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平成３０年度「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引事業支

援事業）」に係る補助金公募要領（２次公募） 

平成３０年１０月３日 

経済産業省 

地域経済産業グループ 

地域企業高度化推進課 

 

経済産業省では、平成３０年度「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における

地域経済牽引事業支援事業）（２次公募）」を実施する補助事業を、以下の要領で広く募集し

ます。 

 当事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給する方は、「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８月２７日法律第１７９号）（以下「補助金適

正化法」という。）」、「交付要綱」をよくご理解の上で、また下記の点についても十分にご認

識の上で、補助金受給に関する全ての手続を適正に行っていただくようお願いします。 

 

補助金を応募する際の注意点 

① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があっても、その内容に虚

偽の記述を行わないでください。 

② 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、経済産

業省として、補助金の受給者に対し、必要に応じて現地調査等を実施します。 

  なお、事業に係る取引先（請負先、委託先以降も含む）に不明瞭な点が確認された場

合は、補助金の受給者の立会いの下に、必要に応じて現地調査等を実施します。その際、

補助金の受給者から取引先に対し、ご協力をお願いいただきます。 

③ 上記の調査の結果、不正行為が認められた場合は、当該補助金に係る交付決定の取消

を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金（年１０．９５％

の利率）を加えた額を返還していただきます。併せて、経済産業省から新たな補助金等

の交付を一定期間行わないこと等の措置を執るとともに、当該事業者の名称及び不正の

内容を公表することがあります。 

④ 補助金に係る不正行為に対しては、補助金適正化法第２９条から第３２条において、

刑事罰等を科す旨規定されています。あらかじめ補助金に関する関連規定を十分にご理

解の上で、本事業の申請手続を行ってください。 

⑤ 経済産業省が補助金の交付決定を行う前に発注等を行った経費については、補助金の

交付対象とはなりません。 

⑥ 補助金で取得、または効用の増加した財産（取得財産等)を当該資産の処分制限期間内

に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に

供すること）しようとする時は、事前に処分内容等について、経済産業大臣の承認を受

けなければなりません。また、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査するこ

とがあります。 
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【１．事業概要】 

１－１．事業目的 

   本補助金は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

（平成２９年法律第４７号）（以下「地域未来投資促進法」という。）に基づく地域経済

牽引事業計画の承認を受けた事業者が２者以上（少なくとも１者は中小企業者）で連携

して、同計画の実施に必要な戦略分野での設備投資を行う場合に、初年度の設備投資に

補助することにより、地域における経済活動を牽引する事業を促進し、もって地域経済

の活性化を図ることを目的とします。 

（※１）「中小企業者」は、地域未来投資促進法第２条第３項各号に定める者とします。 

ただし、次の（１）～（３）のいずれかに該当する者は、本事業で定める中小

企業者ではない者（以下「非中小企業者」という。）とみなします。 

（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の非中小企

業者が所有している中小企業者 

（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を非中小企業者が

所有している中小企業者 

（３）非中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上

を占めている中小企業者 

また、次のいずれかに該当する者については、非中小企業者として取り扱わな

いものとします。 

○ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 

 

（※２)「戦略分野」は、地域未来投資促進法に基づく基本方針に定める、今後高い成長 

    が見込まれる以下の分野です。 

①先端ものづくり、②農林水産・地域商社、③第 4次産業革命関連、 

④観光・スポーツ・文化・まちづくり、⑤環境・エネルギー、 

⑥ヘルスケア・教育サービス 
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②応募申請 

③採択通知 

④交付申請 

⑤交付決定 

⑥遂行状況報告 

⑦実績報告 

⑧確定検査 

⑨補助金の請求 

⑩補助金の支払 

⑪事業化状況報告 

１－２．事業スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助率：中小企業者１／３以内、非中小企業者１／４以内 

 

１－３．事業内容 

（１）補助対象事業者 

    補助対象事業者は、下記の要件をいずれも満たす事業者に限ります。 

  ①日本国内に本社及び事業実施場所を有していること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理

能力を有していること。 

④経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置を受けている者ではな

いこと。 

    ⑤地域経済牽引事業計画の承認を受けている者又は承認を受ける見込みのある者

であること。 

（※１）補助対象事業者は、共同で地域経済牽引事業計画の承認を受けている 

事業者、又は応募申請時において承認を受ける見込みのある事業者で 

ある必要があります。 

ただし、応募申請時に地域経済牽引事業計画の承認を受ける見込みの

ある事業者については、平成３０年１１月１５日までに都道府県又は

国からの承認通知書（写）を提出する必要があります。なお、先行審

 

