
令和元年度 「宗像応援 eあいてむ」出品支援事業募集要綱 

 

１．目的 

「宗像応援 e あいてむ」は、インターネット上で支援者より資金を集め出来上がった

製品やサービス等について、購入型クラウドファンディングサイトを活用して、新商品

の開発やそのテストマーケティング、まだ域外に知られていない製品の販路拡大等のプ

ロジェクトを進めたい宗像市内の事業者を支援します。購入型クラウドファンディング

の活用によって試行的に生産・販売、顧客反応を観察、市場分析するとともに全国にフ

ァンを増やすことが期待できます。 

今般、「宗像応援 e あいてむ」を活用して、宗像市内の事業者の支援をするとともに、

宗像の地域資源を活用するなど宗像らしさあふれる商品・サービスを提供し、宗像の地

域産業活性化及び宗像ブランド向上につながる事業を募集します。 

 

２．「宗像応援 eあいてむ」の概要 

 

①宗像市の事業者が、「宗像応援 e あいてむ」を申し込む。 

 ※申請書等の策定については市、商工会、FFGが支援します。 

  ②宗像市、及び、購入型クラウドファンディング仲介業者が、事業企画の審査を行う。 

  ③宗像市の事業者が、購入型クラウドファンディング仲介業者と利用契約を締結する。 

  ④宗像市の事業者が、購入型クラウドファンディングの仕組みを活用して、全国の投

資家から資金を募集する。 

  ⑤宗像市の事業者が、支援者から集めた資金を基に事業企画を実施する。 

  ⑥宗像市の事業者が、支援者に対して返礼を行う（リターンの実施）。 
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３．応募資格 

  次の全てを満たす法人及び個人事業主を対象とします。 

（１）宗像市内に本店、支店又は事業所を有している者（事業期間内に、宗像市内に本店、

支店又は事業所を新たに設置する場合も含む） 

（２）市税の滞納がない者 

（３）宗像市暴力団等追放推進条例第２条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員

又は暴力団関係者等でない者 

（４）会社更生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき 

再生手続開始の申立がなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定後 

又は再生手続開始の決定後、競争入札参加資格の再認定を受けている場合を除く 

 

４．対象事業 

  次の要件を満たす事業を対象とします。 

（１）事業性 

事業計画の実現可能性が高く、商品・サービスが提供可能な収益力と持続性が見込ま

れる事業 

（２）地域性 

   宗像市の地域資源を活用するなど、宗像らしさあふれる商品・サービスを提供する

事業であって、宗像市の PR につながる事業 

 

５．対象商品またはサービス 

応募資格を満たす事業者が提供する新しい商品またはサービス、もしくは、 

一般顧客への提供後、概ね１年以内の商品またはサービス 

 

６．事業期間 

  事業対象期間は次のとおりとします。 

   「宗像応援 e あいてむ」による支援決定の日から令和 2 年 2 月 28 日まで 

   ※上記の期間終了日までに購入型クラウドファンディングによる支援募集を完了さ

せる必要があります。なお、返礼については、この限りではありませんが、支援募集

完了後、半年後には返礼が支援者に届くよう事業計画を立てていただきますようお願

いします。 

 

７．対象経費 

事業実施に伴い新たに発生する売上原価及び販売管理費などが対象です。 

  （対象経費の例） 

   ・売上原価：原材料費、外注費、人件費、光熱費など 

   ・販売管理費：広告宣伝費、家賃、販売手数料など 

 



８．事業者の負担 

   ファンドの組成にあたり、以下の費用が発生します。 

購入型クラウドファン

ディング利用手数料 

支援金の調達総額×20% 

※一部、助成あり（９．「宗像応援 eあいてむ」による助成金額 参照） 

その他 （事業者の判断に応じて） 

購入型クラウドファンディングサイトにおけるプロジェ

クトページで標準以上の付加価値を加えたい場合 

    

 

９．「宗像応援 eあいてむ」による助成金額 

 事業者は以下のⅠ、Ⅱのいずれかを選択。Ⅰ、Ⅱの両方の選択は不可。 

 

Ⅰ 事業者が負担する手数料の一部補填 
 
購入型クラウドファンディングを活用した支援金の総額に応じて、以下のとおり助

成します。（助成金の支払いは、調達金額の確定後、お支払いします） 

集めた支援金の調達総額 「宗像応援 e あいてむ」による助成額 

10 万円以上 20 万円未満 1 万円 

20 万円以上 30 万円未満 2 万円 

30 万円以上 40 万円未満 3 万円 

40 万円以上 50 万円未満 4 万円 

50 万円以上 60 万円未満 5 万円 

60 万円以上 70 万円未満 6 万円 

70 万円以上 80 万円未満 7 万円 

80 万円以上 90 万円未満 8 万円 

90 万円以上 100 万円未満 9 万円 

100 万円以上 10 万円 

 

