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１．事業の目的
本事業は、特徴のある技術、ビジネスノウハウ、知的財産権等の経営資源を有する中

小企業、個人、研究機関、ＮＰＯ、組合、大企業等が、既存の組合等といった組織にと

らわれず、自己の欠けている機能（技術、マーケティング、商品化等）を連携によって

相互に補完し、新市場創出・製品・サービスの高付加価値化を目指そうとする取り組み

である「ソフトで柔軟な新連携」を支援するものです。

このような「新連携」としては、①独自の高い技術を持つ中小企業の連携による高付

加価値の創造、②生産・流通工程の短縮による特色ある商品の消費者への提供、③新し

い市場の構築といった例があげられます。

２．委託対象事業

(1) フォーメーション事業

必要な経営資源を迅速かつ的確に確保する連携・相互補完を目的とした柔軟でオ

「 」 、ープンな 事業を軸にした新たな連携 の構築に対するニーズが高まっているので

国が先導的な役割を果たし、具体的事例構築を推進します。

高度な技術等を有する中小企業、個人、研究機関、組合等が自己の欠けている機

能（マーケティング、商品化等）を補完し事業化するための連携体（※）を構築す

るための事業です。

また、事業終了後にコア技術・先進的アイデア等を活かし合って、事業化を目指

す連携体が構築されることになります。

①連携体の中心となる企業（コア企業）に直接委託する場合

連携体のコアとなる企業が存在し、自ら連携予備企業を発掘し、事業化を目的

とした連携体（※）を構築するための事業です。

［事業内容］

ア．連携予備企業の開拓

イ．連携体の構築（コンサルタント等を活用することも可）

［事業のスキーム］

①募集 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ等コンサルを依頼

国 連携体の中心となる企業 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ②応募

（コア企業） 会社等③採択・委託 コンサル

自ら発掘

Ａ企業 Ｂ企業

Ｃ企業 Ｄその他････

連 携 体
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②中小企業支援機関等に委託する場合

企業等をマッチングさせる能力を有する、商工会議所、商工会、中央会、中

小企業支援センター、ＮＰＯ、民間コンサルタント会社、民間シンクタンク、

大学等の中小企業支援機関等が連携体を組成し、市場性、事業化の成熟度のフ

ォローアップ・評価をするための事業です。同一支援機関が、複数の連携体を

構築する場合、各連携体毎に個別に応募する必要があります。

［事業内容］

ア．連携構築を検討するための委員会の結成・開催

イ．連携予備企業の開拓

ウ．連携体の構築

エ．中小企業支援機関等が構築した連携体へのフォローアップ・評価

◆フォローアップ・評価は、連携体が行おうとする事業について、市場ニーズ

や採算性等の観点から事業化が可能かどうかについて評価するとともに、連携

体が事業化に成功するよう、中小企業支援機関が必要に応じて経営や技術に関

するアドバイスを行うものとする （中小企業支援機関等がフォローアップ・評。

価を行うことが困難な場合には、専門家を活用することも可 ）。

［事業のスキーム］
①募集 ⑦フォローアップ・評価を依頼

国 中小企業支援機関等②応募

③採択・委託

④呼びかけ・発掘 ⑤連携体になることを

承諾 中小企業支援

機関はフォロＡ企業 Ｂ企業 Ｃ企業 Ｄその他････

ーアップ・評

・連携構築の企 価できる者と

画立案 共同で評価等

・連携体の構築 を行う

・事業化へのフ

ォローアップ

⑥連携体 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ・評価

ができる者⑧評価等の実施

(2)パイロット事業

既に連携体が構築され、役割、資金等の責任が明確になっている連携体が支援対

象になります。事業化を目的として連携を構築した連携体が具体的事業化に向けて

取り組む事業です。

具体的には、現在、市場が必ずしも成熟していないが、中長期的にみたときに社
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会的ニーズがある分野、将来性があり高付加価値化が望める分野、新市場を創出す

