
■令和３年度「中小企業新事業創出促進対策事業費委託費（スタートアップ向け経営人材支援事業）」公募時FAQ

ID 分類 質問 回答

1 説明会 本事業の公募に関わる説明会は実施されますか。

4月23日（金）13：30よりオンラインによる説明会を実施いたします。当日は、チャット形式による質疑応答も実施予定です。当日、説明会に参加できなかった事業者

に向けて、後日説明会のアーカイブを配信予定ですので是非ご活用ください。

※オンライン説明会の詳細については別途ご案内いたします。

2 スケジュール 交付申請の受付期間はいつですか。
2021年4月16日（金）～2021年5月20日（木）17:00必着です。

詳細は、公募要領P.13を参照してください。

3 スケジュール 交付決定はいつされますか。
2021年6月中旬頃を予定しています。

詳細は、公募要領P.13を参照してください。

4 スケジュール 補助金はいつ支払われますか。
原則、事業完了後に確定検査を実施して支払う、精算払いとなります。本事業の精算払いは、2022年3月下旬を想定しています。なお、資金繰りが困難等の事情が

ある場合に限り、事業期間中の概算払いを実施する場合があります。概算払いを希望される場合は必ず事前に事務局にご相談ください。

5 制度全般 採択結果はどのように通知されますか。 電子メールでの通知（Jグランツで申請を行った事業者はJグランツ上での通知）を予定しています。

6 制度全般 2次公募は予定していますか。
現在のところ募集予定はございません。

1次公募の採択状況により募集する可能性もございますが、現時点では未定です。

7 制度全般 採択されるまで、先行して事業を進めてもよいですか。 事前に進めること自体は問題ありませんが、交付決定日以前に発生（発注）した費用は原則補助対象外となります。

8 制度全般 他の補助金との併用は可能ですか。

同一の費用に対して、本補助金と国からの他の補助金の併用はできません。

費用を明確に切り分けることができる場合、事業目的が相反しなければ併用可能ですが、事前に弊団体、および併用予定の補助金事務局の双方に詳細を確認し

てください。

9 制度全般 補助事業期間（開始日・終了日）教えてください。
ＪＩＳＳＵＩより通知を受けた交付決定日を事業開始日とし、事業完了日は2022年2月14日（月）を最長とし、補助対象事業経費の検収および支払いが全て完了させた

日までとなります。

10 制度全般
事業期間中～補助金支払いまでのの対応事項などはいつ周知されま

すか。
交付決定を受けた事業者に対し、事業期間中～補助金支払いまでの流れや対応事項を記載した「補助事業事務処理マニュアル」を配布いたします。

11 交付申請 申請書類の提出方法を教えてください。
電子メールまたはＪグランツ（https://jgrants.go.jp/）から提出を受け付けています。具体的な提出方法は公募要領P.24を参照してください。なお書類の郵送等は申

請時点では原則不要としますが、確定検査等で必要になるので、各位保管しておいてください。

12 交付申請 申請書類は各社で作成・準備する必要がありますか。

一部幹事社のみ提出いただく書類がございますが、原則として幹事社、幹事社以外の補助事業者、協力事業者それぞれで作成・提出する必要がございます。なお

申請書類の提出は、幹事社が取り纏めのうえＪＩＳＳＵＩに提出してください。

詳細は、公募要領P.24～34を参照してください。

13 交付申請 Ｊグランツとは何ですか。

Ｊグランツは、政府が運営する補助金の申請・届出ができる電子申請システムです。事業者証明に係る書類の提出が不要になったり（GビズIDのgBizIDプライムが必

要）、補助金の採択等にかかる通知をシステムを介して行うことも可能となります。

具体的なイメージはhttps://jgrants.go.jp/flowを参照してください。

14 交付申請
Ｊグランツでの申請にあたり、GビズIDのgBizIDプライムの取得が申請に

間に合わない場合はどうすればよいですか。

Jグランツでの申請は任意であるため、gBizIDプライムの取得が間に合わない場合はメールで提出してください。

GビズIDのgBizIDプライムがないと、Ｊグランツにログインできないため、取得が必須となります。

補助金申請に伴う申請集中に備え、1週間程度（うち審査2日程度）でＧビズＩＤの発行可能な体制のようですが、通常時は2-3週間程度発行に時間がかかるようで

すので、早めの取得をお勧めします。

https://gbiz-id.go.jp/top/を参照してください。
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ID 分類 質問 回答