経済産業省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済産業局 

 

 

 

 

 

 

中小企業者 

非中小企業者 

①公募 
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査を希望される場合には、平成３０年１０月２６日までにご提出くだ

さい。 

また、異なる地域経済牽引事業計画の承認を受けている等、共同で

地域経済牽引事業計画の承認を受けることが困難な場合には、個別に

ご相談ください。 

（※２）補助対象事業者はいずれも設備投資を行う必要があります。 

    ⑥地域中核企業創出・支援事業で対象となった事業者であること。 

（※） 補助対象事業者が行う事業は、地域中核企業創出・支援事業で、平成２ 

８、２９、３０年度のプロジェクトハンズオン支援事業による支援を 

受けた事業又は平成３０年度のプロジェクトハンズオン支援事業の第

２次公募で採択され、支援を受ける予定の事業である必要があります。 

       

（２）補助率 

中小企業者  補助対象経費の１／３以内 

非中小企業者 補助対象経費の１／４以内 

 （３）１事業あたりの補助上限額 

補助事業者数が２者の場合   ５，０００万円 

補助事業者数が３者の場合   ７，５００万円  

補助事業者数が４者以上の場合 １億円 

ただし、非中小企業者が含まれる場合は、補助事業者数にかかわらず、補助上限 

額を５，０００万円とします。 

 また、非中小企業者への補助額は、補助額全体の１／２未満とします。 

（４）補助対象経費 

機械装置費 

機械装置等（専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具（測定

工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等）及び専用ソフトウェアの購入、

製作、改良又は据付け）に要する経費とします。 

（※１）補助事業を行う際は、補助事業以外の他の事業と明確に区分した経費管 

理を行ってください。補助対象経費は、補助事業の対象経費として明確 

に区分して経理が行われ、かつ書類等により金額等が確認できるものに 

限ります。 

（※２）「機械装置費」には、自社で機械装置を製作する場合に、当該装置の部 

品の購入に要する経費を含みます。 

（※３）「改良」は、機能を高める又は耐久性を増すための行為とします。 

（※４）「据付け」は、機械装置の設置と一体で行われる軽微な行為に限ります。 

設置場所の整備工事や基礎工事は含みません。 

（※５）本事業で購入する機械装置等を担保に金融機関から借入を行う場合に 

は、事前申請が必要です。また、担保権を実行する場合は、取得財産の 

処分に伴う補助金相当額の国への納付が必要となります。 



7 
 

 （※６）補助対象経費として計上できない経費は、次のとおりです。 

     ・公租公課（消費税及び地方消費税額） 

・建物等施設に関する経費 

          ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書 

棚等の什器類、事務機器等） 

          ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

※ただし、補助事業者に帰責しない事由により生じたキャンセル料等 

は、直接経費として計上できる場合がありますので、担当者にご相 

談ください。 

          ・振込手数料（代引手数料を含む） 

          ・各種保険料 

          ・借入金などの支払利息及び遅延損害金 

          ・汎用性があり、補助事業の目的外で使用することができるもの（事務 

用パソコン・プリンタ・文書作成ソフトウエア・タブレット端末・ス 

マートフォン及びデジタル複合機など） 

          ・中古市場で価格設定の妥当性が明確に確認できない中古品の購入費 

           ※中古品を購入する場合は、価格の妥当性を示すものとして同等品に 

ついて、複数（２社以上）の中古品販売事業者から複数の見積りを 

取得してください。ただし、個人からの購入やオークション（イン 

ターネットオークションを含む）による購入の場合は、補助対象外 

とします。 

           ※随意契約での中古品の購入は、補助対象外とします。         

       ・上記のほか、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 

 

＜補助対象外事業について＞ 

      以下に該当する場合は、不採択又は補助対象外とします。 

審査で以下に該当すると確認された場合は、不採択となります。また、採択・交 

付決定後に以下に該当すると確認された場合は、採択・交付決定を取り消します。 

     ①国の他の設備投資補助制度の交付対象となっている設備 

②前年度の減価償却費の１０％未満となる非中小企業の設備投資 

③以下に該当する応募書類 

・本事業で指定する書類様式とは異なる書類様式によるもの 

・必要な書類が添付されていないもの 

      ・その他書類不備等により、補助対象要件を満たさないと認められるもの 

 