る分野に取り組む組成済みの連携体が行う事業を推進します。

［事業のスキーム］
①募集

国 連 携 体②応募

③採択・委託

（事業化に向けての事業の実施）

（※ 【連携体の形式要件】）

・中小企業者が中心となり行う協力関係であり、自己の欠けている機能を補完し合う

企業が２社以上入ること。

・中小企業者、個人、大学、研究機関、ＮＰＯ、組合、任意グループ、大企業等のう

ち、必要な者で構成されていること。

・特定の者だけが有益にならないこと。

・大企業との連携に当たっては、主に中小企業に有益となるような連携であること。

（大企業には大企業の子会社も含むものとする ）。

・大企業とその子会社（グループ企業も含む）による連携は除く。

『中小企業者の定義』
下表に示す資本金基準又は従業員基準のいずれかを満足する企業。

主たる事業として営んでいる 資本金基準 従業員基準

業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業、その他の業種（以下 ３億円以下 ３００人以下

のものは除きます ）。

卸売業 １億円以下 １００人以下

サービス業 ５千万円以下 １００人以下

小売業 ５千万円以下 ５０人以下

★常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

※本委託事業でいう中小企業者には企業組合、協業組合を含むものとします。

※コア企業とは、連携体が行う事業のコアとなる技術力が優れている、目利き能力があ

る、受注コーディネート能力が高い、また、信用力が高いなど、連携して行う事業の

中心となる中小企業者をいいます。

３．委託契約額限度額
委託先が本事業の実施に要する経費については委託契約額を限度とします。

なお、１件当たりの限度額（消費税を含む）については下記のとおりとします。

フォーメーション事業：５００万円（フォローアップ・評価費用を含む ）。

パイロット事業：２，０００万円
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４．応募資格及び委託先の選定
委託先の選定にあたっては、各事業毎に以下の事項を中心に審査して決定すること

とします。

(1) フォーメーション事業

①連携体の中心となる企業（コア企業）に直接委託する場合

連携体のコアとなる企業が存在し、自ら連携予備企業を発掘し、事業化を目的

とした以下の条件を満たす者が対象です。

ア．連携体の形式要件

イ．連携体の事業の目的、事業内容の明確性

ウ．連携体の戦略性、事業の実現可能性

エ．確実に連携体を構築することができる者（コンサルタント等を活用すること

も可）

オ．２社以上の企業に有益になるような連携体を作ることができる者

カ．本事業に係る他の行政機関等（国、県、市町村、公益法人）からの補助金等

の交付を受けていない、又は交付申請中でない者。

②中小企業支援機関等に委託する場合

中小企業支援機関等とは、商工会議所、商工会、中央会、中小企業支援センタ

ー、ＮＰＯ、民間コンサルタント会社、民間シンクタンク、大学等のうちから確

実に事業化を目的とした新たな連携の構築を支援できる者であって、以下の条件

を満たす中小企業支援機関等が対象です。

ア．以下の条件を満たす連携体を構築できること

・連携体の形式要件

・連携体の事業の目的、事業内容の明確性

・連携体の戦略性、事業の実現可能性

イ．企業等のマッチング及びコンサルタント能力があること

ウ．連携後、連携体に対しフォローアップ・評価が可能な機関等（中小企業支援

機関等がフォローアップ・評価を行うことが困難な場合には、専門家を活用

することも可）

(2) パイロット事業

、 （ ）以下の条件を満たす 既に連携体が構築され連携体の中心となる企業 コア企業

が対象です。

ア．連携体の形式要件

イ．連携体の事業の目的、事業内容の明確性

ウ．連携体の戦略性、事業の実現可能性

エ．連携体の役割分担、資金等の責任が明確になっていること

オ．本事業に係る他の行政機関等（国、県、市町村、公益法人）からの補助金等

の交付を受けていない、又は交付申請中でない者。

５．申請手続き等の概要
(1)申請受付先及び問い合わせ先

本事業の主たる実施地を所轄する各経済産業局
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(2)受付期間