15 交付申請
費用の内訳が交付申請時点で明確ではない場合、交付申請時におい

ては想定で提出し、事業期間中に変更してもいいですか

申請時点で少なくとも事業の実施内容は明確にし、費用の内訳は可能な限り具体化してください。そのうえで、補助事業の効果をより高めるための創意工夫の範囲

で、費用の内容が変更することは問題ありません。但し、申請時点で費用の内訳があまりに明確でない場合は、審査及び交付決定ができなかったり、遅くなったりす

る場合がある点はご了承ください。

なお、交付決定後の事業の実施内容の変更は、変更の内容によっては計画変更（等）承認申請書の申請及び承認が必要となる場合があります。原則、補助金額は

交付決定額を上回ることができません。

16 交付申請 申請金額に下限は設定されていますか。 設定しておりませんが、補助事業を十分に実施できるか、十分なインパクトを生むかどうか等は審査の対象となります。

17 交付申請 個人事業主でも、本事業に参画は可能ですか。 個人事業主は、補助事業者からの委託、業務提携等によりコンソーシアム内で活動する「協力事業者」として参画が可能です。

18 交付申請 交付決定後に実施体制の一部変更は可能ですか。
拡充（追加）にいついては変更可能です。初回提案時に予め追加し得る体制等について言及してください。

なお、交付決定後の事業の実施内容の変更は、変更の内容によっては計画変更（等）承認申請書の申請及び承認が必要となる場合があります。

19 補助事業者 申請者の法人形態に制限はありますか。
日本国内に登記する法人であれば制限はありません。なお、個人・任意団体については、補助事業者からの委託、業務提携等によりコンソーシアム内で活動する

「協力事業者」としてのみ参画が可能です。

20 補助事業者 コンソーシアムを組んでいなければ交付申請できませんか。
公募要領P.6（必須要件③）に記載の通り、本事業については、2者以上の事業者で連携しなければ実施できない（あるいは2者以上の事業者で実施した方が成果が

著しく高まる）取り組みについて補助することを目的としているため、原則、2者以上の事業者が連携したコンソーシアムでの申請をおこなうことが必要です。

21 補助事業者 どのような企業とコンソーシアムを組めばいいですか。
想定している支援SUや人材のセグメントに対してネットワークを有する事業者等、１者で実施するよりも成果が高まる取組を行ううえで必要なプレーヤーと体制を構

築してください。

22 補助事業者
コンソーシアムを組むにあたり、申請を検討している事業者の紹介・斡

旋等はしてくれますか。

ＪＩＳＳＵIから直接企業のご紹介等をすることはできかねますが、参加を検討している事業者同士が情報交換が可能なSlackのワークスペースを用意しております。

ご希望の方は下記より参加者のメールアドレスをご登録ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerfI52Oj_dELVswfP72d9O96r_aOKRuGeDiPoeRm879qJOLQ/viewform

23 補助事業者
当該取り組みを業として行うために必要な許認可等について教えてくだ

さい。

必要な許認可等については自社内にて調査・検討のうえ、当該許認可を取得しているあるいは取得の計画があることを申請書にて説明してください。主に、「労働者

派遣事業許可」や「有料職業紹介事業許可」等を想定しています。

許認可等の要否を調査・検討したうえで、ご不明点がある場合はJISSUIまでお問い合わせください（必要に応じて所管省庁等に問い合わせる等の対応を行います）。

24 補助事業者
個人情報保護の体制について、プライバシーマークを保持していない

場合、提案書にどのような内容を記載すれば良いですか。

個人情報の管理に関する環境（オフィス環境、システム構成等）、運用（個人情報取扱者の制限、内部規程・マニュアルの存在、情報漏洩時の対応等）について具

体的に記載してください。

25 補助対象事業 本事業の対象となるスタートアップの定義を教えてください。

①新産業振興あるいは既存産業革新のためのイノベーション創出に資するテクノロジーを有し、②経営人材確保にかかる課題が存在するSU。主に、VC等から出資

を受けているアーリー～ミドルステージ（シリーズB～C）の企業を想定（経営人材が既に確保されているIPO直前のSU等、既に経営人材確保に課題が無いSUは対象

外）。判断に迷う場合は、事前にＪＩＳＳＵＩまで相談してください。

26 補助対象事業 本事業の補助対象経費を教えてください。 「①人件費、②外注・委託費、③旅費、④広告宣伝費、⑤その他諸経費」の費用について補助対象としています。詳細は、公募要領P.10を参照してください。

27 補助対象事業 本事業の対象となる人材の"流動"の定義を教えてください。
人材が、当該SUにおいて継続的に業務に従事する機会を提供すること。具体的には、転職、兼業、副業、出向、業務委託契約、顧問契約等を想定しています。な

