公益財団法人鳥取県産業振興機構
医療機器開発支援補助金
交付要領
（目的）
第１条 医療・介護機器分野への進出を行おうとする中小企業に対し、その経費の一部を補
助することにより、県内における医療機器関連産業の振興と雇用創出に資することを目
的とする。
（定義）
第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に規定する
とおりとする。
（１）補助事業

独自技術や経営ノウハウ等を活用して医療・介護機器分野への進出を
行おうとする中小企業者が行う、医療・介護関連機器開発、医療機器
製造販売業・医療機器製造業許可取得、ISO 認証取得及び医療機器認
証申請等、専門学会展示会等出展（学会等に併設される展示会にて、
製品開発後販路開拓または医師等からの助言を受けることを目的と
した出展）
、製品改良（開発段階での試作品、または開発完了製品に
対して医師等からの助言を受けた改良）を行う事業をいう。
補助率、補助限度額及び事業実施期間は別表１のとおりとする。
交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は別表２のと
おりとする。

（２）補助事業者

補助事業を実施する者をいう。

（３）中小企業者

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年法律第１
８号）第２条に定める中小企業者をいう。

（４）支援機関等

補助事業において第２条第３号の中小企業者と共同研究を行う鳥取
県内の大学、高等専門学校及び公設試験研究機関をいう。

（補助対象者）
第３条 本補助事業の対象者は、別表１に定める補助事業の区分に応じて、次の各号に定め
るとおりとする。
（１）次の要件を全て満たす者
ア 中小企業者であること。
イ 鳥取県内に本店、支社、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うため
に必要な施設を有するとともに、鳥取県内において主体的に補助事業に取り組む能
力を有すること。
ウ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。
以下「暴対法」という。
）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。
）ではな
いこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団
員をいう。 以下同じ。
）ではないこと。
エ

暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団
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員と密接な関係を有する者ではないこと。
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２
条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業（以下「風俗営業
等」という。
）を営む者ではないこと。
カ 宗教活動や政治活動を目的にしていないこと。
キ 鳥取県が課税する全ての県税に未納がないことを確認できること。
（２）医療・介護連携型においては、次の要件を満たす者
ア 前項を全て満たす中小企業者であること。
イ 医療・介護関連機器を開発するにあたり、県内外問わず医療・介護・福祉のいずれか
の機関との連携した取組みを行うこと。
（補助対象経費）
第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。
）は、別表２「補
助対象経費」に掲げる経費のうち、仕入控除税額を除いて算出した額とし、公益財団法人
鳥取県産業振興機構（以下、
「当財団」という。
）が必要かつ適当と認めるものについて、
予算の範囲内で補助金（以下「本補助金」という。
）を交付する。
なお、仕入控除税額は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税（以下「消費税
等」という。
）に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する
仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年
法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。
（補助対象期間）
第５条 補助対象期間は、別表１「対象事業等」に掲げる期間とする。
（交付申請書の提出）
第６条 本補助金に申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、別に定める期間ま
でに、様式第１号の交付申請書及びその他当財団の指定する書類を当財団に提出しなけ
ればならない。
２ 申請者が１回の募集で申請できる件数は１件までとする。
（補助事業の審査）
第７条 当財団は、申請者より前条に規定する申請書の提出があった場合には、申請書につ
いて予備的な審査を行い、記載内容の不備や修正すべき部分があれば申請者に対して修
正の指示や助言を行うことができる。
２ 申請者は、前項の指示等を受けた場合、自己の判断において内容の修正等を行うことが
できる。なお、当財団からの指示や助言への対応は申請者の任意とする。
３ 当財団は、申請書その他の資料を別に定める審査委員会に諮り、採択の可否を決定する
ものとする。
４ 当財団は、審査委員会終了後速やかに、申請者に対し採択の可否を通知するものとする。

