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（通 則） 

第１条 受注型中小企業競争力強化支援事業補助金(以下「補助金」という。) の交付については、

東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）に定めるもののほか、この要綱

に定めるところによる。 

 

（補助金の交付目的） 

第２条 この補助金は、東京都中小企業団体中央会（以下「補助事業者」という。）が行う受注型

中小企業競争力強化支援事業（以下「補助事業」という。）に対し補助金を交付することにより、

都内の受注型中小企業の競争力強化を支援し、都内産業の振興や都内経済の健全な発展に資す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）「受注型中小企業競争力強化支援事業」とは、都内中小企業者等が、受注機会の拡大や新事

業の創出を果たすために実施する、技術・サービスの高度化・高付加価値化のための技術

開発を支援する取組をいう。 

（２）「ものづくり基盤技術」とは、別表１に掲げる技術をいう。 

また、「受託サービス類型」とは別表２に掲げる類型をいう。 

 

（補助金の交付対象） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費の区分及び補助率は別表３のとおりとし、知事が必要か

つ適当と認めるものについて、予算の範囲内において交付する。 
２ 前項の規定にかかわらず、補助事業者の代表者、役員又は職員に暴力団員等（東京都暴力団

排除条例（平成２３年東京都条例第５４号）第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号

に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者があるものは、補助金の交付の対象としない。 
 

（補助事業者が定める補助事業の実施要綱等） 

第５条 補助事業者は、東京都から補助金の交付を受けようとするときは、別表４の実施内容に

 



基づき、東京都と協議の上、補助事業の内容、方法等事業実施のために必要な事項を明記した

実施要綱を定めなければならない。 

 

（交付の申請） 

第６条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様式第１） 

を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 知事は、前条の規定によりこの補助金の交付の申請があったときは、内容を審査し、適

正と認められるときは補助金の交付を決定し、通知書（様式第２）により補助事業者に通知す

る。 

２ 前項の場合において、知事は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付す 

ことができる。 

 

（補助金の申請の撤回） 

第８条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対

して異議があるときは、当該通知書受領後１４日以内に補助金の交付の申請を撤回することが

できる。 

 

（補助金の支払方法） 

第９条 補助金の支払いは、東京都会計事務規則（昭和３９年東京都規則第８８号）第８３条第

1項第 4号により概算払とし、補助事業者からの請求に基づいて支払う。 

２ 補助事業者は、前項の規定に基づき補助金の支払を受けようとするときには、請求書（様式

第３）を知事に提出しなければならない。 

 

（事業計画の承認） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を実施するに当たっては、事業計画を作成し、あらかじめ事

前承認申請書（様式第４）により知事の承認を得なければならない。 

 

（事情変更による決定の取消し） 

第１１条 知事は、この決定の後において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき

は、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれ

に付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分に

ついては、この限りではない。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助

金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

た場合に限る。 

３ 第１項の規定による、この交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対

しては、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することがある。 

（１）補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２）補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 



 

（計画変更等の承認） 

第１２条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ変更承認申請書     

を（様式第５）知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第１号及び第２

号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、この限りではない。 

（１）補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（２）補助事業に要する経費の区分毎に配分された額を変更しようとするとき。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 知事は前項の規定により承認する場合に、必要に応じ助成金交付の内容を変更し、又は条件

を付すことができる。 

 

（事故報告等） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合

又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかにその理由及び状況を書面により知事に報

告し、その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１４条 補助事業者は、毎四半期終了日現在の補助事業の遂行状況について、その日の経過

後３０日以内に状況報告書（様式第６）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業が完了しない場合で東京都の会

計年度が終了したときは、速やかに実績報告書（様式第７）を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、第１２条第１項第３号の規定により廃止の承認があった場合も適用する。 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 知事は、前条の規定による実績報告書が提出されたときは、その内容の審査及び必 

要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、報告書（様式

第８）により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（是正のための措置） 

第１８条 知事は、前条に規定する調査等の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これ

に適合させるための措置をとることを命じることができる。 

 



（精算書の提出） 

第１９条 補助事業者は、第１６条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、速やかに精

算書（様式第９）を知事に提出しなければならない。  

 

（交付決定の取消し） 

第２０条 知事は、補助事業者から第１２条第１項第３号の補助事業の中止又は廃止の申請があ

った場合、又は次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

（１）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付決定に基づく

命令に違反したとき。 

（２）補助金を補助事業以外に使用したとき。 

（３）交付決定を受けた補助事業者の代表者、役員又は職員が、暴力団員等に該当するに至っ

たとき。 

（４）補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。 

２ 前項の規定は、第１６条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適

用があるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第２１条 知事は、前条の規定によりこの交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該

取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて、

その返還を命ずる。 

２ 知事は、第１６条の規定により、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第２２条 補助事業者は、第２０条の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを受け、前条

の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の

日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納額を控除した額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した違約加算金（100

円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかっ

たときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき

年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円未満の場合を除く。）を納付しなければな

らない。 

３ 第１項及び第２項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間においても、365 日当た

りの割合とする。 

 

