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（プロジェクト応募書） 

第 号 

平成２８年５月●●日                            

沖縄県商工会連合会 

 会 長  當山 憲一 殿 

                     【地域連携体代表者】 

住所 沖縄県●●●● 

                     氏名 ●●商工会 会長 ●●●●      ㊞ 

 

  

平成２８年度地域ビジネス力強化支援事業補助金にかかる応募書類の提出について 

 

 地域ビジネス力強化支援事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり応募書類を添えて、

提出します。 

 

記 

 

１． 応募プロジェクト名 

「応募プロジェクト名を記入してください                  」 

 

２． 応募プロジェクトの内容 

     別紙補助事業計画書のとおり 

 

３． 応募プロジェクトの区分と補助率（該当するほうをチェック☑してください） 

☑ 新規（１年目：補助率１０／１０）  □ 継続（２年目：補助率９／１０） 

 

４． 補助事業に要する経費及び補助金交付希望額 

（１） 補助事業に要する経費（総額・税込）     金２１，６００，０００円 

（２） 補助対象経費（税抜）            金２０，０００，０００円 

（３） 補助金交付希望額（（２）×補助率１０／１０）金２０，０００，０００円 

 

５． 応募書類等 

（１） 補助事業計画書（別紙１－１、別表１、別表２、別表３－１及び３－２） 

（２） 補助事業計画書概要（別紙１－２） 

（３） 応募者概要（別紙２） 

（４） 経費明細表及び資金調達内訳（別紙３） 

（５） プロジェクト実施に際しての確認票（別添） 

（６） 本補助金交付要綱第３条第１項第２号で定める地域連携体であることが確認できる

覚書等の書類  

（７） 地域連携体代表者及び地域連携体構成員の決算書 

（８） 地域連携体代表者及び地域連携体構成員の事業概要が確認できるパンフレット、 定

款等写し 

（９） その他申請に必要な資料 

（１０） 上記（１）から（５）の書類のデータを格納した電子媒体 



（別紙１－１） 

 

平成 年度地域ビジネス力強化支援事業補助事業計画書 
 

１．プロジェクト内容等 

(1)応募プロジェクト名 応募プロジェクトの名称を記入してください 

(2)地域連携体名 

（連携体代表者名） 

地域連携体の名称を記入しください 

（連携体代表者の所属役職氏名を記入してください） 

(3)プロジェクト概要 

（300字以内） 

応募プロジェクトの概要を簡潔に記入してください。 

※事業目的（地域の中小企業者の活性化を図るため）→事業概要（～を

行う。）→今年度の具体的内容（今年度の取組として具体的には～を行

う。）の順に記載してください。 

(4)プロジェクト応募の背

景 

（地域連携の必要性、現状

認識、課題・問題点） 

（プロジェクトに係る現

状認識、課題・問題点） 

（地域連携の必要性、現状認識、課題・問題点） 

応募プロジェクトを実施する際における地域連携の必要性や、地域連携

に係る現状認識、課題・問題点を記入してください。 

（プロジェクトに係る現状認識、課題・問題点） 

地域の中小企業者が置かれている現状や、プロジェクトで活用しようと

する地域資源やビジネスモデル等の可能性や課題・問題点を記載してく

ださい。 

(5)プロジェクトの事業計

画・実績（内容・目標・遂

行方法等）（３年間） 

 

 

【１年目（平成 27年度）】（計画・実績） 

※記入例 

① 県外見本市への域内事業者共同出展を実施。商談成約見込件数５件 

② 域内異業種のマッチングイベントを開催。参加実績 20社 

③ 域内産品の販路拡大会議の開催。現状の課題について意見交換を行

った。 

 

【２年目（平成 28年度）】（計画・実績） 

※記入例 

① 県外見本市への域内事業者共同出展を実施。（継続） 

日時：9月中旬 場所：東京ビッグサイト 

目標：商談成約見込み件数 10件。 

域内産品の県外販路開拓を実施。 

② 域内異業種の連携による特産品開発。（新規） 

開発数：２件。域内の複数の一次産業産品を活用した特産品を試作

開発し、テスト販売を行う。 

③ 県内小売業者への共同営業ツアーの実施。（新規） 

本市町村をテーマにした催事企画や売場コーナー企画の提案営業を

実施する。 

④ 販路拡大協議会の設立。（新規） 



 

 

