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（地域イノベーション創出促進事業） 
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本公募は、平成２７年度予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予

算成立前に募集の手続きを行うものです。委託先の決定や予算の執行は、平成２７年度

予算の成立が前提であり、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御

了承ください。 
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経済産業省では、平成２７年度 新分野進出支援事業（地域イノベーション創出促進事業）

（以下、「本事業」という。）を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。 

業務の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、この公募要領に記載するとおり

ですので、応募される方は熟読いただくようお願いいたします。 

 

 

１．事業の目的 

我が国経済は、大企業による関連工場の相次ぐ撤退や工場立地の減少等の傾向に加え、

高い法人税、労働規制、環境規制強化、電力供給制約の影響等もあり、大変厳しい中にあ

ります。 

また、経済のグローバル化が進展し国際競争が激化する中で、今後、我が国企業の競争

優位を確保していくためには、国際的に通用する地域の強みや特徴・潜在力等を最大限に

活用して世界を見据えた事業展開を構想し、我が国経済を牽引することが期待できる成長

可能性が高い産業分野への参入や新たなビジネスの創造の促進を行うことが重要です。 

そのような状況を踏まえ、平成２６年１２月２７日に閣議決定された「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」では『地域経済の引上げを図るため、域外需要を取り込む可能性を秘

めた地域の中堅・中小企業を発掘し、戦略策定、海外展開・販路開拓等の一貫した支援を

実施して、中核企業への成長を促すとともに、取引先への波及効果も含めた支援体制を整

備する』ことが盛り込まれました。 

本事業は、関東地方産業競争力協議会により取りまとめられた地域の戦略産業の方向性

を踏まえつつ、関東地域（※）の経済全体の底上げを図るため、地域の中堅・中小企業に

対して地方公共団体の行政区域を跨がる広域経済圏において産学官金の支援体制を構築し、

新分野・新事業進出に向けたプロジェクトを推進することにより、地域の中堅・中小企業

が有する多様な強みや特徴、潜在力等を積極的に活用し、地域の牽引役となる新たな中核

企業の創出を通じて地域産業の裾野拡大及び新たな成長産業群の創出・育成を目指してい

きます。 

（※）関東経済産業局が管轄する１都１０県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県） 

 

 

２．事業内容 

対象となる事業は、地域産業の競争力向上を目的とした、（Ａ）プロジェクトリーダー企

業（以下、「ＰＬ企業」という。）を中心にプロジェクトを組成し、新事業のコンセプト作

り、開発段階での産学連携、事業パートナー発掘、販路開拓などを一貫支援する取組（個

別プロジェクト支援型）、並びに（Ｂ）個別プロジェクト支援型の取組に加え、優れた技術

力等をもつ地域の有望な企業の発掘や新規個別プロジェクトの組成に向けた取組（ネット

ワーク形成支援型）を行う、プロジェクトマネージャー（以下、「ＰＭ」という。）の活動
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を委託する事業とします。 

（Ａ）個別プロジェクト支援型、（Ｂ）ネットワーク形成支援型の両事業において、活動

全般にわたって指揮するＰＭを中心として、以下のようなフェーズに沿った取組を実施し

ます。 

なお、（Ａ）個別プロジェクト支援型単独での事業提案は認められますが、（Ｂ）ネット

ワーク形成支援型については、（Ａ）個別プロジェクト支援型と関連性を有する取組に限っ

て認められ、単独での事業提案は認められません。 

また、対象分野が同一である場合、ＰＬ企業を中心とした複数の（Ａ）個別プロジェク

ト支援型の取組を一つにまとめて提案することも可能とします。 

 

（Ａ）個別プロジェクト支援型 

ユーザー企業等への販路開拓や海外展開に向けたサポートの実施【フェーズⅣ】 

（事業例） 

 売上拡大に向けた大手ユーザー企業等の川下企業や新規顧客等とのマッチング支援と

して個別商談会を実施 

 ジェトロや中小機構等の販路開拓・海外展開支援施策等の活用支援やその獲得に向けた

サポートを実施 

 認証取得、プロモーション、ブランディング等の戦略に係る商品価値向上に向けたサポ

ートを実施 

事業化を目的とする研究開発等の製品化に向けた取組やビジネスモデルの構築を実施【フェ

ーズⅢ】 

（事業例） 

 共同体制の強化に向けた関係者間の調整等のプロジェクト参画企業間の連携体制構築

の支援を実施 

 高度な技術的知見を有する専門人材の活用による最新情報・知識の導入、研究会のマネ

ジメント、不足リソースの補完等の研究会の高度化支援を実施 

 試作費用、共同研究開発、人材育成等の活動経費に関する助成事業等の活用支援を実施 

 

