
令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付要綱 

 
（趣 旨） 
第１条 知事は、本県水産加工業者が電気料金の高騰により大変厳しい環境に

あることから、同者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものと

し、その補助金の交付については、茨城県補助金等交付規則（昭和 36 年茨

城県規則第 67 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255

号）及びこの要綱に定めるところによる。 

 

（交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は次のい

ずれかに掲げる者とする。 

  ただし、茨城県内に事業所を有する者に限る。 

（１）補助金交付申請日時点において、食品衛生法（昭和 22 年法律第 233

号）（以下「法」という。）第 55 条の規定に基づく水産製品製造業の許可

を有する者。 

（２）補助金交付申請日時点において、食品衛生法等の一部を改正する法律

（平成 30 年法律第 46 号）による改正前の食品衛生法第 52 条の規定に基づ

く魚肉練り製品製造業の許可を有する者であって、食品衛生法等の一部を改

正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

（令和元年政令第 123 号）（以下「改正政令」という。）附則第２条の規定

に該当する者。 

（３）補助金交付申請日時点において、法第 57 条第 1 項に規定する届出を行

っている者（水産物を原料とした食料品を製造する者に限る。）。 

（４）補助金交付申請日以前に茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する

等の条例（令和３年条例第 13 号）による廃止前の茨城県食品衛生条例第５

条の規定に基づく魚介類加工業の許可を取得した者であって、補助金交付申

請日時点において改正政令第９条の規定に該当する者。 

（５）水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）に基づき設立された、茨

城県内に所在する水産加工業協同組合に所属する組合員である者。 

 

（補助金の交付要件、補助対象経費、補助額） 

第３条 補助金の交付要件、補助対象経費及び補助額は別表１のとおりとす

る。 



（不交付要件） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対して

は、補助金を交付しない。 

（１）茨城県暴力団排除条例（平成 22 年茨城県条例第 36 号。以下「条例」

という。）第２条第１号又は第３号に規定する者（以下「暴力団等」とい

う。） 

（２）代表者又は役員等（役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である

場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。）のう

ちに条例第２条第３号に規定する者又は暴力団等と社会的に非難されるべき

関係を有している者がある事業者 

（３）暴力団等が実質的に経営を支配する者 

（４）前各号に掲げる者のほか、補助金の趣旨に照らして適当でないと知事が

判断する者 

 

（補助金の交付申請） 

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、補助

金交付申請書（様式第１号）を令和５年３月 10 日までに知事に提出しなけ

ればならない。申請にあたっては、紙による申請のほか、いばらき電子申

請・届出システムによる申請もできるものとする。また、交付申請に必要な書

類は以下のとおりとし、第２条第１号に定める者にあっては別表２、同第２号

に定める者にあっては別表３、同第３号に定める者にあっては別表４、同第４

号に定める者にあっては別表５、同第５号に定める者にあっては別表６に掲げ

る書類を添付するものとする。 

必要書類 電子申請の場合 紙申請の場合 

補助金交付申請書（様式第１号） 要 要 

添付書類 要 要 

２ 申請者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税

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に相当する

額のうち消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費

税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額しなければ

ならない。 

  ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明ら

かでない者については、この限りでない。 

 



（申請の取り下げ期間） 

第６条 規則第８条第１項の知事の定める期間は、次条の補助金交付決定通知

及び確定通知書の送付を受けた日から 10 日以内とする。 

   

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第７条 知事は、第５条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該

申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに交

付の決定及び額の確定をし、その旨を水産加工業緊急支援対策事業費補助金

交付決定通知書及び額の確定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 第５条ただし書きにより交付の申請をした者は、補助金の交付を受けた後

において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕

入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税等仕入控除税額報告書に

より速やかに報告し、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならな

い。 

 

（補助金の交付） 

第８条 知事は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し口座振込払の

方法により交付する。 

 

（証拠書類の保存） 

第９条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助

事業完了の翌年度から起算して５ヶ年間保存しなければならない。 

ただし、消費税法第 58 条の規定による帳簿の保存は、同法施行令第 71 条

に規定する期間とする。 

 

（虚偽や不正への対応） 

第 10 条 知事は、申請者が交付対象者に該当しないと疑われる場合、第４条

に規定する不交付要件に該当すると疑われる場合又は虚偽や不正な手段によ

る申請が疑われる場合は、関係書類の提出指示、事情聴取又は立ち入り検査

を行うことができる。 

なお、既に補助金を支給した場合も同様とする。 

２ 知事は、前項の調査の結果、申請者が交付対象者に該当しないこと、第４

条に規定する不交付要件に該当すること又は虚偽や不正な手段により申請し

たことが補助金の交付決定後に判明したときは、既に行った交付決定を取り

消し、既に交付した補助金については、申請者に返還期日を定めて、返還を

命ずることができる。 



（補助金の返還等） 

第 11 条 知事は、前条の規定により交付決定の取消しを受けた者が返還期日

までに補助金を返還しなかったときは、返還期日の翌日から返還の日までの

日数に応じ、当該支給額 100 円につき１日３銭の割合で計算した加算金を徴

収するものとする。 

 

