
令和４年度 浜松市実証実験サポート事業 

≪ 募 集 案 内 ≫ 

 

事業の目的 

今後の飛躍的な成長が期待されるスタートアップ等が、浜松市内で実証実験を実施する際

に各種支援を行います。本事業では、実証実験を対象とした支援を通じて、本市の社会的課

題の解決や市民サービスの向上につなげていくとともに、スタートアップ等への支援により

産業を振興することを目的とします。 

１．事業の概要 

本市をフィールドに実施する実証実験プロジェクトを全国から募集します。優秀な独自技

術やアイデアを活用した実証実験プロジェクトについては、実証フィールドの提供、実験に

係る費用の助成等のサポートを行います。 

２．募集内容 

（1）募集プロジェクト 

市民生活の質の向上や行政効率化にあたって浜松市が認識している課題に即して浜松市が 

個別に設定するテーマ（※）に取り組む実証実験プロジェクト 

 

※(浜松市が個別に設定するテーマの一覧） 

No テーマ名 テーマの要点 

1 無人図書貸出サー
ビスの実現 

解決したい課題： 

感染症対策、プライバシー保護やライフスタイルの変化による早
朝夜間の図書館利用という要望があること。 

実現したい目標： 

交通利便性が高い場所に夜間も利用できる無人の図書館スペース
を設置し、安全安心に利用できるようにしたい。 
 
 



必要とする技術： 

利用者の安全を確保しつつ、資料の盗難を防ぐことのできる ICT 
を活用した入退出システム。 

想定する実証実験： 

安全面を重視した入室、ＩＣ予約棚から予約した本を取り出しセ
ルフ貸出機で貸出処理。予約本貸出以外でも、新聞や雑誌等備え
付け資料の閲覧を可能にする。 

2 生理用品への柔軟
なアクセスの実現 

解決したい課題： 

女性の月経にまつわる課題が軽減・解消されるべきであるという
考え方が社会的に広がっている一方、浜松市では令和 3 年度から
災害時備蓄として、生理用ナプキンを購入し、備蓄しているが、使
用期限との兼ね合いで有効活用法が課題となっていること。 

実現したい目標： 

公共施設等において、生理用ナプキンを配布する仕組みを取り入
れたい。 

必要とする技術： 

生理用ナプキンを一枚ずつ提供する技術。備蓄の生理用ナプキン
の型番やサイズに変更があった場合にも柔軟に対応できる技術。 

想定する実証実験： 

市有施設を実証フィールドとし、生理用ナプキンの試験提供運用
（例えば、各種サイズを取り扱うことが可能か、受け取り枚数を
管理できるか等）を行う。 

3 
浜松市で保有する
オープンデータの
利活用 

解決したい課題： 

①オープンデータの周知②ニーズの把握 

実現したい目標： 

スタートアップをはじめとする事業者に対して、本市オープンデ
ータを PRするとともに、その利活用を促す。事業者からの要望を
抽出、ニーズを把握し、事業者にとって魅力的なオープンデータ
のラインナップを取りそろえるための一助としたい。 

想定する実証実験： 

市内外の事業者に対して本市オープンデータを周知する。さらに、
興味を持ってくれた事業者に対しては、本市オープンデータにつ
いて、データの数、種類、内容等の観点からのレビューや具体的な
要望を抽出し、潜在的なニーズを把握する。 
 

