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「交付申請の手引き」では、”中小企業・小規模事業者等“を中心に、交付申請を行うにあたっての準備、交付申請の進め

方、交付申請後の注意点等について記載しています。交付申請にあたっては、本手引きをよく確認のうえ、IT導入支援事業

者と共同で作成をしてください。

また、本事業では下図の通り、大きく分けて３者の役割が存在します。

本手引きについて

＜役割＞

●中小企業・小規模事業者等（補助事業者）

ITツールを導入し、補助金の交付を受ける者

※本手引きでは、交付決定までの間、中小企業・小規模事業者等を「申請者」とし、交付決定後 は「補助事業者」とします。

●IT導入支援事業者（ITベンダー・サービス事業者）

ITツールを提供し、補助事業遂行のサポートを行う者

●経済産業省・IT導入補助金事務局

制度の構築、申請内容の確認・検査、補助金の交付を行う者

本手引きの説明範囲

＜事業スキーム＞

なお、本手引きの内容は、予告なく変更となる場合がございます。
更新版の手引きは事務局ホームページにて公開のうえ、告知いたします。また、変更点は手引き内に明記いたします。

また、本手引きでは入力画面等のページで以下のアイコンを使用し、説明しています。

主に「IT導入支援事業者」が確認する項目 主に「申請者」が確認する項目
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1.IT導入補助金について

・IT導入補助金について
・経費区分及び補助率、補助上限・下限額について
・導入するITツールの要件及び補助対象経費
・要件
・事業フロー

2.交付申請を始める前に

・交付申請について
・交付申請の流れ（全体）
・交付申請の流れ（IT導入支援事業者）
・交付申請の流れ（申請者）
・経営診断の実施
・経営診断ツールを始める
・経営診断ツールの入力画面
・IT導入支援事業者の選定
・ITツールの選定
・SECURITY ACTIONの実施
・加点項目

3.交付申請を行う

・交付申請作成の流れ
・申請マイページの開設
・申請マイページの開設画面
・個人事業主の添付書類について
・交付申請の作成画面
・交付申請時の注意点

4.基本情報の変更について

・変更申請方法
・変更申請の実施

5.ステータス・通知メールについて

・ステータスについて
・事務局からの通知メールについて

6.交付決定後について

・事業実施時の注意点

7.よくある質問

・質問と回答
・問い合わせ先
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補助対象経費は、IT導入支援事業者によりあらかじめ事務局に登録されたITツール（ソフトウェア、クラウド利用費、導入

関連経費等）とします。補助事業者はIT導入支援事業者へ相談を行い、生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、

申請することとします。

なお、本事業のITツールは、複数の業務機能を組み合わせることで、生産性の向上を図り、面的な効率化や事業拡大を支

えることを目的とし、フロント・ミドル業務、バックオフィス業務を広くサポートすることが望まれます。※ITツールについては、本事業

ホームページにて検索するか、ITツールを提供しているIT導入支援事業者にお問い合わせください。

補助対象経費区分 ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等

補助率 1／2以内

補助上限額・下限額 上限額：50 万円 下限額：15 万円

補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計について、補助上限・下限額の範囲内で補助します。

※補助金は、事務局から補助対象者に直接支払います。

※補助金額の 1 円未満は切り捨てとします。

本事業は、中小企業・小規模事業者等における生産性の向上に資するソフトウェア、サービス等（以下「ITツール」

という。）を導入する事業（以下「補助事業」という。）を実施する者（以下「補助事業者」という。）に対する事業

費等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上の実現を図

ることを目的としています。

IT導入補助金について

経費区分及び補助率、補助上限・下限額について

ソフトウェア製品／クラウドサービス ①ソフトウェア、クラウドサービス

オプション

②機能拡張／データ連携ソフト

③ＨＰ利用料

④アカウントＩＤ追加／クラウド年間利用料追加

役務

⑤保守・サポート費（最大１年分）

⑥導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導入研修

⑦セキュリティ対策

（１）導入するITツールの要件
交付申請においては、ＩＴツールを（１つ又は複数）導入することで、フロント・ミドル業務、バックオフィス業務のうちから、

２つ以上の機能を持つことが必要条件となります。

（２）補助対象経費

（※）上記全ての経費において、導入日から1年間までの費用のみ補助対象とする。
（※）導入日とは、事業実績報告時に事務局へ報告された納品日を起点とする。
（※）導入日について事業実施期間内に開始している必要がある。
（※）導入から1年未満 でＩＴツールの利用を停止した場合、交付を受けた補助金の返還を求める場合がある。

導入するITツールの要件及び補助対象経費

1.IT導入補助金について
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① 導入するITツールについて

② 重複申請について

補足

例） 交付申請

パターン

選定する

ツール
業務機能 機能数の判定 導入要件

ツールA 在庫管理

ツールB 発注・支払い管理

外国人対応

顧客管理

ツールD 会計管理

ツールE 会計管理

１．会計管理3 ×
（１機能しか有していないため）

2 ツールC
○

（２機能を有するため）

１．外国人対応

２．顧客管理

1
１．在庫管理

２．発注・支払い管理

○
（２機能を有するため）

1.IT導入補助金について

前ページに記載のとおり、本事業で導入するITツールはフロント・ミドル業務、バックオフィス業務のうちから２つ以上の機能を

持つことが必要条件となります。

※フロント・ミドル業務、バックオフィス業務とは

本事業では、事前にIT導入支援事業者が補助対象となるITツールを事務局に登録しますが、その際 ITツールが有する機能によって

「フロント・ミドル、バックオフィス」の２つの業務機能に区分されます。

【ITツールの選定に際して】

導入するITツールの選定方法に関しては、ITツール選定ナビ等の利用方法を含め本手引き内に記載していますが、ITツール毎の詳細

な機能については、選定するIT導入支援事業者へお問い合わせください。

※交付申請時、“ITツール情報の登録”についてはIT導入支援事業者が行います。

平成28年度補正事業で補助金の交付を受けている場合、昨年導入したITツールが持つ「コア機能」と、本事業で申請するITツール

が有する「業務機能（本事業においてコア機能をより細分化したもの）」が重複しない場合に限り、交付申請が可能です。

ただし、平成28年度補正事業においてホームページ制作のITツールを導入した場合、昨年度導入したITツールのコア機能と今年度

導入する業務機能の重複有無に関わらず本事業においてホームページ制作のITツールを導入する申請を行うことはできません。

例①：平成28年度補正事業で会計ソフト（コア機能：原価管理・業務管理、財務・会計管理）を導入した場合

⇒ 本事業で会計ソフトの導入はできません。

例②：平成28年度補正事業でホームページ制作のITツールを導入した場合

⇒ 本事業でホームページ制作のITツールの導入はできません。

※ホームページは新規制作のみが対象となります。

【ホームページ制作のITツールについて】

新規制作の場合が補助対象となり、既存のホームページへの改修、変更、増設、一部機能強化やコンテンツの追加等は補助対象外と

なります。新規制作についての考え方は以下の通りです。

• 廃止もしくは使用停止になっている状態に、新たにホームページを開設することは新規とみなします。

• 古くから持っているドメインをそのまま使用することは、構いません。

• 現行のホームページを維持したまま、新規機能（ECページ等）を付加することは改修とみなし、補助対象外となります。ただし、現

行のホームページの一切を廃止し、同一のドメインに新機能を持ったホームページを新規に再構築する、または新規のドメインを取得

し、これまでのホームページには掲載のなかった新規事業、もしくは新機能を有するホームページを新規構築する場合はこの限りではあ

りません。

• 以前に使用していた顧客データ、商品データを利用することは特に制限しません。

事務局にて業務機能重複と判断された場合には、事務局より確認の連絡をさせていただきます。
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要件

申請要件

本事業の補助対象者は、次のすべての要件に該当する者に限る。

（１）生産性の向上に資するＩＴツールを導入する中小企業・小規模事業者等であること（中小企業・小規模事業者

等の定義については次頁の表を参照）。ただし、次の①～③のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象

者から除く。

①発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等

②発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等

➂大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者

（２）交付申請時点において、日本国内で事業を行っている個人又は法人であること。

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営

業」及び「接客業務受託営業」を営むものでないもの。ただし、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条

第１項に規定する許可を受け旅館業を営むもの（風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く。）を除く。

