
 

令和 3年度 仙台フィンランド健康福祉センター 

健康福祉サービス・機器ビジネス開発委託事業 応募要領 

【追加募集版】 

 

公益財団法人仙台市産業振興事業団 

受付先及び問い合わせ先 

仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館 

住所：〒981-0962 仙台市青葉区水の森 3-24-1 

電話：022-303-2666 FAX：022-303-2667 

e-mail: rdunit(at)sendai.fwbc.jp ※(at)を@に変換してください 

URL： https://sendai.fwbc.jp/ 

 

１．事業の目的 

公益財団法人仙台市産業振興事業団（以下、「当事業団」という。）は、仙台市の外郭団体として仙台

市及び周辺地域の産業振興をトータルにサポートする総合支援機関です。その中でも仙台フィンラン

ド健康福祉センター（以下、「センター」という。）ではビジネスフィンランド、ビジネスオウルをはじ

めとしたフィンランド共和国の支援機関等と協力しながら、「健康福祉」のほか、「よく・生きる」とい

う意味を持つ Well-being（ウェルビーイング）分野のサービス・製品の事業化を通じて、仙台地域に

健康福祉産業クラスターの形成を目指す「仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクト」を推進

しています。 

センターは、両国の機関が連携して、Wellbeing分野での事業開発を支援する「事業創成国際館」（設

置運営:当事業団）と、フィンランドの高齢者福祉のテクノロジーと日本の福祉を融合した新しい福祉

を実践する特別養護老人ホーム「せんだんの館」（設置運営：社会福祉法人東北福祉会）の二つの施設

により構成されています。事業創成国際館ではせんだんの館をはじめとした介護・福祉事業者との緊

密な連携によりユーザー目線の製品開発を支援しています。 

本事業はその中でも開発業務そのものを企業に委託し、製品開発のプロセスにおける開発～事業化

のステージ、「ビジネス化」をサポートする事業です。この事業によって企業等が自社の売り上げを拡

大させることを期待します。 

 

 

２．対象事業 

「Well-being」という言葉が含む QoLの向上に資する様々なサービス・機器を募集いたします。 

なお、仙台市及びセンターでは介護（Care）×IT（Technology）の融合を図る CareTech（ケアテック）

を推進しています。AI・IT・IoT等の情報技術がもつ多くの可能性を以って間接業務を効率化する、ま

たは介護業務（直接業務）における時間と質の向上が見込まれるようなサービス・機器の申請もお待ち

しています。 

また、withコロナ/after コロナにおける「New Normal」の中で介護・福祉の世界に留まらず QoLに新

たな価値を提案するような申請もお待ちしています。 

これまでの採択例） 

・ 障がい者や高齢者が、足に合ったデザイン性の高い靴を選ぶためのセミオーダーシステム 

・ ロボットによる声がけにより認知症高齢者の離設防止をはかるシステム開発 

・ スマートフォンやタブレットから簡単に介護施設と家族が情報共有できるソフトウェアの開発 

 

※上記は、対象事業のイメージをもって頂くため、これまでの開発事例をもとに、一部修正を加え

て掲載しているものです。上記の提案が採択されることを約束するものではありませんので、あら

かじめご了承ください。 
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３．応募資格 

健康福祉分野において、センターの機能を活用してビジネス開発を行う法人及び個人のうち以下の要

件を全て満たす事業者 

※大学や研究機関等からの応募も可能ですが、その場合事業化の主体となるパートナーを明確にしてください。

また、「法人」にはコンソーシアム等の任意の複数企業の連合体も含まれます。ただし、その場合は幹事会社が契

約の相手方となります。 

 

（1）主たる所在地のある市町村税の滞納が無いこと 

（2）当該年度における本事業の進捗確認等に協力できること、及び委託期間終了後のヒアリングに協

力できること 

（3）他の行政機関等（国、県、市町村、公益法人）から同一経費について補助金等の交付を当該年度

に受けていないこと 

（4）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第１項

第２号の規定されるもの）又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しな

い者が経営、運営に関係している事業者でないこと 

（5）以下別表 1を満たす法人または個人であること 

 