4 
自動運転技術等を
活用した公共交通
の維持 

解決したい課題： 

中山間地での人口減少等に伴う公共交通の維持及び 2 種免許所有
者の減少や高齢化に伴う運転手の確保の困難さ。 

実現したい目標： 

低コスト及び低炭素化による持続可能な移動手段の仕組みづく
り。少人数に対応した自動運転による低コストの公共交通の提供。 

必要とする技術： 

公共交通サービスとして提供が可能な低コストで高性能な自動運
転技術の確立。 
 



想定する実証実験： 

自動運転システムを搭載した電動小型モビリティ車両が安価で実
用的な公共交通サービスとして提供できるかを確認するための公
道走行実験。 

5 
テクノロジーを活
用した介護職員不
足の解消 

解決したい課題： 

介護職員が不足しており、他業種からの転職が少ないこと。実際
に就職しても OJT がうまく機能しないと短期間での退職につなが
る可能性があること。 

実現したい目標： 

実際の介護現場の雰囲気やサービス別の特性がわかるようなテク
ノロジーを活用したコンテンツ（例えば動画や VR、ロボットなど）
で介護職員の最初の心理的不安を除外したい。 

必要とする技術： 

一例として、サイト、アプリケーションに関連する知見、VR 技術
など。 

想定する実証実験： 

アプリケーション・コンテンツ等を開発後、市内介護サービス事
業所でのデータ収集及び運用評価。 

6 
介護サービス事業
所検索の利便性向
上 

解決したい課題： 

市内約 1,650 か所の介護サービス事業所の施設情報や空き情報が
不足しており、市民が利用するにあたって不便であること。 

実現したい目標： 

各事業所の注力内容、空き情報や連絡先が分かり、市民やケアマ
ネージャーの負担軽減や、不適切なサービス提供を未然に防止。 

必要とする技術： 

サイト、アプリケーションに関連する技術や知見。 

想定する実証実験： 

対象のサイト、アプリケーションを開発後、市内介護サービス事
業所でのデータ収集及び運用評価。 

7 要介護者に適した
住宅改修の実現 

解決したい課題： 

介護給付サービスの 1 つである住宅改修には、施工に明確な基準
や理学療法士によるアドバイスがなく、利用者の自立支援に寄与
する仕組みが整っていないこと。 

実現したい目標： 

住宅の撮影動画をもとにした理学療法士のアドバイスを取り入れ
たり、利用者本人のモーションを AI 解析したりすることで質の高
い住宅改修ひいては本人の自立支援に役立てたい。 

必要とする技術： 

アプリケーション、モーション解析、AI、クラウドに関する技術や
知見。 

想定する実証実験： 

住宅改修対象者の動作分析、動画による住宅の問題点の解析など
のデータ収集及び運用評価。 
 



8 中心市街地におけ
る分煙化 

解決したい課題： 

吸い殻等の投棄により景観が損なわれること及び歩行中等の喫煙
による受動喫煙による健康被害や往来時の危険景観が損なわれる
こと。 

実現したい目標： 

完全分煙化などを通じて、受動喫煙による健康被害をなくすとと
もに、吸い殻のポイ捨てをなくし、市街地の景観をよくしたい。 

想定する実証実験： 

完全分煙化対策のための設備等の設置、又はその他の対策。分煙
化対策を実施したことによる路上喫煙者数の減少数の把握。 

9 
ICT を活用した観
光施設案内と来場
者データ分析シス
テムの構築 

解決したい課題： 

浜松市フルーツパークの老朽化に伴う最新情報案内の難しさと、
施設利用者のニーズの把握の難しさ。 

実現したい目標： 

物理的な案内標示等によらず、常時最新の情報について、文字だ
けでなく音声などをつかったナビゲーションを実施できるように
したい。来園者の滞在時間や動線、移動距離、園内での購買履歴等
を把握し、それらのデータ分析により施設整備や管理運営に役立
てたい。 

