宇部市ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇステップアップ補助金
実施要領

＜募集受付期間＞
令和２年１０月１３日（火）～ 令和２年１２月２５日（金）
＜受付・問合せ先＞
宇部市 商工水産部 商工振興課
〒755-8601
宇部市常盤町一丁目７番１号
TEL 0836-34-8355
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１ 趣旨
本市では、
「Society5.0」の時代に対応したまちづくりにいち早く対応するため、オープ
ンデータの活用やスマート・ウェルネスシティへの取組など、多様な分野で先駆的な取組を
進めてきました。
今後は、ＡＩやＩｏＴ、５Ｇなどのデジタル技術を活用して、仕事や暮らし、社会に大き
な変革をもたらすデジタルトランスフォーメーションを推進し、コロナとともにある新しい
日常を生き抜くレジリエントで、経済と安全の両立した持続可能なスマートシティの実現に
取り組みます。
このスマートシティへの取組を加速するため、市内企業又は市内企業と市外企業が連携し
て、ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇの導入・活用を図り、導入・活用段階に応じた補助を行うことで、
企業のものづくりの高度化、スマート化、生産性向上等を支援します。

２ 補助対象事業者
補助金の交付の対象となる事業者は、次の要件をすべて満たす中小企業者及び小規模企業
者とします。
※中小企業者…中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第 1 項に規定する事業者
※小規模企業者…中小企業基本法第 2 条第 5 項に規定する事業者
(1) 市内に本社を有し、かつ、市内に活動拠点を有していること。
(2) ２年以上事業を営んでおり、今後５年以上継続して事業を営む見込みがあること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 公序良俗に反する事業を行なう者でないこと。
(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項各号に定める風俗営業等の事業）を行う者でないこと。
(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(7) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。
）第１６７条の
４（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。
）第１項に該当する
者でないこと。また、政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認め
られる者で、その事実があった後３年を経過しない者又はその者を代理人、支配人
その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２
号に規定する暴力団及び、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する法人
又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人でないこと。

３ 補助対象事業
補助の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業で、交付決定日以降に着手し、
当該年度の２月２６日までに完了する事業とします。ただし、国・県その他の公的機関から補助金
等の交付を受ける事業は対象外とします。
(1) 課題見える化事業
ＩｏＴ導入・活用により、各種情報・データを収集し、自社の経営課題や業務改善課題の抽
出、把握による「見える化」を行う取組み
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(2)

本格展開に向けた実証事業
自社の業務改善課題を踏まえ、スマート化や生産性向上のためのＩｏＴ等の本格導入・活用
拡大や、５Ｇ・ＡＩの導入等を行う取組み
(3) フル活用事業
ＩｏＴ等で得られたビックデータを活用したＡＩの積極活用や、自社外のデータ共有による更
なる業務の最適化、５Ｇ導入等により、新たな付加価値を創造する取組で、事業完了後１年以
内に生産性３％向上（具体的な計画に基づく）が見込まれる取組み

４ 補助率及び補助額
補助対象事業

補助率

課題見える化事業
本格展開に向けた
実証事業

補助対象経費の 2/3 以内

フル活用事業

補助上限額
（補助下限額）
1,000 千円
（100 千円）
4,000 千円
（400 千円）
10,000 千円
（1,000 千円）

補助上限額
増加後（※１）
1,200 千円
4,800 千円
12,000 千円

※１ 上記事業を実施するため、市外企業との連携事業又は、共同事業の場合は、補助上限
額を２割増とします。
※２ 上記事業の複数での同時実施は不可とします。
※３ 千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。
※４ 原則、１年度あたり１交付対象者１回までとします。

５ 補助対象経費
経費区分
機械装置・器具費

内容

以下の導入に要する経費
・機械装置：機械・装置・部品（センサー、RFID 等）
・工具・器具：測定工具・検査工具等
・専門ソフトウェア
ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇ ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇ関連装置、周辺設備及びソフトウェアの導入
関連装置等
に要する経費
クラウド使用料等 クラウドの使用料及び通信料
専門家経費
外部専門家等から技術的指導を受ける場合に要する経費
通信運搬費
運搬料、宅配・郵送料等
外注費又は委託費 外部に委託する経費
その他の経費
市長が必要と認める経費
ただし、下記の経費については対象外とします。
(1) 補助金の交付決定日前に発注し、購入し、若しくは契約し、又は補助事業の期間終
了後に納品、検収等を実施したもの
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(2) 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費
(3) 電話代、インターネット利用料金等の通信費（クラウド利用費に含まれる附帯経費
を除く。
）
(4) 汎用性があり、目的外使用となり得るもの（事務処理用の PC 関連、スマートフォン、
タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機等）
(5) 事務用品等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代及び団体等の会費
(6) 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
(7) 自動車等車両の購入費、修理費及び車検費用並びに不動産の購入費
(8) 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等の
ための弁護士費用
(9) 公租公課（消費税及び地方消費税等）
(10) 補助金事業計画等の書類作成及び送付に係る費用
(11) 中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
(12) 設置場所の整備工事又は基礎工事に係る費用
(13) 国、県等の他の補助金、助成金が充当される費用
(14) 国、県等の事業により、費用が負担軽減されるなど実質的に支援の対象となる経
費
(15) 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費

