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第 Ｉ 部 補助金の概要

地域産業の振興及び発展を図り、市内の中小企業等の経営力向上を促すため、アフター

コロナに向けたふるさと名物の新規開発及び販路開拓に要する経費を予算の範囲内で補助

します。

また、市内金融機関等の支援機関がそれぞれの得意分野を生かして伴走型支援を行うこ

とにより、市場で求められるふるさと名物の新規開発及び販路開拓を支援します。

１．補助対象者

次に掲げる条件をいずれも満たすかた

① 市内に主たる事務所等を有する中小企業または小規模事業者等であり、市内にお

いて１年以上継続して事業を行っているかた。個人事業主については、市内に住所

を有するかたに限る。

② 市税を滞納していないかた

補助対象者の範囲は次のとおりです。

※補助対象者について、詳しくは、山県市ふるさと名物開発応援補助金事務実施要領

（以下「要領」という。）の別表１を参照してください。

２．補助対象事業

ふるさと名物の新規開発及び販路開拓に取り組む事業

※ふるさと名物とは、山県市の風土と暮らしが育み、山県市ならではの匠の知恵と技

が結集した物であり、一般消費者向けに販売を行う有形の製品又は商品を指す。

補助対象となる事業の範囲は次のとおりです。

補助金の交付対象となる事業を行う者

要件 ž 会社及び会社に準ずる営利法人（株式会社、合名会社、合資会社、合

同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合）

ž 個人事業主

ž 協同組合等の組合

ž 農事組合法人

ž 上記事業者以外で市長が認める事業者

補助対象となる事業

要件 ž ふるさと名物を新規開発し、販路開拓に取り組む事業

※新規開発する物は、無償提供する試作品やサンプルではなく、市場

流通可能な有償販売する製品又は商品であること。

※自社又は他社と共同して開発した独自の製品又は商品であること。

※新規開発したふるさと名物は、「岐阜・やまがた逸品」認定要領に基



2

補助対象とならない事業は次のとおりです。

ž 一般消費者向けに新規開発した製品等が、試作品やサンプル等であり、有償

販売できない事業

ž 一般消費者向けに製品等を新規開発したが、販路開拓に取り組まない事業

ž 新規開発する製品等の販売対象が企業や団体等である事業

ž サービス、情報、権利などの無形の製品等を新規開発する事業

ž 他社が販売する製品等を仕入れて販売のみを行う事業

ž 既に開発した自社又は他社の製品（開発品は除く）の販路開拓のみを行う事

業

ž 他社ブランド品の製造（OEM）により新規開発を行う事業

ž 商品開発の全ての工程を外注する事業

ž 他の補助金の補助を受けている又は受ける予定の事業

ž 農林漁業（第一次産業）の生産のみに係る事業

ž 売買目的の発電事業のみを行う事業

ž 風俗営業に係る事業（要風営法許可業種）

３．補助対象経費

次の条件を満たす下表に該当する経費

（１） 事業計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

（２） 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

（３） 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

（４） 中古品については、２者以上の事業者から型式や年式が記載された見積りを取

得し、価格の妥当性が証明できる経費

づき「岐阜・やまがた逸品」の申請を行い、別に定めるマークを認定品

に表示すること。ただし、製品又は商品の形態によりマークを表示でき

ない場合は、この限りではない。

イメージ図
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※補助対象とならない経費がありますので、詳しくは要領の別表３を参照してください。

４．補助金額等

補助金額：下限２５０万円～上限１，０００万円

補助率 ：対象経費の３分の２以内

経費区分 内容 経費内訳

事業費 補助事業の実施のために専門家に支払われる

経費や産業財産権の取得等に要する経費

①謝金

②旅費

③賃借料

④産業財産権等取

得費

⑤雑役務費

⑥マーケティング

調査費

⑦委託費

試作・開発費 ふるさと名物を新規開発するために必要な機械

装置・設備、原材料、設計、検査等に要する経

費

⑧原材料費

⑨機械装置・シス

テム構築費

⑩試作・実験費

⑪委託費

販路開拓費 新規開発するふるさと名物の販路を開拓するた

めに必要な展示会への出展・市場調査・広告宣

伝等に要する経費

⑫展示会等出展費

⑬マーケティング

調査費

⑭広告宣伝費

⑮委託費

量産化費 新規開発するふるさと名物の量産化に要する経

費

⑯量産化費

建物建築費 補助事業の実施のために必要な建築物の建造

等に要する経費

⑰建物建築等費

その他 市長が認める経費 ⑱その他
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第 ＩI 部 申請の手続き