事務局体制を整備し、専属のマネジメント人材を雇用する。 

【３年目（平成 29年度）】（計画・実績） 

※記入例 

① 県外見本市への域内事業者共同出展を実施。（継続） 

日時：9月中旬 場所：東京ビッグサイト 

目標：商談成約見込み件数 20件。 

域内産品の県外販路開拓を実施。 

② 域内異業種の連携による特産品開発。（継続） 

開発数：４件。域内の複数の一次産業産品を活用した特産品を試作

開発し、テスト販売を行う。 

③ 県内小売業者への共同営業ツアーの実施。（継続） 

本市町村をテーマにした催事企画や売場コーナー企画の提案営業を

実施する。 

④ 販路拡大協議会の設立。（継続） 

専属のマネジメント人材を雇用し、運営の自立化を図る。 

 

 

（具体的な数値目標） 

※記入例 

数値目標 １年目 ２年目 ３年目 

県外との商談成約見込件数 ５件 10件 20件 

新たな特産品開発数 ０件 ２件 ４件 

販路拡大協議会の参加者数 ０社 10者 20者 

    
 

(6)平成28年度事業実施ス

ケジュール 

別表１に記入してください。 

(7)地域連携体によるプロ

ジェクト推進体制 

プロジェクト参加予定者を別表２に記入してください。また、地域連携

体によるプロジェクト推進体制の概要を別表３－１及び別表３－２に

記入してください。 

 

 

（注）必要に応じて記入欄を増やして差し支えありません。 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

２．地域連携体の自立・持続化に向けた展望等 

(1)地域連携体の目指すべ

き姿（自立・持続化に向け

た展望） 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト完了後における、地域連携体の展望を記入してくさい。 

（例：自治体等の支援を受けながら地域連携プロジェクトを継続的に実

施する体制を構築する。） 

（例：プロジェクトで実施した○○を収益事業とすることで法人化し、

地域連携体として自立自走する。） 

（例：プロジェクト実施で得られた知見や人脈を生かして、地域の中小

企業振興に係る施策の提言や評価を行うなど、地域のシンクタンク的役

割を担う団体として、継続的に活動していく。） 

 

(2)地域連携体の自立・持

続化に向けた計画・実績

（内容・目標・遂行方法等）

（３年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１年目（平成 27年度）】（計画・実績） 

※記入例 

①域内の中小企業振興等の方向性について、認識を共有し、補助事業終

了後においても継続的に販路拡大プロジェクトを地域で連携して行う

ことを合意した。 

②補助事業終了後においても販路拡大プロジェクトに取り組む地域連

携体の構築に向けたロードマップを作成した。 

 

 

【２年目（平成 28年度）】（計画・実績） 

※記入例 

①販路拡大協議会の設立。（再掲） 

事務局体制を整備し、専属のマネジメント人材を雇用する。 

②ロードマップに従い、販路拡大協議会への参加資格や、財源、運営方

針等について整備し、連携体内で合意する。 

【３年目（平成 29年度）】（計画・実績） 

※記入例 

①ロードマップに従い、販路拡大協議会を地域連携体として法人化し、

自治体等の支援を受けながら、継続的に販路拡大に取り組む体制を構築

する。 

 

（地域連携体の自立・持続化に向けた活動目標） 

※記入例 

活動目標 １年目 ２年目 ３年目 

自立・持続化に向けたロードマ

ップ作成 

１件 － － 

販路拡大協議会の設立 － １件 － 

販路拡大協議会の法人化 － － １件 

    
 



 

 

 

(3)地域連携体の自立・持

続化に向けた取組スケジ

ュール（平成 28年度） 

 

別表１下部に記入してください。 

 

（注）必要に応じて記入欄を増やして差し支えありません。 

 
 



（別表１） プロジェクト名：○○○プロジェクト

取組主体 H28.6 7 8 9 10 11 12 H29.1 2

H28.6 7 8 9 10 11 12 H29.1 2

（注）必要に応じて記入欄を追加して構いません。

地域連携体の自立・
持続化に向けた取組

平成28年度事業実施スケジュール

（地域連携体代表
者）
○○町商工会

（構成員）
中小企業者

（構成員）
中小企業者

（構成員）
○○町△△課、□□
課

※バス事業者との協議※バス事業者との協議※バス事業者との協議※バス事業者との協議※バス事業者との協議※バス事業者との協議※バス事業者との協議※バス事業者との協議※バス事業者との協議
※非農地証明取得のため不足の日数を要した

