ふくしま産業応援ファンド事業助成金交付要綱

（趣旨）
第１条

この要綱は、ふくしま産業応援ファンド事業実施要領第９条の規定に基づき、公益財団

法人福島県産業振興センター（以下「センター」という。）が福島県内の中小企業の経営革新、
創業等の促進を図るために行う助成金の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条

この要綱において、中小企業者、ＮＰＯ法人、有限責任事業組合、及び農事組合法人等

とは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）中小企業者 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が３００
人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（イからオまでに
掲げる業種を除く。
）に属する事業を主たる事業として営むもの

イ

資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１００
人以下の会社及び個人であって、卸売業（オに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる
事業として営むもの

ウ

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が１０
０人以下の会社及び個人であって、サービス業（オに掲げる業種を除く。
）に属する事業を
主たる事業として営むもの

エ

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が５０
人以下の会社及び個人であって、小売業（オに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる
事業として営むもの

オ

資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに次の表に定める金額以下の会社並びに常時
使用する従業員の数がその業種ごとに次の表に定める数以下の会社及び個人であって、次
の表で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
業種
１ ゴム製品製造業（自動車又は航空機

資本金の額又は出資の総額

従業員の数

３億円

９００人

３億円

３００人

５千万円

２００人

用タイヤ及びチューブ製造業並び
に工業用ベルト製造業を除く。
）
２ ソフトウェア業又は情報処理サー
ビス業
３ 旅館業
カ 企業組合
キ 協業組合
ク 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合又はその連合会
（２）ＮＰＯ法人

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特

定非営利活動法人をいう。
（３）有限責任事業組合 有限責任事業組合契約に関する法律（平成１７年法律第４０条）第２
条に規定する有限責任事業組合をいう。

（４）農事組合法人等 農業協同組合法（昭和２２年１１月法律第１３２号）第７２条の８第１
項第２号の事業を行う農事組合法人、水産業協同組合法（昭和２３年１２月法律２４２号）
第２条に規定する水産加工業組合その他の農林漁業者をいう。
（助成対象者）
第３条 助成金の交付の対象となる事業者（以下「助成対象者」という。
）は、次の各号のいずれ
かに該当する者とする。
（１）福島県内に事務所・事業所を有する中小企業者、ＮＰＯ法人、有限責任事業組合、農事組
合法人等若しくは交付決定後１年以内に福島県内において創業する者、又はそれらにより構
成するグループ（以下「中小企業者等」という。
）
（２）ふくしま産業応援ファンドによる支援事業計画の推進にあたり、中小企業者等の支援役と
して必要と認められる福島県内の商工関係団体、金融関係団体、金融機関、産学連携機関等
（以下「産業支援機関」という。）
（助成対象事業）
第４条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。
）は、次の各号のいずれ
かに該当する事業とする。
（１）中小企業者等が行う製造業集積活用型事業
「新製造技術（輸送用機械関連、半導体関連など）」「医療福祉機器」「情報通信」「環境」
の各分野及びその関連分野を対象に、技術や人材面等における誘致企業と地元中小企業との
連携など、福島県内の製造業集積を活用した中小企業の経営革新、創業等の促進に資する事
業
ア

技術開発等事業
新たな技術の開発や既存技術を活用した新製品・新サービスの開発、試作品の開発・改
良など、事業化に向け必要な開発等事業

イ

事業可能性等調査事業
新商品や新サービス、開発シーズに関する事業可能性の調査など、開発等に必要な事前
調査事業

ウ

販路開拓事業
試作品等の市場評価の収集や展示会への出展、販路開拓のための広報など、販路開拓に
必要な事業

（２）中小企業者等が行う地域資源活用型事業
中小企業地域資源活用促進法（平成１９年法律第３９号）に基づく福島県の基本構想に掲
げる地域資源をはじめ、広く福島県内の地域資源を活用した事業を対象に、県内資源のブラ
ンド化、県内産品の販売促進、県内への集客促進など、中小企業の経営革新、創業等の促進
に資する事業
ア

