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「リモートワークで秋田暮らし」推進拠点整備事業実施要領

（目的）

第１条 本事業は、首都圏企業等の社員の利用を目的とするリモートワーク推進拠点を県内にお

いて新たに整備する県内企業に対して、推進拠点の施設整備に係る経費を補助することにより、

リモートワークの急速な普及を踏まえた、人材誘致という新たな視点からの移住者の拡大を図

ることを目的とする。

（通則）

第２条 「リモートワークで秋田暮らし」推進拠点整備事業費補助金（以下「補助金」という。）

に係る交付手続き等については、秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号。以下「財務

規則」という。）、秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課関係補助金等交付要綱（以下「交

付要綱」という。）及び関係法令等に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。

（定義）

第３条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(１) 移住者

県に事前に移住定住登録を行った上で、別表１に掲げる要件のいずれかを満たした

者をいう。

(２) リモートワーク推進拠点

リモートワークによる県内への移住者の拡大に向け、第４条に規定する人材誘致計

画のもと、首都圏企業等の社員に対して従来の勤務場所や自宅とは別に本県内におい

て、首都圏企業等での通常勤務と同等程度の執務環境を提供することを主な目的とす

る施設をいう。

（補助対象となる事業）

第４条 補助金の交付対象となる事業は、リモートワーク推進拠点となる施設の整備・改修事業

であって、次の全ての事項に該当する事業（以下「補助事業」という。）とする。

(１) 施設を利用する首都圏企業等の業種や利用部署、利用規模等に関する人材誘致計画をあ

らかじめ策定していること。

(２) リモートワーク推進拠点（以下「推進拠点」という。）の施設整備、運営及び人材誘致計

画の実現に向けた取組が一体となった事業計画を有すること。ただし、既にレンタルオフ

ィスやコワーキングスペース等として運営している施設を改修するものは対象外とする。

(３) 複数の企業の社員や個人事業主等が利用できる共用型の施設であること。

(４) 推進拠点の施設規模等は、原則として、次のアからキの条件を満たしていること。

ア 面積は、１００㎡以上とすること。

イ 机、椅子、電源、無線ＬＡＮ、プリンタなどが設置され、複数の利用者が一度に利用

できる席数を確保すること（原則として、全ての座席で電源、無線ＬＡＮ、プリンタが

使用できること。）。

ウ インターネット回線や無線ＬＡＮについて、リモートワークの円滑な実施に向け十分

な通信速度の確保及びセキュリティ対策を講じていること。

エ 首都圏企業等での勤務場所や取引先等とＷＥＢ会議を行うことができる設備及び専用

スペースを設けていること。
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オ 常駐の施設管理者を配置する、又はカメラ等による監視を行うこと。

