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本日は、下記次第に則り進行します

事務処理説明次第

開会挨拶

（第一部）

1. 当補助事業の概要説明

2. 補助事業の進め方～各種申請・報告について～

3. 今年度の事務処理方針

① 事務処理の基本ルール

② 事業進捗管理の厳格化と事務処理の支援強化

③ 事業実施中の状況確認検査

④ 各種管理ツールの使用方法

⑤ 事務処理の優良事例紹介

4. 質疑応答

（第二部）

5. 支援制度の紹介

閉会
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開会挨拶

福島県商工労働部産業振興課

主幹兼副課長

中村敬
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1. 当補助事業の概要説明
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当補助事業では、浜通り地域等の産業復興を進めるため、補助を行います

基本情報

福島県浜通り地域等の早期の産業復興を実現するため、福島イノベ構想において重点的に取り組む分野について、実用

化・事業化を目指す地元企業等の研究開発等を支援します。

補助事業の目的

～当補助事業の位置づけ（赤枠）～

※補助事業対象期間は、研究開発中であることから、補助

対象となる製品やサービス、要素技術を用いて収益をあげ

ることは認められません。

浜
通
り
地
域

事務局体制

福島県又は管理業務委託団体（デロイト トーマツ

コンサルティング合同会社）が補助事業に関係する事

務や事業の進捗管理について、指導・助言を行います。

一次窓口は弊社事務局でお受けします。不明点や疑

問点があれば、随時、ご連絡ください。

＜お問合せ先＞

福島県地域復興実用化開発等促進事業費補助金

管理業務担当

（デロイト トーマツ コンサルティング合同会社内）

電話： 024-572-3352

メール： dtc_f_jitsuyoka@tohmatsu.co.jp

福島県

管理業務委託団体

デロイト トーマツ

コンサルティング

合同会社

（一次窓口）

事業者

進捗管理等

指導

助言

報告

相談

事務局体制図概要

基礎研究 実証
本格操業

（量産化）
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※地元企業等とは、福島県浜通り地域等に本社、

試験・評価センター、研究開発拠点、生産拠点等が

所在する企業等（登記や実施場所等によって確認）



今年度の交付申請から補助金交付までの流れは以下の通りです

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

今年度

事業

交付申請・

指令前着手申請

交付決定

事業実施

状況報告

中間ヒアリング

確定検査

補助金の交付

次年度

事業

継続提案

審査会

年間スケジュール
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◼ 交付申請書及び指令前着手申請書は、期限を待たずに速やかに、補助金申請システム「jGrants」から提出ください。

◼ 指令前着手承認又は交付決定があり次第、補助事業に着手できます。なお、交付決定は、県が交付申請を受理後30日程度かかります。

◼ 10月末までに、補助事業の進捗及び経費支出の状況を記した状況報告書を提出ください。

◼ 提出された状況報告を基に、補助事業の進捗及び事務処理の状況等について、中間ヒアリングを行います。

◼ 2月末までに、実績報告書及び関係書類を提出ください。2～3月に県の補助額の確定検査を受け、確定した補助額が3月末に交付されます。

◼ 令和5年度も継続して事業を行う事業者は、2月末までに継続事業の交付提案書を提出いただく予定です（時期に変更がある場合は、事前に連

絡します）。3月に審査が行われ、その後、結果が通知されます。

令和5年度の継続提案・審査会は

2月～3月を予定しています

新規事業

新規事業

継続事業、新規事業

速やかにjGrantsから申請ください
継続事業

継続事業

継続事業

状況報告を基に、審査委員による

中間ヒアリングを実施します



2. 補助事業の進め方

～各種申請・報告について～
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本パートでは、各種申請・報告の手続きについてご案内します。

手続きの詳細は県HP又は情報共有ツール（SharePoint）に掲載のマニュアルを参照ください。



交付申請の概要

事業着手にあたり、交付申請書及び関連資料を提出し、県の交付決定を受ける必要が

あります
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提出書類

◼ 交付申請書（様式第1号）

◼ 交付申請に必要な添付資料一式

◼ 交付提案時から変更が生じた書類と変更理由書

◼ 指令前着手承認申請書

◼ 債権者登録申請書及び通帳コピー（新規事業者、又は変更がある場合のみ）

事務局への提出期限
◼ 令和4年7月15日（金） 17時必着

※福島県の受付期限は7月22日（金）です。早期の事業着手に向けて期限を待たず速やかに提出してください。

提出方法 ◼ jGrants上で申請を受け付けます

留意事項

◼ 経費区分ごとに補助対象となる品目が定められています。事務処理マニュアルを確認し、補助対象外となる経費が含

まれていないか確認ください。

◼ 交付提案時に提出した書類から変更が生じた場合には、変更前・変更後の書類と合わせて変更理由書（任意様

式）を作成して提出してください。

◼ 交付決定には、交付申請書類の提出後から1か月程度の期間を要します。

◼ 交付決定を受ける前に事業を開始することは認められません。交付決定前に発注した取引や従事した人件費等は

補助対象外となります。

◼ 事業遂行上の理由により早期の事業着手を必要とする場合には、指令前着手承認規程を確認の上、交付申請書

とともに指令前着手承認申請書を提出ください。提出日は交付申請書提出日以降の日付としてください。「指令前

着手が必要な理由」は作業工程や時間軸を明確に示したうえで具体的に説明してください。

◼ 提出書類に不備がある場合、交付決定の時期が遅れる場合があります。事務局と事前に内容確認をしたうえで提出

することを推奨します。

交付申請

詳細は、別紙マニュアル

「新規提案・交付申請」

を参照ください

詳細は、別紙マニュアル

「新規提案・交付申請」

を参照ください



状況報告の概要

事業の進捗状況と経費の支出状況を報告するために、状況報告書類と合わせて経費ファ

イルを提出する必要があります

提出書類

◼ 状況報告書（様式第6号）

◼ 支出明細書（様式A）

◼ 投資効果（様式C）

◼ 経費ファイル（副本）※10月末日までに発生する経費書類一式

事務局への提出期限
◼ 令和4年10月21日（金） 17時必着

※福島県の受付期限は10月31日（月）です。期限に余裕をもって提出してください。

留意事項

◼ 連携申請の場合は、個社ごとに提出する必要があります。

◼ 状況報告書は事業進捗の中間資料として審査委員や県担当者が確認するものです。実用化開発の進捗状況が分

かるように、図や写真、データを用いて具体的、かつ、わかりやすく作成してください。

◼ 状況報告書に記載する支出状況は、提出済みの経費資料と整合していることを確認します。期限通りに提出されな

い場合は補助対象となりませんので、不備のないように準備を進めてください。
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状況報告

実績額は、経費一覧表の発注額との

整合を確認してください

提出方法

◼ jGrants上で申請を受け付けます

◼ 経費ファイルは、現物（副本）を事務局担当者に提出してください

※提出先：デロイトトーマツコンサルティング合同会社（補助事業管理業務委託団体）
住所：〒960-8031 福島県福島市栄町6-6 ユニックスビル7階

詳細は、別紙マニュアル

「状況報告の提出方法」

を参照ください



変更承認申請の概要

変更承認申請は、変更の必要性が生じた場合に、速やかに提出してください

なお、受付期限は12月末まで、大幅な減額を行う場合には10月末までに提出してください

提出書類
◼ 変更承認申請書（様式第2号）

◼ 変更前・変更後の支出明細書（様式A）

事務局への提出期限
◼ 令和4年12月末まで

※ ただし、大幅な減額を行う場合には状況報告（10月末）までに提出必須

変更承認申請書の

提出事由

◼ 事業内容を変更する場合

◼ 補助対象経費の20パーセントを超える減額変更がある場合

◼ 経費の区分間において±10パーセントを超える補助対象経費の流用増減がある場合（区分間流用）

◼ 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合

提出方法 ◼ jGrants上で申請を受け付けます

留意事項

◼ 変更承認申請書の提出後、承認までに1か月程度の期間を要します。区分間流用を行う場合等は、承認前に執行

した経費は補助対象外となりますので、余裕をもって申請書を提出するようにしてください。

◼ 変更承認申請書の提出事由に該当する場合は、変更承認（交付決定）を受けたうえで確定検査を迎える必要が

あります。事業終了間際に変更承認申請が必要にならないよう、計画的な執行をお願いします。
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変更承認申請

詳細は、別紙マニュアル

「変更承認申請の提出方法」

を参照ください



概算払請求の概要

概算払を必要とする場合には、1回に限り、交付決定額の1/2を上限に申請できます

必要書類と合わせて、請求金額の根拠となる経費ファイルを提出してください

提出書類

◼ 概算払請求書（様式第5号）

◼ 支出明細書（様式A）

◼ 資金計画書

◼ 経費ファイル（副本）※概算払い対象の経費書類一式
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概算払請求

提出方法

◼ jGrants上で申請を受け付けます

◼ 経費ファイルは、現物（副本）を事務局担当者に提出してください

※提出先：デロイトトーマツコンサルティング合同会社（補助事業管理業務委託団体）
住所：〒960-8031 福島県福島市栄町6-6 ユニックスビル7階

詳細は、別紙マニュアル

「概算払請求の提出方法」

を参照ください

実績額は、経費一覧表の支払済額と

の整合を確認してください

留意事項

◼ 概算払いの審査時には、申請書類と合わせて経費ファイルを確認します。対象とする経費項目について、事務処理マ

ニュアルに定める一連の書類が適切に整理された状態で事務局に提出するようにしてください。

◼ 概算払い請求額の対象は、納品・支払いが完了しており、経費書類を提出できる書類に限ります。分割納品・分割

払い等で役務や支払いの一部が完了していない場合は、認められません。

◼ 提出書類に不備が多い場合には受理されません。

◼ 概算払請求が県に受理されたのち、振込までに1か月程度の期間を要する場合がありますので、余裕をもって提出して

ください。



実績報告・精算払請求の概要

実績報告時には、実績報告書、精算払請求書等と併せて経費書類を取り纏めたファイル

の提出が必要です
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提出書類

◼ 実績報告書（様式第7号）

◼ 精算払請求書（様式第8号）

◼ 取得財産等管理明細書（様式第11号）

◼ 支出明細書（様式A）

◼ 投資効果（様式C）

◼ 経費ファイル（副本）※補助対象の経費書類一式

事務局への提出期限
◼ 令和5年2月17日（金）

※福島県の受付期限は2月28日（火）

提出方法

◼ jGrants上で申請を受け付けます

◼ 経費ファイルは、現物（副本）を事務局担当者に提出してください

※提出先：デロイトトーマツコンサルティング合同会社（補助事業管理業務委託団体）
住所：〒960-8031 福島県福島市栄町6-6 ユニックスビル7階

留意事項

◼ 実績報告書は、補助するに値する開発成果を生み出しているかを判断する根拠資料のほか、次年度の審査資料の

一部として扱われるため、補助事業の成果が把握できるよう、データや写真を用いて定量的かつ具体的に説明するよう

にしてください。なお、当初計画した内容は、未達成のものも含め、必ず記載して下さい。

◼ 次年度の継続提案作業と並行して実績報告の対応を進める必要があります。時間に余裕を持ってご対応ください。

◼ 記載が不十分又は書類に不備がある場合は、再提出が必要となりますので事務局の事前確認を受けた上で提出す

ることを推奨します。

◼ 必要書類等提出後に、福島県にて補助金額の確定検査を行い、問題がなければ補助金の支払いが行われます。

問題がある場合は、関連書類の修正が発生しますので、予めご了承ください。

実績報告

詳細は、別紙マニュアル

「実績報告・精算払請求の

提出方法」を参照ください

実績額は、経費一覧表の支払済額と

の整合を確認してください



確定検査の概要

確定検査では、「書面（経理）に関する検査」と「現物に関する検査」を実施します
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確定検査

確定検査の記載

～募集要領（抜粋）～

◼ 確定検査にあたっては、補助事業の対象となる経費にかかる帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して整理することが必要にな

ります。

◼ 確定検査には、現地での検査も含みます。検査では、開発した成果品や整備した施設・機械設備の確認等を行うことになります。

書面（経費）に関する検査

福島県が定めた交付要綱・募集要領・マニュアル等に従い、会計処理が正確、適法、妥当に実施されてい

るか検査を行う。

※提出いただく実績報告書や経費ファイル等を確認します。

現物に関する検査 開発した成果品や整備した施設・機械設備が実際に製作・管理されているか検査を行う。



現地確認の当日の進め方

現地確認は、2月中旬から3月上旬にかけて福島県の担当者が実施します

当日は、開発結果の報告と現物の検査を含め、約2時間程度かかります

実施方法（40分）

◼ 本年度の実用化開発結果について事業者より

報告いただく

使用する資料

◼ 実績報告書（2月実施で未作成の場合、

交付申請書、WBS、成果物管理表で代用）

◼ 成果物管理表

実施方法（60分）

◼ チェックリストをもとに、本事業の成果物や取得し

た施設・機械設備のすべてを目視で確認する

※必要に応じ写真や動画のチェックで代替する

使用する資料

◼ 成果物管理表

◼ 様式第10号「取得財産等管理台帳」

実施方法（10分）

◼ 現物に関する検査の総括を行う

使用する資料

◼ なし

3. 現物検査の

総括
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確定検査現地確認の実施概要

分類 内容

時期 2月中旬～3月上旬

担当者 福島県担当者

実施場所 浜通りにおける事業者の実用化開発拠点

現地確認の

実施方法

• 福島県担当者は、①補助事業者から実用化開発

結果の報告を受け、②現物に関する検査を行った後、

③不備不足等があれば追加提出依頼をするなど

総括を行います

• 連携提案は、複数事業者を一括で検査します

• 書面等で確認可能な成果品は、現地確認後に

確認することがあります

浜通り地域外

での現物確認

方法

• 現物や保管場所（ビル全体、入り口から保管部屋

まで）の写真又は動画が検査時にあること

• 全ての写真に同一担当者が映っていること

• 試作品等、動作確認が必要な成果物の場合は、

動画（担当者の操作映像含む）があること

1.実用化開発

結果の報告

2. 現物に関する

検査



成果物管理表

事業計画名
企業・団体名

WBS
No.

大分類
（最終成果物）

中分類
（中間生産物）

小分類
（作業工程）

ステータス 作成期日(予定) 作成期日(実績)

9 ▲▲システムの開発 ◆◆モジュールの開発委託 検証 未着手 1/29(金) -
- - - - - -
- - - - - -

■■のための▲▲システムの実用化開発
○○株式会社

成果物管理表をもとに、成果品が実際に存在するかを確認します

成果品の確認方法

成果物管理表をもとに本年度の成果が存在するかを確認

成果物管理表とは、作業を実施していく中で作成される成果物の管理表となり、申請書に記載されている最終的な成果物だけではなく、その過程で作

成される中間成果物も管理対象である。成果物管理表をもとに、成果が存在するか、内容が十分であるかを確認する。

＜文書が成果物のときの確認点＞

• 記載されている文書が存在するかを確認する(電子での提示も可)

• 文書が何の目的で作成されたものか、その目的を満たす内容であるかを

確認する(例えば、試験結果報告書であれば、試験の条件、内容、結

果等が記載されているかを確認)

＜モノが成果物のときの確認点＞

• 記載されているモノが存在するかを確認する(写真での確認も可)

• モノがどのような特徴を有するのか、動作をするのか事業者から説明を受

け、実際に動作をするか確認する(ハードウェアの場合、動画での確認も

可)

「現物確認チェックリスト」（別紙1）の検査ポイント

A-1. 進捗管理表（WBS）で完了となったタスクに関連する成果物(中間成果

物)はあるか

A-2. 研究資産として適正に管理されているか(粗雑に管理されていないか)

保管場所が決められておらず、乱雑に管理されていることがないか、研究資産とし

て適切な保管場所で管理されているか確認する。

A-3. 当補助事業以外に使用していないか

該当する成果物の実証試験等での使用実績を口頭で確認し、本補助事業以

外で使用されていないか確認する

成果物管理表(例)

成果物(例)