技術（地域資源）開発等事業
新たな技術（地域資源）の開発や既存技術（地域資源）を活用した新製品・新サービス
の開発、試作品の開発・改良など、事業化に向け必要な開発等事業

イ

事業可能性等調査事業
新商品や新サービス、開発シーズに関する事業可能性の調査など、開発等に必要な事前

調査事業
ウ

販路開拓事業
試作品等に関する市場評価の収集や新商品・新サービス等の展示会への出展、販路開拓
のための広報など、販路開拓に必要な事業

（３）産業支援機関が行う中小企業育成支援事業
前２号に掲げる事業に取り組む中小企業者等の支援や研究会・協議会等を通じた企業間連
携の強化、人材の育成など、中小企業の経営革新、創業等の促進に資する事業
（助成対象経費）
第５条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。
）は、事業に要する経費
のうち、別表に掲げる経費とする。
（助成率）
第６条

助成率は、助成対象経費の総額の３分の２以内（産業支援機関にあっては１０分の１０

以内）とする。
（助成限度額及び助成期間）
第７条

助成限度額及び助成期間は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり

とする。
（１）中小企業者等が行う製造業集積活用型事業
事業区分

助成限度額

助成期間

ア

技術開発等事業

10,000 千円／年 初回の交付決定の日から３年以内

イ

事業可能性等調査事業

2,000 千円

ウ

販路開拓事業

3,000 千円／年 初回の交付決定の日から２年以内

交付決定の日から１年以内

（２）中小企業者等が行う地域資源活用型事業
事業区分

助成限度額

助成期間

ア

技術（地域資源）開発等事業

5,000 千円／年 初回の交付決定の日から３年以内

イ

事業可能性等調査事業

2,000 千円

ウ

販路開拓事業

3,000 千円／年 初回の交付決定の日から２年以内

交付決定の日から１年以内

（３）産業支援機関が行う中小企業育成支援事業
助成限度額

助成期間

5,000 千円／年 初回の交付決定の日から３年以内
（採択基準）
第８条 助成対象事業は、次に掲げる基準を勘案し採択するものとする。
（１）共通基準
ア

助成対象者及び助成対象事業の適格性

イ

事業の必要性

ウ

事業計画の実現性

エ

事業遂行能力

オ

財務内容

（２）個別基準
「技術（地域資源）開発等事業」及び「事業可能性等調査事業」

ア 事業内容の新規性・独創性
イ

事業の市場性・将来性

ウ

地域経済への効果

「販路開拓事業」
ア

事業の市場性・将来性

イ

地域経済への効果

「中小企業育成支援事業」
地域経済への貢献度
（交付要望）
第９条

助成金の交付を要望する者（以下「要望者」という。）は、「ふくしま産業応援ファンド

事業助成金交付要望書（様式第１号）」をセンター理事長（以下「理事長」という。）に提出し
なければならない。その提出期限は、理事長が別に定める日とする。
２

第７条に規定する助成期間が２年以内又は３年以内にあたる助成対象事業の助成金について

は、前項に定める要望書を１年毎に提出するものとする。
（採択）
第１０条

理事長は、助成金の交付の要望があったときは、別に定めるふくしま産業応援ファン

ド事業審査委員会の審査を経て採択するものとし、速やかに「ふくしま産業応援ファンド事業
助成金採択（不採択）通知書（様式第２号）
」により通知するものとする。
２

理事長は、前項の場合において必要があるときは、助成金の交付の要望に係る事項に修正を
加えて採択の決定をするものとする。
（交付申請）

第１１条 前条第１項の規定により採択の通知を受けた要望者は、
「ふくしま産業応援ファンド事
業助成金交付申請書（様式第３号）」を理事長に提出しなければならない。その提出期限は、理
事長が別に定める日とする。
２

第７条に規定する助成期間が２年以内又は３年以内にあたる助成対象事業の助成金について

は、前項に定める申請書を１年毎に提出するものとする。
３

前条第２項の規定により、助成金の交付の要望に係る事項に修正を加えて採択の決定を受け
た助成対象者は、その修正を加えた内容の申請書を提出するものとする。
（交付決定）

