
建設ＤＸ加速化事業実施要領（令和４年６月２１日技管－２１３）の一部改正

新旧対照表

新 旧

建設ＤＸ加速化事業実施要領

建設ＤＸ加速化事業の実施については、建設Ｄ

Ｘ加速化事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」

という。）の規定によるほか、この要領の定める

ところによる。

第１条 略

（定義）

第２条 この要領において、「建設業者」とは第

１号及び第４号から第８号までのすべての要件

に該当する者をいい、「建設コンサルタント等」

とは第２号及び第４号から第８号までのすべて

の要件に該当する者をいい、「建設関連リース

会社等」とは建設業に関する機器等のリース業

又はレンタル業を営み第３号から第１２号まで

のすべての要件に該当する者をいう。

(1)～(2) 略

(3) 秋田県内に事務所等（本店、支店等の別を

問わない）を有し、かつ法人であること。

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民

事再生手続開始の申立てがなされている者

（手続開始の決定を受けた者を除く。）でない

こと。

(6) 県の融資（間接融資を含む。）に係る債務の

履行を怠っていない者であること及びその他

不正又は不誠実な行為をするおそれがないと

認められる者であること。

(7) 県が行う競争入札に関して指名停止措置等

を受けていないこと。

(8) 本事業を的確に遂行するに足りる能力を有

すること。

(9) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする

建設ＤＸ加速化事業実施要領

建設ＤＸ加速化事業の実施については、建設Ｄ

Ｘ加速化事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」

という。）の規定によるほか、この要領の定める

ところによる。

第１条 略

（定義）

第２条 この要領において、「建設業者」とは第

１号及び第３号から第７号までのすべての要件

に該当する者をいい、「建設コンサルタント等」

とは第２号から第７号までのすべての要件に該

当する者をいう。

(1)～(2) 略

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）

に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民

事再生手続開始の申立てがなされている者

（手続開始の決定を受けた者を除く。）でない

こと。

(5) 県の融資（間接融資を含む。）に係る債務の

履行を怠っていない者であること及びその他

不正又は不誠実な行為をするおそれがないと

認められる者であること。

(6) 県が行う競争入札に関して指名停止措置等

を受けていないこと。

(7) 本事業を的確に遂行するに足りる能力を有

すること。
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団体でないこと。

(10) 秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田県

条例第２９号）第６条に規定する暴力団員又

は暴力団と密接な関係を有する者に該当しな

いこと。

(11) 国税及び都道府県税に滞納がない者であ

ること、及び社会保険等（健康保険、厚生年

金保険及び雇用保険）に加入し、かつ滞納が

ない者（適用除外事業所を除く。）であること。

(12) 営業に関し、許可等を必要とする場合にお

いて、これを得ていること。

（補助対象者）

第３条 本事業は、建設業者、建設コンサルタン

ト等及び建設関連リース会社等を補助対象者と

する。

（補助対象事業）

第４条 補助対象事業は、第１条に掲げる目的の

ために補助対象者が実施する次の各号のいずれ

かに該当する事業（他の補助金の対象である事

業を除く。）とする。

(1)～(2) 略

(3) Ⅲ型 建設関連リース会社等が、次に掲げ

るもののうちいずれか一つ以上を導入する事

業をいう。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

る。

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

（補助対象経費）

第５条 補助対象経費として認められるものは、

第１号から第３号までのいずれかに該当するもの

をいい、補助対象経費に係る消費税及び地方消費

税は対象としない。

(1)～(2) 略

(3) 前条第３号の 1)から 3)にかかる購入費。こ

のうち、1)にかかる購入費には当該機器の取

（補助対象者）

第３条 本事業は、建設業者及び建設コンサルタ

ント等を補助対象者とする。

（補助対象事業）

第４条 補助対象事業は、第１条に掲げる目的の

ために補助対象者が実施する次の各号のいずれ

