高知県ビジネスチャレンジ支援補助金 活用ガイド
令和元年 10 月 高知県産学官民連携センター

１ はじめに
本資料は、補助事業をより効率的に、かつ適切に実施いただくためのポイント、留意点等を記載
しています。
適正に手続きが行われていない場合や証拠書類等が不足する場合には、補助金交付金額が減額あ
るいは交付決定が取り消される場合がありますので、必ずご確認ください。
（※本資料において、交付決定を受けた方を「補助事業者」と記載します。
）

２ 事業の目的
この補助金は、
「ココプラビジネスチャレンジサポート実施要領」
（以下「実施要領」という）に
定めるサポートの対象となった方に対して、事業課題の解決、事業実現可能性の検証及びビジネス
プランの作成等、事業アイデアの磨き上げや事業の立ち上げに必要となる経費について、予算の範
囲内で補助金を交付することを目的としています。

３ 補助の概要
（１）補助事業者
実施要領に基づきサポートの実施決定を受けた者
（ただし、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第２条第１号に規定する「会社」に該当する者のう
ち、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する「中小企業者」及び
同条第５項に規定する「小規模企業者」に限る。
）
（２）補助対象経費
ココプラビジネスチャレンジサポートの対象となった企画を実施するにあたり、事業課題の解
決、事業実現可能性の検証及びビジネスプランの作成等、事業アイデアの磨き上げや事業の立ち
上げに必要な経費で、次に掲げるもの。
・謝金
・賃金（申請当事者の給与を除く）
・旅費
・需用費（消耗品費、印刷製本費、原材料費）
・役務費（通信運搬費、試作品製作費）
・負担金（研修参加費、体験料）
・賃借料
・委託費
※申請予定の具体的な経費について、上記の対象経費に含まれるか不明な場合は、事前に産学
官民連携センターにご相談ください。
※領収書等により金額が確認できる経費に限ります。
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（３）補助率等
補助率４分の３
ただし、企画１案件あたりの上限額は 50 万円とします。

４ 事業実施フロー
事業者等

産学官民連携センター

ココプラビジネスチャレンジサポート
申請
ココプラビジネスチャレンジサポート
サポート決定
補助金交付申請

申請書受付・内容確認

補助事業実施

交付決定

内容変更（廃止）承認申請

内容変更（廃止）承認通知

※必要に応じて

事業完了・実績報告書提出

事業実績の確認

補助金受領

補助金の額の確定・補助金の支払

５ 交付申請の際の提出資料
①補助金交付申請書（高知県ビジネスチャレンジ支援補助金交付要綱 第１号様式）
（別紙１）事業計画書
（別紙２）収支予算書
②ココプラビジネスチャレンジ企画書
③その他事業を説明するのに必要な資料

６ 事業完了後の実績報告書の提出書類
①実績報告書（第５号様式）
（別紙３）事業実績書
（別紙４）収支精算書
②その他必要な添付書類
※詳細は後述の「７補助金交付決定後の注意事項」参照
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７ 補助金交付決定後の注意事項
（１） 補助事業の変更等について

【交付要綱第 7 条】
交付決定を受けた補助事業は、交付申請時に提出し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、事前に知事の承認が必要な場合がありま
すので、産学官民連携センターにご相談ください。
また、補助事業は、交付決定を受けた年度内（3 月末日まで）または事業計画書の実施期間
内に支払いまで必ず完了する必要があります。年度内または実施期間内に補助事業が完了しな
い場合あるいは補助事業の遂行が困難となる見込みのある場合は、速やかに産学官民連携セン
ターにご連絡ください。

【変更申請が必要な主な例】
ア 補助金額を変更する場合
・交付決定額の増額が必要なとき
・交付決定額の 20 パーセントを上回る減額になるとき
※原則として補助金の増額は認められません。ただし、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。
イ 補助金額を変更しない場合
・事業内容を変更するとき
・事業の遅延等により完了予定年月日が変更になるとき
※ただし、3 月 31 日を超えての完了年月日の設定はできません。
以上は変更申請が必要になる場合の一例です。当初の交付申請時に提出した事業計画書
（別紙１）及び収支予算書（別紙２）から一部でも内容が変更になる場合は、まずはご相
談ください。