カ 専用ウェブサイト等を開設し、利用者が施設の概要情報（設置状況や写真、利用料金

形態など）を入手できること。

キ その他施設利用に必要な設備や備品を整備していること。

(５) 第６条に規定する採択申込みの時点で、次のアからエの条件を満たしていること。

ア 施設の整備・改修工事や備品購入の内容が概ね確定していること。

イ 他の者が所有する建物等を賃借して設置する場合は、整備・改修工事等について、貸

主からの承諾を得ていること。

ウ 他の者が所有する建物等を既に賃借している場合は、貸主に対する賃料や使用料等の

債務の支払いが滞ってないこと。

エ 補助金の交付決定を受けた日が属する年度の２月末までに補助事業が完了する見込み

であること。

(６) 補助事業終了後も、継続して推進拠点の運営を行う予定であること。

（補助対象者）

第５条 補助金の交付対象者は、推進拠点を県内に新たに整備する別表２に掲げる法人又は個人

のうち、次に掲げる全ての事項に該当し、かつ、第７条に規定する採択決定を受けた者とする。

(１) 秋田県内に本社を有する法人又は主たる事業所を有する個人であって、自ら推進拠点を

整備、運営し、人材誘致計画を策定・遂行すること。

(２) 国税及び地方税に未納がないこと。

(３) 破産、清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがなされていないこと。

(４) 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）に基づく暴

力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと。

(５) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第６項に

規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第１３項に規定する接客業務受託営業を営む者で

ないこと。

(６) その他、本事業の趣旨や目的から適切でないと知事が判断する者でないこと。

（採択申込み）

第６条 本事業の採択を希望する者は、推進拠点の施設整備に着手する前に、別に定める募集期

間内に採択申込書（様式第１号）を知事に提出しなければならない。

２ 前項の採択申込書には、次の書類を添付するものとする。

(１) 事業概要書（様式第２号）

(２) 事業計画書（様式第３号）

(３) 人材誘致計画（様式第４号）

(４) その他別表３に掲げる書類（様式第５号から第９号）

３ 採択申込者は、第１項の採択申込書を提出するときは、補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗

じて得た金額の合計額をいう。）（以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額しなければな

らない。
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（採択等）

第７条 知事は、前条第１項に規定する採択申込書の提出があったときは、当該申込みにおける

事業計画の適否に係る事項等を審査するため、別に定める「リモートワークで秋田暮らし」推

進拠点整備事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置するものとする。

２ 知事は、必要に応じて採択申込者又は施設場所等を訪問し、調査を実施するものとする。

３ 知事は、審査委員会の結果に基づき採択事業者を決定したときは、採択決定通知書（様式第

１０号）により通知するものとする。また、採択に至らなかったときは、その理由を付して審

査結果通知書（様式第１１号）により通知するものとする。

４ 知事は、採択事業者の決定に際して、必要な条件を付すことができる。

（事業計画の変更等）

第８条 採択事業者は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ事業計画変更承認申請書

（様式第１２号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(１) 採択事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは所在地、代表者職氏名又は推進拠点の施

設場所を変更するとき

(２) 全体事業費又は補助対象事業費の２０パーセントを超える増減があるとき

(３) 補助金交付申請見込額が採択額を超えるとき

(４) 補助金交付申請見込額の２０パーセントを超える減額があるとき

(５) 経費区分の新設、廃止があるとき

(６) その他、知事が変更承認の申請が必要であると判断するとき

２ 知事は、前項に規定する承認に当たり、必要があると認めるときは、審査委員会の意見を聴

くものとする。

３ 採択事業者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに事業中止等届出書（様式第１３号）

を知事に提出しなければならない。

(１) 事業を中止又は廃止するとき

(２) 第４条各号に規定する要件を満たさなくなるとき

(３) 第５条各号の規定に該当しなくなるとき

（採択決定の取消し）

第９条 知事は、採択事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、採択の決定を取

り消すことができるものとする。

(１) 前条第３項に規定する事業中止等届出書の提出があったとき

(２) 事業計画等において、偽りその他不正の手段により、第７条第３項の規定による採択決

定を受けたとき。

(３) 第７条第４項の規定により採択決定に付された条件に違反したとき。

（補助対象経費等）

第１０条 補助金の交付対象となる経費は、別表４に掲げる経費とし、主な補助対象外経費は、

別表５に掲げる経費例とする。

２ 補助金の額は、補助対象経費の合計額の２分の１以内の額とし、予算の範囲内で交付する。

なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとする。

３ １件当たりの補助金の上限額は、２，５００万円とする。
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４ 補助事業に国の補助制度を併用する場合には、本事業の補助対象経費から国補助制度の交付