2

（交付の決定）
第８条 当財団は、審査によって採択が決定した申請者に対し、様式第２号の交付決定通知
書により、交付の決定を通知するものとする。
２ 本補助金の交付の決定額は、第４条に定めた補助対象経費の合計額とする。また、事業実
施期間は、第５条に定める期間とする。
３ 前項の規定にかかわらず、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、仕
入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む
額」という。
）の範囲内で交付申請をすることができる。
４ 補助事業者は、鳥取県産業振興条例（平成２３年１２月鳥取県条例第６８号）の趣旨を
踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。
（補助事業の着手）
第９条 補助事業者は、交付の決定を受けた後において、遅滞なく補助事業に着手しなけれ
ばならない。ただし、当財団の定めにより着手届は要しない。
（遂行等の指示）
第１０条 当財団は、次のいずれかに該当するときは、補助事業者に対し、必要な措置をと
るよう指示することができる。
（１）対象事業が、交付決定の内容又はこれに付された条件に従って遂行されていないと認
めるとき。
（２）その他交付目的を達成することが困難になるおそれがあると認めるとき。
（補助事業の変更等の承認）
第１１条 補助事業者は、補助事業において、次の各号に掲げる内容又は経費の配分その他
の事項の変更をしようとするときは、あらかじめ様式第３号－１の内容変更承認申請書
を当財団に提出し、その承認を受けなければならない。
（１）別表２に掲げる経費区分間において、２０パーセントを超えて補助対象経費の配分の
変更をしようとする場合。
（２）補助対象経費区分の追加をしようとする場合。
（３）その他補助事業の内容について重要な変更をしようとする場合。
２ 当財団は、前項の変更等の承認にあたっては必要に応じ条件を付し、又は申請内容を変
更して承認することができ、様式第３号－２の内容変更承認通知書により通知するもの
とする。
（補助事業の中止又は廃止）
第１２条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ様式第
４号－１の中止（廃止）承認申請書を当財団に提出し、その承認を受けなければならない。
２ 当財団は、前項の中止（廃止）の承認にあたっては、様式第４号－２の事業中止（廃止）
承認通知書により通知するものとする。
（補助事業の遅延等の報告）
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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

るとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式第５号の事業遅延等報
告書を当財団に提出し、その指示を受けなければならない。
（交付決定の取り消し等）
第１４条 当財団は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対して交付決
定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるこ
とができる。
（１）補助事業者が、補助事業に関し、法令、条例若しくは他の規則又はこれらに基づく
知事の処分に違反したとき。
（２）補助事業者が、この要領又は決定内容等に違反したとき。
（３）補助事業者が、補助対象事業を遂行することができなくなったとき。
２ 前項の規定は、交付額確定通知を行った後においても適用があるものとする。
３ 当財団は、第１項の場合以外においても、次のいずれかに該当すると認めるときは、
交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定内容等を変更することができる。た
だし、対象事業のうち既に遂行した部分については、この限りでない。
（１）天災地変その他交付決定後生じた事情の変更により、対象事業の全部又は一部を遂
行する必要がなくなったとき。
（２）次のいずれかの事由（補助事業者の責めに帰すべきものを除く。）により、補助事
業の全部又は一部を遂行することができなくなったとき。
ア 補助事業者が補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することが
できないこと。
イ 補助事業者が、補助事業に要する経費のうち、補助金等又は間接県費補助金等によ
ってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと。
ウ その他交付決定後に生じたやむを得ない事由
４ 専門学会展示会等出展については、補助事業者の意向による出展の取りやめ、主催者
側の意向による中止、または交付決定事業期間内に完了できない延期となった場合には
交付決定の全額を取り消す。
５ 当財団は、第１項又は前項の規定により交付決定を取り消し、又は決定内容等を変更
したときは、補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
（延滞金）
第１５条