県外見本市への

共同出展の運営

専属のマネジメント人材による販路拡大協議会の企画運営、各構成員への助言相談。

試作品のテ
スト販売

地域資源を用いた特産品開
発の企画

特産品とふる
さと納税の連
携

試作品の改良

売場コーナー企画の

開発○件

見本市出展に向けた

セミナー開催

見本市出展の事業者募集・

選定

共同営業ツアーの企

画及び実施

共同営業ツアーの企画

及び実施催事企画の開発○件

プロジェクトの側面支援（販路拡大協議会の活動PR、町内事業者の紹介、イベント同時開催等による市事業との連携）

町内の地域資源情報の収集
提供

共同営業ツアーへの
同行

共同営業ツアー
への同行

試作品の開発○件 改良済試作
品のテスト
販売

共同営業ツ
アーへの同行

共同営業ツアー
への同行

町内イベント
にてテスト販
売機会の提供

構成員内外の

事業者を含む

販路拡大協議

会（任意団

体）の設立

地域連携体の
自立・持続化
に向けたロー
ドマップ見直
し作業

専属のマネジメント人材による販路拡大協議会の企画運営、各構成員への助言相談。

協議会への参加資格や、財源、運営方針等の整備。
（毎月の定例会においてPJ進捗を反映しながら、連携体内外の合意形成を行う）



（別表２） 

 

プロジェクト参加者 
 
１．地域連携体の構成員 

事業者名 業種 従業員数 役割 

○○町商工会 サービス業 ○人 販路拡大協議会の企画運営、他構成
員への助言相談 

△△株式会社 卸売業 ○人 県外見本市出展運営、共同営業ツア
ーの企画運営 

□□株式会社 製造業 ○人 特産品の開発及びテスト販売の実施 

○○町■■課 公務 ○人 町内広報、関係事業者あっせん、市
事業やふるさと納税制度との連携 

 

２．専門家 
 

氏 名 所属・役職 専門分野・役割・選定理由等 

○○ ×× ㈱◇◇研究所 代表取
締役 

地域活性化に関する専門家 
○○に関しての経験を豊富に有
し、△△に関する知見を有してい
ることから本プロジェクトのマネ
ジメント人材として雇用する。 

 
 
３．その他参画事業者 

 
（注１）必要に応じて記入欄を増やして差し支えありません。 

（注２）専門家やその他参画事業者が未定の場合は、その旨記載するとともに、どのよ

うな役割を専門家やその他参画事業者に求めるのかについて記入してください。 

氏 名 所属・役職 専門分野・役割・選定理由等 

◇◇ △△ ㈱○○代表取締役 県内小売業に関しての知見を豊富
に有しており、販路開拓の方向性
に関して助言を得ることができ
る。 

○○ □□ NPO法人○○ 代表 町内農産品に関しての知見を豊富
に有しており、特産品開発の方向
性に関して助言を得ることができ
る。 



 

 

（別表３－１） 
地域連携体によるプロジェクト推進体制（１） 

地域連携体によるプロジェクト推進体制及びスキーム図（別表２記載のプロジェクト参加者予定者の関係・役割を示すこと） 

 

 

※地域連携体によるプロジェクト推進体制及びスキーム図を図示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別表３－２）           地域連携体によるプロジェクト推進体制（２） 

実
施
体
制 

役割 

団体名 メールアドレス 

郵便番号 住所 電話番号 

役職 氏名 連絡先（携帯等） 

総括責任者 

㈱○○○ ****@****.JP 

〒**-**** ○○市○○＊－＊－＊ ＊＊＊－＊＊＊＊ 

代表取締役 ○○ ○○○ ＊＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊ 

実務担当者 

  

   

   

経理責任者 

  

   

   

経理担当者 

  

   

   

（注）担当者、責任者が重複しても構いません。 

 

mailto:****@****.JP


平成28年度地域ビジネス力強化支援事業補助事業計画書 概要

○課題A

○課題B

○課題C

※プロジェクトの背景や課題を箇条書きで記入してください

【プロジェクト名】○○○○

背景・課題 平成28年度の取組

○取組A

○取組B

○取組C

【数値目標（平成28年度）】

・○○○：＊＊件

・○○○：＊＊円
・○○○：＊＊人

※プロジェクトの課題に対応する取組を箇条書きで記入してください。ま
た、各取組の成果となる数値目標を記載してください。

【１年目（平成27年度）計画・実績】

※地域連携体の自立・持続化に向けた取組として、１年目の計画又は実績を記入してください。

【２年目（平成28年度）計画・実績】

※地域連携体の自立・持続化に向けた取組として、２年目の計画又は実績を記入してください。

【３年目（平成29年度）計画・実績】

※地域連携体の自立・持続化に向けた取組として、３年目の計画又は実績を記入してください。

地域連携体の自立・持続化に向けた展望等

別紙１－２



 