決定額を控除した額を補助対象経費とする。

５ 県が行う他の補助制度との併用は認めない。

（補助事業の実施期間）

第１１条 補助事業の実施期間は、交付要綱第６条に規定する交付決定の通知のあった日から、

当該交付決定通知を受けた者が補助事業の完了とした日又は令和３年２月２８日のいずれか早

い日までとする。

（補助金の交付申請）

第１２条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、別に定めるとこ

ろにより、交付要綱第３条に規定する補助金等交付申請書（様式第１４号）に、次に掲げる書

類を添付して、知事に提出しなければならない。

(１) 事業実施計画書（様式第１５号）

(２) 人材誘致計画（様式第１６号）

(３) 収支予算書（様式第１７号）

(４) その他別表６に掲げる書類（様式第１８号から第２１号）

２ 補助事業者は、前項の補助金等交付申請書を提出するときは、補助金に係る消費税等仕入控

除税額を減額しなければならない。

（補助金の交付決定）

第１３条 知事は、前条に規定する補助金等交付申請書の提出があった場合、当該申請に係る書

類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めるときは、

補助金の交付決定を行い、交付要綱第６条に規定する補助金等交付決定通知書（様式第２２号）

により通知する。

２ 知事は、前項に規定する交付決定に当たり、交付要綱第４条の規定により、必要な条件を付

すことができる。

（補助事業の内容変更等）

第１４条 補助事業者は、前条第２項の規定により付された条件に該当するときは、次のとおり、

必要な書類を提出し、知事の承認又は指示を受けなければならない。

(１) 補助事業の内容を変更するとき

交付要綱第５条第１項に規定する補助事業等内容変更承認申請書（様式第２３号）、変

更事業実施計画書（様式第１５号を準用）、変更人材誘致計画（様式第１６条を準用）、

変更収支予算書（様式第１７号を準用）、その他必要な書類

(２) 補助事業の中止又は廃止するとき

交付要綱第５条第２項に規定する補助事業等中止（廃止）承認申請書（様式第２４号）

(３) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき

交付要綱第５条第３項に規定する補助事業等実施状況報告書（様式第２５号）

２ 知事は、前項第１号に規定する補助事業等内容変更承認申請書の提出があった場合、当該申

請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、変更を決定すべきものと認め

るときは、補助金の変更交付決定を行い、交付要綱第６条に規定する補助金等交付決定変更書

（様式第２６号）により通知する。
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（補助金の額の変更）

第１５条 知事は、この補助金の交付決定額の増額に係る変更は行わないものとする。

（遂行状況報告）

第１６条 補助事業者は、別に定めるところにより、交付要綱第７条に規定する補助事業等遂行

状況報告書（様式第２７号）を知事に提出しなければならない。

（実績報告）

第１７条 補助事業者は、補助事業の完了後１５日以内又は令和３年２月２８日までのいずれか

早い日までに、交付要綱第８条に規定する実績報告書（様式第２８号）に、次に掲げる書類を

添付して、知事に提出しなければならない。

(１) 事業実績書（様式第２９号）

(２) 人材誘致計画（様式第３０号）

(３) 収支精算書（様式第３１号）

(４) その他別表７に掲げる書類（様式第３２号から第３４号）

（補助金の額の確定等）

第１８条 知事は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現

地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する

ものとする。

２ 知事は、前項における確定した額が、交付決定額と同額であるときは、前項の通知を省略す

ることができる。

３ 第１項の規定による現地調査等の結果、補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及び

これに付した条件に適合すると認められないときは、当該補助事業者に対して、適合させるた

めの必要な措置を講じるよう命ずることができる。

４ 前条並びに第１項及び第２項の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置を講じた

ときに準用する。

５ 知事は、第１項の規定により額を確定した後に、補助事業者から交付要綱第９条に規定する

請求書（様式第３５号）の提出があったときは、補助事業者に対して補助金を支払うものとす

る。

（交付決定の取消し等）

第１９条 知事は、財務規則の規定によるほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還

を命ずることができる。

(１) 財務規則、交付要綱又はこの要領の規定に違反したとき

(２) 補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき

(３) 交付決定の内容又は条件に違反したとき

(４) 偽りのその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき

(５) 前各号のほか、第１条の目的に反する事由が生じたとき
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（承継）

