
 

令和２年度 研究開発環境整備支援事業 

【募集要項】 

 

令和２年４月 

  

【応募事前連絡期間】 

令和２年４月１４日（火）から５月１５日（金）まで 

応募される方は、上記期間内に下記のホームページからダウンロードした「申請事前連絡票」に必

要事項を入力し、下記アドレス宛にＥメールをお送りください。 

   E メール    S1080102@section.metro.tokyo.jp 

   ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   https://www.senryaku.metro.tokyo.lg.jp/innovativeprojects/souyaku.html 

 ※Ｅメールの表題は「東京都ウェットラボ助成 ○○」（○○は申請予定者名）としてください。 

 

 

【応募書類の提出期間及び提出方法】 

令和２年５月１１日（月）から５月２１日（木）まで 

上記期間内に郵送にて提出をお願いします。（必着） 

※簡易書留やレターパック等配達記録が残る方法でお願いします。 

※事前に「申請事前連絡票」をお送りいただいた方が対象となります。 

 

 

【申込・応募書類提出先・問合せ先】 

東京都 戦略政策情報推進本部 戦略事業部 特区・戦略事業推進課内 先端事業推進担当 

〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎 24 階北側 

電話番号 0３－５３８８―２０５７（直通）、内線２２－２２４ 

mailto:S1080102@section.metro.tokyo.jp
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１ 事業の目的・概要 

  東京都では、製薬企業、支援機関、投資家等が集積する東京の強みを活かし、創薬・医療分野におけ

る産学官連携によるオープンイノベーションを支援することで、東京の成長に資する経済の活性化と、

都民・国民の健康長寿の実現に資する取組を実施しています。本事業は、オープンイノベーションの担

い手である、創薬・医療分野※1での実用化が期待されるシーズを有する方々の研究開発を促進するた

めに、研究開発に資する施設（ウェットラボ※2）への入居を支援するものです。 

 ※1 獣医療に係るもの及び医療機器に係るものは除きます。 

 ※2 本助成制度上での「ウェットラボ」とは、装置や薬品を用いて、各種法令等に則り適切に実験を行うこ

とのできる設備を有する施設で、施設の貸主または施設を管理運営する者が、当該施設を予めウェット

ラボとして整備し賃貸等の用に供している施設であり、且つ、入居者の施設利用に対して、適切な支援・

管理が行われている施設を指します。 

【具体例】 

・入居者の研究開発事業に対し、施設管理の観点から、バイオセーフティ等に関して、適切な支援や管

理が行われている施設 

・インキュベーションマネージャー、ラボマネージャー等が配置されている施設      

 

２ 応募資格 

次の（１）から（４）までの条件を全て満たすこと。 

（１）別紙１に定める創薬・医療分野におけるシーズを有し、自ら研究開発を行う以下のア及びイに該当

する者 

ア 創薬・医療分野においてシーズの実用化に向け具体的な研究開発事業を行う個人または法人。但

し、営利法人の場合は未上場であること 

イ 申請時点で都内のウェットラボに既に入居、又は都内のウェットラボに入居見込みの者 

（２）以下のア又はイのいずれかに該当する者であること 

ア 研究開発に資する都内の施設（ウェットラボ）へ入居し、当該施設使用の対価として費用負担し

ている者 

イ 研究開発に資する都内の施設（ウェットラボ）に新たに入居を予定しており、当該施設使用の対

価として費用負担の予定がある者 

（３）以下のア又はイのいずれかに該当する者であること 

ア 登記簿謄本（履歴事項全部事項証明書）（法人の場合）又は住民票及び公的機関が発行した顔写

真付きの証明書の写し（個人事業者の場合）により、所在地等が確認できること 

イ 都内の研究開発に資する施設に新たに入居する場合は、交付決定後速やかに、入居決定通知書や

賃貸借契約の写し等により入居が確認できること 

（４）以下のアからコまでの全てを満たすこと 

ア 本助成金の申請に係る経費について、他の助成金等の受給又はその決定を受けていないこと 

イ 所得税・事業税等を滞納していないこと 

ウ 国及び自治体に対する債務の支払いが滞っていないこと 

エ 過去に国、自治体又はそれらが設立した外郭団体等から助成を受け、不正等の事故を起こしてい

ないこと 

オ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在して



2 

 

