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種子屋久でテレワーク体験事業 募集要領

１ 事業の目的

情報通信技術の進歩により，在宅勤務や地方でのサテライトオフィス勤務な
どのテレワークが可能となり，コロナ禍も相まってテレワークを導入する企業
が増えてきています。

また，ワークライフバランスを重視する風潮も高まっていることから，地方
でのテレワークにも注目が集まってきている一方で，種子島・屋久島を含む熊
毛地域ではテレワーク，とりわけサテライトオフィス設置・誘致の受入環境が
十分に整っているとは言えない状況です。

こうした中，鹿児島県熊毛支庁では，熊毛地域におけるサテライトオフィス
設置・誘致検討の参考とするために，「種子屋久でテレワーク体験事業」を実
施し，参加法人からの意見を今後の取組に反映させることとしています。

２ 事業の概要

熊毛地域におけるサテライトオフィス設置・誘致の検討を行うため，鹿児島
県外の法人に参加いただき，サテライトオフィス体験事業を行います。
(1) 本事業における用語の定義

ア テレワーク
情報通信技術等を活用し，普段仕事を行う事業所・仕事場所とは異な

る場所で仕事をすること
イ サテライトオフィス

（オフィスの管理主体や活用形態を問わず）法人本社等から離れた所
に設置されたオフィス

ウ お試し勤務
熊毛地域に所在するサテライトオフィス又はサテライトオフィスに見

立てた宿泊施設において法人の役員又は従業員（以下「従業員等」とす
る。）がテレワークにより業務を試行すること。

(2) 内容
・熊毛管内１市３町（西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町）に所在

するサテライトオフィス又は，サテライトオフィスに見立てた宿泊施設
のうち，１施設に滞在し，お試し勤務を行っていただきます。

・１法人あたりの滞在期間は５日間以上で，１法人につき３名まで参加可
能です。

・宿泊場所は次のとおりとします。
（サテライトオフィスでお試し勤務を行う場合）

お試し勤務を行うサテライトオフィスに併設されている宿泊施設又
は，お試し勤務を行うサテライトオフィスが所在する市町にある宿泊
施設

（サテライトオフィスに見立てた宿泊施設でお試し勤務を行う場合）
お試し勤務を行う，サテライトオフィスに見立てた宿泊施設

・滞在期間５日間以上のうち１日は休日と仮定してお過ごしいただき，ア
クティビティ等を体験していただきます。
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・補助対象法人に対して，経費（交通費，レンタカー代，宿泊費，アクテ
ィビティ代，事前のPCR検査費，お試し勤務施設使用料）の一部を鹿児
島県熊毛支庁が補助します。

・補助対象法人へは，お試し勤務実施後のアンケート調査や各法人HP・SN
S等でのお試し勤務の実施状況紹介や熊毛地域のPR等に必ず御協力いた
だくこととします。

(3) 実施期間・募集期間
令和４年９月１日～令和５年２月28日までに行ったお試し勤務を補助の

対象とします。
また，募集期間を令和４年７月１日～令和４年12月26日までとし，受付

は先着順とします。
なお，予算が無くなり次第終了となりますので予め御了承ください。

３ 補助対象者

以下の要件を満たしている法人が対象です。

要件
(1) 鹿児島県外に法人の本社等があること。
(2) お試し勤務実施を希望する島において，事業所等を設置していないこ

と。
(3) 鹿児島県外で勤務する従業員等をお試し勤務させること。
(4) お試し勤務する従業員等は鹿児島県外に在住している者であること。
(5) 法人及び従業員等は暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係

を有する者でないこと。
(6) 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこと。
(7) 宗教活動又は政治活動に関する事業に係るものでないこと。
(8) 他自治体等の助成事業を併用していないこと。