①フォーメーション事業

１次募集：平成１６年４月２６日(月)～平成１６年５月２０日(木)（５月２０日

消印有効）

２次募集：平成１６年９月１日(水)～平成１６年９月１４日(火)（９月１４日消

印有効）

②パイロット事業

１次募集：平成１６年４月２６日(月)～平成１６年５月２０日(木)（５月２０日

消印有効）

(3)提出書類

フォーメーション事業を行う連携体の中心となる企業（コア企業）は様式１、中

小企業支援機関等は様式２、パイロット事業を行う連携体の中心となる企業（コア

企業）は様式３により、申請書（正１部、副５部）を提出するものとします。

６．委託契約

(1)契約締結者

本事業に係る委託契約については、

． （ ）ア フォーメーション事業を企業が行う場合：連携体の中心となる企業 コア企業

イ．フォーメーション事業を中小企業支援機関等が行う場合：中小企業支援機関等

ウ．パイロット事業の場合：連携体の中心となる企業（コア企業）

なお、実際の契約の際の契約金額は必ずしも提案金額とは一致するものではありま

せん。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もあり

ますので、あらかじめご了承ください。

(2)委託期間

本事業に係る委託期間は、委託締結日から平成１７年３月３１日までとします。

(3)経費対象

対象とする経費は、フォーメーション事業又はパイロット事業を遂行するために必

要な経費とします。

フォーメーション事業

【連携体の中心となる企業（コア企業）に委託する場合】

(1)事業費

連携費用

①連携構築費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、連携構築に必要な手続き等に要する経

費 （例えば、秘密保持契約書等の書類作成費、連携体参加企業に共通な工程管理。

マニュアル作成費等）

②コンサルタント費用

連携体の中心となる企業（コア企業）が、マーケティング等調査に係るコンサル

タント会社等を使用するために必要な経費。

③職員旅費
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連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な交通費、

日当、宿泊費。

④資料費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な資料等の

購入経費。

⑤雑役務費

委託業務に直接従事したアルバイト、パート等の賃金、交通費。

⑥通信運搬費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な通信費、

資料送付等に伴う運搬費。ただし、振り込み手数料は対象としない。

⑦消耗品費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な事務用品

等消耗品の購入に要する経費。

⑧広報費

連携予定者を募るため等の広報費用に要する経費。

⑨報告書作成費

報告書の作成に要する経費。

⑩その他特別費

以上の経費のほか、特に必要と認められる経費。

(2)一般管理費

本事業の一般管理費（経費総額の５％を上限とする ）。

(3)消費税及び地方消費税

上記(1)から(2)の項目は、消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その額に消

費税及び地方消費税率を乗じて得た額を記入してください。

なお、免税業者の場合は、仕入課税額を消費税及び地方消費税欄に記載してくださ

い。

【中小企業支援機関等に委託する場合】

(1)事業費

連携費用

①連携構築費

連携体が連携構築に必要な手続き等に要する経費 （例えば、秘密保持契約書等。

の書類作成費、連携体参加企業に共通な工程管理マニュアル作成費等）

②委員会費

中小企業支援機関等が行う連携を構築するために必要な知識、情報、意見等の交

換、検討のための委員会開催、委員等謝金、委員等旅費、会議費、会議室借上費。

（会議における食事代は不可 ）。

③職員旅費

中小企業支援機関等が行う連携を構築するために必要な旅費。

④通信運搬費

中小企業支援機関等が行う連携を構築するために必要な通信費、資料送付等に伴

う運搬費。ただし、振り込み手数料は対象としない。

⑤資料費
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中小企業支援機関等が行う連携を構築するために必要な資料等の購入経費。

⑥消耗品費

中小企業支援機関等が行う連携を構築するために必要な消耗品購入品に要する経

費。

⑦報告書作成費

報告書の作成に要する経費。

⑧宣伝費

中小企業支援機関等が行う連携を構築するために必要な宣伝費。

⑨その他特別費

以上の経費のほか、特に必要と認められる経費。

フォローアップ・評価費用

①諸謝金

中小企業支援機関等が専門家を活用し、連携体に行うフォローアップ・評価する

ために必要な謝金。

②専門家旅費

中小企業支援機関等が専門家を活用し、連携体に行うフォローアップ・評価する

ために必要な旅費。

③職員旅費

中小企業支援機関等が連携体に行うフォローアップ・評価するために必要な旅

費。

④その他特別費

以上の経費のほか、特に必要と認められる経費。

(2)一般管理費

本事業の一般管理費（経費総額の５％を上限とする ）。

(3)消費税及び地方消費税

上記(1)から(2)の項目は、消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その額に消

費税及び地方消費税率を乗じて得た額を記入してください。

なお、免税業者の場合は、仕入課税額を消費税及び地方消費税欄に記載してくださ

い。

パイロット事業

(1)事業費

①諸謝金

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な委員会開

催に係る謝金、又は専門家を活用した場合に支払う謝金。

②旅費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な委員会開

催に係る旅費、又は専門家を活用した場合に支払う旅費。

③会議費

会議における委員等への茶菓子代等 （食事代は不可とする ）。 。

④会場借料

会議開催における会議室借上料。
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⑤資料購入費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な資料等の

