
三郷市キャラクター　かいちゃん・つぶちゃん

三郷市

がんばろう

企業応援事業

補助制度

事業主の皆様へ

市内中小企業者が、

新製品、新技術又は新商品の研究又は開発を行う事業

経営力の強化のために行う事業

を行う場合、費用の一部に対し補助を行います。

申込み・問い合わせ

市民経済部 商工観光課 商工労政振興係

〒３４１－８５０１

三郷市花和田648-1

℡ 048-930-7721（直通）

補助対象者

◆中小企業者（※1）であること

◆個人事業者

市内に1年以上住所を有し、本市で引き続き

1年以上事業を営んでいるかた

◆法人事業者

市内に本店登記後1年以上経過し、本市で1年

以上事業を営んでいるかた

◆個人・法人事業者ともに、市民税、固定資産

税、国民保険税などの全ての市税を完納して

いるかた

※1 定義については中小企業基本法第2条に規定さ

れています。（ただし風営法第2条に規定されている

ものは除く）

補助対象事業

補助対象経費・補助金額

補助対象経費

毎年度３月１０日までに

契約（実施）支払いが行われる下記の費用

①専門家技術・経営指導費（上限10万円）

②産業財産権取得導入費

③検査試験費

④産学共同研究費

⑤新規国際認証資格取得費

⑥原材料費

⑦資料購入費

⑧機械装置等借入、購入費

⑨外注設計加工費

⑩店舗改修費

⑪物品購入費

⑫広告宣伝費

⑬産業見本市等出展費

⑭従業員研修費（1人あたり上限2万円）

補助率

対象経費の１／2 

補助金の額

上限３０万円
※新製品、新技術又は新商品の研究又は開発を行う

事業のみ上限５０万円とします。

※補助金の受付は予算が満額に達し次第終了します。

「新製品・新技術の開発に！」

「競争力をつけるために！」

「店舗の新型コロナウイルス感染症対策に！」

「デリバリー、テイクアウト等業態転換に！」

～未来を切り開く

熱意を応援します！！～

申請時点で未着手であり、以下の要件をすべて

満たす取組みが対象です。

①新製品、新技術又は新商品の研究又は

開発を行う事業

または

経営力の強化のために行う事業

②経常的な事業の一環を超える取組みである

こと（既存事業にない新規性が問われます）

③目的と成果目標が明確であること

④毎年度３月１０日までに完了する取組みで

あること

⑤取組みが市内で行われるものであること



補助金交付までの流れ（交付決定時）

補助金申請書の記入・提出

（事業の着手前）

申請内容の審査の後

市より

補助金交付決定または却下通知

の送付

事業の完了

実施後速やかに実績報告書の記入・提出

市より

補助金交付額確定通知書

の送付

指定口座への

補助金振込

補助金請求書の記入・提出

申請者

申請者

申請者

市

②

③

◆必要書類の入手方法は以下のとおり。

・補助金交付申請書

・事業計画書

・市税納付状況調査同意書

→市役所２階 商工観光課にございます。

・法人全部事項証明書（法人のみ）

※発行から３か月以内のもの

→法務局で発行（有料）

・個人営業届出済証明書（個人事業者のみ）

※発行から３か月以内のもの

→市の市民税課で発行（有料）

・補助対象経費に係る見積書

・事業内容が分かる写真等

◆補助対象事業が完了したときは、速やかにご提出

ください。

◆必要書類の入手方法は以下のとおり。

・実績報告書

・補助対象経費に係る請求書、領収書

・事業内容が分かる写真等

※補助金請求書については、実績報告書の提出後、

補助金交付額確定通知書に同封して郵送します。

必要事項を記入の上、持参または郵送でご提出く

ださい。

・補助金交付申請書（市の様式第1号）

・事業計画書（市の指定様式）

・法人全部事項証明書（法人）または

個人営業届出済証明書（個人）

・市税納付状況調査同意書（様式第1号の２）

・補助対象経費に係る見積書

・事業内容が分かる写真等

・実績報告書（市の様式第５号）

・補助対象経費に係る請求書、領収書

・事業内容が分かる写真等

・補助金請求書（市の様式第７号）

必要申請書類一覧

①

②

③

市

市

①



R2 改正 

～未来を切り開く熱意を応援します！！～ 

 
三郷市がんばろう！企業応援事業補助金（ご案内） 

  