（４）申請者（中小企業・小規模事業者等）又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会

的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受けている場合も対象外とする。

（５）申請者（中小企業・小規模事業者等）の労働生産性（※1）について、補助事業を実施することによって３年

後の伸び率１％以上、４年後の伸び率１.５％以上、５年後の伸び率２％以上又はこれらと同等以上の生産性

向上を目標とした計画を作成すること。原則として、労働生産性の向上を目標とした計画及び導入するＩＴツールによ

る生産性向上指数に類する独自の数値目標（※2）を作成すること。

（※1）労働生産性とは、粗利益（売上-原価）/（従業員数× 1人当たり勤務時間（年平均））により算出された

値を言う。

（※2）独自の数値目標例：従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、営業員

あたりの取引品目数、従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あたりの顧客数（配

送数・接客数等）等

（６）独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または

「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申

請情報を独立行政法人情報処理推進機構（IPA）と共有することに同意すること。

（７）補助金交付申請内容については、「ＩＴ導入支援事業者を含む“第三者”による総括的な確認」を受けること。

（８）ＩＴ導入支援事業者を通じて、生産性向上に係る情報（売上、原価、従業員数及び就業時間）等を事務局

に報告すること。

（９）補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保し

つつ公表される場合があることについて同意すること。

（10）経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。

（11）本事業における「ＩＴ導入支援事業者」に登録されていない者であること（昨年度の事業においてのみ登録されて

いる場合は、この限りではない）。

1.IT導入補助金について

＜「ＩＴ導入支援事業者を含む“第三者”による総括的な確認」とは＞

補助金の交付申請内容について、その確からしさをＩＴ導入支援事業者等の第三者が総括的な観点で担保する目的

で行うもの。なお、ここで言う“第三者”に関しては、何らかの資格保有者や中小企業支援機関等に所属する者による総括的

な確認を受けることでも差し支えありません。
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要件

中小企業・小規模事業者等の定義

資本金 従業員

(資本の額又は出資の総額) 常勤

3億円 300人

1億円 100人

5,000万円 100人

5,000万円 50人

3億円 900人

3億円 300人

5,000万円 200人

3億円 300人

- 100人

業種・組織形態

資

本

金

・

従

業

員

規

模

の

一

方

が

、

右

記

以

下

の

場

合

対

象

(

個

人

事

業

主

を

含

む

)

製造業、建設業、運輸業

卸売業

サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

小売業

ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

旅館業

その他の業種(上記以外)

そ

の

他

の
法

人

医療法人、社会福祉法人

特定非営利活動法人(ＮＰＯ法人) (※注１)

組

合

関

連

企業組合

協業組合

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会

商工組合、商工組合連合会

商店街振興組合、商店街振興組合連合会

水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会(※注２)

酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会(※注３)

内航海運組合及び内航海運組合連合会(※注４)

技術研究組合(直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企業者であるもの)

「中小企業・小規模事業者等」とは、次の表に掲げる通り。

資本金又は出資（資産）の総額がその業種ごとに定める金額以下の会社または常時使用する従業員の数がその業種ごとに

定める数以下の法人及び個人であって、その業種に属する事業を主たる事業として営むもの。

（注１）特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の資本金・従業員規模以下のもの。

（注２）その直接又は間接の構成員の３分の２以上が５，０００万円（卸売業を主たる事業とする事業者については、１億円）以下の

金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時５０人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者について

は、１００人）以下の従業員を使用する者であるもの。

（注３）その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が３億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法

人又は常時３００人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、そ

の直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の３分の２以上が５，０００万円（酒類卸売業者については、１億円）以下の金

額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時５０人（酒類卸売業者については、１００人）以下の従業員を使

用する者であるもの。

（注４）その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の３分の２以上が３億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額

とする法人又は常時３００人以下の従業員を使用する者であるもの。

（※）大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者を言う。ただし、次のいずれかに該当する者については、

大企業として取り扱わないものとする。

・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

1.IT導入補助金について
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要件

交付申請にあたっては、P.7に記載されている申請要件やその他規程等に関する項目について、確認及び宣誓していただきま

す。

１．日本国において登録された個人又は法人であり、日本国内で実施される事業であること。

２．「ＩＴ導入支援事業者」に登録されていない者であること。（昨年度の事業においてのみ登録され

ている場合は、この限りではない）

３．生産性の向上に資するＩＴツールを導入する中小企業・小規模事業者等であること。また、中小企

業・小規模事業者等以外の者で、事業を営む者（以下「大企業」という。）から、次に掲げる出資

又は役員を受け入れていない者であること。

（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小企

業・小規模事業者等

（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業・小

規模事業者等

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者

４、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または

「★★ 二つ星」いずれかの宣言を行うこと。

５．事務局が「SECURITY ACTION」宣言内容の確認に際し、一部の交付申請情報を独立行政法人情報

処理推進機構（IPA）と共有することに同意すること。

６．事業期間中および補助金交付後において、不正行為、業務の怠慢、情報の漏洩等の疑いがあり、補

助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取消し、補助金の返

還命令等の処置を行う場合がある。また、その不正等の内容を、本事業ホームページにおいて公表

する場合があることに同意すること。

７．本事業の各種手続きにおいて登録するすべての情報及びメールアドレスは、虚偽なく正確な情報に

て申請を行い、変更等が生じた場合は、変更手続き等を速やかに行い、本事業を遂行すること。

※注）本事業に係る事務局からの大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレ

ス、もしくはメールアドレスに基づき付与された申請マイページに連絡することになるため、正しい情

報、メールアドレス等が登録されていなかった場合、交付決定の取消しとなる場合があります。

８．事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き、事業完了後の効果
報告等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理すること。

９．本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を十分に理解の上で交付申請を行うこと。

１０．訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。

1.IT導入補助金について
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１１．申請者（中小企業・小規模事業者等）の労働生産性（※1）について、補助事業を実施することに

よって３年後の伸び率１％以上、４年後の伸び率１.５％以上、５年後の伸び率２％以上又はこれ

らと同等以上の生産性向上を目標とした計画を作成すること。原則として、労働生産性の向上を

目標とした計画及び導入するＩＴツールによる生産性向上指数に類する独自の数値目標（※2）を

作成すること。

（※1）労働生産性とは、粗利益（売上-原価）/（従業員数× 1人当たり勤務時間（年平均））により算出さ

れた値を言う。

（※2）独自の数値目標例：従業員あたり顧客数、従業員あたりの外国人客数、営業員あたりの取引業者数、

営業員あたりの取引品目数、従業員あたり診療報酬点数等、従業員あたり製造量又は生産量、時間あ

たりの顧客数（配送数・接客数等）等

１２．ＩＴ導入支援事業者を通じて、事務局が定めた期間における生産性向上に係る情報（売上、原価、従業
員数及び就業時間）等を記載した、事業実施効果報告を電磁的方法により事務局に提出すること。

１３．補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて

匿名性を確保しつつ公表される場合があることに同意すること。

１４．風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する「風俗営業」、「性風俗関

連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものではないこと。

１５．旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項に規定する許可を受けた者であっても、風

俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項に規

定する店舗型性風俗特殊営業を営むものでないこと。

１６．原則、履歴事項全部証明書に、風俗営業等に該当する事業の記載がないこと。

1号：キャバレー、料理店、社交飲食店等

2号：低照度飲食店

3号：区画席飲食店

4号：麻雀店、パチンコ店等

5号：ゲームセンター等

又は上記以外でも、風俗営業の許可が必要な事業が履歴事項全部証明書に記載がないこと。

１７．申請者（中小企業・小規模事業者等）又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。

※反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等資金提供を受ける場合も対象外とする。

１８．経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者であること。

要件

1.IT導入補助金について
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１９．事業実施期間内に、本補助事業と同一の内容で国（独立行政法人を含む。）から他の補助金、助

成金等の交付を重複して受けていないこと。

２０．交付決定日以降、別途、事務局が定める事業実施期間に事業実績報告の提出を行うこと。

※交付決定前に契約、導入等を行い、それに発生した経費は対象とはなりません。

※上記、事業実施期間内に事業実績報告の提出が出来ない場合は、交付決定取消しとなります。

２１．支払いの事実に関する客観性の担保のため、ＩＴ導入支援事業者へのＩＴツール代金の支払いは、

補助事業者名義で原則として銀行振込にて行うこと。

※支払い元口座は、必ず補助事業者の口座としていただき、支払い先口座は、必ずＩＴ導入支援事業者の口

座としてください。第三者の口座から振り込んでいる場合、補助金の交付が出来ません。

２２．交付申請を行うにあたり、経営診断ツールを用い、ＩＴ導入支援事業者等へ相談等を行ったうえ自社
の強み及び弱みを認識・分析を行い生産性向上に資する事業計画を作成すること。※事業計画は事業
完了後に本事業の報告として、事業実施効果報告を事務局に報告する必要がある。