成果が実際に存在するか確認

15

確定検査



取得財産等管理台帳（様式第10号）を基に、取得した機械設備・施設等が適正に管

理されているかを確認します

本補助事業で取得した機械設備・施設等の確認方法

取得財産等管理台帳を基に取得した機械設備・施設等が適正に管理されているかを確認

取得財産等管理台帳（様式第10号）は、50万円以上(税抜)で取得した機械設備・施設等を管理する台帳です。取得財産は、補助事業者の所有

となります。当補助事業の目的に即した研究資産として適正に管理してください。取得財産は、補助事業終了後も、補助事業者が善良な管理者の注

意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければなりません。

「現物確認チェックリスト」（別紙1）の検査ポイント

B-1/C-1.研究資産として適正に管理されているか

研究資産として適切な保管場所で管理されているか確認する

B-2/C-2.当補助事業以外に使用されていないか

該当する設備の実証試験等での使用実績を口頭で確認し、本補助事業以外で使用

されていないか確認する

B-3.交付申請書の様式第1-5号に記載されたものか

交付申請書の施設等整備計画書に基づき設置された施設であるか確認する

C-3.他の設備等と明確に区別しているか

見える位置にラベルを貼付している等他の設備との区別がされているか確認する

B-4/C-4.規模は適切か

本補助事業における設置目的に適した規模であり、過剰な投資となっていないか確認

する

C-5.購入した機械設備は当該事業の計画に照らして十分に使用されているか

該当する設備の実証試験等での使用実績を口頭で確認し、当初計画に照らして十分

に使用されているか確認する(購入しただけではないことを確認)

C-6.改造の履歴についてその目的、内容が分かるように書類を整理しているか

改造を実施した場合、改造履歴・目的が明瞭な書類、改造前後の設備を記録した写

真等が管理されているか確認する

B-5/C-7.発注した内容と適合するか

管理台帳に記載の金額、取得年月日等の内容が、経費証憑の請求金額、検収日等

の内容と適合しているか確認する

※一部抜粋
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確定検査

※実物イメージは次頁を参照機械設備(例)

様式第10号

（例）



確定検査の際は、県の検査員が写真撮影するため、当該財産の付箋番号・案件名・取

得年月日が分かるように標識（案内表示）を用意してください

確定検査時の財産の提示方法（イメージ）

17

確定検査

補助事業で取得した財

産であることを示すシール

を添付してください

財産の経費一覧表上の付

箋番号・案件名・取得年月

日が分かるように標識（案

内表示）を用意してください

県の検査員が撮影する写真に

納まるよう配置してください
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（参考）「現物確認チェックリスト」（別紙1）

対象項

目
No 検査ポイント 確認する書類等

成果物

A-1 WBSで完了となったタスクに関連する成果物（中間成果物含む）はあるか 成果物

A-2 研究資産として適正に管理されているか(粗雑に管理されていないか） 成果物

A-3 当補助事業以外に使用していないか 成果物

施設

B-1 研究資産として適正に管理されているか(粗雑に管理されていないか） 補助事業で設置した施設

B-2 当補助事業以外に使用していないか 補助事業で設置した施設

B-3 交付申請書の様式第1-5号に記載されたものか 補助事業で設置した施設

B-4 規模は適切か（過剰投資となっていないか） 補助事業で設置した施設

B-5 発注した内容と適合するか 補助事業で設置した施設、契約書等

B-6
＜浜通り地域外の場合＞

施設全体及び、施設内の全間取りの写真があり、全写真に同一の担当者が写っているか（既存施設の一部を改

修又は新設した場合、既存施設の全体及び入り口から工事場所までの経路すべての写真があるか）

補助事業で設置した施設に係る写真

機械

設備

C-1 研究資産として適正に管理されているか(粗雑に管理されていないか） 補助事業で設置した機械

C-2 当補助事業以外に使用していないか 補助事業で設置した機械

C-3 他の設備等と明確に区別（見える位置にシールを貼り付ける等）しているか 補助事業で設置した機械

C-4 規模は適切か（過剰投資となっていないか） 補助事業で設置した機械

C-5 購入した機械設備は当該事業の計画に照らして十分に使用されているか（機器の使用履歴に問題がないか） 補助事業で設置した機械

C-6
購入した機械設備等に改造を加える場合、改造の履歴についてその目的、内容が分かるように書類を整理している

か（改造の前後の状態がわかるように写真等での記録も残しているか）
改造履歴・目的の分かる書類・写真

C-7 発注した内容と適合するか 補助事業で設置した機械、契約書等

C-8
＜浜通り地域外の場合＞

現物及び保管場所の写真に加え、保管施設全体の写真及び、入り口から保管場所までの経路すべての写真があり、

全写真において同一の担当者が写真を確認できているか

補助事業で設置した機械に係る写真等

C-9
＜浜通り地域外の場合＞

試作品等の成果物が浜通り地域外にある場合、担当者が操作している様子等、動作確認が十分にできる動画を

確認できているか

補助事業で設置した機械に係る動画等



3. 今年度の事務処理方針
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3-①. 事務処理の基本ルール

20



当補助事業では事務処理マニュアルに則り、適切な処理等を行う必要があります

事務処理方法

補助事業者は補助事業に係る費用の発生に当たって、価格の妥当性及び適切な経理処理等について、第三者に対し

合理的に説明・立証する必要があります。

基本的な

考え方

最終的な補助の可否は、事務処理マニュアルの考え方に基づき、事業終了後、県において判断します。解釈に不明瞭な

点がある場合、事務局に確認してください。

県が補助金として補助事業者に支払う金額は、補助事業終了後の確定検査において確定します。そのため、支払う金額

は交付決定額以下になる場合があります。

補助の判断

経理処理

当補助金は単年度事業であり、事業期間は交付決定がなされた年度の2月末日までとしています。

※本年度は、令和5年2月28日（火）まで

なお、事業が予定期間内に終了しないことが見込まれる場合には、あらかじめ事故（遅延）報告

書を県に対して提出し、指示を受ける必要があります。

①施設工事費 ②機械設備費 ③調査設計費 ④人件費 ⑤材料費等 ⑥外注費

⑦委託費 ⑧その他諸経費 ⑨間接経費

補助事業の経費については、帳簿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、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。適時適切に保管し、事務処理マ

ニュアルに沿ったまとめ方を行ってください。

なお、帳簿及び証拠書類について、補助事業の完了後5年間は、県の要求があったときに、いつで

も閲覧に供せるよう保存しておく必要がありますのでご留意ください。

補助

事業期間

補助事業の

対象経費

書類のまとめ方と

必要な添付書類
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事務処理マニュアルを熟読の上、各種ルールを順守してください

留意事項（1/2）

（管理）

◼ 補助事業において、取得し又は効用が増加した単価50万円（税抜）以上の機械、器具、設備及びその他財産は、

様式第10号を記帳整理し、補助事業者で管理してください。

◼ 取得財産は、補助事業者の所有となります。当補助事業の目的に即した研究資産として適正に管理してください。

◼ 取得財産は、補助事業終了後も、補助事業者が善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って

その効率的運用を図らなければなりません。

（処分）

◼ 取得財産の処分については、県の指示に従っていただきますので、事前にご相談下さい。委託先において、委託費で購

入した機械設備も補助事業者の所有となります。（委託先の所有となる場合でも処分制限財産となりますのでご注

意ください）

◼ なお、補助事業者は、取得財産を、補助事業期間終了後、財産処分制限期間中に、処分する場合には、様式第

12号により財産処分承認申請を行い、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額を県に納付する義務があります。

ただし、補助事業終了後、福島県浜通り地域をはじめとする県内の事業所において当該取得財産を用い、補助事

業の成果を活用した事業活動を行う場合は、当該額を県に納付する義務は負わないこととします。

取得財産等の

管理・処分

◼ 当補助事業の完了により収入がある場合、又は当補助事業の成果に基づき産業財産権等を取得し、その譲渡又は

実施権の設定、その他の成果を供与する場合には、交付要綱に基づき県に対してその旨の報告を行う必要があります。
【補助事業から生じた売上高算定時の留意事項】
※交付要綱様式第13号「実用化状況報告書」（別紙添付資料：単年度生産コストベース、累積投資ベース）参照

◼ 福島県浜通り地域をはじめとする県内の事業所において補助事業の成果を活用して事業活動を行い、当該事業活動
により売上を上げた場合、納付額算定式中の「補助事業に係る売上高」から、当該売上に相当する額は除く。

収益納付
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事務処理マニュアルを熟読の上、各種ルールを順守してください

留意事項（3/3）

当補助事業が完了した場合、事業の成果について、展示会や発表会などで発表を指示します。

当補助事業が完了後、事務局が当補助事業の成果の普及を図るため、展示会や発表会などの協力を要請する場合が

あります。その際は、最大限の協力を行っていただきますので、予めご了承ください。（交付要綱第24条）

成果の発表

当補助事業において支払った消費税に対して補助金を交付している場合、補助金に係る消費税の仕入控除税額が発生

することがあります。この場合、消費税の確定申告終了後速やかに報告することが必要です。

消費税仕入控除税額が確定し、補助事業者からの報告を受けた場合には、当該消費税仕入控除税額に係る補助金

の返還を命じることとなります。

消費税

仕入控除税額

追跡調査として、補助事業の完了後5年間は、その後の実用化・事業化の進捗状況や技術開発・実証成果の波及効

果、特許等の出願・実施許諾等の状況等について所定の様式により、報告することが必要です。

また、必要に応じて県が行う本事業に関する調査に最大限の協力をいただきますので、予めご了承ください。

事業完了後の

追跡調査への協力
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3-②. 事業進捗管理の厳格化と事務処理の支援強化

24
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事業実施及び事務処理上の課題と対応方針

事業計画通りの事業実施や適切な事務処理がなされないケースが散見されたため、事業

進捗管理を厳格化するとともに、事務処理の支援を強化します

事業計画通りの
事業実施

適切な事務処理
による計画通りの
補助金受領

◼ 大幅な計画変更や減額

◼ 対象外経費の計上

◼ 計上先経費区分の誤り

◼ 経費書類の不備・不足

◼ 経費書類の提出遅延

あるべき姿 過年度からの課題 今年度の対応方針

➢ 経営状態悪化による事業

規模縮小、成果物の変更

➢ 配置転換や採用の遅延、

病欠や退職等による研究

開発体制上の欠員

➢ 情勢変化による資材調達

計画見直し 等

➢ 事務処理ルールの理解不足

➢ 不十分な事務処理体制

発生原因

✓ 中間ヒアリングにて計画達成見込み等を検証します

（実施日程や方法等は後日ご連絡します）

• 実用化達成基準に対する実績値、課題、課題に対

するアプローチの実施状況

• 経費の費消状況、資金調達状況

• 研究開発体制、事務処理体制の状況等

✓ 進捗管理表(WBS)で重点事項の記載を確認します

• 研究開発体制（増員/減員）の予定

• 単価500万円（税抜）以上の高額な発注

• 事務局への経費書類の提出日

✓ 事務処理支援ツール及び情報を提供します

• 改訂版の事務処理マニュアル

• 経費区分ごとのセルフチェックリスト

• 提出済資料を確認可能な中表紙

• 各種理由書の記載例

• 実践可能な事務処理優良事例

✓ 事務処理リスクを見える化し、早期改善を促します

• 提出書類の不備・不足や期限超過等の検査結果を

定量的にフィードバックし、改善策を提案

• 提出期限を超過した経費を補助対象外とするルール

を運用

12月～2月に発覚し、

急遽対応せざるを得ない

ものは、特に問題あり



事務処理マニュアルの主な改訂箇所

事務処理マニュアルを6月に改訂しました。最新版及び改訂箇所の新旧対応表は、

県HP又は情報共有ツール（SharePoint）からダウンロードして確認してください

26

P.6「経理処理」において経費書類の提出期限を設定

（5）その他の基本事項

• 原則、証憑類に関しては発行又は受領してから1か月以内に提出してください。事務局又は県から提出指示を受けたにも

関わらず、期限までに提出がない場合には、補助対象外とするよう指示する場合があります。

03

「経理処理の方法～よくある質問集～」に事案を追記

• 人件費、材料費、外注費、その他諸経費（旅費、補助員費）
02

P.15「経理書類のまとめ方と必要な添付書類」を改善

（3）留意事項

1.事業開始時に各経費一覧表ファイルは県HP又は情報共有ツール

（SharePoint）から最新のファイルを取得してください。

2.証憑の記載内容（金額、日付等）を経費一覧表へ記載する場合は、

証憑の該当箇所をマーカー等でハイライトするようにしてください。

3.申請する経費は、（経費ファイルのまとめ方）に従い、案件ごとに中表紙を

付けるとともに、セルフチェックリストを基に不備がないことをダブルチェックした

うえで事務局に提出してください。

4.中表紙のひな形やセルフチェックリストは、県HP又は情報共有ツール

（SharePoint）から取得して使用してください。

01

事務処理マニュアルは、当補助事業に係る経理処理及び検査等を実施する際に準備しておくべき資料等に

ついての基本事項を定めています。円滑な事業実施のために、本マニュアルに従い、適切な事務処理に努めて

ください。なお、本マニュアルは適宜改訂されることがありますので、県が公開する最新版を参照してください。

（経費ファイルのまとめ方）
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情報共有ツール

情報共有ツール、SharePoint（DOL：Deloitte OnLine）によって、事業進捗の共有

や管理ツール、経費書類のバージョン管理等を行います

管理ツール例

従事実績報告書

経費一覧表

セルフチェックリスト

情報共有ツールの実現イメージ

ペーパーレス

書類のバージョン管理

SharePoint

福島県

事業者 事務局

最
新
情
報
の
確
認

メールやり取りの廃止

状況管理4表

必須

任意 ※書類（紙）での提出は必須です

事業実施



3-③. 事業実施中の状況確認検査
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補助事業の進捗状況等を確認するために、状況確認検査を実施します

状況確認検査の位置づけ

＜要領における状況確認検査の記載＞

県または管理業務委託団体が各種の状況確認（進捗状況、課題、成果、経理処理状況等）を月1回程度実施します。なお、本検査は、事業者の

状況に応じて頻度を増減する場合があります。

本記載を踏まえ、状況確認検査では、補助事業者が作成する各管理ツールに基づき、下記の検査を行います。

29

事業実施

今後の経費支出に関する

検査（確認）

年度末の交付金支払いに向け、経費の支出予定を検査（確認）します。

なお、特に施設工事費や機械設備費において高額の発注を予定している場合には、

具体的な発注計画を確認します。

現物に関する検査
開発した成果品や整備した施設・機械設備が実際に製作・管理されているか検査を

行います。

事務処理に関する

検査

県が定めた交付要綱・募集要領・事務処理マニュアル等に従い、会計処理が適法・

正確・妥当に実施されているか検査を行います。

実施状況に関する

検査
計画通り成果を出せるか、プロジェクトの進捗や課題管理の状況等の検査を行います。

経費費消状況表

成果物管理表

経費一覧表等

進捗管理表（WBS）、

課題管理表

実施概要 主な管理ツール



状況確認検査の流れ

初回面談時は、今後の進め方を説明するとともに、管理ツールの使い方を個別解説します

2回目以降の面談時から本格的な状況確認検査を実施します

進め方の説明／管理ツールの作成指導

状況確認の実施／経費書類の取りまとめ支援

円滑な確定検査（最終目標）

＜初回の検査時＞

• 状況確認面談の検査ポイントや、流れを説明

（経費書類の取りまとめ支援方法も合わせて説明）

• 管理ツール（詳細は次ページ以降参照）の作成状況を確認し、

必要に応じて使い方を個別に解説します

• 浜通り内の実用化開発場所を確認

＜2回目以降の検査時＞

• 管理ツールをもとに状況確認検査を実施

• 昨年度の不備状況を踏まえ、事業者先で経費書類の取りまとめ支援を

実施

※ 必要に応じて福島県担当者も同席

Start

Goal

30

事業実施



3-④. 各種管理ツールの使用方法
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進捗管理表(WBS)

事業計画名
企業・団体名

開始日 終了日 開始日 終了日

1 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

要件定義 要件定義書の作成 XX 完了 7/1(水) 7/6(月) 7/1(水) 7/6(月)

2 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

要件定義 課内レビュー XX 進行中 7/7(火) 7/8(水) 7/7(火)

3 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

要件定義 課内承認取得 XX 未着手 7/9(木) 7/10(金)

4 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

見積取得 情収収集/分析 XX 課題あり 7/7(火) 7/13(月) 7/7(火)

5 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

見積取得 ○社の見積もり取得 XX 保留 7/14(火) 7/17(金)

6 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

委託先との調整 ・・・ XX 未着手 7/20(月) 7/24(金)

7 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

発注処理 ・・・ XX 未着手 7/27(月) 7/28(火)

8 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

検証 ・・・ XX 未着手 1/28(木) 1/29(金)

9 ▲▲システムの開発
◆◆モジュールの開
発委託

納品処理 ・・・ XX 未着手 2/1(月) 2/1(月)

10 ▲▲システムの開発
◇◇モジュールとの
連動テスト

-

実績
備考（前提条件等）

■■のための▲▲システムの実用化開発
○○株式会社

No.
大分類

（最終成果物）
中分類

（中間生産物）
小分類

（作業工程）
作業内容

（タスク、課題対応）
担当者 ステータス

予定

事業計画の確実な遂行のため、進捗管理表（WBS）を作成して事務局と共有してくだ

さい

進捗管理表（WBS）とは

計画した成果を得るために必要な作業内容を洗い出し、進行状況を把握し、必要に応じて作業の見直しを行うための管理表です。

進捗管理表（WBS）の概要と使用方法

＜WBSの使用方法＞

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

事業計画名と御社名を記載してください

交付申請書に記載のある「成果物」を創出するために必要な作業を記載してください

作業内容は、事業進捗を管理するために、担当者レベルで作業内容が確認できる粒度で記載してください

未着手/進行中/課題あり/完了等から選択してください

作業の予定と実績を記載してください

前提条件や関連性があるタスクがあれば記載してください

32
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A

B

C

D

E

下記3点も管理対象として記載してください

◼ 研究開発体制（増員/減員）の予定

◼ 単価500万円（税抜）以上の高額な

発注

◼ 事務局への経費書類の提出日



課題管理表

事業計画名
企業・団体名

課題
No.