第１２条

理事長は、助成金の交付の申請があったときは、速やかに提出書類を審査した上で助

成金の交付の決定を行い、「ふくしま産業応援ファンド事業助成金交付決定通知書（様式第４
号）」により通知するものとする。
２

センターが自ら行う中小企業育成支援事業については、前項の規定に関わらず、毎事業年度

の事業計画を作成し、知事の承認を得なければならない。
（交付条件）
第１３条 理事長は、次に掲げる事項を、助成金の交付を決定するにあたっての条件とする。
（１）助成金の交付の決定を受けて実施する助成対象事業（以下「助成事業」という。
）の内容又
は助成対象経費の配分の変更をしようとするときは、速やかに「ふくしま産業応援ファンド
事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）」を提出し、理事長の承認を受けること。

ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
（２）助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに「ふくしま産業応援ファンド
事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第５号）
」を提出し、理事長の承認を受けること。
（３）助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となったときは、速
やかに「ふくしま産業応援ファンド事業事故届出書（様式第６号）
」を理事長に提出し、その
指示を受けること。
（４）その他別に指示する事項
２

前項第１号に規定する軽微な変更とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

（１）別表に掲げる助成対象経費の区分相互間において、いずれか低い額の５０％以内の経費の
配分の変更
（２）事業の目的に影響しない程度の軽微な内容の変更
（申請の取下げ）
第１４条

助成金の交付の申請をした者が、第１２条第１項の規定による通知を受領した後に申

請の取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受理した日から起算して１０日を経過し
た日までに、「ふくしま産業応援ファンド事業交付申請取下届出書（様式第７号）」を理事長に
提出しなければならない。
２

前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、な
かったものとみなす。
（事情変更による決定の取消し等）

第１５条

理事長は、助成金の交付の決定をした場合においても、その後の事情の変更により特

別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定
の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
２

理事長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに該
当する場合とする。

（１）天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により、助成事業の全部又は一部
を継続する必要がなくなった場合
（２）助成事業を実施する者（以下「助成事業者」という。）が、その責めに帰すべき事情によら
ないで、助成事業を遂行することができなくなった場合
（助成事業の遂行）
第１６条

助成事業者は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容並びにこれに付した条件

その他理事長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を行わなければな
らず、助成金を他の用途に使用してはならない。
（状況報告又は調査）
第１７条

理事長は、必要に応じて助成事業者から助成事業の遂行の状況について報告を求め、

又は調査をすることができる。
２

前項の助成事業の状況報告は、「ふくしま産業応援ファンド事業実施状況報告書（様式第８
号）」により理事長が別に定める日までに行うものとする。
（助成事業の遂行の指示等）

第１８条

理事長は、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行

されていないと認めるときは、助成事業者に対し、これらに従って助成事業を遂行すべきこと
を指示するものとする。
２

理事長は、助成事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該助成事業の
中止を命ずるものとする。
（実績報告）

第１９条

助成事業者は、第１２条第１項により交付決定した期間に係る助成事業が終了したと

き（助成事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）は、助成事業の成果を記載した実績
報告書を理事長に提出しなければならない。
２

前項の規定による報告は、「ふくしま産業応援ファンド事業実績報告書（様式第９号）」によ
り、助成事業が完了した日（助成事業の中止又は廃止の承認を受けた日）から３０日以内に行
わなければならない。
（助成金の額の確定）

第２０条

理事長は、前条第１項の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の交付の決定の内
容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、
交付すべき助成金の額を確定し、
「ふくしま産業応援ファンド事業助成金額交付確定通知書（様
式第１０号）」により、当該助成事業者に通知するものとする。
（助成金の交付の請求）
第２１条

助成事業者は、前条の規定による助成金額確定の通知を受けたときは、速やかに「ふ

くしま産業応援ファンド事業助成金交付請求書（様式第１１号）
」を理事長に提出するものとす
る。
（助成金の支払い）
第２２条

理事長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに当該助成金を助成事

業者に支払うものとする。
２

理事長は、必要と認めるときは、概算払の方法により助成金を交付することができる。

３

助成事業者は、前項の規定により、理事長が必要と認めたときは、
「ふくしま産業応援ファン
ド事業助成金概算払請求書（様式第１２号）
」を理事長に提出するものとする。
（是正のための措置）

