店又は主たる事業所を有することが分かる書類（申請事業者のみ） 

（法人の場合） 

商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書。3 カ月以内に取得したもの） 

（個人事業主の場合） 

申請日の直近１年分の確定申告書のうち第一表及び青色申告決算書若しくは白色申

告収支内訳書の写し又は開業届の写し 

 （同業団体・商店会の場合） 

名簿及び定款など組織の概要がわかるものの写し 

※その他申請する事業の概要が分かる書類があれば提出してください。 

※見積書の写しの提出を求める場合がありますので，処分せずに保管してください 
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イ 変更・取下げ手続き 

・当初の事業計画と比較し，実施する事業内容や支出項目に変更が生じる際には，一度

柏市役所商工振興課へご連絡ください。 

・変更申請書類の提出後，改めて審査を行い，補助金交付の可否を決定します。交付決

定した場合，変更交付決定通知書をお送りします。 

・変更交付決定とは，補助対象事業者及び補助対象事業の内容変更を認めるもので，最

終的に交付する補助額を決定・保証するものではありません。 

・取下げ手続きは，計画した事業が実施できなくなった場合にご提出いただきます。内

容の審査後，取消決定通知書が送付されます。 

必要書類 

(1) 事業内容等の変更を行う場合 

①【第４号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）変更交付申請書 

②【第４号様式 別紙】変更事業計画書 

③【第３号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）連携事業者確認書

（連携事業者に変更があった場合） 

④柏市内に本店若しくは主たる事務所を有することが分かる書類（申請者の名称，所

在地，代表者の変更があった場合） 

（法人の場合） 

商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書。3 カ月以内に取得したもの） 

（個人事業主の場合） 

申請日の直近 1 年分の確定申告書のうち第一表及び青色申告決算書若しくは白色

申告収支内訳書の写し又は開業届の写し 

※その他変更申請する概要が分かる書類があれば提出してください 

(2) 申請取り下げを行う場合 

【第 5 号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）交付申請取下書 

 

ウ 実績報告手続き 

・実績報告書類提出後，審査を行い，補助額の確定を行います。補助額は，実績に基づ

くため，当初の交付決定額から減額になることがあります。 

・補助額の確定後，確定通知書を送付し，３週間後を目安に補助金を支払います。 

必要書類 

(1) 事業計画と実施結果に変更がない場合 

①【第 6 号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）実績報告書兼請求

書 

②【第 6 号様式 別紙】実施事業内訳書 

③補助対象事業等の写真，成果物（印刷物，作成したホームページ等をプリントアウ



12 

 

トしたもの） 

④計上経費の領収書の写し 

(2) 事業計画と実施結果に変更があった場合 

①【第 7 号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）変更申請書兼実績

報告書兼請求書 

②【第 7 号様式 別紙】実施事業内訳書兼変更理由書 

③補助対象事業等の写真，成果物（印刷物，作成したホームページ等をプリントアウ

トしたもの） 

④計上経費の領収書の写し 

※ 第 7 号様式を利用する方は，以下の書類についても提出が必要な場合があります。 

・（連携事業者に変更があった場合） 

【第３号様式】柏市チャレンジ支援補助金（消費喚起支援事業）連携事業者確認書 

・（申請者の名称，所在地，代表者の変更があった場合） 

柏市内に本店又は主たる事務所を有することが分かる書類 

（法人の場合） 

商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書。3 カ月以内に取得したもの） 

（個人事業主の場合） 

申請日の直近 1 年分の確定申告書のうち第一表及び青色申告決算書若しくは白色

申告収支内訳書の写し又は開業届の写し 

※その他変更申請する概要が分かる書類があれば提出してください 

※領収書が発行されない場合は，「請求書」及び「通帳等で代金の決済が確認できるもの」

の写し 

※契約書，納品書などは，写しの提出を求める場合がありますので，処分せずに保管し

てください 

  

10．注意事項・その他 

(1) 決定の取消し及び返還 

  補助事業者が次のア～エのいずれかに該当するときは，交付決定の全部又は一部の取

消し及び返還を命じる場合があります。 

ア 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。 

イ 補助金等を補助事業等の目的以外に使用したとき。 

ウ 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

エ 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 77 号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は同条第

２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として千葉県警察

本部長が認める者であることが判明したとき。 
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(2) 財産処分の制限 

  補助金の交付を受けて購入した設備等（耐用年数３年以上かつ税込購入価格３万円以

上のもの）は，市長の承認を受けないで，当該交付の目的に反して使用し，譲渡し，交

換し，貸し付け，又は担保に供してはならない財産となります。ただし，対象事業を完

了した日から５年を経過した場合は，この限りではありません。 

 