対応WBS
No.

課題概要 対応策 対応状況 備考(他タスクへの影響やその他特筆事項等) ステータス

-

1 4

昨今の○○のため、希望納期で対
応可能な事業者が見つからない

・□□に探索範囲を広
げ、再度調査を行う。
・過去に類似の案件を
行った△△部に照会を
かける。

<2020/7/10>
・△△部に問合せ。XX
社の情報を入手。

-

対応中

2
3

■■のための▲▲システムの実用化開発
○○株式会社

課題とその対応状況の把握のため、課題管理表を作成して事務局と共有してください

課題管理表とは

課題管理表とは、以下のいずれかに該当する場合に取り組むべき対策をまとめる管理表です。

＜課題の定義＞

①進捗が遅延している／遅延リスクがある

②想定外の問題が発生している

③事務局からの指導助言を受けた事項がある

④その他特筆すべき事項がある

課題管理表の概要と使用方法

＜課題管理表の使用方法＞

ⒸⒷⒶ Ⓓ Ⓔ

A 進捗管理表（WBS）上で課題の発生しているタスクのNo.を入力してください

B 課題が生じている要因および今後の影響を記載してください

C 課題を解決するために必要となる具体的な対応策を記載してください

D 進捗状況と今後の見込みについて記載してください

E プルダウンで「対応中」/「完了」のいずれかを選択してください
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成果物管理表

事業計画名
企業・団体名

WBS
No.

大分類
（最終成果物）

中分類
（中間生産物）

小分類
（作業工程）

ステータス 作成期日(予定) 作成期日(実績)

9 ▲▲システムの開発 ◆◆モジュールの開発委託 納品処理 未着手 2/1(月) -
- - - - - -
- - - - - -

■■のための▲▲システムの実用化開発
○○株式会社

補助事業の最終成果物やその中間生産物を確認するため、成果物管理表を作成して事

務局に報告してください

成果物管理表とは

作業を実施していく中で作成される成果物の管理表となります。

なお、交付申請書で記載いただいた最終的な成果物に加え、その過程で作成される成果物も管理対象としており、現物検査で使用します。

成果物管理表の概要と使用方法

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ
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＜成果管理表の使用方法＞

最終成果物又は中間生産物が出来上がる「WBS No.」を記載してください

AのWBS No.に紐づく情報（B～F）が自動で入力されます

A

B~F

Ⓕ



経費費消状況表

事業計画名
企業・団体名

【予算】　※人件費以外は、原則、発注ベースで記載ください (単位：円)
経費区分 合計 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

①施設工事費 50,000,000 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0
②機械設備費 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0
③調査設計費 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0
④人件費 43,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000
⑤材料費等 1,500,000 0 0 0 500,000 500,000 500,000 0 0 0
⑥外注費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⑦委託費 7,000,000 0 4,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0
⑧その他諸経費 11,800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,300,000

合計 128,300,000 5,200,000 24,200,000 8,200,000 55,700,000 5,700,000 8,000,000 7,500,000 7,500,000 6,300,000
間接経費 6,415,000 260,000 1,210,000 410,000 2,785,000 285,000 400,000 375,000 375,000 315,000

経費総計 134,715,000 5,460,000 25,410,000 8,610,000 58,485,000 5,985,000 8,400,000 7,875,000 7,875,000 6,615,000

【実績（金額）】　※発注済は見込として実績に含む (単位：円)
経費区分 合計 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

①施設工事費 48,000,000 0 0 0 48,000,000 0 0 0 0 0
②機械設備費 8,149,272 0 8,149,272 0 0 0 0 0 0 0
③調査設計費 4,395,808 0 4,395,808 0 0 0 0 0 0 0
④人件費 40,613,004 4,643,469 1,461,420 3,475,694 4,080,829 6,130,393 2,114,359 6,066,068 4,032,640 8,608,131
⑤材料費等 1,285,685 0 0 0 76,203 800,996 408,486 0 0 0
⑥外注費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
⑦委託費 6,399,192 0 3,637,878 2,761,314 0 0 0 0 0 0
⑧その他諸経費 10,188,968 1,778,429 1,478,645 472,853 501,315 757,023 1,022,960 1,992,557 1,207,863 977,321

合計 119,031,929 6,421,899 19,123,023 6,709,862 52,658,347 7,688,411 3,545,805 8,058,625 5,240,503 9,585,452
間接経費 6,030,058 321,095 1,023,897 335,493 2,654,107 369,371 181,866 402,931 262,025 479,273

経費総計 125,061,987 6,742,993 20,146,921 7,045,355 55,312,454 8,057,782 3,727,671 8,461,557 5,502,529 10,064,725

【実績（割合）】 (単位：％)
経費区分 合計 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

①施設工事費 96% - - - 96% - - - - -
②機械設備費 81% - 81% - - - - - - -
③調査設計費 88% - 88% - - - - - - -
④人件費 94% 116% 37% 87% 102% 153% 35% 101% 67% 172%
⑤材料費等 86% - - - 15% 160% 82% - - -
⑥外注費 - - - - - - - - - -
⑦委託費 91% - 91% 92% - - - - - -
⑧その他諸経費 86% 148% 123% 39% 42% 63% 68% 133% 81% 75%

合計 93% 123% 79% 82% 95% 135% 44% 107% 70% 152%
間接経費 94% 123% 85% 82% 95% 130% 45% 107% 70% 152%

経費総計 93% 123% 79% 82% 95% 135% 44% 107% 70% 152%

■■のための▲▲システムの実用化開発
○○株式会社

事業経費の計画的な費消のため、経費費消状況表を作成して事務局と共有してください

経費費消状況表とは

経費の予算／実績を月毎に記入いただき、計画的な経費費消が行えているかを確認する管理表です。

経費費消状況表の概要と使用方法

＜経費費消状況表の使用方法＞

Ⓐ

Ⓒ

Ⓑ
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A

B

C

様式A等を参照して、月毎の

補助対象経費の「予算」を記

載してください

月毎の補助対象経費の

「実績」を記載してください

予算の費消状況に計画と乖

離がある場合や予算計画を

見直す必要がある場合には

事務局と相談してください

実績額は、経費一覧表の発

注額との整合を確認してくだ

さい



・・・

見積書等

36

毎月の事務処理及び検査フローの概要

毎月、事務処理に係る検査を行いますので、検査前までに、県が定めた事務処理マニュア

ル等に従い、書類の準備をお願いします

◼ 経費書類準備

➢ 発生した経費の書類は、事務処理マニュアル（令和4年

6月改訂版）に従い、適時適切に取りまとめてください

①経費が発生した都度、正しい経費区分の経費一覧表に

案件名等を記載してください

②経費一覧表の案件(付箋番号)ごとに中表紙を付けてください

③書類不備や記載ミス、提出期限超過等が無いことを

セルフチェックリストを用いてダブルチェックしてください

④証憑から経費一覧表に転記する内容（日付・金額等）は、

証憑にマーカーでハイライトしてください

➢ 事務局へ各証憑の発行月の翌月末までに提出がない場合、

当経費は補助対象外となります

作業イメージと留意事項

◼ 書類準備（及び前回指摘の対応）

➢ 前回の検査において事務局から指摘を受けた内容は、次月の検査までに適切に対応いただきます

◼ 状況確認検査

➢ 月1回程度、事業進捗の確認と、経費書類の検査を実施します

➢ 感染症対策で移動制限がある場合等、オンラインでの検査を行う場合があります

➢ 提出書類に不備がある場合は、次月までに対応すべき事項を事務局から指示します

◼ 状況確認検査

➢ 前回の指摘事項の確認を含め、状況確認検査を実施します

スケジュール

書類準備

書類準備 ＋

前回の指摘対応

状況確認検査

（N月）

状況確認検査

（N+1月）

仕様書

理由書

チェックリスト

○○費

経費一覧表

1

○○規程

○

○

費

○○費

①
②
③

④

事業実施
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経費一覧表の概要と使用方法

経費が発生した都度、正しい経費区分の経費一覧表に案件名等を記載してください

経費一覧表とは

経費区分ごとに補助対象経費として支出した内容について、証憑を基に記入し、一覧化して管理する表です。

＜経費一覧表の使用方法＞

A 事務処理マニュアルを確認し、正しい経費区分の一覧表に記載してください

B 各経費の管理項目ごとに、証憑等を基に必要事項を記入してください

C 各書類の提出期限超過により補助対象外となった場合に赤く表示されます（自動表示）

Ⓐ

Ⓑ

Ⓓ

事業実施

D 各書類の提出状況に応じてステータスが表示されます（自動表示）

Ⓒ
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中表紙の概要と使用方法

経費書類を適切に整理するため、経費区分及び経費細目ごとに、必ず中表紙を作成し、

対応するインデックスを付けてください

中表紙とは

経費区分及び経費細目ごとの先頭に付ける表紙のことです。対応するインデックスを付けることで、内容をチェックする際の検索性を高めます。

事業実施

＜中表紙の使用方法＞

A 経費区分ごとに作成し、各経費区分の先頭に挟み込んでください

B 経費細目ごとに作成し、各経費細目の先頭に挟み込んでください

・・・

見積書等

仕様書

理由書

チェックリスト

○○費

経費一覧表

1

○○規程

○

○

費

○○費

○

○

費

○

Ⓐ 経費区分の中表紙 Ⓑ 経費細目の中表紙

必要な資料が挟み込ま

れているか確認してください

経費区分名の

インデックスを付け

てください

必要な資料が挟み込ま

れているか確認してください

経費一覧表の

付箋番号に対応

したインデックスを

付けてください
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セルフチェックリストの概要と使用方法

セルフチェックリストを用いて、書類不備や記載ミス、提出期限超過等が無いことをダブル

チェックしてください

セルフチェックリストとは

経費ごとに、適切な管理を行えているかを自ら確認するためのチェックリストです。主に、①経費一覧表の記載内容が正しいか、②必要な証憑や書類が

揃っているか、③提出期限内に提出できるか等をダブルチェックいただきます。事務局へ経費を提出する際にはダブルチェック済のものを添付してください。

事業実施

Ⓐ

Ⓑ

Ⓑ

＜経費一覧表の使用方法＞

A 経費区分ごとのセルフチェックリストに記載してください

B チェックした担当者名と確認日を記入してください。ダブルチェックのため、チェックは2名以上で行ってください。

C 経費ごとに、事務処理マニュアル、経費一覧表及び証憑等を参照して必要事項を記入してください。必要に応じて理由書を作成してください。

D チェック欄が「×」の場合は、必要な対応を確認してください。事業者チェック欄を「○（又は－）」にして事務局へ提出してください。

Ⓓ



N月

事

務
局

事

業
者
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ト
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毎月の事務処理及び検査フローの詳細（1/2）

各経費は、必ずセルフチェックを行い、指定の期限までに事務局へ提出してください

検査で指摘された事項は、次月の検査までに必ず修正対応してください

⑧経理書類

の提出

N-1月分の

経費一覧表

(状況確認及び)

経理書類検査

①証憑を準備

N-1月分の

セルフチェック

リスト

②証憑に基づき

経費一覧表を作成

③証憑・経費一覧

表の内容を確認Ⅰ
⑤証憑・経費一覧

表の内容を確認Ⅱ

④不備を

修正

⑥不備を

修正

⑦証憑を

ファイリング

N-1月分

セルフチェック

リスト

N-1月分の

経費一覧表

N-1月分の

経費証憑

N-1月分の

経費証憑

事業者内ダブルチェック

N-1月分の

経費証憑

N-1月分の

経費一覧表

N-1月分の

経費証憑

N-1月分

セルフチェック

リスト

N-1月分の

経費一覧表

N-1月分の

経費証憑

N-1月分

セルフチェック

リスト

N-1月分の

経費一覧表

N-1月分の

経費証憑

セルフチェックリストは

各付箋番号ごとに作成

のうえファイリングしてください

例）

不備あり 不備あり

不備なし 不備なし

経費書類の作成

①経費の証憑
(仕様書や発注
書等)を正本・
副本の２部

作成してください

②証憑の情報
(発注先、金額
な、日付等)を
経費一覧表へ
記載してください

③セルフチェック

リストを用いて、

証憑不足や経

費一覧表記載

不備を確認して
ください

④不備・不足を
検知次第、

経費一覧表や

証憑を修正して
ください

⑤セルフチェック

リストを用いて、

不足証憑や経

費一覧表記載

不備を別の担

当者が確認して
ください。

⑥不備を検知

次第、経費一

覧表や証憑を
修正してください

⑦経費一覧表、

セルフチェックリスト

及び証憑をパイプ

式ファイルへファイリ
ングしてください

⑧副本を事務局へ提
出ください

経費一覧表は
SharePointにもアップし
てください

正本・副本2冊作成し、
副本を事務局へ提出

してください

経費一覧表に転記する内容

（日付・金額等）は、証憑に

マーカーでハイライトしてください

各証憑の発行月の翌月末ま

でに事務局へ提出がない場合、

当経費は補助対象外となります

事業実施
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検査結果

の通知
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毎月の事務処理及び検査フローの詳細（2/2）

各経費は、必ずセルフチェックを行い、指定の期限までに事務局へ提出してください

検査で指摘された事項は、次月の検査までに必ず修正対応してください

⑨不備の修正

N-1月分の

経費一覧表

N-1月分

セルフチェック

リスト②

⑩証憑・経費一覧

表の内容を確認Ⅰ
⑫証憑・経費一覧

表の内容を確認Ⅱ

⑪不備を

修正

⑬不備を

修正

N-1月分の

セルフチェック

リスト②

N-1月分の

経費一覧表

N-1月分の

経費証憑

N-1月分の

経費証憑

事業者内ダブルチェック

不備あり 不備あり

不備なし 不備なし ⑮経理書類

の提出
⑭経理書類

の作成

経費の書類修正

N月分
セルフチェック

リスト

N月分の

経費一覧表

N月分の

経費証憑

N月分

セルフチェック

リスト

N月分の

経費一覧表

N月分の

経費証憑

N-1月分の

セルフチェック

リスト②

N-1月分の

経費一覧表

N-1月分の

経費証憑

前月修正分

(状況確認及び)

経理書類検査

セルフチェックリストは

新たに作成のうえ、

ダブルチェックを実施してください

繰り返し実施

⑨セルフチェック

リストの事務局

チェック欄「×」項

目について、「必

要な対応」を確

認し不備を修正
してください

⑩セルフチェック

リストを用い、証

憑不足や経費

一覧表記載不

備を最初から確
認してください

⑪不備を検知

次第経費一覧

表や証憑を修正
してください

⑩セルフチェック

リストを用い、証

憑不足や経費

一覧表記載不

備を別の担当者

が最初から確認
してください。

⑪不備を検知

次第経費一覧

表や証憑を修正
してください

⑭前ページの①-⑦
を参考にN月分の
経費書類を準備し
てください

⑮N-1月の修正分と
N月の新規分を合わ
せて提出してください

正本・副本2冊作成し、副本
を事務局へ提出してください

事業実施
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経費の提出期限と補助対象の判断

発注書、納品書、請求書、従事実績報告書、銀行振込受領書は、発行日付の翌月末

までに事務局で提出を確認できない場合は、原則、補助対象外となります

◼経費締め処理の段階と提出タイミング

◼発行日付の翌月末までに提出している

補助対象

◼発行日付の翌月末までに事務局で確認できない

補助対象外

※経費締め処理後の遡り・変更は原則認めません。遡って変更する場合は、理由書を添付してください。

発行日付（又は受領日付※）から1か月以内に提出してください。

発行日付の翌月末までに事務局で確認できた書類のみ受け付けます。

発注

(請書)

納品

(検収)