想定する実証実験： 

スマートフォン端末等を利用した園内ナビゲーションシステムの
導入実験。上述のシステムの利用履歴から来園者の各種データを
分析。 

10 
デジタルものづく
りのための製造現
場の DX 

解決したい課題： 

製造現場において DX が進んでいないこと。 

実現したい目標： 

安全装置、検査装置、生産管理等、製造現場における DX による、
地域製造業者の「スマートファクトリー化」の促進。 

必要とする技術： 

安全装置に対するセンシング技術や自動化技術。検査装置に対す
るセンシング技術、画像技術や分析技術。生産管理に対するシス
テム構築技術や分析技術。 

想定する実証実験： 

地域企業を対象に、技術のデモを行い、評価を実施。※可能なら
ば、企業において技術の仮運用を実施。 

11 
コロナ禍対応とし
ての製造現場のリ
モート化 

解決したい課題： 

製造業の業務における「リモート化」の推進。 

実現したい目標： 

遠隔による現場管理。生産ラインの状況やワークの状況を遠隔で
「見える化」したい。 

必要とする技術： 

現場から離れている場所においてもリモートで現場の状況を監視
できる「遠隔監視」技術。現場から離れている場所においてもリモ
ートで機械や装置を操作できる「遠隔制御」技術。 



想定する実証実験： 

地域企業を対象に、システムのデモを行い、評価を実施※可能な
らば、企業においてシステムの仮運用を実施。 

12 
ごみの減量・資源化
を通じたごみ処理
経費の削減 

解決したい課題： 

家庭系・事業系両方のごみ減量・資源化。 

実現したい目標： 

市の改定計画に記載しているごみ排出量目標の達成と将来的なご
み処理経費の削減。 

必要とする技術： 

ごみの減量・資源化を通じたごみ処理経費の削減に向け、目標達
成に資するもの。 

想定する実証実験： 

製品・サービスに応じた自由な提案を期待する。 

13 
地域資源を活用し
た効率的なエネル
ギー転換システム 

解決したい課題： 

太陽光発電の導入件数の鈍化、導入施設の経年劣化や維持管理、
太陽光発電以外の再生可能エネルギーの導入が進んでいないこ
と。 

実現したい目標： 

地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入・利用拡大〈エネ
ルギーの地産地消〉、効率的なエネルギー転換システムの確立〈エ
ネルギーイノベーション〉。 

必要とする技術： 

効率的なエネルギー転換につながるシステム技術、事業スキーム。 

想定する実証実験： 

システムをテスト導入し、システムの効率性、事業採算性などを
検証。 

14 
水素エネルギー活
用の小型の創エネ
畜システムの開発 

解決したい課題： 

電力需要が少ない時期等には、再エネ電源の出力制御が行われ、
再エネのポテンシャルが十分に発揮できない事態が生じているこ
と。 

実現したい目標： 

蓄電技術や水素貯蔵技術を効果的に組み合わせた自家消費型のエ
ネルギーシステムを構築し再エネ電源の出力制御を抑え、再エネ
のさらなる普及拡大につなげ、カーボンニュートラルに貢献した
い。 

必要とする技術： 

太陽光等の再エネを自家消費し、余剰分については、蓄電池・水素
システム（水電解装置・水素貯蔵タンク・純水素型燃料電池）を状
況に応じて使い分け、エネルギーの効率的利用や BCP 向上に資す
るシステム及び制御技術。 

