鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業実施要領
第１章 総 則
（目 的）
第１条 本事業は、鳥取県における産学官連携による新産業創出を促進するため、県内中小企業者と
県内大学等の研究機関が共同プロジェクトとして実施する、事業化を目指した研究開発及び試作開
発等への取組を県が委託し、
「鳥取県経済再生成長戦略」の戦略的推進分野をはじめとする次世代
型産業の発展及び振興を図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意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）受託者
鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業委託業務（以下「委託業務」という。）を受託する
（２）研究開発者及び（３）管理法人で構成される「共同体」の構成者をいう。
（２）研究開発者
次の要件を満たす、事業化に向けた研究開発及び試作開発等を実施する構成者をいう。
ア ａからｃまでの者の２者以上で構成されるとともに、構成者として、ａが１者以上、ｂが１者
以上、含まれること。
ａ 次の要件を全て満たす県内中小企業者【必須】
（ａ）別表１に定める中小企業者であること。
（ｂ）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事業化に向けた調査・研究開発に取
り組む能力を有すること。
ｂ 鳥取県内に事務所を有し、研究開発等を実施する研究者が所属する大学・公設試等【必須】
本事業における大学とは、国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第２条第１項に規定
する国立大学法人、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 68 条第１項に規定する
公立大学法人及び私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第３条に規定する学校法人が設置す
る大学をいう。
本事業における公設試等とは、国立高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人及び地
方独立行政法人であって試験研究に関する業務を行うもの、国及び地方公共団体の試験研究機
関等、公益社団法人、公益財団法人、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、ＴＬＯ（技
術移転機関）
、第三セクター（地方公共団体が出資又は出えんを行っている一般社団法人及び
一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を含む。）並びに会社法法人（第三セクター等
の経営健全化等に関する指針の策定について（平成 26 年８月５日付総財公第 102 号自治財政
局長通知）
）
）のことをいう。
また、次のいずれも満たす一般社団法人、一般財団法人は、公設試等に含む。
（ａ）役員（理事・評議員等）に大学の役員、教職員や前記の公設試等の役員、職員及び地
方公務員が複数含まれる。
（ｂ）定款等にものづくり産業又は技術等の振興に資する目的や事業を定めている。
ｃ 研究開発等を実施する研究者が所属する企業、組合、大学・公設試等又は個人事業者【任意】
イ アのａ及びｂの者の中から、
研究開発の計画、実施及び成果管理を総括する総括研究代表者（Ｐ
Ｌ：Project Leader）を１名選定していること。
【必須】

（３）管理法人
委託業務の運営管理、研究開発者間の相互の調整を行うとともに、財産管理（知的財産権を含む）
等の事業管理を主体的に担う母体となる機関とし、提案書及び実績報告書等の提出並びに委託料の
請求、受給及び管理を行う者をいう。
（対象とするプロジェクト）
第３条 対象とするプロジェクトは、県内中小企業者と県内大学等の研究機関の産学官連携による事
業化を目指した技術開発及び試作開発等への取組で、委託業務の成果について、事業化までの道筋
が明確に描けているプロジェクトとする。
（研究開発者の選定等）
第４条

プロジェクトは別途定める鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業募集要領に基づき

公募し、鳥取県附属機関条例（平成 25 年鳥取県条例第 53 号）第２条第１項の規定に基づき設置す
る「鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業審査委員会」において採択プロジェクトを選定す
るものとする。
２ 採択プロジェクトの選定に当たっては、別途定める鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業
審査委員会設置運営要領の規定により評価し、総合的な審査を行うものとする。
第２章 委託業務の条件
（委託期間）
第５条 委託業務の委託期間は、委託契約締結日から最長２年間とする。
（委託料の限度額）
第６条 委託業務に係る委託料は、次条に定める経費を対象とし、１事業につき２千万円（消費税及
び地方消費税を含む。
）を上限として知事が定める。
（委託対象経費）
第７条 委託業務の委託対象経費は、次に掲げるものとする。ただし、経理処理については、別途締
結する鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業業務委託契約書（以下「契約書」という。
）及
び別途定める鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業経理処理要領（以下「経理処理要領」と
いう。
）によるものとする。
（１）
「管理法人」の対象経費（管理法人経費）
ア 労務費
・管理員労務費
・管理員補助員労務費（有期雇用者、アルバイトに限る。）
イ 事業費
・旅費
・使用料及び賃借料
・報告書等作成費
・会議費
・その他経費
ウ 間接経費（
「研究開発者」の対象経費[直接経費]の 10 パーセントを上限）

