
公益財団法人にいがた産業創造機構 海外市場獲得サポート事業実施要領 

 

（目的） 

第１条 公益財団法人にいがた産業創造機構（以下「機構」という。）の理事長（以下

「理事長」という。）は、海外市場の成長を本県企業の需要として取り込み、本県経済

の成長力とすることを目的として、新潟県内の企業が実施する海外市場をターゲット

とした市場調査及び販路開拓の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において助成

金を交付するものとし、その交付に関しては、公益財団法人にいがた産業創造機構助

成金等交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、この要領の定める

ところによる。 

 

（助成対象事業） 

第２条 この助成金の交付の対象となる事業（以下、「助成事業」という。）は、別表３に

掲げる日本国外における市場開拓及び販路開拓（見本市・展示会等への出展）の取組

であって、別表１に掲げる助成対象事業者が行う事業とする。 

 

（交付基準） 

第３条 この助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、別表

２に掲げる経費のうち、理事長が必要かつ適当と認めるものとする。  

２ この助成金の交付額は、前項に定める助成対象経費の額の範囲内で理事長が定める額

とする。 

 

（交付の条件） 

第４条 この助成金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

(1) 助成事業の内容を変更（第８条に定める軽微な変更を除く。）する場合には、理事

長の承認を受けること。 

(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合には、理事長の承認を受けること。 

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに理事長に報告してその指示を受けること。 

(4) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を助成事業が完了し

た日の属する年度の終了後５年間保存しなければならないこと。 

(5) 事業実績（商談状況を除く）及び助成金交付額について、当機構のホームページ上

で公表することに同意すること。 

(6) 事業終了後３年間、助成事業成果の報告及び助成事業に関する調査に協力すること。 

 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする場合は、別記第１号様式による交付申請書１部を、

理事長が別に定める期日までに理事長に提出しなければならない。ただし、交付決定

額の変更を申請しようとする場合は、別記第２号様式によるものとする。 

２ 前項の申請を行う場合には、当該助成金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額を減額して交付申請しなければならない。 



 

（交付決定） 

第６条 理事長は前条第１項の規定による申請を受けたときは、別に定める事項について

の適合性を総合的に審査し、助成金の交付を決定する。この場合において、理事長は、

必要に応じ、有識者等の意見を求めるものとする。 

２ 理事長は、助成事業の目的を達成するために必要があるときは、助成事業の内容につ

いて修正を求め、又は条件を加えることができる。 

３ 交付決定の内容及びそれに付した条件については申請者に通知するものとし、また、

交付しないこととしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

（変更の承認申請） 

第７条 第４条第１号の規定により理事長の承認を受けようとする場合には、別記第２号

様式による変更承認申請書を理事長に提出しなければならない。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第８条 第４条第１号に規定する軽微な変更は、助成対象経費の２割を超えない変更で、

助成金額の変更を伴わないものとする。 

 

（事業の中止又は廃止の承認申請） 

第９条 第４条第２号の規定により理事長の承認を受けようとする場合には、あらかじめ

別記第３号様式による申請書を理事長に提出しなければならない。 

 

（事業が予定期間内に完了しない場合等の報告） 

第10条 第４条第３号の規定により理事長の指示を求める場合には、速やかに別紙第４号

様式による事業遅延等報告書を理事長に提出しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第11条 助成事業者は助成金の交付決定の通知を受領した場合において、交付決定の内容

又はこれに付された条件に不服があるときは、助成金の交付決定を受けた日から20日

を経過した日までに取下げをすることができる。 

 

（状況報告） 

第12条 助成事業者は、別記第５号様式による遂行状況報告書を理事長の指定する期日ま

でに提出するものとする。 

 

（実績報告） 

第13条 助成事業者は、別記第６号様式の実績報告書を、助成事業が完了した日（第９条

の規定により助成事業の廃止の承認を受けたときは、当該承認の日）から起算して10

日を経過した日又は助成金の交付決定を受けた年度の３月10日のいずれか早い期日ま

でに理事長に提出しなければならない。 

 



（検査の実施） 

第14条 理事長は、助成事業者に対し、必要に応じて中間検査及び確定検査を実施するこ

とができる。 

 

（事業計画の指定の取り消し） 

第15条 理事長は、助成対象の事業として継続することが不適当と認める場合は、交付決

定を取り消すことができる。 

 