（Ｂ）ネットワーク形成支援型 

具体的マッチングに資する取組から研究会発足の支援を実施【フェーズⅡ】 

（事業例） 

 企業の技術力をユーザー企業に認知してもらい、具体的な事業化・製品化に向けた商談

に結び付ける取組としてニーズ・シーズ発信会を実施 

 フルオープンのものではなく、出口戦略に基づき、企業や大学、研究機関等で個別相談

会方式による個別商談会を実施 

 ニーズ・シーズ発信会での成果を中心に戦略的に事業内容を検討し、出口戦略を見据え

た研究会の組成に向けた取組を実施 
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地域企業やサプライチェーンの把握に資する取組やネットワーク形成に向けた準備を実施

【フェーズⅠ】 

（事業例） 

 地域企業やサプライチェーンの把握・整理を行い、後のネットワーク形成活動に資する

情報の蓄積を目的とした取組を実施 

 新分野・新事業への進出を目指す地域の有力企業を発掘し、それらの動向を把握するセ

ミナー・フォーラムの開催 

 把握したプレイヤーによるネットワーク形成に向けた準備の実施 

 

   ※事業の真の目的を理解した上で、出口戦略を達成するために不要と思われるフェー

ズについては省略することも可とします。また、各フェーズの例に示されている取

組の名称（セミナー・フォーラム等）での開催に縛られるものではありません。 

 

 

３．委託事業の実施地域 

  本事業は、個々の地域特性や強みを活かし、全国大での最適なリソース補完を推進する

ため、行政区域を跨る広域的な連携体制のもと実施することを推奨します。 

なお、（Ｂ）ネットワーク形成支援型の取組については、地域ブロック（各経済産業局等

の管轄する地域ブロック）を超えて広域的に連携（複数都道府県同士の連携。もしくは、

複数都道府県と海外との連携。）して実施することを必須要件とします。 

 （例：○○地域の A 県から E 県にまたがる△△分野の取組において、より事業の成果を高

めるために、××地域の F県から H県で行っている□□分野の取組と連携して実施。） 

 

 

４．事業実施期間 

  委託契約締結日～平成２８年３月末日まで 

 

 

５．応募資格 

本事業の対象となる申請者は、次の要件を満たす法人（企業・団体等）とします。なお、

コンソーシアム形式による申請（複数の法人による共同申請）も認めますが、その場合は

幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出してください。（ただし、

幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。また、再委託費の合計

は、原則として総経費の１／２を超えないようにして下さい。１／２を超える場合は企画

提案書に理由書を添付して下さい。） 

①日本に拠点を有していること。 

②本事業に関する委託契約を経済産業省と直接締結できる企業・団体等であること。 
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③本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

④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。 

⑤予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。 

⑥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等措置要領（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。 

 

 

６．事業実施体制 

①事業管理機関（委託事業者）：必須（申請者） 

・事業管理者は、事業計画の運営管理、共同体構成員相互の調整を行うとともに、事業

成果の普及等を主体的に行うものとする。 

・国との総合的な連絡窓口を担い、委託事業の遂行における責任を有する。 

 ②プロジェクトマネージャー（ＰＭ）：必須 

・ＰＭは、事業実施上の高い見識と管理能力を有し、事業計画の企画立案並びに実施及

び成果管理のすべてにおいて総括を行うことが出来る能力を有していること。 

・地域の実情、世界市場の動向、実施する事業分野等に関する高い知見又は経験を有す

ること。 

・事業管理機関との契約関係を有する者を原則とし、プロジェクトリーダー企業やその

他プロジェクト構成員となる企業の従業者等は不可とする。 

 ③プロジェクトリーダー企業（ＰＬ企業）：必須 

・新たな事業活動を志向する地域の中堅・中小企業等であり、（Ａ）個別プロジェクト支

援型において、中心的な役割を担う企業とする。 

・今後の成長が見込まれる産業分野やこれまでの地域での企業活動等を踏まえ、今後大

きな成長を遂げられる高い技術力等の潜在力を有し、かつ地域の産業・企業の牽引役

となる企業であること。 

・地域に根ざした企業活動を現在、将来的にも継続していく強い意志を持つ企業（又は

経営者）であること。 

・地域の周辺産業・企業との役務・原料調達等の取引量または取引企業数が多い企業で

あること。 

 ④コーディネーター：推奨 

・ユーザーニーズ、市場ニーズ、専門的技術性を反映した、事業の実効性向上、成果の

市場適合性向上に助言をするなど、ＰＭの補助的な役割を担うものとする。 

 

