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ふるさと名物応援事業 
（海外専門家招聘支援事業） 

 

 

【 公 募 要 領 】                

 

 

 
 

【受付期間】 

 平成２７年１月３０日（金）～平成２７年２月１８日（水） 

（受付最終日の１７：００までに必着のこと。） 

 ※公募申請書の提出にあたっては、締切り期限に余裕を持って提出されるよ

うお願いいたします。 

 ※本公募は、国会での平成２６年度補正予算成立が前提となります。このた

め、今後、内容等が変更になることもありますので、あらかじめご了承く

ださい。 

 

【応募書類の提出先及び問い合わせ先】 

中小企業庁創業・新事業促進課海外展開支援室 

 ※詳細は、Ｐ８を参照してください。 

 ※本公募要領は、中小企業庁ホームページ（http://www.chusho.meti.go.jp/）

からダウンロードできます。 
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Ⅰ．本補助金制度について 
 

１．制度の目的 

 

本事業は、海外展開を目指す中小企業・小規模事業者に対して、海外現地の

市場ニーズに精通する専門家を招聘し、継続的に商品の企画・開発のアドバイ

スを得る機会を提供するとともに、海外展示会出展を通じた現地ニーズの確認

や商品改良のフォローアップを行うことにより、国内の準備段階から現地の市

場ニーズを的確に把握し、海外向け商品の開発支援を行うことを目的としてい

ます。 

 

２．事業のスキーム 

 

   経 済 産 業 省     

     （申請）↑  ↓（補助）   補助率：定額 

   民 間 団 体 等（補助事業者） 

     （申請）↑  ↓（補助）   補助率：定額 

     事業者（間接補助事業者）   

 

※本募集は、事業者（間接補助事業者）へ補助金を交付する執行団体（補助事

業者）を募集するものであり、支援を希望する中小企業・小規模事業者を募

集するものではありません。 

 

３．補助対象者 

 

本事業の補助対象者は、次の（１）及び（２）に掲げる要件をいずれも満た

す民間団体等とします。また、共同申請（※）も認めます。 

 

（１）次の①から⑤のいずれも満たす法人であること。 

① 日本に拠点を有していること。 

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 本事業を円滑に遂行するため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 本業務を推進する上で国が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる

体制を構築できること。 

⑤ 経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止措置要領

（平成１５．０１．２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げ

る措置要件のいずれにも該当しないこと 
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※共同申請の場合 

① 共同申請を行う場合は、本事業の実施について全ての責任を有する幹事

申請者と共同申請者が合わせて上記（１）①～⑤の要件を全て満たすこと

が必要です。 

② 申請の際は、幹事申請者を決めた上で、申請書を提出してください。 

③ 補助金の支払いは、幹事申請者に行います。 

④ 幹事申請者は共同申請者と委託契約を締結の上、事業を実施してくださ

い。 

⑤ 委託契約に基づき共同申請者が支出した費用についても、その支出を明

らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要です。 
 
 
（２）「ふるさと名物応援事業（海外専門家招聘支援事業）の交付を受ける者と

して不適当な者」として、次の①から④のいずれにも該当しない法人である

こと。 
 
① 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人であ

る場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約

を締結する事務所をいう。）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。以下同じ。）が、暴力団員（同

法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている

とき 
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与しているとき 
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非

難されるべき関係を有しているとき 
 
 

４．補助対象事業 

 

本事業は、間接補助事業者（以下「コーディネート事業者」という）が行う

海外現地の市場ニーズに精通する専門家を招聘し、海外展開を目指す中小企

業・小規模事業者に対して、継続的に商品の企画・開発のアドバイスを得る機

会を提供するとともに、海外展示会出展を通じた現地ニーズの確認や商品改良

のフォローアップが対象になります。 

 なお、コーディネート事業者は、以下に掲げる３分野から、それぞれ１社ず

つ選定するものとします。 
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（１） 生活雑貨、インテリア 

