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１１１   補補補助助助金金金ののの目目目的的的    

この補助金は、平成 28年度高知家ビジネスプランコンテストで入賞したプランの事業化を推進す

るため、必要となる費用の一部を助成することにより、起業または新事業の展開に対する挑戦を後

押しし、本県経済の一層の飛躍を図ることを目的としています。 

 

２２２   補補補助助助ののの対対対象象象    

■補助の対象となる事業者 

  平成 28年度高知家ビジネスプランコンテストにおいて入賞したプランの提案者及び提案者の

所属する団体等が補助対象事業者となります。 

  個人、団体のいずれにおいても補助対象事業者となりえますが、法人格のない団体の場合にお

いては、補助対象者に必要な要件として規約等を備えていることなど一定の要件を満たしている

必要がありますので、予め高知県産学官民連携センターにご相談ください。 

 

■補助の対象となる取組 

平成 28 年度高知家ビジネスプランコンテストにおいて入賞したプランの実現または磨き上

げのためにプラン提案者が行う取組が補助の対象となります。 

なお、アクセラレーションプログラム及びココプラビジネスチャレンジサポート等を通じて、

プラン内容の一部に変更がある場合においても、補助金の対象となりますので、補助の対象と

なるかどうかの判断に迷う場合はご相談ください。 

 

■補助先・補助率・補助限度額 

補助率については、定額とし、補助限度額は以下のとおりです。 

(1)イノベーション部門 

ア．最優秀プラン 上限 200万円 

イ．優秀プラン  上限 50万円 

(2)ローカル・ビジネス部門 

ア．最優秀プラン 上限 100万円 

イ．優秀プラン  上限 50万円 

  

３３３   補補補助助助ののの対対対象象象とととなななるるる経経経費費費等等等にににつつついいいててて    

■補助の対象となる経費 

補助対象となる経費は、次のとおりです。ただし、補助金交付決定日以降に発生したものに

限ります。 

 

 

補助対象事業区分 補助対象経費 

起業等準備事業 起業及び新事業展開のための準備に必要な経費 

市場調査等事業 新たな商品・サービスの市場調査等のために必要な経費 

商品・サービス開発等事業 商品・サービスの開発のために必要な経費 

情報発信・広報事業 商品・サービスの特性を情報発信し広報するために必要な経費 

販路開拓事業 商品・サービスの販路開拓及び販売促進のために必要な経費 
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■補助対象経費の例示 

 以下に、事業区分ごとに補助対象となる経費を例示します。 

 なお、事業区分が異なる場合でも、原則として補助対象となる経費として、同じ扱いとなります。 

 

◆起業等準備事業 

・本補助事業に直接従事するパート、アルバイトに対する賃金(※１) 人件費 

・国内での開業、法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費 役務費 

・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費用 委託料 

・起業等に必要な消耗品の購入経費 需用費 

・書類発送等にかかる運搬費 役務費 

・高知県内の店舗・事務所等の賃借料・共益費 賃借料 

・高知県内の店舗・事務所等の借入に伴う仲介手数料 役務費 

・事務所等で補助事業実施にあたり整備する固定電話機、複合機等の調達費用 機械設備等整備費 

・業務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用 機械設備等整備費 

 

※１ 補助対象となる金額は、１人当たり月額３５万円が限度（パート、アルバイトは１人当たり

日額８千円が限度）となります。 

 

◆市場調査等事業 

・専門家面談のための会場借上げ 使用料 

・市場調査のための国内・海外出張旅費（交通費・宿泊料）の実費（事業者本人及び従業員。専門

家に対するものも含む）。（※１、２） 旅費 

・事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費 謝金 

・市場調査に要する郵送料・メール便などの実費 役務費 

・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 役務費・委託料 

 

※１交通費については、公共交通機関を利用した場合の合理的かつ経済的な費用分について対象と

なります。（例えば、鉄道の指定料金は対象になりますが、グリーン車料金は対象になりません。） 

※２宿泊料については、原則、以下の表の金額が上限額となります。 

 