（その他） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項

は、知事が別に定める。 

 

 

（附 則） 

 この要綱は、令和５年２月８日から施行する。 

  



別表１（第３条関係） 

交付要件 
事業を行うために県内の事業所で使用した電気につい

て、令和４年１月から令和４年 12 月までの期間内に電

気使用量が 1,500kWh 以上の月があること。 
補助対象経費 令和４年１月分から同 12 月分までの電気料金。 

ただし、事業を遂行するために支払った電気料金に限

る。 

補助額 

補助対象経費に係る電力使用量（kWh）の合計に 4 円 46

銭を乗じた額に、さらに 0.1 を乗じた額（1 円未満の端

数は切り捨てる）。 

ただし、上限を 50 万円とする。 

 
別表２（第５条関係：第２条第１号に定める者） 

交付申請に必要

な書類 

（１）令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金

交付申請書（様式第１号） 
（２）令和４年１月分から同 12 月分までの電気料金に

係る領収書等の写し 
（３）補助金交付申請日時点で有効な、食品衛生法に基

づく水産製品製造業の食品営業許可証の写し 
 
別表３（第５条関係：第２条第２号に定める者） 

交付申請に必要

な書類 

（１）別表２（１）と同様とする 
（２）別表２（２）と同様とする 
（３）補助金交付申請日時点で有効な、食品衛生法等の

一部を改正する法律による改正前の食品衛生法に

基づく魚肉練り製品製造業の食品営業許可証の写

し 
 
別表４（第５条関係：第２条第３号に定める者） 

交付申請に必要

な書類 

（１）別表２（１）と同様とする 
（２）別表２（２）と同様とする 
（３）食品衛生法に基づく届出を行っていることを証す

る書類 
 
 
 



 
別表５（第５条関係：第２条第４号に定める者） 

交付申請に必要

な書類 

（１）別表２（１）と同様とする 
（２）別表２（２）と同様とする 
（３）補助金交付申請日時点で有効な、茨城県食品衛生

法施行条例等の一部を改正する等の条例による廃

止前の茨城県食品衛生条例に基づく、魚介類加工

業の食品営業許可証の写し 
    ただし、当該条例に基づく魚介類加工業の営業

許可の有効期間が満了している者にあっては、許

可を有していたことを証する書類 
 
別表６（第５条関係：第２条第５号に定める者） 

交付申請に必要

な書類 

（１）別表２（１）と同様とする 
（２）別表２（２）と同様とする 
（３）水産加工業協同組合に所属する組合員であること

を証する書類 

なお、所属する水産加工業協同組合を通じて県に提出す

る場合は、（３）を省略することができる。 
 
  



様式第１号 
                            年  月  日 
茨城県知事        殿 
                      申請者              

住 所  〒   ‐ 
               
氏 名              
電話番号   ‐   ‐     

    
令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付申請書 

 

 令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付要綱第５条第１項の規

定により補助金       円の交付を申請します。 

 

 １ 総括表 

令和４年１月分から同 12 月分ま

での電気料金に係る電力使用量

（kWh）の合計 

補助金の額 

①×4.46×0.1（1 円未満切り捨て） 
備考 

 

kWh ① 

 

             円 

 

※ 備考欄には消費税等仕入控除税額について、これを減額した場合には「減額した金額

額」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」

とそれぞれ記入すること。 

 

 ２ 補助金の受領方法 口座振込払 

払 込 先 銀 行 名 銀行         支店 

預金種目・口座番号 １普通 ２当座 ３その他（   ） 口座番号 

（ フ リ ガ ナ ） 

口  座  名  義 
 

※申請者名義の口座を記載すること。名義が異なる口座は受け付けられないので注意する

こと。 

３ 添付書類 

令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付要綱第５条に定める書

類を添付すること。  



様式第２号 

漁 第    号 

    令和 年 月 日 

（補助事業者） 

氏  名     殿 

 

茨城県知事          

 

 

令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金交付決定通知書及び額

の確定通知書 

 

 

 申請のあった令和４年度水産加工業緊急支援対策事業費補助金については、

茨城県補助金等交付規則第５条の規定により、下記のとおり交付することに決

定し、併せて同規則第 14 条の規定により額の確定をしたので、同規則第７条

及び第 14 条の規定により通知します。 

 

 

                  

記 

 

 

 

１ 補助金の額    金                       円 

 

２ この補助金に係る法令、規則、要綱等に定める事項に違反した場合には、

補助金の全部又は一部を返還させることがあります。 

 

 

 

                 