（２） 衣類、テキスタイル 

（３） 食品 

 

 また、本募集の対象となる事務局（補助事業者）は、本事業の円滑な実施の

ため、以下の業務を行います。 

一 本事業の周知 

二 本事業に関する問い合わせ、意見等への対応 

三 本事業に係るコーディネート事業者に関する公募 

四 補助金交付先決定に係る業務（交付申請書の受理、交付決定通知書の発出

等） 

五 補助金交付先事業の進捗状況管理、確定検査、支払手続 

六 その他の事業運営に必要となる事項についての対応 

 

５．補助金交付の要件 

（１）採択予定件数：１件 

 

（２）補助率・補助額 

定額補助（１０／１０）とし、２．５億円程度（消費税及び地方消費税込み）

とします。 

なお、最終的な実施内容、交付決定額については、中小企業庁が精査した上

で決定することとしますので、必ずしも申請された金額と一致するものではあ

りません。 

また、各コーディネート事業者への補助金額について、１件あたりの上限額

の設定はありませんが、３件の合計で２．５億円程度を上限となります。 

 

（３）支払時期 

補助金の支払いは、原則として、補助事業終了後の精算払となります。 

 

※事業実施主体の財務状況等によっては、概算払を行いますので、事前に中小

企業庁に相談してください。 

 

（４）支払額の確定方法 

補助事業終了後、事業実施主体より提出いただく実績報告書に基づき、原則

として実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あって、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。 

※全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が

必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満

たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあります。これは
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委託契約に基づく共同申請者の支出においても同様です。 

 

６．補助対象経費 

 

（１）補助対象経費の区分 
本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取

りまとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 
 

経費区分 経費内容 
事業費 謝金、旅費、会場借上費、展示会出展費、借損料、 

通信運搬費、資料購入費、消耗品費、広報費、印刷製本費、

雑役務費、委託費 
事務費 謝金、旅費、通信運搬費、消耗品費 

印刷製本費、雑役務費、委託費、人件費 
  ※事務費は、事業費総額の１０％以内とします。 
 
①謝金 
事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家又は委嘱した

委員に謝礼として支払われる経費 
（注１）補助事業者又はコーディネート事業者を専門家等として支出の対象に

することはできません。 
（注２）謝金の単価は、その根拠が補助事業者又はコーディネート事業者が定

める規程等により明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである

必要があります。 
 
②旅費 
事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、会議や打合せ等に参加す

るため及び販路開拓のための旅費として、補助事業者、コーディネート事業者

が依頼した専門家又は委嘱した委員に支払われる経費 
（注１）グリーン車、ビジネスクラス等、特別に付加された料金については補

助対象外とします。 
（注２）補助対象となるものは、補助事業者又はコーディネート事業者が定め

る旅費規程等により最も経済的及び合理的な経路により算出されたもの

であることが必要です。 
（注３）補助事業以外の用務が一連の旅程に含まれる場合は、用務の実態を踏

まえ、按分等の方式により補助対象経費と補助対象外経費に区分します。 
 
③会場借上費 
事業遂行に必要な商談会や展示会を行うための会場を借り上げるために必要

な経費 
 
④展示会出展費 
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試作品、新商品等を海外の展示会等に出展するために支払われる経費 
（注１）出展に伴う「通訳料・翻訳料」及び展示会等出展に必要な「保険料」