２３．本事業でITツールを導入するための手続きに要する各種証憑書類(契約書、納品書、領収書等)は

補助事業完了後の５年間、管理保管すること。なお、補助事業完了後に、事務局等からの求めに

より、各種証憑書類を提出する場合あることを理解すること。

２４．導入(納品日)から1年未満で補助事業者がＩＴツールを利用しなくなった場合、交付決定の取り消し
となり、補助金が返還の対象となる旨理解すること。

要件

1.IT導入補助金について
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IT導入支援事業者と補助事業者は、事業実績報告を共同で作成し、事務局へ提出します。併せ
て補助金の対象となる経費についての支払い実績のわかる証憑類等も提出します。（いずれもIT
導入支援事業者による代理申請）

事業実績報告

補助金交付
補助事業者は『申請マイページ』で補助金額・振込口座等を確認し、事務局へ補助金の交付を請
求します。事務局は、補助事業者の指定口座に請求された金額を入金します。

事業実施
効果報告

ITベンダー・サービス事業者は、IT導入支援事業者となるためにIT事業者ポータルを利用し事務局に
登録申請を行います。外部審査委員会を経て事務局にて採否を決定します。

IT導入支援事
業者登録

IT導入支援事業者が取り扱う製品（ソフトウェア、サービス等）を本事業の補助対象とするために、
事前に事務局に対してITツールの登録申請を行い、外部審査委員会の審査を経て登録されます。

ITツール
登録

申請者は、申請者情報（事業計画）を「申請マイページ」から入力。また、IT導入支援事業者から
導入するITツールに係る情報を入力してもらった後、申請者及びIT導入支援事業者両者の確認のも
と、事務局へ申請を行います。（申請は、IT導入支援事業者による代理申請）

交付申請

事業開始～事業完了

交付申請内容どおりに事業が実施され、経費が適正に支出されたかを事務局が確認します（必要
に応じて現地検査・ヒアリング等を行います。）。補助事業が適正に行われたと認められた場合は、
補助金額が確定し、補助事業者には『補助金額確定通知』が通知されます。

補助金額確定

申請内容について外部審査委員会による審査が行われ、その結果、交付決定となった場合、事務局
より『交付決定通知』が通知されます。交付決定を受けて初めて、申請者は『補助事業者』となり、補
助事業を行うことができます。

交付決定

補助事業者は、必要な情報を取りまとめIT導入支援事業者を通じて、事務局へ事業実施効果報
告を行います。詳細は、「第三次公募の公募要領」をご参照ください。

『交付決定』を受ける前に契約・発注、支払い等を行った申請は補助金を受けることができ

ません。必ず『交付決定』を受けた後に事業を開始してください。

実績の公表

事務局は、本事業のホームページ等において、IT導入支援事業者毎に補助事業の実施状況（補助事業採
択件数、本事業で提供したITツールの件数、そのITツールの効果等）について公開する場合があります。また、
補助事業に係るすべての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確
保しつつ公表される場合があります。

※本手引きでは主に交付申請～事業期間について解説しています※

事業フロー

1.IT導入補助金について

公募回 効果報告対象期間 効果報告期間
＜一次公募・二次公募＞ 2018年4月1日～2019年3月末日 2019年4月以降
＜三次公募＞ 2019年4月1日～2020年3月末日 2020年4月以降
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2.交付申請を始める前に

・交付申請について
・交付申請の流れ（全体）
・交付申請の流れ（IT導入支援事業者）
・交付申請の流れ（申請者）
・経営診断の実施
・経営診断ツールを始める
・経営診断ツールの入力画面
・IT導入支援事業者の選定
・ITツールの選定
・SECURITY ACTIONの実施
・加点項目
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補助金の交付を希望する中小企業・小規模事業者等が、事業費、事業計画等を事務局へ申請することを言います。「交付

申請」は、IT導入支援事業者と申請者の双方でやり取りを重ね、共同で申請内容を作成し、IT導入支援事業者が事務局

へ代理申請を行います。

交付申請について

交付申請とは

申請期間

本事業では、交付申請の受付を三次公募まで予定しております。

事業カレンダー

※1. 事業実施期間とは、契約・発注～実績報告提出までの期間のことをいいます。

2.交付申請を始める前に

※1

※1

※1

交付申請期間
  2018年 4月20日（金）～2018年 6月 7日（木）

　＜交付決定日＞2018年6月14日（木）

事業実施期間 　交付決定日以降～2018年 9月14日（金）

交付申請期間
　2018年 6月20日（水）～2018年 8月 3日（金）

 ＜交付決定日＞2018年8月15日（水）

事業実施期間 　交付決定日以降～2018年11月16日（金）

交付申請期間 　2018年9月12日（水）～2018年11月19日（月）

・第一回締切　
　2018年 9月25日（火）

 ＜交付決定日＞2018年10月5日（金）

・第二回締切　
　2018年10月 9日（火）

 ＜交付決定日＞2018年10月19日（金）

・第三回締切　
　2018年10月23日（火）

 ＜交付決定日＞2018年11月2日（金）

・第四回締切　
　2018年11月 6日（火）

 ＜交付決定日＞2018年11月16日（金）

・第五回締切　
　2018年11月19日（月）

 ＜交付決定日＞2018年11月30日（金）

事業実施期間 　交付決定日以降～2019年1月31日（木）

　一次公募

　二次公募

　三次公募

公募期間
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申請者

交付申請の提出 ⇒ 申請完了

IT導入支援事業者

事

前

準

備

交

付

申

請

ITツール登録②

IT導入支援事業者登録① 本事業への理解①

◆経営診断ツールでの診断
◆IT導入支援事業者選定
◆ITツール選定
◆SECURITY ACTION 宣言

②

事前の商談等③

申請マイページへの招待④ 申請者基本情報の入力④

必要情報の入力⑤

承認依頼⑥ 宣誓・最終承認⑥

提

出

交付申請の流れ（全体）

交付申請の流れについては、下図のとおりです。

交付申請を行う前に公募要領や本手引き等をよく読み、申請者としての要件を満たしていることを確認したうえで、経営診断

ツールでの診断、IT導入支援事業者及びITツールの選定を行ってください。

また、交付申請はIT導入支援事業者と共同で作成します、よく相談のうえで交付申請を行ってください。

2.交付申請を始める前に
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申請者より交付申請内容の承認を受けた後、事務局へ交付申請を提出します。

事

前

準

備

交

付

申

請

IT導入支援事業者登録①

提

出

• 事務局にIT導入支援事業者としての登録申請をします。第三者審査委員会による審査の結果、

採択となった場合はIT導入支援事業者として登録されます。

• IT事業者ポータルよりITツールを登録申請します。

※ITツールについては、ITツール登録の手引きをご参照ください。

ITツール登録②

• 申請者との間で商談等を進め、交付申請の事業計画策定を行います。

事前の商談等③

• 補助金の交付を希望する申請者に対して、「申請マイページ」の招待申請を事務局に行います。

• 事務局による「申請マイページ」の招待申請の承認を受け、申請者は「申請マイページ」の開設が可

能となります。

申請マイページへの招待④

• 今後5年間の売上や労働時間等の計画数値をはじめとした事業計画関連情報や、導入予定のIT

ツール情報について入力します。

必要情報の入力⑤

• 交付申請情報の入力が完了したあと、申請者に対し内容の確認・承認依頼をします。

承認依頼⑥

交付申請の流れ（IT導入支援事業者）

2.交付申請を始める前に

IT導入支援事業者
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事

前

準

備

交

付

申

請

本事業への理解①

提

出

• 本事業のホームページや公募要領を読み、補助事業について理解をします。

• 本事業のホームページ上で「経営診断ツール」での診断を行い、その診断結果をもとにITツール選定

ナビにて生産性向上に資するITツールを選定するとともに、そのITツールを取り扱うIT導入支援事業

者を選定します。また、「SECURITY ACTION」のホームページ上で「★ 一つ星」または「★★二つ

星」セキュリティ対策自己宣言を行います。

②

• IT導入支援事業者との間で商談等を進め、交付申請の事業計画策定を行います。

事前の商談等③

• IT導入支援事業者から、「申請マイページ」の招待を受け、代表者氏名等の基本情報を入力します。

申請者基本情報の入力④

• ②にて実施した「経営診断ツール」の診断結果のIDや、「SECURITY ACTION」のアカウントIDの

情報、事業計画情報などを入力します。

必要情報の入力⑤

• IT導入支援事業者から申請内容の確認依頼がきたら、宣誓と最終承認を行います。

宣誓・最終承認⑥

「経営診断ツールでの診断」「IT導入支援事業者の選定」 「IT

ツール選択」 「SECURITY ACTIONの宣言」

最終承認後、IT導入支援事業者から事務局に交付申請が提出されます。

交付申請の流れ（申請者）

の実施

2.交付申請を始める前に

申請者
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経営診断ツールを活用する際には、本補助金ホームページにて必要情報を入力する必要があります。

