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令和４年度東大阪市中小企業設備投資支援事業 

公募要領

補助金を申請される際は、本公募要領を熟読のうえ申請をお願いいたします。

令和４年４月 

東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室

（令和4年4月6日修正版） 
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【本補助金について】 

補助上限   ３００万円 

補 助 率   １／２ 

補助要件   （１）設備等を設置する拠点（本社、事業所、研究開発拠点、工場等）が東大阪市
内にあり、生産に直接寄与する設備であること。 

（２）中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）に基づき、東大阪市から
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち製造業者※１又はフ
ァブレス企業※２であること

（３）交付決定日から令和５年２月２８日までに導入から支払いまで完了した設備
等であること。ただし、令和３年度東大阪市中小企業設備投資支援事業
【一般型】【脱炭素型】において、納期遅延などやむを得ない理由で交付
決定取消の処分を受けたものについては、この限りではない。※３ 

（４）本補助金申請日の時点において市税の滞納がないこと
（５）東大阪市内において、令和４年度中（令和４年４月１日から令和５年３月３

１日）に国が行う設備投資を伴う補助事業（ものづくり補助金）の採択を
受けていない者※４ 

（６）国（独立行政法人等を含む）や府など他の機関が実施する補助金等の交付を
受けていない設備等であること※４ 

※１ 製造業とは日本標準産業分類の製造業のうち、履歴事項全部証明書内に製造や、加工等に関する記載がある企業
のことをいう。 
※２ ファブレス企業とは、日本標準産業分類の卸売業のうち、履歴事項全部証明書内に「製品の企画」「製品の設
計」「製品の開発」に関する記載がある企業のことをいう。 
※３ ただし書き以降の要件で交付申請をする場合は、先端設備等導入計画の変更認定を受けたうえで、通常の申請書
類に交付決定取消し通知書を添えて申請いただくことができます。なお、令和3年度東大阪市中小企業設備投資支援事業
【一般型】【脱炭素型】の交付決定額が補助の上限額となります。 
※４ 本補助金交付決定後、（５）（６）の要件から外れることが判明した場合は、速やかに本市に報告が必要とな
り、既に受けている本補助金の交付決定は取消となります。

【公募期間】 
公募開始：令和４年４月 １日（金） ９時～

 公募締切：令和５年１月３１日（火）１７時 

【新規申請者優先期間】 
より多くの事業者を支援することを目的に、新規申請者に対し、優先的に交付決定を行う期間を設

けます。公募期間のうち令和４年４月１日（金）～６月３０日（木）は令和２年度東大阪市中小企業
設備投資支援事業及び令和３年度東大阪市中小企業設備投資支援事業【一般型】【脱炭素型】のうち
いずれかでも交付実績のある方（以下、「交付実績のある方」という。）については、申請いただい
ても交付決定は令和４年７月１日以降となります。次項の事前着手承認申請もご参照ください。

【事前着手承認申請】 
交付決定前に発生した経費は、原則として補助金の交付対象となりません。交付実績のある方につ

いては令和４年７月１日以降の交付決定となりますが事業遂行上やむを得ず発生する経費について、
事前着手の承認を受けた場合は、事前着手承認日から交付決定日の間に発生した経費も補助対象とす
ることができます。申請の方法は東大阪市モノづくり支援室までメールでお問合せ下さい（下記お問
合せ先参照）。審査が完了し次第、交付決定通知に代えて事前着手承認通知をお送りします。なお、
事前着手の承認が得られた場合でも申請金額が予算上限を超えているなど不交付決定となる場合があ
り、これにより生じる損失等について、本市は一切の責任を負いません。
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【申請方法】 
○ 申請は、東大阪市電子申請システムから申請してください。入力については、申請者自身
が、本公募要領に従って作業してください。必要書類については、必ず、申請者自身がその内
容を理解、確認してください。