１－４．事業実施期間 

   補助金交付決定日から平成３１年３月２９日（金）までに、発注、納入、検収、支払等

の全ての事業に係る手続を完了する必要があります。 
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【２．応募手続】 

２－１．募集期間 

平成３０年１０月３日（水）～平成３０年１１月９日（金）１７：００まで【必着】。 

なお、事業を早期に実施したい方のために、１０月２２日（月）正午まで【必着】

に応募書類をご提出いただいた方については、ご希望に応じて、先行審査の対象とし

ます。応募書類のご提出の際に、その旨お申し出ください。 

また、先行審査において不採択となった申請について、同一の事業内容にて再応募

された場合は、審査の対象外として不採択となりますので、ご留意ください。 

 

２－２．説明会の開催 

 経済産業局等 日   時 場    所 

北海道経済産業局 平成３０年１０月９日（火） 

１４：００～１５：００ 

北海道経済産業局４階 

第２会議室 

東北経済産業局 平成３０年１０月１０日（水） 

１４：００～１５：００ 

仙台合同庁舎Ｂ棟 ３階 

３Ｄ会議室 

関東経済産業局 平成３０年１０月９日（火） 

１５：００～１６：００ 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

８階会議室 

中部経済産業局 平成３０年１０月９日（火） 

１１：００～１２：００ 

中部経済産業局 ４階 会議室 

近畿経済産業局 平成３０年１０月９日（火） 

１１：００～１２：００ 

大阪合同庁舎第一号館第２別館 

３階 ミーティングルームＣ 

中国経済産業局 平成３０年１０月９日（火） 

１４：００～１５：００ 

広島合同庁舎２号館２階 

第１会議室Ａ 

四国経済産業局 平成３０年１０月１０日（水）

１３：３０～１４：３０ 

四国経済産業局６階 

６０７会議室 

九州経済産業局 平成３０年１０月９日（火） 

１０：３０～１１：３０ 

福岡合同庁舎本館１階 

大会議室（九経交流プラザ） 

内閣府沖縄総合事務局 平成３０年１０月９日（火） 

１１：００～１２：００ 

沖縄総合事務局９階 

情報処理対策室 

 

説明会への参加を希望する方は、【８．問合せ先】へ説明会の１営業日前の１７時まで

にご連絡ください。 

ご連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦

略分野における地域経済牽引事業支援事業）説明会出席登録」とし、本文に「所属組織

名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail ア

ドレス」を明記してください。 
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会場の都合により、説明会への参加人数は、事業１件（複数の事業者による共同事業の

場合を含みます）当たり２名まででお願いします。 

参加希望者が多数となる場合は、説明会を複数回行うこととし、開催時間を調整させ

ていただくことがありますので、予めご了承ください。 

 

 

２－３．応募書類 

①必要な応募書類は、以下の書類全てです。 

・応募申請書（様式１） 

・事業計画書（様式２） 

・経費配分書（様式３） 

・資金調達計画（様式４） 

・地域経済牽引事業計画の承認申請書（申請者の押印のあるもの）及び都道府県又は 

国からの承認に係る通知書（写）若しくは都道府県又は国からの承認を受ける見込 

みのある地域経済牽引事業計画の承認申請書（申請者の押印のあるもの）（写） 

・会社概要が分かるパンフレット、定款等 

・直近２か年の貸借対照表、損益計算書、個別注記 

・地域中核企業創出・支援事業（ハンズオン型）による企業支援について確認できる 

書類 

②郵送・宅配便等により提出する場合は、必要な書類を１つの封筒に入れてください。 

封筒の宛名面には、「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済 

牽引事業支援事業）応募書類（２次公募）」と記載してください。 

電子メールにより提出する場合は、以下の書類を「chiiki-chukaku-kigyo@meti.go.jp」

宛に送付してください。その際、メールの件名(題名)を必ず「地域経済牽引事業支援事

業費補助金（戦略分野における地域経済牽引事業支援事業）応募書類」としてくださ

い。また、電子メール容量が１０ＭＢを超える場合は、分割して送信してください。 

  ③紙での提出部数は１部です。 

④提出された応募書類は、本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮しますが、採択された場合には、「行