  別表 1（中小企業等の定義） 

業務分類 定義 

①製造業、建設業、運輸業 

資本金の額又は出資の総額が 3億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び

個人事業主 

②卸売業 

資本金の額又は出資の総額が 1億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び

個人事業主 

③サービス業（⑤は除く） 

資本金の額又は出資の総額が 5千万円以下の会社又

は常時使用する従業員の数 が 100 人以下の会社及

び個人事業主 

④小売業 

資本金の額又は出資の総額が 5千万円以下の会社又

は常時使用する従業員の数 が 50人以下の会社及び

個人事業主 

⑤ソフトウェア業又は情報処理サービ

ス業 

資本金の額又は出資の総額が 3億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び

個人事業主 

⑥その他の業種 

資本金の額又は出資の総額が 3億円以下の会社又は

常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び

個人事業主 

⑦医療法人・社会福祉法人・学校法人 常時使用する従業員の数が 300人以下の者 

⑧中小企業支援法第 2 条第 1 項第 4 号

に規定される中小企業団体 

上記①～⑦の業種分類に基づき、その主たる業種に

記載の従業員規模以下の者 

⑨財団法人（一般・公益）、社団法人（一

般・公益） 

上記①～⑦の業種分類に基づき、その主たる業種に

記載の従業員規模以下の者 

⑩特定非営利活動法人 
上記①～⑦の業種分類に基づき、その主たる業種に

記載の従業員規模以下の者 

  



４．委託契約限度額 

2,000千円（消費税 10％含む） 

 

５．委託先の選定及び選考方法 

（1）選考方法 

専門家で構成する選考委員会が審査します。書面審査は行わず、面接審査のみで最終委託先候補

を決定します。なお、面接審査には原則として代表者又は開発責任者の方に出席して頂きます。 

 

（2）手続きの流れ（予定） 

令和 3年 

募集開始～6月 18日 17時 事前相談 

6 月 21日 17 時  書類受付締め切り（必着） 

7 月 6日 9時～  面接審査実施 

～7月下旬   委託先決定の通知・当事業団と委託先との委託契約締結 

11 月中旬   受託者による事業進捗状況の中間発表 

 

令和 4年 

2 月 28日   委託期間終了、成果品提出 

～3月中旬   受託者による事業成果報告会、委託料支払 
 

※委託先決定通知後の正式なスケジュールについては詳細が確定し次第、応募者にご連絡いたします。 

※契約締結後、委託金額の 30%までを前払金としてお支払いすることができます。 

 

（3）審査する観点 

・経営（基本）方針 

・財務状況 

・顧客ニーズの検討状況 

・市場および競合品（競合サービス）の検討状況 

・顧客および想定受益者が得られるベネフィットの検討状況 

・市場投入の実現確度 

・販売計画の妥当性  



 

 

６．申請手続き等の概要 

（1）申請受付先及び事前相談連絡先 

 

応募に際しては事前にご相談くださいますようお願いいたします。 
・事前相談（募集開始～6月 18 日 17時）は相談希望日の前日（土日祝を除く営業日）の 17時ま

でにお申し込み下さい。 

・初回の事前相談のお申し込み時は企業（コンソーシアム）名と担当者名、事前相談を希望する

日程を第 2 希望まで記載し、上記メールアドレスまでご連絡ください。事前相談は何回でも受

け付けますが、希望の日時に添えない場合がございます。あらかじめご了承下さい。 

・コロナウィルス感染症拡大防止の観点からオンラインでの相談も可能です。お気軽にご相談く

ださい。 

 

（2）書類受付期間 

令和 3年 6月 21日（月）17 時までに、持参または郵送（必着）にてご提出ください。 

 

（3）提出書類 

・申請書 

・以下の添付書類 

 ① 法人登記簿謄本（個人は不要） 

 ② 印鑑証明書 

 ③ 納税証明書 

 ④ 過去 3 年間の決算書（貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書，個別注記表のほか，

販管費内訳を含む） 

  ※個人事業主の場合は過去 3 年間の確定申告における収支内訳書ないし所得税青色申告決算

書 

・チェック済みの「申請チェックシート」（1部のみ） 

 