第２３条

理事長は、第１９条第１項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る

助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるとき
は、当該助成事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該助成事業者に対し
て指示するものとする。
２

第１９条第１項の規定は、前項の規定による指示に従って行う助成事業について準用する。
（決定の取消し）

第２４条

理事長は、助成事業者が助成金を他の用途に使用し、その他助成事業に関して助成金

の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく理事長の指示若
しくは命令に違反したときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができ
る。
２

前項の規定は、第２０条の規定による助成金の額の確定があった後においても適用があるも

のとする。
（助成金の返還）
第２５条

理事長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成

事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて、
当該助成金の返還を命ずるものとする。
（加算金及び延滞金）
第２６条

助成事業者は、第２４条の規定による取消しに関し、助成金の返還を命ぜられたとき

は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その
一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき
年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金をセンターに納付しなければならない。
２

助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還
を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとする。

３

第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成事業者の納付した
金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜら
れた助成金の額に充てられたものとする。

４

助成事業者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期
日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５パーセントの割合
で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。

５

前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金
の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の
基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

６

理事長は、第１項及び第４項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加
算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
（財産の処分の制限）

第２７条

助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した機械、器具、その他備品

等の財産を、理事長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換
し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の減
価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を勘
案して、当該耐用年数に相当する期間又は１０年間のいずれか短い期間を経過した場合は、こ
の限りでない。
２

助成事業者は、助成事業により備品等を取得し、又は備品等の効用が増加したときは、
「ふく
しま産業応援ファンド事業取得財産等管理台帳（様式第１３号）
」を記帳整理し、これを保管し
なければならない。

３

助成事業者は、助成事業が完了した後も、助成事業により取得した財産を善良なる管理者の
注意をもって管理するとともに、助成金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければな
らない。

４

助成事業者は、第１項の規定により財産の処分の承認を受けようとするときは、あらかじめ
「ふくしま産業応援ファンド事業取得財産処分承認申請書（様式第１４号）
」を理事長に提出し
なければならない。

５

理事長は、前項の承認をした助成事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことによる
収入があったときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。

（会計帳簿の整備等）
第２８条

助成事業者は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、助成事

業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。
（産業財産権等の帰属）
第２９条 当該助成事業に基づく発明、考案等に関する産業財産権等は、助成事業者に帰属する。
２

助成事業者は、助成事業を開始した会計年度から完了した日の属する会計年度の終了後５年
間において、前項の規定による産業財産権等の取得、譲渡、実施権の設定等をしたときは、速
やかに「ふくしま産業応援ファンド事業産業財産権届出書（様式第１５号）
」を理事長に提出し
なければならない。

（事業化等状況報告）
第３０条

助成事業者（産業支援機関を除く）は、助成事業が完了した日の翌日の属する会計年

度から平成３０年度までの毎会計年度終了後、３０日以内に当該助成事業に係る過去１年間の
事業化等状況について、「ふくしま産業応援ファンド事業化等状況報告書（様式第１６号）」を
理事長に提出しなければならない。ただし、助成事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、
この限りでない。
（立入検査等）
第３１条

理事長は、助成事業の適正を期するために必要があると認めたときは、助成事業者の

事務所、事業所等に立入り、関係書類、帳簿、その他の物件等を検査することができる。
（補則）
第３２条

この要綱に定めるもののほか、助成金の交付等に関して必要な事項は、理事長が別に

定める。

附

則

この要綱は、平成２０年７月４日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２２年１月４日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成２５年７月１日に遡及して施行する。
附