※特別な場合を除き、東大阪市電子申請システム以外では受付いたしません。 

※申請金額が予算上限に達し次第、申請受付を終了します。予算残額の状況は本事業の
案内ページに随時掲載していきます。

【注意事項】（応募申請の手続きの前に必ずご一読ください）
○ 本事業では、提出いただいた申請書の内容について精査し、交付金額上限の決定（交付決
定）を行います。申請前に、書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。不備がある
場合（例えば、工業会の証明書が添付されていない）は、再提出をお願いする場合がありま
す。交付決定後に交付金額上限の変更はできません。

○ 本事業は、予算の上限に達し次第終了となります。公募締切前でも終了することがありますの
で、設備投資の計画をされている事業者様は、早期に申請してください。 

○ 本補助事業は、東大阪市内において、令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月３１
日）中に国が行う設備投資を伴う補助事業（ものづくり補助金）の採択を受けた企業は対象外で
す。 

〇 本補助金の交付決定後、本補助金交付対象の設備とは別の設備投資を東大阪市内に行い、もの
づくり補助金に採択された場合、本補助金の交付決定を取り消します。

〇 本補助金の交付決定後、本補助金交付対象の設備が令和４年度（令和４年４月１日から令和５
年３月３１日）中に国（独立行政法人等を含む）や府など他の機関が実施する補助金の交付を受
けることが判明した場合、本補助金の交付決定を取り消します。

〇 重複申請はできません。 

〇 本補助金の申請は計画的に行ってください。

【お問合せ先】 

東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 

本補助金に関するお問合せ：monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp 

問合せが集中した場合、回答に時間を要する可能性がございますので、ご了承ください。
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１．事業の目的 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の拡大に伴い、企業活動に多大な影響が出ている
中においても、前向きな投資を行う中小企業者に対して補助金を交付し、市内中小製造業の生産性向
上・市内経済の活性化に寄与することを目的とする。 

２．補助対象

①本補助金の補助対象者は、東大阪市内に生産に直接寄与する設備投資を行う中小企業者（「中小
企業等経営強化法」第２条第１項に規定する者）でかつ、製造業者＊¹又はファブレス企業＊２に限り
ます。ただし、東大阪市内において令和４年度中に設備投資を伴う国の補助金（ものづくり補助金）
の採択を受けた事業者を除きます。 

【中小企業者】 
・資本金又は従業員数（常勤）が下表の数字以下となる会社又は個人であること。 

業種 資本金
従業員数 
【常勤】

製造業＊１ 
（うち、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。））

３億円
３００人
（９００
人）

卸売業（ファブレス企業）＊２ １億円 １００人

＊１ 製造業とは日本標準産業分類の製造業のうち履歴事項全部証明書内に製造や、加工等に関する記載がある企業
のことをいう。 

＊２ ファブレス企業とは、日本標準産業分類の卸売業のうち、履歴事項全部証明書内に「製品の企画」「製品の設
計」「製品の開発」に関する記載がある企業のことをいう。 

②本補助金の対象となる設備等は生産に直接寄与※するものです。 

【※直接寄与しないものの例】
・エアコン、照明、コピー機（印刷事業者が事業で使用するために導入する印刷機は補助対象）、
電話機等の通信機器、空気清浄機、サーバー、フォークリフト、クレーン、キュービクル、コ
ンプレッサー、監視カメラシステムなど。購入する設備が補助金の対象となるかのお問い合わ
せは必ずメールにてお願いします。 

③令和５年２月２８日までに、発注・納入・検収・支払までのすべての手続きが完了すること。
（補助事業実施期間の延長はありません）

３．補助対象事業の類型及び補助率等

今回公募する事業は、「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備等のみです。令和３年度中に
認定を受け、令和４年度中に行う（令和４年度中に設備投資を行う計画で認定を受けている）設備
投資も対象になります。ただし、令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月３１日）中に国
（独立行政法人等を含む）や府など他の機関が実施する補助金の交付を受ける設備等は、本事業
の補助対象外です。 
項 目 要 件

概要 中小企業者が行う「革新的な製品」又は「生産プロセスの改善」等に必要な
設備・システム投資等を支援

補助金額 上限３００万円 
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補助率 １／２以内

対象投資 
①一定期間内に販売されたモデル 
②生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均１％以上向
上している設備（次表参照）

