
令和４年度建設ＤＸ加速化事業募集要項の一部改正

新旧対照表

新 旧

令和４年度建設ＤＸ加速化事業募集要項（一部改

正）

１～２ 略

３ 補助事業の実施期間

補助金交付決定日から、補助事業を完了する

日と令和５年２月２８日のいずれか早い日まで

です。

４ 補助対象事業

次の(1)と(2)の２つの事業が補助対象とな

り、補助率、補助限度額は次のとおりです。

(1) Ⅰ型

Ⅰ型とは、建設業者が、建設ＤＸ加速化事業

実施要領（以下「実施要領」という。）第１条

に掲げる目的のために次に掲げるもののうちい

ずれか一つ以上を導入することをいいます。た

だし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活

用できる仕様であるものに限ります。

1) 従来建機に取り付けることでＩＣＴ施工

を可能とする後付け機器

2) ＩＣＴ建機

3) ＵＡＶ又は地上型レーザースキャナ

4) ３次元設計ソフトウェア

補助率：３分の２以内（千円未満の端数切

り捨て）

補助限度額：１５０万円

交付制限：１建設業者につき１回

ただし、補助対象経費に係る消費税及び地

方消費税は、対象としません。

(2) Ⅱ型

Ⅱ型とは、建設コンサルタント等が、実施

要領第１条に掲げる目的のために次に掲げるも

ののうちいずれか一つ以上を導入することをい

います。ただし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事

の実施に活用できる仕様であるものに限りま

す。

1) ＵＡＶ又は地上型レーザースキャナ
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１～２ 略

３ 補助事業の実施期間

補助金交付決定日から、補助事業を完了する

日と令和５年３月１６日のいずれか早い日まで

です。

４ 補助対象事業

次の(1)と(2)の２つの事業が補助対象とな

り、補助率、補助限度額は次のとおりです。

(1) Ⅰ型

Ⅰ型とは、建設業者が、建設ＤＸ加速化事業

実施要領（以下「実施要領」という。）第１条

に掲げる目的のために次に掲げるもののうちい

ずれか一つ以上を導入することをいいます。た

だし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活

用できる仕様であるものに限ります。

1) 従来建機に取り付けることでＩＣＴ施工

を可能とする後付け機器

2) ＩＣＴ建機

3) ＵＡＶ又は地上型レーザースキャナ

4) ３次元設計ソフトウェア

補助率：２分の１以内（千円未満の端数切

り捨て）

補助限度額：１００万円

交付制限：１建設業者につき１回

ただし、補助対象経費に係る消費税及び地

方消費税は、対象としません。

(2) Ⅱ型

Ⅱ型とは、建設コンサルタント等が、実施

要領第１条に掲げる目的のために次に掲げるも

ののうちいずれか一つ以上を導入することをい

います。ただし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事

の実施に活用できる仕様であるものに限りま

す。

1) ＵＡＶ又は地上型レーザースキャナ
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2) ３次元設計ソフトウェア

      補助率：３分の２以内（千円未満の端数切

り捨て）

補助限度額：１５０万円

交付制限：１建設コンサルタント等につき

１回

ただし、補助対象経費に係る消費税及び地

方消費税は、対象としません。

５ 補助対象経費

この補助金の対象とする経費（以下「補助対

象経費」という。）は、事業に係る直接的経費

のうち、実施要領第５条に掲げる経費です。

なお、補助事業の実施期間にかかるソフトウ

ェアの使用料は、補助事業の実施期間の内のリ

ース等期間をリース等期間全体で除した値にリ

ース等期間全体の使用料を乗じることで算出し

ます（一円未満の端数切り捨て）。

また、Ⅰ型とⅡ型の両方で補助金の交付申請

をした場合、そのうちの一方の事業にかかる経

費は交付対象となりません。

 

６ 申請書類受付期間、選定等

(1) 申請書類受付期間

申請書類受付期間は令和４年４月１１日（月）

から同年６月３日（金）まで及び令和４年６月

２１日（火）から令和５年１月３１日（火）ま

でとしますので、この期間中に申請書類を提出

してください。

(2) 審査

申請書類の受付順に審査を行い、不備があっ

た場合はその内容を受付順に電話連絡します。

その電話連絡を受けて再度申請する場合は、申

請書類受付期間中に修正した申請書類を提出し

てください。

なお、電話連絡が取れない場合、連絡順序が

前後することがありますので御了承ください。

(3) 選定

審査を行い、受付順に補助対象事業者を選定

します。

2) ３次元設計ソフトウェア

      補助率：２分の１以内（千円未満の端数切

り捨て）

補助限度額：１００万円

交付制限：１建設コンサルタント等につき

１回

ただし、補助対象経費に係る消費税及び地

方消費税は、対象としません。

５ 補助対象経費

この補助金の対象とする経費（以下「補助対

象経費」という。）は、事業に係る直接的経費

のうち、実施要領第５条に掲げる経費です。

なお、補助事業の実施期間にかかるソフトウ

ェアの使用料は、補助事業の実施期間の内のリ

ース等期間をリース等期間全体で除した値にリ

ース等期間全体の使用料を乗じることで算出し

ます。

また、Ⅰ型とⅡ型の両方で補助金の交付申請

をした場合、そのうちの一方の事業にかかる経

費は交付対象となりません。

 

