
さいたま市原油価格・物価高騰等対策（設備更新）補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、原油価格・物価高騰への対策に加え、将来的な企業体質強

化への備えとして、固定費であるエネルギーコストの節減に資する設備への

更新を図ることで、企業活動における資金配分の適正化を支援することを目

的とした補助金を予算の範囲内で交付することについて、さいたま市補助金

等交付規則（平成 13年さいたま市規則第 59号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)  中小企業者 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項

に規定する中小企業者をいう 

(2)  更新 設備の機能向上のため、既存の設備を全て撤去し、新たな設備に

入れ替えることをいう 

(3)  暴力団 さいたま市暴力団排除条例（平成 24年さいたま市条例第 86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 

(4)  暴力団員 条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう 

（補助金交付対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、

次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。 

(1) さいたま市内に事業所を有し、１年以上の事業継続実績を有する中小企

業者であって、第７条に規定する申請の日以後においても引き続き市内で

当該事業を営む意思を有するものであること 

(2) 市税を滞納していないこと 

(3) 市の貸付制度により貸付けを受けた者にあっては、貸付金の償還が滞っ

ていないこと 

(4)  市の給付金等を受けた者で、かつ、市に対して返還義務がある者にあっ

ては、市に対して返還義務が一切残っていないこと 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助金の交付の対象としない。  

(1) 会社法第２条第１号に規定する会社以外の法人（非営利法人等） 

(2) 暴力団又は暴力団員 

(3) 法人にあっては、その役員のうちに暴力団員に該当する者がある者 

(4) 暴力団員を自らの業務に従事させ、又は自らの業務の補助者として使用

している者若しくは自らの事業活動について暴力団員による支配を受けて

いる者 

(5) 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項に規定する性風俗関連特殊営業に係る事業を営んで

いる者 

(6) 宗教活動又は政治活動を目的とする者 

(7) その他この補助金の目的に照らして、市長が不適当と認める者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

別表第１のとおりとし、現に専ら中小企業者の事業の用のみに供する設備で、

かつ、さいたま市内に所在する事業所への更新を目的として導入する設備、市

長が定める期間内におけるメーカー販売製品を対象とする。なお、補助金の交

付は、同一の補助対象事業者に対して１回限りとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の交付の対象外とする。 

(1)  増設、リース品、レンタル品、割賦販売等による導入の場合 

(2)  工事施工費用等を伴わない、照明機器の更新の場合 

(3)  第８条第１項の規定による交付決定の前に、契約、発注、購入等が完了

している場合 

(4)  不動産賃貸を業としているものが、賃貸用不動産の設備更新を行う場合

において、賃借人が事業用として使用しない場合 

(5)  国や県、その他の団体が実施する支援制度による補助金等を受けた、又

は受けようとしている設備であって、市長が定めるもの 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は次

の各号に掲げるもので、当該事業を行うために明らかに必要な経費とする。 

(1) 設備費 更新に不可欠な設備等の購入に要する経費 

(2) 工事費 更新に不可欠な工事に要する経費 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の交付の対象外とする。 

(1)  既存設備の処分等に係る費用 

(2)  補助対象経費の補助対象事業者の自社製品、自社施工に係る調達分、又

は関連事業者からの調達分（施工を含む。）において、利益等が排除されて

いない経費 

(3)  消費税及び地方消費税相当額 

(4)  前号に掲げるもののほか、補助対象事業に係る経費として、適切に認め

られないもの 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の総額の３分の２以内と

し、１事業者あたり上限を 500万円とする。 

２ 前項の補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 



（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとするものは、市長が定める期日までに、さい

たま市原油価格・物価高騰等対策（設備更新）補助金交付申請書（様式第１号）

に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 （交付又は不交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補

助金を交付することが適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、さ

いたま市原油価格・物価高騰等対策（設備更新）補助金交付決定通知書（様式

第２号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当であ

ると認めた場合は、補助金の不交付を決定し、さいたま市原油価格・物価高騰

等対策（設備更新）補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該申請

をした者に通知するものとする。 

（交付条件） 

第９条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付を決定した場合におい

て、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1)  交付決定を受けた補助対象事業者（以下「補助事業者」という。）は、前