や「運搬費」の他、展示会等において行うマーケティング調査に係る経

費も補助対象となります。 
（注２）出展料等の請求書の発行日又は支払日が交付決定日前となる場合には、

補助対象となりません。 
  
⑤借損料 
事業遂行に直接必要な海外での自動車・機器等のリース料・レンタル料とし

て支払われる経費 
（注）借用（リース・レンタル）において補助対象となるものは、借用のため

の見積書、契約書等が確認できるもので、当該年度の補助事業に要する経

費のみとなります。したがって、契約期間が当該年度を越える場合の補助

対象経費は、按分等の方式により算出された当該補助事業期間分のみとな

ります。 
 
⑥通信運搬費 
打合せや展示会出展等のための郵送料、機器・機材等の運搬のために支払わ

れる経費 
 
⑦資料購入費 
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 

（注）取得価格（消費税込）が１０万円未満のものに限ります。 
 
⑧消耗品費 
 事業遂行に必要不可欠な消耗品等を購入するために支払われる経費 
 
⑨広報費 
事業遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため及び広告媒体等

を活用するために支払われる経費 
（注１）事業活動や試作品等の広報を目的としたものが補助対象であり、単な

る会社のＰＲや営業活動に活用される場合には、補助対象となりません。 
（注２）作成するパンフレットは必要最小限にとどめ、補助事業期間中には全

て配布することを原則とします。補助事業終了時点での未配布分に相当

する経費は、補助対象となりません。 
 
⑩印刷製本費 
事業遂行に必要なパンフレットやポスター等を作成するために支払われる経

費 
（注１）試作品等の広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のＰ

Ｒや営業活動に活用される場合には、補助対象となりません。 
（注２）作成するパンフレットやポスター等は必要最小限にとどめ、補助事業
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期間中には全て配布することを原則とします。補助事業終了時点での未

配布分に相当する経費は、補助対象となりません。 
 
⑪雑役務費 
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアル

バイト代、交通費として支払われる経費 
（注１）作業日報等の作成が必要となります。 
（注２）臨時雇い入れと認められない場合には、補助対象となりません。 
 
⑫委託費 
事業遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費及び調査員等に対

して支払われる経費、その他、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託す

るために支払われる経費（自ら実行することが困難な業務に限ります。） 
（注１）委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、原則、委託する側で

ある補助事業者に成果物等を帰属させる必要があります。 
（注２）外注先・委託先が機器・設備等を購入する費用は補助対象となりませ

ん。 
 
⑬人件費 
 補助事業の実施期間を通じて責任をもって事業遂行に直接従事することがで

きる者（原則として補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。）の補助事

業を実施するために要した人件費 
（注１）人件費の単価は、その根拠が補助事業者が定める規程等により明確で

あり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 
（注２）業務日誌を作成していただきます。 
（注３）中小企業庁に提出する書類の作成に要する時間、各種経費を支払うた

めに要する時間など、補助事業に直接関係の無い作業に要する時間に係

る人件費は、補助対象となりません。 
（注４）役員・経営者等の人件費は補助対象外となります。 
 
（２）補助対象経費全般にわたる留意事項 
①補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行ってください。

本事業において補助対象経費となるものは、本事業に使用したものとして明

確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるものに限

ります。 
 
②補助事業における発注先（委託先）の選定にあたっては、１件あたり１０万

円以上（税込み）を要するものについては、原則として２社以上から見積をと

ることが必要となります。ただし、発注（委託）する事業内容の性質上、見積

をとることが困難な場合は、該当する企業を随意の契約先とすることができま

す。その場合、当該企業等を随意契約の対象とするための理由書が必要となり

ます。 
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③中古品の購入は、原則として、価格設定の適正性が明確でない場合には補助

対象となりません。 
 
④以下の経費は、補助対象となりません。 
〇補助事業者、地域の支援ネットワーク構成員に支払われる経費 
○人件費（雑役務費は除く。） 
○会議開催にかかる会議室借料、茶菓の経費 
○交付決定日前に発注、購入、契約等を実施したもの 
○通常の生産活動のための設備投資費用、パソコンやサーバの購入費、事務

所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費 
○電話料金、インターネット利用料金等の通信費 
○販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費 
○商品券等の金券 
○コピー代、事務用品等の消耗品代、雑誌・新聞購読料、団体等の会費 
○飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 
○不動産の購入費、車両購入費・修理費・車検費用 
○税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び