 

（別紙２） 

 

１．応募者概要（地域連携体代表者・構成員） 

 

*団 体 名 ○○町商工会 

代 表 者 

役 職 

会長 

ふりがな ****  **** 

 氏 名 ○○ ○○ 

事業所所在地 

〒000－0000 

沖縄県○○郡○○町０－０－０ 
 

業   種 サービス業 

事業内容 商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと他 

資 本 金 ○○万円 従業員数    ○人（うちパート○人） 

設立年月 西暦  ○○○○年            ○月 決 算 月 ○月 

(1) 団体等の沿革（創業の経緯、資本金・事業の推移） 
貴団体の設立年や設立目的、設立後の主な経緯を記入してください。 

(2) 団体の主な事業、主力商品・サービスの内容 

貴団体の主な事業や主力商品・サービスについて記入してください。 

(3) 経営状況と見通し 

これまでの経営状況と今後の経営についての見通しを記入してください。 

 

 

 

 

【損益計算書を作成している場合】 

直近３期の業績推移 平成   年期 平成   年期 平成   年期 

売上高 ○○千円 ○○千円 ○○千円 

経常利益 ○○千円 ○○千円 ○○千円 

自己資本 ○○千円 ○○千円 ○○千円 

 

 

 

 

地域連携体構成員、全員

分作成してください。 



（本応募テーマに関わる他の補助金又は委託費等での交付実績又は申請（予定含む）状況） 

本応募テーマに関わる 
公的支援制度への申請状況 有 ・ 無 

採択状況 
採択  ・  不採択 

事業・制度名 ○○○事業 

プロジェクト名 ○○○プロジェクト 

実績額 
又は申請予定額 

 *,***千円 
実施期間 

又は実施予定期間 
○年○月～○年○月  

申請者名 ○○町商工会 

連携・関係社名 事業実施の際に関係のあった事業者名を記入してください。 

事業内容の概要
（200字以内） 

事業内容の概要を記入してください。 

本応募との相違点 本応募事業との相違点を記入してください。 

※他の補助金等への申請状況については、過去３年間の交付実績に加え、現在申請中のもの、および今 

年度中に申請予定のものも記載してください。また、連携体構成員の申請状況も記載してください。 

（同一又は類似の内容で本制度以外の県の補助事業や委託事業と併願している場合等には、不合理な重 

複を排除するため、重複して採択いたしませんので、ご留意ください。） 

  

 

本申請に関するアンケート（複数可） 

地域ビジネス力強化支援事業に関する情報の入手先 

☑ 中小企業支援機関のホームページ 
□ 所属機関からの回覧 

機関名（               ） 

□ 中小企業支援機関のメールマガジン 
□ 新聞、雑誌の記事、テレビ、ラジオの報道 
□ メディア名（             ） 

□ フェアやシンポジウム等のブース □ 知人等からの案内や紹介 

□ その他（                                      ） 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

 

１．応募者概要（地域連携体代表者・構成員） 

 

*団 体 名 ○○村 

代 表 者 

役 職 

○○村長  

ふりがな ○○ ○○ 

 氏 名 ○○ ○○ 

事業所所在地 

〒０００－００００ 

沖縄県○○郡○○村字○○ １２３４番地 
 

業   種 普通地方公共団体 

事業内容 
地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担い、地域における事務及
び法令で定められたその他の事務を処理する 

資 本 金 万円 従業員数   ２６３ 人 

設立年月 西暦      年            月 決 算 月     ３ 月 

(1) 団体等の沿革（創業の経緯、資本金・事業の推移） 
  
明治○○年○○月○○日    村制施行 
 
昭和○○年○○月○○日  ○○村が○○村に名称変更 

(2) 団体の主な事業、主力商品・サービスの内容 

＜平成27年度主要事業＞ 
・○○整備事業 
・○○センター整備事業 
・○○地区土地区画整理事業 
・○○事業 
 
＜今後の主要プロジェクト＞ 
・○○建設事業 
・○○資料館建設事業 
・○○センター整備事業 

(3) 経営状況と見通し 

＜主要指標＞（）内は県内順位 

財政力指数：○○（○○） 

標準財政規模：○○百万円（○○） 

経常収支比率：○○（○○） 

実質公債費比率：○○（○○） 

将来負担比率：○○ 

 