申請手続きの流れ

この補助金の申請の手続きは、次のような流れとなります。

【１．相談、交付申請】

① 申請書類を市ＨＰまたはまちづくり・企業支援課窓口で入手

※申請書類の一つであるローカルベンチマークシートは、経済産業省のウェ

ブサイトからも入手可能

（https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/）

② 第１回経営者向け SDGs セミナー（４月１８日（月）開催予定）に参加

※申請書類の書き方を説明しますので、原則参加してください。

③ 下記の書類を提出

（１）補助金交付申請書（規則様式第１号）

（２）山県市ふるさと名物開発応援補助金実施提案書（様式第１号）

（３）山県市ふるさと名物開発応援補助金事業実施計画書（様式第２号）

（４）山県市ふるさと名物開発応援補助金支援機関確認書（様式第３号）

※ローカルベンチマークシートを記入し、山県市商工会又は市内金融機

関等の確認を得ることが必要です。

（５）山県市ふるさと名物開発応援補助金申請確認兼誓約書（様式第４号）

（６）積算金額の根拠書類（見積書、価格表等）

（７）履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書

※個人事業主は住民票の写し（マイナンバーが記載されていないもの）

（８）決算報告書（貸借対照表、損益計算書）直近２期分

※個人事業主の場合、収支内訳書（１・２面）又は所得税青色申告決算書（１

～４面）の写し

（９）申請者の業種及び主たる事業が分かる資料（パンフレット等）

（１０）納税証明書（入手できる範囲で直近のもの）

募集期間 令和４年４月１日（金）～同年５月２７日（金）

提出先（問合せ先）

〒５０１－２１９２ 山県市高木１０００番地１

山県市役所 まちづくり・企業支援課

電話：０５８１－２２－６８３１ E メール：machi@city.gifu-yamagata.lg.jp

提出方法

郵送または窓口へ直接お持ちください。
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【２．審査、交付決定】

【３．補助事業の実施】

【４．実績報告書の提出】

④ 提出された申請書類を、審査基準表（要領別表５参照）に従い審査

⑤ 採択者には、令和４年６月中旬ごろに、交付決定通知書を送付

※交付決定の前に発注や契約を行った経費は、対象になりません。

⑥ 補助事業を令和５年１月３１日（火）までに完了

※発注書、納品書（請求書）、振込明細書などの経理書類は、実績報告の際

に必要となるので、必ず保管してください。

※経費の支払いは原則銀行振込となります。経費支払における注意事項が

ありますので、要領の別表４を参照してください。

※補助事業の内容に変更が生じた場合、速やかに、まちづくり・企業支援課

にご相談ください。

山県市役所 まちづくり・企業支援課

電話：０５８１－２２－６８３１ E メール：machi@city.gifu-yamagata.lg.jp

⑦ 下記の書類を提出

（１）補助金実績報告書（規則様式第４号）

（２）山県市ふるさと名物開発応援補助金実績報告書（様式第７号）

※ふるさと名物開発の経緯と成果品の様子がわかる写真を添付

※ふるさと名物開発に要した経費は、発注・納品・支払が確認できる経理

書類を添付

（３）岐阜・やまがた逸品の認定申請書又は認定証の写し

提出期限：令和５年２月１５日（水）

※事業完了後に速やかに提出してください。

提出先

〒５０１－２１９２ 山県市高木１０００番地１

山県市役所 まちづくり・企業支援課

電話：０５８１－２２－６８３１ E メール：machi@city.gifu-yamagata.lg.jp

提出方法

郵送または窓口へ直接お持ちください。
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【５．審査・補助金額の決定】

【６．補助金の交付】

【７．成果の発表】

【８．１年後の状況報告】

【９．２年後の状況報告】

⑧ 提出された書類の審査

※書類内容によっては追加書類の提出が必要になる場合があります。

⑨ 確定した補助金額の通知

⑩ 提出する書類

（１）補助金交付請求書（規則様式第３号）

※山県市ふるさと名物開発応援補助金事業交付額確定通知書（様式第８号）

の受領後、速やかに提出してください。

提出先

〒５０１－２１９２ 山県市高木１０００番地１

山県市役所 まちづくり・企業支援課

電話：０５８１－２２－６８３１ E メール：machi@city.gifu-yamagata.lg.jp

提出方法

郵送または窓口へ直接お持ちください。

⑪ 新規開発したふるさと名物のプレゼン

※開発したふるさと名物を市長に対して成果報告していただきます。日程等

は追ってご連絡します。

⑫ 提出する書類

（１）山県市ふるさと名物開発応援補助金事業実施後状況等報告書（様式第９

号）

提出期限：令和５年１２月２７日（水）

提出先

〒５０１－２１９２ 山県市高木１０００番地１

山県市役所 まちづくり・企業支援課

電話：０５８１－２２－６８３１ E メール：machi@city.gifu-yamagata.lg.jp

提出方法

郵送または窓口へ直接お持ちください。
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【９．２年後の状況報告】

⑬ 提出する書類

（１）山県市ふるさと名物開発応援補助金事業実施後状況等報告書（様式第９

号）

提出期限：令和６年１２月２７日（金）

提出先

〒５０１－２１９２ 山県市高木１０００番地１

山県市役所 まちづくり・企業支援課

電話：０５８１－２２－６８３１ E メール：machi@city.gifu-yamagata.lg.jp

提出方法

郵送または窓口へ直接お持ちください。
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第 III 部 Q&A

よくある質問

●対象事業者について

●対象事業について

●対象経費について

●申請について

市内に法人の事務所や工場があれば、本社

が市外でも対象になりますか？

対象になりません。

個人事業主で住所地は市内ですが、店舗は

市外にある場合は対象になりますか？

対象になりません。

一般社団法人、ＮＰＯ法人は対象になります

か？

対象になりません。

新たなサービスを開発した場合は、対象事

業に該当しますか？

本補助金においては補助対象の事業に該当

しません。

これまで取り扱ったことのない商品を仕入れ

て販売する場合は対象になりますか？

仕入れた商品をそのまま販売する場合は対

象になりません。

ふるさと名物を新規開発するにあたり、市内

の原材料を使うことは必須要件ですか?