いないこと 

カ 個人事業者にあっては事業主が破産手続開始決定を受けて復権を経ていない者でないこと 

キ 本助成金事業の実施にあたり必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること 

ク 東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号）に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽

業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業、社会通念上適切ではないと判断される者ではない

こと 

ケ 大学の場合は、都内に自らの施設（ウェットラボ）を有していないこと 

コ その他、都が助成金の支出先として適切ではないと判断する者ではないこと 

                        

 ３ 助成金額等及び対象経費 

事業計画が採択され、交付決定を受けた事業の期間終了後に実施する所定の検査に合格した後、次に

掲げる経費について、１年度当たり２００万円を上限に交付します。ただし、助成率は助成金対象経費

の２分の１以内です。 

 

【対象経費】 

都内における研究開発に資する施設（ウェットラボ）の利用の対価として支払う賃料・使用料 

 ア 交付決定の日から助成対象期間完了日までに、実施・支払いが完了した経費 

イ 助成対象経費（金額、内容等）の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして、明確

に区分できる経費 

ウ 助成事業者自身が入居に係る契約を締結すること 

エ 助成対象となる施設は住居の用に供してはならない 

オ 契約上賃借権の発生が排除されていないこと 

 カ 賃貸借契約や利用規約等に基づいて入居先から一定期間ごとに請求のあった経費（施設利用料、

施設に付帯する機器等の恒常的に発生する利用料） 

 キ 共同利用型の施設への入居の場合は、次項の「対象とならない経費 ア」によらず、賃貸借契約

や利用規約等に基づき賃料・使用料と不可分で定額請求される共益費に相当する経費については

対象に含まれるものとする。 

 

【対象とならない経費】 

ア 共益費、敷金、礼金、仲介料など施設の使用料以外の経費 

イ 消費税及び地方消費税、振込手数料等の間接経費 

ウ 助成対象期間外に発生又は支払いが行われた経費 

エ 契約書、請求書、振込控、領収書等の帳票類について不備のある経費 

オ 助成金交付申請書に記載されている内容以外の事業を行った場合。ただし、事前に都に承認を受

けた場合は除く。 

カ 都が指定する助成事業遂行状況報告書により遂行状況が確認できない場合 

キ 助成対象となる施設を第三者に有償・無償問わず賃借した場合 

ク 他の取引と相殺して支払いが行われている場合 

ケ 現金、他社発行の手形や小切手等による支払い（原則は金融機関からの振込払い） 

コ 助成対象となる施設の貸主が、親会社、子会社、関連企業（資本関係がある場合は発行株式総数

または出資総額の 2 分の 1 以上を所有または出資している会社、役員を兼務している会社、代
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表者の親族（三親等以内。以下同様）が経営する会社等）及び代表者の親族（個人）のいずれか

に該当する場合 

サ 国及び自治体、並びに東京都政策連携団体が直接管理運営する施設の入居に係る経費 

シ 入居先の請求に基づき支払う経費であっても、その請求が当該施設の付帯設備等の利用の都度発

生する経費 

ス その他都が適当でないと認めた経費 

 

４ 助成対象期間 

  交付決定の日から交付決定日の属する会計年度末まで 

※最長令和５年３月３１日まで（３か年度の助成の場合）。ただし、申請は年度毎に行うものとし、

審査の上、交付決定を行います。 

 