購入経費。

⑥報告書作成費

報告書の作成に要する経費。

⑦借損料

連携して行う事業遂行のために機械・装置等の借用に要する経費。

⑧原材料費

連携して行う事業の遂行のために材料等を購入するために要する経費。

⑨製造・改良・加工料

連携して行う事業の製品の製造・改良・加工等に要する経費。

⑩実験費

製品開発等の実験に要する経費。

⑪光熱費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な光熱に要

する経費。

⑫試作費

製品開発するための試作品作成に要する経費。

⑬設計費

製品開発等の一部である設計に要する経費。

⑭コンサルタント費用

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要なマーケテ

ィング等調査に係るコンサルタント会社等を使用するために要する経費。

⑮消耗品費

連携して行う事業遂行のために使用する事務用品等消耗品等の購入に要する経

費。

⑯雑役務費

委託業務に直接従事したアルバイト、パート等の賃金、交通費。

⑰通信運搬費

連携体の中心となる企業（コア企業）が、事業を遂行するために必要な通信費、
資料送付等に伴う運搬費。ただし、振り込み手数料は対象としない。

⑱その他特別費

以上の経費のほか、特に必要と認められる経費。

(2)一般管理費

本事業の一般管理費（経費総額の５％を上限とする ）。

(3)再委託費

再委託費は、委託業務の一部について連携体の中心となる企業（コア企業）以外の

者に再委託するのに要した経費とし、当該経費の算定に当たっては、(1)～(2)に定め

る事項に準じて行う （再委託契約上は、(4)の消費税及び地方消費税を含めた契約金。

、 、 ）。額となるが 委託契約においては 消費税及び地方消費税を除いた経費について計上

(4)消費税及び地方消費税

上記(1)から(3)の項目は、消費税及び地方消費税を除いた額で算定し、その額に消



- -9

費税及び地方消費税率を乗じて得た額を記入してください。

なお、免税業者の場合は、仕入課税額を消費税及び地方消費税欄に記載してくださ

い。

７．財産の帰属等

(1) 本事業を実施した事により特許権等の知的所有権が発生した場合は、それらの権

利は特定の定めがある場合を除き、原則として受託者に帰属するものとします。

(2) 委託業務の実施により財産を取得した場合には、委託業務の終了後は原則として

委託者に帰属するものとします。

８．その他の留意事項
(1) 経費関係について

① 明確に区分することが困難なものについては、一般管理費で対応するものと

します。

② 新連携対策委託事業を行う連携体の中心となる企業（コア企業）が事業を遂

行するための旅費については、原則として、事業実施者が独自に定める旅費規

程に則って支出するものとします。なお、事業実施者が独自に定める旅費規程

。等がない場合は国家公務員の旅費に関する法律に則って支出するものとします

、 、(2) 委託費の支払いについては 平成１７年４月８日までに実績報告書の提出を受け

委託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、経費（支出行為）の発生を確認した上で、当該部分

に係る委託費が支払われる（概算払い）場合もあります。なお、委託費は経理上、

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。

、 。(3) 委託事業の進捗状況確認のため 各経済産業局が実地検査に入ることがあります

(4) 原則として、委託事業終了後の額の確定に当たり、経費対象物件や帳簿類の確認

ができない場合については、当該物件等に係る金額は対象外となります。

(5) 委託事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。



- -10

【受付先及び問い合わせ先】

名称及び担当課 所 在 地 電 話

北海道経済産業局 産業部中小企業課 〒060 0808-
札幌市北区北8条西2丁目1 1 011 709 1783- - -

東北経済産業局 産業部中小企業課 〒980 8403-
仙台市青葉区本町3 3 1 022 222 2425- - - -

関東経済産業局 産業企画部新規事業課 〒330 9715-
さいたま市中央区新都心1 1 048 600 0275- - -
さいたま新都心合同庁舎１号

中部経済産業局 産業振興部中小企業課 〒460 8510-
名古屋市中区三の丸2 5 2 052 951 2748- - - -

近畿経済産業局 産業企画部地域振興課 〒540 8535-
大阪市中央区大手前1 5 44 06 6966 6012- - - -

中国経済産業局産業部中小企業課 〒730 8531-
広島市中区上八丁堀6 30 082 224 5661- - -
広島合同庁舎２号館

四国経済産業局産業部中小企業課 〒760 8512-
香川県高松市番町 10 6 087 831 3141l- - - -

九州経済産業局産業部中小企業課 〒812 0013-
福岡市博多区博多駅東2 1 1 092 482 5451-l - - -

沖縄総合事務局経済産業部中小企業課 〒900 8530-
沖縄県那覇市前島2 21 7 098 866 0031- - - -
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様式１（フォーメーション事業）