（国内） 

  都の特別区 甲地方 乙地方 

宿泊料（円／泊） 13,400 10,900円 9,800円 

  埼玉県さいたま市、千葉県千

葉市、神奈川県横浜市、同県

川崎市、同県相模原市、愛知

県名古屋市、京都府京都市、

大阪府大阪市、同府堺市、兵

庫県神戸市、福岡県福岡市及

び広島県広島市 

都の特別区及び甲地

方である地域以外の

地域 
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（海外） 

 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方 

宿泊料（円／泊） 19,300 16,100 12,900 11,600 

北米 

 

ロサンゼルス、ニ

ューヨーク、ワシ

ントン、サンフラ

ンシスコ 

○ 

 
  

西欧 

 

ジュネーブ、ロン

ドン、パリ 
○   

東欧 モスクワ  ○  

中近東 

 

アブダビ、ジッ

ダ、クウェート、

リヤド 

○   

東南アジア 

韓国・香港 
シンガポール  ○  

南西アジア・中国    ○ 

中南米    ○ 

大洋州   ○  

アフリカ アビジャン   ○ 

 

◆商品・技術開発等事業 

・サンプル作成のための原材料購入費（原則として補助期間内に使用するものに限る）原材料費 

・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等（実用新案、意匠、商 

標を含む）の取得に要する弁理士費用（弁理士の事務手数料） 役務費 

・知的財産権等の先行技術の調査にかかる費用 役務費 

 

◆情報発信・広報事業 

・商品・サービス説明会のための会場借上げ 使用料 

・商品・サービスのパンフレット印刷 印刷製本費 

・広報活動に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 役務費・委託料 

・ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費 役務費 

・商品・サービス等の情報発信のための webサイト作成委託に要する費用 委託料 

・インターネット利用広告料 役務費 

 

◆販路開拓事業 

・販路開拓のための国内・海外出張旅費（交通費・宿泊料）の実費（事業者本人及び従業員。専門

家に対するものも含む） 旅費 

・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用（出展料・配送料）負担金・

役務費 
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■補助対象とならない経費の一部 

・個人事業主の場合、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族の人件費 

・雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 

・商号登記、会社設立登記・登記事項変更等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代、その他

官公署へ対する各種証明類取得費用（印鑑証明等） 

・原則として、高知県外の店舗・事務所等の賃借料・共益費 

・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等の一時金、火災保険料、地震保険料 

・タクシー代、ガソリン代等、公共交通機関以外のものの利用による旅費 

・既存商品の営業等のための出張旅費 

・販売目的の商品作成のための原材料購入費 

・中古品購入費 

・不動産と一体不可分となるような機械設備 

・車両、バイク、自転車等の購入費 

 

４４４   保保保管管管ががが必必必要要要ななな書書書類類類    

 

 事業実施後の補助金額の確定は、事業者から提出のあった事業実績報告書、証拠書類等に基づき

行います。証拠書類等に不備がある場合、補助の対象経費とならない場合があります。また、補助

金額の確定及び交付を行った後においても、経理処理等において補助事業者に瑕疵（交付対象に係

る全ての事象に関し、善意悪意を問わず何らかの不備、欠陥）が発覚した場合、補助金の一部又は

全部の返還を求める場合があります。このような事態を避けるため、以下の内容を確認し、必要な

書類の保管が抜からないよう十分に注意してください。 

 補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類等を、補助事業の完了した日の

属する会計年度の終了の日から５年間、管理・保存していただく義務を負います。 

 

【基本的な証拠書類】 

①� 見積依頼書（控）・カタログ等 

②� 見積書 

③� 発注書（控）又は契約書 

④� 納品書 

⑤� 請求書 

⑥� 支払確認が可能な資料（領収書等） 

⑦� 写真 

※補助事業の事業実施期間内の調達かどうかの確認を行いますので、上記の証拠書類には、日付

の記載が必要です。 

※口頭で締結した契約等でも書類は必要です。本補助事業用に作成をお願いします。 

 