 

 



5 
 

７．契約の要件 

（１）契約形態 

委託契約 

（２）予算規模 

１件あたりの委託予定額は６，０００万円を上限とします。なお、最終的な実施内容、

契約金額については、採択決定後から委託契約締結までの間に経済産業省関東経済産業

局担当課と調整した上で決定することとします。 

（３）成果物の納入 

事業報告書の電子媒体１部を経済産業省関東経済産業局担当課に納入。 

※電子媒体を納入する際、経済産業省が指定するファイル形式に加え、透明テキスト

ファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体も併せて納入。 

（４）委託金の支払時期 

委託金の支払いは、原則として、本事業終了後の精算払となります。 

※事業終了前の支払い（概算払）が認められる場合は制限されていますのでご注意く

ださい。 

（５）支払額の確定方法 

本事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則として現地調査を行

い、支払額を確定します。 

支払額は、契約金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。このため、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場合があります。 

（６）事業期間中の現地調査 

本事業終了後の現地調査とは別に、事業の進捗・経理状況の確認を行うため、事業期

間中に現地調査を行うことがあります。この際、本事業に関係する企業、団体等に対し

ても、確認を行うことがあることから、関係する企業、団体等にはその旨の事前了解を

得て下さい。 

（７）契約手続きの相手方 

契約手続きの担当部局については、関東経済産業局の担当課になります。 

（８）成果把握調査等への協力 

   事業成果をフォローアップする観点から、事業終了の翌年度以降５年間、委託事業に

関係する調査に協力いただく場合があります。 

 

 

８．応募手続き 

（１）募集期間 

   平成２７年４月９日（木）～平成２７年５月１４日（木） １７時必着 
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（２）説明会の開催 

   開催日時、場所、お申し込み方法等は、以下のとおりです。 

 

日 時  平成２７年４月１４日（火） １５:３０～１６:３０ 

場 所  さいたま新都心合同庁舎１号館 ９階 ９－１会議室  

埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１ 

定 員  ２０名（事前申込先着順） 

お申し込み方法 

別添「参加登録シート」に必要事項を記載の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

ＦＡＸ番号：０４８－６０１－１３１１   

 

（３）応募書類 

①以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「平成２７年度「新

分野進出支援事業」申請書」と記載してください。各様式はＡ４判にて日本語で作

成の上、複数枚にわたるものはページを打ち、左上をホッチキス等で１カ所とめて

ください。 

・申請書（様式１）＜１部＞ 

・企画提案書（様式２）＜７部＞（電子媒体（ＣＤ－ＲＯＭ等）でも１部提出す

る。その際のファイル形式は、原則としてＭＳ－Ｗｏｒｄ又はＰＤＦ形式とし

ます） 

 ※企画提案書に枚数の制限はありません。 

・申請受理票（様式３）＜１部＞ 

※申請書・提案書を受理したことを証明する書類。 

・申請者の法人概要及び直近の過去３年分の財務諸表＜７部＞ 

※コンソーシアム形式による申請（複数の法人による共同申請）の場合は、それ

ぞれの法人のもの。 

・返信用封筒＜１枚＞ 

※申請受理票を送付するためのもの。返信用切手（８２円）を貼付し、返信先の

住所・氏名を記載。 

   ②提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された

場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日

法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報

等）を除いて、情報公開の対象となりますので御了承ください。 

③応募書類等の作成費用は本事業の経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、

企画提案書の作成費用は支給されません。 

④企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予



7 
 

算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、

申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となる

ことがあります。 

 

（４）応募書類の提出先 

応募書類は郵送・宅配便等により下記あて提出してください。 

 

※持参、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合

は、審査対象となりませんので、ご注意ください。 

※締切は、平成２７年５月１４日（木）１７時（必着）です。締切を過ぎての提出

は受け付けられません。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに届かない場

合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。 

 