第２０条 合併、譲渡、相続その他の事由により、採択事業者又は補助事業者から補助事業を承

継した者は、速やかに承継申請書（様式第３６号）を知事に提出し、その承認を受けなければ

ならない。

２ 知事は、前項の承認に当たり必要があると認めるときは、審査委員会の意見を聴くものとす

る。

３ 知事は、第１項の承認を行う場合において、補助事業の目的を達成するために必要な条件を

付すことができる。

４ 承継の承認は、承継承認通知書により、承継者に通知するものとする。

（補助金の経理等）

第２１条 補助事業者は、補助事業に係る経理等について、常にその収支を明確にした証拠書類

を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日が属する年度の終了後５年間保存しな

ければならない。

２ 知事又は会計検査院からの求めがあった場合は、その内容を開示しなければならない。

（補助事業の成果等）

第２２条 補助事業者は、補助事業の内容や成果等について、幅広く周知を行い、県や市町村が

推進するリモートワークによる県内への移住者の拡大に向けた各種施策の実施に協力するもの

とする。

（財産の管理）

第２３条 補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産（以下「取得財

産等」という。）について、取得財産等管理台帳（様式第３７号）を整備し、第１７条に規定す

る実績報告書に添付するとともに、善良な管理者として注意を持って管理するとともに、補助

金の交付目的に従い、効果的な運用を図らなければならない。

（財産処分の制限等）

第２４条 補助事業者は、取得財産等のうち、取得価額又は効用の増加価格が５０万円（消費税

及び地方消費税を含まない。）以上のものを、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供し、又は取壊し、若しくは廃棄し

てはならない。ただし、当該補助事業が完了した日が属する年度の終了後、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間を経過した後においては

適用しないものとする。

２ 前項の承認に係る知事への承認申請は、交付要綱第１０条第２項に規定する取得財産目的外

処分承認申請書（様式第３８号）によるものとする。

３ 知事は、第１項に規定する承認を行う場合は、当該財産を取得するために支出した経費の中

で、当該財産に係る補助金の額の占める比率を乗じて得た額を上限として、補助事業者に対し

て納付（補助金の返還）を命ずることができる。納付額に関しては、次のとおりとする。

（１）補助事業者に財産の処分による収入金があったときは、当該収入金、当該財産の残存簿

価相当額又は時価評価額のいずれか高い額に対して当該財産に係る補助金の額の占める比

率を乗じて得た額とする。

（２）補助事業者に財産処分による収入金がないときは、当該財産の残存簿価相当額又は時価

評価額のいずれか高い額に対して当該財産に係る補助金の額の占める比率を乗じて得た額

とする。
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４ 第１項の規定は、補助事業者の責めに帰すことができない、やむを得ない事由による取壊し

又は廃棄の場合は、適用しないことがある。

５ 知事は、第２項に規定する承認申請がなく、財産処分があったと認めるときは、既に交付し

た補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

（実施状況の報告）

第２５条 補助事業者は、各年度末の状況を翌年度の４月３０日までに事業実施状況報告書（様

式第３９号）及び取得財産等管理台帳（様式第１７条）を知事に提出しなければならない。

２ 前項の報告書等は、補助事業が完了した日が属する年度の終了後５年を経過するまでの間、

毎年報告しなければならない。

（暴力団排除に関する誓約）

第２６条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について、採択申込み前に確

認しなければならず、採択申込書及び補助金等交付申請書への記載及び提出をもって、これに

同意したものとする。

（その他）

第２７条 知事は、財務規則、交付要綱及びこの要領に定めるもののほか、補助事業の円滑かつ

適正な運営を行うために必要な事項については、別に定めるものとする。

附 則 この要領は、令和２年８月３１日から施行する。
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別紙

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、補助金の採択の申込みをするに当

たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において、次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。