政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に

基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除き、情報公開

の対象となりますので、ご了承ください。 

⑤応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、採択の成否を問わず、応募書類の 

作成費用は支給しません。 

⑥採択後であっても、申請者の都合により応募書類の記載内容に大幅な変更があった場

合には、採択を取り消すことがあります。 

 

２－４．応募書類の提出先 

応募書類は、郵送・宅配便等又は電子メールにより、以下の宛先に提出してください。 

mailto:chiiki-chukaku-kigyo@meti.go.jp
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＜郵送・宅配便等＞ 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１丁目３番１号 

経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 

「平成３０年度地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引

事業支援事業）」担当宛 

 

＜電子メール＞ 

「chiiki-chukaku-kigyo@meti.go.jp」宛 

※メールの件名(題名)は、必ず「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野にお 

ける地域経済牽引事業支援事業）応募書類（２次公募）」としてください。 

 

（※１）ＦＡＸによる提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象とな

りませんので、ご注意の上、記入してください。 

（※２）締切を過ぎての提出は受け付けません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻

までに届かない場合もありますので、ご注意ください。 

 

【３．審査・採択】 

３－１．審査方法 

第三者の有識者で構成される審査委員会で応募申請案件ごとに審査し、採択を決定し

ます。 

審査は原則として応募書類に基づき行いますが、必要に応じて応募申請内容の照会や

追加資料の提出を求めることがあります。 

 

３－２．審査基準 

以下の審査基準に基づき、総合的な評価を行います。ただし、審査基準（１）の項目の

いずれかを満たしていない事業については、採択しません。 

 

（１）基本的事項 

①補助事業者として適格性があること。 

②応募申請内容の目的が、補助事業の目的に合致していること。補助対象経費等の 

内容が、補助事業に照らし、妥当なものであること。 

③地域経済牽引事業計画に基づく内容であること。 

④地域中核企業創出・支援事業で既に対象となった事業者又は新たに対象となる事 

業者であること。 

⑤事業実施場所の自治体からの支援がある事業であること。 

⑥事業実施体制や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると見込まれ 

ること。 

（２）事業計画の内容について 

mailto:chiiki-chukaku-kigyo@meti.go.jp
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①課題とその課題解決方法が明らかになっているか。 

②事業計画が具体的に示され、かつ実現可能性があるか。 

③事業者間での連携の必要性があり、かつ役割分担が明確で効果的であり、生産性向 

上や新分野進出等に資する効果的な取組となっているか。 

④独自性や先進性など、特徴的な取組となっているか。 

⑤経済的効果について、明確であり、かつ見込みを達成できる根拠が的確なものか。 

 

３－３．採択結果の決定及び通知、公表 

審査結果について、１１月下旬頃に、経済産業省から申請者宛てに通知します。なお、

先行審査を行うものについては、１１月初旬頃に通知します。 

採択された場合には、経済産業省及び経済産業局等のホームページで、申請者名、所 

在地、補助事業計画名、法人番号等を公表することがあります。 

 

【４．補助金の交付決定等】 

補助事業は、採択された事業者が経済産業局等に補助金交付申請書を提出し、これを

受けて経済産業局等が補助金交付決定通知書を事業者に送付した後に、開始することが

可能となります。このため、補助金の交付決定日以前に、発注、購入、契約等を実施した

ものについては、補助金の交付対象とはなりません。 

また、補助事業の採択決定から交付決定までの間に、経済産業局等との協議により、事

業内容・構成、事業規模・金額などに変更が生じる可能性があること、補助金の交付条件

が合致しなくなった場合は交付決定を行わない場合があることに、ご留意ください。 

交付決定後、補助事業者に対し、補助事業の実施に必要な情報等を提供することがあ

ります。また、当該情報の内容により、守秘義務の承諾をお願いすることがあります。 

 

【５．補助金の支払等】 

５－１．支払時期 

補助金の支払は、原則として補助事業終了後の精算払となります。 

補助事業終了前の支払（概算払）については、財務省の承認が必要となります。資金繰

りへの影響等を踏まえ、概算払を希望する場合は、担当者にご相談ください。 

 

５－２．支払額の確定方法 

補助事業終了後に、補助事業者が提出する実績報告書に基づき、原則として現地調査

を行った上で、支払額を確定します。 

支払額は、補助対象経費のうち、交付決定額の範囲内で実際に支出を要したと認めら

れる費用の合計となります。このため、支払には、補助対象経費に係る全ての支出につい

て、収支を明らかとする帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。 

支出額及び内容については、厳格な審査の対象であり、必要性や証拠書類が不十分な

経費等については、支払の対象外となる場合がありますので、ご注意ください。 
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【６．補助事業者の義務等】 