（２）
「研究開発者」の対象経費（直接経費）
ア 労務費
・研究員等労務費（民間企業のみを対象）
・研究補助員労務費（有期雇用者、アルバイトに限る。
）
イ 事業費
・機械装置等のレンタル・リース料
・消耗品・原材料費
・試作品作成費
・旅費
・外注費
・謝金（研究に必要な専門家のアドバイスや実証実験等の実施に係る民間協力者へのお礼
に係るもの）
・使用料及び賃借料
・通信運搬費
・知的財産権関連経費
・光熱水費
・その他経費
（委託料の制限）
第８条 委託業務を受託する者の中に、第２条第２号アのｃの者がいる場合、この研究開発者は、同
号ａ及びｂの者の受領する委託料のいずれか高い額に対してこれを超える委託料を受領すること
はできない。
（再委託の禁止）
第９条 受託者は、県の承認を受けないで、受託業務を第三者へ委託（受託者から委託を受けた第三
者が別の第三者に委託する場合を含む。以下「再委託」という。
）してはならない。
２ 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。ただし、県
が特段の理由があると認める場合はこの限りでない。
（１）再委託の契約金額の額が委託料の額の 50 パーセントを超える場合
（２）再委託する業務に委託業務の中核となる場合が含まれている場合
（取得財産の帰属）
第 10 条 委託業務で研究開発者が取得し、又は効用の増加した財産は、県に帰属するものとする。
(知的財産の帰属等)
第 11 条 委託業務の成果として生じる発明等の知的財産権は、原則として県及び研究開発者が共有
するものとし、その取扱いについては、両者協議の上、別途定めるものとする。
第３章

委託業務の実施・報告等

（管理法人）
第 12 条 受託者の総意により受託者の中から管理法人を選定し、管理法人を受託する者は、別途定
める管理法人受託書を知事に提出するものとする。

（委託業務内容の確定及び契約）
第 13 条 受託者は採択決定後、鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業計画書（様式第１号。
以下「事業計画書」という。）を１部、県に提出するものとする。事業計画書により委託業務の内
容を決定し、契約書の添付書類とする。
（委託業務の変更）
第 14 条 管理法人は、委託業務開始後、事業計画書を変更する場合は、次項に掲げる軽微な変更に
該当する以外の変更については、鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業計画書変更承認申請
書（様式第２号）により県の承認を得なければならない。
２ 軽微な変更は次のとおりとする。なお、第１号に該当する場合は、管理法人は鳥取県産学共同事
業化プロジェクト支援事業に係る軽易変更事項報告書（様式第３号）により、速やかに県へ報告す
るものとする。
（１）実施体制の変更（職員の異動等による変更、減員、追加）ただし、労務費の増額が生じない場
合に限る。
（２）同一年度間におけるスケジュールの変更
（３）労務費及び事業費の増額にならない変更
（委託料の支払）
第 15 条 委託料は管理法人に精算払するものとする。ただし、業務の円滑な実施のため必要な場合
は、管理法人からの申し出により概算払することができるものとする。概算払時期及び金額につい
ては、契約書及び経理処理要領に定める手続によるものとする。
（進捗状況報告）
第 16 条 管理法人は、事業実施年度が複数年度にわたる場合、年度末時点（最終年度を除く。
）の委
託事業の進捗状況を、鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業進捗状況報告書（様式第４号。
以下「進捗状況報告書」という。
）により、報告に係る年度の翌年度の４月 20 日までに県に報告す
るものとする。
（検 査）
第 17 条 県は、必要があると認めるときはいつでも、管理法人及び研究開発者に対し、委託業務の
実施状況等の報告を求め、又は帳簿書類その他の物件を検査することができる。
（実績報告）
第 18 条 管理法人は、委託業務が完了（委託業務の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。
）した
とき、又は契約の全部を解約されたときは、鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業実績報告
書（様式第５号。以下「実績報告書」という。
）により、終了日から起算して 20 日以内に県に報告
するものとする。
（委託業務の検査及び委託料の額の確定）
第 19 条 県は、第 16 条の規定による進捗状況報告書又は前条の規定による実績報告書の提出を受け
たときは、委託業務について検査を実施し、委託料の上限額と委託業務に要した経費の実支出額と
のいずれか低い額を委託料の確定額とする。額の確定の結果、既に支払われていた額に不用額が生
じた場合は、管理法人は不用額を県に返還しなければならない。