(１) 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。以下

「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

(２) 暴力団員（暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

(３) 暴力団準構成員（暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に

暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の

供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。）

(４) 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しく

は元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的

に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の

維持若しくは運営に協力している企業をいう。）

(５) 総会屋等（総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれ

があり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）

(６) 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益

を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。）

(７) 特殊知能暴力集団等（暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋

がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。）

(８) 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者

イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。

ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること。

ハ 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

て前各号に掲げる者を利用したと認められること。

ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れること。

ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難され

るべき関係にあると認められること。
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別表１ 移住者の要件（第３条関係）

別表２ 補助対象者の要件（第５条関係）

区 分 要 件

秋田県出身者

（Ｕターン）

・秋田県内市町村に住民登録していた者が、県外に住所を変更し、在学期間を除き継

続して３年を超えて居住した後、県内市町村に住民登録をすること。

・ただし、秋田県への転入理由が、所属企業等の業務命令に基づく一時的な転勤や所属

企業と関連のある企業等への赴任等（従前の勤務地と新しい勤務地が異なり、かつ、

住居の移転が伴うもの。以下「転勤・赴任等」という。）によるものを除く。

県外出身者

（Ｉターン）

・秋田県内市町村に住所を定めたことのない者が、新たに県内市町村に住民登録をす

ること。

・ただし、秋田県への転入理由が、県内の高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専

門学校、専修学校及び公共職業能力開発施設（高卒２年訓練）への就学若しくは受講

又は転勤・赴任等である場合を除く。

区 分 要 件

法 人 ①会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく会社

②会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）に基づ

く特例有限会社

③組合等

ア 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業共同組合、事業

協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合

イ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合

、商工組合及び商工組合連合

ウ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に基づく商工会議所

エ 商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づく商工会及び商工会連合会

オ 商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に基づく商店街振興組合及び商店

街振興組合連合会

カ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に基づく農業協同組合、農業協同組

合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会

キ 水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）に基づく水産業協同組合

ク 森林組合法（昭和５３年法律第３６号）に基づく森林組合、生産森林組合及び森林