三郷市では、未来を切り開く産業の創造と発展・市民生活の向上を図るため、

意欲的かつ発展的な取組みを行う市内中小企業者に対し、必要な経費の一部を

補助する制度を新たに創設しました。 

 本事業を通じて、時代潮流をとらえた新たな技術やサービスが誕生し、経営

革新が一層進むことを期待しています。 

 

 

○補助限度額 

１事業者あたり 1 年度３０万円を上限とします。 

※新製品、新技術又は新商品の研究又は開発のみ上限５０万円 

※補助金の受付は予算が満額に達し次第終了します。 

 

○補助対象経費 

当該年度３月１０日までに、契約（申込）、実施、支払いが行われる下記の費

用でかつ必要最小限の経費が対象です。 

 

○補助対象者 

 下記のすべての項目を満たす方が対象です。 

① 個人：市内に１年以上住所を有し、本市で１年以上引き続き事業を営むか

た 

法人：市内に本店登記後１年以上経過し、本市で１年以上引き続き事業を

営んでいる会社 

② 中小企業基本法に規定する中小企業者のかた（ただし、風営法第２条に規

定する事業者のかたは除きます） 

 ③市税を完納しているかた 

  

○補助対象事業 

未着手であり、以下の趣旨をすべて満たす取組みが対象です。 

① 新製品、新技術又は新商品の研究又は開発 

または 

経営力の強化を推進する取組み 

② 経常的な事業の一環をこえる取組みであること 

③ 目的と成果目標が明確であること 

④ 当該年度 3 月 10 日までに完了する取組みであること 

⑤ 取組みが市内で行われるものであること 

 

※平成 29 年度から「社会的課題への取り組みを行う事業」は廃止となり

ました。 



○対象経費及び補助率等 
 

対象経費 補助率等 

① 専門家技術・経営指導費 

・技術指導受入費、専門家謝礼金、専門家旅費交通費、コン

サルタント指導経費、専門家の指導に基づくマニュアル作成

費、社内研修費の専門家謝金 

対象経費の１／２

以内 

※１０万円を上限 

 

②産業財産権取得導入費 

・産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権）に関

する審査登録機関への出願料・審査請求料・登録料・産業財

産権取得に関して弁理士等に支払う費用、先行調査費用の経

費 

・登録・出願に公告されている特許・実用新案等を他の事業

者から譲渡または実施許諾（ライセンス使用料含む）を受け

る費用の経費 

対象経費の１／２

以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③検査試験費 

・新製品・新技術の試作・試行に要する経費 

・研究機関等への測定、分析、試験、プログラム作成の委託

等に要する経費 

④産学共同研究費 

・公設試験研究機関又は大学・高等専門学校等の研究機関と

の共同研究契約を締結する場合、当該研究機関に支払う経費 

・ 委託協同研究費、指導謝礼金 

⑤新規国際認証資格取得費 

・国際認定機関フォーラムに加盟した審査登録機関への申

請・基本・審査料、登録料 

・コンサルタント指導経費 

⑥原材料費 

・新製品開発に係る主要原材料、主要材料、副資材の購入に

要する経費（鋼材、機械部品、化学薬品、電気部品、食品な

ど） 

⑦資料購入費 

・取り組みに当たり、必要な知識を習得するために必要な書

籍・ソフトウェアの購入費 

⑧機械装置等借入・購入費 

・生産及び研究開発の用に供する機械装置等又は工具器具の

購入費またはリース料（1年分） 

・取り組みにあたり、必要な機械装置の借用・購入費 

・測定・分析・解析・評価等を行う装置の借用・購入費 

・金型及び器具道具類の購入・試作・改良・据付・修繕に要

する経費（旋盤、試作用金型、ドリル、ビーカーなど） 

⑨外注設計加工費 

・取り組みにあたり、自社で行うことが不可能な業務の一部



を外部に委託・外注する場合に要する経費 

(加工・設計・翻訳・デザイン・ネーミング・パッケージなど) 

・原材料等の再加工及び設計等を外注する場合に要する経費 

対象経費の１／２

以内 

 