則

この要綱は、平成２７年５月１５日から施行する。

別表（第５条関係）

助成対象事業の区分
（１）中小企 ア

技術開

助成対象経費の区分
原材料費

主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費

業者等によ 発等事業

機械装置・工具器

機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、修繕、

る製造業

具費

借上に要する経費

集積活用

外注加工費

原材料の再加工、設計等の外注加工に要する経費（ただ

型事業

し、技術開発等に要する経費の全部又は技術開発等の主
要な部分を外注加工費に計上することはできない。）
技術指導費

外部からの技術指導等に要する経費

委託・共同研究費

大学、研究機関等への委託又は大学、研究機関等と共同
で技術開発等を行う場合に要する経費

産業財産権関係費

産業財産権の導入又は出願等に要する経費

その他の事業費

専門家謝金、委員等謝金、専門家旅費、委員等旅費、職
員等旅費、事務費
その他、理事長が特に必要と認めた経費

イ

事 業 可 調査・分析費

新商品や新サービス、開発シーズの有効性に関する調

能性等調査

査・分析、先行技術の調査・分析、市場調査・分析など、新

事業

たな技術の開発や既存技術を活用した新商品・新サービ
スの開発、試作品の開発・改良等に必要な情報、意見等
収集のための調査又は分析に要する経費
その他の事業費

専門家謝金、委員等謝金、専門家旅費、委員等旅費、職
員等旅費、事務費
その他、理事長が特に必要と認めた経費

ウ

販路開

サンプル製作費

拓事業

展示会出展等のためのサンプル製作に要する経費（ただ
し、原材料費に限る。）

委託費

試作品の求評等の委託やコンサルティングに要する経費

会場設営運営費

会場借料、製品等運搬費、小間作成費、会場装飾等に要
する経費

品質表示取得費

品質表示等の取得に要する経費

その他の事業費

広告宣伝費、専門家謝金、委員等謝金、専門家旅費、委
員等旅費、職員等旅費、事務費
その他、理事長が特に必要と認めた経費

（２）中小企 ア 技術（地 原材料費

主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費

業者等によ 域 資 源 ） 開

機械装置・工具器

機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、修繕、

る地域資

具費

借上に要する経費

発等事業

源活用型

外注加工費

事業

原材料の再加工、設計等の外注加工に要する経費（ただ
し、技術開発等に要する経費の全部又は技術開発等の主
要な部分を外注加工費に計上することはできない。）

技術指導費

外部からの技術指導等に要する経費

委託・共同研究費

大学、研究機関等への委託又は大学、研究機関等と共同
で技術開発等を行う場合に要する経費

産業財産権関係費

産業財産権の導入又は出願等に要する経費

その他の事業費

専門家謝金、委員等謝金、専門家旅費、委員等旅費、職
員等旅費、事務費
その他、理事長が特に必要と認めた経費

イ

事 業 可 調査・分析費

新商品や新サービス、開発シーズの有効性に関する調

能性等調査

査・分析、先行技術の調査・分析、市場調査・分析など、新

事業

たな技術の開発や既存技術を活用した新商品・新サービ
スの開発、試作品の開発・改良等に必要な情報、意見等
収集のための調査又は分析に要する経費
その他の事業費

専門家謝金、委員等謝金、専門家旅費、委員等旅費、職
員等旅費、事務費
その他、理事長が特に必要と認めた経費

ウ

販路開

サンプル製作費

拓事業

展示会出展等のためのサンプル製作に要する経費（ただ
し、原材料費に限る。）

委託費

試作品の求評等の委託やコンサルティングに要する経費

会場設営運営費

会場借料、製品等運搬費、小間作成費、会場装飾等に要
する経費

品質表示取得費

品質表示等の取得に要する経費

その他の事業費

広告宣伝費、専門家謝金、委員等謝金、専門家旅費、委
員等旅費、職員等旅費、事務費
その他、理事長が特に必要と認めた経費

※ 各経費区分には、それぞれの調達に要する経費（消費税並びに地方消費税及び運搬費等）を含む。

（３）産業支援機関による

謝金

講師謝金、外部専門家謝金

中小企業育成支援事業

旅費

講師旅費、外部専門家旅費、職員旅費

事務経費

会議費、会場借料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬
費、集計・分析費、広告宣伝費、市場調査費、消耗品費、
機器借上料、雑役務費、委託費

その他の経費

その他、理事長が特に必要と認める経費