５５５   取取取得得得財財財産産産ののの管管管理理理にににつつついいいててて    

補助事業において取得した財産については、金額の大小にかかわらず、善良なる管理者の注意を

もって適切に管理する義務を負います。加えて、取得価格が１件あたり１０万円（消費税抜き）以

上の機械設備等については、補助事業終了後も一定期間において、その処分等につき高知県の承認

を受けなければなりません。 
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①�  管理台帳の整備 

本補助事業において取得した財産（取得価格が１件あたり１０万円（消費税抜き）以上のも

の）の内容について、｢取得財産等管理台帳（要綱第５号様式）｣を備え、管理していただきま

す。 

② 財産処分の制限 

取得価格が１件あたり１０万円（消費税抜き）以上の機械設備等については、補助事業終了

後も一定期間（※１）において、取得財産の処分（※２）を行う場合、事前に高知県に相談を

してください。 

なお、取得財産の処分を行い収入があった時は、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当  

する金額を事務局に納付していただく場合もあります。 

※１ 一定期間…取得財産ごとに、以下の省令で定める期間によります。 

・｢減価償却資産の耐用年数等に関する省令｣（昭和 40 年 3 月 31 日付け大蔵省令第 15 号） 

期間の確認は、税理士又は税務署等に確認してください。 

※２ 処分…補助金の交付の目的以外に使用すること。他の者に貸し付けもしくは譲り渡す、他

の物件と交換する、債務の担保に供する、廃棄する 等。 

 

６６６   補補補助助助事事事業業業ののの実実実施施施にににあああたたたりりり注注注意意意しししててていいいたたただだだきききたたたいいいこここととと 
● 事業内容等を変更しようとする場合は、軽微なものであっても事前に相談してください。 

採択申請時（交付申請時）に提出いただいた事業計画書に沿って事業を進めていただくことが原

則です。事業内容等を変更する場合は、知事の承認が必要な場合がありますので、事前に産学官民

連携センターにご相談ください。 

例）予定していなかった備品等の購入費用に補助金を活用したい場合、事業費が当初計画を上回

る場合 など 

 

● 補助金の支払は原則として事業終了後ですが、概算払いの希望がある場合は、事前に相談して

ください。 

補助金は、原則として、補助事業終了後、実績報告書の提出があってから、事業が適正に執行さ

れたことを確認した後に支払います。 

ただし、起業または新事業展開のため、予め補助金の全部又は一部を支払うことが必要と認めら

れる場合には、概算払いをすることができます。概算払いを受けようとする場合は、補助金を活用

して支払を行う予定である事業及び時期を整理のうえ、要綱第 4号による概算払請求書を提出して

いただきます。 

 

● 経費は、適正かつ効率的に支出してください。 

経費の支出（契約）にあたっては、県の取扱い（契約方法や契約書の作成等）に準じて行うよう

にしてください。 

例）３０万円を超える備品を購入する場合は、競争見積（又は入札）によること 

１００万円を超える委託や２５０万円を超える工事の場合は、契約書を作成しなければなら

ない  など 

詳しくは、高知県産学官民連携センターにご相談ください。 

 

また、支出した経費については帳簿書類を作成し、証拠書類（契約書、請求書、領収書等）は必

ず整備してください。実績報告時に証拠書類等が揃っていないと、補助金の全部又は一部が支払わ
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れないことがあります。 

 

●事業は完了期限までに支払いまで必ず完了させてください。 

例えば、完了期限までに納品されないなど、完了期限までに補助事業が終わらないことが見込ま

れる場合は、早めに相談してください。 

 

● 報告書類等の提出は、期限内に提出してください。 

主な報告書類等 

・事業内容の重要な変更をしようとするとき  ⇒  補助金変更申請書 

・事業が完了したとき  ⇒  補助金実績報告書 

・消費税仕入控除税額等が確定した時  ⇒  消費税仕入控除税額等報告書 

 

● 事業成果のフォローアップ等 

補助事業終了後も、県が事業成果等を把握するため、聞き取り調査を行うことがありますので、

可能な限りこの調査にご協力いただくこととなっています。 

   

７７７   ＱＱＱ＆＆＆ＡＡＡ    

 

■補助事業の活用 

 

Ｑ１ 国や県等の制度融資を受ける予定であるが、併せて、この補助金を受けることができる

か。 

制度融資を受けることでこの補助金の交付の制限はありません。 

また、この補助金を受ける場合であっても、事業経費の一部に制度融資を活用することは可能と

思われるため、詳しくは各融資の担当窓口でお問い合わせください。 

 