Ⅱ 専門家によるプロジェクトページ作成支援経費の一部補填 

 

事業者がプロジェクトページを作成する際に、専門家による文章校正や掲載用写

真の撮影にかかる経費に対し、以下の表に基づいて補填する。 

原則、FFG が紹介した専門家に依頼することとする。 

そのほかの専門家を利用する場合は、事前に市、FFG と協議を行う。 

また、専門家による経費が補填額を上回った場合に補填することとする。 

プラン 「宗像応援 e あいてむ」による助成額 

① HP 文章校正 5 万円 

② 掲載用写真撮影 5 万円 

③ HP 文章校正＋掲載用写真撮影 10 万円 



１０．事業実施までの流れ 

 

 

 

  

 

 

 ※FFG、商工会による事業展開後に係る支援（ビジネスマッチング等の支援）を受ける

ことができます。 

申請書（ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ等）提出 

セミナー・個別相談会 

 事業採択の決定 

購入型クラウドファンディング 

仲介業者との契約締結 

プロジェクト準備（1～3か月） 

購入型クラウドファンディング 

サイトを活用したプロジェクト 

実施（支援金の募集実施） 
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商工会、FFGによる申請書作成サポート 

購入型クラウドファンディング 

仲介業者との事前面談 



１１．申請方法 

（１）申請書類の提出 

①募集期間 令和元年７月１０日（水） ～ 令和元年８月１６日（金） 

②提出書類  

   ［法人］ ・申請書類一式 １部 

・履歴事項全部証明書（原本） 

      ・直近２年の決算書類の写し（税務申告書、決算書及び勘定科目明細、

税務署受付印のあるもの） 

      ・会社概要（パンフレット等） 

      ・市税の滞納がないことの証明（原本） 

      ・（許認可を伴う業種である場合）許可証の写し 

［個人］ ・申請書類一式 １部 

・申請者本人であることが確認できる書類の写し（運転免許証など） 

・平成２９年分～平成３０年分の確定申告書の写し（収支内訳書含む、

税務署受付印のあるもの） 

・平成３０年度～令和元年度の所得証明（原本） 

・事業概要がわかるもの（パンフレットや企画書等） 

・市税の滞納がないことの証明（原本） 

・（許認可を伴う業種である場合）許可証の写し 

③提出先  〒８１１－３４９２ 宗像市東郷一丁目１番１号 

      宗像市役所 商工観光課 商工係 

      ※持参又は郵送（消印有効）で提出して下さい。 

※提出後、宗像市から受付通知書を送付します。 

 

（２）申請に向けたサポート 

 市、サポート機関（商工会、FFG）、購入型クラウドファンディング仲介業者が、エ

ントリーシートの作成に向けて検討参加、助言実施等を行います。 

 その後、申請書として書類を事業者にて作成いただき提出し、市、購入型クラウド

ファンディング仲介業者が書類や企画内容の審査を行います。 

 

１２．審査について 

   審査については、次のような視点で実施します。 

（１）事業性 

   ・商品・サービスの価格設定が適切であり、広報、販売戦略が具体的である。 

・人員体制、設備、資金面が適切である。 

   ・事業期間終了後も事業の持続性が見込める。 

   ・集まった支援に対して、確実に返礼（リターン）の実施が見込める。 



（２）地域性 

・宗像市の地域資源（農産物、水産物、文化、歴史、自然など）を活用している。 

・宗像市の魅力をわかりやすく発信しており、市の PR やブランド構築につながる

事業である。 

・事業者の経験等を生かした新たな商品・サービスにチャレンジしている。 

 

１３．結果の通知  

  審査終了後、申請者には採択又は不採択の結果を宗像市から通知します。 

 

１４．事業状況の報告 

「宗像応援 e あいてむ」支援対象の事業者は、事業期間中及び事業期間終了後に宗像

市へ事業状況の報告をしてもらいます。 

 

１５．個人情報管理 

  宗像市が取得した個人情報については、「宗像応援 e あいてむ」の利用目的以外に利用

することはありません。 

 

１６．留意事項 

（１）購入型クラウドファンディング仲介業者のサービス活用に当たっては、事業者と購

入型クラウドファンディング仲介業者との契約締結が必要となります。 

（２）応募事業の採択結果は、購入型クラウドファンディングによる支援金の収集や事業

の成功を保証するものではありません。 

 

１７．問い合わせ先 

  〒８１１－３４９２ 福岡県宗像市東郷一丁目１番１号 

  宗像市役所 商工観光課 商工係  

  ＴＥＬ：０９４０－３６－００３７ 

  ＦＡＸ：０９４０－３６－０３２０ 

  E-mail：syoukou@city.munakata.fukuoka.jp 

 

 