５ 令和２年度助成事業のスケジュール（予定） 

  令和２年４月１４日～５月１５日 応募事前連絡期間 

     ５月１１日～５月２１日 応募書類提出期間 

     ５月下旬～６月上旬   審査 

     ６月上旬～中旬     審査結果通知、採択候補事業者向け事務手続き説明会 

     ６月中旬以降      助成金交付申請の提出、助成金交付決定通知の送付 

 令和３年１月下旬        業務遂行状況報告の提出 

     ４月上旬        実績報告書の提出（３月３１日時点） 

     ４月          完了検査の実施 

     ５月          助成金交付 

※申請状況により時期については多少の変動があります 

＜助成金の支払いについて＞ 

 助成金の支払いは、助成期間完了後に実績報告をいただき、完了検査による助成金額の確定後、そ

の全額を交付します。 

 

６ 応募書類の作成及び提出 

（１）様式の入手方法 

東京都ホームページよりダウンロードして作成してください。 

https://www.senryaku.metro.tokyo.lg.jp/innovativeprojects/souyaku.html 

（２）提出書類 

別紙「応募書類一覧」を参照してください。（事業者形態ごとに異なります。） 

（３）応募・提出方法 

ア 応募事前連絡期間 

令和２年４月１４日（火）から５月１５日（金）までの間に、（１）のホームページからダウンロ

ードした「申請事前連絡票」に必要事項を入力し、Ｅメールにて下記の「申込・応募書類提出

先」のアドレス宛にお送りください。メールの表題は「東京都ウェットラボ助成 ○○」（○○は

申請予定者名）としてください。原則として「申請事前連絡票」提出のない方からの申請は受け
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付けませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

イ 応募書類提出期間 

令和２年５月１１日（月）から５月２１日（木）までの間に郵送によりご提出ください。（必着） 

事前に「申請事前連絡票」をお送りいただいた方が対象となります。また、簡易書留やレターパ

ック等配達記録が残る方法でお願いします。 

 

【申込・応募書類提出先】 

 東京都 戦略政策情報推進本部 戦略事業部 特区・戦略事業推進課内 先端事業推進担当 

〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎２４階北側 

電話番号  ０３－５３８８―２０５７（直通）、内線２２－２２４ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  https://www.senryaku.metro.tokyo.lg.jp/innovativeprojects/souyaku.html 

Ｅメール   S1080102@section.metro.tokyo.jp 

 

（４）応募書類の作成及び提出における注意事項 

ア 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査及び手続き以外の目的には使用しません。ま

た、応募書類は返却しません。 

イ 応募書類の作成・提出に係る経費は、応募者の負担とします。 

ウ 応募書類に不備がある場合、再提出・追加提出していただきます。 

エ 再提出・追加提出を求めた際、指定する期間内に再提出されない場合は辞退とみなします。 

オ 原則として、締切を過ぎての提出は受け付けられません。期限内の提出が難しい場合は締切まで

に「１２ 問合せ先」まで御連絡ください。 

   カ 事業計画書＜別紙＞は、採択された場合、助成金交付申請時に再度提出していただきますので、

電子データ等で保存してください。 

   キ 様式へ押印は、印鑑登録されたものを使用してください。 

   ク 必要に応じて事業内容を補足する資料を添付することは妨げませんが、その資料を以って事業計

画書の所定の記載事項を省略することはできません。イラストや画像を使用し、見やすさに配慮

して事業計画書を作成してください。 

 

７ 審査 

（１）審査方法 

  応募書類に基づき、外部の有識者による書類審査を行います。なお、応募期間締切後に必要に応じ

て応募内容に関するヒアリング等を実施する場合があります。審査を通過した申請者を支援対象者と

して採択します。 

（２）審査の視点 

ア 資格審査 

    応募資格・助成金の申請適格（対象経費の適否等）を有しているか。 

イ 事業審査 

① 研究開発事業の目的及び市場性・実現可能性  

・克服すべき課題が明確で、その対応や解決に必要な計画が設定されているか。 

・実現可能な事業計画を有しており、将来的な市場性が見込まれるものであるか。 
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② シーズのエビデンス・革新性  