（本応募テーマに関わる他の補助金又は委託費等での交付実績又は申請（予定含む）状況） 

本応募テーマに関わる 
公的支援制度への申請状況 有 ・ 無 

採択状況 
採択  ・  不採択 

事業・制度名 ○○○事業 

プロジェクト名 ○○○プロジェクト 

実績額 
又は申請予定額 

 *,***千円 
実施期間 

又は実施予定期間 
○年○月～○年○月  

申請者名 ○○村 

連携・関係社名 事業実施の際に関係のあった事業者名を記入してください。 

事業内容の概要
（200字以内） 

事業内容の概要を記入してください。 

本応募との相違点 本応募事業との相違点を記入してください。 

※他の補助金等への申請状況については、過去３年間の交付実績に加え、現在申請中のもの、および今 

年度中に申請予定のものも記載してください。また、連携体構成員の申請状況も記載してください。 

（同一又は類似の内容で本制度以外の県の補助事業や委託事業と併願している場合等には、不合理な重 

複を排除するため、重複して採択いたしませんので、ご留意ください。） 

  

 

本申請に関するアンケート（複数可） 

地域ビジネス力強化支援事業に関する情報の入手先 

☑ 中小企業支援機関のホームページ 
□ 所属機関からの回覧 

機関名（               ） 

□ 中小企業支援機関のメールマガジン 
□ 新聞、雑誌の記事、テレビ、ラジオの報道 
□ メディア名（             ） 

□ フェアやシンポジウム等のブース □ 知人等からの案内や紹介 

□ その他（                                      ） 

 

 

 



（別紙３）

①経費明細表

経費区分 内容
補助事業に
要する経費

補助金要望額

人件費 職員人件費 ***,***

事務補助員
賃金

***,***

小　計 *,***,*** *,***,***

事業費 賃金 ***,***

旅費 ***,***

***,***

***,***

報償費 ***,***

***,***

需用費 ***,***

役務費 ***,***

***,***

***,***

使用料及び
賃借料

***,***

***,***

原材料費 ***,***

負担金 ***,***

***,***

委託料 ***,***

***,***

公課費 ***,***

小　計 *,***,*** *,***,***

合　計 21,600,000 20,000,000

（注１）「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費をいいます。

経費明細表及び資金調達内訳

***,***
事務職員
＠**,***円×1人×**日=***,***

経費内訳補助対象経費（税抜）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

***,***
プロジェクトマネージャー
＠**,***円×1人×**日＝***,***

調査旅費
＠**,***円×1人×**回=***,***

***,***
職員旅費（事務調整）
＠**,***円×1人×**回=***,***

***,***

*,***,***

***,***
アンケート集計等を行うアルバイト第
＠**,***円×1人×**日=***,***

***,***
専門家旅費
＠**,***円×1人×**回=***,***

***,***
専門家謝金
＠**,***円×1人×**回=***,***

***,***
講師謝金
＠**,***円×1人×**回=***,***

デザイン料（特産品パッケージ開発）
＠**,***円×**回=***,***

***,***
広告宣伝費（特産品PR）
＠**,***円×**回=***,***

***,***

パンフレット作成費（展示会配布用）
＠**,***円×**部=***,******,***

***,***
公設試試験料（特産品開発）
＠**,***円×**回=***,***

***,***
会場使用料（セミナー開催）
＠**,***円×**回=***,***

***,***
機械使用料（特産品開発）
＠**,***円×**回=***,***

展示会出展料
＠**,***円×**回=***,******,***

***,***
○○研修受講料
＠**,***円×**回=***,***

原材料購入（特産品開発）
＠**,***円×**回=***,******,***

***,***
委託契約に係る印紙代
＠**,***円×＊回＝***､***

試作品開発委託一式（構成員Aへの委託）
※内訳別添***,***

***,***
市場調査委託一式（外部への委託）
※内訳別添

*,***,***

20,000,000

プロジェクト応募書

補助事業に要する

経費（総額・税込）

プロジェクト応募書

補助対象経費

（税抜）

プロジェクト応募書

補助金交付希望額

((2)×補助率●/10)