「経営診断ツール」とは、「ローカルベンチマーク(※)」をもとに、自社の経営状況等について診断を行うためのツールで

す。本事業においては、「経営診断ツール」を活用して作成した生産性向上のための事業計画を、交付申請時に

提出します。

※「ローカルベンチマーク（通称：ロカベン）」とは、経済産業省が策定した、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツールです。

【経済産業省ホームページ】ローカルベンチマーク（通称：ロカベン）

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/

「経営診断ツール」では、財務情報などの数値情報の入力や、事業計画に関する設問に回答することで、自社の経営診断等

について診断を行います。診断結果から事業の経営状況等を再認識し、導入するITツールやIT導入支援事業者の選定に役

立てることができます。

事業計画関連情報

・経営者について

経営理念・ビジョン、ネットワーク

・事業について

沿革、強み、弱み、IT投資/活用の状況

・企業を取り巻く環境

市場動向、従業員定着率、支援機関

・内部管理体制

組織体制、事業計画等

・総括

取り組むべき課題、将来目標 等

経営診断ツールの利用には、最低1期分の決算情報が必要となります。

会社設立･開業後、一度も決算を迎えていない場合は、開業時の事業計画を流用するか2018年4月～2019年

3月までの1年間ITツールを導入せずに事業を実施したと想定し、数値を入力してください。

※実際に情報を入力する際には、決算書類を確認しながら入力してください。

◆法人の場合 ⇒決算書 ◆個人事業主の場合 ⇒ 収支内訳書や確定申告書等

数値情報（決算期情報）

◎従業員数 ◎労働時間

・直近、2期前の決算期情報

◎決算月

◎前期売上高

◎営業利益

・現金、預金

・純資産合計

・売掛金

・棚卸資産

・支払手形

◎売上高

◎資本金

・借入金

・減価償却費

・負債合計

・受取手形

・買掛金 等

主な入力項目は以下の通りです。

【参考】

※◎の項目は必ず入力が必要な項目です。

経営診断の実施

経営診断ツールとは

経営診断ツール利用時の必要情報

2.交付申請を始める前に
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経営診断ツールを始める

本事業ホームページのメニュー項目 「中小企業・小規模事業者のみなさま」を押下します。

画面下にある「経営診断ツール」を押下します。

次画面の「経営診断ツールスタート」を押下し開始します。

2.交付申請を始める前に

経営診断ツールを始めるには

※イメージ
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細分類コードを入力すると自動

で反映されます。

経営診断ツールの入力画面 STEP１～ 基本情報の入力

申請者が、経営診断ツールにおいて入力する「基本情報」の画面です。

2.交付申請を始める前に

細分類コードはこちらから検索

ができます。

基本情報を入力してください。

※イメージ
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経営診断ツールの入力画面 STEP２～ 財務分析情報の入力

前期決算期の数値をもっていない場合は、前期決算期に

は、「０」を入力せず、本年度1年間ITツールを導入せずに

事業を実施したと想定し、数値を入力してください。

※従業員の年間労働時間の合計÷従業員数で平均労働時間を割り出してください。

※パート、派遣・契約社員を含まない正社員数を入力してください。

※個人事業主の場合は「０」と入力してください。

※割引手形を含めた金額を入力してください。

※長期借入・短期借入・1年以内返済長期借入金の合計を入力してください。

※設備支払い手形は含めません。

申請者が、経営診断ツールにて入力する「財務情報」の画面です。

2.交付申請を始める前に

取締役等の役員を除いた数が「０」となる場

合は、役員を含めカウントし、「１」以上の数

値を入力してください。

※イメージ財務分析情報について入力してください。

入力が完了したら、「次へ」ボタンを押下し

てください。

３期前の売上高について

■事業を行っていなかったために売り上げが無い場合

⇒売上高に２期前の数値を入力してください。

診断結果の売上げ増加率がゼロになります。

■事業を行っていたが売り上げが無い場合

⇒売上高に「１」を入力してください。

診断結果の売上げ増加率が算出されます。

※製造原価、一般管理費等に計上されている減価償却費の合計を入力してください。
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経営診断ツールの入力画面 STEP3～ 非財務指標の入力1

申請者が、経営診断ツールにて入力する「非財務情報」の画面です。

2.交付申請を始める前に

入力が完了したら、「次へ」ボタン

を押下してください。

引き続き非財務指標の設問です。

設問に回答してください。 ※イメージ
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経営診断ツールの入力画面 STEP３～ 非財務指標の入力２

申請者が、経営診断ツールにて入力する「非財務情報」の画面です。

2.交付申請を始める前に

入力が完了したら、「次へ」ボタン

を押下してください。

引き続き非財務指標の設問です。

設問に回答してください。 ※イメージ
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経営診断ツールの入力画面 STEP３～ 非財務指標の入力３

申請者が、経営診断ツールにて入力する「非財務情報」の画面です。

2.交付申請を始める前に

入力が完了したら、「次へ」ボタン

を押下してください。

引き続き非財務指標の設問です。

設問に回答してください。 ※イメージ
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経営診断ツールの入力画面 STEP３～ 非財務指標の入力４

申請者が、経営診断ツールにて入力する「非財務情報」の画面です。

2.交付申請を始める前に

入力が完了したら、「次へ」ボタンを

押下してください。

引き続き非財務指標の設問です。

設問に回答してください。 ※イメージ
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経営診断ツールの入力画面 STEP３～ 非財務指標の入力５

申請者が、経営診断ツールにて入力する「非財務情報」の画面です。

2.交付申請を始める前に

入力が完了したら、「次へ」ボタンを

押下してください。

入力情報の確認へ進みます。

設問に回答してください。 ※イメージ
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経営診断ツールの入力画面 STEP４～ 入力情報の確認

中略

内容を確認したら、「保存 PDF出力」ボタンを押下してく

ださい。

データは自動で保存されませんので必ずPDF出

力し、保存してください。

出力したPDFに経営診断結果IDが印字されます。

申請者が、経営診断ツールの入力を終え、診断結果が出た際の画面です。

前々期決算期前期決算期

2.交付申請を始める前に

診断結果がPDF出力されます。

次で経営診断ツールは完了です。

分析結果が表示されます。

赤い線は前期決算期情報

青い線は前々期決算期情報です。

入力情報を確認してください。

内容を確認し、修正が必要な場

合は、「戻る」ボタンを押下してくだ

さい。

※イメージ

※経営診断ツールで入力した情報の一部を省略してします。
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経営診断ツールの入力画面 STEP５～ 診断結果の確認

経営診断ツールの診断結果をPDF出力した画面です。

① 売上増加率（＝(売上高/前年度売上高)－１）
⇒キャッシュフローの源泉であり、企業の成長ステージの判断に有用な指標のことです。

② 営業利益率（＝営業利益/売上高）
⇒事業性を評価するための、収益性分析の最も基本的な指標です。

③ 労働生産性（＝営業利益/従業員数）
⇒成長力、競争力等を評価する指標です。

④ EBITDA有利子負債倍率(＝(借入金－現預金)/(営業利益＋減価償却費))
⇒有利子負債がキャッシュフローの何倍かを示す指標であり、有利子負債の返済能力を図る指標のひとつです。

⑤ 営業運転資本回転期間（＝(売上債権＋棚卸資産－買入債務)/月商）
⇒過去の値と比較することで、売上増減と比べた運転資本の増減を計測し、回収や支払等の取引条件の変化による必要運転資金の増減を把握する

ための指標です。

⑥ 自己資本比率（＝純資産/総資産）
⇒安全性分析の最も基本的な指標の一つで、総資産のうち、返済義務のない自己資本が占める比率を示す指標です。

PDF出力した診断結果の右上に

は「診断結果ID」が記載されて

います。

交付申請の際に必要となります

ので、PDFデータを破棄しないよう

ご注意ください。

非財務情報の診断結果が

記載されています。

2.交付申請を始める前に

経営診断の結果がダウンロードされました。内容を確認してください。

経営診断は完了です。

※イメージ

課
題

改
善
点
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経営診断ツールでの診断結果等を参考に、本事業のホームぺージ上でIT導入支援事業者を検索することが可能です。申請者

が事業を行っている地域をサポートしているIT導入支援事業者や、申請者が行う事業の業種向けのITツールを取り扱うIT導入

支援事業者などを検索することができます。

IT導入支援事業者の選定

2.交付申請を始める前に

※イメージ

IT導入支援事業者を検索するには

① 本事業ホームページのメニュー項目 「中小企業・小規模事業者のみなさま」 を押下します。

③ 「IT導入支援事業者検索」はこちら を押下します。

② 「IT導入補助金について」内の 「IT導入支援事業者検索」 を押下します。
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IT導入支援事業者の選定