補助金の返還は、当該命令のなされた日から起算して１５日以内に行わなけれ

ばならないものとし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、未納に係る
期間に応じて年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
（事業実施状況の報告）
第１６条 補助事業者は、様式第６号の事業実施状況報告書により、補助事業実施期間中の
毎会計年度の３月３１日現在における補助事業の進捗状況を、翌月１５日までに、当財団
に提出しなければならない。
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（事故の報告）
第１７条 補助事業者は、補助事業の遂行に重大な支障を与える事故が発生したときは、遅
滞なく当該事故の原因及び状況並びにこれに対する措置を記載した様式第７号の事故報
告書を当財団に提出し、その指示を受けなければならない。
（実績報告書）
第１８条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（別表１に掲げる補助対象期間が終了し
たとき及び第１２条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。
以下同じ。
）は、その完了した日から１５日以内に、様式第８号の実績報告書を当財団に
提出しなければならない。
２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、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明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税
額を減額して報告しなければならない。
（補助金の額の確定）
第１９条 当財団は、前条の規定により補助事業の実績報告書の提出を受けたときは、当該
報告書の書類を審査し、当該報告書に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内
容（第１１条により変更等の承認を受けている場合はその承認後の内容）及びこれに付け
た条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第９号の額の確
定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
２ 交付する補助金の額は「医療機器開発支援補助金交付決定通知書」（様式第２号）もし
くは「医療機器開発支援補助金 内容変更承認通知書」
（様式第３号－２）により提示さ
れた額を超えないものとする。
３ 当財団は、前項の審査を行うにあたって、必要に応じて証拠書類の提出を求めるととも
に、現地調査等を行うことができる。
４ 当財団は、審査の結果、補助事業が決定内容等に従って遂行されていないと認めるとき
は、補助事業者に対し、必要な措置をとるよう指示することができる。
５ 当財団は、第１項の規定により、補助事業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、その超える部分の補助金の返
還を命ずるものとする。
６ 前項の補助金の返還の納付については、第１５条の規定を準用する。
（補助金の概算払又は精算払の請求）
第２０条

補助事業者は、補助金の概算払又は第１９条に規定する額の確定後の精算払を

受けようとするときは、様式第１０号の概算（精算）払請求書を当財団に提出しなければ
ならない。
２ 当財団は、前項の概算払請求書の提出があった場合、すでに支払ったものであればその
支払額の範囲内で、１事業年度毎（４月～翌年３月）に１回の概算払をすることができる。
なお、概算払の請求時には、補助事業者は当財団に領収証写し等支払いを確認できるも
のを提出しなければならない。
３ 前項に違反すると認められる場合は、額の確定の有無に関わらず、第１５条の規定を準
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用し、当財団は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずるこ
とができる。
（完了届を要しない場合）
第２１条 補助事業については、全ての場合において完了届を要しない。
（補助金に係る経理）
第２２条 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠
書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が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。
（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２３条

補助事業者は、補助事業が完了した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、様式第１１
号の消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書により速やかに当財団に報告しなけ
ればならない。
２ 当財団は、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額
の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
３ 前項の補助金の返還の納付については、第１５条の規定を準用する。
（財産の管理）
第２４条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した機器等（以下「取得
財産等」という。
）について、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳を備え、その保
管状況を明らかにしておかなければならない。
２

補助事業者は、補助事業が完了した後も取得財産等を善良なる管理者の注意をもって
管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければならな
い。

（財産の処分の制限）
第２５条 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸付け若しくは譲り渡
し、他の物件と交換し、債務の担保に供し、又は廃棄しようとする（以下「取得財産等の
処分」という。
）ときは、様式第１２号の財産処分承認申請書を当財団に提出し、その承
認を受けなければならない。なお、本条第３項に定める処分を制限する期間（以下「処分
制限期間」という。
）を超えるものは除く。この場合において、当財団は、補助事業者が
取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、交付した補助金の全部又は一部
に相当する金額を当財団に納付させることができるものとする。
２ 取得財産等のうち、前項に規定する当財団の承認を受けなければならない財産は、取得
価格又は効用の増加価格が５０万円以上の財産とする。
３ 処分制限期間については、
「減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４０年大蔵省
令第１５号）
」に定める耐用年数に相当する期間とする。
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（実施結果の事業化及び報告）
第２６条 補助事業者は、補助事業を実施した結果得られた成果については、補助対象期間
終了後においても継続して鳥取県内での事業化を図り、第１条に規定する補助事業の目
的を実現するよう努めなければならない。
２ 当財団は、必要に応じて補助事業者に対し、補助事業が完了した日の属する会計年度の
以降の補助事業を活用した企業状況等について調査することができるものとする。
３