（財産処分） 

第２３条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用を増加した財産を、この補助

金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供しようとするときは、

あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、当該財産が別表５に定める

耐用年数を経過している場合はこの限りでない。 



２ 補助事業者は、助成事業の対象とした中小企業者等（以下「助成事業者」という。）

が助成金により取得し、又は効用が増加した財産のうち、その取得価格又は増加価格

が50万円以上のものを助成事業が完了した日の属する年度から起算して５年以内に

おいて、助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に

供しようとする場合には、補助事業者による承認の手続きを経なければならない。た

だし、当該財産が別表５に定める耐用年数を経過した場合はこの限りでない。 

３ 補助事業者は、助成事業者が前項の承認に係る財産を処分したことにより収入があ

り、かつ、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を収納したときは、東京都

にその金額を繰り入れる。 

 

（成果の実施状況報告） 

第２４条 補助事業者は、助成事業者が行う助成事業の完了した日の属する年度の終了

後５年間、当該助成事業に係る過去１年間の成果の実施状況について、東京都が別途

指定した期日までに様式第１０（成果実施状況報告書）により、知事に報告を行わな

ければならない。 

２ 補助事業者は、助成事業者が助成事業に係る発明考案等に関して、特許権、実用新

案権、意匠権、商標権又は著作権等（以下「知的財産権」という。）を助成事業の完

了した日の属する年度の終了後５年以内に出願若しくは取得した場合はそれらを譲

渡し若しくは実施権を設定した場合には、様式第１０により知事に報告を行わなけれ

ばならない。 

 