（事業化状況報告）
第 20 条 研究開発者は、委託業務の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計年度終了
後 30 日以内に本委託業務に係る事業化等の状況を、鳥取県産学共同事業化プロジェクト支援事業
状況報告書（様式第６号）により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければな
らない。
第４章 その他
（委託業務に係る成果等の取扱及び公表）
第 21 条 県は、委託業務の成果について管理法人と協議の上、公表する場合がある。
（補 則）
第 22 条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、商工労働部長が別に定め
る。
附 則
この要領は、平成２７年６月１９日から施行する。
附 則
１ この要領は、平成２７年９月２８日から施行する。
２ 第１項の規定にかかわらず、平成２７年９月２７日以前に採択を受けた事業については、なお従
前の例による。
附 則
１ この要領は、平成２８年３月８日から施行する。
２ 第１項の規定にかかわらず、平成２８年３月７日以前に採択を受けた事業については、なお従前
の例による。
附 則
１ この要領は、平成２９年９月２０日から施行する。
２ 第１項の規定にかかわらず、平成２９年９月１９日以前に採択を受けた事業については、なお従
前の例による。
附 則
１ この要領は、平成３０年７月１７日から施行する。
２ 第１項の規定にかかわらず、平成３０年７月１６日以前に採択を受けた事業については、なお従
前の例による。

（別表１）
中小企業者の定義
本プロジェクトにおける中小企業者とは、次の者をいいます（個人事業者を含む。）
。
（１）次表に示す者
主たる業種
製造業、建設業、運輸業その他の業種（以下の業種以外）

資本金の額又は

常時使用する従

出資の総額

業員の数

３億円以下

300 人以下

３億円以下

900 人以下

卸売業

１億円以下

100 人以下

小売業

５千万円以下

50 人以下

サービス業（以下の３業種を除く。
）

５千万円以下

100 人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

３億円以下

300 人以下

旅館業

５千万円以下

200 人以下

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチュ
ーブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）

（注）常時使用する従業員の数には、事業主、法人の役員及び臨時の従業員は含みません。
（２）企業組合
（３）協業組合
（４）事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立さ
れた組合及びその連合会であって、次に掲げるもの
ア 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
イ 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
ウ 商工組合及び商工組合連合会
エ 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の３分の２以上が（１）から（４）ウ
までに規定する中小企業者であるもの
以下に定義する「みなし大企業」については、この事業の中小企業者として取り扱いません。
・ 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業（外国法人含む。
）の所有に属
している法人
・ 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業（外国法人含む。
）の所有に属
している法人
・ 大企業（外国法人含む。）の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めて
いる法人
上記の「大企業」とは、中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）に規定する中小企業者以外の
者で事業を営む者をいいます。ただし、以下に該当する者については、上記の「大企業」として取り
扱わないものとします。
・ 中小企業投資育成株式会社法（昭和 38 年法律第 101 号）第２条に規定する中小企業投資育成
株式会社
・ 廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法（平成７年法律第 47 号）
第 14 条の２に規定する指定支援機関（ベンチャー財団）と基本約定書を締結した者（特定ベン
チャーキャピタル）
・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成 10 年法律第 90 号）第２条第２項に規定する投
資事業有限責任組合