 

９．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される審査委員会で審査を行い決定します。 

なお、募集期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施することがあ

ります。 

（２）審査基準 

別紙「平成２７年度 新分野進出支援事業 審査基準」に基づいて総合的な評価を行い

ます。ただし、審査基準１．及び２．の全てを満たしていない事業については、他項目

の評価にかかわらず採択いたしません。 

（３）採択結果の決定及び通知 

採否結果は、各申請者に通知するとともに、採択された申請者については、経済産業

省関東経済産業局のホームページで公表します。 

 

 

１０．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。

なお、採択決定後、委託契約締結に向けて、経済産業省関東経済産業局と協議を行いま

す。その際、事業の内容、構成、規模、金額などに提案内容から変更が生じる可能性が

あります。 

〒３３０－９７１５ さいたま市中央区新都心１番地１  

さいたま新都心合同庁舎１号館 １０階 

経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 地域経済課 

「平成２７年度「新分野進出支援事業」担当宛て」 



8 
 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い、委託契約を締結した後に、事業開始とな

ります。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、あらかじめ御承知おきください。 

契約締結後、受託者に対し、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。 

委託先と再委託先が締結する契約においても、国との委託契約に準拠して契約を行っ

ていただくことになります。 

事業期間中は、継続的に、経済産業省関東経済産業局に事業の進捗状況を報告し、方

針について相談しながら事業を進めてください。 

委託事業終了後も、支払額の確定の際に使用した全ての帳簿類及び領収書等の証拠書

類は受託者において委託業務の完了の日の属する年度終了後５年間保存する必要があり

ます。 

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。 

 

 

１１．経費の計上 

（１）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。＜事業の性質に応じて、下記から

適宜選択すること＞ 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業従事者に対する事業を行うために必要な交通費、日当、宿泊費 

会場費 
事業（会議、講演会、シンポジウム、研究会等）を行うために必要な会

場借料、機器等借料、会場設営費及び茶菓料（お茶代）等 

謝金 事業を行うために必要な謝金（委員謝金等） 

物品購入費 

事業を行うために直接必要な物品（当該事業のみで使用されることが特

定・確認できるもの。原材料及び消耗品費等（諸経費の中の一般管理費

で購入するものを除く。））の購入に要する経費 

外注費 

事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出来

ないもの又は適当でないもの（機械装置又は工具器具部品等の設計、製

造、改造、修繕又は据付け、試料の製造、分析鑑定等）の外注に要する

経費 
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※ただし、軽微な再委託（①５０万円未満の再委託・外注、②印刷費、

会場借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費その他これに

類するもの）については、この項目には計上せず他の適当な項目に計

上すること。 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット等の印刷製本に関する経費 

補助職員人件費 事業に直接従事する補助職員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 
事業を行うために必要な文献購入費、広告費、翻訳通訳、速記費用、法

定検査、検定料、特許出願関連費用等に係る経費 

Ⅲ．再委託費 

事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することが出来

ないもの又は適当でないもの（調査、工作物の作成、組立等及び大学、

高等専門学校、独立行政法人化した研究所、公設試験研究機関等からの

技術指導費等）の一部を委託するのに必要な経費 

※ただし、軽微な再委託（①５０万円未満の再委託・外注、②印刷費、

会場借料（会場提供者からの付帯設備を含む。）、翻訳費その他これに

類するもの）については、この項目には計上せず他の適当な項目に計

上すること。 

Ⅳ．一般管理費 

事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困難な経

費（当該事業とその他の事業との切り分けが困難なもの）について、契

約締結時において一定割合支払を認められる間接経費。 

具体的には、当該事業を行うために必要な家賃、水道光熱料、コンピュ

ータ使用料、回線使用料、文房具などの汎用的な消耗品等、当該事業に

要した経費として抽出・特定が困難な経費。（これらにあっても事業の

特定が可能なものは、事業費に計上すること。） 

 ※企画提案書の記載に際しては、上記ⅠからⅣの項目は消費税及び地方消費税を除いた額

で計上し、その総額に消費税及び地方消費税を乗じて得た額を記入してください。なお、

免税事業者の場合は、消費税及び地方消費税欄には仕入課税額を記入してください。 

 ※一般管理費の算定は「Ⅰ.人件費」と「Ⅱ.事業費」の合計に一般管理費率を乗じて行う

ことを原則とします。 

 ※一般管理費率は原則として１０％を上限とします。 

  