※法人の業種は問いません。
※お試し勤務する方の雇用形態は問いません。また，役員も対象とします。

R4.7.28時点
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４ 補助内容

補助対象経費，補助率，上限額は下表のとおりです。

補助対象となる経費 内 容 補助率 上限額
参加者旅費 お試し勤務を行うにあたり生じ 補助対

る交通費，宿泊費 象経費
ア 交通費 の４分

お試し勤務開始及び終了のた の３以 １人あた
めにかかる公共交通機関利用料 内 り上限
金（航空機，新幹線，船舶， 117 ,0 00
鹿児島空港連絡バス等） 円
※タクシー料金，自家用車の高

速道路利用料金及び駐車場料
金は認めないこととする。

・なお，合理的な経路及び経済
的な利用料金とすること。

・熊毛地域内での移動に使用す
るレンタカー料金は別経費に
て計上するため，ここには含
まない。

イ 宿泊費
お試し勤務期間中に熊毛地域

に滞在している間の宿泊費
・補助対象とする宿泊施設は，

旅館業法及び住宅宿泊事業法
に規定する施設（旅館，ホテ
ル，簡易宿所，下宿及び民
宿），お試し勤務を行うサテ
ライトオフィスに併設されて
いる宿泊施設とする。

アクティビティ 滞在期間中に参加したアクティ
料金 ビティ料金

参加者PCR検査費 お試し勤務参加前に，出発地等
で受診したPCR検査費用

レンタカー料金 お試し勤務期間中に，参加者が
熊毛地域にて使用するレンタカー
利用料金

・レンタカー会社が定める保険
・補償制度を適用する場合の
経費も対象とする

・レンタカーの燃料代に要する
経費は対象としない。

お試し勤務施設 お試し勤務を実施する施設の使 補助対 １法人あ
使用料 用料 象経費 たり上限

の４分 25,000円
の３以
内
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５ 当事業で利用可能なサテライトオフィス及びサテライトオフィ
スに見立てた宿泊施設の例

※ここに記載のある施設は例となります。

（サテライトオフィス）
施設名 所 在 す る 住 所 連絡先 HP・

市町名 施設情報
種子島SKY 西之表市 〒891-3111 0997-28-3789 https://ta

鹿児島県西之表市 ne-sky.com
西町192（おさかな /
センター隣）

チャレンジ 中種子町 〒891-3604 080-4949-5157 https://w
拠点YOKANA 鹿児島県熊毛郡中 ww.challe

種子町野間5184-25 ngebase-yo
kana.com/

Workation 南種子町 〒891-3702 0997-26-7235 https://sh
Space HOPE 鹿児島県熊毛郡南 imayado-ho

種子町平山500-130 pe.com/
サ テ ラ イ ト オ 南種子町 〒891-3704 0997-26-1111 http://www.tow

フィスみなみ 鹿児島県熊毛郡南種 n.minamitane.ka

たね 子町中之下1937-2 goshima.jp/inst

itution/satelli

teoffice.html

（サテライトオフィスに見立てた宿泊施設）
施設名 所 在 す る 住 所 連絡先 HP・

市町名 施設情報
屋 久 島 サ ウ 屋久島町 〒891-4406 0 0997-47-3751 https://ya
スビレッジ 鹿児島県熊毛郡屋 kushimasou

久島町平内258-24 th.wixsite.
com/south

６ 注意事項

・サテライトオフィスの設置やテレワークの実施等に関し，鹿児島県熊毛支
庁や熊毛管内１市３町のアンケートやヒアリング調査等に御協力いただき
ます。

・各法人HP・SNS等において，お試し勤務の実施状況紹介や熊毛地域のPR等を
行っていただき，その内容が確認できる資料を，実績報告書に添付して提
出いただきます。

・本事業の経費について，帳簿や証拠書類（領収書等）を備え，他の経費と
明確に区分して経理し，常に収支の状況を明らかにしてください。
また，帳簿及び証拠書類は，お試し勤務の完了した年度の終了後５年間は
保存してください。

・証拠書類（領収書等）とは，支払日・支払いの内訳・金額が確認できる，
領収書やレシート，決済画面の写し等を指します。

https://ta
https://w
https://sh
http://www.tow
https://ya
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７ 申請から交付までの流れ

