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１ 事業の目的 

 本事業は、市外からの進出企業が地域の企業や団体等（以下「地域企業等」という。）

と連携して行う、地域課題解決に向けた情報通信技術等※を活用したサービスの実装化

の取組を支援することで、本市での継続的な事業展開や社員の定着等を促進することを

目的としています。 

※情報通信技術等：ICT、AI、IoT、ロボット等先端技術全般とします。 

 なお、「第２期会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に適合した取組が対象

となります。 

 

２ 補助対象者 

（１） 要件 

 本補助金による支援を受けようとする進出企業は、市外に本店又は主たる事業所を有

し、かつ、次のいずれかを満たす必要があります。 

  ① 本市内に拠点等（下記施設への入居に限る。以下同じ。）を有する企業 

  ② 本市内に拠点等を設けることが決定している企業（ただし、本事業による支援 

   を受けようとする年度内に拠点等を設ける場合に限る。） 

 ただし、①又は②に類するものとして、「５ 実装化計画書の審査」に掲げる審査会 

が認めた企業については、対象となります。 

 

 施設名 所在地 

1 行仁町第 1 サテライトオフィス 行仁町 8-29 

2 行仁町第 2 サテライトオフィス 行仁町 8-29 

3 旧黒河内医院サテライトオフィス 中町 1-20 

4 スマートシティ AiCT 東栄町 1-7 

   

（２） 地域企業等との連携 

本補助金による支援を受けようとする進出企業は、地域企業等とのコンソーシアム組

成や協定締結など、地域企業等との連携のもと、地域課題解決に向けた先端サービスの

実装化の取組を実施することを要件としています。 

 

（３） 留意事項 

過去３年以内に市税を滞納している企業、事業完了後３年以上本市での事業継続が見

込めない企業、交付申請時に暴力団排除について誓約できない企業については、補助の

対象とはなりません。 
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３ 補助対象経費等 

（１） 補助対象経費 

  補助事業の実施に必要なソフト経費（下記）のうち、予算の範囲内で補助交付の対

象として市長が認める経費とします。ただし、不動産など進出企業の資産形成につな

がるものや、汎用性が高く、補助事業の実施に直接必要かどうか判別が不明確なもの

は除き、補助事業に支出した金額を証拠書類によって確認できるものに限ります。 

① 実装に向けた企画・立案に要する経費 

② 実証実験の実施・運営に要する経費 

③ サービスの開発・改修に要する経費 

④ 広報、PR に要する経費 

⑤ その他補助事業の実施に必要と認められる経費 

※ソフト経費の例：人件費、旅費、会場使用料、リース料、委託料、通信運搬費、

印刷製本費、広告費など 

 

（２） 補助率及び限度額 

  補助対象経費の 10 分の 10 以内の額(限度額 500 万円)とします。なお、予算の範囲

内での補助であり、交付決定額が申請額を下回る可能性があります。 

 

（３）補助金の交付回数 

  同一事業者に対する補助金の交付は通算して２回を限度とし、その都度申請に基づ

く審査により決定します。 

 

（４）留意事項 

  申請書への虚偽記載、交付条件への違反、その他補助金の交付が適当でないと認め

られた場合には、補助金の支払いが完了した後であっても交付決定の取消しを行い、

補助金の全部又は一部の返還を命じる場合があります。 

 

 

４ 応募書類及び応募方法 

（１） 応募書類 

① 地域課題解決型先端サービス実装化支援事業補助金交付申請書（第１号様式） 

② 先端サービス実装化事業計画書 

③ 収支予算書 

④ 本市に拠点等を有していること又は本市に拠点等を設けることが決定してい 

ることを確認できる書類（不動産賃貸借契約書の写し等） 

⑤ 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（発行日から３ヶ月以内のもの）の 
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写し 

⑥ 直近３年間の市税の納税証明書（全部証明） 

 

（２） 提出期限 

 令和４年 10 月 28 日（金）17 時 15 分までの到着分まで受付 

 

（３） 提出先 

「８ 担当課」記載の担当課 

 

（４） 提出方法  

持参または郵送により提出してください。 

 

（５） 提出部数 

１部 

 

（６） 留意事項 

・Ａ４判片面、文字は 11 ポイント以上で印刷し、ページ番号を付して、左綴じ（ダ

ブルクリップ止め）で１冊にまとめてください。 

・応募書類は、原則として返却しません。 

・応募に要する一切の経費は、申請者の負担とします。 

・応募書類は、本市が受理した段階で「公文書」となり、情報公開請求の対象とな 

ります。情報公開請求があった場合は、本市の情報公開条例に則って公開される 

場合があります。 

 

