令和２年度食品関連産業ネクストチャレンジ支援プロジェクト
食品製造業海外認証取得支援募集要領
１

事業目的
食品製造業者が行う海外市場の求める食品安全規格の認証取得に向けた取組への支援を
行うことで世界に通用する食品製造業者の育成・強化を図ります。

２

定義
この要領において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとおり
です。
（１）食品製造業者等 既に県内で業を営む事業者のうち，次に掲げる業種のいずれかに該
当する者をいいます。ただし，次に掲げる業種以外の事業者で，従たる業務として食品
加工を行う者も含まれます。
ア 食料品製造業（日本標準産業分類中番号 ０９）
イ 飲料・たばこ・飼料製造業（日本標準産業分類中番号 １０）におけるたばこ・飼
料製造業を除く飲料業
（２）補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
（３）補助事業者 補助事業を行う者をいう。
（４）補助対象経費 補助金交付の対象となる経費をいう。
３

応募対象者
補助金の応募対象者は，以下の全てに該当するものです。
（１）本事業を的確に遂行する能力を有する事業者（現金出納簿等の会計関係帳簿書類の整
備や保管を適正に行うとともに，要請があった際に実地検査等を受け入れること。）で
あること。
（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項又は第２項の規定に該
当する者でないこと。
（３）鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱の下記規定に該当する者でな
いこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第
２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）であると認められる者
イ 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員，支配人，営業所等（営業所，事務所そ
の他これらに準ずるものをいう。以下同じ。）を代表する者その他いかなる名称を有
するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支
配している者（以下「法人役員等」という。），法人格を有しない団体にあっては代表
者，理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者，営業
所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行
う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。以下同じ。）が，鹿
児島県暴力団排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）第２条第３号に規定する暴力
団員等（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められる者
ウ 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与していると認められる者
エ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者
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役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，
金銭，物品その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又
は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与していると認められる者
カ 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められる者
キ 役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするために
これらを利用していると認められる者
（４）県税の滞納がないこと。
（５）本社又は事業所（生産機能を有する工場）が鹿児島県内に所在すること。
４ 事業実施の要件
（１）本事業にかかる補助上限額は，１，０００千円です。
（２）事業期間は，事業開始日から令和３年２月末までです。
事業の実施は，令和３年２月末までに終了してください。
事業の「終了」とは当該事業に係る経費の支払いまで全て終了することをいいます。
５

対象事業
食品製造業者等が次の各号に掲げる事業を行う場合は，その要する経費の一部を補助し
ます。 ただし，海外での活動に係る経費及び，国や地方自治体等の他の助成金，補助金，
委託費等が支給されている対象経費を除きます。
（１）専門家等の招へい
（２）ＯＪＴの実施
（３）ＯＦＦ－ＪＴの実施
（４）認証取得に必要な設備・機器等の改修
（５）その他海外展開に必要な国際的な規格の取得に向けた取組と認められる事業
６ 対象経費及び補助割合等
（１）補助対象経費は，本事業の実施に要する経費のうち，別表に掲げるものです。
ただし，他の制度等により補助を受けている経費は対象になりません。
（２）補助金の補助割合は別表に定めるとおりです。
（３）補助金の補助上限額は、1,000千円です。
（４）国や公共団体等の公的機関からの補助金等を受ける場合は，同趣旨の認証取得に係る
補助金でない場合を除き，他の補助金等と経費区分の重複ないときに認めます
７