2.交付申請を始める前に

IT導入支援事業者を検索するには

④ 絞り込む条件を設定し、「検索」 ボタンを押下します。

「営業エリア」「取り扱い業

種」の選択は必須となりま

す。

「営業エリア」を1つ選択し、

「取り扱い業種」は該当す

るものすべてにチェックしてく

ださい。

相談をしたいITベンダー、サービス事業者

がすでに決まっている場合は、法人名、コ

ンソーシアム名で検索することも可能です。

「事業計画策定のサポート」を希望する場合、セキュリティ認

証を取得しているIT導入支援事業者を希望する場合には

チェックを入れてください。

• 営業エリア（選択必須）

• 取り扱い業種（選択必須）

• 法人名・幹事社名

検索条件

• コンソーシアム名

• 事業計画策定のサポート

• セキュリティ認証の有無
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IT導入支援事業者の選定

2.交付申請を始める前に

IT導入支援事業者を検索するには

⑤ 設定した絞り込み条件に該当するIT導入支援事業者の一覧が表示されます。

「IT導入支援事業者詳細」ボタンを押下すると、下図Aの「IT

導入支援事業者詳細情報」を、「取り扱いITツール」ボタンを

押下すると、下図Bの「取り扱いITツール一覧」を確認すること

ができます。

コンソーシアムの場合、 「コンソーシアム構成員」ボタンが表示

され、コンソーシアムに属する構成員の一覧を確認することがで

きます。

A. IT導入支援事業者詳細 B. 取り扱いITツール
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「ITツール選定ナビ」とは、本事業ホームページ上で経営診断ツールの診断結果等に基づき、ITツールを検索できる機能です。

ITツールの検索方法は「機能検索」「診断検索」の２種類がありますので、用途に合った検索方法を活用してください。

●機能検索とは、中小企業・小規模事業者等が必要としている機能や、気になる機能などから検索条件を指定し、指定した

条件の機能を持ったITツールの検索方法です。

機能検索

Point!

・自身が必要とする機能が明確な場合 等

機能検索活用のポイント

「業種」✖「機能」の情報を利用した検索方法

●診断検索とは、『経営診断ツール』の結果をもとに、自社が取り組むべき課題、必要なITツールの機能を選択し、自社の事業

課題を補うITツールを検索できる機能です。

診断検索

・IT化を検討しているが、必要な機能・ITツールが不明瞭な場合 等

診断検索活用のポイント

「経営課題」の情報を利用した検索方法

Point!

ITツールの選定

ITツール選定ナビとは

2.交付申請を始める前に
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ITツールの選定

2.交付申請を始める前に

ITツールを検索するには

① 本事業ホームページのメニュー項目 「中小企業・小規模事業者のみなさま」 を押下します。

③ 「機能検索」を使ってみる または 「診断検索」を使ってみる を押下します。

② 「IT導入補助金について」内の 「ITツール選定ナビ」 を押下します。
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ITツールの選定

2.交付申請を始める前に

ITツールを検索するには（機能検索の場合）

① 絞り込む条件を設定し、「検索」 ボタンを押下します。

「業種」の選択は必須となります。「業種」を選択すると、

各業種に対応した「機能」でさらに絞り込むことができます。

条件の設定・入力が完了したら、「検索」ボタンを押下し

てください。

例1）宿泊業の場合 例2）老人福祉・介護業の場合

◆業種選択後の絞込み項目の例
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ITツールの選定

2.交付申請を始める前に

ITツールを検索するには（診断検索の場合）

① 絞り込む条件を設定し、「検索」 ボタンを押下します。

「業種」「取り組むべき課

題」の選択は必須となり

ます。

経営診断ツールを実施

していない場合は、本事

業ホームページより経営

診断を実施してください。

「機能による絞込み」の項目で「行う」をチェックすると、選択した業種に対

応した機能で検索結果を絞り込むことが可能です。業種毎の機能一覧

については、『ITツール登録の手引き』を確認してください。

条件の設定・入力が完了したら、「検索」ボタンを押下してください。
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ITツールの選定

2.交付申請を始める前に

ITツールを検索するには（診断検索の場合）

② 設定した絞り込み条件に該当するITツールの一覧が表示されます。

「ITツール詳細」ボタンを押下すると、ITツールの

詳細画面を確認することができます。
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おもてなし規格認証２０１８を取得していること

SECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言

SECURITY ACTION の実施 ※必須要件です。必ず実施してください。

＜「SECURITY ACTION」とは＞
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組

むことを自己宣言する制度です。本補助事業では、「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」の宣言を

要件とします。

・「SECURITY ACTION」の概要説明

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html

・「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」「★★ 二つ星」宣言URL

https://security-shien.ipa.go.jp/security/entry/

・問い合わせ先：独立行政法人情報処理推進機構（IPA）

ＴＥＬ ：03-5978-7508

お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

Ｍａｉｌ：security-action-info@ipa.go.jp

＜「おもてなし規格認証2018」とは＞

おもてなし規格認証とは、サービスの品質を見える化することで、サービスを受ける消費者等が、認証取得事業者が提供する

サービスの品質を前もって見当を付けることが可能となり、安心してサービスを享受できる環境を構築するとともに、認証取得事

業者自身が、サービス提供に係るプロセスを把握し、サービスの改善に向けた取組を後押しするものです。本事業においては、

「紫」「紺」「金」「紅」のどの認証を取得していても扱いに違いはありません。

なお、「おもてなし規格認証2017」の認証取得は評価しないため、「おもてなし規格認証2018」の認証を

取得する事業者のみ申告してください。ただし、2017年に金、紺、紫認証を取得し、当該認証が交付申請時に有効期限内

である場合は有効期限内の登録番号を交付申請時に申告してください。

・「おもてなし規格認証2018」の参照URL

https://www.service-design.jp/

加点項目

以下の取組、関連事業は加点の対象となります。

2.交付申請を始める前に

※SECURITY ACTIONアカウントIDの照合結果が不一致の場合、IPAから申請者へ連絡をさせていただく場合がございます。

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html
https://security-shien.ipa.go.jp/security/entry/
https://www.service-design.jp/
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地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること

＜「地域未来牽引企業」とは＞

経済産業省において、平成29年12月に、地域未来投資促進法における地域経済牽引事業の担い手の候補として、「地

域未来牽引企業」を2,148社選定しました。選定された「地域未来牽引企業」は、地域の特性を生かして高い付加価値を

創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く牽引する事業を更に積極

的に展開されること、または、今後取り組まれることが期待されています。

・地域未来牽引企業の一覧の参照URL

http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/chiikimirai_all.pdf

・問い合わせ先：経済産業省 地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム

電話 03-3501-1587

2.交付申請を始める前に

加点項目

＜「地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画」とは＞

地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化しようとする

地方公共団体の取組を応援するものです。地方公共団体が策定した基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽

引事業（※）計画を、都道府県が承認します。

（※）地域経済牽引事業の定義：①地域の特性を生かして、②高い付加価値を創出し、➂地域の事業者に対する相当

の経済的効果を及ぼす事業

・地域未来投資促進法の参照URL

http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

・制度全体に関する問い合わせ先：

経済産業省 地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 電話：03-3501-1587

・また、最寄りの経済産業局等でも御相談に応じています。

北海道経済産業局 地域未来投資促進室（総務企画部企画調査課内） 電話：011-709-1776

東北経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域経済課内） 電話：022-221-4876

関東経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部企業立地支援課内） 電話：048-600-0272

中部経済産業局 地域未来投資促進室

東海担当（地域経済部地域振興課内） 電話：052-951-2716

北陸担当（電力・ガス事業北陸支局地域経済課内） 電話：076-432-5518

近畿経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部地域開発室内） 電話：06-6966-6012

中国経済産業局 地域未来投資促進室（産業部産業振興課内） 電話：082-224-5638

四国経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部新規事業室内） 電話：087-811-8516

九州経済産業局 地域未来投資促進室（地域経済部企業支援課内） 電話：092-482-5435

内閣府沖縄総合事務局 地域未来投資促進室（経済産業部企画振興課内） 電話：098-866-1727

地域未来牽引企業であること
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固定資産税ゼロの特例を措置した自治体に所属していること

加点項目

＜「固定資産税ゼロの特例を措置した自治体」とは＞

生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）に基づき、補助事業者が申請する各々の申請締切日までに、固

定資産税ゼロの特例を措置（条例制定済や知事専決済）のもの。

なお、中小企業庁ホームページに掲載されている市区町村の他に、「自治体独自の方法で事業者に知らせる予定」とし

ている市区町村も存在するため、掲載されていない市区町村の対応方針については、各自治体に問い合わせのこと。

・生産性向上特別措置法における先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市町村

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

このうち、※がついている生産性向上特別措置法以外の制度により、減免措置を講じている自治体を除く。

・問い合わせ先：以下表の通り

（※）先端設備等導入計画の認定は不要であるが、先端設備等導入計画について問い合わせをする場合は法律の

施行後は所在する自治体となるが、それまでは管轄の経済産業局へ問い合わせのこと。

対象地域 担当課 連絡先（直通）

北海道 北海道経済産業局 中小企業課 011-709-3140

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、福島県
東北経済産業局 経営支援課 022-221-4806