支払・振込受領

発注で締める

⇒事務局へ提出

納品・請求で締める

⇒事務局へ提出

支払で締める

⇒事務局へ提出

仕様

作成

見積

取得

請求

※受領日は、証憑上に受領日が印字されている場合のみ有効です

従事実績で締める

⇒事務局へ提出

支払で締める

⇒事務局へ提出

従事実績報告

・出勤簿等

支払・振込受領

人件費・補助員費以外 人件費・補助員費

事業実施
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事務処理検査結果のフィードバック事項

事務処理検査結果として、①セルフチェック無し、②ルールの理解不足、③記載ミス・不備、
④提出期限超過の実数をカウントし、必要に応じて事務処理体制の改善提案をします

セルフチェックリストの

未提出経費数をカウント

セルフチェックリストへの

修正コメントをカウント

経費一覧表への記載

ミスや書類不備等につい

てセルフチェックリスト上
の誤り「×」数をカウント

①セルフチェックの実施無し

③記載ミス・不備

②事務処理ルールの理解不足

④提出期限超過

経費一覧表の期限超
過数をカウント

事務処理の実施体制

経費処理が必要な金額・件数、

に応じて、事務処理ルールを理

解している要員を確保できてい
るかを確認

事業実施



事務局からの改善提案や指導にも関わらず、不適切な事務処理が改善されない場合は

厳しく取り締まりを行います

不適切な事務処理が継続される場合の対応方針

◼ 不明点や疑問点があれば、随時事務局までご連絡ください。電話や

メールのほか、オンラインビデオ会議ツール等で回答し、解説をします

◼ 情報共有ツール（SharePoint）を活用して経費書類の効率的な管

理環境を提供します

◼ 提出済み書類を確認可能な中表紙やセルフチェックリストを提供する

ことで自己点検可能な環境を構築します

◼ 事務処理検査の結果を毎月フィードバックするとともに、必要に応じて

事務処理体制の改善提案をします

事務局としての支援方針
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背景

◼ 事務局からの再三の指導にもかかわらず、経費書類の提出遅延や杜

撰な事務処理が改善されない事業者が存在し、確定検査に支障を

きたすケースが散見された

◼ 事務局からの再三の指導にもかかわらず、事務処理の改善が見られない場合や悪質と判断される場合には、福島県に報告するとともに、次年度の

継続審査の際に管理体制の不備として申し送ることとします

◼ 悪質と判断される場合には、交付決定取消等の厳しい処分を科されることもあります

事業実施



不明点や疑問点があれば、随時、電話やメール等で事務局までご連絡ください

事務局では、補助事業者の皆様のお困りごとを速やかに解決できるよう努めます

お問合せ先

45

留意事項

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

福島県地域復興実用化開発等促進事業費補助金管理業務担当

電 話： 024-572-3352（事務局代表）

メール： dtc_f_jitsuyoka@tohmatsu.co.jp（事務局共有）

不明点や疑問点は放っておかず、速やかに解決しておくことが肝要です。

随時、電話やメール等で事務局までお問い合わせください。

◼ 電話でのお問い合わせの場合

✓ 事務局内には、採択された補助事業者様1社ごとに1名以上
の担当がおります。
事務局内の貴社担当の携帯電話までご連絡ください。
基本、業務時間（9:00～18:00）内にお願いします。

✓ 貴社担当につながらない場合は、左記の事務局代表電話まで
おかけください。

◼ メールでのお問い合わせの場合

✓ 事務局共有メール（ dtc_f_jitsuyoka@tohmatsu.co.jp ）は、
事務局メンバー全員が閲覧できるメールアドレスです。

✓ 事務局内の貴社担当者宛でも、左記の事務局共有メールをCC
に入れてご連絡ください。確認や対応の漏れを防ぐことがで
きます。

事業実施



3-⑤.事務処理の優良事例紹介
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事務処理の優良事例紹介（1/2）

円滑な事務処理を実現するためには、①事務処理ルールの理解、②適切な体制での事務

処理の実施、③セルフチェックの徹底、④必要に応じた外注の有効活用 が重要です

分野 事業者名 事業区分 円滑な事務処理につながったポイント

ロボット・

ドローン

アルプス

アルパイン
大企業

①事務処理

ルールの理解

✓ 事務処理担当者が異動する際に制度内容・事務処理マニュアル等の引き継ぎをしてい

るため、担当が替わっても予めルールを理解して対応できた

✓ 社内手続により書類提出が期限に間に合わない懸念が生じた際は、事務局に予め相

談していた（例：確定検査に向けた書類提出日程は、12月の検査時に相談した）

②適切な体制

での事務処理

✓ 毎年多数の経費書類を提出する必要があったが、経費区分ごとに担当者を割り当てる

など適切な体制をとっているため、提出遅延や記載ミス等無く対応できた

✓ 人件費を数十人規模で計上しているが、社内のバックオフィス担当部署と連携の下、

適切な体制で事務処理を行っていた

③セルフチェック

の徹底
－

④外注の有効

活用
－

福島三技協
中小企業

（地元）

①事務処理

ルールの理解

✓ 事務処理マニュアルや事務処理説明会の資料を読み込み、初回面談時に質問を予

め用意して、事業の早期のタイミングで不明点を解消した

✓ 不明点がある場合には面談時以外でも事務局に電話やメールで問い合わせしていた

②適切な体制

での事務処理

✓ 事業担当者とは別で経理担当者を配置し、経理担当者と事業担当者との間で適時

情報連携及びコミュニケーションを行っていたため、年度末の成果の追い込みのタイミン

グにおいても、適切に経理処理を進められた

③セルフチェック

の徹底

✓ 事務局に提出する資料は、事務処理マニュアルに定められている通り、提出証憑のセル

フチェックを行い、確認箇所にハイライトをしていた

✓ 事務局に提出済み書類を自社で再チェックを行っており、ミスを発見した際は、自ら修

正の申し出を行っていた

④外注の有効

活用
－

事業実施
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事務処理の優良事例紹介（2/2）

円滑な事務処理を実現するためには、①事務処理ルールの理解、②適切な体制での事務

処理の実施、③セルフチェックの徹底、④必要に応じた外注の有効活用 が重要です

分野 事業者名 事業区分 円滑な事務処理につながったポイント

エネルギー・

環境・

リサイクル

福島エコクリート
中小企業

（地元）

①事務処理

ルールの理解

✓ 事務処理マニュアルや事務処理説明会の資料を読み込み、事業の早期のタイミングで

不明点を解消した

✓ 不明点について、状況確認検査の月次面談を待たず、電話やメールで事務局に頻繁

に問合せしていた

②適切な体制

での事務処理

✓ 事業担当者以外に事務処理担当者を配置していたため、複数事業を並行して推進し

多忙な中でも大きな遅延なく事務処理を行うことができた

✓ 事務処理担当者は、既存事業において類似経験のある人材を配置しており、ルールを

理解をしたうえで対応していた

③セルフチェック

の徹底

✓ 視線の異なる2者（事業担当者⇔事務処理担当者）で提出前書類の最終確認を

していた

④外注の有効

活用
✓ 補助金の事務処理に知見のある外部コンサルタントに助言を受けていた

航空宇宙
インタ―ステラ

テクノロジズ
ベンチャー

①事務処理

ルールの理解

✓ 不明点について、面談時以外でも事務局の担当に電話やメールで問い合わせしていた

✓ 社内手続により書類提出が期限に間に合わない懸念が生じた際は、事務局に予め相

談していた

②適切な体制

での事務処理

✓ 事業担当者とは別で経理担当者を配置しており、年度末の成果の追い込みのタイミン

グにおいても適切に経理処理を進められる体制をとっていた

③セルフチェック

の徹底
✓ 不明点について、事務処理マニュアルの「よくある質問集」を活用して解決していた

④外注の有効

活用

✓ 事業担当者とは別でCFOを経理担当者として配置していたが、業務多寡により対応で

きていなかったため、事務処理を外注した。外注先は、補助金の事務処理実務を経験

しており、知識理解があったため、その後の事務処理で挽回できた

✓ 社内の経理システムで証憑等をクラウド管理をしており、証憑等の授受を経理外注先

とスムーズに引き渡していたほか、相互の事務所が近接しており密なコミュニケーションも

可能だった

事業実施



【参考となる優良事例紹介】

インタ―ステラテクノロジズ株式会社
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地域復興実用化開発等
促進事業費補助金
事務処理事例紹介

2022/06/30

1

インターステラテクノロジズ株式会社

株式会社SpacesPlus

植松千春
インターステラテクノロジズ(株)
社長室 室長

2016年 新卒で入社
2018年 観測ロケットMOMO PM
2020年 経済産業省委託事業PRJ担当
2021年 社長室室長(現在)

眞鍋智光
（株）Spaces Plus 代表取締役
大学卒業後、（株）北陸銀行に入行。主に法
人融資を担当。2011年にUターンし、北海道
大樹町役場に奉職。2021年に独立し、（株）
Spaces Plusを起業。北海道内のホテル、飲食
店舗の運営を手がける。2021年より、スター
トアップ等向けに各種事務サポート（補助金、
融資、申請関係）などもおこなう。

登壇者プロフィール



CONFIDENTIAL

インターステラテクノロジズ株式会社

所在地：

代表取締役社長：稲川貴大

従業員数：90人

2

01  C O M P A N Y

（本社） 北海道広尾郡大樹町字芽武149-7
（東京支社）東京都江東区東陽6-3-2 イースト21タワー6階

（室蘭技術研究所）室蘭工業大学 地方創生研究開発センターT207室

（福島支社）福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-245 南相馬市産業創造センター



3

本事業では小型衛星打上用ロケット「ZERO」における重要な技術要素である「構造系」
「メカトロニクス系」「アビオニクス系」の3分野の開発を行う。

本事業概要

～令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

要素技術の設計・製造
要素技術の評価

エンジニアリングモデル
(EM)の設計・製造・評価

プロトフライトモデル(PFM)
の設計・製造・評価

試験機
打上げ

基礎開発
MOMO実証試験

全体スケジュール 1年毎に試作・製造・評価のループを回し、打上げに必要な技術確立を行う

※TVC: Thrust
Vector Control
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・プロジェクト従事人数

30人程度
・プロジェクト実施拠点数
3箇所(福島、東京、北海道)

・特徴
①間接経費を活用して
事務処理全体処理を委託

③事務委託者がファイリング実施
(実施後、IST社員がチェック)

④IST/事務委託者/事務局間で
直接やり取りできる体制を構築

⑤事務委託者向け社内デスクを設置
各Grメンバーに直接やり取りできる
体制及び関係性を構築

プロジェクト実施体制

福島・東京
本社

(北海道)

事務処理プロジェクト管理(1名(他PRJ兼任))

福島県・実用化補助金事務局

アビオニクスGr
(15名)

メカトロニクスGr
(10名)

構造Gr
(4名)

事務処理統括(1名)
(SpacesPlus社委託)

事務処理補助(1名)

経理・購買(兼任)

共通のチャットツール(Slack)・ファイル共有(GoogleDrive)

プロジェクト進捗共有
事務処理状況共有

多拠点・多人数での事業を行うための体制を構築
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2021年度事務処理振り返り

2021年10月 実用化補助金採択(2次募集) 事業開始
事務処理メンバーの確保が間に合わず、当社管理部長と植松で兼任

2021年12月 2回目検査 事務局から事務処理について注意を受ける

2022年1月 事務処理外注開始(SpacesPlus社)、三者MTG実施＠福島
処理方法のすり合わせ・事務処理正常化までの日程決定

2021年11月 初回検査 証憑収集が間に合わず、検査進まず

2022年2月 事務処理正常化達成、確定検査に向け事務局と密にやり
取り

2022年3月 21年度処理完了、22年度に向け事務処理人員増員(1名)

①限られた社内リソ
ースでの処理限界
②社内フロー確立
までの時間ラグ

①経験豊富な
外注先選定による
リソース拡大

②社内フローの確立

・補助金開始当初は、社内フロー✕、社内リソース✕で処理しきれていなかった
従事人数:約20名、購入件数:約100件

・事業途中で事務処理外注を実施、2月末の検査までに立て直しを図った

改
善
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補助金使用に於いて意識した点

③「誰が(どの部署が)」「どこまで処理をするか」フローの整備

②全員に補助金の趣旨を理解してもらう

④不明点や遅れがある場合はすぐ事務局へ連絡

⑤事務処理における外注業者の活用(後述)

①「事務処理マニュアル」を複数回読み合わせをする(最重要)
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実用化補助金の目的：
県は、福島イノベーション・コースト構想の重点分野について、地元企業等又は地元企業等と連携する企業が行
う地域振興に資する実用化開発等を促進し、福島県浜通り地域の産業復興の早期実現を図るため、地域復興実用

化開発等促進事業費補助金を(…中略…)交付する。

福島実用化補助金概要

浜通り地域の定義:いわき市、相馬市、田村市、
南相馬市、 川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、
川内村、大熊町、双葉町、浪江町、 葛尾村、
新地町、飯舘村”の15市町村

ISTとしての解釈:
重点分野である航空宇宙において、IST福島支社を中心に、浜通り地域の
業者と密に連携しながら、ロケットの実用化開発を行う。

ISTの文脈に
落とし込む

社内説明資料抜粋
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必ず、「事務処理マニュアル(新年度版)」を熟読してください。
ISTとしての事務処理フローは以下の通りです。各書類は取り受け次第、早急にGoogleド
ライブ内フォルダにアップしてください。

①進捗管理表(WBS)策定・予算

②仕様書作成・見積り(相見積り)

③注文書作成・発注

④納品書取り受け・検収印を押印

⑤請求書取り受け

⑥振込・集計・検査

・各系ごとに「いつ・何に・いくら使うか」予算を出してもらいます。
・必ず「予算区分」及び「浜通り内消費の可否」の確認をお願いします

・仕様書もしくはカタログが必要になります（→詳細P６）
・50万円以上は原則2社以上から相見積が必要です。

・納品書は取り受け次第、検印を押印してください。
・検印は検収担当者(原則発注者)が押印してください。→検収日は日付つきの判子

・納品後支払いが原則です。前払いが必要な際は事前に事務局の承認が必要です。

開
発
部

管
理
部

・集計シートを元に事務局向け資料を作成しますので、必ず記入をお願いします
・月末までにまとめた各書面を印刷し、毎月の事務局による会計検査を受けます。

①～⑤までは開発部でファイル集計・GoogleDriveアップロードを実施、⑥は管理部にて実施

社内説明資料抜粋
物品購入フロー
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07 委託費 08 その他諸経費
(旅費)…P11

08 その他経費
(事務経費)

①仕様書
②見積書
③相見積書※1

④注文書
⑤注文請書
⑥納品書→検印
⑦請求書
⑧銀行払込受領書

※昨年度実績なし

①出張命令書
②旅費計算書
③出張報告書
④領収書
FU22(福島支社)にかかる
出張領収書は、通常の立
替とは別途保管の上、
大樹事務所に送付

※参考※ 昨年度見本

①カタログ・仕様書
②見積書
③相見積書※1

④注文書
⑤注文請書
⑥納品書→検印
⑦請求書
⑧銀行払込受領書

※1…単価50万円(税抜き)以上の場合は相見積が原則必要

…管理部処理

…開発部事務処理留意点

01 施設工事費 02 機械設備費 03 調査設計費 04 人件費…P10 05 材料費等 06 外注費

①仕様書
②見積書
③相見積書※1

④注文書
⑤注文請書
⑥納品書→検印
⑦請求書
⑧銀行払込受領書

※昨年度実績なし

①カタログ・仕様書
②見積書
③相見積書※1

④注文書
⑤注文請書
⑥納品書→検印
⑦請求書
⑧銀行払込受領書

※参考※ 昨年度見本

①カタログ・仕様書
②見積書
③相見積書※1

④注文書
⑤注文請書
⑥納品書→検印
⑦請求書
⑧銀行払込受領書

※昨年度実績なし

①補助事業従事実績
報告書様式
②出勤簿/タイムカード

③賃金台帳又は給与明
細写し
④銀行払込受領書等

※参考※ 昨年度見本

①カタログ・仕様書
②見積書
③相見積書※1

④注文書
⑤注文請書
⑥納品書→検印
⑦請求書
⑧銀行払込受領書書

⑨受払簿･･･材料使用に
あわせて適宜入力

※参考※ 昨年度見本

①仕様書
②見積書
③相見積書※１
④注文書
⑤注文請書
⑥納品書→検印
⑦請求書
⑧銀行払込受領書

※参考※ 昨年度見本

社内説明資料抜粋
物品購入フロー

https://drive.google.com/file/d/1WhurlezBskq5kiPG2294OJmVpPTl5eFN/view?usp=sharing