（帳簿の整理保存） 

第２５条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収

支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠

書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 
附則 

 本要綱は、平成２３年８月１日から適用する。 
 

附則 
本要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
 
附則 

本要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
 
附則 

本要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 
附則 

本要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



別表１（第３条関係） 

ものづくり基盤技術 技術の定義 

組込みソフトウェア 
携帯電話や自動車などの産業機器や家電製品等に内蔵され、特定の機能を実現するソフトウェアと定義され

るもの。 

金型 
金属、ゴム、プラスチック等、多岐にわたる原材料を所定の形状に成形加工するための金属の工具である

「金型」を製作若しくは設計するための技術。 

冷凍空調 
冷凍、冷蔵、空調を行うため製氷機器・冷凍冷蔵機器・空調機器等を用いた設備の設計、製作、施工、維

持管理をするために必要な技術。 

電子部品・デバイスの 

実装 
プリント配線板等の基板へ半導体デバイス、電子部品等をはんだ等を用いて取り付ける技術。 

プラスチック成形加工 
原料のプラスチックに一次元、二次元、又は三次元の成形加工を施しプラスチック製品を作製する加工技

術。 

粉末冶金 
一般に金属粉末やセラミックス粉末の集合体を融点よりも低い温度で加熱し固化させ焼結体と呼ばれる

多孔体及び緻密な物体を得る技術。 

溶射・蒸着 
種々の金属、非金属材料を、様々な手法で溶融し基材表面に吹き付ける又は堆積させることにより、材料

に皮膜・薄膜を作る表面加工技術。 

鍛造  金属材料を機械・工具により加圧し、所要の形状・寸法に塑性変形する加工技術。 

動力伝達 
機械の動力・運動エネルギーを伝達する技術であり、歯車、カム、チェーン、ベルト等の部品の組み合わ

せにより実現されるもの。 

部材の締結 部品と部品、部分と部分の被締結部を、締結用の部品を用いて締結する技術。 

鋳造 鋳型空間に溶融金属を流し込み凝固させることで形状を得る加工技術。 

金属プレス加工 
 加圧装置であるプレス機械によって金属材料を金型面に押し付け、金型形状を金属材料に転写する加工技

術。 

位置決め 

工作機器単体、またはそれらを組み合わせ、ＮＣ装置等の位置決めに関する機器を用いることにより、作

業の対象物及び作業をする機械自身又はその要素を、目的とする位置に移動・停止する技術、その位置を保

持する技術並びに位置を制御する技術。 

切削加工 
 研削砥石、電気、光エネルギー等を使用して金属、ガラス、セラミックスやプラスチック等の素材を削り

取り、必要な寸法や形状を得る加工技術。 

繊維加工 
 紡績、糸加工、織編加工、不織布、染色、機能性付与、縫製等、繊維を対象とした様々な加工に関わる技

術。 

高機能化学合成 
 様々な有機化合物を原料とし、化学反応によりディスプレイ、光記録、プリンタ、エネルギー変換等の分

野で必要不可欠な有機材料を化学合成する製造技術。 

熱処理 
主に金属材料に加熱、冷却の熱操作を加えることにより、材料の耐久性として、耐摩耗性、耐疲労性、さ

らに耐食性、耐熱性等、種々の特性を付与する技術。 

溶接 
一般には二つの素形材の重ね合わせ部等において、接合する部分を溶融状態にし、必要に応じて溶加材を

補充しながら凝固させて接合する技術。 

塗装 
金属、プラスチック、木材、コンクリート、ガラス、皮革等のあらゆる物体（被塗物）の表面に塗料を塗

布することにより、塗膜層を形成させるプロセス（加工工程）。 

めっき 
 金属などの基材の表面に金属の薄膜を被覆する表面処理技術。原則として、金属を溶かした水溶液中で行

われるめっきのことを指し、電気めっき、無電解めっき、化成処理等の手法を含む。 

発酵 
醤油、味噌、酒に代表される伝統的発酵技術。ただし、微生物を含む多様な生物の機能を利用して物質生

産等を行うプロセスも含む。 

真空 
 大気より低い圧力の気体で満たされた空間の力学的、物理的、化学的性質や、気体プラズマ、荷電粒子の

性質を利用する技術。 

印刷・製本 
オフセット印刷・スクリーン印刷等（紙以外の印刷を含む。）冊原版又は刷版の製造、光沢加工・裁断・

箔押等の印刷加工、製本に関わる印刷・製本技術 

 



別表２（第３条関係） 
受託サービス類型 定義 

独自性・独創性の発揮 

新規のコンセプトを打ち出す、異なる要素を組み込む、特定の要素に特

化・深堀する等によって既存のサービスとは異なる独自の価値を提供するこ

と。 

競争力の強化 

顧客の期待に見合う付加価値を提供することにより、当該サービスを購入

したら得られるであろう満足感や特別感を高めること。また、サービスの持

つ「こだわり」や「価値・品質」を積極的に情報発信する等のイメージ戦略

なども含まれる。 

顧客満足度の向上 

十分なマーケティングに基づいて顧客のニーズや期待されるサービスの

水準を把握・分析し、的確に捉え、新しいサービスを創造し続けること。他

方、サービスの品質を高い水準で維持するなど顧客の信頼を高める事も必要

となる。 

価値や品質の見える化 
SNS やサービスの認証等自社以外の仕組みを上手く活用し、顧客が事前に

サービスを比較し選択できる仕組みを構築すること。 

機能分化・連携体制の

強化 

自社の経営資源とその強み・弱みを客観的に認識し、真に集中すべきコア

業務を明確にすると共に、不足する社内資源を分担できるパートナー関係を

構築すること。 

サービス提供プロセス

の改善 

業務フローなどのサービス提供プロセスを把握・分析し、作業や工程等の

無駄・ロスの改善を通じた生産性向上や安定したサービスの提供を実現する

こと。 

IT 化の対応（ソフトウ

ェアの開発） 

IT や IoT 等の情報技術や通信・インターネットを用いて、自社のサービ

ス提供の効率化や工程の自動化・システム化を実現すること。 



別表３（第４条関係） 
 

補助事業に要する経費の区分等 
区分 経費明細 補助率 

中小企業等に対す

る助成金交付に係

る経費 

助成金 10 分の 10 以内 

事業実施に要する

事務経費 
報償費、賃金、旅費交通費、光熱水費、一般需用費（会

議費、消耗品費、印刷製本費）、役務費、委託料、使

用料及賃借料、備品購入費、その他準ずる経費 

10 分の 10 以内 

 
 
 
別表４ (第５条関係) 
 

実施内容 

目  的 
受注型中小企業者等が行う、技術・サービスの高度化・高付加価値化のた

めの技術開発に要する経費の一部を助成し、競争力の強化を図ることを目

的とする。 

助成対象 

都内に主たる事業所を有する中小企業者等で、次の各区分のいずれかに該

当する者で、技術的な課題の解決に取り組む計画であること。 
（１）ものづくり区分 
ものづくり基盤技術を活用し、自社の技術の高度化・高付加価値化を図

る計画 
（２）受託サービス区分 
受託サービス類型のいずれかに該当し、自社のサービスの高度化・高付

加価値化を図る計画 

助成内容 
助成率：３分の２以内 
助成期間：１５か月以内 
助成限度額：１５００万円 

助成対象の選定 公募の上、別に設置する審査会による審査を経て決定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表５（第２３条関係）  

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間   

処 分 を 制 限 す る 財 産 の 名 称 
処分制限  
期間（年）   施設設備  

 等の分類  財 産 の 名 称 、 構 造 等 

 建  物  
 鉄骨鉄筋コンクリ－ト造り又は鉄筋コンクリ－ト造りのもの 
  事務所用のもの及び下記以外のもの  
  研修生宿舎用のもの  
  木工棟、染繊棟、漆工棟、窯業棟及び醸造棟用のもの  

 
   ６５  
   ６０  
   ４５  

 れんが造り、石造又はブロック造りのもの  
  研究所用のもの  

 
   ５０  

 機械及び  
 装置  

 クリ－ニング設備  
 技術の開発、研究、試験及び指導用のもの  
  汎用ポンプ、汎用モ－タ－、汎用金属工作機械、  
   汎用金属加工機械、汎用木工機械その他これらに類するもの  
  その他のもの  

    ７  
 
 
    ７  
    ４  

 無形資産  
 特許権  
 実用新案権  
 電気ガス供給施設利用権  

    ８  
    ５  
   １５  

 
 
 