かに該当する事業（他の補助金の対象である事

業を除く。）とする。

(1)～(2) 略

（補助対象経費）

第５条 補助対象経費として認められるものは、

第１号から第２号までのいずれかに該当するもの

をいい、補助対象経費に係る消費税及び地方消費

税は対象としない。

(1)～(2) 略
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付費を含む。

２ 次に掲げるいずれか一つ以上に該当する場合

は前項で定める補助対象経費として認めない。

(1)～(3) 略

(4) Ⅰ型、Ⅱ型及びⅢ型のうち二つ以上で補助

金の交付申請をした場合、そのうちの一つ以

外の事業にかかる経費。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象

経費の２分の１以内（千円未満の端数切り捨て）

とし、上限額及び交付回数は次のとおりとする。

(1)～(2) 略

(3) Ⅲ型 上限１５０万円 １建設関連リース

会社等につき１回

（採択申請）

第７条 第４条第１号及び第４条第２号にかかる

補助金の交付を受けようとする者は、第１号か

ら第４号に掲げる書類を、第４条第３号にかか

る補助金の交付を受けようとする者は、第１号

から第７号に掲げる書類を別に定める期間内に

知事に提出しなければならない。

(1) ～(4) 略

(5) 最新の定款及び提出日の３ヶ月以内に発行

された履歴事項全部証明書

(6) 会社案内等会社の概要がわかるもの

(7) その他必要と認める書類

第８条～第１２条 略

附 則（令和４年３月１８日技管－７６３）

この要領は、令和４年３月１８日から施行する。

附 則（令和４年６月２１日技管－２１３）

この要領は、令和４年６月２１日から施行する。

附 則（令和４年８月２９日技管－５２５）

この要領は、令和４年８月２９日から施行する。

２ 次に掲げるいずれか一つ以上に該当する場合

は前項で定める補助対象経費として認めない。

(1)～(3) 略

(4) 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。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、前条に規定する補助対象

経費の２分の１以内（千円未満の端数切り捨て）

とし、上限額及び交付回数は次のとおりとする。

(1)～(2) 略

（採択申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、別

に定める期間内に、次に掲げる書類を知事に提出

しなければならない。

(1)～(4) 略

第８条～第１２条 略

附 則（令和４年３月１８日技管－７６３）

この要領は、令和４年３月１８日から施行する。

附 則（令和４年６月２１日技管－２１３）

この要領は、令和４年６月２１日から施行する。
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（様式第１号）

（略）

【添付書類】

(1)～(3) 略

(4) 最新の定款及び提出日の３ヶ月以内に発

行された履歴事項全部証明書

(5) 会社案内等会社の概要がわかるもの

(6) その他必要と認める書類

注１ (4)及び(5)の書類は、補助対象事業Ⅲ型

に該当の場合に添付すること。

注２ (6)の書類は、補助対象事業Ⅲ型に該当

し、かつ(4)及び(5)の書類で建設業に関す

る機器等の「リース業」又は「レンタル業」

を営むことの証明が困難な場合等に添付

すること。

（様式第２号）

（略）

（略）

（様式第４号）

（略）

１ 次の全てに該当します。

(1)～(5) 略

(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする

団体でないこと。

(7) 秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田県

条例第２９号）第６条に規定する暴力団員又

は暴力団と密接な関係を有する者に該当しな

いこと。

(8) 国税及び都道府県税に滞納がない者である

こと。

(9) 社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び

雇用保険）に加入し、かつ滞納がない者（適

用除外事業所を除く。）であること。

(10) 営業に関し、許可等を必要とする場合にお

（様式第１号）

（略）

【添付書類】

(1)～(3) 略

（様式第２号）

（略）

（略）

（様式第４号）

（略）

１ 次の全てに該当します。

(1)～(5) 略
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いて、これを得ていること。

（略）

注１ 補助対象事業Ⅰ型又はⅡ型に該当の場

合は、この様式の(6)から(10)までを削除の

上、使用すること。

（略）