お、上記の流動の数や確率を高めるための取り組み（イベント等広報活動、マッチングシステムの開発…等）も補助対象事業に含みます。

28 補助対象事業 本事業における"経営人材"の定義を教えてください。 企業の経営方針に関与し、意志決定を行う役割を有する人材であること。当該SUにおいてCXO、またはそれに準ずるポジションであることを想定しています。

29 補助対象事業 本事業における"大企業人材等"の定義を教えてください。
現時点でSUへの流動に課題がある人材。主に、SU以外（大企業、地方中堅企業、中小企業、社団・非営利団体等）にて実務経験を有する人材を想定しています。

（SUでCXOを複数経験している人材等、既に人材流動に課題が無い人材は対象外）。
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ID 分類 質問 回答

30 補助対象事業
過去に大企業に属していたものの、直近で大企業に属していない人材

は、本事業の対象となりますか。
現時点でSUへの流動に課題がある人材であれば本事業の対象となります。

31 補助対象事業
既にSUへに特化しているエージェント等、本事業と類似の業務を本業

としている事業者は、申請は可能ですか？
申請は可能ですが、コンソーシアムによって１者で実施するよりも成果が高まる取組として、既存業務との違いを示す必要があります。

32 補助対象事業 交付決定後に、事業内容の一部変更・追加することはできますか。
事業目的に変更をもたらすものではなく、事業者の創意工夫により、より能率的な事業目的達成に資するものと認められる範囲で、事業内容の一部変更は可能で

す。予め変更の可能性がある内容については、補助事業概要説明書4-4、5-2「ピボッドの可能性とその範囲」にて、その可能性を言及してください。

33 補助対象事業
自社媒体に広告掲載等を行う場合、対外的な媒体価格を補助対象とし

て請求することができますか。
自社媒体等を活用する場合は、当該取り組みに紐付く支出（クリエイティブ製作費、WEB製作費、ディレクションに係る社内人件費等）が補助対象経費となります。

34 補助対象事業 交付決定後に、紹介先のSUを追加することはできますか。
事業期間中の追加・削除が可能です。交付決定後、月次等のタイミングで最新の「支援対象SU候補リスト」をご提出いただく想定です。提出方法については、別途ご

案内いたします。

35 補助対象事業
事務局が設定した成果指標（定着率、SUの成長への寄与等）は、い

つ、どのように把握する必要がありますか。

本事業全体の成果を把握することを目的として、各コンソーシアム共通で把握すべき成果指標を設定します。

事業期間中、および事業完了後1年間は成果を把握する必要があり、当該期間中に、JISSUIまたは経済産業省が実施する調査に対応してください。具体的な報告

方法等については、採択者決定後、各事業者の事業内容や実施状況を踏まえて、事務局と事業者で協議のうえ決定します。

36 補助対象事業
事務局が設定した成果指標以外に、自ら設定した成果指標は、いつ、

どのように把握する必要がありますか。

各事業者の成果を把握することを目的として、各コンソーシアムが個別で把握すべき成果指標を自ら設定します。各事業者が提案にあたっての課題設定、事業計

画に紐付く形で設定してください。なお、極力定量的に把握できる指標を主としながら、定性的な指標もあわせて設定いただいても構いません。

事業期間中、および事業完了後1年間は成果を把握する必要があり、当該期間中に、JISSUIまたは経済産業省が実施する調査に対応してください。具体的な報告

方法等については、採択者決定後、各事業者の事業内容や実施状況を踏まえて、事務局と事業者で協議のうえ決定します。

37 補助対象事業
事業内容が比較的時間がかかるものであり、実際のSUへの流動など

の成果が事業期間中に出せない場合は、申請できませんか。

人材流動等の成果指標に加えて、その先行指標となるような成果指標を事業内容と紐付く形で設定できれば、問題ありません。最終的に、SUの成長に寄与する人

材流動につながることを提案書内にて説明してください。

38
補助対象経費

（全般）
申請時点で、見積はどの程度詳細なものである必要がありますか。

申請時点で詳細が分からない場合は、概算見積もりや申請者による想定根拠等でも構いませんが、実際に発注する時点では、仕様等との対応が内訳等によって

分かるものを取得してください。

39
補助対象経費

（全般）
消費税は補助対象となりますか 消費税は補助対象外です。補助金申請時にあっては、税抜金額を記載してください。

40
補助対象経費

（人件費）

人件費を補助対象経費として申請する際、単価は何を基準に設定す

ればよいですか。

原則健保等級によります。下記より健保等級単価表を参照してください。

健保等級が無い場合は、実際の給与額、法定福利費、理論総労働時間等から人件費単価を算出します。

https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/R3kenpo.pdf

41
補助対象経費

（人件費）
出向者の人件費単価はどう設定すればよいですか。 申請者が直接負担する金額（出向負担金等）を基準に設定してください。

42
補助対象経費

（人件費）

一部の人件費の支払が補助事業完了期限後になるが、補助対象とな

りますか。

補助事業期間中の従事時間については、対象となります。但し、確定検査の実施期間中に、支払金額が分かる証憑（給与振り込み予約受付画面等）の提出等をＪＩ

ＳＳＵＩが求めた時は、これに対応してください。
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ID 分類 質問 回答