１．会社紹介

■本社

北海道大樹町 （相馬市と姉妹都市）

■創業

２０２１年４月

■事業内容

各種事務サポート、教育観光事業等

■サポート実績
・福島県 地域復興実用化開発等促進事業費補助金

・北海道 地域づくり総合交付金

・NEDO 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

ほか、各自治体・団体の補助、助成金申請支援



２．取り組みで意識した４点

①期日管理とレスポンスのスピード感

②コミュニケーションと事務処理精度

③事業(経理処理)推進体制へのアプローチ

④経験の蓄積・継承



まとめ

②不明点や遅れがある場合はすぐ事務局へ連絡

③事務処理における外注業者の活用

①「事務処理マニュアル」を複数回読み合わせをする(最重要)

ご質問・ご相談等あれば以下までご連絡ください。
株式会社Spaces Plus
担当 眞鍋
メール manabe@taiki.space

mailto:manabe@taiki.space


4. 質疑応答

50



5. 支援制度の紹介

51



本日は、下記次第に則り進行します

事務処理説明次第

開会挨拶

（第一部）

1. 当補助事業の概要説明

2. 補助事業の進め方～各種申請・報告について～

3. 今年度の事務処理方針

4. 質疑応答

（第二部）

5. 支援制度の紹介

① 「福島イノベーション･コースト構想 重点分野等事業化促進事業（伴走支援）について」
（公財）福島イノベーション･コースト構想推進機構 産業集積部 産業連携支援課

② 「福島イノベーション・コースト構想の推進に係る課税の特例（イノベ税制）について」
福島県 企画調整部 福島イノベーション・コースト構想推進課

③ 「スタートアップ政策の方向性と支援策の紹介」
経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室

④ 「マッチングサイト 『ジェグテック 』について インターネットを使った展示会」
中小機構 東北本部

閉会

52
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（公財）福島イノベーション･コースト構想推進機構

産業集積部 産業連携支援課

℡:024-581-6890

E-mail:sangyou-syuuseki@fipo.or.jp

重点分野等事業化促進事業(伴走支援)について

福島イノベーション･コースト構想

実用化開発補助金採択事業者向け事務処理説明会
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１ 重点分野等事業化促進事業(伴走支援)

２ 財務戦略支援

５ 知財戦略支援

３ 展示会出展支援

４ マーケティング／プロモーション強化支援

6 その他支援
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（１）概 要
地域復興実用化開発等促進事業の採択を受けて研究開発等プロジェクトに取組む企業等

（過去に採択を受けた企業等や採択を受けていないが、重点分野に取組む企業等）で生じ
ている事業化に関する各種課題に対し、解決に向けた個別等支援を実施し開発製品(商品含

む)等の早期販売実現を目指す。

実用化開発事業
（補助金）

製品の
企画･設計
段階

試作･改良、
実証･評価
段階

製品の
最終試作
･評価を完了

実用化

◆参考（イメージ）

事業化促進事業
（伴走支援）

経営計画作成、市場調査、販路確保、
知財保護、量産設備、従業員確保、資
金確保 等課題への対応

製品の販促、
商談開始

事業化

１ 重点分野等事業化促進事業(伴走支援)

（２）「地域復興実用化開発等促進事業(補助金)」と
「重点分野等事業化促進事業(伴走支援)」
「地域復興実用化開発等促進事業」では、各企業等に製品開発、部品や要素技術の研究開

発を行ってもらい、製品の試作･評価完了した段階『実用化』させることが主な目標。
「重点分野等事業化促進事業」では、『実用化』後の実際の販売活動等展開を行う段階
『事業化』に移行してもらうことを主な目標として、支援するところです。
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地域復興実用化
開発に取り組む
事業者様を支援

エネルギー・環
境・リサイクル

農林水産業

廃 炉

医療関連

航空宇宙

ロボット・
ドローン

事業計画等の作成支援市 場 調 査

個別マッチング 一 括 支 援

・市場規模調査
・自社製品の特性分析
・競合他社製品調査
・知財戦略支援 等

・収支計画
・販売戦略
・投資計画
・ビジネスモデル等

・部材調達先の紹介
・金融機関の紹介
・技術提携先の紹介 等

・支援制度説明会の開催
・全国規模のマッチング
イベントへの参加機会
の提供 等

重点分野等事業化促進事業(伴走支援)による支援のイメージ

イノベ機構と委託業者のＤＴＣが、事業者様の課題を整理のうえ、各種支援を実施します。
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福島イノベ機構
産業集積部産業連携支援課

デロイトトーマツコンサル

ティング合同会社

経営支援NPOクラブ

創成国際特許事務所

（事業主体）

支援先企業の全般的な課題把握、経営戦略
や市場戦略の策定支援や戦略の実行支援
などを担当

マーケティングの進捗状況や課題の把握、
マーケティングやプロモーションに係る活動
の実行支援

（業務委託先）

知財戦略に関する助言、先行技術調査や特
許性調査、特許出願等

（主な業務内容）

福島県中小企業診断協会
資金調達に係る金融機関／VCとの引き合わ
せ、その前後での助言

（直営又は外注）

〇マーケティング／プロモーション関係
・自治体等との引き合わせ
・デプスインタビュー
・アンケート調査
・展示会出展支援（ブースの提供）
・プレスリリース支援
・合同プレス発表会
・カタログ作成

〇人材確保支援
〇部材調達支援
〇各種補助金情報の提供

福島イノベ機構の支援制度の概要 ― 福島イノベ機構の業務体制―
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重点分野等事業化促進事業(伴走支援)

一般的な流れ

①実用化補助金の採択を受けていた事業者様等を機構及び受託
コンサル事業者で訪問等を実施。
現状の事業進捗や事業化障壁となる課題等を共有、特に自社
で課題解決困難なもの等を整理。

②課題の内、機構の有するネットワークや提供できるサービス
等で対応できるものについては、即座に対応。
専門的な知見や技術等を要する特殊課題について、受託コン
サルの知見やネットワーク活用による解決支援アプローチを
検討。

③特殊課題等への支援アクション例
・ビジネスモデル:経営計画策定支援、市場調査支援、個別販路

マッチング支援、社内体制等整備支援 等
・その他：金融･経営専門家による資金確保支援、製品PR支援、

技術･学術専門家とのマッチング支援 等

④フォローアップ
③実施後のフォローアップを行う中で、解決していない場合
の他のアプローチ等を検討。

①意向確認･事業進捗確認

②事業化の障壁となる
特殊課題解決に向けた
アプローチの検討

③特殊課題解決への
支援アクション

④フォローアップ
課題解決or

再チャレンジ②へ
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財務戦略支援
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事業化にかかる資金調達を支援

実用化開発資金や開発完了後の事業化資金の調達のため、金融機関やⅤＣ/ＣＶＣとの相談

の機会とともに、専門家の的確な支援を提供することにより、財務戦略の推進を支援します。

実用化開発
事業者

イノベ機構
中小企業診断協会

銀行

ＶＣ

ＣＶＣ

調達ニーズ等ヒアリ
ング

紹介候補の金融機関
調整

金融機関等のご紹介、引き合わせ

財務戦略支援

支援の概略
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財務戦略支援

過年度において、事業者との資金調達の相談を行った銀行、ＶＣ、ＣＶＣ

日本政策投資銀行 日本政策金融公庫 七十七銀行

マコトキャピタル
日本クラウド
キャピタル リアルテックファンド イノベーションエンジン

ビヨンドネクスト
ベンチャーズ 凸版印刷
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展示会出展支援
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R3年度 出展支援対象展示会 (1)

【危機管理産業展2021 概要】

展示会出展支援 概要

主 催：株式会社東京ビッグサイト
開催日：10月20日(水)～22日(金) 
場 所：東京ビックサイト 青梅展示棟
出展者：216社/313ブース
来場者：11,905人（３日間合計）

危機管理をテーマにした国内最大級のトレードショー

本支援による出展企業：２社
＜出展社の感想＞
A社：沢山の来場者へ弊社製品サービスを紹介すること

ができました。緊急事態宣言も解除され大勢の来
場者を見込んでおりましたが、それ以上の方々に
展示機器を見て頂き様々な情報交換することが
できました。
本展示会で頂いたご意見等を参考に、事業へ結び
付けられるようにしていきたいと考えております。

B社：出展の準備段階よりきめ細かくサポートいただけて大変感謝しております。

R3年度 出展支援対象展示会 (1)



©2022.6.30 公益財団法人 福島イノベーション・コースト構想推進機構

R3年度 出展支援対象展示会 (2)

【HOSPEX2021 概要】

展示会出展支援 概要

病院・福祉に関する医療機器、設備機器、給食、
機器開発テクノロジーが一堂に集う専門展示会

主 催：一般社団法人日本医療福祉設備協会
開催日：11月24日(水)～26日(金) 
場 所：東京ビックサイト
出展者：213社/309ブース
来場者：9,243名（３日間合計）

本支援による出展企業：３社
＜出展社の感想＞
A社：出展させていただいて色々な情報と人脈の形成に役立った。

現在の製品を更にバージョンアップして展示するとともに
導入実績等も紹介して顧客拡大に繋げ、早く量産へ移行し
たいと考えております。

B社：来場者からフィードバックを得られた。また商社代理点等
と繋がりを持つことが出来た。

C社：今後のビジネス（協力会社、エンドユーザー）となる可能
性のある会社とつながりを持つことができた。
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マーケティング /プロモーションに関する支援
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マーケティング強化支援

【事業の趣旨および概要】

・自社開発のコア技術を核に事業化を成功させていくために重要なことは、市場の声や市場構造を捉えるための

マーケティング活動を、なるべく早期の段階から企画・実践していくことと考えています。

・本事業は、マーケティングの知識／経験を有する有識者と共に、より実践的なマーケティング活動を行うことに
より、顧客ニーズを的確に把握し、顧客満足度を向上させることにより売上げ拡大に繋げることを目指していま
す。

【支援対象】

イノベ機構が 「福島イノベーション・コースト構想重点分野等事業化促進事業」 により支援している企業のうち
5社とします。
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マーケティング強化支援

事業者様

福島イノベーション・コース
ト構想推進機構

①支援のご要望

②支援の指示

③各分野の有識・経験者が
訪問し、支援を実施

★当機構の指示のもと、各分野の有識・経験者が各種支援を実施します。

【支援の流れ】
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自治体等の引き合わせ

デプスインタビュー/アンケート調査等

〇 実証実験への協力や、ニーズに関する聞き取り、PRイベントへの
誘致、各種補助金情報の収集などを目的に、公的機関等への繋
ぎ込みや、情報収集を実施します。

〇 県内自治体（県・市町村）はもとより、独立行政法人や公益財団法
人、業界団体（農協、漁協、森林組合 等）、県外の研究機関等
へのアプローチ実績があります。

〇 常設のネットワークではなく、都度のアプローチになるため、必ず
しも引き合わせに至らない可能性もあります。

＝繋ぎ込みの実績のある機関の例＝

〇 普段アプローチできない専門家にインタビューを行うことができる
デプスインタビューを当機構でセットします。（外部委託）

〇 昨年度は、原子力発電所の幹部経験者へのインタビューを行った実
績があります。

〇 その他、要望に応じて製品の市場適合性等を確認するためのアン
ケート調査等を支援します。（外部委託）

〇 いずれも外部委託のため、予算に限りがある点、御容赦ください。
※ 委託先は、機構の調達ルールにより決定します。※起用する事業者は今後決定します。

その他支援
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プレスリリース支援

〇 福島県庁県政記者クラブ加盟報道機関への投げ込み代行を適宜行います。
〇 県政記者クラブへ投げ込みプレスリリース文案についての御相談も受け付けます。
〇 令和4年度より、年2回『イノベ企業合同プレス発表会』を開始しました。実用化や事業化の達成、特許等の出願や取得など

の成果を広くＰＲする支援です。
〇 プレスリリース配信サービスを活用して、全国への情報発信を支援します。

県政記者クラブ加盟報道機関

福島民報新聞、福島民友新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、
産経新聞、河北新報、日本経済新聞、共同通信、時事通信、
ＮＨＫ、ラジオ福島、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、
テレビユー福島

プレスリリースに好適なタイミング

・ 実証実験の開始／成功
・ 実用化達成
・ 製品化（販売開始）
・ 特許出願／取得

※展示会出展や拠点の開設、県内企業との連携成立のタイミング
と合わせて行うと効果的です。

イノベ企業合同プレス発表会場の様子

その他支援
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営業力強化に資する研修

その他支援

営業力強化研修

ニュースバリューの
見つけ方と

ニュースリリースの作り方

・広報の価値を知る
・効果が出やすいニュースバリューを見つける
・リリースの型を知る
・先行事例から学ぶ書き方のコツ

自社を題材にニュースバリューを見つける課題や、見つけたニュースバリューをリリースA４一枚
に書く課題など、実践的な内容を準備します。

内容

特長

内容

・営業プロセスの基礎的な流れとアプローチ方法
・自社の製品・サービス等のメリット及び顧客にとってのベネフィットの伝え方
・提案にあたり、顧客の潜在的ニーズを引き出すヒアリング方法
・ヒアリングで得られた情報から、顧客が求めることの仮説の生成方法

〇 実用化開発プロジェクトを事業化するためには、効果的なプロモーションを展開する必要があります。そのための手法の
一部を学ぶことのできる研修を企画しました。いずれもWeb開催を基本とします。

〇 プッシュ型の手法とプル型の手法それぞれについて、従業員の方に学んでいただく研修を提供します。
〇 概ね８月～１０月に受講機会を設ける予定です。

仮説を反映した提案を基に、ロールプレイング型式で実践します。特長

※希望される企業様が少ない場合には、実施しないこともあります。
※起用する外部委託先は今後決定してまいります。

※個社での実施を想定

※集合形式（Web）を想定
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知財戦略支援
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業務概要と支援対象について

【業務の趣旨および概要】

地域復興実用化開発等促進事業の採択を受けて研究開発等プロジェクトに取組む企業等（過去に採択を受けた企業
等、採択を受けていないが重点分野に取組む企業等）の成果を最大化させ、その後の本格的な事業化及び当該開発技
術を活用した新たな事業展開を推進させるため、機構が取り組む事業化支援のうち、知的財産の戦略的活用に関する
業務を行います。

【支援対象】

これまでに地域復興実用化開発等促進事業に取り組んだ、または準じた取り組みを進める事業者の内、浜通り地域等

（いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村
、新地町、飯舘村）に開発が可能な拠点を有する企業及び法人格を有する団体等。

知財戦略支援

【重点分野】

ロボット・ドローン、エネルギー、環境・リサイクル、農林水産業、医療関連
、廃炉（廃炉等及び放射線に関する分野）、航空宇宙
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支援内容について

【基礎支援】
①対象

主に知財に興味はあるが特許取得をしたことがない企業、特許取得の実績はあるが現プロ
ジェクト等での効果的な特許取得事項等を見出せていない企業 等

基礎支援
知的財産の状況の
現状分析レポート作成

事業化促進支援
知的財産に関するアドバイス
調査業務
特許出願などの代理人業務

特許を取るには
どうすればいいのかな

②支援概要【支援対象候補事業者の状況把握、知的財産の分析、フィードバック】
知財活用可能性若しくは知財活用ニーズ等を有する支援対象企業を訪問し、事業内容、知的財

産に関する管理体制、事業者の意向、保護可能性のある案件等についてヒアリングにより調査を
実施する。 ヒアリング結果を受けて、知的財産の状況に応じた知的財産の方向性、可能性を検
討、現状分析のレポートを作成し、フィードバックを行う。

知財戦略支援
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その他支援

当課では、重点分野等事業化促進事業（伴走支援）の他、年間を通じ
て事業者様向けの様々なサービスを実施しております。

＜実施メニュー＞

・福島イノベ機構 支援制度説明会

・福島相双復興推進機構と共催する「イノベ地域ネットワーキング
事業」（ビジネスマッチング）

・福島特措法に基づく、特許特例（審査請求料等の減免）に要する
証明書発行

・新規実用化開発補助金申請相談 等
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部材等の調達支援

イノベ地域ネットワーキング推進事業

〇 実用化開発を進めるに当たり、県内から部材等を調達したいというニーズがある場合には、当機構でマッチング候補の
探索と面会をセットすることができます。

〇 当機構では、福島県産業振興センター、いわき産学官ネットワーク協会、イノベ倶楽部などの支援機関等とのネットワークが
あるため、それらを活かして、マッチング候補を探索、推薦します。

〇 ただし、要望いただいた部材等を取り扱っている事業者が県内に存在しないこともあるため、あらかじめご承知おきください。

＜イノベ地域ネットワーキング推進事業スキーム＞

福 島 イ ノ ベ 機 構
福島相双復興推進機構

浜通 り地域
進 出 企 業

福 島 県 内
企 業

面談機会の
設 定

・HPによる調達ニーズの周知
・県内産業支援機関経由の打診
・商談希望企業の集約

・調達ニーズの把握
・商談希望企業の紹介
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特許料等の軽減制度