（２）直接経費として計上できない経費 

  ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、

事務機器等） 

  ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

  ・その他事業に関係のない経費 
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１２．問い合わせ先 

 

局名・窓口担当課 住所 電話番号 管轄都道府県 

関東経済産業局 

地域経済部 

地域経済課 

さいたま市中央区新都心

１番地１ 

さいたま新都心合同庁舎

１号館 

048-600-0253 茨城・栃木・群馬・

埼玉・千葉・東京・

神奈川・新潟・山

梨・長野・静岡 

 

以 上 

 
（参考１） 

本事業の募集にあたり、「産業構造審議会 地域経済産業分科会 工場立地法検討小委員会」

第３０・３１回の議論が参考になるので、以下のＵＲＬをご参照ください。 

http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/1.html 

 
（参考２） 

    関東地方産業競争力協議会の議論については、以下のＵＲＬで資料等を公開しております

ので、ご参照ください。 

 http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/index.html 

 

http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/1.html
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kyosoryoku/index.html


  別添 

参加登録シート 

＜平成２７年度 新分野進出支援事業（地域イノベーション創出促進事業） 

公募説明会＞ 

 
下記の事項につきまして、ＦＡＸでご連絡ください。 

送付先： 
関東経済産業局地域経済課 
FAX 番号：０４８－６０１－１３１１ 

 
会社名  

参加者氏名（代表者）  

参加人数  

連絡先電話番号  

連絡先ＦＡＸ番号  

 
＜会場のご案内＞ 

 
会場は 
さいたま新都心合同庁舎１号館 9 階 
９－１会議室 

です。 
 
当日は、合同庁舎 1 号館 2 階受付にて入館

手続をしていただき、エレベーターにて 9
階までお上がりください。 
なお、説明会は 4 月 14 日（火）15:30 より

開催いたします。 
 
 
 

http://www.kanto.meti.go.jp/annai/shuhenzu/images/map_l.jpg


別紙

１．適格審査　　　※いずれかが不適の場合は不採択

審査内容 提案書類記載箇所

２．事業要件審査　　　※不適の場合は不採択

審査内容 提案書類記載箇所

３．事業内容の審査

（１）事業計画の内容に関する審査

審査内容 提案書類記載箇所

平成２７年度　新分野進出支援事業　審査基準

審査項目 要件

① 委託事業者としての適格性 応募資格を満たしているか。

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ

日本に拠点を有し、かつ法人格（内国法人格）を有している
こと。

本事業に関する委託契約を経済産業局と直接締結できる企
業・団体等であること。

本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。

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。

予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しな
いものであること。

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
等措置要領（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。

