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都心から1時間！
都心から約80㎞、電車で約70分(※)、車で約90分。北関東自動車道足利ICが完
成したことで都心からのアクセスがより良好になりました。
※浅草約70分、北千住約60分

自然がいっぱいの街
仕事の息抜きに、低山ハイキングや渡良瀬川沿いをサイクリング…
お休みの日には、都心の友人を招いてバーベキュー！
そんなアクティブライフが足利市では可能です。

事務所開設補助金最大300万円+α(※)

IT関連企業の皆様を誘致するため、新たな支援制度をスタートしました。
補助対象経費は、ビジネス回線の整備費や固定IPアドレスの取得費、事務所の電気
料最大6ヶ月分等です。
足利市内へ事務所を開設していただければ、下見等で足利市に来た際の交通費や宿
泊費も対象となります。

条件が合致すれば、＋最大200万円の支援も ※各種条件あり
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足利市IT関連企業立地促進事業補助金のご案内

足利市について

詳細は
2ページ目
以降！

+α



補助対象者 本社所在地が足利市外であり、新たな事務所を足利市内に開設するIT関連企業（※）

補助条件

○開設する事務所で実施する事業が以下のクリエイティブ事業のいずれかであること

○3年以上継続して事務所を維持、運営すること
○その他の法令に違反がないこと
※すでに改修工事を完了している、又は改修工事中であるものにつきましては、補助対象外です。

補助対象経費

（1）通信環境整備費
ビジネス回線の敷設工事費及び固定IPアドレス取得経費等

（２）通信費・電気料
ビジネス回線や固定IPアドレスの月額使用料、事務所運営に係る電気料（最大6ヶ月分）

（３）事務所移転経費
事務所の移転に係る引越し代（引越し業者への作業委託料ほか）
事前の現地視察に要した電車賃及び宿泊代

補助率 補助対象経費の合計額の1/2(1,000円未満切り捨て)

補助額 役員・従業員の合計人数が… 6人以上の場合：上限300万円 5人以下の場合：上限100万円

【クリエイティブ事業】
Ｗｅｂ制作・デジタルコンテンツ制作関連、システム・プログラミング関連、ＣＧ・ゲーム・ソフト制作関連、デザイン・写
真・イラスト関連、音楽・アート・芸能関連、インテリア・設計関連、技術開発・製造加工関連(日本標準産業分類の
産業分類Ｅは除く)、その他市長が認めるクリエイティブ関連事業

※IT関連企業…主たる事業が、日本標準産業分類に規定される中分類のうち、39情報サービス業、40インターネット附随サービス
業、41映像・音声・文字情報制作業のいずれかであること

支援制度の概要

支援制度①【事務所整備】

補助対象者 支援制度①の対象になるIT関連企業

補助の内容
事務所の開設に伴い、令和4年4月1日以降に足利市外から足利市内に住民票を移した役員及び従業員がい
て、その従業員等が6ヶ月以上足利市に住んだ場合、一律で補助金を交付します。
移住後、6ヶ月を満たない場合でも、従業員等定住誓約書を提出していただければ補助の対象となります。

補助額 移住者1名につき20万円（人数の上限なし）

支援制度②【従業員等移住促進】

2

【申請先】足利市役所 産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当 0284-20-2110
【申請方法】持参又は郵送のみ
【申請期間】令和4(2022)年4月1日～令和4(2022)年12月28日
※予算の上限額に達した場合には申請期限の令和4(2022)年12月28日を待たず、終了することとなりますのでご注意ください。

紙媒体提出前に産業ものづくり課へメールを送付し、内容の事前確認を行ってください。(上記の申請書類のデータを送付)
事前確認メールアドレス：kougyou@city.ashikaga.lg.jp

申請書類

申請先・申請方法

申請方法について

必要な申請書類や申請書記入例、申請様式につきましては、市ホームページよりご確認ください。
○申請様式類は以下のURLまたはQRコードからアクセスし、ダウンロードすることができます。

http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/it-kigyou.html
（足利市公式ホームページ → 組織でさがす → 産業ものづくり課 → IT関連企業立地補助金）

足利市 IT関連企業

制度案内・
申請様式等ダウンロード

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html


以下に、本支援制度を利用する場合の基本的な流れの一例を解説します。

４．事業計画事前申請書等を市へ提出 ⇒ 市が事業計画を認定

○市HPから提出書類の様式をダウンロードし、申請書類を作成します。
【注意】紙媒体提出前に産業ものづくり課へメールを送付し、内容の事前確認を行ってください。

事前確認メールアドレス：kougyou@city.ashikaga.lg.jp

○その他の添付書類につきましては、本リーフレットや市HPをご確認ください。
○事前申請書等は、事務所整備に係る行為に着手しようとする日の前日までに、紙媒体で提出してください。