訴訟等のための弁護士費用 
○金融機関などへの振込手数料（発注先が負担する場合を除く。） 
○公租公課（旅費にかかる出入国税を除く。） 
○ＥＵのＶＡＴ（付加価値税）等の還付制度が適用され、実際に還付された

金額（補助事業終了後に還付された金額を含む）及び還付手続きに係る委

託費や手数料 
○各種保険料（旅費にかかる航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。） 
○借入金などの支払利息及び遅延損害金 
○補助金計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用 
○上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 

 
⑤補助事業における総収入額が総支出額を上回った場合は、補助金から減額し

ます。 
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Ⅱ．公募申請手続き等について 
 
 
７．応募手続等の概要 
 
（１）応募期間 

   平成２７年１月３０日（金）～平成２７年２月１８日（水） 

   ※受付最終日の 17:00までに必着のこと。 

 

（２）説明会の開催 

開催日時：平成２７年２月３日（火）１７時～１８時 

場所：経済産業省別館７階７１８会議室 

 

説明会への参加を希望する方は、「（７）問い合わせ先」へ２月２日（月）

１７時までにメールにてお申し込みください。 

連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「ふるさと名物応援事業（海外

専門家招聘支援事業）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」「E-mailアドレス」を

明記願います。 

なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位ごと

に１名まででお願い致します。 
 
（３）応募受付先 

   〒１００－８９１２ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

   経済産業省中小企業庁創業・新事業促進課海外展開支援室 

   ふるさと名物応援事業（海外専門家招聘支援事業）担当 

 

（４）応募方法 

   事業の応募に必要な書類及び応募様式ファイルを保存したコンパクトデ

ィスク、デジタルバーサタイルディスク又はＵＳＢメモリーを、受付期間

内に経済産業省に提出してください。 

また、提出物は封筒に入れ、宛名面に「『ふるさと名物応援事業（海外専

門家招聘支援事業）』事務局応募書類」と赤字で明記して提出してください。 

 

（５）提出方法及び提出に当たっての注意事項 

① 郵送・宅配便等により提出してください。（書留郵便等の配達記録が

残る方法に限ります。） 

② 持参、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けません。 

③ 提出された応募書類等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取

消しを行うことはできません。また、返還も行いません。 

④ 応募資格を満たさない者が提出した応募書類等は、無効とします。 

⑤ 虚偽の記載をした応募書類等は、無効とします。 
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⑥ 応募書類等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

⑦ 提出された応募書類等は、経済産業省において、審査以外の目的に提

出者に無断で使用しません。審査の結果、事務局候補者として選定され

た者が提出した申請書類等の内容は、行政機関の保有する情報の公開に

関する法律（平成 11 年法律第 42 号）に基づき開示請求があった場合に

おいては、不開示情報（個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれ

がある情報等）を除いて開示される場合があります。 

⑧ 応募書類等において提出者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の

計画を行っている場合は、その履行を担保するため、協力の内容、態様

等に応じ、提出者と協力者の間の共同事業実施協定書等の提出を求める

ことがあります。 

 

（６）申請書類 

以下の申請書類を上記（１）の宛先まで提出してください。 

【申請書類】 

①ふるさと名物応援事業（海外専門家招聘支援事業）申請書（様式１）  

②補助事業計画書（様式２） 

③経費明細表（様式２） 

④過去２年間の貸借対照表、損益計算書（これらの書類がない場合は、最近１年
間の事業内容の概要を記載した書類）、個別注記表（中小会計要領等に準拠す
る株式会社等のみ）又は監査報告書（企業会計基準に準拠する株式会社等のみ） 

⑤申請者の事業概要が分かるパンフレット、定款等 
※事業活動確認のため、必要に応じて法人登記簿謄本等の提出を求める場合が

あります。 

【申請部数】合計 ２部（正１部、写し１部） 

 