想定する実証実験： 

一例として、エネルギー需要の週変動・季節変動が大きく、BCP ニ
ーズが高い施設において、システムを試験導入し、最適な設備仕
様や制御方法を検証する。 



15 
製材所で廃棄され
ている木の皮（バー
ク）の有効利用 

解決したい課題： 

木の皮（バーク）の大部分が産業廃棄物として処分されてしまう
こと。 

実現したい目標： 

バイオマス資源であるバークの有効利用により、林業関係者の収
益向上、カーボンニュートラルに貢献したい。 

必要とする技術： 

バークから水素等の高付加価値の成分を効率的に取り出し、精製
する技術を期待するが、これに限らない。 

想定する実証実験： 

一例として、製材所からバークの提供を受け、バークの種類や形
状、季節変化等に応じた、最適な水素製造技術を検証。 

16 
カーボンニュート
ラル対応のための
脱炭素ものづくり 

解決したい課題： 

工場等から温室効果ガス（二酸化炭素）が排出されること。 

実現したい目標について： 

カーボンニュートラル実現に向けた温室効果ガス排出量の削減。 

必要とする技術： 

付帯設備の脱炭素化に繋がる電動化技術。熱源の脱炭素化に繋が
る再生可能エネルギー技術。 

想定する実証実験： 

地域企業を対象に、技術のデモを行い、評価を実施。※可能なら
ば、企業において技術の仮運用を実施。 

17 土地建物の利用状
況調査の効率化 

解決したい課題： 

建物及び土地の利用状況について市職員が実施している現地調査
の調査対象件数が膨大であり調査が長時間にわたること、判断基
準が俗人的なため、調査精度にばらつきがあること。 

実現したい目標： 

調査自動化によるコスト削減、精度向上、頻度向上。 

必要とする技術について： 

スマートメータによる水道、電気契約者情報の取得。電気使用量
等による建物利用状況（テナント業種）の特定もしくは推定。画像
処理による調査範囲内の建物数の把握、土地利用状況の把握。 

想定する実証実験： 

調査範囲の一部において、新たな調査方法の確立を行う。 

18 
ドローン等による
中山間地域の水質
検査の円滑化 

解決したい課題： 

中山間地域における年数回の水質検査に必要な採水試料の運搬
が、高齢化等によって困難になっていること。 

実現したい目標： 

水質検査時に提出する採水試料を、ドローン等で回収することに
より、高齢の住民の方が運搬することなく、提出できるようにし
たい。 



必要とする技術について： 

ドローンの運行技術。中山間地域を飛行し、山腹の限られた着陸
スペースに降りられる等。 

想定する実証実験： 

天竜区内の中山間地域での実証実験。 

19 
3D デジタル技術に
よる施工計画の効
率 化 (BIM/CIM 活
用) 

解決したい課題： 

狭隘かつ設備・配管類が一か所に集中し混雑するような施工条件
の中で、施工計画を策定するにあたり大幅な時間と労力を要し、
また予期せぬ干渉が発生すること。 

実現したい目標： 

3D レーザースキャナー等を用いて撮影した点群データと 3 次元
モデルを組み合わせ、仮設設備の設置計画や施工中の維持管理動
線の確認を行う。直感的に取り合い確認（干渉チェック）を行い、
効率的な計画検討を可能にしたい。 

必要とする技術： 

3D レーザースキャナー、3D モデルソフト等。 

想定する実証実験： 

設計段階においては、3Dレーザースキャナーにより施設の点群デ
ータを取得。データをもとにした 3D モデルでの改築計画を検討す
る。施工段階においては、3D データから検討した施工計画につい
て、その品質等の有無を確認する。 

20 
道路上の下水道施
設異常等に関する
市民参加型情報提
供の仕組みづくり 

解決したい課題： 

市民からマンホール蓋等の異常に関する通報は、通報箇所の特定
及び状況確認のため、通報者に時間を取らせてしまうこと。市職
員による確認に時間がかかってしまうこと。 

実現したい目標： 

例えばスマートフォン等を通じて気軽に通報できるようにした
い。位置情報、現地写真も送信してもらうことにより、迅速な応急
修繕を可能にしたい。 

想定する実証実験： 

まずベータ版をデモストレーションし、問題が無ければ実用化に
向けて準備を進める。 

21 
下水道施設の貯留
槽等における硫化
水素等発生の抑制 

解決したい課題： 

下水道施設の貯留槽にスカム(沈殿物、浮遊物や付着物)が発生す
ることで、排水管の排水能力低下や硫化水素の発生に起因するコ
ンクリート構造物の腐食が起こること。薬品等の注入では維持管
理費が増加してしまうこと。 