（注２）「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうち補助対象となる経費をいいます。

（注３）「経費内訳」は、詳細な積算を記入してください。特に、経費内訳で「一式」としたものについては、別紙で積算

　　　明細（様式自由）を添付してください。

（注４）「補助金要望額」とは、「補助対象経費」のうち補助金の交付を希望する額で、その限度は、「補助対象経費」

　　　に補助率を乗じた額となります。

（注５）必要に応じて、各経費の内容が確認できる資料（仕様書、展示会等開催要項等）を添付してください。

（注６）必要に応じて記入欄を増やして差し支えありません。

②資金調達内訳

(1)資金調達内訳（単位：円） (2)事業期間中における補助金相当額の調達方法（単位：円）

区分
補助事業に
要する経費

区分
補助金
相当額

資金の調達先

自己資金 0 自己資金 5,000,000

借入金 600,000 借入金 15,000,000 ○○銀行××支店

補助金 20,000,000 その他 0

その他 1,000,000 合計額 20,000,000

合計額 21,600,000

（注１）①経費明細表の補助事業に要する経費の合計額は、②．(1)資金調達内訳の合計額と一致させてください。

（注２）資金調達内訳の補助金の額は、　②．(2)補助金相当額の調達方法の合計額と一致させてください。

　　　（補助金の支払いは、原則補助事業終了後の精算払いとなるため、補助事業実施機関中、補助金相当分の

　　　資金を確保する必要があります。）

（注３）必要に応じて記入欄を増やして差し支えありません。

(3)次年度の資金調達内訳（単位：円）

区分
補助事業に
要する経費

自己資金 2,000,000

借入金 2,000,000

補助金 20,000,000

その他 1,000,000

合計額 25,000,000

○○町補助金

資金の調達先

○○銀行××支店

○○銀行××支店

○○町補助金

資金の調達先



（別添） 

平成２８年○○月○○日 

 

地域連携体代表者または構成員住所（郵便番号・事務所所在地） 

地域連携体代表者または構成員氏名（名称及び代表者の役職・氏名）印 

 

プロジェクト実施に際しての確認票 

 

１．回答方法 

  ・本シートは、補助事業計画書の提出日現在の状況でお答えください。 

  ・回答は、それぞれの項目について、該当するものに、「○」を記載してください。 

   ※地域連携体代表者及び全ての構成員それぞれ提出してください。 

 

２．調査項目 

チェック欄 項 目 

○ 

本事業の制度を理解しているか。 

・本補助金は、地域ぐるみの中小企業振興等に取り組む地域連携体

の構築に資することを目的としていること 

・将来の自立・持続化に向けた展望を有する地域連携体が実施する中小

企業振興又は地域活性化に資するプロジェクトとなっているか。 

・本事業は最長３年間にわたり補助を受けられる 

・１年目は10/10補助、２年目は9/10補助、３年目は8/10補助 

（年度ごとに審査あり） 

○ 
プロジェクト完了後における地域連携体の自立・持続化に向けて十

分具体的かつ現実的な展望を有しているか。 

○ 継続して本事業を実施できる体制や資金力を有している。 

○ 
地域連携にあたって、検討すべきポイントや各構成員の役割、実施

スケジュールを十分認識しているか。 

○ 

状況に応じて冷静な判断と臨機応変な対応を行うことに留意し、本

事業の趣旨を踏まえ、プロジェクト実施者一丸となって地域連携の

取組を進めることが出来る。 

 

 



 