（２） 保管が必要な書類について
事業実施後の補助金額の確定検査は、補助事業者から提出のあった実績報告書、証拠書類等に
基づき行います。また、補助金の支払いは確定検査完了後に行います。
証拠書類等に不備がある場合、補助金の全部又は一部が支払われないことがあります。また、
補助金の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、故意・過失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。
また、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。
証拠書類に関してご不明な点等は、必ずご相談ください。
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【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 成果物 等
※③⑥⑦は、実績報告の際に必ず提出していただく証拠書類です。
※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。
【補足】
⑥ 支払確認が可能な資料（領収書等）について
・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。
）
・領収書等は、あて名の記載があり、補助事業者の支払いであることが確認できるように
してください。
・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等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、銀行振込または現金支払での支払い
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いが明確になるようにしておいてくださ
い。
・旅費に関しては、報告書等により、旅行（出張）目的や結果を確認できるものを整備し
ておいてください。
なお、交付決定を受けた補助事業者ご本人が支出した経費のみが対象となります。例
えば、補助事業に係る関係者旅費や専門家招聘のための旅費を計上する際に、その関係
者や専門家自身が旅券等を手配し旅費を支出した場合は、その方から旅費の内訳となる
資料（航空券の領収書や、旅行代理店からの領収書等）を受け取り、その方への支払い
を補助事業実施期間内に必ず済ませ、補助事業者が支出した内容とその内訳が分かる根
拠資料を添付するようにしてください。
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⑦ 成果物について
・補助事業において制作した成果物や試作品があれば添付してください。現物の添付が難
しければ、コピーや写真でも結構です。
例：パンフレット、チラシ 等
（３） 実績報告書の提出について

【交付要綱第 8 条、第 9 条、第 10 条】
ア 提出期限及び提出内容
提出期限：補助事業を完了した日（最後の経費の支出が終わった日）から 30 日以内、
あるいは当年度の３月末日のいずれか早い日
提出内容：実績報告書（第５号様式）
事業実績書（別紙３）
収支精算書（別紙４）
必要な添付書類：上記２の「③発注書（控）又は契約書」
、
「⑥支払確認が可能な資料（領
収書等）」の写し及び「⑦成果物 等」は必ず添付してください。
なお、検査のために③⑥の原本やその他（
「①見積依頼書（控）
・カタロ
グ等」
、
「②見積書」
、
「④納品書」
「⑤請求書」
）の書類の提出をお願いす
ることがありますのでご留意ください。
イ 消費税等仕入控除税額の報告について
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。
補助事業者が課税事業者の場合、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。
なお、補助事業者が課税事業者である場合は、補助事業の実施に伴う事業経費に仕入控
除税額が含まれない場合はその旨実績報告書に記載して提出するようにお願いします。

（４） 実施状況報告書の提出について
【交付要綱第 13 条】
補助金の交付後、補助事業の成果を捕捉するため、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３年間、実施状況報告書を提出いただく必要があります。毎年度、回答様式を送り
ますので、指定する期限内に報告書をご提出ください。
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８ 補助金Ｑ＆Ａ
Ｑ１ 申請はいつまでに行えばよいのか。
Ａ１ 申請の内容及び提出書類の確認をする必要がありますので、事業に取りかかる２週間前
までには交付申請書類を提出するようにしてください。交付決定通知前に行った内容につ
いては、補助対象経費として認められませんのでご注意ください。
補助事業の活用を考えている際は、まずはココプラビジネスチャレンジサポートのサポ
ートチームにご相談ください。
Ｑ２ 次年度にまたがって実施する事業は補助対象となるか。
Ａ２ 補助対象となりません。単年度で終了見込みの事業を補助対象事業としますので、計画
的に補助事業を活用してください。なお、３月 31 日までに補助事業が完了しない場合又
は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに産学官民連携センターに報告してくだ
さい。
Ｑ３ 事業実現可能性の検証のため、３月 30 日に専門家から助言を受けるが、謝金等の支払
いが４月以降となるような場合、当該経費は補助対象となるのか。
Ａ３ 対象経費となりません。支払いは事業完了年月日または３月 31 日までに必ず完了して
ください。この点をふまえ、スケジュール管理は特に留意をお願いします。
Ｑ４ 東京へ５泊６日で出張し、うち２日は専門家からの助言を受ける予定であるが、残り４
日は、補助事業とは関係のない商品の営業活動等を行う予定である。パック旅行で 15 万
円の経費だが、補助対象額はいくらか。
Ａ４ 出張目的が、補助対象事業以外の目的と重複する場合は、全経費を日数等で按分し、補
助対象経費を算出します。上の例においては、15 万円×２日/６日で計算し、５万円が補
助対象経費となります。
Ｑ５ 補助金交付決定後、補助事業に着手した。当初補助申請をした際に計画した経費の内容
（配分・金額等）に変更があった場合はどうすればよいか。
Ａ５ 内容変更の手続きが必要となる場合がありますので、補助申請時の計画内容に変更があ
った場合はまず産学官民連携センターにご相談ください。
Ｑ６ 補助金の支払いはいつになるのか。
Ａ６ 補助金は原則として、補助事業が終了し実績報告を提出いただいた後、事業が適正に執
行されたことを確認したのちに支払います。早期に補助金をお支払いするためにも、事業
完了後は、速やかに実績報告を行ってください。
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