応募期間
令和２年４月１３日(月)から令和２年５月１１日(月)午後５時まで(書類必着）。

８ 応募方 法
（１）食品製造業海外認証取得支援補助金交付申請書（第１号様式）に事業計画書
等を添付して公益財団法人かごしま産業支援センター（以下「センター」とい
う。） に提出して ください。
（２）交付申請書等の様式は，センターのホームページからダウンロードしてくだ
さい。
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（３）事業計画書で使用されている専門用語のうち，特に必要と思われるものにつ
いては 簡単な解説 一覧を添付してください。
（ ４）添付 書類は以下 のとおりです。
・企業等(申込者)概要説明書(別紙１)
・事業計画書(別紙２)
・収支予算書(別紙３)
・必要に応じて経費積算の根拠書類(見積書，カタログ等）
・その他知事が必要と認める書類
（５）提出書類は，原則としてＡ４判の片面印刷としてください。
（６）後日，内容の確認や補正の依頼をすることがありますので，提出書類の写しを必ず保
管しておいてください。
（７）その他，不明な点につきましては，センターまでお問い合わせください。
９ 応募書類作成上の注意
（１）後述する審査においては，応募書類を基に事業計画を評価しますので，その内容を記
入してください。
（２）事業計画は，現状，目的，内容，効果，問題点等について，具体的な記述を心がけて
ください。
特に実施内容（OJT，OFF-JTの目的，実施方法等）は，あいまいな表現を避け，明確
かつ簡潔に説明してください。
例）×「～～を利用した研修する。」
○「～～を～～するために～～を活用した，～～の研修を～～の方法で実施する。」
×「首都圏における講習会に参加する。」
○「首都圏における講習会おいて，～～を習得し，学んだ～～は，社内の～～を通
じて職員への普及啓発を図る。」
（３）事業計画の内容と経費積算の内容が整合するように気をつけてください。
※ 消耗品費，資料印刷費，通信運搬費等が過大となっていないか等をご確認ください。
10 事業計画の採択
（１）審査方法
センターの設置した「食品製造業海外認証取得支援補助事業審査会」
（以下「審査会」
という。）において，事業計画書の書類審査を実施し，審査会の意見を受けて鹿児島県
が補助事業者を決定します。
（２）審査結果
審査結果については，県から文書で採否結果を通知します。
11 採択後のスケジュール
（１）補助金は，精算払いとなります。令和２年度は，補助事業の完了日（補助事業の中止
の承認を受けた時を含む。）から１０日以内又は令和３年２月２８日のいずれか早い日
までに経費支出の証拠書類等を添付した実績報告書をセンターに提出していただき，セ
ンター及び県が確認した上で，県が補助金交付額を確定します。
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（２）補助金交付確定後に，事業者から提出された請求書に基づいて，県が補助金を交付し
ます。
（３）補助事業者は，補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある
ときは，交付決定の日から１５日以内に補助金交付申請取下書をセンターに提出するこ
とにより，申請を取り下げることができます。
12

補助の取消し
次のいずれかに該当するときは，補助金の交付決定を取り消すとともに，既に交付され
た補助金については，その返還を求めることがあります。
① 交付決定の内容又はこれに付した条件，その他法令等又は県及びセンターの指示に違
反したとき。
② その他，応募内容に虚偽の記載があったとき。