・事業の中核となるシーズが科学的実証性を有するか。 

・事業の中核となるシーズが創薬・医療分野において、革新性や優位性を有するものであるか。 

③ 研究開発事業の実施体制 

・事業計画を実施できる程度の資本・資金計画を有しているか。 

・事業を管理し、的確・円滑に遂行できる体制や人材が整備されているか。また、必要な許認可

への対応を行っているか。 

④ 本助成金の必要性  

・本補助制度の活用目的が明確で、かつ補助金活用の高い必要性が認められるか。また、どのよ

うに着実な成長に繋げていくのかが明確か。 

（３）審査における注意事項 

   審査結果は、書面にてお知らせします。審査の経過・結果に関するお問い合わせには一切応じら

れません。 

 

８ 採択後の注意事項 

（１）審査会で採択された事業者は、指定する期間内に助成金交付申請書を都へ提出し、審査のうえ助成

金交付決定を行います。交付決定額は助成金の上限を示すものであり、対象事業期間完了及び検査後

に助成金の額が確定されます（交付予定額から減額されることがあります。）。 

（２）採択は３か年度の助成金交付を保証するものではありません。都の予算が認められた場合に、希望

者は当該年度の交付申請を行い、審査で認められると助成金交付決定を行います。 

（３）交付決定を受けた事業者（以下「助成事業者」という。）は、助成事業が完了したとき（助成事業

の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）又は都の会計年度が終了したときは、速やかに実績報

告書を都に提出しなければなりません。 

（４）助成金は、実績報告書の提出後、それに基づく検査を経て助成金の支払いする額が確定した場合に

お支払いします（それまでの間は、助成事業者の立替払いとなります。）。実績報告の基準日は、年度

末の３月末となります。 

（５）助成事業者が事業計画書及び交付申請書に記載した内容と異なる事業を行った場合（事前に都の承

認を受けた場合は除く。）や助成事業遂行の見込みがないと認められる場合には、助成事業の打切り

を命じることがあります。 

（６）原則として、助成事業終了後の助成金額確定に当たり、助成対象として交付決定を受けた事業内容

を実施していることが助成金支払いの条件となります。また、都が指定する期限までに帳票類の確認

ができない場合、当該経費は助成対象外になります。 

（７）助成対象期間の途中で、施設の使用実績が無いとみなされるなど、応募資格の要件から外れた場合

は助成金が支払われません。 

 

９ 助成事業者の義務等 

（１）助成事業者は、助成事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区

分して経理し、常にその状況を明らかにし、助成事業の完了の日の属する年度の終了後５年間、都の

要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかねばなりません。 

（２）助成事業者は、助成事業の内容を著しく変更しようとする場合（助成対象となる事業所の変更を含

む。）又は助成事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を受けなければなりません。 
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（３）助成事業者は原則として各年度の交付決定から１２月３１日までの助成事業の遂行状況について、

当該日より３０日以内に報告しなければなりません。 

（４）助成事業者は、助成事業の終了後、都の求めに応じ、助成事業のその後の状況等について、報告書

を提出していただく場合があります。 

 

１０ 助成事業の取消し・返還 

  助成事業者が、以下のいずれかに該当した場合又は助成事業の打切りがあった場合は、助成金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことがあります。助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助

成金が交付されているときは、助成金を返還することになります。また、刑事罰が適用される場合もあ

るので、十分注意してください。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき。 

（３）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、法令若しくは交付決定に基づく命令に違反したと

き。 

（４）東京都暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第

４号に規定する暴力団関係者に該当するに至ったとき。 

 

１１ その他 

（１）助成事業の進捗状況確認のため、実地検査に入ることがあります。 

（２）支援対象事業として採択された場合、企業名、代表者名、所在地、電話番号、設立年月、資本金、

業種、従業員数、交付年度、助成金額、テーマ名、事業内容等について公表する場合があります。 

 

１２ 問合せ先 

本募集に関する問合せは以下へお願いいたします。 

  