補助事業者は前項の調査にあたっては、当財団へ協力し正当な理由がない限り拒否す
ることはできない。

４ 補助事業者は、本事業に係る証拠書類を、当該報告に係る会計年度の終了後５年間保存
しなければならない。
（立入調査等）
第２７条 当財団は、前条までに規定するほか、補助金に関し必要があると認めるときは、
補助事業者に対して報告を求め、又は当財団職員その他当財団の派遣する専門家等にそ
の事務所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ
ることができる。
２ 当財団は、前項の規定による報告を受けたときは、検査の結果を補助事業者等に通知
するものとする。この場合において、当財団は、補助事業等が決定内容等に従って遂行
されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、必要な措置をとるよう指示するこ
とができる。
（その他の事項）
第２８条 当財団は、本要領に定められた事項のほか、補助事業の円滑かつ適正な運営を行
うために必要な事項について、別に定めることができる。

附

則

この要領は、平成２７年１１月２５日から施行する。
附

則

この要領は、平成２９年９月１３日から施行する。
附

則

この要領は、平成３０年１０月５日から施行する。
附

則

この要領は、令和元年１０月１７日から施行する。
附

則

この要領は、令和２年６月１１日から施行する。
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別表１ 対象事業等
独自技術や経営ノウハウ等を活用して医療・介護機器分野への進出を行おうとする中小企業
者が行う以下の事業に係る経費を対象とする。
対象事業
Ⅰ．参入支援型

補助率

医療・介護関連機器開発

２／３

補助限度額

補助対象期間

３，０００

最長１２ヶ月

千円

（県内事業者が単独で実施する、医療・介
護関連機器等の開発、試作）

医療機器製造販売業・医療機器製造
業許可取得
（医療機器製造に必要な業許可取得）

ＩＳＯ認証取得
（医療機器の品質管理に関する認証規格
取得（ＩＳＯ１３４８５取得））

医療機器認証申請
（医薬品医療機器総合機構又は第三者登
録認証機関への申請）

Ⅱ．医療・介護

医療・介護関連機器開発

連携型

（県内事業者が医療・介護・福祉機関と連

１／２

５，０００

最長２ヶ年度

千円

携して実施する、医療・介護関連機器等の
開発・試作）

Ⅲ．専門学会展

専門学会展示会等出展

示会等出展・改良

（学会等に併設される展示会にて製品開

事業

１／２

５００千円

最長１２ヶ月

発後、販路開拓または医師等からの助
言を受けることを目的とした出展）

製品改良
（開発段階での試作品、製品開発後、
医師等からの助言を受けて行う改良）

別表２ 補助対象経費
Ⅰは参入支援型、Ⅱは医療・介護連携型、Ⅲは専門学会展示会等出展・改良事業とする
経費区分
原材料費
研究開発用
機器設備費
（注１）
委託費（注
２）
共同研究費
（注３）
外部専門家
受入経費

費目
原材料費
機械装置、
工具器具費
委託費
共同研究費

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

内容

〇

〇

〇

研究開発の実施に係る原材料又は副資材の
購入に要する経費

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

研究開発の実施に係る機械装置又は工具器
具の購入又は借用に要する経費
補助事業の一部の委託に要する経費、試験
委託費
支援機関等との共同研究に要する経費
外部専門家による指導、外部協力者からの
協力提供（事業に直接関与するものに限る）
に要する経費
外部専門家、外部協力者からの指導等に際

謝金
専門家旅費
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しての当該専門家、協力者の移動に要する
経費
外注加工費
（注２）

