
 
 
（記載例 1） 

様式第 １ 

番     号 

平成 年 月 日 

 一般社団法人 日本皮革産業連合会 

会 長 岩 﨑 幸 次 郎    殿 

                                          申請者住所  ・・・・・・・ 

                      会社名    ・・・・・・・ 

                                          代表者氏名  ・・・・  印 

 

 

 は虫類製革業基盤強化特別振興事業 

（ＣＩＴＥＳ高度化事業）助成金事業計画書 

 

は虫類製革業基盤強化特別振興事業助成金交付規程第５条第１項の規定に基

づき、上記事業計画書について、下記のとおり提出します。 

 

                    記  

 

１． 事業名           「一般社団法人日本皮革産業連合会 は虫類製革業基盤強化 

                  特別振興事業（ＣＩＴＥＳ高度化事業）助成金公募要領４．      

                  助成対象事業及び助成上限額」の表内の事業名をお書き下さ 

                  い。複数の事業を行う場合は、その全てをお書き下さい。(研 

                  究開発事業、販路開拓事業) 

 

２． 事業概要及び目的    現在の課題や背景などを踏まえ、どの様な事業を行うのか、

その事業の目的などをお書き下さい。    

 

３． 具体的な取組内容    どの様な事業を行うのか、費目毎に購入する設備や試作品の 

                  内容、改良する事業、展示品の製作や出展する展示会名など 

                  を記載して下さい。 

事業期間を２期に分けた場合は、事業期間毎に実施する事業 

について記載してください。 

 

４． 導入設備等の概要    設備を導入する場合は、その名称、型式、価格 

                台数、使用目的などを記載して下さい。  

                  設備等を改良する場合は、どの様な設備をどの様に改良 

し、何が向上するのかを記載して下さい。 

事業期間毎(第１期、第２期)に記載してください。 



５． 事業期間        事業の開始及び事業完了予定日を記載して下さい。 

                  研究開発事業の場合は、研究開発を行う期間もお書き下さい。 

                  上記２．の概要及び目的と連動して記載して下さい。 

事業期間毎（第１期、第２期）に記載してください。 

 

 

６． 事業実施により期待される効果及び目標 

               事業期間を２期に分けた場合、各期それぞれの位置づけ・期

待する効果等を記載してください。 

また、事業の取組により期待する効果及び事業目的等を踏ま 

え、各期それぞれの５年後の目標値等を記載して下さい。  

               (品質の確保、種類の拡充、柔らかさ、色合いなど) 

                   

７． 事業に要する経費、助成金対象経費 

(1) 収 入 

費目 金  額 

 

自己資金 

   手持ち資金、銀行借入金等 

円 

 

  助成金 

   助成金申請額 

 円 

 

  その他 

   上記以外の資金 

                  円 

 

  合 計  

   合計額 

                  円 

     

 （２）支 出 

 

経費の区分 

及び費目 

 

助成事業に要する 

経 費 

 

助成金対象 

経  費 

 

助成金申請額 

 

 

 別  紙  の  と お り 

    

    

合  計    

 

 ◇添付書類 

  ①役員名簿（別添１） 

  ②暴力団排除に関する誓約事項（別添２） 

  ③その他連合会が必要と認める書類 



 

（別添１） 

 

役員名簿（記載例） 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 

性別 会社名 役職名 
和暦 年 月 日 

ｸﾝﾚﾝ ｼﾞｯｼ 訓練 実施 S 30 03 04 M 株式会社訓練 代表取締役社長 

ﾄｳﾎｸ ｲﾁﾛｳ 東北 一郎 S 40 01 01 M 株式会社訓練 常務取締役 

ｶﾝｻｲ ﾊﾅｺ 関西 花子 S 45 12 24 F 株式会社訓練 取締役営業本部長 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

（注） 

 役員名簿については、氏名カナ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字 

（全角、姓と名の間も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正はＴ、昭和はＳ、平成は

Ｈ、数字は２桁半角）、性別（半角で男性はＭ、女性はＦ）、会社名及び役職名を記載す

る。（上記記載例参照）。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベ

ットのカナ読みを記載すること。  



（別添２） 

                           平成  年  月  日 

 一般社団法人 日本皮革産業連合会 

会 長 岩 﨑 幸 次 郎  殿 

 