13 補助事業者の義務
（１）補助金変更の承認
① 補助事業の内容を著しく変更しようとするときは，あらかじめ補助金変更の承認を
受ける必要があります。
② 補助事業の対象となった経費の配分等の変更をする場合は，あらかじめ補助金変更
の承認を受ける必要があります。
＊ 補助事業に要する経費の配分のうち項目区分毎に３割を超えて変更する場合を
いいます。
③ 補助事業を中止し、又は、廃止する場合は、速やかに届け出、その承認を受ける必
要があります。
（２）補助事業の遂行
補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に従い，善良な管理者の注意をもって補
助事業を遂行しなければなりません。
（３）事故の報告
補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき，又は補助事業の遂行が
困難になったときは，速やかに事故報告書をセンターに提出し，その指示を受けなけれ
ばなりません。
（４）状況報告
センターは，必要に応じ状況報告書により，補助事業者に対し補助事業の遂行の状況
について報告を求めることがあります。
（５）実績報告
当該年度の補助事業完了日（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）から１０
日以内又は令和３年２月２８日のいずれか早い日までに，実績報告書に関係書類を添え
てセンターに提出しなければなりません。
実績報告書に添付して提出する書類は，次のとおりです。
①成果等報告書
②収支計算書
③事業に要した費用の請求書並びに領収書等の写し
④専門家招へい，ＯＪＴ，ＯＦＦ-ＪＴなどの研修の様子が分かるもの（写真，パンフ
レット等）
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⑤専門家謝金の根拠資料
⑥その他知事が必要と認める書類
（６）立入検査等
補助事業の適正を期するため，必要があるときは，県及びセンターは，補助事業者に
対し報告させ，又は職員にその事務所，事業所等に立ち入り，帳簿書類その他の物件を
検査させ，若しくは関係者に質問させることがあります。
（７）事業状況報告等
補助事業者は，補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間は，当該年度
の事業化の状況について，｢事業状況報告書｣により毎年５月末までに県に提出しなけれ
ばなりません。
（８）産業財産権等に関する届出
事業に基づく発明，考案等に関して特許権，実用新案又は意匠権等を当該事業年度又
は事業年度終了後５年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し，若しくは
実施権を設定した場合には，遅滞なくその旨を記載した産業財産権等届出書を県に提出
しなければなりません。
（９）財産の管理
補助事業者は，当該事業により取得し，又は効用が増加した財産については，当該事
業の完了後もその保管状況を明らかにし，善良な管理者の注意をもって管理に努めなけ
ればなりません。
また，当該財産を処分するときは，県の承認を受けなければなりません。
なお，当該財産を交付決定の目的以外に処分したときは，補助金の交付を決定の全部
又は一部を取り消しするとともに，当該取消しに係る部分の返還があります。
（10）証拠書類の保管
補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，かつ，当該収入及び支出に係
る証拠書類を，補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければ
なりません。
14 その他
（１）応募された書類等の返却は致しませんので，予めご了承ください。
（２）応募内容については秘密を厳守しますが，特別なノウハウや技術等については，応募
者自身の責任において，特許申請や実用新案など法的保護を処置してください。
（３）応募したアイデアについては，企業の名称，事業者（代表者）名，テーマ，概要など
必要最小限度の範囲で公表することに同意したものとみなします。
（４）県及びセンターは，採択された補助事業者名，代表者名，事業のテーマ，住所，業種，
補助金額，補助年度，事業計画の概要等を公表します。
（５）審査結果に対する個別の問い合わせには，お答えできません。
（６）応募や審査等にかかる費用につきましては，応募者自身の負担とさせていただきます。
15

問い合わせ先（応募受付及び詳しい事業案内等）
公益財団法人かごしま産業支援センター 総務情報課 担当：若元，太皷
〒892-0821
鹿児島市名山町９番１号 鹿児島県産業会館２Ｆ
TEL ０９９－２１９－１２７５
FAX ０９９－２１９－１２７９
E-mail：info@kisc.or.jp
https://www.kisc.or.jp
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別表（第5条関係）
食品製造業海外認証取得支援事業補助金 補助対象経費一覧

項

目

専門家等の招へいにかかる
経費

ＯＪＴにかかる経費

経 費 区 分

補 助 額

専門家謝金（根拠資料の整備が必要となります。
）
，専
門家旅費
その他，専門家等の招へいにかかる経費として知事が
特に必要と認める経費
補助対象経費の
２分の１以内
書籍購入費，消耗品費，資料印刷費，通信運搬費に要
する経費

【補助上限額】
その他，ＯＪＴにかかる経費として知事が特に必要と
認める経費
ＯＦＦ-ＪＴにかかる経費

1,000千円

講習会参加費(負担金)，旅費，書籍購入費，消耗品費，
資料印刷費，通信運搬費に要する経費
その他，ＯＦＦ-ＪＴにかかる経費として知事が特に必
要と認める経費

認証に必要な設備・機器等の 設備・機器等の購入，改修，据え付け，修繕に要する
設置又は改修費等にかかる経 経費及び，簡易な構築物の購入，建造，改良，据え付
費
け，修繕に要する経費
その他，認証に必要な設備・機器等の設置又は改修費
等に係る経費として知事が特に必要と認める経費

その他，認証取得に向けた取 その他，認証取得に向けた取組と認められる経費とし
組と認められる経費
て知事が特に必要と認める経費
※ 設備・機器等の設置又は改修費は，補助対象経費の50％までとすること。

（対象外となる経費）
・海外活動にかかる経費
・国や地方自治体等の他の助成金，補助金，委託費等が支給されている対象経費
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