   補助金交付決定を受けた補助事業者は、以下の条件を守る必要があります。 

①補助金交付決定を受けた後に、補助対象経費の内容を変更しようとする場合又は補助

事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に経済産業局長等の承認を受けな

ければなりません。 

 （※）連携する事業者（連携体）の一部が補助事業を廃止しても、連携体全体の事業計

画に大きな支障がない場合は、補助事業を廃止する補助事業者がその承認を受け

ること、かつ連携体の他の補助事業者が事業計画の変更に係る承認を受けること

で、連携体の他の事業者による補助事業の継続が可能です。 

ただし、１事業者を除き残りの全て事業者が補助事業を廃止するなど、補助要件

を満たさなくなる場合や、明らかに事業計画が遂行できないと見込まれる場合は、

補助事業の全体が廃止となります。また、その際は、連携体全ての事業者が補助事

業の廃止に係る承認を受ける必要があります。 

②経済産業局長等が補助事業の進捗状況について報告を求めた場合は、速やかに報告し

なければなりません。 

③補助事業が完了した場合又は国の会計年度が終了した場合は、その日から起算して３

０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、実績報告書を経

済産業局長等に提出しなければなりません。 

④補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後３年間、毎会計年度終了後９０日以

内に、補助事業の経済的効果等に係る報告書を経済産業局長等に提出しなければなり

ません。 

⑤補助事業の経費に係る帳簿類及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して

経理し、その収支状況を常に明らかにしておくとともに、補助事業が完了した日の属

する会計年度の終了後５年間、経済産業局長等の要求があった場合は、いつでも閲覧

に供せるよう、保存しておかなければなりません。 

⑥補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

については、補助事業の完了後も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付

目的に従って、効果的運用を図らなければなりません。また、取得財産等管理台帳を備

え、別に定める財産処分制限期間中、適切に管理しなければなりません。 

⑦「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」（昭和５３年通

商産業省告示第３６０号）に定める期間内に取得財産等を処分する必要がある場合は、

事前に経済産業局長等の承認を受けなければなりません。当該承認を受けずに、取得

財産等を本補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供することは認められません。 

また、取得財産等の処分により収入があり、又は収入があると見込まれる場合は、その

収入の全部又は一部に相当する金額を国に納付する必要が生じる場合があります。 

 

【７．その他】 

  ①補助対象経費は、補助金交付決定日以後に発生するものに限られ、当該日以前に発生
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した経費（契約の締結又は発注を含む）は補助対象となりません。 

②国が助成する他の制度（本補助金以外の補助金や委託費等）との併願・併用は認められ

ません（補助金交付申請書の提出以降でも同様）。 

なお、他の制度との併願・併用について疑問点等がある場合は、事前に管轄の経済産業

局等の担当者に御相談ください。 

③補助事業の進捗状況を確認するため、経済産業局等が実地検査に入ることがあります。

また、補助事業終了後に、会計検査院等が実地検査に入ることがあります。検査により

補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。 

④補助金の取扱いについては、補助金適正化法の定めによるほか、交付要綱に基づく定

めなどがあります。また、補助金交付決定後の具体的な経理処理や確定検査を行う際

に必要な準備資料等については、経済産業省が定める「補助事業事務処理マニュアル」

に基本的な事項を記載していますので、補助金交付決定後に補助事業を開始する際に、

事前に内容をご確認ください。 

【補助事業事務処理マニュアル】 

http://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2015_hojo_manual.pdf 

 

  



14 
 

【８．問合せ先】  

局名・窓口担当課 住所 電話番号 管轄都道府県 メールアドレス 

北海道経済産業局 

総務企画部 

企画調査課 

札幌市北区北８条西

２丁目 

札幌第１合同庁舎 

011-709-1775 北海道 hokkaido-

kikakuchosa@meti.go.