43
補助対象経費

（人件費）
1日に付けられる人件費の時間の上限はありますか。

所定労働時間をベースに人件費単価が算定されているため、原則は所定労働時間以内としてください。

下記を満たす場合については、所定時間外労働についても補助対象となります。

①補助事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、補助事業者が残業手当を支給している場合。

②補助事業の内容から、休日出勤が必要である場合で、補助事業者が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも補助事業者が代休を手当て

している場合は同様とします。

44
補助対象経費

（外注・委託費）
外注・委託先は自由に選定してよいか。

経済性の観点から、可能な範囲において3社以上から相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定してください。相見積りを取っていない場合又は

最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。選定理由書では、発注内容、補助事業への必要

性、要求仕様等を記載し、適合事業者が選定した１社のみであることを説明してもらいます。

45
補助対象経費

（外注・委託費）
関係会社への発注は問題無いか 相見積もりによって最低価格を証明するか、選定理由書によって合理的な理由と価格の適切性が説明できれば問題ございません。

46
補助対象経費

（外注・委託費）
外注・委託の比率に制約はありますか 比率に制約はありませんが、補助事業者に主体性・実態があるかについては、審査の対象となります。

47
補助対象経費

（旅費）
旅費はどういった範囲が補助対象とできますか。

事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費（交通費、宿泊費、日当）が対象となります。但し、既存の旅費に係る内規等（出張旅費規程）に基づき、

出張命令書・出張報告書等の帳票類を整理し、適正な経理処理を行われた経費に限ります。既存の内規が存在しない場合は、補助事業における旅費に関する

ルールを策定する等、合理的な運用を心がけてください。

本事業においては、公募要領P.10に記載の以下のような費用を想定しています。

・集客イベント等の準備、開催時にかかる交通・宿泊費

・実証提携先との調整にかかる旅費

・外部専門家・講師を招聘する際の旅費・・・等

48
補助対象経費

（旅費）
タクシーやレンタカーの費用は補助対象となりますか 原則は公共交通機関の利用としますが、やむを得ない理由がある場合、かつ内規等で認められている場合は、タクシーやレンタカーの費用も補助対象となります。

49
補助対象経費

（広報費）
本事業における、広告宣伝費の取り扱いについて教えてください。

人材募集にかかる広告掲載費用等を想定費用対効果を検証しながら実施することとし、補助金額の上限を設定しています。上限額：１，５００万円（補助対象経費

３，０００万円）

50 審査 審査の形式について教えてください。 公募要領P.19記載の基礎項目と加点項目をもって審査を行います。基礎項目を満たさない場合は、審査の対象とはなりません。

51 審査 審査に不備があった場合は、ＪＩＳＳＵＩから連絡がありますか。
申請された補助対象経費の適切性については別途審査を行い、交付決定までの間で適宜修正を求める場合があります。ＪＩＳＳＵＩから修正の指示があった場合は、

別途定められる期限までに速やかに対応してください。期限までに修正が完了しない場合、申請を取り消す場合がございますのでご注意ください。

52 その他 事務局が実施する調査・ヒアリング等の詳細を教えてください。

①ＪＩＳＳＵＩが個別事業者に実施する進捗確認MTG（3～４回程度を想定）、②全事業者にて事例紹介・意見交換を行う合同MTG（２～３回程度を想定）、③実際に流

動した人材・SUへのヒアリング（2～3件程度を想定）、④全体アンケート（事業終了後に1回程度）を想定しています。各位におかれましては、③に対応できるよう、人

材・SUの連絡先を把握しておくようお願いします。

53 その他 今後、事業者間の情報交換を実施する機会などはありますか。

事業者採択前は、Slackワークスペースによる事業者間のコミュニケーションを図れる場を用意しています。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerfI52Oj_dELVswfP72d9O96r_aOKRuGeDiPoeRm879qJOLQ/viewform

交付決定後は、交付決定を受けた全事業者にて事例紹介・意見交換を行う合同MTG（２～３回程度を想定）の実施などこちらも順次検討・実施してまいります。