Ｑ２ 国や県等の他の補助金を受ける予定であるが、併せて、この補助金を受けることができ

るか。 

  平成２９年度を補助対象期間として、他の補助金を活用する場合、同一の経費にこの補助金を

充当することはできませんので、申請前に産学官民連携センターにご相談ください。 

 

Ｑ３ 過去に別の補助金を活用して商品化したものであっても、この補助金で市場調査や販路

拡大等の支援を受けることができないか。 

高知家ビジネスプランコンテストで受賞したプランの実現に向けた事業であれば、過去に別の

補助金を活用したものであっても、この補助金を活用することが可能です。 

 

Ｑ４ プランの実現化に向けて、既存の事務所の老朽化した施設や設備を更新したいが、この

補助金を活用することができないか。 

施設や設備を整備する場合は、この補助金の対象とはなりません。 

 

Ｑ５ 交付申請の際、消費税等仕入控除税額を減額して交付申請を行うこととされているが、

どのような意味か。 

 消費税及び地方消費税の税務署への納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額か



- 7 - 

 

ら課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて（仕入税額を控除して）計算します。 

この控除により、補助対象経費に含まれる消費税相当額を結果として補助事業者が負担しない

場合があるため、あらかじめ仕入控除税額を減額して交付申請することとしています。 

ただし、実績報告の段階で仕入控除税額が明らかになる場合には実績報告でこれを減額して報

告していただくこととし、実績報告の時点においても確定しない場合は、消費税額を含む額によ

り補助金の額の確定を行いますが、仕入控除税額が確定した段階で、この補助金相当額を返還し

ていただくことになります。消費税等仕入控除税額について不明な点がある場合は、お近くの税

務署にご相談ください。 

 

Ｑ６ 補助交付決定の後、３月 31 日までに終了見込みが立たない補助対象事業の実施時期延

長は認められるのか。 

認められません。単年度で３月 31日までに終了見込みの事業を補助対象事業とします。計画的

な事業執行にご留意ください。 

なお、3月 31日までに補助事業等が完了しない場合又は補助費業等の遂行が困難となった場合

は、速やかに県産学官民連携センターに報告し、その指示を受けてください。 

また、平成 30年度に補助申請を行う場合は、上限額から平成 29年度補助事業において確定し

た補助金額を差し引いた金額が、平成 30年度における申請上限額となります。 

 

Ｑ７ 補助対象期間中において、試作品のテスト販売を行うことは可能か。 

  以下の要件をすべて満たす場合は、これらの費用を補助対象経費とします。ただし、試作品を

販売、PRする場合に限定します。 

※テスト販売とは… 

事業計画に基づき開発等を行った商品やサービスを、補助事業者が、①展示会等のブース ②補

助事業者が所有若しくは自ら借り上げた販売スペース ③第３者への委託 などを通じ、限定され

た期間などで不特定多数の人に対して試験的に販売し、商品仕様、顧客の反応等を測定・分析し、

商品やサービスに改良・修正を加えて本格的な生産・販売活動等に繋げるための事業をいいます。 

（補助対象の要件） 

・テスト販売品の販売期間が概ね１ケ月以内となるもの。 

・テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないもの。（試作品の改良、販売予定価

格の改訂をした場合等を除く。） 

・消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証することができるもの。 

 

Ｑ８ 施設設備の購入は認められるのか。また、機械装置などの購入額に上限は無いか。 

施設設備は補助の対象外であり、認められません。機械装置の購入額に上限は設定していませ

んが、建物の附属設備に該当する設備は補助対象外です。例えば、プレハブ冷蔵冷凍庫（保管庫）

は認められませんが、急速冷凍機などは認められます。 

補助の対象になるかどうかの判断につきましては、申請前に産学官民連携センターにご相談く

ださい。 

 

Ｑ９ 機械装置等を購入する場合は複数見積もりを取る必要があるか 

  複数見積もり又は入札を行うことが望ましいですが、既存の取引先との取り決めや購入予定の

機械装置の機能の特異性などから複数見積もり等を行うことが困難な場合は、1 社からの単独見

積もりによる購入であってもやむを得ないものと考えます。 
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ただし、単独見積もりにより購入する場合においては、単独見積もりとなった理由及び経過な