国内出願 国際出願

出願日

審査請求日

軽減幅

対象費用

2018年4月25日以降 2019年4月1日以降

2019年
3月31日まで

2019年
4月1日以降

１/２へ １/４へ １/４へ

新たな国内特許に係る
「審査請求料」及び
「1～10年目分の特許料」

<軽減措置>※1
新たな国際出願に係る「送付手数料」
「調査手数料」及び「予備審査手数料」
<交付金の交付>※2
新たな国際出願に係る「国際出願手数料」
及び予備審査請求の「取扱手数料」

※1 軽減措置…1/4へ軽減した額を納付するようになります。
※2 交付金の交付…満額納付後、納付金額の3/4の額が交付されます。交付金の申請に際して当機構の証明書は不要です。

【制度概要】



令和４年度
地域復興実用化開発等促進事業費補助金

事務処理説明会

福島イノベーション・コースト構想の推進に係る
課税の特例（イノベ税制）について



風評税制【Ｒ３新設】
(特定事業活動振興計画)

イノベ税制【Ｒ３新設】
(新産業創出等推進事業促進計画)

企業立地促進税制【継続】
(企業立地促進計画)

対象地域 県内全域 浜通り地域等15市町村のうち
新産業創出等推進事業促進区域※

※ 新産業創出等推進事業の実施の促進が、
産業集積の形成及び活性化を図る上で特
に有効であると認められる区域

避難解除区域
認定特定復興再生拠点区域

対象業種 農林水産関連産業
観光関連産業

イノベ構想重点６分野の取組に資する製
造業等

製造業、建設業、農林水産業、医療・福
祉、宿泊業・飲食サービス業、エネル
ギー関連産業など幅広い業種

主な特例
措置の
内容・
措置率

機械等の特別償却（税額控除）
・機械装置 即時（15％）
・建物等 25％（ 8％）
・器具備品 即時（15％）

機械等の特別償却（税額控除）
・機械装置 即時（15％）
・建物等 25％（ 8％）
・器具備品 即時（15％）

機械等の特別償却（税額控除）
・機械装置 即時（15％）
・建物等 25％（ 8％）

雇用特例
・税額控除 10％

雇用特例
・税額控除 15％

雇用特例
・税額控除 20％

－ 開発研究用資産に係る特別償却等 －

措置期限 ５年間
（～2025年度末）

５年間
（～2025年度末）

避難指示解除後７年間

お問合せ 福島県企画調整部風評・風化戦略室
電話 024-521-1129

福島県企画調整部福島ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｺｰｽﾄ構
想推進課 電話 024-521-7853

福島県企画調整部企画調整課
電話 024-521-7129

小
高
区

福島復興再生特別措置法に基づく税制に関する計画の適用対象地域等



福島イノベーション・コースト構想の推進に係る税の優遇措置【イノベ税制】



イノベ税制 対象事業のイメージ

○ イノベ構想の実現を通じた自立的・持続的な産業発展を目指し、重点６分野（廃炉、ロボット・ドローン、
エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連､航空宇宙）に関連する業種が対象。

○ 認定計画に基づき建物･機械等の取得や避難対象者等を雇用した場合などに課税の特例を受けることができる。

対象となる事業イメージ

【廃炉】

【エネルギー･環境･リサイクル】

【医療関連】

【ロボット･ドローン】

【農林水産業】

【航空宇宙】

・ 廃炉作業に資する遠隔操作ロボットの開発や高濃度放射線
環境下でも測定可能な機器等の開発

・ ハウス内外の環境（温湿度、日射量、風速、二酸化炭素濃度
等）を各種センサーで自動測定するシステムを活用した農業

・ 空飛ぶクルマの開発・製造に必要となるこれまでにない新た
な機能や特徴を有する部品等の製造

・ 軽量で耐久性のある素材や超精密な部品等、ロボット・ド
ローンに関連したこれまでにない新たな部品等の開発

・ 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた太陽光発電設備や
風力発電設備のメンテナンス技術の開発

・ 介護現場での職員の負担を軽減することに資する介護支援ロ
ボット等の開発

※ 記載事業は一例です。記載事業以外でも数多くの事業が対象となりますので、まずはご相談下さい。

問い合わせ先：福島県企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課
TEL：024-521-7853 E-mail：fukushima_innov@pref.fukushima.lg.jp
URL：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015e/innov-zeisei.html



イノベ税制 申請手順とＱ＆Ａ



イノベ税制 課税の特例のイメージ（国税）



イノベ税制 課税の特例のイメージ（地方税）



スタートアップ政策の方向性と支援策の紹介

経済産業省 新規事業創造推進室 係長 柳 真裕
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GAFAM
S&P500（GAFAM除く）
TOPIX

スタートアップ政策の位置付け

出所：S&P500指数、GAFAM時価総額推移、日経平均株価指数データをもとにオコスモ作成

 新興企業であるGAFAMが米国の成長をけん引。スタートアップは成長のドライバー
であり、将来の日本経済を支える新たな担い手。

GAFAMを除くと
日米の成長に
大きな差はない

GAFAMが
大きく成長

*1:2010年1月の各終値を100とおいた場合の騰落率。休場日は前営業日の終値をプロットしている。

日本（TOPIX）と米国（S&P）における直近10年間の株式市場のパフォーマンスの推移*1
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日本のスタートアップエコシステムの成長
 日本のスタートアップ投資額は2013年から2021年の８年間で約９倍に増加。
 海外の調査機関が公表している世界のスタートアップエコシステムランキングでも、昨年初め
て日本の都市（東京）がTOP10入りした。

872
1,415

1,995

3,552

2013

2,536

20152014 2016 2017

4,822

2018

5,847

2019

5,334

2020

7,801*1

2021

8.9倍

国内スタートアップ向け投資額の推移※1

単位：億円

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2017 2019 2020 2021

Silicon Valley

London

New Torl City

Beijing

Boston

Los Angeles

Tel Aviv

Shanghai

Tokyo

Seattle

スタートアップエコシステムランキングの推移

出所：INITIAL 「Japan startup finance」、Startup Genome 「The Global Startup Ecosystem Report」
*1:2022年1月25日時点のデータであり、今後調査が進めば投資額の実績が伸びる可能性がある。 3



ユニコーン企業価値合計
の国際比較*2

単位： 億ドル（括弧内は企業数）

日本のスタートアップが置かれている状況

出所：CB Insights「The Complete List Of Unicorn Companies」、 STARTUP DB

 日本もユニコーン（企業価値10億ドル超の非上場企業）を創出しているが、そのスピード
は、米国のみならず中国やインドにも及ばず、世界との差が開いている状況。

 米国等では、デカコーン（100億ドル超）ヘクトコーン（1,000億ドル超）と呼ばれる企業価
値の大きいメガスタートアップも存在しており、数に加え、大きさでも世界と差が生じている。
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各国のユニコーン企業数の推移*1

100

0

200

500

2017 20212018 2019 2020
日本

インド

中国

アメリカ

世界日本

ユニコーン企業価値の
国際比較（上位5社）*2

単位： 億ドル

4



現状認識と課題
 我が国のスタートアップエコシステムは、人材・事業・資金の各面で課題があり、
さらにそれぞれの課題が相互に絡み合い、好循環が生まれていない状況。

十分な人材がいないため海外
展開など事業が拡大できない

メガ
スタートアップ
の創出

資金

人材 事業

研究成果・技術がなか
なか事業につながらない

迅速な成長・
市場展開が不十分

資金量 流動性
IPO偏重のExit

二次流通の不足

国内のファンドサイズ・
チケットサイズが小さい

起業家・起業数の
伸び悩み

質・量ともに限られた
人材のプール

海外からのリスクマネー
供給が限定的

リスクに見合う給与を出せないと
優秀な人材を採用できない

事業規模が小さいため
大きな資金調達ができない

十分な資金がないと早期に
事業の成果が出せない

CFO等の人材不足により
適切な資金調達ができない

事業が力強く成長しないと
十分な人材を確保できない
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第１に、戦後の創業期に次ぐ日本の第２創業期を実現するため、本年をス
タートアップ創出元年として、「スタートアップ５か年計画」を設定して、スター
トアップ創出に強力に取り組みます。
伊勢神宮は、２０年ごとに式年遷宮を繰り返すことで、新たな時代、世代へ

と歴史をつなぎ、時を刻んできました。我が国の資本主義も、未来に向けて、新
たなプレーヤーを必要としています。
そのために公的出資を含めたリスクマネー供給の強化、公共調達等の大胆な

開放、海外展開への徹底的支援、株式公開制度の在り方の見直しなど総合
的に取り組んでまいります。
学生、若者、女性、第２創業を目指す中小企業・小規模事業者、大企業

での経験をいかそうとする方、皆さんが未来をつくる主役です。全ての挑戦者を
官民挙げて全面的にサポートいたします。

出所：首相官邸HP「令和４年１月４日 岸田内閣総理大臣年頭記者会見」より一部抜粋

岸田内閣総理大臣年頭記者会見での発言（令和４年１月４日）
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支援策の例
創業を支援する融資制度 デットによる大規模調達を支援する制度

研究開発費用への補助金 福島ならではの補助金

人材採用への補助金

知財戦略の参考となるナレッジ集 スタートアップ向けの出願支援

規制の抵触有無を確認 / 規制を改革する制度

資
金
調
達
・
人
材
採
用

知
財
保
護

規
制

新規開業支援資金

新創業融資制度

創業支援貸付利率特例制度

ディープテックベンチャー向け債務保証制度

スタートアップチャレンジ推進補助金

SBIR推進プログラム

研究開発型スタートアップ支援事業
（STS・PCA）

福島県創業補助金

イノベ実用化補助金

知財戦略支援から見えた スタートアップがつまずく14の課題とその対応策

一歩先行く国内外ベンチャー企業の知的財産戦略事例集

オープンイノベーションを促進するモデル契約書

ベンチャー企業対応面接活用早期審査
スーパー早期審査

知財活用アクションプラン

グレーゾーン解消制度
新事業特例制度サンドボックス制度

スタートアップ新市場創出タスクフォース
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ディープテックベンチャー企業の量産体制整備等のための資金に対する融資に
関し、債務保証を行う制度

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室：03-3501-1569

対象・要件

 ディープテックベンチャー企業による借り入れを支援するため、
融資に関して債務保証を行う。

https://www.meti.go.jp/policy/newbusines
s/debt.html

 VC等のファンドから出資を受けている非上場のディープテックベ
ンチャー企業

 組織内に研究開発機能を有していること
 事業活動計画において研究成果を活用していること
 指定金融機関等からの借入であること 等

 保証率 ：50％
保証金額：1.5～25億／件
保証料 ：原則0.3％（有担保）、0.4％（無担保）
保証期間：設備投資10年、設備投資以外5年

※中小機構の保証審査による

措置内容

詳細

概要・目的

制度の概要

お問い合わせ先

ディープテックベンチャー向け債務保証制度
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概要・目的

対象・要件

申請手続

詳細

 経済産業省所管の鉱工業技術分野(※)において、具体的な技術
シーズを活用した事業構想を持つシード期のスタートアップ

 NEDOが認定したVCからの出資を受けたシード期のスタートアッ
プによる、実用化開発、試作品製作等にかかる費用の一部を支援

 公募期間中にHPに掲載されている提案書等を作成し、府省共通研
究開発管理システム（e-Rad）により申請

支援内容  上限7,000万円 or ２億（事業経費の2/3以内）

公募期間  2022年度第1回公募（終了：2022年2月14日～3月17日）
 2022年度第2回公募実施予定（時期：未定）

経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課：03-3501-1778

https://www.nedo.go.jp/koubo/
CA2_100345.html
（2022年度第1回公募時のURL）

シードアクセラレー
ター、VC等（※）

認定 出資(事業経費の1/3)

株式

研究開発型
スタートアップNEDO

補助(事業経費の2/3)

※NEDO認定のVC・アクセラレーター（41社＜令和4年度＞）

研究開発型スタートアップ支援事業
Seed-stage Technology-based Startups（STS）

VCと連携したスタートアップによる研究開発を補助金で支援

※鉱工業技術分野とは
例えば、ロボティクス、AI、エレクトロニクス、IoT、クリーンテクノロジー、素材、医療機器、ラ
イフサイエンス、バイオテクノロジー技術、航空宇宙等。ただし、原子力に係るものは除く。

お問い合わせ先
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概要・目的

詳細

大企業等の人材がスタートアップで実務経験を積む「スタートアップ
チャレンジ」を、補助金で支援します。

支援内容 大企業等向け
類型Ａ：スタートアップとのマッチングを行う事業者を認定しており、
認定サービスの利用費を補助します。
スタートアップ等向け
類型Ｂ：大企業等に所属する人材の採用・活用を支援する事業者を認
定しており、認定サービスの利用費を補助します。
類型Ｃ：既に関係性を有する大企業等から人材を受け入れる際、その
人件費等を補助します。
個人向け
類型Ｄ：参加者から料金を徴収せず、チャレンジの場を提供する事業
者を認定しております。（認定事業者を補助しています。）
※公募時期は以下の詳細HPでご確認ください。

上記URLよりお問合せください。
（経済産業省 担当課：経済産業政策局 新規事業創造推進室）

スタートアップチャレンジ推進補助金

スタートアップでの兼業副業・出向等を補助金で支援

お問い合わせ先

認定サービス一覧は下記よりご確認いただけます。
https://startupchallenge.jissui.jp/
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概要・目的

対象

活用事例

詳細

 知財戦略に対してイメージの湧かないスタートアップ、スター
トアップ支援者

 スタートアップやその支援者による知財戦略の策定と実行に資す
ることを目的とし、国内外の業種・ステージの異なる様々なス
タートアップの知財戦略の好事例や、知財課題への対応策を整理。

 知財に取り組む上で、社内体制をどのように構築すればいい
のかわからない

＞事例集を通じて、社内体制整備のヒントを取得
 知財をどのような場面で活用すればいいのかわからない
＞事例集を通じて、事業提携や資金調達において知財がどのよ

うに役立つのか情報収集

https://ipbase.go.jp/learn/example/

特許庁 企画調査課 スタートアップ支援班 ：03-3581-1101（内線2156）

一歩先行く国内外ベンチャー企業の
知的財産戦略事例集

国内外の様々な業種、ステージのスタートアップの知財戦略好事例を紹介

お問い合わせ先
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概要・目的

対象・要件  グレーゾーン解消制度、規制のサンドボックス制度、新事業特
例制度などの規制改革関連制度の利用に当たって、関係法令の
特定等の支援を希望するスタートアップ（設立から概ね１０年
以内）

 新たな事業に挑戦するスタートアップにとって、既存の規制へ
の対応は重要な課題であるが、規制を乗り越えるための各種支
援制度があっても、経営資源に限りがあるスタートアップに
とってはハードルが高く、活用に至らないことも多かった。

 こうした状況を踏まえ、自ら規制改革に取り組むスタートアッ
プの新市場創出を法律面から支援するため弁護士等の専門家か
らなるタスクフォースを設置。グレーゾーン解消制度や規制の
サンドボックス制度の利用に先立って規制に係る関係法令の特
定を行い、各種支援制度の活用を支援する。

経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室：03-3501-1569

スタートアップ新市場創出タスクフォース

規制に係る関係法令の特定を行い、各種規制改革制度の活用を支援

お問い合わせ先

手続

詳細

 下記URLのウェブサイトの「規制について法令上の論点整理等の
サポートを受けたいスタートアップはこちら」の「利用申込書」
に必要事項を記載し、shinjigyo-kaitaku@meti.go.jp宛てに利用申
請書を送付。

 通年で申請可能

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyouso
uryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/
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申請フローと活用事例

概要・目的

対象・要件

手続

詳細

 新たな事業活動を実施しようとする者

 現行の規制の適用範囲が不明確な場合において、事業者が安心し
て新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あら
かじめ規制の適用の有無を確認できる制度。

 下記URLのウェブサイトの「様式」のうち「規制の解釈及び適用
の確認の求め」に必要事項を記載し、shinjigyo-
kaitaku@meti.go.jp宛てに申請書案を送付。

 通年で申請可能

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyouso
uryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室：03-3501-1628

グレーゾーン解消制度

新しく開始する事業の規制の解釈・適用の有無を事前に確認

お問い合わせ先
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概要・目的

対象・要件

手続

詳細

 新たな技術等を用いて実証を実施しようとする者

 規制の適用を受けずにAI、IoT、ブロックチェーン等の革新的な
技術やビジネスモデルの実用化の可能性を検証し、実証により得
られたデータを用いて規制の見直しに繋げる制度。

 下記URLのウェブサイトの「様式」のうち「新技術等実証計画の
認定申請書」に必要事項を記載し、shinjigyo-kaitaku@meti.go.jp
宛てに申請書案を送付。

 通年で申請可能

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyouso
uryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