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、

山梨県、長野県、静岡県

関東経済産業局 中小企業課 048-600-0321

岐阜県、愛知県、三重県 中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748

富山県、石川県 電力・ガス事業北陸支局 産業課 076-432-5401

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県
近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

山口県
中国経済産業局 中小企業課 082-224-5661

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 四国経済産業局 産業振興課 087-811-8523

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島県
九州経済産業局 中小企業課 092-482-5447

沖縄県 沖縄総合事務局
経済産業部

中小企業課
098-866-1755

2.交付申請を始める前に



IT
3. 交付申請を行う

・交付申請作成の流れ
・申請マイページの開設
・申請マイページの開設画面
・個人事業主の添付書類について
・交付申請の作成画面
・交付申請時の注意点
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申請者招待 基本情報の入力 P.43

基本情報の入力 P.45～49

申請者招待情報 の確認・完了 P.44

STEP１～ 基本情報の確認 P.51

STEP２～ 経営診断結果IDの入力 P.52

STEP３～ 財務情報の確認・修正 P.53

STEP４～ 非財務情報の確認・修正 P.54

STEP５～ 関連施策の入力 P.55

STEP６～ 交付申請内容の確認・書類の添付 P.56

STEP１～ 申請者情報の確認 P.57

STEP２～ IT導入支援事業者情報の入力 P.58

STEP３～ 経営診断情報の確認・修正 P.59～60

STEP４～ 計画数値の入力 P.61

STEP５～ 独自指標の入力 P.62

STEP６～ 関連施策情報の確認・修正 P.62

STEP７～ 導入ITツール情報の入力 P.63

STEP８～ 交付申請内容の確認 P.64

STEP９～ 交付申請内容の確認・申請完了 P.67

STEP７～ 交付申請内容の確認・承認 P.65～66

交付申請は、以下のステップで進みます。

3.交付申請を行う

交付申請作成の流れ

申請者へメールが届きます。

申請者へメールが届きます。

申請者へメールが届きます。

申請者へメールが届きます。 個人事業主の添付書類について ⇒P.50

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社 構成員

幹事社

構成員 構成員が担当する申請のみ
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『申請マイページ』とは、交付申請やそれ以降の手続きを行う際に必要となる、申請者に付与されるポータルサイトのことです。

申請者は、申請に必要な情報を『申請マイページ』から入力し、IT導入支援事業事業者が代理申請を行います。

交付申請を始めるにあたり『申請マイページ』が必要となりますので、「申請マイページ開設の手順」に沿って開設してください。

「申請マイページ」の開設

「申請マイページ」とは

3.交付申請を行う

幹事社 構成員

招待 〇 〇 -

開設（基本情報の入力） - - 〇

申請基本情報の入力 - - 〇

経営診断ツールの情報の呼び出し - - 〇

経営診断ツールの情報の修正 〇 〇 〇

ツール情報・申請情報の入力 〇 〇 -

申請情報の修正 〇 〇 〇

添付書類（全部事項証明書、身分証明

書等）のアップロード
〇 〇 〇

事業計画の入力 〇 〇 -

申請内容の承認依頼 〇 〇 -

申請内容の承認・宣誓 - - 〇

事務局への申請 〇 - -

申請情報・ステータスの閲覧 〇 〇 〇

採否通知DL - - 〇

各種書類DL 〇 〇 〇
各種書類

IT事業者ポータル
『IT事業者ポータル』『申請マイページ』 申請マイページ

マイページ

交付申請

構成員が担当する申請のみ
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◆担当者メールアドレスについて

担当者メールアドレスは必ず、申請者自身が

管理するものを申請してください。

IT導入支援事業者を含む申請者以外の第

三者のメールアドレスを担当情報として申請し

た場合、補助金の交付（申請含む）を取り

消し、申請者とその支援を行ったIT導入支援

事業者の名称を公表する場合があります。

「申請者招待」を押下すると、

基本情報の入力画面に遷移します。

申請マイページの開設画面 申請者招待 基本情報 の入力

招待完了時に送信される

メールの宛名となる項目です。

IT導入支援事業者が、申請マイページ招待を行う画面です。

3.交付申請を行う

宣誓事項を確認したら、✓を

いれてください。

入力が完了したら、「内容確認」ボタン

を押下してください。

入力した内容の確認へ進みます。

IT事業者ポータルへログインし、招待する申請者の基本情報を入力してください。

※イメージ
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申請マイページの開設画面 申請者招待情報の確認・完了

IT導入支援事業者が、前ページにて入力した情報の確認画面です。

3.交付申請を行う

内容を確認し、「招待」ボタンを押下

してください。

招待が完了すると、招待完了のお

知らせと、詳細画面が表示されます。

申請マイページ招待の完了です。

申請者へ案内を行ってください。

入力した内容を確認してください。

申請者へ招待メールが届きます。

※イメージ
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https://www.www.www

株式会社 シンセイシャ 様

申請マイページの開設画面 基本情報の入力１

申請者が、IT導入支援事業者からの「申請マイページの招待」を受けたあと、申請マイページ開設のための補助事業者の要件
を確認する画面です。

3.交付申請を行う

入力が完了したら、「宣誓する」ボタン

を押下してください。

中略

基本情報の入力へ進みます。

※申請要件4～23を省略しています。

メールに記載のURLをクリックし、申請

マイページの開設を進めてください。

招待URLの有効期限は、メール受信

時より72時間です。メールが届きまし

たら速やかにマイページの開設を行って

ください。

招待メールのURLから申請マイページの開設を始めてください。※招待完了後、10分～30分程度でメールが届きます。

24ある申請要件全てを

よく読み、該当するもの

に✓をいれてください。

全てを満たしていない場

合、申請はできません。

※イメージ

※イメージ
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申請マイページの開設画面 基本情報の入力２

申請者が、申請マイページ開設のための基本情報を入力する画面です。

3.交付申請を行う

※１.企業情報の入力について

企業情報の入力時、入力された法人番号から「法人

インフォ」を参照して法人情報の確認、入力支援を行い

ます。法人インフォで法人情報が参照できない或いは個

人事業主の場合は、情報確認のため書類添付が必要

となります。

法人インフォとは：法人が政府より受けた補助金や表

彰、許認可等の法人活動情報のデータベースです。

＜個人事業主の場合＞

入力項目が異なりますので、以下の点にご注意ください。

◆屋号・商号

◆所在地：公的身分証明書に記載の現住所を入力してください。

◆生年月日：公的身分証明書に記載の代表者の生年月日を入

力してください。

◆事業所所在地：事業を実施している住所を入力してください。

法人番号から取得した情報が自動で

反映されます。

取得出来なかった場合は空欄となりま

すので、入力してください。※1

◆の項目について、取得した情報の修

正、取得できなかった情報の入力を

行った場合、履歴事項全部証明書の

添付が必要となります。

申請者招待で入力した法人番号が表

示されます。「情報取得」ボタンを押下

し、情報を取得してください。

◆

◆

◆

◆

◆

■個人事業主の場合、所在地と事業所所在地の入力欄があります。

○所在地 ⇒ 現住所（身分証に記載の住所）

○事業所所在地 ⇒ 事業所の住所 を入力してください。

※入力の際には、番地を含め住所をすべて入力してください。

基本情報を入力してください。
※イメージ
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申請マイページの開設画面 基本情報の入力３

3.交付申請を行う

申請者が、申請マイページ開設のための基本情報を入力する画面です。

※パート、派遣・契約社員・役員を含まない正社員数を入力してください。

細分類コードを検索し、4桁の数

字を入力してください。

細分類コードを入力すると自動で

反映されます。

細分類コードはこちらから検索できます。

設立予定、開業予定等、交付

申請時点で事業を行っていない

場合、申請の対象となりません。

交付申請時点で事業を行っていることが申請要件となります。

基本情報を入力してください。 ※イメージ
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申請マイページの開設画面 基本情報の入力４

