
多摩イノベーションエコシステム促進事業

リーディングプロジェクト
【募集要項】

多摩イノベーションエコシステム促進事業は、「多摩地域のイノベーションエコシステム形
成に向けた取組方針」をもとに、多摩地域に集積している技術力の高い中小企業や大学・研究
機関などの多様な主体が交流し連携を強める取組を展開し、多摩地域でイノベーションを起こ
し続ける好循環をつくることで、さらなる地域産業の活性化を図ることを目的としています。

本募集要項では、多摩地域でのイノベーション創出のアドバルーン（成功事例）となる
「リーディングプロジェクト」を作り出すため、研究開発を終えた製品・サービスの社会実装
に向けた検証に取り組む企業等を募集し、支援を行います。

下記URLからダウンロードしてください。

◆多摩イノベーションエコシステム促進事業（東京都産業労働局ホームページ）

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/gijustu/tamainnovation/index.html

▪配布資料・応募書類一覧

▪募集要項（本紙）

▪応募書類フォーマット様式1～5

応募書類の入手方法

◆応募方法：事務局のメールアドレス宛に、応募書類を送付してください。

◆提出期限：エントリーシート 令和4年6月7日（火）12 時00分（正午）まで【必着】

応募書類 令和4年6月15日（水）12 時00分（正午）まで【必着】

応募方法・提出期限

「多摩イノベーションエコシステム促進事業」事務局

（有限責任監査法人トーマツリスクアドバイザリー事業本部 G&PS 森本、伊藤、山崎）

電 話 番 号：03-6213-1251

メールアドレス：tama_innovation_ecosystem@tohmatsu.co.jp

問い合わせ先

説明会の開催

◆開催日程：第１回 令和4年5月24日（火）15:00～16:00

第２回 令和4年5月25日（水）13:00～14:00

◆申込方法：事務局のメールアドレス宛に、ご希望の参加日程及び当日の参加者(所属・氏名)

を連絡してください。参加者は１事業者当たり２名までとします。

◆申込期限：令和4年5月23日（月）12 時00分（正午）まで

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/gijustu/tamainnovation/index.html
mailto:tama_innovation_ecosystem@tohmatsu.co.jp


１ 定義

本事業並びに本募集要項における用語の定義は、以下の通りとします。

本事業 令和４年度多摩イノベーションエコシステム促進事業

事務局 本事業において、リーディングプロジェクトの募集・選定、支援を行う者。

リーディング
プロジェクト

多摩地域でのイノベーション創出のアドバルーンとなり得る取組。

プロジェクト
チーム

リーディングプロジェクトへ参加する複数の事業者等（中小企業、スタート
アップ、大企業、大学、研究機関等）の集合。多摩地域の事業者等が含まれ
ることが望ましい。

代表事業者
プロジェクトチームのうち主たる企業として応募・運営・管理を行う事業者。
本事業では、中小企業（スタートアップを含む）とする。

多摩地域
東京都のうち23区と島しょ部（伊豆諸島及び小笠原諸島）を除いた30市町村
（26市3町1村）

重点テーマ

多摩地域の社会的な課題や企業の特徴等を捉え、イノベーション創出に向け
て設定した、優先的に取り組むべき９つのテーマ。

検証

研究開発を終えた製品・サービスの社会実装に向けた検証。

◆本事業における支援の範囲
「デモ機を活用した検証」「PoC（概念実証）」「PoCを踏まえた試作品開
発」「実証実験（一部の領域）」「実証実験（他領域への展開）」のいずれ
かに該当するものとする。

（従って、「秘密保持契約の締結」のみなど、具体的な、何らかの新しい技
術やビジネスモデルの試用を伴わないものは対象外とする。）

◆重点テーマ

（「多摩地域のイノベーションエコシステム形成に向けた取組方針」より）

＜製品・サービス開発の一般的な流れ＞
支援の範囲



２ プロジェクトの要件

リーディングプロジェクトは、以下の要件を全て満たすものとします。

３ 応募資格

(1)重点テーマのいずれかに該当するプロジェクト内容であること

(2)多摩における地域や企業の課題、特徴、ユニークさを踏まえた取組であること

(3)研究開発を終えた製品・サービスの社会実装に向けた検証を多摩地域内で実施すること

(4)将来において多摩地域及び社会へのインパクトや、多摩地域における産業創出への広がりが期待で
きるプロジェクトであること（プロジェクトが中長期に目指す姿が描かれていること）