内閣官房 規制のサンドボックス制度に関する窓口 03-3581-0769
経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室：03-3501-1628

これまで行ってきた実証（例）

規制のサンドボックス制度

新たな技術等について実証を行い規制改革・事業化につなげる

お問い合わせ先
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概要

概要・目的

対象・要件

手続

詳細

 新たな事業活動を実施しようとする者

 新たな事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提
案を受けて、安全性等の確保を条件として、「企業単位」で、規
制の特例措置の適用を認める制度。

 下記URLのウェブサイトの「様式」のうち特例措置の創設につい
ては「規制の特例措置の求め」、特例措置を利用については「新
事業活動計画の認定申請」に必要事項を記載し、
shinjigyo-kaitaku@meti.go.jp宛てに申請書案を送付。

 通年で申請可能。

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyou
souryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室：03-3501-1628

新事業特例制度

新たな規制の特例措置を設けることで事業化を支援

お問い合わせ先

15

mailto:shinjigyo-kaitaku@meti.go.jp
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/


参考
 経済産業省及び所管独立行政法人等の行う支援策を一覧にまとめた資料（「METI 

Startup Policies ～経済産業省スタートアップ支援策一覧～」）を公表している。
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/meti_startup_policies.html

 本日紹介した支援策を含む、総計69個の支援策を掲載。
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https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/meti_startup_policies.html


・自社のアピール、PR、露出をしましょう。
・ニーズ発信をみて考え、提案し、商談へ。

2022/6/30

中小機構 東北本部

マッチングサイト『ジェグテック』について

インターネットを使った展示会



コロナ禍での販路開拓

1

・新型コロナウイルスの蔓延は、社会のDX化に拍車をかけた。
・今までリアルで行われてきた商談会・展示会が延期、中断。
・販路開拓手段のオンライン化・バーチャル化が進んでいる。

リアルの展示会と
オンライン・バーチャルな世界を
上手く併用して活用して行こう。

ジェグテックは、展示会出展と考えよう。

＜いろいろなマッチングサイトがある＞
・比較ビズ
・ Linkers(リンカーズ)
・イプロスものづくり ・・・等
・地方自治体の運営する情報サイト。
＜民間のマッチングサイトの特徴＞
受注側の企業には課金が掛からない事が多い。
発注側の企業は費用負担する事が多い。
無料部分と有料部分がある。



国内中小企業
約21,000社

海外企業
約7,800社

大手企業
パートナー企業

約700社

World Wide Web空間

J-GoodTechとは？

中小企業にとって
・対外アピールをしたい
→マイページ

・販路開拓に発信と、提案がしたい
→ニーズ機能

中小企業のための会員制
ビジネスマッチングサイト

・会員限定サイトです。
閲覧できるのは登録会員だけです。

・利用は発信も提案も無料です。

ビジネスの端緒を切り開くための
サービスを準備しております。

2

「ジェグテック」と他のマッチングサイトの違い

Yahoo  Google 等の検索サイト



「ジェグテック」の4つのサービス

3



「マイページ」の重要性

4

多くの企業は自社のホームページを有効に使っていません。
なぜか？ ホームページ＝バーチャルな世界の特徴をつかんでいないから。

■バーチャル展示・商談のメリット
・会場費などのコストを大幅に抑えらる。
・配布物の準備・搬入作業も不要。
・開催がキャンセルになりにくく、地理的制約もない。

■バーチャル展示・商談のデメリット
・表情を見ながらの直接の会話ができない。
・物理的体験を提供することが難しい。
（ものに触ってもらえない）

ジェグテックでもこの欠点を考慮した工夫が必要となる。

マイページの充実
・画像/動画を使った企業PR
・特徴を技術データを使って説明する。



「マイページ」の良い例（１）

5

（株）ティ・ディ・シー様 の例
宮城県の研磨が得意な会社

どんな企業か、この画像ですぐわかる。

何がどの程度できるか明確に表している。



「マイページ」の良い例（２）

営業の主力をWEB営業と、
リアル展示会出展に切り替え
ている企業。

6

「製品・技術・サービス」欄に
自社製品の測定データ等を載せ
て技術をアピールしている。



E社マイページ

お問い合わせ機能

C社マイページ

お問い合わせ機能

D社マイページ

お問い合わせ機能

7

「ジェグテック」のマッチングの３形態

A社マイページ

お問い合わせ機能

B社マイページ

お問い合わせ機能

F社マイページ

お問い合わせ機能

＜ダイレクトコンタクト＞
企業検索
キーワード「アルミ加工」
岩手県B社
秋田県C社
福島県F社

B社とのコンタクト

＜配信先限定ニーズ＞
企業検索
キーワード「プレス加工」
青森県A社
宮城県D社
山形県E社

全社とのコンタクト

＜全公開ニーズ＞
全国のジェグテック
登録企業から幅広く
提案を受けたい。

「ニーズ」
の作成と
全公開

問合せ

回答

限定配信

提案

提案

「ニーズ」
の作成と
限定配信

中
小
機
構

支
援
機
関

課題を持つ企業

7



「ニーズ」の例

8

ニーズ例 発信企業 対象 提案企業

研磨加工をお願いできる企
業を探しております

大手パートナー企
業

機械加工、特に研磨
が得意な企業様

宮城県の研磨が得意
な企業が提案

ドローンを活用した測量技
術を有する企業との取引

北陸の中小企業 測量技術を持つ企業 ドローンを使った測
量技術を持った企業
が提案し、商談実施

【関東・東北限定】角物の
旋削加工に対応できる企業

関東のパートナー
企業

金属加工業者 福島県の企業が提案
し、商談実施

【○○ガス株式会社】メン
ズクッキングスクールを共
催できるパートナー企業の
募集

関西のガス会社
実際は子会社が実
施主体

男子を対象とした料
理教室に商材を提供
できる企業

埼玉県の企画会社が
提案し、商談実施

【(株)○○きのこ研究所】
マイタケ収穫の自動化と自
動パッケージング技術開発

関東のきのこ生産
企業

農業機械の設計製造
企業

山形県の企業が提案

年間1,700件以上のニーズが発信される。（2021年度ニーズ発信実績より）



「ニーズ」の具体例

9

『【株式会社○○きのこ研究所】マイタケ収穫の自動化と自動パッケージ技
術開発』

複雑な形の黒舞茸の自動収穫・パッケージ技術

黒舞茸は大型培地で育成することにより、味も香りも良くなる。一方で、大
型培地を使用して育成した黒舞茸は、多様かつ複雑な形状をしており、人力
に頼らざるを得なく、適当なサイズのカット、また、パッケージングの自動
化は極めて困難と考えられていた。この課題を解決するため、近年進歩の著
しい画像認識技術を活用また、映像に基づき、適当なサイズでカットし、
パック化するロボティクス技術を開発したい。

【求める技術・パートナー像】
画像認識技術ならびにAI技術を有する企業、また、カットならびにパッケージ
ングを自動化できるロボッティック技術を有する企業との提携。

ニーズ内容をよく
理解して提案を

相手の条件をよく理解して、自社に
とって有益なのかを深く考える

リアルの展示会での会話を思
い起こしましょう



（独）中小機構東北本部の支援
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（2）東北本部の支援
①登録企業様のマイページ充実の支援
・自社がお客様に「見せたいもの」は何か。
・見せたいものは「どこまで出来る」のか。
・「将来」は何をしたいのか。
②ニーズ提案内容のブラッシュアップ支援
・相手が求めている事は何か。
・自社が提案できる事は何か。
・どこまでを提案するかを冷静に分析。
③ニーズ・トピックス発信の支援

「ジェグテック」は自らが自らの力で道を切り開くためのツール。

（1）2021年度の実績
・国内海外のニーズ発信数：約1,700件（発信先限定450件全公開1,250件）
・全国の提案数： 約9,250件商談数：約1,700件（企業登録数：21,738社）
・東北地区の提案数： 255件 商談数： 63件（企業登録数： 894社）
・福島県 の提案数： 111件 商談数： 24件（企業登録数： 181社）



【お問合せ先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部

企業支援部 支援推進課（ジェグテック担当：中村、長尾）

〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 仙台第一生命タワービル６Ｆ

ＴＥＬ：０２２－３９９－９０３１（直通）

E-Mail：tohoku-kikaku01@smrj.go.jp

11

ご清聴ありがとうございました。

ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問合せください。

mailto:tohoku-kikaku01@smrj.go.jp


ウェブでつかもう！！

ジェグテックは、２０１４年１０月より、（経済産業省の所管する）独立行政法人中小企

業基盤整備機構が開設、運営しているウェブマッチングサイトです。

ご登録いただいた中小企業は、製品開発や新規取引のために、数多くの海外企業や日本の

企業への情報発信、最適なビジネスパートナー探しを行えます。

ＢｔｏＢ企業様向け

のチャンス

マッチング成功事例

長年培った技術をベースに、独自の技術開発にも力を入れています。な
かでも、同社が特許を保有する加工技術は、コスト低減、品質向上の面
で国内外から注目の的。大手企業とのマッチングにも成功。

中小企業×中小企業
営業部門を持たないという課題解決のために

海外企業×中小企業
ひとたびジェグテックの門を叩けば、世界中の企業とつながること
ができる

ジェグテックを活用することで多くの中小企業が、国内外の企業との
新たな取引先展開に成功しています。

大手企業×中小企業
大手のニーズを、独自の信念と加工技術でソリューション

板金やステンレスの加工において優れた技術をもちながらも、営業部
門をもたないために新規開拓の課題を抱えていた中小企業が、遠い県
外の企業からの受注に成功。

ジェグテックや中小機構が主催する商談会を契機に、海外企業との商
談を実施。出会ったベトナム商社との販売提携に向けてNDAを締結し、
アライアンス体制を構築中。

国内外のジェグテック登録企業間にて、

発注・ニーズ情報の受発信を行えます。

貴社ページ（※）にて、技術、製品等

を情報発信できます。※初回英訳無料

ビジネスマッチングの実現に向け、

中小機構専門家がサポート！

無料でご利用いただけます。

ジェグテックの特徴

21,000 7,800700



会員同士だから安心してやりとりができます。
（注意）一方的な売り込みになる「問合せ」は、

信頼を損なうこうとにつながりますので、ご遠慮ください。

取引を希望する企業を探し、直接コンタクトできます。

共同開発、販売連携などの受発注を支援し、新たな
取引先開拓につなげます。

会員間で最新情報の告知やアイデアの交換ができ
ます。

公的機関が運営するジェグテックサイト内に自社の
ページを持てます。

ニーズ掲載

提案依頼

会員中小企業

ニーズ

ニーズを

抱える会員企業

（大手/中堅/中小）

提案

ニーズ受信・提案

会員企業のニーズに対し提案

会員企業へ提案を依頼して新規取引先を発掘

※中小企業会員が提案、また提案依頼する際には、コーディネーターによるサポートもございます。

検索

取引を希望する企業

（大手/中堅/中小）

問い合せ

支援情報・

展示会情報

会員中小企業

中小機構や

会員企業

（大手/中堅/中小）

ジェグテックを

活用

交流マッチング

新商品などの

情報を掲載

会員中小企業

技術や製品等の情報を

ネット上に掲載

英語翻訳サービス

（無料）で

英語ページを作成可能

地域やニーズを

指定して

企業を検索できる

インターネットの検索サイトより 「ジェグテック」と検索

（ジェグテック：トップページ）＊トップページに『新規登録』のボタンがございます。

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/deal/

（ジェグテック：新規登録ページ）

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/deal/enterprise/

申請の流れと期間
下記2〜4まで、概ね2週間程度の期間をいただいています。
１．申請フォーム入力（①申請同意②法人情報入力③事業内容入力④申請入力確認）
２．中小機構にて審査
３．中小機構からメールにて「採択通知」の送付
４．中小機構から「ジェグテック」のアカウント登録に関するご連絡をメールにて送付

ジェグテックでは、ビジネスマッチング実現のために４つのサービスをご提供しています。

J-GoodTech（ジェグテック）の ４つの会員サービス

■J-Goodtech（ジェグテック）新規登録のご案内■

（反社会的勢力について、個人情報の取扱いについて）
※当社は、暴力団等の反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約します。また、反社会的勢力に該当し、
もしくは暴力的な要求行為等に該当する行為をした場合には、本事業による支援を中止されても異議申し立てしません。
※皆様の個人情報及びご記入いただいた情報は、本事業目的以外に利用することはございません。適法かつ公正な手段により、目的範囲内で使用いたします。

◆お申込・お問合せ先◆
独立行政法人中小企業基盤整備機構 東北本部 企業支援部（ジェグテック担当：中村、長尾）
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 仙台第一生命タワービル６Ｆ
電話：022-399-9031 E-mail：tohoku-kikaku01@smrj.go.jp
ＵＲＬ：http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/jgoodtech/index.html

不備、ご不明な点等あれば、お気軽にご連絡ください。

上記アドレスからWeb申請にてお申込みください。

ニーズ トピックス

ダイレクトコンタクト 自社アピール

https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
https://jgoodtech.jp/pub/ja/deal/
https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/deal/enterprise/
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/jgoodtech/index.html


建設 日本製紙パピリア㈱ ㈱ダイセル 東京製鐵㈱

旭化成ホームズ㈱ 日本フエルト㈱ 大陽日酸㈱ トーカロ㈱

㈱大林組 三菱製紙販売㈱ 太陽ホールディングス㈱ ㈱ノーリツ

㈱かんでんエンジニアリング ダウ・東レ㈱ パンチ工業㈱

関電プラント㈱ 化学 タツタ電線㈱ 日立金属㈱

㈱九電工 アステラス製薬㈱ 帝人㈱ ㈱フジクラ

栗原工業㈱ ㈱ＡＤＥＫＡ 帝人ファーマ㈱ 古河電気工業㈱

㈱鴻池組 ㈱イノアックコーポレーション ㈱ＤＮＰファインケミカル ㈱ＬＩＸＩＬ

ＪＦＥエンジニアリング㈱ 宇部エクシモ㈱ デンカ㈱ リンナイ㈱

清水建設㈱ 宇部興産㈱ 東リ㈱ 愛知製鋼㈱

大成建設㈱ 大倉工業㈱ トーヨーカラー㈱ NJT銅管㈱

大和リース㈱ 大阪有機化学工業㈱ 東洋クロス㈱ ㈱岡谷特殊鋼センター

㈱竹中工務店 花王㈱ ㈱トクヤマ 虹技㈱

㈱中部プラントサービス 川口化学工業㈱ 日光ケミカルズ㈱ 三協立山㈱

帝人エンジニアリング㈱ サカタインクス㈱ 日東電工㈱ ＪＦＥスチール㈱

西松建設㈱ ＪＳＲ㈱ ㈱ニトムズ ＪＦＥホールディングス㈱

北海電気工事㈱ 四国化成工業㈱ 日本化薬㈱ 神鋼ノース㈱

㈱アイ・エヌ・シー・エンジニアリング 信越化学工業㈱ ㈱日本触媒 住友電気工業㈱

青木あすなろ建設㈱ スターライト工業㈱ 日本ペイント㈱ 大同ＤＭソリューション㈱

㈱安藤・間 住友化学㈱ 日本ペイント・サーフケミカルズ㈱ 東芝マテリアル㈱

㈱神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 積水化学工業㈱ ㈱バルカー トーホーテック㈱

生和コーポレーション㈱ 大正製薬㈱ 富士フイルム㈱ 日本ギア工業㈱

積水ハウス㈱ タキロンシーアイ㈱ 富士フイルム和光純薬㈱ 日本積層造形㈱

ダイオーエンジニアリング㈱ ＤＩＣ㈱ 扶桑化学工業㈱ 不二ライトメタル㈱

大和ハウス工業㈱ 東京インキ㈱ ベルジュラックジャポン㈱ 古河機械金属㈱

中外炉工業㈱ 東京応化工業㈱ 北海道曹達㈱ ㈱ミスミ

㈱中電工 東洋インキSCホールディングス㈱ 三菱マテリアル㈱

トヨタホーム㈱ 日華化学㈱ 石油・窯業

日建工学㈱ 日本化学工業㈱ 出光興産㈱ 機械

㈱長谷工コーポレーション 日本パーカライジング㈱ ㈱INPEX ㈱ＩＨＩ

パナソニック環境エンジニアリング㈱ 日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱ ＡＧＣセラミックス㈱ イーグル工業㈱