組合連合会

ケ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に基づく

一般社団法人及び一般財団法人

コ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）

に基づく公益社団法人及び公益財団法人

サ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく特定非営利活動法人

シ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に基づく医療法人

ス 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に基づく社会福祉法人

セ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）に基づく学校法人

個 人 ①青色申告者（所得税法（昭和４０年法律第３３号）に基づく青色申告の承認の通知を受

けた者
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別表３ 必要書類（第６条関係）

必要書類 提出部数

① 採択申込書（様式第１号）

② 事業概要書（様式第２号）

③ 事業計画書（様式第３号）

④ 人材誘致計画（様式第４号）

⑤ 事業スケジュール（様式第５号）

⑥ 経費内訳書（様式第６号（その１））

⑦ 経費明細書（様式第６号（その２））

⑧ 採択申込者の企業概要・事業概要等の分かるパンフレット等

⑨ 定款 ※法人の場合

⑩ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ※法人の場合

⑪ 個人事業の開業届出書の写し ※個人事業主の場合

⑫ 本人確認書類（免許証の写し又は住民票） ※個人事業主の場合

⑬ 建物登記簿謄本（全部事項証明書）

⑭ 直近３期分の貸借対照表・損益計算書、又は確定申告書Ｂの写し

⑮ 国税及び地方税の納税証明書

⑯ 経費内訳書にある工事費、実施設計費、施工監理費に係る見積書や積算の

分かるもの ※複数の業者から見積書等を徴収してください。

⑰ 経費内訳書にある備品費の見積書やカタログ

※複数の業者から見積書を徴収してください。

⑱ 工事及び備品配置に係る図面（平面図、立面図、展開図など）

※縮尺が正確であり、工事箇所及び見積書における仕様等が分かるもの。

※作成者が明記されたもの。

⑲ 工事着手前の施設写真（外観、内観）（様式第７号）

⑳ 施設の位置図

※周辺施設が分かる図面、住宅地図程度の縮尺の図面を提出してください。

㉑ 開設時の施設内平面図（備品等をプロットした予定図面で構いません。）

㉒ その他補足資料（関係法令等の許認可状況など）

㉓ 改修承諾書等（様式第８号）

㉔ 提出書類確認表（様式第９号）

３部（正１部、副２部）

３部

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

３部（正１部、副２部）

同上

同上

同上

３部

３部（正１部、副２部）

同上

同上

同上

３部

同上

同上

同上

３部（正１部、副２部）

１部
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別表４ 補助対象経費（第１０条関係）

(１) 経費区分は、工事費、実施設計費・施工監理費、備品費とする。

(２) 次の条件に該当する経費で、次表に掲げる経費とする。

① 施設整備、運営及び人材誘致計画の実現に向けた取組が一体となった事業計画を実施するために

必要な経費。ただし、補助金の交付決定日までに施設整備や備品購入に着手していないこと。

② 補助事業の実施期間内に契約、発注、購入、納品、検収（検査）、請求及び支払いが完了した経費

③ 使途、単価、規模、支出根拠の書類等の確認が可能で、かつ、補助事業に係るものとして明確に

区分できる経費

経費区分 内容・留意事項など

工事費 事業計画を実施するために必要な整備・改修工事に係る経費

（具体例）

① 建物の躯体に関わらない改修工事

（ＯＡフロア設置工事、間仕切り工事、壁紙張り替え工事、内装等撤去工事など）

② リモートワーク環境整備に必要となるネットワーク等の構築工事費

（インターネット回線工事、ネットワーク構築工事など）

（留意事項）

ア 複数の業者から見積書、積算の内訳が分かるものを徴取し、最も低い価格を提示した業

者の見積額を対象とする。

イ 法令等に適合する工事を対象とする。

実施設計

費・施工

監理費

工事に関して必要な実施設計費、施工監理費

（留意事項）

ア 工事を実施する業者と異なる業者へ実施設計、施工監理を請け負わせる（委託する）

場合に対象とする。

イ 複数の業者から見積書、積算の内訳が分かるものを徴取し、最も低い価格を提示した

業者の見積額を対象とする。

ウ 施工監理については、建築士による監理が必要となる。

備品費 事業計画を実施するために必要な備品の購入に係る経費

（具体例）

① 机・椅子等の什器、冷暖房器具、防音設備、パーテーション、ホワイトボード、ロッ

カー、本棚、プロフェクター、スクリーン、リモートワーク環境を構築するために必

要なＩＣＴ機器・ソフトウエア、防犯システム・機器、電話・ＦＡＸ、プリンター、

複合機など

（留意事項）

ア １点当たりの購入単価が３万円（税込）以上の備品を対象とする。

イ 応接セット等の複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は、その合

計金額が１点当たりの購入単価となる。

ウ 備品購入に付随する運送費・搬入費については、一括して備品費に計上する。
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別表５ 主な補助対象外経費（第１０条関係）