jp 

東北経済産業局 

地域経済部 

地域経済課 

仙台市青葉区本町３

－３－１ 

仙台合同庁舎 

022-221-4876 青森・岩手・宮

城・秋田・山形・

福島 

thk-

chikei@meti.go.jp 

関東経済産業局 

地域経済部 

企業立地支援課 

さいたま市中央区新

都心１番地１ 

さいたま新都心合同

庁舎１号館 

048-600-0272 茨城・栃木・群

馬・埼玉・千葉・

東京・神奈川・新

潟・長野・山梨・

静岡 

kanto-mirai 

@meti.go.jp 

中部経済産業局 

地域経済部 

地域振興室 

名古屋市中区三の丸

２－５－２ 

052-951-2716 愛知・岐阜・三重 

富山、石川 

tiikishinkouka-

gyoumu@meti.go.jp 

近畿経済産業局 

地域経済部 

地域経済課 

大阪市中央区大手前

１－５－４４ 

大阪合同庁舎１号館 

06-6966-6011 福井・滋賀・京

都・大阪・兵庫・

奈良・和歌山 

kin-sangakukan 

@meti.go.jp 

中国経済産業局 

地域経済部 

地域経済課 

広島市中区上八丁堀

６番３０号 

広島合同庁舎２号館 

082-224-5684 鳥取・島根・岡

山・広島・山口 

chikeikagyoumu 

@meti.go.jp 

四国経済産業局 

地域経済部 

地域未来投資促進

室 

高松市サンポート３

番３３号 

高松サンポート合同

庁舎 

087-811-8516 徳島・香川・愛

媛・高知 

chiikimirai_shikoku 

@meti.go.jp 

九州経済産業局 

地域経済部 

企業支援課 

福岡市博多区博多駅

東２－１１－１ 

福岡合同庁舎 

092-482-5435 福岡・佐賀・長

崎・熊本・大分・

宮崎・鹿児島 

kyushu-

kigyoshien@meti.go.jp  

 

内閣府沖縄総合事

務局 

経済産業部 

企画振興課 

那覇市おもろまち２

－１－１ 

那覇地方合同庁舎２

号館 

098-866-1727 沖縄 kikakushinkouka 

@meti.go.jp 

お問合せは、電話又は電子メールでお願いします。 

電子メールでお問合せの際は、件名（題名）を平成３０年度「地域経済牽引事業支援

事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引事業支援事業）（２次公募）」としてくだ

さい。他の件名（題名）では、お問合せに十分に回答できない場合があります。 

以 上 
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（様式第１）   

                                                          平成    年    月    日 

  経済産業大臣 殿 

                                                住所  

                                                   氏名   申請者の名称 

                                                           及び代表者の氏名    

 

                          住所 

                                                   氏名   申請者の名称 

                                                           及び代表者の氏名    

 

平成３０年度「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引事業支

援事業）（２次公募）」応募申請書 

 

 平成３０年度「地域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引事業

支援事業）（２次公募）」について、下記のとおり申請します。 

 なお、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）及び地

域経済牽引事業支援事業費補助金（戦略分野における地域経済牽引事業支援事業）交付要綱

による定めに従うことを承知の上、申請します。 

 

                                          記 

 

１．事業の目的及び内容 

 

２．事業の開始及び完了予定日 

 

３．補助事業に要する経費                              円 

補助対象経費                                      円 

補助金交付申請額                                  円 

 

＜添付書類＞ 

１．事業計画書（様式第２） 

２．経費配分書（様式第３） 

３．資金調達計画（様式第４） 

４．地域経済牽引事業計画の承認申請書（申請者の押印のあるもの）及び都道府県又は国か

らの承認通知書（写）若しくは都道府県又は国からの承認を受ける見込みのある地域経

済牽引事業計画の承認申請書（申請者の押印のあるもの）（写） 

５．会社概要が分かるパンフレット、定款等 
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６．直近２か年の貸借対照表、損益計算書、個別注記表 

７．地域中核企業創出・支援事業（ハンズオン型）による企業支援について確認できる書類 

（注１）様式第３、４については、事業全体のものと各事業者によるものをそれぞれ提出の 

こと。 

（注２）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する場合は、以下の算式

を明記のこと。 

補助金所要額－消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額＝補助金額 
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（様式第２） 

 

 

平成３０年度「地域経済牽引事業支援事業費補助金 

（戦略分野における地域経済牽引事業支援事業）（２次公募）」事業計画書 

 

連
絡
担
当
窓
口
（
代
表
申
請
者
） 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  

 

※法人番号を付与されている場合には、１３桁の番号を記載してください。 

※申請者が３者以上の場合は、行を追加してください。 

※事業実施場所が本社所在地と同じ場合は、記載不要です。 

※申請者のうち連絡担当窓口となる代表者を決めてください（代表申請者）。 

 