 

５ 先端サービス実装化事業計画書等の審査 

（１） 審査の体制 

  「地域課題解決型先端サービス実装化支援事業補助対象事業認定審査会」（以下「審

査会」という。）において、応募書類等の審査を行います。委員は５人以内で構成す

ることとし、その氏名は補助対象事業認定後に公表することとします。 

  審査会による事業計画書等の審査結果を踏まえ、市長が交付の決定を行います。審

査結果及び審査の経緯については、市から申請者に個別にお知らせする他、市ホーム

ページで公表することがあります。 

 

（２） 審査の手順 

  審査にあたっては以下のとおり、申請者から審査会に対し、応募内容の説明（プレ
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ゼンテーション）を行っていただきます。 

  ① 開催予定 

    令和４年 11 月２日（水） 

※参加順、集合時間その他詳細は後日改めて通知します。 

  ② 場所 

    会津若松市内（未定） 

  ③ 出席者 

    １申請者あたり２名以内とします。 

  ④ 説明時間 

    １申請者あたり、プレゼンテーションは７分以内（質疑応答時間を含め 15 分 

以内）としますが、申請者数によっては調整を行う場合もあります。 

  ⑤ 資料配布等 

    事前に提出した事業計画書に基づく説明を行い、追加資料の配布や投影は禁止

します。 

 

（３） 審査の観点 

①「市第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」への適合 

・「市第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」への適合が明確かつ具体的に示 

されているか。 

②地域企業等（地域の企業や団体等）との連携体制 

・地域企業等との具体的な連携体制が構築されているか（または構築される見込 

みであるか）。 

・地域企業等との連携にあたり、役割分担が明確かつ具体的に示されているか。 

    ③地域課題の設定と解決方策 

・地域課題は、本市や地域企業等の実情を適切に反映しているか。 

・先端サービスの実装を地域課題の解決につなげていく道筋が明確かつ具体的 

に示されているか。 

・事業の評価指標としてふさわしく、解決を目指す地域課題に関連した KPI（重 

要評価指標）が設定されているか。 

④事業の持続可能性 

・申請者は本市において継続的に事業を実施すると見込まれるか。 

・事業実施により、関係人口の増加や申請者の社員の定着・定住等につながると 

見込まれるか。 

・事業プロセスやスケジュール、事業規模等が具体的かつ実現可能か。 

⑤地域への経済波及効果等 

・地域企業への発注や雇用の創出など、地域への経済波及効果が見込まれるか。 
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・データ連携によって、さらに付加価値の高いサービス等の創出が見込まれるか。 

 

６ 状況報告及び実績報告 

（１） 状況報告 

事業実施期間中、市からの求めに応じ、地域課題解決型先端サービス実装化支

援事業遂行状況報告書（第３号様式）により、事業の遂行の報告を行っていただ

くことがあります。 

 

（２） 実績報告 

本年度末には、地域課題解決型先端サービス実装化支援事業実績報告書（第４

号様式）により、実績報告を行っていただきます。 

期限は、事業完了の日（事業廃止について市長の承認を受けた場合において

は、承認を受けた日）から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付を受け

た年度の３月 15 日のいずれか早い日までとします。 

 

 

７ スケジュール 

項目 年月日等 

事業募集開始 令和４年 10 月５日 

応募書類提出期限 令和４年 10 月 28 日 

審査会（プレゼンテーション） 令和４年 11 月２日 

選定結果通知 令和４年 11 月上旬 

交付申請書の提出 同上 

交付決定 同上 

事業実施・状況報告 令和４年 11 月～令和５年３月（適宜） 

事業完了・実績報告書 令和５年３月 15 日まで 

実績報告に伴う調査等 実績報告書提出以降 

補助金額の確定 同上 

補助金請求書の提出 補助金額の確定以降 

補助金交付 令和５年４月下旬までに交付 

 

８ 担当課（応募書類提出先）・問い合わせ先 

 会津若松市役所企画政策部企画調整課スマートシティ推進室 

  所在地：〒965-0873 会津若松市追手町２番 41 号 追手町第二庁舎 

  電 話：0242-23-4186  FAX：0242-39-1400 

  メール：smart@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 