補助対象経費 
購入またはリース契約により導入する設備等（消費税を除く） 
（※リース契約の場合は交付決定日から令和５年２月２８日までに支払いが
完了するもの。）

設備の種類 最低価額（１台１基又は一の取得価額） 販売開始時期

機械装置 １６０万円以上 １０年以内

工具 ３０万円以上 ５年以内

器具備品 ３０万円以上 ６年以内

建物付属設備 ６０万円以上 １４年以内

構築物 １２０万円以上 １４年以内

ソフトウェア  ５年以内

４．応募手続き等の概要

（１）公募期間

公募開始：令和４年４月 １日（金） ９時～
公募締切：令和５年１月３１日（火）１７時（必着）※ 
新規申請者優先期間：令和４年４月１日（金）～６月３０日（木）（詳細は２ページ）  

※公募締切の令和５年１月３１日（火）１７時を過ぎて申請したものについては受付いたしま
せん。申請は余裕をもって行ってください。

なお、国ではものづくり補助金をはじめとする設備投資を支援する補助金のメニュー
がございます。設備投資は計画的に行ってください。

（２）申請方法
申請は、東大阪市電子申請システムより申請してください。（必要書類は表１参照） 
※郵送、持参での受付は行いません。

（３）交付決定の通知
申請後、必要書類等を精査し問題がなければ申請いただいた設備等の金額から交付決定額を算定
します。交付決定の通知を電子申請システムで登録したメールアドレスに送付いたします。（おお
よそ２週間程度要しますが、申請多数の場合はさらに時間を要す場合があります。） 
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（４）実績報告
設備導入後、必要書類がそろい次第、電子申請システムで実績報告を行ってください（必要書類
は表２参照）。必要書類が確認でき次第、電子申請システムで登録されたメールアドレスに確定通
知します。 

（５）現場確認～補助金支払い
  確定通知後、設置した設備につき現場確認を行います（メールにて日程調整させていただきま
す）。現場確認の際は工業会の証明書に記載の形式と設備等に記載の形式を突合します。現場確認
終了後、指定された口座に補助金を振込みます。

５．補助対象経費 

〇補助対象となる経費は、設備等の購入金額（税抜）及び交付決定日から令和５年２月２８日まで
に支払いが完了するリース料金です。設備等以外の費用（消費税や保守、輸送費、役務等の費用）
については補助対象外になります。

〇「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備等のうち工業会の証明書を取得しているもののみ
が補助対象経費として認められます。

※オプション等については見積書に別記載の場合、対象外となります。
６．補助事業者の義務 （遵守すべき事項）

本事業の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。 

（１）交付決定を受けた後、本事業の内容を変更しようとする場合は、事前に本市の承認を得なけ
ればなりません。

（２）本事業を完了（設備等の設置が完了）したときは、その日から起算して１４日を経過した日
又は事業完了期限日（令和５年２月２８日）のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提
出しなければなりません。

（３）本事業の完了した日の属する会計年度（市の会計年度である４月～３月）の終了後３年間、
本市が行う、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。

（４）本補助金により取得した設備等については、原則３年間、補助金の交付の目的に反して使用
し、譲渡し、交換し、貸付け、承継、移動又は担保に供する処分、及び破棄（以下「処分等」
という。）してはなりません（自社工場間での市内移転は除く）。

（５）処分等行った場合、補助金相当額を返還しなければなりません。
（６）申請書提出の際、消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を除いて記載しなければなりませ
ん。
※ 補助事業者が課税事業者（免税事業者及び簡易課税事業者以外）の場合、本事業に係る課税仕入に伴い、
消費税及び地方消費税の還付金が発生することになるため、この還付と補助金交付が重複しないよう、課税
仕入の際の消費税及び地方消費税相当額について、原則としてあらかじめ補助対象経費から減額しておくこ
ととします。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 

（７）補助事業者は、本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、交付年度終了後５年間保存しなければなりません。

（８）本事業の進捗状況確認のため、本市職員が実地検査に入ることがあります。また、本事業終
了後、本市職員が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命
令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

（９）補助金の支払については、本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確
定後の精算払となります。 