ａ：様式１「申請書」

ｂ：事務局確認

ｃ：様式２「企画提案書」
5.体制及び役割分担

ｄ：添付書類「財務諸表」

e,f：事務局確認

② 委託事業の目的との整合性
提案内容の目的が委託事業の
目的に合致しているか。

○ 左記に同じ

様式２「企画提案書」
2.(2)当事業を推進する理由

申請額が委託事業の目標や内
容と照らして、妥当かつ効率
的なものとなっているか。

審査項目 審査の視点

① 事業目的の的確性

地域の牽引役となる企業の創
出を通じて地域産業の裾野拡
大を目指す取組となっている
か。

○ 有望な企業・企業群の成長を基点に地域経済に波及効
果をもたらすことで、提案する産業分野の育成・強化
を図る内容となっているか。

積算内容は適正か。

申請額が委託事業の目標や内容と照らして、妥当かつ
効率的なものとなっているか。

① 事業構成の適合性

ネットワークの拡大のみにと
らわれず、具体的な事業化に
向けた取組を含む構成になっ
ているか。

○ ネットワーク形成支援型単独での事業構成になってい
ないこと。 様式２「企画提案書」

2.(3)具体的手法

様式２「企画提案書」
2.(3)具体的手法
6.事業費総額

様式２「企画提案書」
2.(2)当事業を推進する理由
2.(3)具体的手法
2.(4)委託事業を実施する地域
2.(5)成果の管理体制・方法

③ 事業規模の妥当性

地域の戦略産業分野に関連す
るなど、地域の強みを活かし
た取組となっているか。

○ 地方産業競争力協議会により取りまとめられた地域の
戦略産業を踏まえるなど、地域のポテンシャルを活か
した取組内容となっているか。

様式２「企画提案書」
2.(2)当事業を推進する理由
2.(3)具体的手法
2.(8)地域の戦略産業との関連
性

審査項目 要件

○

○

② 地域の戦略産業との親和性



別紙

（２）事業実施体制、能力等に関する審査

審査内容 提案書類記載箇所

④ 事業計画の具体性・現実性・必要性

事業の目標や目指す方向性を
踏まえたうえで、事業計画が
具体的に示され、効果的かつ
現実的な事業となっている
か。
また、提案する産業分野の育
成・強化の観点から、必要性
の高い事業であるか。

○

○

○

○

○

事業スケジュールが現実的、効率的及び効果的なもの
となっているか。

提案する産業分野の育成・強化のために、地域の地理
的又は経済的な強みや特長、潜在力を活用した当該地
域で実施する必要性の高い事業内容となっているか。

単なる地域の産学官金等の様々な主体が参加するネッ
トワーク構築にとどまらず、事業化等につながる事業
内容になっているか。

事業内容に対して、適格性を有するプロジェクトマ
ネージャーやＰＬ企業が配置されているか。

（Ｂ）ネットワーク形成支援型の取組を含む事業計画
の場合、（Ａ）個別プロジェクト支援型の取組と一体
的に進める必然性があるか。

様式２「企画提案書」
2.(3)具体的手法
3.事業実施スケジュール

⑤ 出口戦略の明確性
出口戦略が明確に示されてい
るか。

○ 想定されるプロジェクトの出口（事業化等への道筋）
が、事業計画に具体的、現実的に盛り込まれている
か。

様式２「企画提案書」
2.(3)具体的手法

⑥ 事業活動の広域性

各経済産業局の管轄する地域
ブロックを超えて、広域的に
展開する事業になっている
か。

○ 各経済産業局の管轄する地域ブロックを超えて、広域
的に展開する事業になっているか。（複数都道府県同
士の連携。海外を含む。）

様式２「企画提案書」
2.(6)事業活動の広域性

⑧ 独自性のある革新的な提案

事業の成果を高め、地域や産
業分野の抱える課題を解決す
るための独自性があり革新的
な取組が提案されているか。

○ 左記に同じ。

審査項目 審査の視点

① これまでの類似の取組の実績・成果
これまでの類似の取組は、委
託事業を実施するうえで、妥
当なものとなっているか。

○ これまでの類似の取組において、一定の成果・効果を
挙げているか。 様式２「企画提案書」

4.事業実績

② 事業実施体制
委託事業を実施するための組
織体制、能力等を有している
か。

○

○

事業に係る経費その他の事務について適確な管理体
制、処理能力（組織、人員等）を有しているか。

事業を円滑に遂行するために必要な体制を有している
か。

様式２「企画提案書」
5.体制及び役割分担

④ ネットワークの有効性
申請者が形成し、活用する
ネットワークは、有効に機能
する体制を有しているか。

○ 有効に機能するＰＬ企業、プロジェクトマネー
ジャー、コーディネーター、大学、産業支援機関等が
参画するネットワークを形成し、活用するものとなっ
ているか。

様式２「企画提案書」
2.(3)具体的手法

⑦ 事業の継続性、将来的な発展性
事業を継続的かつ発展的に展
開するビジョンを有している
か。

○ 事業を継続的に展開するためのビジョンを有している
か。また、そのビジョンは現実的か。 様式２「企画提案書」

2.(2)当事業を推進する理由
2.(3)具体的手法

③ 事業活動に必要な機能の具体性
活動に必要な機能が具体的に
示されているか。

○

○

各取組の活動全般にわたって指揮する強力なマネジメ
ント機能を有しているか。

主体的に事業化を進めることでプロジェクトの中核を
担う企業が参画しているか。

様式２「企画提案書」
2.(3)具体的手法

様式２「企画提案書」
2.(7)国の他省庁施策との連携

様式２「企画提案書」
2.(9)独自性のある革新的な提
案

⑨ その他の国施策との関連性
提案する案件が「国の他省庁
施策（総合特区等）」と連携
して実施されているか。

○ 左記に同じ。
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