地 域 連 携 体 協 定 書（例） 
 

（目的） 

第１条 本協定は、地域連携体を設立し、「地域ビジネス力強化支援事業補助金」（以下「補助金」

という。）を効率的かつ効果的に活用し、所定の成果を達成することを目的とする。 

（名称） 

第２条 本協定に基づき設立する地域連携体は、○○○○連携体（以下、「本連携体」という。）

と称する。 

（定義） 

第３条 本連携体を構成する各メンバーを「構成員」と定義し、その中の代表者を「地域連携体

代表者」、地域連携体代表者以外の事業者を「構成事業者」と定義する。 

（構成員の住所及び名称） 

第４条 本連携体の構成員は、次のとおりとする。 

  （1） 中小企業者  

       株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 

  （2） 中小企業者 

       株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 

  （3） 地方公共団体 

       ○○町役場 ○○○○ 

  （4） 公共的団体等であって、地域産業の振興に関わる者 

       ○○町商工会 会長 ○○○○ 

（地域連携体代表者） 

第５条 本連携体の地域連携体代表者は、前条（１）に掲げる者とする。 

２ 地域連携体代表者は本連携体を代表して事務及び経理処理を担うこととする。 

（地域連携体代表者の権限） 

第６条 本連携体の地域連携体代表者は、「〇〇〇（※地域連携体によるプロジェクトの名称）」

（以下「補助事業」という。）の執行に関し、連携体の代表として、補助事業に関する沖

縄県及び沖縄県商工会連合会との折衝、補助金の請求及び受領、本連携体に属する財産

を管理する権限を有するものとする。 

（構成員の連帯責任） 

第７条 本連携体は、それぞれの分担した事業について進歩管理を行い、補助事業の執行に関し

て連帯責任を負うものとする。 

（業務の分担） 

第８条 補助事業の実施にあたり、各構成員の業務の分担は次のとおりとする。ただし、分担業



  

 
 

務の一部につき内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。 

 ・〇〇〇を活用した新商品の開発 ：株式会社〇〇〇 

 ・業務内容           ：構成員名 

 ・業務内容           ：構成員名 

 ・業務内容           ：構成員名 

（自己負担金の分担） 

第９条 補助事業の執行に要する全て費用の内、補助金額の上限を超える費用及び全ての費用に

係る消費税額については自己負担金とし、その負担を各構成員で分担することとする。 

２ 補助事業完了後に沖縄県が実施する審査に基づき承認された補助金の確定額が、補助事

業申請時の沖縄県に提出した交付申請額より減額された場合、その減額分の負担につい

ても各構成員で分担することとする。 

３ なお、自己負担金の分担の各構成員ごとの割合については、第８条に記載した分担業務

の内容や掛かる費用を鑑み、別途協議の上、取り決めることとする。 

４ また、第８条に記載した分担業務の内容に変更があったときは、それに応じて自己負担

金の分担の割合も、変更できるものとする 

（運営委員会） 

第 10条 本連携体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、補助事業の運営にあたるものとす

る。 

（業務処理責任者） 

第 11条 補助事業の処理に関する業務処理責任者を本連携体の地域連携体代表者とし、補助事業

に係わる指揮監督権を一任する。 

（業務担当責任者及び業務従事者） 

第 12条 本連携体の地域連携体代表者は、業務処理責任者の下で補助事業に従事する事業担当責

任者及び業務従事者を指名する。 

（取引金融機関） 

第 13条 本連携体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、本連携体の地域連携体代表者の名

義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。 

（構成員の個別責任） 

第 14条 本連携体の構成員がその分担に係る補助事業の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべ

き事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するも

のとする。 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。 

（事業途中における構成員の脱退） 

第 16条 構成員は、本連携体が補助事業を完了する日までは脱退することができない。 



  

 
 

（事業途中における構成員の破産又は解散に対する措置） 

第 17条 構成員のうちいずれかが事業途中において破産又は解散した場合においては、残存構成

員が連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。 

（解散後の瑕疵担保責任） 

第 18条 本連携体が解散した後においても、補助事業につき瑕疵があったときは、各構成員は連

帯してその責に任ずるものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第 19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第 20条 本協定の紛争については、那覇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 

 

地域連携体代表者 ○○○○外○社は、上記のとおり本協定を締結したので、その証として正

本４通を作成し、各構成員が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成  年  月  日 

 

  地域連携体代表者（所在地） 沖縄県○○○○ 

  （名 称） ○○○○ 

  （代表者） ○○○○ 

 

 

  構成員（所在地） 沖縄県○○○○ 

  （名 称） ○○○○ 

  （代表者） ○○○○ 

 

 

  構成員（所在地） 沖縄県○○○○ 

  （名 称） ○○○○ 

  （代表者） ○○○○ 

 

 

  構成員（所在地） 沖縄県○○○○ 

  （名 称） ○○○○ 

  （代表者） ○○○○ 

 



（県連管理書類 1） 

平成28年度 地域ビジネス力強化支援事業補助金 

申請書類チェックシート 

※提出書類が全て揃っているか確認し、チェック（☑）を入れて提出して下さい。 

地 域 連 携 体 名：  

地域連携体代表者名：  

プ ロ ジ ェ ク ト 名 ：  

  補助上限額：2,000万円  □新規(補助率：10/10)、□継続(2年目、補助率：9/10) 

