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福岡市中小企業等デジタルトランスフォーメーション促進モデル事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福岡市中小企業等デジタルトランスフォーメーション促進モデル補助金（以下「補助金」

という。）の交付については、福岡市補助金交付規則（昭和 44 年福岡市規則第 35 号。以下

「交付規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、コロナ禍において市内中小企業等がデジタル技術を用いて経営基盤強化、

新たな日常に対応した事業再構築を進めるため、市内中小企業のモデルケースとなりうるデジ

タルトランスフォーメーション（以下、ＤＸ）の取組みについて必要な経費の一部を補助し、具

体的取組事例の情報発信を行うことで、広く市内中小企業のＤＸを促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 中小企業・小規模事業者等 別表１に定める者をいう。 

(2) 大企業 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者以外の会社をいう。 

(3) ＤＸ データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、 

ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変

革し、競争上の優位性を確立することをいう。 

(4) ＤＸ推進企業 本店を福岡市内に置き、中小企業等のＤＸを推進する技術やサービスを持

つ企業として、福岡市が登録した企業をいう。 

     

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となるＤＸの取組み（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号

のいずれにも該当し、市内中小企業等のモデルケースとなりうる等、優れた事業と認められる

ものとする。 

 (1) データやデジタル技術によりＤＸに取り組むもの。 

 (2) 顧客や社会のニーズを基に、自社の既存のサービスや製品、ビジネスモデルを変革または

新たに創出するもの。 

(3) 業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性の確立を目指

すもの。 

(4) 概ね３年以内に達成できる計画であること。ただし、補助対象期間内に実装され、一定の効

果が測れるもの。 

(5) 少なくとも１社のＤＸ推進企業と共同で事業計画を策定の上、取組む事業であること。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表２に掲げる経

費とする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の３分の２又は 700 万円のうち、いずれ

か低い額を上限とし、市の予算の範囲内で市長が適当と認めた額とする。  
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（補助対象者） 

第７条 この要綱に基づき、補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市

内中小企業のモデルケースとなりうるDXの取組みを行う者であって、次の各号のいずれにも該

当する者とする。 

(1) 福岡市内に本店を置き、将来に渡って福岡市で事業継続する意思を有すること。 

(2) 具体的取組内容について、公開の報告会にて進捗及び成果の報告が可能なこと。  

 (3) 市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）を滞納していないこと。 

(4) 役員が福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。）

第２条第２号に規定する暴力団員若しくは同条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と

密接な関係を有する者でないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助対象外とする。 

(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している者 

(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している者 

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている者 

 

（補助対象期間） 

第８条 補助の対象期間は、交付決定により定めた日から当該年度の３月31日までとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、市長に対し、市長

が定める期日までに、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付の申請を行わなければならない。 

 (1) 補助金交付申請書（様式第１号） 

(2)  補助対象経費収支予算書（様式第２号） 

(3) 事業計画書 

(4) 役員名簿 

(5)  履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は開業届） 

(6) 定款、規約等（個人事業主を除く） 

(7)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 補助金を交付する者は公募により募集する。 

 

（評価の依頼） 

第 10 条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る評価について、第24 条

の規定に基づき設置する評価委員会（以下「評価委員会」という。）に依頼することができる。 

 

（補助金の交付の決定） 

第11条 市長は、必要に応じて評価委員会の評価を踏まえ、第９条の申請が第２条の目的に適合

し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その旨を様式第３号により交付申請者に通知する

ものとする。 

２ 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正

を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 

３ 市長は、第９条の申請が第２条の目的に適合せず又は第４条及び第７条に規定する要件を満

たさず、補助金を交付することが不適当と認めたときは、その旨を様式第４号により交付申請

者に通知するものとする。 
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（決定事業の変更認定） 

第 12 条 前条第 1 項に規定する補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

が、当該決定に係る事業（以下「決定事業」という。）を変更しようとするときは、様式第５号

により市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請が承認すべきものと認めたときは、当該交付決定者にその旨

を様式第６号により通知するものとする。 

 

（事業の実績報告） 

第13条 交付決定者が決定事業の実績を報告するに当たっては、市長に対し、次に掲げる書類を

提出しなければならない。 

(1) 補助対象事業実績報告書（様式第７号） 

(2) 補助対象経費収支決算書（様式第８号） 

(3) 補助対象経費の支払い実績がわかる書類 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の報告は、当該決定を受けた日の属する市の会計年度が終了する日までに行わなければ

ならない。 

３ 前項の規定に関わらず、決定事業が完了したときは当該完了した日から起算して１月以内に

第１項の報告を行わなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第14条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、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成果が補助金の交付の決定

の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、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、その旨を様式第９号により当該交付決定者に通知するも

のとする。 

 

（補助金の交付） 

第 15 条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとす

る。 

 

（財産の管理等） 

第 16 条 交付決定者は、補助対象経費により取得した財産（以下「取得財産」という。）につい

ては、決定事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従

って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第17条 交付決定者は、原則として福岡市の承認を得ずに取得財産を処分してはならない。 

２ 市長は、交付決定者が福岡市の承認を得て取得財産を処分したことにより収入があったとき

は、その収入の全部又は一部に相当する金額を納付させることができる。 

 

（関係書類の保存期間） 

第18条 この補助事業に関する書類の保存期間は、５年間とする。 
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（状況報告） 