  

受付番号 

※記載不要 
 

代
表
申
請
者 

法人番号  

申請者名  

代表者役職・氏名  

本社所在地  

事業実施場所  

資本金  

従業員数  

業種  

申
請
者 

法人番号  

申請者名  

代表者役職・氏名  

本社所在地  

事業実施場所  

資本金  

従業員数  

業種  
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１．補助事業の内容 

（１）事業名 

※事業の内容や特徴等が分かるよう記載のこと。 

（２）事業概要 

※事業の目的や内容を具体的に記載のこと。 

導入する機械装置等の概要（主な機能、仕様、使途等）を記載のこと。 

※各申請者について記載のこと。 

（３）事業の必要性 

※事業の現状・課題を明確に記載のこと。 

課題の解決方法としての設備投資の必要性を具体的に記載のこと。 

※各申請者について記載のこと。 

（４）連携する事業者それぞれの役割と連携による効果 

※連携の必要性について具体的に記載のこと。 

各事業者の役割を明確に記載のこと。 

連携により、どのような目的（例：生産性向上、新分野進出）を追求し、どのように効果的であるか 

を具体的に記載のこと。 

※各申請者について記載のこと。 
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（５）独自性、先進性等の特徴 

※事業者独自の強みなどに基づく、事業の先進性等の特徴を具体的に記載のこと。 

※各申請者について記載のこと。 

（６）事業化に至るまでの事業の遂行方法及びスケジュール 

※事業化に向けた道筋や実現可能性が具体的に分かる形で、事業の遂行方法やスケジュールを

具体的に記載のこと。その中で、補助事業による設備投資の効果等を具体的に記載のこと。 

 

２．地域中核企業創出・支援事業（プロジェクトハンズオン支援事業）による支援を受けた（受ける予

定の）年度、事業名、事業管理機関、支援内容、参画事業者名 

 

 

 

３．事業実施場所の自治体（都道府県、市区町村）による支援、今後見込まれる支援内容 

※自治体から現在受けている支援内容や今後見込まれる支援内容につき具体的に記載のこと。 
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４．補助事業による経済的効果 

※補助事業（機械装置等の取得による設備投資）による経済的効果として、補助事業終了後

３年間における付加価値額の見込み及びその根拠を年度ごとに記載のこと。 

【注】付加価値額＝売上高―費用総額＋給与総額＋租税公課 

   費用総額 ＝売上原価＋販売費・一般管理費 

経済的効果に係る指標：付加価値額、取引額、売上高、雇用者数、給与支払額等 

※取引額、売上高、雇用者数、給与支払額等、その他任意の指標について、見込み及びその根

拠を年度ごとに記載のこと。 

※各申請者について記載のこと。 

●代表申請者 

＜算定根拠＞ 

 

 

 

 

 

●申請者 

＜算定根拠＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

付加価値額     

（例）売上額     

     

     

     

 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 

付加価値額     

（例）売上額     
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５．申請者の概要 

（１）主な事業 

※各申請者について、主な事業を記載のこと。 

（２）財務状況 

別添、財務諸表のとおり 

※特記事項等がある場合は併せて記載のこと。 

※各申請者について記載のこと。 

（３）補助事業実績（現在申請中のものも含む） 

※国又は自治体等からの補助金等の交付を平成２８年度以降に受けた場合や現在補助金を申

請中の場合は、記載のこと。 

事業名、事業概要、実施年度、補助金額、本事業との相違点 
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（様式第３） 

 

経 費 配 分 書 

 

（単位:円） 

補助事業
の区分 

補助 
事業者名 

補助事業に 

要する経費 
補助対象経費 

補助金交付 

申請額 
備 考 

機械装置

費 
     

      

      

      

合  計     

 

（注）補助事業者名欄は、各申請者について記載のこと。 
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（様式第４） 

 

資 金 調 達 計 画 

 

企業名：        （代表申請者） 

（単位:円） 

区分 補助事業に要する経費 資金の調達先 

自己資金   

補助金 

交付申請額 
  

借入金   

その他   

合計額   

 

企業名：        （申請者） 

（単位:円）  

区分 補助事業に要する経費 資金の調達先 

自己資金   

補助金 

交付申請額 
  

借入金   

その他   

合計額   

 

（注）各申請者について記載のこと。 

 