3.交付申請を行う

info@sinseisya.jp

申請者が、申請マイページ開設のための基本情報を入力する画面です。

ログインID・パスワードの設定へ進みます。

基本情報を入力してください。

法人番号から情報が取得できた

場合には自動で反映されます。

取得出来なかった場合は空欄と

なりますので、入力してください。

修正、入力を行っても履歴事項

全部証明書の添付は不要な項

目です。

入力が完了したら、「次へ」ボタン

を押下してください。

◆担当者情報について

担当者情報は必ず、申請者自身が管理するものを申請し

てください。IT導入支援事業者を含む申請者以外の第三

者の情報を担当者情報として申請した場合、補助金の交付

（申請含む）を取り消し、申請者とその支援を行ったIT導

入支援事業者の名称を公表する場合があります。

※イメージ
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申請マイページの開設画面 基本情報の入力５

申請者が、申請マイページへログインするための「ログインID」「パスワード」を設定する画面です。

3.交付申請を行う

※半角英小文字または半角数字のみ使用可能です。8-20文字で設定してください。

※半角英数字のみ使用可能です。8-20文字で設定してください。

※上記と同じパスワードを入力してください。

マイページの開設が完了します。

マイページの開設が完了しました。

交付申請の完了ではありませんので、交付申請の作成を開始してください。

ログインIDは忘れないようご注

意ください。

※ログインIDは変更できません。

ログインIDは、申請マイページ

の開設完了時に送信されるメー

ルに記載されてます。

任意のログインID

を設定してください。

入力が完了したら、「次へ」ボタン

を押下してください。

ログインID・パスワードを設定してください。

申請者へメールが届きます。

※イメージ
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個人事業主の添付書類について

個人事業主で申請する場合、交付申請時に「公的身分証明書」と「事業実在証明書」の添付が必要となります。

それぞれの書類について、下記注意点をよく確認したうえで、書類を準備し、交付申請を行ってください。

3.交付申請を行う

公的身分証明書についての注意点

公的身分証明書は、必ず以下の3点が記載されているものを提出してください。

【本事業にて身分証明書として認められる書類の例】

○住民票 ○運転免許証 ※裏面に記載事項がある場合は、裏面も提出してください。

【本事業にて身分証明書として認められない書類の例】

■現住所が手書きであり、印字されていない書類

例）パスポート、健康保険証（住所が印字されている場合を除く）

■事業所所在地が記載されており、現住所が記載されていない書類

例）税理士証票等の士業の証票

■公的身分証明書ではない書類

例）マイナンバー通知カード

※発行されたマイナンバーカードは認められますが、マイナンバーカードを提出する場合は、表面のみを添付してください。

①氏名 ②現住所 ③生年月日

事業実在証明書では、補助事業者本人が事業を営んでいることを確認できる必要があります。

屋号・商号及び、代表者氏名と事業内容が明確な書類を提出してください。

※店舗の外観写真、メニューの写真等ではなく書類を提出してください。

事業実在証明書についての注意点

例）○名刺 ○ショップカード ○パンフレット ○店舗等のチラシ

注）氏名のみの名刺は事業内容が確認できないため認められません。

１つの書類で必要事項が明確にならない場合、複数の書類を提出することも可能です。

■日本の官公庁等に提出された届出書､申告書､報告書等で、事業が明確であり、発行印や受領印等があるもの

例） ○開業届 ○個人事業開始等申告書 ○開業報告書 ○開設届 ○開設届の変更届

○確定申告書 ○青色申告決算書 ○申告内容確認票Ｂ ○変更登録申請に関する届出書

○証明申請書 ○診療業務開始届出書(農務課印) ○社会保険労務士登録申請書

○所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 ○電子申告・納税等開始(変更等)届出書

○国税ダイレクト方式電子納税変更届出書 ○給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表

○国税の電子申告証明書 ○開設届け済み証 ○開業の『証明書』 ○届出済証

○建築士事務所登録通知書 ○保険医療機関指定通知書 ○医療機関指定書

○営業許可証 ○病院診療所台帳 ○公認会計士変更登録通知書

○行政書士変更登録通知書 ○社会保険労務士会会員証

■日本の官公庁等が発行した通知書､指定書､証明書､許可証等で、事業が明確であり、発行印や受領印等があるもの

例）
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交付申請の作成画面 STEP１～ 基本情報の確認

申請者が、「申請登録」ボタンを押下したあとに表示される、基本情報の画面です。

3.交付申請を行う

申請マイページへログインし、交付申請を開始してください。

※イメージ

※イメージ

交付申請を開始するには、「交付申請

情報詳細」ボタンを押下してください。

申請者情報画面が表示されますので、

交付申請の作成を始めてください。

申請マイページ開設時に入力した基本情報が自動で引用されます。
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入力が完了したら、「次へ」ボタン

を押下してください。

交付申請の作成画面 STEP２～ 経営診断結果IDの入力

経営診断ツールの診断結果を

PDF出力した際の「経営診断結

果ID」を入力してください。

申請者が、「申請者担当情報」、「経営診断」、「平成28年度交付申請」について入力する画面です。

3.交付申請を行う

平成28年度のIT導入補助金に

て、交付決定を受けている場合

は「申請有」を選択し、交付申請

番号を入力してください。

経営診断（財務）情報の確認へ進みます。

経営診断結果ID、平成28年度の申請について入力してください。
※イメージ
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交付申請の作成画面 STEP３～ 財務情報の確認・修正

申請者が、前ページにて入力した、「経営診断結果ID」の情報が反映された画面です。

3.交付申請を行う

内容の確認・修正が完了したら、

「次へ」ボタンを押下してください。

経営診断（非財務）情報の確認へ進みます。

経営診断ツール結果IDより診断結果が反映されています。必要に応じて修正が可能です。 ※イメージ
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交付申請の作成画面 STEP４～ 非財務情報の確認・修正

内容の確認・修正が完了したら、「次へ」

ボタンを押下してください。

申請者が、前ページにて入力した、経営診断結果IDの情報が反映された画面です。

3.交付申請を行う

中略

関連施策の入力へ進みます。

※経営診断（非財務）情報の一部を省略しています。

経営診断ツール結果IDより診断結果が反映されています。必要に応じて修正が可能です。 ※イメージ
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交付申請の作成画面 STEP５～ 関連施策の入力

申請者が、「おもてなし規格認証2018」の取得有無と、「SECURITY ACTION登録番号」の入力画面です。

3.交付申請を行う

※イメージ※イメージ

「おもてなし規格認証」を取得している場合

は、「取得済」を選択し、登録番号（8

桁）を入力してください。

申請内容の確認・書類の添付へ進みます。

「SECURITY ACTION」のアカウント

ID（4から始まる11桁の数字）を入

力してください。

入力が完了したら、「確認画面へ」

ボタンを押下してください。

関連施策について入力してください。

※SECURITY ACTIONアカウントIDの照合結果が不一致の場合、IPAから申請者へ

連絡をさせていただく場合がございます。
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事業は旧姓で行っているため、開業届と申請者名の名字が異なる。

※申請者が添付をしなかった場合、IT導入支援事業者側の確認画面で添付が必須となります。

交付申請の作成画面 STEP６～ 交付申請内容の確認・書類の添付

申請者が、ここまでのページで入力・確認した情報が確認できる画面です。

3.交付申請を行う

申請情報を確認後、修正する場合は「修正する」ボタンを

押下してください。

◆個人事業主の場合

※添付ファイルは画像ファイル（JPG/JPEG/PNG）

/PDFファイルにのみ対応しています。

また、添付ファイルのサイズ上限は10MBとなっています。

◆法人の場合

申請情報は、IT導入支援事業者へ送信されました。

IT導入支援事業者による情報入力・確認完了後、承認・宣誓

を行わないと交付申請は完了しません。

IT導入支援事業者が承認依頼を行うと、メールが届きます。

メールが届きましたら再度申請マイページへログインしてください。

代表者の公的身分証明書(現住所・氏名・生年月日の記載があるもの）と事業を行ってい
ることが確認できる書類（開業届・名刺・パンフレット等）を添付してください。

中略

法人インフォにて情報を取得できなかった場合、取得した情報を修正した場合のみ「履歴
事項全部証明書」を添付してください。

法人と個人事業主では、必要な添付書類が異なります。

※事業実在証明書の情報と入力情報に相違がある場合、通信欄に相違の理由等を入力してください。

内容を確認し、「交付申請情報入力完了」ボタンを押下してください。

交付申請の入力が完了しました。

申請内容を確認し、必要書類を添付してください。

⇒ 確認者所属(法人名等)が必須となります。

⇒ 確認者所属(法人名等)もしくは確認者資格どちらかの入力が必須となります。

⇒ 確認者所属(法人名等)が必須となります。

⇒ 確認者所属(法人名等)が必須となります。

⇒ 確認者所属(法人名等)もしくは確認者資格どちらかの入力が必須となります。

※イメージ

※イメージ ※イメージ

⇒ 確認者所属(法人名等)が必須となります。
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info@sinseisya.jp