外注加工費

産業財産権
導入費

産業財産権
等導入費

直接人件費
（注４）

従業員人件
費
教材費

人材育成費
受講費
職員旅費
会議費
事務費

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇

〇

研究開発等の外注加工に要する経費
調査等の実施に係る産業財産権等の外部か
らの導入に要する経費、特許（国内に限る）
申請書等
開発に携わる従業員の人件費
人材育成に係る教材の作成、購入又は使用
に要する経費
人材育成に係る研究会等の受講に要する経
費
職員の移動に要する経費
会議の開催に要する経費
補助事業の実施にあたり付随的に支出する
印刷製本費、資材購入費、通信運搬費、消耗
品費等
医療機器製造販売業又は医療機器製造業の
許可申請又は登録申請に要する手数料、Ｉ
ＳＯ１３４８５認証取得に要する手数料、
医薬品医療機器総合機構又は第三者登録認
証機関への申請手数料
展示会等に出展するために必要な出展小間
料
小間の装飾費、レンタル・リース代（出展期
間中に会場で使用する机・イス等）、ポスタ
ー・パネル等の製作費（チラシ等配布物や販
促物は除く）、会場での光熱費等
その他事業遂行に必要な経費で当財団が認
めたもの

〇
〇
〇

事務雑費
〇
事務手数料

事務手数料

出展小間料

出展小間料

〇
〇

小間装飾費
（注５）

小間装飾費

その他必要
経費

その他経費

〇

〇

〇

（注１）研究開発に必要な機械装置若しくは工具器具は、レンタル又はリースを原則とする。但
し、レンタル又はリースが困難な場合は、補助事業の遂行のために使用するものに限り、
購入費も補助対象とする。
（注２）
「委託費」と「外注加工費」の交付決定額の合計が、共同研究費を除く交付決定額全体
の５０％を超えないこととする。委託費については、県内事業者が実施したものに限る。
ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と当財団が認めた場合につい
ては、この限りでない。
（注３）支援機関等と共同研究を行う場合に限る。また、費用は、交付決定額全体の５０％を超
えないこととする。
（注４）役員報酬は除く。直接人件費の配分は補助対象経費の合計の５０％以内とする。
（注５）外注する場合、原則、鳥取県内の事業者を利用すること。ただし、展示会付属のレンタ
ル装飾を利用する場合やその他やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
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別表３「審査項目」
１ 医療・介護関連機器開発審査項目
審査項目

観点・視点

市場性

ニーズがあるか。市場規模はどの程度あるか。

競争優位性

競合製品との比較において、競争優位性を持っているか。

実現可能性
開発の内容・体制
地域活性化への波及効果

事業を実施する経営（資金、人員、技術等）体制、具体的な事業計
画は整っているか。
開発の内容・体制は適当か。
地域企業への波及効果、雇用・税収など、地域経済に好影響を与え
うるか。

２ 基盤強化審査項目
（１）医療機器製造販売業・医療機器製造業許可取得
（２）ＩＳＯ認証取得
（３）医療機器認証申請等
審査項目
具体的な製造品目

観点・視点
業許可取得にあたって、自社の技術を活用した製造予定品目とな
っているか。
業許可取得にあたって、必要とされる人員要件を満たしているか、

人員体制

又満たす見込みがあるか。ＩＳＯ１３４８５認証登録に係る体制
が整っているか、又は整う見込みがあるか。
医療機器製造販売業許可の場合、販売先となる医療機器販売業者
は明確か、又は取引の見込みがあるか。

基盤強化による効果

医療機器製造業者登録の場合、販売先となる医療機器製造業者は
明確か、又は取引の見込みがあるか。
ＩＳＯ１３４８５認証取得の場合、取引先からの要求があるか、又
は認証取得により取引の拡大が見込めるか。

３ 専門学会展示会等出展・改良事業審査項目
審査項目

観点・視点

市場性

事業を活用することで、市場価値を高めることが見込めるか

事業計画

出展後または改良後の事業計画、目標等が明確になっているか
下記に定める項目のうち、少なくともいずれか１つを満たしてい

出展による効果

ること。

※専門学会展示会等出展

①販路拡大が見込める専門学会展示会等であるか

希望者のみ対象

②製品に対して医師等からの助言を受けることができる
専門学会展示会であるか
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