㈱日立ビルシステム 日本ペイントホールディングス㈱ 石油資源開発㈱ ＡＢＢ㈱

前田建設工業㈱ ㈱ネオス 太平洋マテリアル㈱ ㈱荏原製作所

ミサワホーム㈱ 久光製薬㈱ ＴＯＴＯ㈱ 王子エンジニアリング㈱

四電エンジニアリング㈱ 三井化学㈱ ニチアス㈱ OKK㈱

三井化学ファイン㈱ 日本ガイシ㈱ ㈱クボタ

食品 三菱ケミカル㈱ 日本電気硝子㈱ ㈱小松製作所

イオンアグリ創造㈱ ㈱三菱ケミカルホールディングス 日本特殊陶業㈱ ＣＫＤ㈱

一正蒲鉾㈱ ㈱三菱ケミカルリサーチ バンドー化学㈱ ㈱島精機製作所

キッコーマン㈱ ロックペイント㈱ ミドリ安全㈱ ㈱スギノマシン

キリン㈱ 旭化成㈱ 美濃窯業㈱ ㈱ソディック

㈱ニチレイ 荒川化学工業㈱ ㈱モルテン ダイコク電機㈱

日本たばこ産業㈱ 有沢総業㈱ ユシロ化学工業㈱ 津田駒工業㈱

ハウス食品グループ本社㈱ エア・ウォーター㈱ ＡＧＣ㈱ ㈱ツバキ・ナカシマ

北海道コカ・コーラボトリング㈱ エステー㈱ ENEOSホールディングス㈱ ＴＨＫ㈱

味の素冷凍食品㈱ ㈱クボタケミックス オルディ㈱ 東芝機械㈱

小川香料㈱ ㈱クラレ クレトイシ㈱ トーヨーカネツ㈱

カゴメ㈱ クリタ・ケミカル製造㈱ ＪＸＴＧエネルギー㈱ ナブテスコ㈱

カルビー㈱ クレハエクストロン㈱ 住友理工㈱ 日機装エイコー㈱

㈱日本海水 ㈱コーセー 西川ゴム工業㈱ ＮＩＴＴＯＫＵ㈱

神戸天然物化学㈱ ニッタ㈱ 日本金銭機械㈱

繊維・紙 小林製薬㈱ 日本山村硝子㈱ ビアメカニクス㈱

クラボウ 堺化学工業㈱ ㈱フコク 日立建機㈱

スタイレム瀧定大阪㈱ サンスター㈱ ㈱MORESCO 日立造船㈱

東洋紡㈱ 昭和電工㈱ 横浜ゴム㈱ 平田機工㈱

日本製紙㈱ 昭和電工マテリアルズ㈱ フクシマガリレイ㈱

㈱ミライ化成 新第一塩ビ㈱ 鉄鋼・金属 ホシザキ㈱

王子エフテックス㈱ 住友ベークライト㈱ 岡部㈱ ボッシュ・レックスロス㈱

グンゼ㈱ スリーエムジャパン㈱ 京都機械工具㈱ ㈱前川製作所

シキボウ㈱ 星光PMC㈱ ㈱栗本鐵工所 ㈱マキタ

セーレン㈱ 積水樹脂㈱ サンコースプリング㈱ ㈱丸山製作所

ダイナパック㈱ 積水成型工業㈱ 昭和鉄工㈱ 三井金属計測機工㈱

田村駒㈱ 積水マテリアルソリューションズ㈱ 大和精工㈱ 村田機械㈱

東レ㈱ ダイキョーニシカワ㈱ 中央発條㈱ ヤマザキマザック㈱
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㈱アーステクニカ 東京エレクトロンデバイス㈱ マクセル㈱ 本田金属技術㈱

㈱ＩＨＩ回転機械エンジニアリング ㈱東芝 明星電気㈱ ㈱マーレフィルターシステムズ

㈱IHI物流産業システム 日東工業㈱ ㈱安川電機 三菱ふそうトラック・バス㈱

アマノ㈱ 日本電子㈱ ヤンマーエネルギーシステム㈱ メイラ㈱

㈱エイチアンドエフ ハイアールアジアＲ＆Ｄ㈱ ラピスセミコンダクタ㈱ ㈱山田製作所

ＮＴＮ㈱ パイオニア㈱ リオン㈱ ㈱ユニバンス

オイレス工業㈱ パナソニック㈱ レーザーテック㈱

川重明石エンジニアリング㈱ ㈱日立製作所 精密・諸工業

㈱北川鉄工所 ㈱平山製作所 輸送用機器 愛知時計電機㈱

栗田工業㈱ ㈱フィリップス・ジャパン アイシン精機㈱ ㈱アシックス

グローリー㈱ 富士通㈱ アイシン東北㈱ ㈱ＭＴＧ

グローリープロダクツ㈱ 古野電気㈱ ㈱青山製作所 オリンパス㈱

コマニー㈱ マブチモーター㈱ 芦森工業㈱ QMS㈱

サンデンホールディングス㈱ ㈱ミツバ ㈱エクセディ ジーエルサイエンス㈱

サンデン・リテールシステム㈱ 三菱電機㈱ ㈱エッチ・ケー・エス ㈱島津製作所

ジェイテクト㈱ ㈱村田製作所 近畿車輛㈱ 大研医器㈱

ＪＵＫＩ㈱ 矢崎総業㈱ 櫻護謨㈱ 大日本印刷㈱

㈱進和 横河ソリューションサービス㈱ ジヤトコ㈱ ㈱タニタ

住友重機械工業㈱ 横河電機㈱ シロキ工業㈱ ㈱タムロン

住友精密工業㈱ ㈱リコー スズキ㈱ ㈱ニコン

瀬尾高圧工業㈱ ローム㈱ ㈱ＳＵＢＡＲＵ ㈱ニコン・トリンブル

ダイキン工業㈱ ㈱アマダミヤチ ツネイシホールディングス㈱ 日機装㈱

㈱ダイナックス アルバック東北㈱ ㈱東海理化電機製作所 ㈱日本ネットワークサポート

大豊工業㈱ ウシオ電機㈱ ㈱東郷製作所 パラマウントベッド㈱

高松機械工業㈱ エナジーウィズ㈱ 豊田合成㈱ プライミクス㈱

㈱滝澤鉄工所 NSウエスト㈱ トヨタ自動車㈱ ＨＯＹＡ㈱

㈱タクマ ㈱ＬＧホールディングス トヨタ自動車九州㈱ マミヤ・オーピー㈱

㈱竹内製作所 沖電気工業㈱ トヨタ自動車北海道㈱ ミズノ㈱

東レエンジニアリング㈱ オムロンソーシアルソリューションズ㈱ ㈱豊田自動織機 メディキット㈱

トーヨーエイテック㈱ オムロンヘルスケア㈱ 日産自動車㈱ リンテック㈱

トリニティ工業㈱ ㈱カイジョー 日本精機㈱ アプライドマテリアルズジャパン㈱

日本精工㈱ ㈱キーエンス 日野自動車㈱ エア・ウォーター・バイオデザイン㈱

㈱日本製鋼所 技研トラステム㈱ ㈱放電精密加工研究所 キヤノン化成㈱

日本ピストンリング㈱ キヤノン㈱ ㈱本田技術研究所 キヤノンプレシジョン㈱

日本ムーグ㈱ キヤノンメディカルシステムズ㈱ マツダ㈱ ㈱グッドマン

パナソニックプロダクションエンジニアリング㈱ コニカミノルタ㈱ マレリ㈱ コニカミノルタジャパン㈱

ＰＦＵテクノワイズ㈱ シュナイダーエレクトリックホールディングス㈱ 三菱自動車工業㈱ シチズン電子㈱

㈱ヒラノテクシード ㈱正興電機製作所 ㈱モリタ シチズンファインデバイス㈱

三菱重工業㈱ 積水樹脂キャップアイシステム㈱ ヤマハ発動機㈱ ジック㈱

三菱長崎機工㈱ ソニー㈱ ＵＤトラックス㈱ シナノケンシ㈱

ヤンマー㈱ ㈱タムラ製作所 ㈱ROKI 白河オリンパス㈱

㈱ユーシン精機 千代田インテグレ㈱ ㈱IHIエアロスペース タカラスタンダード㈱

㈱リケン ＴＤＫ㈱ 愛三工業㈱ ㈱タツミ

電気興業㈱ アイシン・エィ・ダブリュ㈱ テルモ㈱

電気機器 ㈱デンソーテン ＮＯＫ㈱ 東レ・メディカル㈱

旭化成エレクトロニクス㈱ 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ㈱ ㈱エフテック 凸版印刷㈱

アズビル㈱ 東芝エネルギーシステムズ㈱ ㈱ＭＨＩエアロスペースプロダクション ＮＩＳＳＨＡ㈱

アルパイン㈱ 東北エプソン㈱ 河西工業㈱ ㈱ニデック

㈱アルバック 東洋電機製造㈱ 川崎重工業㈱ 三菱鉛筆㈱

池上通信機㈱ 日清紡ホールディングス㈱ ㈱キャタラー ㈱メディカロイド

エスペック㈱ 日本航空電子工業㈱ ㈱九州柳河精機

ＬＧディスプレイジャパン㈱ 日本光電工業㈱ コンチネンタル・オートモーティブ㈱ 商業

エレコム㈱ 日本電気㈱ 真和工業㈱ 旭日産業㈱

オムロン㈱ 日本電産㈱ スタンレー電気㈱ アズワン㈱

京セラ㈱ ㈱日本トリム ダイハツ工業㈱ イツワ商事㈱

Gatebox㈱ 日本ライテック㈱ 太平洋工業㈱ 伊藤忠エネクス㈱

㈱サムスン日本研究所 能美防災㈱ 中央精機㈱ 因幡電機産業㈱

㈱三社電機製作所 パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ㈱ 中庸スプリング㈱ ㈱岩崎

山洋電気㈱ ㈱日立茨城テクニカルサービス 津田工業㈱ 岩谷産業㈱

㈱ＪＶＣケンウッド 日立オムロンターミナルソリューションズ㈱ ㈱デンソー エレマテック㈱

シャープ㈱ 日立グローバルライフソリューションズ㈱ トヨタ車体㈱ オー・ジー㈱

シンフォニアテクノロジー㈱ ㈱日立産業制御ソリューションズ トヨタ紡織㈱ 岡谷薄板販売㈱

㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス 富士電機㈱ 日本ガスケット㈱ 岡谷鋼機㈱

太陽誘電㈱ ブラザー工業㈱ 日本プラスト㈱ 岡谷鋼機北海道㈱
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㈱カナデン 轟産業㈱ 兼松コミュニケーションズ㈱ ㈱オールアバウト

兼松㈱ 内外テック㈱ ＫＤＤＩ㈱ ㈱廣済堂

極東貿易㈱ 日精㈱ 西菱電機㈱ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

小池産業㈱ 日鉄物産㈱ トヨタコネクティッド㈱ 国立研究開発法人科学技術振興機構

コンドーテック㈱ 日本機材㈱ 西日本電信電話㈱ 国立研究開発法人国立環境研究所

三信電気㈱ ㈱日本電商 日鉄ソリューションズ㈱ 国立研究開発法人産業技術総合研究所

サンテレホン㈱ 伯東㈱ 日本デジタル配信㈱ 新日本法規出版㈱

ＣＢＣ㈱ 萩原電気ホールディングス㈱ ㈱バンダイナムコ研究所 ゼットクリエイト㈱

㈱Ｇ７ジャパンフードサービス ㈱ＰＡＬＴＥＫ ㈱日立システムズ ㈱ツカモトコーポレーション

㈱シロキ ㈱バローホールディングス ㈱日立システムズフィールドサービス ㈱日本技術センター

住友商事マシネックス㈱ ㈱阪急阪神百貨店 ㈱日立ソリューションズ・クリエイト 三菱地所㈱

蝶理㈱ 福西電機㈱ ㈱両備システムズ ＹＫＫ㈱

㈱テクノアソシエ 富士フイルムイメージングシステムズ㈱ イカリ消毒㈱

東北化学薬品㈱ 古河産業㈱ 電力・ガス 伊藤忠オートモービル㈱

豊田通商㈱ 北電興業㈱ 大阪ガス㈱ ㈱イトーキ 

長瀬産業㈱ ㈱ホンダトレーディング 西部ガス㈱ ㈱エア・リキード・ラボラトリーズ

日昌㈱ ㈱丸井 中国電力㈱ ㈱オレンジページ

日通商事㈱ 丸紅エレネクスト㈱ 中部電力㈱ ㈱カタログハウス

㈱パルコ 丸紅テクノラバー㈱ 東京電力ホールディングス㈱ 近鉄不動産㈱

丸文㈱ 三井物産マシンテック㈱ 東北電力㈱ ㈱四国総合研究所

丸紅㈱ 三菱商事テクノス㈱ ㈱Ｌｏｏｏｐ 神鋼機器工業㈱

三井物産㈱ ㈱ムトウ 関西電力㈱ ㈱スノーピーク

三井物産スチール㈱ ユアサ商事㈱ 北ガスジェネックス㈱ 住重アテックス㈱

三菱電線工業販売㈱ ㈱ライトアップショッピングクラブ 東京ガス㈱ 住友生命保険相互会社

明治電機工業㈱ リックス㈱ 北海道ガス㈱ ㈱積水化成品ヤマキュウ

㈱ユニマットプレシャス ㈱りゅうせき 北海道電力㈱ ㈱ＳＯＫＥＮ

アルコニックス㈱ 大建工業㈱

アルテック㈱ 運輸・倉庫 サービス ㈱チュチュアンナ

イオン九州㈱ 鴻池運輸㈱ アイ・シー・ネット㈱ ㈱ニッセン

伊藤忠ＴＣ建機㈱ 山九㈱ ㈱アイヴィジット 日本イーライリリー㈱

稲畑産業㈱ センコン物流㈱ 沖エンジニアリング㈱ ネクスコ東日本エンジニアリング

エア・ウォーター・マテリアル㈱ 東海旅客鉄道㈱ クエスト・グローバル・ジャパン㈱ ㈱フジインターナショナル

㈱エミー 東日本旅客鉄道㈱ コーユーレンティア㈱ ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱

オーウエル㈱ 丸全昭和運輸㈱ ㈱サニックス ㈱富士フイルムメディアクレスト

加賀電子㈱ ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱ ㈱三機サービス ㈱ベントラー・オートモーティブ

加藤産業㈱ AGCロジスティクス㈱ ㈱シイエム・シイ ㈱三井物産戦略研究所

兼松トレーディング㈱ ジェイアールバス関東㈱ ジョブライト㈱ ㈱ミツウロコ

川重商事㈱ ㈱ジェイトップ 日建片桐リース㈱ ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱

㈱カワニシホールディングス 住友倉庫九州㈱ 日本工営㈱

北関東ペプシコーラ販売㈱ 凸版物流㈱ ㈱乃村工藝社

岐阜商事㈱ ナラサキスタックス㈱ ㈱PMC

栗本商事㈱ 西日本旅客鉄道㈱ ㈱リクルートライフスタイル

クリヤマホールディングス㈱ 日本通運㈱ ㈱アクティオ

ＫＣセントラル貿易㈱ ㈱パスコ ㈱エクシング

㈱小泉 藤原運輸㈱ ㈱ＮＴＴファシリティーズ

興和㈱ 古河物流㈱ ㈱ＭＣエバテック

佐鳥電機㈱ ヤマトホールディングス㈱ J-netレンタリース㈱

三洋貿易㈱ ＪＢサービス㈱

㈱ＪＡＬＵＸ 情報・通信 ジャパンベストレスキューシステム㈱

ＪＦＥ商事エレクトロニクス㈱ ㈱アイ・エス・ビー ㈱ジャパンホリデートラベル

シナネン㈱ ＮＥＣネッツエスアイ㈱ ㈱第一興商

昭和興産㈱ SCSK㈱ ㈱丹青社

泉州電業㈱ エスユーエス㈱ 千代田検査工業㈱

全日空商事㈱ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ ㈱デザインネットワーク

双日㈱ ㈱ＮＴＴドコモ 東武トップツアーズ㈱

双日エアロスペース㈱ ㈱ＯＤＫソリューションズ ㈱BOD

双日ジーエムシー㈱ ㈱沖データ ㈱ファルコホールディングス

㈱そごう・西武 ㈱オプティマインド ㈱フォーバル

㈱たけびし コンフィデンシャルサービス㈱ ブルードットグリーン㈱

塚本總業㈱ ジーエルソリューションズ㈱ マツダエース㈱

デリカフーズ㈱ ソフトバンク㈱

㈱東急ハンズ URBANBASE㈱ その他業種

㈱豊通マシナリー HISホールディングス㈱ ㈱アーク

豊通マテリアル㈱ ㈱エネルギア・コミュニケーションズ 岩谷マテリアル㈱
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本日は、事務処理説明会へ

ご参加いただきありがとうございました。

ご不明点がございましたら、下記連絡先までお問合せください

＜お問合せ先＞

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

福島県地域復興実用化開発等促進事業費補助金管理業務担当
電 話： 024-572-3352
メール： dtc_f_jitsuyoka@tohmatsu.co.jp
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