東京都 戦略政策情報推進本部 戦略事業部 特区・戦略事業推進課内 先端事業推進担当 

〒１６３－８００１ 新宿区西新宿２－８－１ 東京都庁第一本庁舎２４階北側 

ＴＥＬ ０３－５３８８―２０５７（直通）、内線２２－２２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

別紙１ 

 

創薬・医療分野における研究シーズ 

医薬品・創薬 低分子医薬、バイオ医薬、ワクチン、ドラッグデリバリーシステム、医薬原料 

創薬支援・受託サー

ビス 

受託合成・製造、受託解析、化合物ライブラリー・スクリーニング、実験動物生産・

実験動物受託サービス、CMO（医薬品製造受託機関）、CRO（医薬品開発業務受託機

関）、SMO（治験施設支援機関）、創薬研究支援ソフト・ラボ情報システム、創薬 IT、

計算創薬 

医療・診断 
遺伝子治療、再生医療（細胞、培養液、培地、試薬など）、免疫療法、遺伝子診断、画

像診断、バイオマーカー 

その他 

スマートセルインダストリー分野、バイオインフォマティクス分野、デジタル分野等

のうち上記の各分野に密接に関連するもの、上記の各分野の周辺技術等で上記の各分

野の研究開発等に資するもの 

※医療機器の研究に係るものは除く 
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別紙２  

 

応募書類一覧 

・複数枚にわたるものはページを打ち、左上をステープラ等で一か所留めてください。 

・１～７の順番で正本（原本）と副本（写し等）で各１セットずつ左上をクリップ止めして、封筒等に入

れて提出してください。その際、封筒の宛名面には『研究開発環境整備支援事業応募書類』と記載して

ください。 

No 書類の名称 備 考 

事業者形態 

法人 個人 

未決算 

法人・個

人 

１ 事業計画書 
代表者印を押印のこと 

別紙様式を使用のこと（※２） 
○ 

２ 

入居する施設との賃貸借契約書・

入居決定通知書等の写し及び入居

施設の概要 

未契約の場合は見積書又は価

格表等が記載されている書面 
○ 

３ 
経歴書（概要・研究開発事業の実

績が分かるもの） 

概要（会社概要でも可・研究開

発事業の実績が分かるもの） 
○ 

４ 

確定申告書の写し（２期分）（※３） 

別紙一～十六、決算書、法人事

業概況説明書、科目内訳書など

全て 

○１ 

(※1) 
  

確定申告書の写し（２期分）（※３） 
事業の収支内訳書又は青色申

告決算書（貸借対照表を含む） 
 ○１  

未決算の法人及び個人事業者 

①源泉徴収票（※４） 

②助成事業期間の資金繰り表 

 

②書式自由 
△１ △１ ○ 

５ 

登記簿謄本 
履歴事項全部事項証明書 

発行後３か月以内のもの 
○  

○ 

※どちらか 
住民票 発行後３か月以内のもの  ○ 

６ 印鑑証明 
発行後３か月以内のもの（法人

の場合は代表者印） 
○ 

７ 

法人事業税及び法人都道府県民税

の納税証明書 
各税務機関発行 ○２   

個人事業者で事業税が課税対象の方 

①個人事業税の納税証明書 

②住民税納税証明書 
各税務機関発行  ○２  

事業税が非課税の方（未決算の法人、個人事業者） 

①所得税納税証明書（その２） 

②住民税納税証明書 
各税務機関発行 △２ △２ ○ 
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（※１）事業者形態ごとに○１がない場合は△１、○２がない場合は△２を提出のこと 

（※２）様式はホームーページからダウンロードのこと 

（※３）税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの 

     創業２年未満の企業については直近１年分でも可 

（※４）源泉徴収票の代わりに税務署発行の納税証明書（その２）でも可 

＜留意事項＞ 

・所得税及び住民税に係る証明書は代表者のもの 

・提出書類はすべて直近のもの 