①ー５．事務所整備実施（ 着工 ⇒ 完了 ）

①－６．整備費を施工業者へ支払い

①ー７．補助金交付申請書等を市へ提出

○市HPから提出書類の様式をダウンロードし、申請書類
を作成します。
【注意】紙媒体提出前に産業ものづくり課へメールを送付

し、内容の事前確認を行ってください。
事前確認メールアドレス：
kougyou@city.ashikaga.lg.jp

制度利用の流れ（一例）

２－１．制度の利用を検討／事前確認・準備

① これから開設を検討している事務所が、市の補助対
象となるか否かを確認する。

【補助要件について】
・以下の全ての項目に該当する場合、本支援制度の補助
対象になる可能性があります。（その他諸条件あり）

□ 本社所在地が足利市外であるIT企業である。
□ 今現在、足利市に事務所を有しておらず、今回初めて

足利市内に事務所を開設する。
□ 開設する事務所で実施する事業が、クリエイティブ事業

のいずれかである。
□ まだ整備を実施していない。（すでに整備を実施したもの

については、補助対象外です。）
□ 当該事務所が、別の補助制度の対象になっていたり、

すでに別の補助金の交付対象となっていない。
※上記の項目に該当しない場合は、補助の対象外です。

詳細は足利市産業ものづくり課までお問合せください。

② 上記以外の補助要件について、市の交付要領等を
確認する。

①－８．事務所等整備費補助金の交付
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２－２．事務所物件を探す

○ 事務所として利用が可能な空き物件を探す

＜物件を探す際の注意点＞
・今回の支援制度では、事前の現地視察に要した電車賃
及び宿泊代も補助の対象経費となっています。領収書や
電車等を利用した際の支払い記録等が分かるものは保管
しておいてください。なお、現地視察のみの場合は、補助の
対象外であり、最終的に事務所を開設した場合にのみ、
補助の対象となります。

・市街化調整区域等にある空き物件の場合、事務所として
利用することができないことがありますので、ご注意ください。

２－３．支援制度の併用を検討

○ 足利市以外の支援制度も検討する。
補助対象経費によっては、他の支援制度との併用も可能と
なります。ただし、多くの支援制度が、「事業を開始する前ま
でに相談・申請」となっておりますので、事前に、関係窓口に
相談しておく必要があります。

３．空き物件について売買又は賃貸借契約

１．足利市産業ものづくり課へ事前相談（連絡先：0284-20-2110）

これより、支援制度毎に交付申請手続きが分かれます。

支援制度②【従業員等移住促進】支援制度①【事務所整備】

②ー５．役員・従業員の移住

②ー６．補助金交付申請書等を市へ提出

○役員や従業員が以下の要件のいずれかを満たした場合、
補助金の交付要件を満たしたこととなります。
・令和4年4月1日以降に足利市に住民票を移して、6ヶ
月以上が経過した場合
・令和4年4月1日以降に足利市に住民票を移して、6ヶ
月が経過していないが、6ヶ月以上の定住が見込める場
合（所定の誓約書をご提出していただきます。）

○市HPから提出書類の様式をダウンロードし、申請書類
を作成します。
【注意】紙媒体提出前に産業ものづくり課へメールを送付

し、内容の事前確認を行ってください。
事前確認メールアドレス：
kougyou@city.ashikaga.lg.jp

②－７．従業員等移住促進補助金の交付
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【お問合せ先】
足利市役所 産業観光部 産業ものづくり課 工業・国際戦略担当
〒326-8601 足利市本城3丁目2145（本庁舎別館1階）
電話：0284-20-2110 FAX:0284-20-2259 E-mail：kougyou@city.ashikaga.lg.jp
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足利市の情報を発信中です！！

足利市移住・定住専用
ホームページ

「からりこターン」

足利市プロモーション動画
「ありのままの足利を。」

足利市
LINE公式アカウント

足利市
公式ホームページ

足利市移住・定住相談センター Aidacco

足利市への移住のご相談から、地域の情報発信、
地域おこし協力隊の活動拠点として、JR足利駅構内にOPEN！

【JR足利駅構内】
〒326-0053 栃木県足利市伊勢町1丁目JR足利駅構内(北口)

☎ 0284-22-3434 ✉ karariko.ashikaga@gmail.com
営業時間 10:00～18:00(水曜定休)

あ い だ っ こ

他の支援制度との併用

要件が合致し、補助対象経費の重複などがなければ、本支援制度と共に別の支援制度も併せて
利用することができます。以下に、一例をご紹介いたしますが、詳細は、各申請窓口へお問い合わせください。

支援制度名称 支援制度概要 補助対象経費 補助率・上限額 問合せ先

足利市
働き方改革促進
支援事業費

多様な働き方への対応やワークライ
フバランスの充実のため、新たに事
務スペースを整備する場合、事務
所整備に係る費用の一部を補助

照明・空調機器
パーテーション設置
机椅子の購入
賃料

補助率 1/2
上限 200万円
※1回限り

足利市
産業観光部
産業ものづくり課
0284-20-2110

栃木県

本社機能等立
地支援補助金

対象期間内に建物を賃借し、栃
木県内に本社機能等を新たに設
置する場合、地域再生法における
「地方活力向上地域等特定業務
施設整備計画」の認定を受けられ
れば、賃料の一部が補助

賃料
補助率 2/3
上限 500万円/年
補助期間 3年間 栃木県

産業労働観光部
産業政策課
028-623-3202

オフィス移転推進
補助金

対象期間内に栃木県内に新たに
建物の賃借を開始する場合、諸
条件に合致していれば、賃料の一
部を補助

賃料
補助率 2/3
上限 300万円/年
補助期間 3年間

国
地方拠点強化
税制

本社機能を栃木県内に移転する
場合、地域再生法における「地方
活力向上地域等特定業務施設
整備計画」の認定を受けられれば、
税制支援あり

オフィス減税
雇用促進税制

-

内閣府
地方創生推進事
務局
03-3501-1697

足利市では個人や個人事業主を対
象とした「IT関連人材移住支援金」
もご用意しております。
以下のQRコードからご確認ください。
※本支援制度との併用は不可