どの記録を残しておいてください。実績報告時に記録の写しの提出を求める場合があります。 

 

Ｑ10 機械装置等を購入し納品が完了すれば、発注書などは廃棄してよいか。 

  廃棄しないで保管しておいてください。見積書、発注書又は注文書の写し、契約書又は注文請

書、工事完了届、検収調書、支払請求書、領収書、カタログ又は設計図及び仕様書などの証拠書

類は、要綱第６条に定める期間中は保管しておいてください。実績報告時などに写しの提出を求

める場合があります。 

なお、納品前後の設置場所の写真を撮影しておくことが望ましいです。 

 

Ｑ11 申請時には、試作品開発を外注する予定であったが、結果的には自社の製造ラインで開

発したため、事業に係る経費が申請時より少なくなった。このような場合でも変更申請が必

要か。 

交付決定額全体の 20％を超えない範囲での減額に関する内容については、変更申請の必要はあ

りません。例えば、事業費 180万（交付決定額 90万）の場合、事業費ベースで 36万円（補助金

額で 18万円）までの範囲の減額であれば変更申請の必要はありません。 

ただし、補助が認められた機械設備等については、申請時と異なる種類の機械装置を購入する

こととなった場合（例えば、フードプロセッサーを購入予定であったが、フードプロセッサーの

購入に代えて搾汁機を購入しようとする場合など）又は機械設備を購入しないことを決定した場

合には、金額の高低に関わらず、購入準備前に必ず産学官民連携センターに相談してください。

事前の相談が無くかつ変更申請も行われていない場合などは、補助対象経費として認められない

場合があります。また、変更申請が行われた場合であっても、補助対象経費として認めることを

保証するものではないので注意してください。 

 

Ｑ12 補助事業を活用して開発・改良した商品の、試作段階の試作品なども保管しておく必要

があるか。 

必ずしも保管する必要はありません。当該物件の内容を確認することができる写真等により代

用することができるものとします。 

 

Q13 補助金に係る費用の支払いはクレジットカードによる支払いでも構わないか 

 支払方法は、銀行振込または現金支払を原則とし、領収書等の支払を証明することのできるも

のを必ず保管してください。銀行振込の際は、銀行の受領書（振込依頼書控え）を必ず受け取っ

て、伝票類と一緒に保管しておいてください。（振込手数料は、相手先負担の場合を含め、補助対

象外です。） 

クレジットカードによる支払の他、別の取引との相殺払、補助事業に係る費用以外の支払との

混合払、手形による支払及び手形の裏書譲渡による支払はしないでください。これは、実績報告

など後の報告・照会において、支払状況が不明確になることを防止するためです。 

ただし、商慣習や取引先との取り決めなどにより、銀行振込での支払いが困難な場合は例外的

にその他の方法で支払いを行うことを認めるものとしますが、領収書等の証拠書類により補助事

業に係る支払が明確になるようにしておいてください。 

また、海外の事業者からの設備の調達、海外の事業者への委託、海外出張等については、円建

てで契約等していただくことが望ましいですが、やむを得ず円建てで対応できない場合は、支払

い時の両替レート（クレジットカードでの支払いの場合は、カード会社が発行する「カードご利



- 9 - 

 

用代金明細書」に記載されたレート）を適用することになります。支払時のレート（またはＴＴ

Ｓ）を証する書類を整備してください。 

また、銀行口座は、補助事業用とプライベート用を分けて管理するなど、補助事業に要した経費を

明確にできるように対応してください。 

 

Q14 事業実施主体が支出する経費のうち、どのような経費が補助金の対象とならないのか。 

補助の対象とならない経費は２ページ以降に記載しているとおりですが、例えば、次のような

経費は「補助することが適当と認められない経費」に該当するものと思われます。 

・食糧費 

・常時取引のある取引先への営業旅費 

・行政手続きに係る手数料や給水負担金など、公課費に準ずる経費 など 

 

Q15 販売する商品を生産するための原材料費や人件費を補助の対象とすることは可能か。 

 販売する商品の生産に要する直接的な経費については、補助の対象とはなりませんが、開発段

階にある商品の試作品の生産に要する原材料費や臨時的に雇い入れる者の賃金は、補助の対象と

できます。 

 また、既に製造・販売している商品の試供品（サンプル）や試食品の生産に要する直接的な経

費については、補助の対象とはなりませんが、開発中の商品の改良や市場調査等を目的に配布、

試食等させる場合は、補助の対象とできる場合があります。 

 