 

提出書類 提出部数、注意事項など 

（応募書類） 

 □ ① プロジェクト応募書 

 □ ②（別紙１－１）補助事業計画書 

 □ ③（別表１）事業実施スケジュール 

 □ ④（別表２）プロジェクト参加者 

 □ ⑤（別表３－１及び３－２）プロジェクト推進体制(1)及び(2) 

 □ ⑥（別紙１－２）補助事業計画書 概要 

 □ ⑦（別紙２）応募者概要（地域連携体構成員全員分） 

 □ ⑧（別紙３）経費明細表及び資金調達内訳 

 □ ⑨（別添）プロジェクト実施に際しての確認表(地域連携体構成員全員分) 

 □ ⑩ 上記書類のデータを格納した電子媒体(CD-R,USBメモリ等) 

応募書類共通 

・正本１部（片面印刷、要代表者印） 

・副本10部（正本の両面複写） 

 

注意：用紙サイズはＡ４に統一。 

各ページ下に通し番号を記入。 

正本、副本ともステープル（ホチキス

）で綴じず、クリップ留めとする。 

 

 

 

（添付書類） 

 □ ⑪ 地域連携体であることが確認できる覚書等の書類 

 □ ⑫ 地域連携体代表者及び地域連携体構成員の決算書 

 貸借対照表、損益計算書及び付属明細書、個人事業者は確定申告書（

第１表、第２表、収支内訳書又は所得税青色決算書）、収支内訳書が

ない場合は貸借対照表および損益計算書を作成し提出のこと（いずれ

も、直近１期分） 

 □ ⑬ 地域連携体代表者及び地域連携体構成員の事業概要が確

認できるパンフレット、定款等写し 

 法人は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写しも提出

のこと（発行から３月以内のものに限る） 

 □ ⑭ その他申請に必要な書類 

 （応募書類）補助事業対象経費（別紙３）①経費明細表に記載した各

科目の積算根拠となる見積書等。見積書が取得できない場合は、その

金額の妥当性が把握できる資料 

覚書等は、地域連携体の全構成員の代

表者が署名捺印済みの書類の写し1部 

決算書、定款等は、各指定された書類

の写し各１部(地域構成員全員分) 

見積書、金額の妥当性が把握できる資

料の写し各１部。また、（応募資料）（

別紙3）①経費明細表と各見積書等には

共通の「経費番号」を採番し、照合で

きるようにしてください。 

 

注意：用紙サイズはＡ４に統一。 

各項毎に分けて提出。ステープル（ホ

チキス）で綴じても構いません。 

（県連管理書類） 

 □ ⑮ 申請書類チェックシート（県連管理書類1：本紙） 

 □ ⑯ プロジェクト概要書（県連管理書類2） 

 

 

  

  
 

県連担当者記入欄（※記入しないでください） 

事前相談    

日付： 

対応者： 
   

 



（県連管理書類 2） 

平成28年度 地域ビジネス力強化支援事業補助金 

プロジェクト概要書 

地 域 連 携 体 名：  

地域連携体代表者名：  

プ ロ ジェ クト 名 ：  

  補助上限額：2,000万円  □新規(補助率：10/10)、□継続(2年目、補助率：9/10) 

要 

点 
 

 

構
成
メ
ン
バ
ー 

地域連携体代表者： 

・構成メンバー： 

・構成メンバー： 

・構成メンバー： 

・構成メンバー： 

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
概
要 

（現状及び課題の要約） 

 

 

 

 

（実施事業の要約） 

 

 

 

 

今
年
度
の
目
標 

（定性的目標） 

 

 

 

（定量的目標） 

 

 

 

地
域
連
携
体
の
意
義 

（本事業における役割と意義） 

 

 

 

（事業終了後のあるべき姿） 

 

 

 

 

 



（県連管理書類 2） 

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
自
己
評
価 

（地域連携体の機能性） 

・ 

・ 

・ 

（プロジェクト実施の確実性） 

・ 

・ 

・ 

（プロジェクト内容の妥当性） 

・ 

・ 

・ 

（プロジェクトによる地域への波及効果） 

・ 

・ 

・ 

（地域連携によるプロジェクトのモデル性） 

・ 

・ 

・ 

（地域連携体の自立可能性と持続可能性） 

・ 

・ 

・ 

 

 