(5)令和５年２月末までの検証内容・スケジュールが明確であること

(6)令和５年２月末までに何らかの成果が生じ、対外的な発表が出来ること。なお、プロジェクト全体
が完遂しなくとも良い

(7)国・都道府県・区市町村等から何らかの支援を受けて同一の内容で検証を実施していないこと。
検証フェーズ・内容等が異なれば本事業の対象となり得る

※1 代表事業者は、以下の役割を担うものとする

(1)プロジェクトチームを代表して応募書類を提出し、費用支援を受領すること

(2)プロジェクトの中核として運営・管理する責任を負うこと

(3)本事業の選定後、必要に応じてチーム構成企業と共同事業の実施に係る契約を締結すること

※2 中小企業の定義は、中小企業基本法の以下の規定に基づく

中小企業庁（https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html）

応募者は、以下の要件をすべて満たすものとします。

(1)複数の主体（中小企業、スタートアップ、大企業、大学、研究機関等）で構成するチームであること

(2)プロジェクトチームの代表事業者（※1）は、中小企業（※2）（スタートアップを含む）とする

(3)プロジェクトチームに参加する主体が、次の①～④のいずれも該当すること
①法令等や公的機関等との契約における違反や税金の滞納がないこと
②公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人・団体等でないこと。政治活動、宗教活動、
選挙活動を事業目的とする組織体でないこと

③暴力団（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。）
第２条第２号に規定する暴力団をいう。）に該当せず、又は法人その他の団体の代表者、役員
又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴力団並びに暴排条例第２条第３号
に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当する者がないこと

④その他、事務局が本プログラムを提供するにふさわしくないと判断する業務等を有さないこと

(4)チーム構成企業等の役職員が代表事業者の役職員を兼務していないこと

(5)チーム構成企業内において資本の出資関係がないこと

業種分類 中小企業基本法の定義

製造業その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人



４ 支援内容

本事業では、10件程度のリーディングプロジェクトを選定し、事務局から以下の支援を行
います。

＜対象費目＞

大項目 小項目

事業費
安全対策費、機器レンタル費、運搬費、工事費、

役務費、会場使用料、広報費 等

委託・外注費
事業者との秘密保持契約が必要な専門的業務や高度且つ専門的な個別判断が求められ
るアドバイザリーに対する委託・外注費・謝金費用（例：研究開発・法務・知財等に
関する専門家からのコンサルティング・サービスや顧問弁理士に対する謝金等）

(2)費用支援

検証に要する費用について、1プロジェクト当たり最大500万円（税込）を支援する。

＜支援スキーム＞

５ 支援期間

令和４年７月中旬～令和５年３月まで

※支援期間中に中間報告及び最終報告の実施を予定しています。

(1)ハンズオン支援

社会実装に向けたプロジェクトの検証の計画策定から実行について、事務局より以下に関する助言等
を行う。

(※1)必要に応じて、技術、知財、法律等に関する専門家を事務局が紹介し、メンタリングを実施。
原則、１プロジェクトあたり４回までとする。

（秘密保持契約が必要となる内容はスポットメンタリングの対象外。）

①プロジェクト目標設計及び事業計画策定、企業間調整、進行管理

②必要な資金の算出及び調整

③検証支援（事前確認、調整、計画書作成等を含む）・進行管理

④検証結果取りまとめ及び報告資料作成

⑤スポットメンタリング（※1）

各リーディングプロジェクトへの支援内容は、応募書類に基づき、選定後に事務局が決定する。



検証
【7～2月】

６ 応募方法

＜応募書類＞

・事務局は、応募書類に基づき審査を行い、ハンズオン支援内容及び支援対象費目・金額を決定する。

決定以前に発生した経費は支援対象外となる。

・代表事業者は、支援期間中の活動状況・費用の使用状況について、事務局が別途指定する「活動報
告書」を定期的に提出すること（提出頻度は選定後に決定）。

・事務局は、提出された「活動実績報告」の検収後に、最終的な支払額を決定し、代表事業者に支払
を行う。

・支援内容等決定後にやむを得ず取組内容の変更、遅延、中止等が発生する場合、事務局との協議に
より支援内容や支援対象費目・金額の変更を行う。その際、代表事業者は「変更届」（後日様式を
配布）を提出すること。なお、必ずしも変更が認められるとは限らない。

＜支援内容の決定等＞

応募
【5～6月】

審査・選定
【6～7月】

支援内容・
金額決定
【7月】

活動報告書
提出

【7～2月】

活動実績報告
提出

【2月】

最終報告・
精算等

【3月以降】

変更届提出
【随時】

代表事業者は、下記応募書類を提出期限までに事務局（「問い合わせ先」記載のメールアド
レス）まで送付してください。事務局より、受付完了メールを当日中に返信しますので、ご確
認ください。なお、代表事業者当たり応募は1件までとします。

※メールに応募書類を添付できない場合は、ファイル共有ツールのダウンロード先リンクを
事務局までお送りください。

No 資料名 記載事項 提出期限

様式１
エントリー
シート

・代表事業者名、所在地、連絡先等を記載
・はんこレスの観点から押印は不要とするが、提出はプロジェクトチー
ム及び代表事業者での意思決定を踏まえたものであること

6/7(火)
12時

様式２ 申込書
・案件名（プロジェクト名称）、代表事業者名、参加事業者名等を記載
・該当する重点テーマ、希望するハンズオン支援内容（①～⑤から選
択）を記載

6/15(水)