Q16 商品化するにあたって、他者が所有する特許等を買い取ったり、利用したりする経費を

補助金の対象とすることは可能か。 

 補助金では、自らが特許等を取得するために要する経費しか対象となりません。 

 

Q17 他の県事業をあわせて活用する場合の県への負担金は補助の対象となるか。 

県事業に対する負担金を支払う場合は、当該事業で既に費用の減免が行われていることもあり、

県への負担金相当分は補助対象外経費となります。 

地産外商公社や産業振興センターへの負担金等、原資が県の補助金である場合も同様の取扱い

となりますのでご注意ください。なお、市町村等に対する負担金は補助対象となります。 

 

Q18 交付決定前であっても事業に着手してもかまわないか。その場合、交付決定前に支出さ

れた経費であっても補助金の対象となるのか。 

  「交付決定通知書」に記載された交付決定日（事業開始日）が補助事業の事業実施期間の開始

日であり、「交付決定日以降に発生（発注・契約）し、事業完了日までに支払いを終えた経費」が

補助対象となります（※）。交付決定日より前に発生した経費及び支払った経費は補助対象となり

ません。 

※ 例外的に賃金、店舗等借入費について、交付決定日より前の契約であっても、補助事業の事

業実施期間内の分の経費は補助対象とすることができます。ただし、この場合であっても、

交付決定日より前に支払った経費は補助対象となりません。 

 

Q19 補助事業の執行に際して準じることとされている「県が行う契約手続の取扱い」とはど

のようなものか。 

補助金の適正かつ効率的な執行を図るため、契約の方法（一般競争契約、指名競争契約、随意
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契約の別）について、県の契約手続の取扱いに準ずるよう規定しているものです。契約の内容と

予定価格の額により、契約の方法が決められています（主な内容は次のとおりです）。 

詳しくは、産学官民連携センターにお問い合わせください。 

○機械設備等整備の場合 

 30万円以下 
30万円超～ 

50万円以下 

50万円超～ 

160万円以下 
160万円超 

見積・入札 単独見積可 競争見積 競争見積 
競争見積（随意契約※の場合） 

一般又は指名（競争入札の場合） 

契約書 省略可 省略可 請 書 作成すること 

 

○委託の場合 

 30万円以下 
30万円超～ 

50万円以下 

50万円超～ 

100万円以下 
100万円超 

見積・入札 単独見積可 競争見積 競争見積 
競争見積（随意契約※の場合） 

一般又は指名（競争入札の場合） 

契約書 省略可 省略可 請 書 作成すること 

 

○工事請負の場合 

 30万円以下 
30万円超～ 

50万円以下 

50万円超～ 

250万円以下 
250万円超 

見積・入札 単独見積可 競争見積 競争見積 
競争見積（随意契約※の場合） 

一般又は指名（競争入札の場合） 

契約書 省略可 省略可 請 書 作成すること 

 

なお、「県に準じた取扱い」とは上記にあるような契約種別を実行していただくことであり、細

かい入札等の手順まで県と全く同様に行う必要はありません。 

  

Q20 すべての経費について「県が行う契約手続の取扱い」に準じた取扱いをしなければなら

ないのか。 

対象となる経費は、備品購入費、印刷製本費、工事請負費、委託費、使用料などです。 

例えば、臨時的に雇用するアルバイトの賃金や、専門家に対する報償費、旅費等については、

事業実施主体等の定めるところに従って支出して構いません。 

ご不明な点は、産学官民連携センターにお問い合わせください。 

 

Q21 機械の購入等に際して「県が行う契約手続の取扱い」に準じないで支出した場合は、補

助の対象外となるのか。 

例えば、競争入札せずに随意契約とする場合は、次のような理由があり、かつ契約金額が適正

であれば補助の対象にできます。 

・特殊な技術を要する設備等で製造するメーカーが１社又は極めて少ない 

・障害者施設等で製作される物品を購入する 
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・入札しても入札者や落札者がいない 