（１０）本事業終了後の補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の現地確認ができない場合
については、補助金の支払いを停止することがあります。 
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（１１）本補助金の取得に関し不正が発覚した場合、補助金の返還を求めます。

７．添付書類
表１：交付申請に必要な書類

① 交付申請書 

② 先端設備等導入計画認定書 

③ 先端設備等導入計画認定申請書 

④ 工業会の証明書 

⑤ 履歴事項全部証明書（直近３か月以内に発行したもの）※法人の場合

⑥ 開業届（無ければ青色申告決算書） ※個人事業主の場合 

⑦ 滞納のない証明書  ※市役所３階納税課で発行します。（一通３００円）
            （行政サービスセンターでは発行していません） 

⑧ 見積書（概算ではなく、できるだけ確定された金額のもの）
※金額に値引きがある場合は、値引き後の金額を見積書に記載してください。 

⑨ リース契約書等リース月額料が分かる書類
（リース契約の場合は毎月の支払がわかるものが必要）

表２：実績報告に必要な書類

① 実績報告書 

② 納品書の写し 

③ 請求書の写し 

④ 領収書の写し（※１）
（リースの場合は実績報告までに支払いが完了している毎月分の領収書）
（※１）領収書がない場合には、支払ったことがわかるようなもの（例えば通帳の写し等）を代わ

りの書類とすることができます。 

⑤ 写真（３枚） 
・設備の設置状況がわかるもの（１枚） 
・設備に「令和４年度東大阪市中小企業設備投資支援事業」の表示（シール、油性ペン等） 
を行っていただき、その表示部分を撮影してください（１枚）

・銘板等機械の型式がわかるもの（※２）（１枚） 
（※２）提出いただいた工業会の証明書と型式が一致しているか確認します。 

また、現場確認時にも型式の確認させていただきます。 
撮影が難しい場合はご相談ください
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８．見積書についての注意事項

見積No. 1234567890
見積日 2021/04/01

〒123-4567

合計金額 ¥7,700,000
支払条件 月末締め翌月末払い

有効期限 御見積後2週間

数量 単位 単価 金 額 摘要

1 6,000,000 6,000,000

1 50,000 50,000

1 300,000 300,000

1 700,000 700,000

7,050,000

▲50,000

小　　計 7,000,000
税率 10%
消費税 700,000
合　　計 7,700,000

大阪府東大阪市　●●

御 見 積 書

品　　　　名

マシニングセンタ
形式：ＭＢ－５６Ｖ

受皿
形式：ＭＵ－５６Ｖ

工具
形式：ＭＫ－５６Ｖ

【小計】

【出精値引】

以下余白

備考／

株式会社設備投資

配送料・設置料

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

〒５７７－８５２１
東大阪市荒本北１－１－１

東大阪市役所株式会社御中

工業会の証明書に記載の型式の設
備以外は補助対象にできません。

本体料金以外の費用（配送料・設
置料・講習料等）は補助対象にで
きません。

値引額は記載しないでください。
値引額が記載されている場合は本
体金額から差し引いた金額を補助
対象額とします。
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９．申請から補助金振込までの流れ（概要）

⓪導入する設備について先端設備等導入計画の認定を受ける
⇒下記ＵＲＬにアクセスまたは、「東大阪市＿先端設備」で検索
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022684.html

①電子申請システムから補助金交付申請
⇒必要書類を添付し、電子申請システムより申請ください。

②交付決定通知書の受領
⇒書類の内容に不備がなければ市役所から電子申請システム上で交付決
定通知をします。 

③設備導入
⇒令和５年２月２８日までに発注・納入・検収・支払まですべての手続
きを完了してください。

④実績報告書の提出
⇒電子申請システムで必要書類を添付し報告してください。令和５年２
月２８日までに提出してください。 

⑤確定通知書の受領・現場確認の日程調整
⇒書類の内容に不備がなければ市役所からメールで確定通知します。そ
の後、現場確認の日程調整もさせていただきます。 

⑥現場確認
⇒現場で工業会の証明書と実際に導入した設備の型式を銘板等で確認し
ます。 

⑦補助金振込