（助成金の支払い） 

第16条 助成金は原則として精算払いとする。ただし、理事長が必要と認めた場合にあっ

ては概算払いすることができる。 

２ 助成金の支払いを受けようとする場合には、別記第７号様式による請求書を理事長に

提出しなければならない。 

 

 

附則 

 この要領は、平成26年4月23日から施行する。 



別表１ 助成対象事業者 

助成対象事業区分 内容 助成対象事業者 

Ａ 海外市場調査事業 

海外での提携先の獲得や海外営

業拠点の設立を視野に入れて行

う日本国外の市場調査事業 

①地域中核企業＊ 1 又は地域

中核企業を含むグループ 

②中小企業者のコンソーシア

ム＊２ 

③中小企業者＊３ 

Ｂ 海外販路開拓事業 

日本国外で開催される見本市・

展示会等への出展事業（新潟県

又は新潟県が設立の主体となっ

ている公益法人等が補助するも

の及び機構が出展等のとりまと

めを行うものは、この助成金の

対象としない。） 

地域中核企業＊１又は地域中

核企業を含むグループ 

Ｃ  海外市場調査事

業・海外販路開拓事業 

併用 

海外での提携先の獲得や海外営

業拠点の設立を視野に入れた、

中長期的な計画の下で行われる

日本国外の市場調査事業及び海

外販路開拓（見本市・展示会等

への出展）事業 

海外市場調査事業の対象事業

者に同じ 

 

＊１「地域中核企業」とは、以下の条件全てを満たす中小企業者をいう。  

(1) 新潟県内に事業所を有する製造業者であること 

(2) 県内企業（(1)の条件を満たす企業をいう。）５社以上に継続して（直近１年

以内に２回以上）、自社製品用部材等(「材料費」、「仕入」、「外注費」およ

び製造原価報告書の「消耗品費」。単なる商品購入は該当しない。)の発注実績

を有すること 

(3) 直近決算において、県内企業（(1)の条件を満たす企業をいう。）への自社製

品用部材等の発注額が１億円以上、 又は、直近決算３期中２期の発注額がそれ

ぞれ１億円以上であること  

 

＊２「中小企業者のコンソーシアム」とは、以下の条件を全て満たす団体をいう。 

(1) 県内に事業所を有する３社以上の中小企業者が参加すること 

(2) 直近２期連続の売上高合計（コンソーシアム参画企業の売上高の合計）が５億

円以上であること。 

 

＊３「中小企業者」とは、県内に事業所を有する中小企業基本法（昭和38年法律第

154号）第２条に規定する中小企業者をいう。 



別表２ 助成対象経費 

助成対象事業区分 経費区分 経費の内容 

Ａ 海外市場調査事業 

旅 費 旅費 

事 業 費 

謝金 

市場調査費 

通訳・翻訳費 

通信運搬費 

代行手数料 

委 託 費 委託費 

その他の経費 その他の経費 

Ｂ 海外販路開拓事業 

旅 費 旅費 

事 業 費 

会場借上費 

展示装飾・設営費 

広告宣伝費 

通信運搬費 

通訳・翻訳費 

委 託 費 委託費 



別表３ 助成対象事業 

助成対象 

事業区分 
事業期間 助成率 助成上限額 備考 

Ａ 海外市

場調査事業 

交付決定日

の翌年度の

２月末まで 

1/2 以内 

2,000 千円 

（但し、中小企業者

が事業主体の場合は

1,000 千円） 

 

Ｂ 海外販

路開拓事業 

交付決定日

から当該年

度の２月末 

まで 

2/3 以内 3,500 千円 

助成対象事業

は、単一の見本

市・展示会等の

みとする。 

Ｃ 海外市

場調査事業 

・海外販路 

開拓事業 

併用 

交付決定日

の翌年度の

２月末まで 

海外市場調査事

業 の 対 象 経 費  

1/2 以内 

海外販路開拓事

業 の 対 象 経 費  

2/3 以内 

10,000 千円 

（但し、中小企業者

が事業主体の場合は

2,000 千円） 

※ただし、販路開拓
事業の助成上限額
は、事業主体が地
域中核企業又は地
域中核企業を含む
グループの場合、
販路開拓事業単独
利用の場合の助成
上限額を単年度の
上限額とし、その
他の事業主体の場
合、市場調査事業
の助成金申請額を
上限額とする。 

海外販路開拓事

業の上限額の範

囲内で見本市・

展示会等に複数

出展する場合も

支援対象とす

る。 

 