実現したい目標： 

特殊な装置や高額な薬品を使用せず維持管理費を抑えた上で、ス
カムの発生を抑えることが可能となるようにしたい。 

想定される技術： 

スカムを帯電させる電気的現象等を利用して発生を抑制する技
術。 



想定する実証実験： 

下水ポンプ場において、技術を用いてスカムや硫化水素の発生の
抑制効果と周辺設備等への影響を確認する。 

22 
下水処理場の処理
池・貯留槽等の劣化
診断 

解決したい課題： 

下水処理場・ポンプ場にある多くの池・槽の土木躯体（鉄筋コンク
リート）の劣化状況を確認するには、水抜きする必要があるが、安
全対策等の多くの労力と費用を要すること。 

実現したい目標： 

水抜きを実施せずに土木躯体（鉄筋コンクリート）の劣化診断が
可能となるようにしたい。 

必要とする技術について： 

空中ドローン、水中ドローン、赤外線カメラやサーモグラフィー
の活用により土木鉄筋コンクリート躯体の劣化を診断できる技
術。水槽構造物内面に塗布または貼り付けされた樹脂製の内部防
食層の劣化状況（剥離、減肉、クラック、浸水等）も診断できる技
術。 

想定する実証実験： 

下水処理場（中部浄化センター等）において、技術を用いて土木鉄
筋コンクリート躯体の劣化診断を実施する。 

23 
振動などの測定に
よる水中機器の劣
化診断 

解決したい課題： 

下水処理場・ポンプ場には機器の多くが水中部に存在するが、水
中部の機器の劣化診断には安全対策等の多くの労力と費用を要す
ること。 

実現したい目標： 

水中部の機器劣化診断のために水抜き作業を不要にしたい。 

必要とする技術： 

水中部の機器の駆動部分は地上部に露出しているため、駆動部分
の振動などを測定・解析することで水中部の機器全体の劣化診断
が可能となる技術。特に汚泥かき寄せ機のような低速回転体の振
動測定解析が可能となる技術。 

想定する実証実験： 

下水処理場（中部浄化センター等）において、水中部の機器の駆動
部分に対して、機器全体の劣化診断を実施する。 

24 
活動中の各消防隊
員の状況(バイタ
ル、位置情報)把握 

解決したい課題： 

限られた人員による消火・救助活動の中で、消防隊員の安全管理
に懸念があること。 

実現したい目標： 

出動している全隊員の活動位置（建物内含む）、動き、健康状態
（バイタルサイン等）をモニタリングできるようにしたい。 

必要とする技術： 

隊員が身に着ける器具は、活動の支障にならないものであること。
隊員が身に着ける器具は、耐水性、耐久性等を有すること。災害出
動時の装備と同時に迅速に装着できるものであること。 
 



想定する実証実験： 

大人数で実施する訓練や実火災においてモニタリングシステムを
試用し、評価分析する。 

25 
消防活動に関わる
知識・技術の効果的
な伝承 

解決したい課題： 

火災件数等の減少等による訓練の限界に左右されない消防活動等
の知識・技術の伝承。 

実現したい目標： 

長年の経験から培ってきた指導者の視点や現場ノウハウなどを後
進に伝えること。場所を選ばない効果的な訓練の実施。 

必要とする技術： 

一例として、VR や MR 技術等のコンテンツ制作技術。 

想定する実証実験： 

消防訓練等の映像撮影（消防施設、資機材、職員の参加可能）、映
像素材を用いたコンテンツ制作、評価。 

26 

浜松地域の社会課
題解決に資する
SDGs に関連した事
業提案（フリー提
案） 

- 

各テーマの詳細は、（浜松市実証実験サポート事業／募集概要 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)）
をご確認ください 

（2）応募資格  

１．上記プロジェクトを実施できる事業者であること（事業者所在地は問いません） 

２．市町村税を完納していること 

３. 次の①、②のいずれにも該当しない者であること 

① 個人（個人事業者を除く）、提案内容を自らが実施できない事業者、浜松市が連

携を行うにふさわしくないと判断した事業者等  

② 暴力団員（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6号に規定する暴力団員をいう）又は暴力団（同法第2条第2号に規定す

る暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

４．中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※1) 

５．1～4全てに該当する者を1者以上含み、研究開発を目的に2者以上の者で組織された共同

体(※2) 

 

※1 中小企業の定義は、以下のサイトを参考にしてください。 

中小企業庁「FAQ「中小企業の定義について」 

https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1 

 

※2 共同体は、次の要件を全て満たすものとします。  

① 企業(浜松市内外)、大学、産業支援機関等により組織されること 



② 中心企業*は、「(2) 応募資格」で定める1.又は2.に該当する者であること 

*中心企業とは、研究開発の全体管理を含め中心作業を担う役割をもつ企業を指します。

製品の一部加工や販売のみを担う企業は中心企業になりえませんので、ご留意ください。 

③ 共同体として参画している企業や機関から管理事業者を指定し、補助金交付に係る全ての

手続き及び共同体の事業運営、会計処理を担うこと 

 

なお、採択された共同体が採択後に経費補助の申請を行う場合は、当該共同体の中心企

業が負担する補助対象経費の合計金額が、補助対象経費全体の2 分の1 以上になること

が経費補助にあたって必要となる。 

３．実証実験の実施・支援期間  

事業決定から最長令和 5年 9月末日まで 

４．支援内容 

(1)各種支援 

 採択したプロジェクトについて、以下の支援が可能です。 

① 市内公共施設、協力企業が有する施設などの実証実験フィールドの斡旋 

② 実証実験モニター募集支援、実証実験に係る地元調整 

③ 法制度に関するアドバイス 

④ 行政データの提供 

⑤ 実証事業のＰＲ支援 

※ その他、相談に応じます。 

 (2)経費支援 

 採択したプロジェクトについて、採択後別途提出いただく申請書類（※）に記載された経

費の使途、金額、その他の事項が適当と認められる場合、以下の経費を最大 200 万円（補助

率 1/2）助成します。 

 

① 設備備品費 (実証実験の実施に必要な設備備品（取得価格 10 万円以上）をレンタルす

る場合に要する経費) 



② 消耗品費 (実証実験の実施に必要な物品（取得価格 10 万円未満）の製作および購入に

要する経費) 

③ 謝金 (実証実験の実施に必要な知識や意見を聴取するため、有識者等に支払う謝金) 

④ 外注委託費 (装置のメンテナンスやデータの分析に必要な経費) 

⑤ 通信運搬費 (実証実験に必要な物品の運搬費やデータ通信費) 

⑥ 賃借料 (実証実験に必要な施設や土地を借り上げる経費) 

 

※ 補助に関しては、採択後に別途浜松市宛てに申請いただく必要があります。申請方

法等の詳細は、採択後に個別に案内します。なお、年度がまたがる実証実験につい

ては、年度毎の申請が必要になります。詳細は「浜松市実証実験サポート事業費補

助金 募集案内」をご覧ください。 

 

５．応募から審査までの流れ 

（1）応募 

参加希望の方は、事業提案書を作成の上、専用サイトの応募フォームより応募してくだ

さい。同フォームへの入力・送信並びに事業概要エントリーシート及び実証実験エントリ

ーシート（Microsoft Power Point 等のプレゼンテーション作成アプリケーションで作成

した資料を PDF に変換したもので、それぞれ 12MB 以下の容量に圧縮したもの）の事務局

への提出をもって受付完了とします。 

※１ 応募書類は、日本語のみ受け付けます 

※２ 登録いただいた個人情報は、応募書類に係る参加希望者への問い合わせ、審査結果

の通知、相談会等の出欠確認、その他本事業に係る各種イベントに係る案内及び出

欠確認等のために、使用いたします 

   登録いただいた個人情報に関しては浜松市「個人情報の取り扱いについて」に則り

取り扱います 

 

 浜松市「個人情報の取り扱いについて」 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/privacy/ 