※ 申請書も含めすべての提出書類は片面印刷でご提出ください。 

※ 提出書類は、正 1部、副 1部ご提出いただきます（申請チェックシートは 1部のみ）。 

※ 納税証明書は直近 1 年間の法人市町村民税（申請者が個人の場合は個人の市町村民税）の納税

証明書をご用意ください。 

※ 申請いただいた書類等は返却いたしませんのであらかじめご了承願います。 

※ 法人登記簿謄本、及び各種証明書についてはすべて原本を提出することとし、発行から 3 ヶ月

以内のものをご提出ください。 

  

仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館 

住所：〒981-0962 仙台市青葉区水の森 3-24-1 

電話：022-303-2666 FAX：022-303-2667 

mail: rdunit(at)sendai.fwbc.jp ※(at)を@に変換してください 

 



７．委託契約 

（1）契約締結 

実際の契約金額は必ずしも提案金額とは一致するものではありません。申請内容を審査委員会に

おいて精査した上で減額する場合があります。また、契約条件が合致しない場合には、委託契約の

締結ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

（2）委託期間 

本事業に係る契約期間は、委託締結日から当該年度の 2 月 28日までとします。ただし、提案内容

によっては終期を早めることができます。 

（3）対象経費 

対象とする経費は、同委託事業を遂行するために必要な経費（消費税 10％を含む額）とします。

詳細は以下別表 2の通りです。 

 

別表 2（対象経費） 

諸謝金 
業務を遂行するために必要な専門家等を活用した

場合に支払う費用 

直接人件費 業務にかかる直接人件費 

旅費 
業務を遂行するために必要な専門家等を活用した

場合及び職員が出張した場合の費用 

会議費 
会議・勉強会等にかかる会場使用料及び茶菓子代等

（食事代は不可） 

資料購入費 業務を遂行するために必要な資料等購入経費 

借損料 機械・装置等の借用に要する経費 

試作・設計費 試作・設計及び実験に要する経費 

市場調査費 市場調査に要する経費 

製造・改良・加工料 
完成したサービス・製品の製造・改良・加工等に要

する経費 

コンサルタント費用 
業務を遂行するために必要な調査に係るコンサル

タント会社等を使用するために要する経費 

雑役務費 
委託業務に直接従事したアルバイト・パート等の賃

金・交通費 

通信運搬費 
業務を遂行するために必要な通信費・資料送付等に

伴う運搬費 

消耗品費 
業務を遂行するために使用する事務用品等消耗品

等の購入に要する経費 

特許、実用新案、意匠登録等の取得費  

通訳・翻訳費 
業務を遂行するために必要となる通訳・翻訳に係る

経費 

一般管理費 本事業の一般管理費 

その他 以上の経費のほか、特に必要と認められる経費 

 

 

８．知的所有権の帰属等 

本事業を実施した事により特許権等の知的所有権が発生した場合は、それらの権利は当事業団が指

定した場合又は特定の定めがある場合を除き、原則として受託者に帰属するものとします。 

  



９．その他の留意事項 

① 経費区分 

明確に区分することが困難なものについては、一般管理費で対応いただきます。 

② 成果品の納品について 

受託者は委託契約の仕様書に基づき、報告書や商品化を視野に入れ既存開発品のブラッシュアッ

プを行なった試作品などの成果品を納品していただきます。この為、事業提案及び見積りにあたっ

ては成果品の提案及び経費の見積もりを含めてください。なお、成果品については原則として公表

いたします。 

③ 履行確認について 

原則として納入された成果品が委託契約仕様を満たしていることを委託事業終了後の成果報告

会等において確認、併せて仕様書に定めた所定の文書の提出を受けることで履行確認といたします。 

④ 委託費の支払いについて 

履行確認後、当事業団の会計手続きに従い受託者の口座に振り込みます。なお、委託費は経理上、

支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。 

⑤ 採択の取り消し等 

申請書の記載事実に虚偽・重大な事実の隠匿があった場合は、採択を取り消すとともに、当事業

団に生じた損害を賠償頂きます。 

 