６ 申請書の提出
(1) 提出書類 原則Ａ４版（正本１部 副本３部（複写可）
）
名称
備考
宇部市ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇステップアップ補助
金交付申請書【様式第１号】
事業計画書【様式第１号の２】
経費明細票【様式第１号の３】
積算金額の根拠書類（見積書、価格表等）
見積書等の金額が記載されたもの
申請者の業種及び主たる事業がわかる資料
会社概要等
直近２期分の決算書
貸借対照表、損益計算書
登記簿謄本又は登記事項全部証明書
発行後３ヵ月以内のもの：写し可
個人場合は住民票
市税の滞納がないことを証明する納税証明書
発行から１ヵ月以内のもの：写し可
本事業により生産性が向上することが確認でき
フル活用事業の場合は提出
る５ヵ年計画書（様式不問）
市外企業との連携・共同内容が確認できる資料 市外企業との連携・共同事業の場合
（様式不問）
は提出
※必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
(2) 提出方法 持参又は郵送
(3) 提出先
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目 7 番 1 号 宇部市商工振興課
※持参の場合は、土日祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00 の間に受け付けます。
※提出のあった申請書等は返却いたしません。
※申請に係る費用は申請者が負担するものとします。
4

７ 審査
申請書により内容を下記基準に基づき審査し、基準を満たす者の中から、予算の範囲内で
採択事業者を決定します。(必要に応じて現地調査、ヒアリングを実施する場合があります。)
事業の目的・ ・補助金の目的に沿ったものとなっているか
必要性
・自社にとってのＩｏＴ等の導入活用の必要性が具体的に検討されてい
るか
事業の具体的 ・ＩｏＴ等導入活用により達成される目標(効果)の設定は妥当か
な内容
・課題となる事項とＩｏＴ等を導入活用した解決方法、実施内容に整合
性はあるか
・ＩｏＴ等の導入内容・方法は具体的に検討されており、経済的かつ合
理的なものになっているか
事業の実現可 ・事業を確実に遂行し得る経営状態となっているか、事業期間・予算が
能性
的確か
※審査経過に関する問い合わせには応じられません。
※審査終了後、速やかに結果を通知します。

８ スケジュール
《事業者》

《市》

①交付申請書に必要書類を添付して提出
・令和 2 年 10 月 13 日（火）～令和 2 年 12 月 25 日（金）

②内容を審査し、
交付の決定及び通知

③補助事業の実施
・補助金交付決定日以降～令和 3 年 2 月 26 日（金）
④事業完了後、実績報告書に必要書類を添付して提出
・補助事業完了日から 30 日以内又は

⑤事業成果を確認し、
補助金額の確定及び通知

令和 3 年 2 月 26 日（金）のいずれか早い日まで

⑦補助金の支払い

⑥請求書の提出

⑧補助金受取

⑨状況報告書の提出
・補助金を受け取った日の属する翌年度から 1～5 期分
・課題見える化事業：1 期分
・本格展開に向けた実証事業：3 期分
・フル活用事業：5 期分
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９ 留意事項（必ずお読みください）
(1) 補助金は、補助事業完了後に実績報告書を提出していただいた後に交付しますので、補
助金が支払われるまでの間、事業に係る費用を立て替えて支払う必要があります。実績報告
書は、事業完了後３０日以内又は令和３年２月２６日のいずれか早い日までに提出してくださ
い。
(2) 交付決定を受けた後に内容を変更しようとする場合、又は事業を中止しようとする場合は、
事前に市の承認を得てください。
(3) 虚偽の申請若しくは報告又は不正行為により補助金の交付を受けたときなど、補助金を返
還していただきます。
(4) 補助事業に係る経理書類は、補助金の交付後５年間保存してください。
(5) 補助金申請を行っても、対象要件を満たしていない場合は、不交付となる場合があります
のでご了承ください。なお、不交付となった場合でも、申請書提出時に要した諸費用や契約
解除に伴う違約金等につきましては、申請者の負担となりますので、ご了承ください。
（6） 補助金交付に関して次に掲げるものが公表されます。
・補助事業者の名称及び所在地
・補助事業の名称及び事業概要
・補助事業に係る補助金額
（7） 補助対象事業者は、補助金を交付した日の属する翌年度から下記の決算期までの間、各
決算期経過後４か月以内に、補助金状況報告書を提出しなければなりません。
・課題見える化事業：1 期分
・本格展開に向けた実証事業：3 期分
・フル活用事業：5 期分

１０ 担当部署
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号
宇部市 商工水産部 商工振興課
ＴＥＬ 0836-34-8355
ＦＡＸ 0836-22-6041
メールアドレス syoukou@city.ube.yamaguchi.jp

6