 

※３ 採択されたプロジェクトの情報や実証実験時の写真・動画等について、浜松市が広

報活動に利用させていただく場合があります。ご承諾いただける方のみ、ご応募を

お願いします 

※4 浜松市は、本事業の応募受付に係る業務を、株式会社日本総合研究所に委託してい

ます。 

 



 

（2）審査 

① 一次審査（書類） 

一次審査は書類のみで行います。審査を行うにあたり、事務局より個別に内容の確認

を行う場合があります。選考基準（予定）は下記の通りです。 

(1) 浜松市の課題・ニーズへの合致度 

(2) 技術又はアイデアの斬新さ及び事業化の可能性、社会的インパクトの大きさ 

(3) 将来性と競争力 

(4) 事業化に対する情熱・熱意/チーム体制評価 

(5) 社会的課題解決の可能性・社会的インパクトの大きさ 

(6) 浜松市において実証実験を実施する意義・効果（※） 

  

※ 応募企業の技術又はアイデアを事業化する上で浜松市において実証実験を行うこ

との意義や浜松市等から各種支援を受けることによる事業化への影響等を評価します。

評価にあたっては、実証実験の実施可能性に関しても評価しますが、浜松市等からの

支援が無い場合は実施することが難しい内容であっても、浜松市等からの支援により

実施可能性が高まる場合は、浜松市において実証実験を実施する意義・効果があるも

のとして評価します。例えば、規制等により浜松市で実証実験を行えないと判断され

る場合は、実証実験を行う意義なしと評価しますが、浜松市等の支援のもと、採択プ

ロジェクトが各種規制緩和に係る制度（いわゆるレギュラトリーサンドボックス等）

を利用し、実証を行う道筋が付けられると判断する場合は、意義ありと評価します。 

 

② 最終審査（プレゼンテーション） 

書類審査を通過したプロジェクトを対象に選考会を行います。選考は主にプロジェク

トのプレゼンテーション及びそれに対する質疑応答を行います。 

採択プロジェクト選考会における審査基準は、通過プロジェクト選考会の際に説明し

ますが、実証実験の実施内容の妥当性、実証実験の実施可能性等の実証実験の実施に

係る審査項目に比重を置いて評価します。書類審査結果通知から 9 月末に予定してい

る二次審査まで時間が限られていますので、書類審査前に開催される事前相談会等を

積極的にご活用ください。 

 

（3）スケジュール 

 募集期間：令和 4年 6月 30 日～8月 1日 12時 

○ 事前相談会希望者提出期限 ：令和 4年 7 月 14 日 



○ 事前相談会   ：令和 4年 7 月 21 日 

○ 最終締切   ：令和 4年 8 月 1日 12 時 

 審査期間：令和 4年 7月 29 日～9月末まで 

○ 一次審査結果通知  ：令和 4年 8月 29 日目途 

○ 通過プロジェクト相談会  ：令和 4年 9月 1日 

○ 二次審査（プレゼン）  ：令和 4年 9月 20 日  

○ 二次審査結果通知  ：令和 4年 9月 30 日目途 

 実証実験期間：プロジェクト採択から最長令和 5年 9月末日まで 

※ 審査機期間における各種スケジュールは変更となる可能性があります。変更となった場合

は、メール等により随時通知します。 

６．その他 

 被採択者は、実証実験についてメディアから取材があった場合等、本実証実験が「浜松

市実証実験サポート事業」の支援を受け実施している旨、発信いただきます。 

 また、プロジェクトの成果について、成果発表（デモデイ）での発表やホームページ等

での公開にご協力いただきます。 

 

７．お問い合わせ窓口 

浜松市産業部スタートアップ推進課 

電話： 053-457-2825  担当 加藤 

メール：  vs-sangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

専用サイト（浜松市実証実験サポート事業ウェブサイト）： 

  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/desupport/index.html 

 

 