条第１項の規定による通知を受けた日以後に、交付決定を受けた補助対象

事業（以下「補助事業」という。）に係る契約、発注、購入等に速やかに着

手するとともに、これを誠実に実施しなければならない。 

(2)  補助事業者は、補助事業の市長が定める期日までに当該補助事業が完了

しないことが明らかになったときは、遅滞なく市長に報告し、市長の指示

を受けなければならない。 

 （申請の取下等） 

第 10条 補助対象事業者は、第８条第１項の規定による決定の前に、補助対象

事業者のやむを得ない理由により申請を取り下げる場合は、速やかにさいた

ま市原油価格・物価高騰等対策（設備更新）補助金取下書（様式第４号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下があったときは、当該申請に係る補助金の交

付の決定は、なかったものとみなす。 

 （補助事業の変更等） 

第 11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更（市長が認める軽微な変更を除

く。）しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとすると

きは、速やかにさいたま市原油価格・物価高騰等対策（設備更新）補助金内容

変更等承認申請書（様式第５号）を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなけ

ればならない。 

（変更等の承認） 



第 12 条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

当該申請の承認又は不承認を決定し、さいたま市原油価格・物価高騰等対策

（設備更新）補助金内容変更等承認等決定通知書（様式第６号）により、補助

事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要に応じ補助金の交

付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。 

（補助事業の完了） 

第 13条 補助事業者は、市長が定める期日までに、当該補助事業を完了しなけ

ればならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して 30日を経

過した日、又は市長が定める期日のいずれか早い日までに、さいたま市原油価

格・物価高騰等対策（設備更新）補助金補助事業完了報告書（様式第７号）に

市長が必要と認める書類を全て添付して、市長に提出しなければならない。 

（交付額の確定） 

第 14条 市長は、前条第２項の規定による報告書の提出があったときは、当該

報告書の内容の審査をし、及び必要に応じて現地調査等を行い、当該報告の内

容が適当であると認めた場合は、補助金の交付額を確定し、さいたま市原油価

格・物価高騰等対策（設備更新）補助金交付額確定通知書（様式第８号）によ

り、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第 15条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、さいたま市原油価格・

物価高騰等対策（設備更新）補助金交付請求書（様式第９号）に市長が必要と

認める書類を添付して、市長に補助金の交付を請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第 16条 市長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、速や

かに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第 17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

(1)  虚偽の申請、虚偽の報告その他不正の行為により補助金の交付を受けた

とき 

(2)  第３条第２項の規定に該当するとき 

(3)  補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

(4)  法令違反又は社会的信用を著しく損なう行為をしたとき 

(5)  市税を滞納したとき 

(6)  市の貸付制度により貸付けを受けた者にあっては、貸付金の償還が滞っ

たとき 



(7)  正当な理由なく、第 14条の規定による調査を拒んだとき 

(8)  前各号に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき 

２ 前項の規定は、第 14条の規定による補助金等の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。 

３ 市長は、第１項の決定の取消しを行ったときは、さいたま市原油価格・物価

高騰等対策（設備更新）補助金交付決定取消し通知書（様式第 10号）により、

補助事業者に通知するものとする。 

４ 第８条第２項の規定は、第１項の規定による決定の取消しをした場合につ

いて準用する。 

 (財産の処分の制限) 

第 18条 補助事業者は、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)に規定する期間又はそれに準じるものとして認められる期間

(以下「財産処分制限期間」という。)を経過する前に、当該事業において取得

した財産を、この補助金の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。ただし、市長の承認を受けた場合は、こ