市内の原材料を使うことが望ましいですが、

必須要件ではありません。

以前に開発した試作品をもとに、販路開拓と

量産化を行う場合は対象になりますか？

試作品に改良等を加えた上で販路開拓に取り

組めば、対象になります。

自社や他社で販売中の製品等をもとに、販

路開拓と量産化を行う場合は対象になりま

すか？

対象になりません。

企業向けに新製品を開発する場合（BtoB）

は、対象になりますか？

対象になりません。

商標権の侵害はどのように調べればよいで

すか？

支援機関に相談するか、若しくは、岐阜県知

財総合支援窓口等に相談してください。

交付決定の前に支払った経費は対象になり

ますか？

対象になりません。

補助金の申請書はどこで入手できますか？ 市ホームページからダウンロードするか、市役

所２階まちづくり・企業支援課窓口にて配布し

ています。

申請書の書き方がわからない場合はどうす

ればよいですか？

支援機関に相談するか、若しくは、まちづくり・

企業支援課にご相談ください。



9

●補助金額について

●補助事業の変更（中止）について

●実績報告について

ローカルベンチマークシートの作成方法がわ

からない場合はどうすればよいですか？

支援機関に相談するか、若しくは、経済産業

省のホームページで公開しているローカルベ

ンチマークシートの作成ガイドを参照してくださ

い。

支援機関との関係性がなく、支援機関確認

書を提出できない場合は、どうすればよいで

すか？

まちづくり・企業支援課にご相談ください。

普段からスーパーマーケットで購入している

など見積書を出すことが難しい場合はどうす

ればよいですか？

まちづくり・企業支援課にご相談ください。

通常の仕入れの中から試作品を作る予定で

すが、見積書等はどうすればよいですか？

まちづくり・企業支援課にご相談ください。

補助金は、交付決定通知を受けたら、速や

かに振り込まれますか？

補助金は、原則、補助事業が完了し、実績報

告書を市が受理してからの精算払いとなりま

す。

交付申請後、予定より経費が嵩んだため、

交付申請額を増額することはできますか？

交付決定額を増額することはできません。

交付決定後に事業を中止する場合はどうし

たらよいですか？

補助事業変更（中止・廃止）申請書を提出して

ください。

事業内容に変更が生じる見込みであるが、

変更申請の対象になるか分からない場合は

どうすればよいですか？

まちづくり・企業支援課にご相談ください。

事業が予定より早く完了した場合も変更の手

続が必要ですか？

変更の手続は必要ありませんので、速やかに

実績報告書を提出してください。

実績報告書はいつ提出すればよいですか？ 事業完了後に速やかに提出してください。

最終提出期限は令和５年２月１５日（水）で

す。

実際にかかった経費が交付決定額を上回っ

た場合はどうすればよいですか？

経費の増加を理由に交付決定額を変更する

ことはできませんので、補助金交付額は交付

決定額のままになります。実際にかかった経

費の額で実績報告書を作成し、補助金額欄に

は交付決定額と同じ額を記載してください。

実際にかかった経費が交付決定額を下回っ 実際にかかった経費の額で実績報告書を作
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●その他

た場合はどうすればよいですか？ 成してください。補助金交付額は実績報告書

に基づく金額になります。

実績報告書に添付する領収書の内訳に新

商品開発とは関係のないものが混ざってい

ても大丈夫ですか？

できる限り、今回の新商品開発にかかった経

費のみの領収書にしてください。やむを得ない

場合は、今回の新商品開発にかかった経費

部分にマーカーで色を付けるなど、判別がで

きるようして提出してください。

試作品の材料について、普段から大量購入

している内の一部を使用し、試作分だけの領

収書がない場合はどうすればよいですか？

できる限り、今回の新商品開発にかかった経

費のみの領収書にしてください。

市内に複数店舗を持っている場合は店舗毎

に申請可能ですか？

店舗数にかかわらず、申請は１事業者につき

１回限りです。

事業が計画通りに進まず、新商品が完成し

なかった場合はどうなりますか？

新商品が完成しなかった理由等を記載して実

績報告書を作成してください。補助金交付額

は実績報告書に基づく金額になります。

「岐阜・やまがた逸品」の申請はどのように

行うのですか？

まちづくり・企業支援課にご相談ください。

事業実施計画書に記載した製品（商品）名を

途中で変更することは可能ですか？

変更承認申請書を提出してください。

事業の実施により産業財産権等が発生した

場合、その権利は誰に帰属しますか？

原則、補助事業者に帰属します。