（その他の主な補助対象外経費）

・土地の取得、造成、整地に係る経費

・建物の建設、取得に係る経費

・門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に係る経費

・工事に伴う事務に係る経費

・土地や建物の賃借料や敷金、礼金、保証金、仲介手数料などの経費

・知的財産権に係る経費

・広告費、人件費、謝金、会議費、調査費、印刷費、使用料、施設等管理費、公租公課、光熱水費、

通信費、システム運用管理費、書籍代、茶菓・飲食・娯楽・接待費、旅費、団体等への参加費、

保険料、経費振込手数料、代引き手数料、借入金の支払利息、延滞損害金

・補助事業の実施中に発生した事故、災害の処理に係る経費

・拠点施設以外の場所で発生した経費

・補助事業実施期間外に発生した経費

・拠点施設開設時において、最大利用者数を超える備品等に係る経費

・経済合理性を欠く高額契約に係るもの、選定理由を欠く随意契約等に係るもの

・実施計画に記載のない内容に関する経費

・補助対象経費と他の経費との区別ができない経費

・購入時にクレジットカード、ポイントカード等により付与されるポイント分

・他の取引と相殺して支払いが行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払いが行われるもの

・補助金の使途として、社会通念上、不適切と認められる経費

・その他、必要性が具体的に説明できない経費

※上記は、補助対象外経費に該当する主なものとして例示したものである。

経費区分 内容・留意事項など

工事費 ア 事業計画の実施に関係のない部分の工事費

実施設計

費・施工

監理費

ア 実施設計、施工監理契約の成果物が不十分であるもの

イ 工事費に係る契約と関係のないもの

ウ 施工監理について、建築士以外の者による監理であるもの

備品費 ア 事務用消耗品、日用消耗品の購入費、使用料

（１点当たりの購入単価が３万円（税込）未満又は使用可能期間が１年未満のもの）

イ 車両等の購入費、使用料、修理費

ウ 中古品の購入費、使用料、修理費

エ 金券等の購入費
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別表６ 必要書類（第１２条関係）

※上記⑤から⑬の書類については、採択申込時のものに変更がなければ、その写しでも可。

ただし、様式番号は見え消し等により修正してください。

必要書類 提出部数

① 補助金等交付申請書（様式第１４号）

② 事業実施計画書（様式第１５号）

③ 人材誘致計画（交付申請時）（様式第１６号）

④ 収支予算書（様式第１７号）

⑤ 事業スケジュール（交付申請時）（様式第１８号）

⑥ 経費内訳書（交付申請時）（様式第１９号（その１））

⑦ 経費明細書（交付申請時）（様式第１９号（その２））

⑧ 経費内訳書にある工事費、実施設計費・施工監理費に係る見積書や積算の

分かるもの

※複数の業者から見積書等を徴収してください。

⑨ 経費内訳書にある備品費の見積書やカタログ

※複数の業者から見積書を徴収してください。

⑩ 工事及び備品配置に係る図面（平面図、立面図、展開図など）

※縮尺が正確であり、工事箇所及び見積書における仕様等が分かるもの。

※作成者が明記されたもの。

⑪ 工事着手前の施設写真（外観、内観）（交付申請時）（様式第２０号）

⑫ 施設の位置図

※周辺施設が分かる図面、住宅地図程度の縮尺の図面を提出してください。

⑬ 開設時の施設内平面図（備品等をプロットした予定図面で構いません。）

⑭ その他補足資料（関係法令等の許認可状況など）

⑮ 提出書類確認表（様式第２１号）

２部（正１部、副１部）

２部

同上

同上

同上

同上

同上

２部（正１部、副２部）

同上

２部

同上

同上

同上

１部
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別表７ 必要書類（第１７条関係）

必要書類 提出部数

① 補助金等実績報告書（様式第２８号）

② 事業実績書（様式第２９号）

③ 人材誘致計画（実績報告時）（様式第３０号）

④ 収支精算書（様式第３１号）

⑤ 経費支払内訳書（様式第３２号（その１））

⑥ 経費支払明細書（様式第３２号（その２））

⑦ 工事に係る契約書、工事内訳書及び請求書などの写し、補助事業者におけ

る完成確認書類、領収書等の支払完了実績の分かる書類

⑧ 実施設計・施工監理に係る契約書、業務内訳書及び請求書などの写し、補

助事業者における完成確認書類、領収書等の支払完了実績の分かる書類

⑨ 備品に係る契約（発注・注文）書、納品書及び請求書などの写し、補助事

業者における納品確認書類、領収書等の支払完了実績の分かる書類

⑩ 工事及び備品配置に係る図面（平面図、立面図、展開図など）

⑪ 事業完了後の写真（工事・備品など）（様式第３３号）

⑫ 開設・利用者募集等に係るＰＲ資料（パンフレット、広告など）

⑬ 取得財産等管理台帳（様式第３７条）

⑭ その他補足資料（関係法令等の許認可状況など）

⑮ 提出書類確認表（様式第３４号）

２部（正１部、副１部）

２部

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

１部