第19条  市長は、交付決定者に対し、決定事業の進捗状況等について補助金交付決定を受けた

当該年度から５年間は報告を求めることができる。 

 

（暴力団の排除） 

第20条 市長は、福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号。次項において「暴排条

例」という。）第６条の規定に基づき、本条に規定する排除措置を講じるものとする。 

２ 市長は、交付申請者及びそのＤＸ推進企業が、次の各号のいずれかに該当するときは、この

要綱に定める他の規定に関わらず、補助金を交付しないものとする。 

(1) 暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

(2) 法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

(3) 暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 市長は、補助金の交付決定者及びそのＤＸ推進企業が前項各号のいずれかに該当したときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 第 21 条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による交付決定の取り消しについて準用す

る。 

５ 市長は、補助金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、交付申請者及びそ

のＤＸ推進企業に対し役員の氏名（フリガナを付したもの）、生年月日、性別等の個人情報の提

出を求めることができる。 

 

（決定の取消し） 

第21条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(1)  決定事業を取り止めたとき。 

(2) 虚偽の申請その他不正な行為を行ったと認められるとき。 

(3) 第４条及び第７条に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。 

(4) 前４号に掲げるもののほか、補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令、条例

及び規則に基づく市長の処分又は命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、その旨を様式第10号により当該交付決定

者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 22 条 市長は、第20 条及び前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、すで

に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の当該取消しに係る額の返還を命じ

るものとする。 

 

（立入検査等） 

第23条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助対象者に

報告させ又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若

しくは関係者に質問させることができる。 
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 （評価委員会の設置） 

第24条 市長は、事業認定に係る評価を適正に行うため、必要に応じて評価委員会を設置するこ

とができる。 

２ 評価委員会は、学識経験者、支援機関の職員その他の専門家により構成する。 

３ 評価委員会は、市長の依頼を受け、事業計画について第２条の目的に適合するかの観点から

評価することとし、その意見を市長に報告するものとする。 

 

（規定外の事項） 

第25条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年３月22日から施行する。 

 （要綱の失効） 

２ この要綱は、令和４年３月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続について

は、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。 

 （経過措置） 

３ この要綱の失効に伴う経過措置については、別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。なお、同日までに交付の決定を

受けたものに係るこの要綱の規定については，この要綱の失効後もその効力を有する。 

（経過措置） 

３ 令和４年３月31日までに交付決定を行った補助金に対して適用する本要綱の規定は、従

前の例による。 
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（別表１）本事業における中小企業・小規模事業者等（個人事業主を含む） 

業種・組織形態 資本金・従業員の数 

（１）製造業、建設業、運輸業 
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、 

又は常時使用する従業員の数が300人以下 

（２）卸売業 
資本金の額又は出資の総額が１億円以下、 

又は常時使用する従業員の数が100人以下 

（３）サービス業（ソフトウェア業、情報処理 

サービス業、旅館業を除く） 

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、 

又は常時使用する従業員の数が100人以下 

（４）小売業 
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、 

又は常時使用する従業員の数が50人以下 

（５）ゴム製品製造業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ 

製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 

資本金の額又は出資の総額が3億円以下、 

又は常時使用する従業員の数が900人以下 

（６）ソフトウェア業又は情報処理サービス業 
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、 

又は常時使用する従業員の数が300人以下 

（７）旅館業 
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、 

又は常時使用する従業員の数が200人以下 

（８）その他業種（上記以外） 
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、 

又は常時使用する従業員の数が300人以下 

（９）医療法人、社会福祉法人、学校法人 常時使用する従業員の数が300人以下 

（10）商工会・都道府県商工会連合会及び商工 

会議所 
常時使用する従業員の数が100人以下 

（11）中小企業支援法第２条第１項第４号に 

規定される中小企業団体 

上記（１）～（８）の産業分類に基づき、その

主たる業種に記載の従業員規模以下の場合 

（12）特別の法律によって設立された組合また

はその連合会 

（13）財団法人（一般・公益）、社団法人 

（一般・公益） 

（14）特定非営利活動法人 
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（別表２）補助対象経費 

補助対象経費 内容 補助率・上限額 

コンサルティング費用 

データやデジタル技術の活用について必要なＩＴコンサ

ルティングにかかる経費   

例）専門家利用料 等 

補助率３分の２ 

補助上限700万円 

サービス・製品開発費 

ビジネスモデル等の変革に必要な、自社のサービス、 

製品の開発にかかる経費   

例）外注費、原材料費 等 

システム導入費 

業務プロセス等の変革に必要なシステム導入にかかる 

経費 

例）外注費、ソフトウェア使用料、ソフトウェア購入費、 

ホームページ制作費、機材購入費 等 

ＤＸ人材育成・教育費 

自社のＤＸ人材の育成・教育に必要な、講座受講等にか

かる経費 

例）講座受講料、講師謝礼・講師派遣旅費 等 

その他付帯費用 
その他、DXの取組みに必要な経費   

例）運搬費 等 

  

※ただし下記経費を除く。 

 ・事業にかかる自社の人件費 

 ・交際費、慶弔費、懇親会費、食糧費等 

 ・通信費や事務用品等の消耗品費等、日常業務に係る経費 

 ・租税公課（消費税や公共料金等） 

 ・金融機関への振込手数料、代引手数料 

 

 

 