６ 申請書類受付期間、選定等

(1) 申請書類受付期間

申請書類受付期間は令和４年４月１１日（月）

から同年６月３日（金）までとしますので、こ

の期間中に申請書類を提出してください。なお、

申請書類の再提出はこの期間中に限り可能で

す。

(2) 審査（１回目）

申請書類の受付順に、令和４年６月９日（木）

から審査を行い、不備があった場合は、同年６

月１５日（水）までにその内容を受付順に電話

連絡します。その電話連絡を受けて再度申請す

る場合は、修正書類受付期間中に修正書類を提

出してください。

なお、電話連絡が取れない場合、連絡順序が

前後することがありますので御了承ください。

(3) 修正書類受付期間

令和４年６月１６日（木）から同年６月２１

日（火）までとしますので、この期間中に修正
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ただし、優先枠の扱い等を次のとおりとしま

す。

1) 令和４年４月１１日（月）から同年６月３

日（金）までに受付けた申請書類のうち、審

査の結果、不備がない場合は、補助対象事業

者として選定します。（優先枠としての扱い）

2) 令和４年４月１１日（月）から同年６月３

日（金）までに受付けた申請書類のうち、審

査の結果、不備があり、同年６月２１日（火）

から同年６月３０日（木）までに修正した申

請書類を受付けた場合で、審査の結果、不備

がない場合は、補助対象事業者として選定し

ます。（優先枠としての扱い）

3) 令和４年４月１１日（月）から同年６月３

日（金）までに受付けた申請書類のうち、審

査の結果、不備があり、同年７月１日（金）

から令和５年１月３１日（火）までに修正し

た申請書類を受付けた場合は、優先枠として

は扱わず、修正した申請書類の受付順に審査

を行います。

4) 令和４年６月２１日（火）から同年６月３

０日（木）までに新たに受付けた申請書類に

ついて、1)及び 2)にある優先枠を除いた上で

申請書類の受付順に審査を行います。

5) 令和４年７月１日（金）から令和５年１月

３１日（火）までに新たに受付けた申請書類

について、申請書類の受付順に審査を行いま

す。

(4) 提出方法

電子メールまたは郵送により申請書類を提出

するものとし、電子メールによる場合は容量１

０ＭＢ未満のＰＤＦデータを、郵送による場合

は消印が押される方法で提出してください。

なお、電子メールによる場合は受信日時、郵

送による場合は消印に明示の日付けが該当する

期間中の場合のみ有効です。

持参による提出は受け付けませんので御了承

書類を提出してください。なお、修正書類の再

提出は認めませんので御了承ください。

(4) 審査（２回目）及び選定

修正書類の受付順に審査を行います。

審査（１回目）及び審査（２回目）を受け、

受付順に補助対象事業者を選定します。

(5) 提出方法

電子メールまたは郵送により申請書類を提出

するものとし、電子メールによる場合は容量１

０ＭＢ未満のＰＤＦデータを、郵送による場合

は消印が押される方法で提出してください。

なお、電子メールによる場合は受信日時、郵

送による場合は消印に明示の日付けが該当する

期間中の場合のみ有効です。

持参による提出は受け付けませんので御了承



新 旧

ください。

(5) 公表

採択となった場合は、商号又は氏名、代表者

名及び事業内容等を秋田県公式サイト「美の国

あきたネット」等で公表します。

(6) その他

なお、同一の受付時刻に複数の採択申請者が

あり、交付できる補助金の上限に達した場合は、

抽選により受付順を決定します。受付時刻は、

電子メールによる場合は受信日時、郵送による

場合は消印に明示の日付けの午前１０時００分

とします。

修正した申請書類の提出をした場合の受付時

刻は、最終提出にかかる受付時刻を採用します。

また、抽選を実施する場合は、別途連絡の上

抽選会を開催します。

７ 略

８ その他

(1)～(4) 略

(5) 政治資金規正法の規定により、交付決定の

通知を受けた日から１年間は政党等への寄

附行為に制限があります。

９ 略

ください。

(6) 公表

採択となった場合は、商号又は氏名、代表者

名及び事業内容等を秋田県公式サイト「美の国

あきたネット」等で公表します。

(7) その他

なお、同一の受付時刻に複数の採択申請者が

あり、交付できる補助金の上限に達した場合は、

抽選により受付順を決定します。受付時刻は、

電子メールによる場合は受信日時、郵送による

場合は消印に明示の日付けの午前１０時００分

とします。

申請書類の再提出及び修正書類の提出をした

場合の受付時刻は、最終提出にかかる受付時刻

を採用します。

また、抽選を実施する場合は、別途連絡の上

抽選会を開催します。

 

７ 略

８ その他

(1)～(4) 略

(5) 政治資金規正法の規定により、交付決定の

通知を受けた日から１年間は政党等への寄

附行為に制限があります。詳細は県選挙管理

委員会ホームページを確認ください。

http://www.pref.akita.jp/senkyo/sikumi_

sikin.html

９ 略