【注意事項】 

①記入要領を参考にしてください。 

②添付資料は必要なものに限ってください。 

③貸借対照表等の財務諸表作成が困難な場合は、事前に相談してください。 

④用紙サイズは原則としてＡ４で統一し、左上１箇所でクリップ止め（ホッチ

キス止め不可）してください。 

 

（７）問い合わせ先 

   経済産業省中小企業庁創業・新事業促進課海外展開支援室 

   ふるさと名物応援事業（海外専門家招聘支援事業）担当 

    E-mail：chuki-kaigai@meti.go.jp 

 

お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付

できません。なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「ふるさと名

物応援事業（海外専門家招聘支援事業）」としてください。他の件名（題名）

ではお問い合わせに回答できない場合があります。 
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８．選定基準等の概要 

 

  契約候補者の選定は、提出された書類に基づいて、以下の項目を総合的に

評価して行うものとします。提出する書類については、記入漏れがないよう

十分注意してください。また、必要に応じて、提出された書類の内容等につ

いて、ヒアリングを実施する場合があります。 

 

（１）「ふるさと名物応援事業（海外専門家招聘支援事業）」事務局としての適

格性 

  ①法人格の有無 

  ②本事業の類似事業の受託実績 

  ③組織の本事業に関する専門知識・ノウハウ等 

 

（２）事業実施計画 

  ①事業実施計画（スケジュール）の妥当性、効率性 

 

（３）事業実施方法 

  ①補助金交付の際の申請方法や周知方法、申請書類の妥当性 

 

（４）事業実施体制と事務費用 

  ①要員数や事務所の確保、事業の実施体制スキームの構築及び明確な役割

分担の実施 

  ②適切な経営基盤、一般的な経理処理能力 

  ③事務費の金額の妥当性 

 

９．交付手続等の概要 

 

（１）採択結果の通知等 

   公募締め切り後、中小企業庁で審査を行い、採択結果（採択又は不採択）

を申請者に通知します。なお、採択結果の内容に関する個別の問い合わせ

には応じないことをご了承ください。 

 

（２）公表 

   採択結果については、後日、中小企業庁のホームページで公表します。

なお、補助事業者（執行団体）の決定については、平成２７年３月中旬を

予定しております。 

 

（３）補助金の交付手続 

   採択となった申請者は、別途、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３８年法律第１７９号）及びふるさと名物応援事業（海外

専門家招聘支援事業）交付要綱に基づく補助金の交付に係る手続きを行っ



 
 
 

11 
 

ていただきます。 

 

（４）交付決定 

   採択された申請者が、中小企業庁に補助金交付申請書を提出し、それに

対して中小企業庁が交付決定通知書を申請者に送付し、その後、事業開始

となります。なお、採択決定後から交付決定までの間に、中小企業庁との

協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額等に変更が生じる可能性が

あります。また、交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場

合もありますのでご了承ください。 

   なお、交付決定後、補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供

することがありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願い

することがあります。 

 

１０．補助対象期間 

 

原則として、交付決定日から平成２７年３月末日までとなります。 

ただし、本予算の繰越手続きにより認められた範囲で事業実施期間の延長を

行うこともあります。 

なお、交付決定日よりも前に行った事業については、補助対象となりません。 

 

１１．補助事業者の義務 

 

本事業の交付決定を受け事業を実施するに当たっては、以下に記載した事項

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及び補助金交付要綱

規則を遵守していただくことになりますのでご留意ください。 

 

①  補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分や内容を変

更しようとする場合又は補助事業を中止、廃止や他に承継させようとする

場合は、事前に経済産業大臣の承認を得なければなりません。 

②  補助事業者は、経済産業大臣の求めがあった場合には、補助事業の遂行

及び収支状況について報告しなければなりません。 

③  補助事業者は、交付決定後、速やかにコーディネート事業者の公募を開

始しなければなりません。 

④   補助事業者は、補助事業を完了した場合又は事業実施期間終了後、実績

報告書を提出しなければなりません。 

⑤   補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確に

した証拠書類を整理し、交付年度終了後５年間保存しなければなりません。 

⑥  補助事業者は、補助事業実施期間中及び補助事業終了後（概ね５年間）、

中小企業庁が必要に応じ実施する実地調査、フォローアップ調査等に応じ

なければなりません。 

⑦  補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含ま
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れている場合、交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴

う報告書を求めることになります。 

これは補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等

額のうち補助金充当額について報告をさせ、返還を命じることにより、補

助事業者に仕入控除とした消費税等額のうち補助金充当額が滞留するこ

とを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後におこなった確定申告に

基づく報告となり、失念等による報告漏れが散見されることや補助事業者

における煩雑な事務手続回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとし

ます。 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費

から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を

きたす恐れがあるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定

できるものとします。 

ⅰ消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

ⅱ免税事業者である補助事業者 

ⅲ簡易課税事業者である補助事業者 

ⅳ国若しくは地方公共団体（特別会計をもうけて事業を行う場合に限

る。）、消費税法別表第３に掲げる法人の補助事業者 

Ⅴ国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

Ⅵ課税事業者のうち課税売上割合が低い等に理由から、消費税仕入控除

税額確定後の返還を選択する補助事業者 

  

（※）消費税等仕入控除税額とは・・・ 

 

補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、補

助事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生するこ

ととなるため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際

の消費税及び地方消費税相当額については、原則として予め補助対象経費から

減額しておくこととしています。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税

等仕入控除税額」といいます。 

 

１２．その他 

 

① 国からの補助金の支払いについては、通常は翌年度４月１０日までに実績

報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。特に必要と

認められる場合、年度の途中での事業の進捗状況を確認し、代金の支払いが

済んでいることを確認した上で、当該部分に係る補助金が支払われる（概算

払い）場合もあります。 

なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計

上するものであり、法人税等の課税対象となります。 



 
 
 

13 
 

② 補助事業の進捗状況確認のため、中小企業庁が実地検査に入ることがあ

ります。 

③  原則として、補助事業終了後の補助金額確定にあたり、帳簿類の確認が

できない場合については、それに係る金額は補助対象外となります。 

④  補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

⑤  補助事業者が「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）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、

虚偽報告など）をした場合には、補助金の交付決定の取消・返還命令（加

算金の徴収を含む）、不正の内容の公表等を行うことがあります。 

 

⑥ 委託先に株式会社等が含まれる場合、当該株式会社等は「中小企業の会

計に関する基本要領（中小会計要領）」や「中小企業の会計に関する指針（中

小会計指針）」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めてく

ださい。 

なお、株式会社等が中小会計要領や中小会計指針に準拠している場合、財

務諸表のうち個別注記表にその旨を記載することになっています。 
 

※中小会計要領や中小会計指針の詳細は、中小企業庁ホームページを参照ください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm 

 

※株式会社等とは、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社であ 

る中小企業のことをいう。 

 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/youryou/index.htm
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（様式１） 

受付番号 
※記載不要 

 

中小企業庁長官 あて 

 

 

平成２６年度「ふるさと名物応援事業（海外専門家招聘支援事業）」申請書 

 

申
請
者 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

印または署名 

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  
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（様式２） 

受付番号 
※記載不要 

 

 

平成２６年度「ふるさと名物応援事業（海外専門家招聘支援事業）」提案書 

 

１．事業の実施方法 

＊具体的な実施方法及び内容を記載してください。 

＊本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事業実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業実績 

＊類似事業の実績：事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合はその旨） 

 

 

 

 

 

 

４．事業実施体制 

＊実施責任者略歴、研究員数等及び実施者の業務内容 

＊外注、委託を予定しているのであればその内容 
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５．事業費総額（千円） 

＊記載している費目は例示。 

＊補助対象経費の区分に応じて必要経費を記載してください。 

Ⅰ 人件費  

 

Ⅱ 事業費 

 

Ⅲ 委託費 

 

総額 

                

 

 