【手続フロー図】

応募者 鹿児島県熊毛支庁

交付申請 審 査

交付決定通知お試し勤務
準備

お試し勤務
開始

お試し勤務
終了

実績報告

アンケート調査

検 査

補助金の額の
確定通知補助金の

交付請求

補助金の
支払い

補助金の受領
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(1) 補助金の交付申請
募集期間内に，以下の書類を提出してください。
ア 提出書類

・種子屋久でテレワーク体験事業補助金交付申請書（別記第１号様式）
・事業計画書（別記第１－２号様式）
・お試し勤務実施者概要書（別記第１－３号様式）
・収支予算書（別記第１－４号様式）
・経費積算書（別記第１－５号様式）
・事前調査票（別記第１－６号様式）
・登記事項証明書
・法人の概要及び事業所の所在地が分かる資料
・お試し勤務する従業員が雇用されていることを証する書類
・お試し勤務する従業員等の住所を証する書類
・暴力団排除に関する誓約書（別記第１－７号様式）
・その他支庁長が必要と認める書類

※お試し勤務実施を希望する市町名及び施設名，宿泊を希望する施設名
を「事業計画書（別記第１－２号様式）」に記載いただきますが，希
望にそぐわない場合もあることを御了承ください。

申請後，鹿児島県熊毛支庁において審査を行い，補助対象法人を決定し
ます。なお，場合によってはヒアリングを実施することがあります。

(2) 交付決定からお試し勤務終了まで
ア お試し勤務準備

交付決定後，公共交通機関や宿泊施設，お試し勤務を行う施設，レン
タカー，アクティビティ等の予約を行ってください。

・お試し勤務を行う場所及び，宿泊場所の予約は次のとおりとなりま
す。

（サテライトオフィスでお試し勤務を行う場合）
・P４「当事業で利用可能なサテライトオフィス及びサテライトオ

フィスに見立てた宿泊施設一覧の例」を参考にしながら，お試し
勤務を実施する市町にあるサテライトオフィスを選んだ上で予約
を行ってください。また，宿泊場所の予約も行ってください。
※宿泊場所は，お試し勤務を行うサテライトオフィスに併設され

ている宿泊施設又は，お試し勤務を行うサテライトオフィスが
所在する市町にある宿泊施設をお選びください。

（サテライトオフィスに見立てた宿泊施設でお試し勤務を行う場合）
・P４「当事業で利用可能なサテライトオフィス及び宿泊施設一覧

の例」を参考にしながら，お試し勤務を実施する市町にある，サ
テライトオフィスに見立てた宿泊施設をお選びください。

・種子島，屋久島内での移動はレンタカーの利用を推奨します。
・アクティビティは，種子島観光協会HP（https://tanekan.jp/categ

ory/experience/)，屋久島観光協会HP（http://yakukan.jp/play/)
を参考にしてください。（全てのアクティビティが掲載されている
わけではありません。）

https://tanekan.jp/categ
http://yakukan.jp/play/
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・お試し勤務参加の２日前～当日までに出発地にて必ずPCR検査を受
診いただき，陰性であることを確認してから来島してください。ま
た，PCR検査の陰性証明は，来島時に鹿児島県熊毛支庁の職員へお
渡しください。
なお，今後，国における新型コロナウイルス感染症の取扱いが変更
となった場合は，PCR検査の受診を必須としなくなる場合がありま
す。

イ 補助事業の内容の変更
当初交付決定時の内容から変更が生じた場合は，事前に鹿児島県熊毛

支庁へ相談のうえ，変更申請を行ってください。
(ア) 提出書類

・種子屋久でテレワーク体験事業補助金変更申請書（別記第３号
様式）

・事業変更計画書（別記第３－２号様式）
・お試し勤務実施者概要書（別記第３－３号様式）
・変更収支予算書（別記第３－４号様式）
・経費積算書（別記第３－５号様式）
・暴力団排除に関する誓約書（別記第３－６様式）
・その他支庁長が必要と認める書類