平成１６年 月 日

○○経済産業局長 御中

連携体の中心となる企業（コア企業）名 印

平成１６年度新連携対策委託事業への応募について

標記の事業を実施いたしたく、下記のとおり関係書類を添えて応募します。

記

１．事業計画書（別添１）

２．経費明細表（別添４）
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様式２（フォーメーション事業）

平成１６年 月 日

○○経済産業局長 御中

中小企業支援機関名 印

平成１６年度新連携対策委託事業への応募について

標記の事業を実施いたしたく、下記のとおり関係書類を添えて応募します。

記

１．事業計画書（別添１、２）

２．経費明細表（別添４）
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様式３（パイロット事業）

平成１６年 月 日

○○経済産業局長 御中

連携体の中心となる企業（コア企業）名 印

平成１６年度新連携対策委託事業への応募について

標記の事業を実施いたしたく、下記のとおり関係書類を添えて応募します。

記

１．事業計画書（別添３）

２．経費明細表（別添４）
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別添１

事 業 計 画 書（連携体の中心となる企業（コア企業 ））

１．連携体の中心となる企業の概要

①企業名、代表者名：

②所在地：

③電話番号：

④ＦＡＸ番号：

⑤メールアドレス：

⑥設立年月日：

⑦資本金、出資金：

⑧従業員数：

⑨業種（形態 ：）

⑩直近３年間分の財務データ（売上高、税引後利益、純資産 ：）

⑪連絡者名及び役職名：

２．事業のテーマ、概要（目標となる高付加価値商品やサービス等また想定している

市場や取引先 ：）

３．連携体の事業計画等

①委託期間内における目標

②戦略的具体的事業プラン

③連携により向上する又は補完する機能・能力

４．連携メンバー及び役割分担

①想定している連携メンバーの構成（各メンバーの名称、住所、電話番号）

②連携体の経緯：

③機能等の役割分担：

④連携体の中心である企業（コア企業）の機能・役割：

⑤今後開拓が必要な連携メンバー（連携体に今後必要な機能）

注）大企業及びその子会社には※印を付けること

５．連携メンバー（個々の企業）の具体的な技術力等

６．実施スケジュール：
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別添２

事 業 計 画 書（中小企業支援機関等）

１．中小企業支援機関等の概要

①機関名：

②代表者名：

③住所：

④電話番号：

⑤ＦＡＸ番号：

⑥担当者の職・氏名：

⑦メールアドレス：

⑧平成１５年度事業実績：

⑨平成１６年度事業計画：

２．マッチング等の支援能力

①マッチング活動の過去の実績

②中小企業支援機関が保有する人的ネットワーク、企業情報等

③連携体の事業の市場性等の評価、分析能力

④連携体に対するフォローアップ・評価のサポート体制

※別添１事業計画書（連携体の中心となる企業（コア企業 ）を付けること。）
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別添３

事 業 計 画 書（パイロット事業）

１．連携体の中心となる企業（コア企業）の概要

①企業名、代表者名：

②所在地：

③電話番号：

④ＦＡＸ番号：

⑤メールアドレス：

⑥設立年月日：

⑦資本金、出資金：

⑧従業員数：

⑨業種（形態 ：）

⑩直近３年間分の財務データ（売上高、税引後利益、純資産 ：）

⑪連絡者名及び役職名：

２．現連携体としての活動内容
①事業内容
②連携メンバーの構成（各メンバーの名称、住所、電話番号 ：）
③連携メンバーの役割分担：
④連携体の中心となる企業（コア企業）の役割：

注）大企業の子会社には※印を付けること

３．委託期間中に実施する事業の概要

①事業内容

②類似製品・サービス等との違い

③連携体による知的所有権等の取得（予定）

④市場規模、販売対象エリア

⑤販売方法とＰＲ方法

⑥事業実施上の問題点・課題

４．委託期間中における連携体の構成及び役割分担

①連携メンバーの構成（各メンバーの名称、住所、電話番号 ：）

②連携メンバーの役割分担：

③連携体の中心となる企業（コア企業）の役割：

注）大企業の子会社には※印を付けること

５．連携メンバー（個々の企業）の具体的な技術力等

６．委託を受けることで期待される効果：

７．委託期間中の実施スケジュール：
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別添４

経 費 明 細

費用項目 金 額 内 訳

（ ）一般管理費 小計の５％以内

再委託費

総 経 費

消費税及び地方消費税（円）

合 計（円）
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