の限りでない。 

２ 補助事業者は、当該事業で取得した財産の処分について、前項の規定による

市長の承認を受けようとするときは、さいたま市原油価格・物価高騰等対策

（設備更新）補助金財産処分承認申請書(様式第 11号)を、市長に提出しなけ

ればならない。 

３ 天災地変その他補助事業者の責に帰することができない理由により、財産

処分制限期間を経過する前に、当該事業において取得した財産が損傷又は滅

失したときも、遅滞なくさいたま市原油価格・物価高騰等対策（設備更新）補

助金財産処分承認申請書を市長に届けなければならない。 

 （財産処分等の承認及び不承認の決定） 

第 19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る財産

の処分の承認又は不承認を決定し、さいたま市原油価格・物価高騰等対策（設

備更新）補助金財産処分承認通知書(様式第 12号)により、補助事業者に通知

するものとする。 

（補助金の返還等） 

第 20条 補助事業者が、第 14条の規定による補助金の交付額の確定通知後に、

補助金の辞退又は返還を申し出ようとするときは、さいたま市原油価格・物価

高騰等対策（設備更新）補助金返還等申出書（様式第 13号）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、第 17条の規定による補助金の交付の決定を取消した場合、若しく

は前項の規定による補助金の辞退又は返還の申し出を受けた場合において、

既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対して、さいたま市原油価



格・物価高騰等対策（設備更新）補助金返還命令書(様式第 14号)により、補

助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 市長は、前条の規定による財産処分等の承認をしようとする場合において、

原則として、交付した補助金のうち処分時から財産処分制限期間が経過する

までの期間に相当する分の返還を命じるものとし、補助事業者は、当該処分に

より利益が生じたときは、交付した補助金の額の範囲内でその利益の全部又

は一部を市に納付しなければならない。 

 （関係書類の整備） 

第 21条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした書類及び帳簿

等を当該収入支出についての証拠書類とともに整備し、当該補助事業の完了

した年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

 （調査等） 

第 22条 市長は、補助事業の完了した年度の翌年度から５年が経過するまでの

間、補助事業者に対して調査を行い、又は報告を求めることができる。 

（その他） 

第 23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和５年２月 28日限り、効力を失う。ただし、同日までに交

付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後

もなおその効力を有する。 

 

 



別表第１（第４条関係） 

種 別 基 準 

LED照明機器 ・既存の蛍光灯式、水銀灯式、又は、白熱灯式照明器具を更新す

るもの 

※照明器具のみの交換等、工事施工費用を伴わない場合は対象外

とする 

・固有エネルギー消費効率が 85ルーメン/ワット以上であり、

ＬＥＤモジュール寿命が 40,000時間以上あること 

 

高効率空調設備 

（エアーコンディショナー）

※固定式 

・10年以上前に製造された既存設備を更新するもの 

・更新する設備は、更新する前の設備と同等の仕様のものに限る 

・省エネ基準（トップランナー基準）を達成※1するもの、又は、

メーカーが発行するカタログ等で消費電力が既存設備と比較し、

15％以上の省エネ改善効果が確認できるもの 

 

厨房機器等 業務用冷蔵庫等（冷蔵庫、冷凍庫、ショーケース、チェストフリ

ーザー、ストッカー、プレハブ冷蔵庫・冷凍庫） 

・10年以上前に製造された既存設備を更新するもの 

・更新する設備は、更新する前の設備と同等の仕様のものに限る 

・省エネ基準（トップランナー基準）を達成※1するもの、又は、

メーカーが発行するカタログ等で消費電力が既存設備と比較し、

15％以上の省エネ改善効果が確認できるもの 

 

業務用厨房機器 

・10年以上前に製造された既存設備を更新するもの 

・更新する設備は、更新する前の設備と同等の仕様のものに限る 

・既存の高効率ではない業務用厨房機器を高効率業務用厨房機

器※２へ更新するもの 

※1省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法律）に基づいて定めら

れた令和４年９月１日時点で有効の省エネ性能の目標基準の達成率 100%以上

を達成するもの 

※2 内炎式バーナー又は火炎角度の内向きにした低輻射バーナーを搭載したも

の、又は低輻射型ガス厨房機器（燃焼式の厨房機器のうち、空気断熱構造を有

するものに限る）、又は電磁誘導加熱方式によるもの 