・プロポーザル方式により業務委託する 

・ものづくりの地産地消の観点から、高知県内のメーカーに発注する（ただし、高知県内に契

約可能なメーカーが複数ある場合は入札による必要があります。） 

補助金の適正かつ効率的な執行を図るために規定しているものですので、その趣旨を踏まえて

支出していただくようお願いします。 

 

Q22  県が行う契約手続きの取扱いに準じて入札を行うことになった場合、事業実施主体の関係

会社は入札に参加することができるか。 

  事業実施主体が最低制限価格を設定する場合は、関係会社はその予定価格を知り得る立場にあ 

るので、入札に参加することは認められません。事業実施主体が最低制限価格を設定しない場合、

秘密にすべき情報は存在しないことから、関係会社であっても入札に参加することで事業の公平

性を損なう恐れはないので、入札に参加することが認められます。 

 ※ただし、この場合には入・開札事務を第三者に依頼または第三者の立会いを求めるなど、透明

性の確保に努めてください。 

  （関係会社の例） 

・合同会社が事業実施主体の場合における、構成メンバー 

・親会社、子会社 

 

Q23 交付決定を受けた事業の交付決定額を増額変更することができないか。 

やむを得ない理由がある場合には、増額を認める場合がありますが、あらかじめ知事の承認を

得る必要があります。また、変更後においても上限額を超えての交付は認められませんのでご留

意ください。 

 

Q24 交付決定を受けた事業の経費を変更する場合は、何らかの手続きが必要か。 

補助事業者において、補助金交付要綱別表１にある補助対象事業区分の間で 20％を超える変更

がある場合や補助金額を増額する場合、補助金額の 20％を超える減額をする場合は、あらかじめ

県に補助金の変更申請が必要となります。 

 

Q25 プランの実現が困難となった場合は、補助金を返還する必要があるのか。 

 プランの実現が困難となったからといって、ただちに補助金の返還義務は生じるわけではあり

ませんが、事業化に向けた取組を継続していただくようお願いします。 

なお、交付申請等にあたり虚偽の申請がある場合など悪質なケースなどには、返還を命じるこ

とがあります。 

 

Q26 この補助金を受け実施する事業の内容は、公表されるのか。 

  県のホームページ等で、事業の概要や交付決定額（補助金額の確定後は確定額）などを公表さ

せていただきます。 

  また、県の取り組みを広く県民の方にお知らせするために、補助事業者、補助金額、補助対象

商品やサービスなどを公開する場合がありますが、開発の経過など事業者の競争上又は事業運営

上の地位その他正当な利益を害する恐れのある内容は公開いたしませんので、ご協力をお願いし

ます。 
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Q27 補助を受けて開発した商品を、同一年度に販売することができない補助金があるが、この

補助金も、販売に関して何らかの制約があるのか。 

  この補助金では、補助を受けて開発した商品を販売することについての制約はありません。 

 

Q28 交付決定後に開業したが、何か手続きが必要か。  

  個人開業をしたり、法人設立をしたりする場合などには補助事業者の変更等が必要になる場合

があります。以下の書類を提出いただく必要がありますので、事前に産学官民連携センターにご

相談ください。 

① 個人開業又は、会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立 

【必要提出資料】 

個人開業した場合… 開業届（写し）（税務署の受付印等提出したことを証明できるもの） 

会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人を設立した場合 

… 履歴事項全部証明書（発行から３か月以内の原本） 

② 住所の変更（表示変更も含む） 

【必要添付資料】 

自宅（連絡先）住所の変更… 住民票（発行から３か月以内の原本） 

事業所の移転… 税務署に申告した転出届（写し） 等 

本店の移転… 履歴事項全部証明書（発行から３か月以内の原本） 

③ 組織変更（個人事業主→法人、有限会社→株式会社等）、商号の変更等 

【必要添付資料】 

履歴事項全部証明書（発行から３か月以内の原本） 等 

 

Q29 任意団体を法人化することにした。何か手続きが必要か。 

  交付決定を受けた後に事業者が株式化するなど、法人格が変更になった場合は、新しい法人へ

の事業継承手続きが必要ですので、事前に産学官民連携センターにご相談ください。 