                      住所： 

                      名称： 

                      代表者名：        印 

                      電話番号： 

 

 

          暴力団排除に関する誓約事項  

 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、助成金の交付の 

申請をするに当たって、また、交付対象事業の実施期間内及び完了後において

は、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を

被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

          

記 

 
(１)  法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、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）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人で

ある場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理

事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力

団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると

き。 

(２)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどして

いるとき。 

(３)  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若し

くは関与しているとき。 

(４)  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に

非難されるべき関係を有しているとき。 

 

 



（記載例２） 
別 紙                     
                         支  出  の  内  訳 
 
１．事業期間     第１期  平成〇年〇月〇日 ～ 平成〇年〇年〇日 
                ① 研究開発事業            
           第２期  平成〇年〇月〇日 ～ 平成〇年〇年〇日 
                ① 研究開発事業   ② 販路開拓事業  
２．支出の内訳                                            単位：円    

経費の区分及び費目 
 

事業に要する経費 
          

 助成金対象経費  助成金申請額 

第1期      
 ①研究開発事業  ・・・・・・・     ・・・・・・     ・・・・・・ 
 ◇試作品製作費     ・・・・・・     ・・・・・・     ・・・・・・ 
   原皮購入費 
    品名、数量  
   薬品代 
    品名、数量 
   副資材一式 
    品名 数量 
   外注加工費 
    加工名 件数 

    ・・・・・・ 
     
    ・・・・・・ 
     
    ・・・・・・ 
 
    ・・・・・・  

    ・・・・・ 
    
    ・・・・・ 
 
    ・・・・・ 
  
    ・・・・・ 

    ・・・・・・ 
    
    ・・・・・・ 
 
    ・・・・・・ 
  
    ・・・・・・ 

 ◇試験・検査依頼費     ・・・・・・     ・・・・・     ・・・・・・ 
   〇〇試験装置購入費 
    メーカー名 型式  

単価 台数 
   〇〇試験依頼費 
    件数 

    ・・・・・・ 
     
 

・・・・・・ 

    ・・・・・ 
 
  
    ・・・・・ 

    ・・・・・・ 
 
 
    ・・・・・・ 



 ◇機械装置等購入費     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
   〇〇機械購入費  
    メーカー名 型式 

単価 台数    
   ΔΔドラム購入費 
   メーカー名 型式  

単価 台数 

    ・・・・・・ 
      
 
    ・・・・・・ 
 
     

   ・・・・・ 
 
   
   ・・・・・ 

    ・・・・・・ 
 
 
    ・・・・・・ 

 ◇機械装置等改良費     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
   □□設備改良費 
    メーカー名 型式 台数   

    ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 

 ◇通信運搬費     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
   〇〇機械運搬費 
    大阪～東京  件数 

    ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 

 ◇通訳翻訳費     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
   カタログ翻訳費 
    @×枚数 

    ・・・・・・     ・・・・・     ・・・・・・ 

 ◇専門家謝金      ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
   専門家〇1名 
   @×日数×〇名 

    ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 

 第1期  計     ・・・・・・    ・・・・・      ・・・・・・ 
第2期 
 

   

 ①研究開発事業     ・・・・・・     ・・・・・ 
    

    ・・・・・・ 

  ・・・・・     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
  ・・・・・     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
  ・・・・・     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 
  ・・・・・     ・・・・・・    ・・・・・     ・・・・・・ 



②販路開拓事業     ・・・・・・     ・・・・・     ・・・・・・ 
  ・・・・・     ・・・・・・     ・・・・・     ・・・・・・ 
  ・・・・・     ・・・・・・   ・・・・・     ・・・・・・ 
  ・・・・・      ・・・・・・     ・・・・・     ・・・・・・ 
  ・・・・・     ・・・・・・     ・・・・・       ・・・・・・ 
  ・・・・・     ・・・・・・     ・・・・・     ・・・・・・ 
 第2期 計    ・・・・・・・・   ・・・・・・・・   ・・・・・・・・ 
 
    合  計 

 
   ・・・・・・・・ 

 
  ・・・・・・・・ 

 
   ・・・・・・・・ 

 
 
 