ウ 補助事業の中止・廃止
交付決定後，お試し勤務を開始できない又は開始したが中止せざるを

得ない自体が生じた場合は，そのような事態の事由がいつ発生したか，
また，その事由がどのような性質かによって手続きが変わりますので，
事前に鹿児島県熊毛支庁へ相談のうえ，表１のとおり手続きを行ってく
ださい。
（表１）

事由発生時 お試し勤務開始前 お試し勤務開始後
事由の性質 （熊毛地域への出発前）
申請者の都合によるもの ・要綱第10条２(1)によ ・要綱第10条２ (1)に
（他の用事・病気等） り，事業廃止の手続 より，事業中止の手

きを行っていただき 続きを行っていただ
ますので，別記第８ きますので，別記第
号様式を提出してく ８号様式を提出して
ださい。 ください。

天災地変等，申請者の責任 ・規則第９条２(1)によ ・規則第９条２(1)に
でない，客観的条件の変化 り，交付の決定の全 より，交付の決定の
によるもの 部を取り消します。 一部（実施前の部分）
※鹿児島県熊毛支庁からお ・キャンセル料等の取 を取消します。
試し勤務を打ち切るよう要 扱いについては，表 ・キャンセル料等の取
請する場合があります ２を参照ください。 扱いについては，表

２を参照ください。
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また，お試し勤務を開始できなかった又は開始したが中止せざるを得
なかった場合，既に支出した経費やキャンセル料については，表２を参
照ください。

（表２）
事由発生時 お試し勤務開始前 お試し勤務開始後

事由の性質 （熊毛地域への出発前）
申請者の都合によるもの ・予約済の宿泊料や交 ・既に経過した期間に
（他の用事・病気等） 通費に係るキャンセ 係る部分及び予約済

ル料等，事業の廃止 みの宿泊料のキャン
に伴って発生した経 セル料や，帰路の便
費は助成対象となり 変更の差額等，事業
ません。 の中止に伴って発生

した経費は助成対象
となりません。

天災地変等，申請者の責任 ・予約済の宿泊料や交 ・既に経過した期間に
でない，客観的条件の変化 通費に係るキャンセ 係る部分は助成対象
によるもの ル料等，交付の決定 となります。
※鹿児島県熊毛支庁からお の取消しに伴って発 ・予約済の宿泊料のキ
試し勤務を打ち切るよう要 生した経費も助成対 ャンセル料や，帰路
請する場合があります 象となります。 の便変更の差額等，

・交付要領第８条に規 交付の決定の取消し
定する実績報告の手 に伴って発生した経
続きを行ってくださ 費も助成対象となり
い。 ます。

・交付要領第８条に規
定する実績報告の手
続きを行ってくださ
い。

(3) 補助金の受領まで
お試し勤務が終了した日から起算して20日以内に，以下の書類により鹿

児島県熊毛支庁へ実績報告を行ってください。
ア 提出書類

・種子屋久でテレワーク体験事業補助金実績報告書（別記第10号様式）
・事業実績報告書（別記第10－２号様式）
・お試し勤務期間中の出勤簿等の写し又はお試し勤務管理簿（別記第

10－３号様式）
・収支精算書（別記第10－４号様式）
・経費積算書（別記第10－５号様式）
・補助対象経費の支払いが確認できる書類
・各法人HP・SNS等において行った，お試し勤務の実施状況紹介や熊

毛地域のPR等の内容が確認できる資料
・その他支庁長が必要と認める書類

実績報告後，鹿児島県熊毛支庁が検査を実施の上補助金の額を確定し，
別記第12号様式により補助金の交付の請求をしていただいた上で補助金を
支払います。
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(4)提出先・提出方法
鹿児島県熊毛支庁総務企画課地域振興係へメールまたは郵送により提出

メールアドレス：kumage-sochi@pref.kagoshima.lg.jp
郵送先：〒891-3192

鹿児島県西之表市西之表7590

mailto:kumage-sochi@pref.kagoshima.lg.jp