⑩店舗改修費 

・販売の用に供する部分の建物改修費用・付帯設備設置費用 

⑪物品購入費 

・事業の取り組みに要する物品の購入費 

⑫広告宣伝費 

・パンフレット・ビデオ・ポスター作成費、新聞雑誌等への

広告掲載料 

⑬産業見本市等出展費用 

国・地方公共団体または公的機関が主催・後援・協賛してい

る大規模な産業見本市に出展する場合に要する会場使用料や

製品輸送料・展示装飾料 

⑭従業員研修費用 

・中小企業大学校（中小企業基盤整備機構）や埼玉県産業技

術総合センター、埼玉県中小企業振興公社及び東京都中小企

業振興公社が実施する研修会・機械操作講習等の受講料 

対象経費の１／２

以内 

※ １人あたり２万円

を上限 

○補助対象外の経費の例 

 ・上記「補助対象経費」以外の経費 

 ・消耗品費、交通費、各種手数料 

 ・補助事業に係わる見積書、契約書、請求書、領収書等が不備の経費 

 ・経常事業・取引と混合して支払いが行われる経費 

 ・他の取引と相殺して支払いが行われる経費 

 ・他社発行の手形、小切手、クレジットカードにより支払いが行われる経費 

 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係にある会社・役員を

兼務している会社等）に支払う経費 

 ・販売商品の購入経費や直接人件費 

 ・通信費・水道光熱費など間接的な経費 

・賃料、敷金、礼金、保証金などの不動産関連経費 

・各種法令に違反する経費 

・その他、公費負担が適当でないと考えられる経費 

○補助金の申込みについて ※交付決定前に着手した事業については申請不可 

①必要書類 

ａ）補助金交付申請書（市所定の用紙） 

ｂ）事業計画書（市所定の用紙） 

ｃ）市税納付状況調査同意書（市所定の用紙） 

ｄ）法人：法人全部事項証明書１通 個人：個人営業届出済証明書１通 

（発行から 3 か月以内のもの） 

ｅ）取り組み内容がわかる資料（写真・パンフレットなど） 

 



※審査にあたり、計画の内容や事業実態を確認するために上記以外に補足資料を求めること

や事業所を訪問する場合がございます。 

※提出された申請書及び資料等は、採択の可否にかかわらず返却いたしませんので、必ず複

写をとり保管願います。 

※補助金の交付は、完了検査後に精算払いとなります。 

※採択（交付決定）及び却下については、書面にて通知いたします。なお、申請金額と補助

金交付決定・確定額が異なる場合や交付にあたり条件が付されることがございます。 

※補助金の交付は、完了検査後に精算払いとなります。 

③ 受付場所 

三郷市 市民経済部 商工観光課 商工労政振興係（市役所２階北側） 

〒３４１－８５０１ 三郷市花和田６４８－１ 

電話０４８－９３０－７７２１ 

④採択予定件数   予算の範囲内 

○補助交付決定後の注意事項 

① 実績報告書を提出する際に、取組みの実践状況や設置・改修前後の施行写

真を撮影のうえ添付してください。 

② 支払い状況を確認させていただきますので、補助事業に係わる見積書、契

約書、請求書、領収書、特許出願証、認証登録証等、帳簿類を整備・保管

願います。 

③ 経費の支払い方法は、現金・小切手・振込払いでお願いします。 

④ 進捗状況について確認するため、代表者の方等とのご面談や事業所訪問を

させていただくことがあります。 

○補助事業完了後の注意事項 

①実績報告書の提出 

事業完了後すみやかに実績報告書及び添付書類、試作品等を提出願います。 

（最終提出期限は、毎年度３月１０日） 

実績報告書に基づき、完了検査を行い、交付決定の内容に適合すると認め

られたときには、指定口座に補助金を振込みます。 

②関係書類の保存 

  補助事業に係わる関係書類は、翌年度から起算して５年間保存願います。 

③補助事業の公開 

 補助事業を受けた企業名、代表者名、テーマ名、業種、所在地は、公開さ

せていただく場合がありますのでご了承願います。 

④補助事業の取消し・返還         

   以下のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部または一部を

取り消し、既に交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。 

 ・虚偽の申請またはその他不正行為により補助決定及び補助金の交付を受けたとき。 

・補助対象事業を中止または廃止したとき。 

・補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令もしくは補助金交付決定

に基づく命令に違反したとき。 