12時

様式３ 提案書

・「提案書フォーマット」「様式5：提案書記載事項一覧」を参照の上、
プロジェクトの概要、ビジネスモデル、体制・スケジュール等を記載
・パワーポイント形式、フォントサイズ12pt以上、A4横、10枚まで。
（「参考資料」は自由様式だが、上記枚数上限に含める。表紙・目次は
枚数に含めない。）

・様式2に記した「案件名（プロジェクト名称）」を記載のこと

6/15(水)

12時

様式４
経費算出
書類

・希望する対象費目（事業費、委託・外注費）、金額等を記載
・様式2に記した「案件名（プロジェクト名称）」を記載のこと

6/15(水)

12時

様式５
提案書記載
事項一覧

・提案書において、提案書記載事項に該当する内容が記載されている頁
番号

6/15(水)

12時



７ 審査・選定方法

(1)審査基準

以下の基準を満たすか否かを審査の観点とする。

詳細な審査基準については、「様式5：提案書記載事項一覧」を参照。

・事業趣旨との合目的性
・新規性・独自性
・検証の有効性
・実現可能性

(2)書面審査

提出された書類に基づき、事務局にて書面審査を行う。

提案が「２プロジェクトの要件」「３応募資格」に合致しているか審査を行い、要件を満たしていな
い場合、この時点で審査を終了する。

また、審査の過程で、事務局から応募内容に関して追加の説明や資料の提出を求めることがある。

(3)プレゼン審査

書面審査を通過した提案について、６月下旬を目途に口頭プレゼンテーションと質疑応答を実施する。

(4)選定結果通知

7月上旬を目途に応募者に通知する。

なお、選考過程は公表しない。また、審査結果についての異議申立は受け付けない。

＜応募～選定の流れ＞

本募集要項に関する説明会を実施します。

申込方法：令和4年5月23日（月）12時までに「問い合わせ先」記載のメールアドレス宛に、

当日の参加者（所属・氏名）及びご希望の参加日程を連絡すること。

（参加者は１事業者当たり２名まで）

質問事項：説明会当日の席上、または説明会後メールにて受け付ける。

受け付けた質問事項のうち、特定の参加者に関しない一般的な内容に対する回答は、
全ての参加者に対して提示する。

８ 説明会

回数 日程 時間 開催方法

第１回 令和４年５月２４日（火） 15:00～16:00
オンライン開催（Zoom)

第２回 令和４年５月２５日（水） 13:00～14:00

※説明会の内容はどちらの回も同じです。

応募にあたって説明会への出席は必須ではありませんが、可能な限りご参加ください。



１０ 問い合わせ先

本事業に関する問い合わせは、以下にて受け付けます。

「多摩イノベーションエコシステム促進事業」事務局

有限責任監査法人トーマツリスクアドバイザリー事業本部G&PS

（「令和4年多摩イノベーションエコシステム促進事業に係る業務の企画・運営委託」受託者）

担当者：森本、伊藤、山崎

住所：〒100-8360 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号丸の内二重橋ビルディング

メールアドレス：tama_innovation_ecosystem@tohmatsu.co.jp

電話番号：03-6213-1251

９ 留意事項

(1)応募に際して

・応募者である代表事業者は、応募時に入力する個人情報については以下を承諾するものとする。

①応募時に入力する個人情報は、本事業の範囲内でのみ利用すること。

②応募様式の提出をもって、入力した個人情報が上記の利用目的の範囲内で、審査員（外部有識者含
む）に提供されることに同意したものとみなされること。

・企画提案及び応募書類作成に要する全ての費用は、応募者の負担とする。

(2)プロジェクト選定後

・検証は、関係法令等を遵守し、選定されたプロジェクトチームの責任で実施すること、検証の実施
に際して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、プロジェクトチームがその
費用を負担すること。また、法的な確認等が取れない場合、選定見送りとなることがある。

・本事業で発生した知的財産権等は、プロジェクトチームに帰属する。

・リーディングプロジェクトに参加する事業者等は、多摩イノベーションコミュニティ（※）への参画
を原則とする。

（※）多摩地域でのイノベーション創出に関心を持つ事業者等の交流・相互連携を目的とするコミュ
ニティであり、令和４年夏頃に活動開始予定。コミュニティでは、事業者等による交流・連携
の活性化やビジネスアイデア・新たなプロジェクトの創出を目指した活動を予定している。

・リーディングプロジェクトに参加する事業者等は、事務局が行う本事業のイベント・WEBサイト等で
の情報発信や各種調査等に協力すること。

mailto:tama_innovation_ecosystem@tohmatsu.co.jp