交付申請の作成画面 STEP１～ 申請者情報の確認

IT導入支援事業者が、申請者の入力した情報を確認するための手順です。

内容を確認したら「IT

導入支援事業者担当

情報」ボタンを押下して

ください。

3.交付申請を行う

「交付申請検索」から交付申請を

行う事業者を検索します。

IT事業者ポータルへログインし、交付申請を行う申請者を選択し、内容確認を行ってください。
※イメージ

中略

該当する申請の「編集」ボタンを押下すると、申請者

の情報画面が表示されます。

入力内容を途中で保存する場合

は、「一時保存」ボタンを押下してく

ださい。

IT導入支援事業者の担当情報の入力へ進みます。

内容を確認し、訂正の必要があ

る場合は、必要に応じて「申請

者へ訂正を依頼」ボタンを押下し

てください。

※イメージ
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交付申請の作成画面 STEP２～ IT導入支援事業者情報の入力

IT導入支援事業者が、自身の担当者情報を入力・確認する画面です。

3.交付申請を行う

コンソーシアムの場合にのみ表示され

る項目です。

コンソーシアムの場合には、担当する

事業者を「幹事社」「コンソーシアム

構成員から選択」から選んでください。

入力が完了したら、「経営診断（財

務）情報」ボタンを押下してください。

経営診断（財務）情報の確認へ進みます。

IT導入支援事業者の担当情報を入力してください。 ※イメージ
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交付申請の作成画面 STEP３～ 経営診断情報の確認・修正１

IT導入支援事業者が、申請者の経営診断ツールの財務情報を確認・編集する画面です。

3.交付申請を行う

経営診断（非財務）情報の確認へ進みます。

※イメージ

IEYAB-02352

内容の確認・修正が完了したら

「経営診断(非財務)情報」ボタン

を押下してください。

経営診断（財務）情報を確認してください。
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交付申請の作成画面 STEP３～ 経営診断情報の確認・修正２

IT導入支援事業者が、申請者の経営診断ツールの非財務情報を確認・編集する画面です。

3.交付申請を行う

中略

内容の確認・修正が完了したら

「計画数値入力」ボタンを押下して

ください。

計画数値の入力へ進みます。

経営診断（非財務）情報の確認を行ってください。

※経営診断（非財務）情報の一部を省略しています。

※イメージ



6161

交付申請の作成画面 STEP４～ 計画数値の入力

IT導入支援事業者が、申請者の労働生産性の計画数値を入力する画面です。

3.交付申請を行う

「従業員の年間労働時間

の合計÷従業員数」で

年間1人あたりの平均労

働時間を算出してください。

取締役等の役員を除いた

数が「０」となる場合は、役

員を含めカウントし、「１」

以上の数値を入力してくだ

さい。

「2018年4月～2023年3月」までの5年間の計画数値を入力してください。 ※イメージ

※「０」でも入力可能です。

※各金額の入力単位にご注意ください。金額の入力単位は『円』です。『千円』単位ではありません。

※パート、派遣・契約社員を含まない正社員数を入力してください。
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交付申請の作成画面 STEP５～ 独自指標の入力

IT導入支援事業者が、申請者の関連施策情報を確認・編集する画面です。

3.交付申請を行う

交付申請の作成画面 STEP６～ 関連施策情報の確認・修正

IT導入支援事業者が、申請者の独自指標の計画数値を入力する画面です。

どのような計算によって算出される

独自指標であるかを、簡潔に記

載してください。

その他独自の参考指標を入力する場合は、指標名、

単位、評価の方法を入力・選択してください。

内容の確認・修正が完了したら、

「導入ITツール情報」ボタンを押下し

てください。

ITツール情報の入力へ進みます。

その他独自指標を設定する場合は入力してください。

関連施策情報を確認してください。

※イメージ

※イメージ
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交付申請の作成画面 STEP７～ 導入ITツール情報の入力

※交付決定を受けてからITツール導入までのおおよその日数を入力してください。

※補助対象経費の8%の額を入力してください。

ツール選択後、必ず「追加」ボタンを押下してください。

「追加」ボタンを押さないとツール情報が反映されません。

IT導入支援事業者が、申請者が導入するITツール情報を入力する画面です。

3.交付申請を行う

入力が完了したら「確認」ボタン

を押下してください。

ここからITツールを検索し、

選択します。

入力内容の確認へ進みます。

ITツール情報を入力してください。 ※イメージ

◆ITツールの重複について

平成28年度IT補助金事業で、補助

金の交付を受けている場合、昨年導

入したITツールの機能と同機能をもつ

ITツールを同一事業で導入することは

できません。

事務局にて業務機能重複と判断され

た場合には、事務局より確認の連絡

をさせていただきます。
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交付申請の作成画面 STEP８～ 交付申請内容の確認

IT導入支援事業者が、STEP1～STEP7までに入力した情報を確認できる画面です。

3.交付申請を行う

中略

申請者が添付をしていな

い場合、IT事業者が必

要なファイルの添付を行っ

てください。

交付申請の入力が完了し、申請者

へ承認の依頼が行われました。

確認・宣誓が完了したら

「承認依頼」ボタンを押下してください。

申請内容を確認し、承認依頼をしてください。

申請者へメールが届きます。

※イメージ

※招待以降に入力した情報の一部を省略しています。
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交付申請の作成画面 STEP７～ 交付申請内容の確認・承認１

申請者が、交付申請内容の確認・承認をする画面です。

申請マイページへログインし、IT導入支援事業者が入力した内容（計画数値・導入するITツール情報等）を含め、交付

申請内容を確認し、承認してください。

3.交付申請を行う

承認、IT導入支援事業者によって事務局へ交付申請が提出されます。申請内容をすべて確認のうえ、承認してください。

info@sinseisya.jp

info@dounyu.jp

【申請者担当情報】

について確認してください。

◆担当者情報について

担当者情報は必ず、申請者自身が管

理するものを申請してください。

IT導入支援事業者を含む申請者以外

の第三者の情報を担当者情報として申

請した場合、補助金の交付（申請含

む）を取り消し、申請者とその支援を

行ったIT導入支援事業者の名称を公表

する場合があります。

【申請者基本情報】

について確認してください。

※イメージ ※イメージ

【平成28年度交付申請】

について確認してください。

【IT導入支援事業者担当情報】

について確認してください。

【申請者情報】

について確認してください。
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交付申請の作成画面 STEP７～ 交付申請内容の確認・承認２

内容の確認をし、交付申請の

提出を承認する場合は「承認」

ボタンを押下してください。

IT導入支援事業者が、事務局へ提出をすると交付申請が完了します。

承認後、IT導入支援事業者が修正を行った場合は、再度申請者の承認が必要となります。

内容を確認をし、修正箇所が

ある場合は「修正」ボタンを押

下してください。

3.交付申請を行う

【計画数値】

IT導入支援事業者が入力した

項目です。

必ず確認してください。

【経営診断(財務)情報】

について確認してください。

確認 三郎

宣誓事項を確認したら、✓を

入れてください。

※イメージ ※イメージ

【経営診断(非財務)情報】

について確認してください。

【添付書類】

【第三者による総括的な確認】

について確認してください。

【導入ITツール情報】

IT導入支援事業者が入力した

項目です。

必ず確認してください。

◆ITツールの重複について
平成28年度IT補助金事業で、補
助金の交付を受けている場合、昨年
導入したツールの機能と同機能をもつ
ITツールを同一事業で導入すること
はできません。
事務局にて業務機能重複と判断さ
れた場合には、事務局より確認の連
絡をさせていただきます。
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交付申請の作成画面 STEP９～ 交付申請内容の確認・申請完了

IT導入支援事業者が、申請者によって承認された情報を確認し、事務局へ申請を行う画面です。

「交付申請検索」から交付申請の提出を

行う事業者を検索します。

3.交付申請を行う

事務局へ提出され、交付申請の完了です。

中略

確認が完了したら、「事務局へ申請」

ボタンを押下してください。

対象の申請者の「申請」ボタンを

押下すると交付申請の確認画面

が表示されます。

承認された交付申請の提出を行ってください。

申請者へメールが届きます。

※イメージ

※イメージ

※招待以降に入力した情報の一部を省略しています。
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事務局から連絡があった際には、速やかに対応してください。

■IT導入支援事業者による内容の確認

内容を確認後速やかに対応をしてください。修正等は、IT導入支援事業者、及び申請者のどちらでも行う

ことが可能です。IT導入支援事業者側で対応できない場合は、申請者へ修正・承認の依頼をします。

■申請者による内容確認・承認

■申請者は「基本情報入力」を行います

IT導入支援事業者から内容確認・承認依頼が届きます。内容を確認後、修正の必要があれば対応をし、

修正の必要がなければ内容の承認をします。

事務局へ代理申請された申請内容に、確認事項・修正事項等が生じた場合、事務局からIT導入支援事業者、及び申請者

へ確認・修正依頼のメールが届きます。

■IT導入支援事業者による内容確認・再提出

申請者の承認後、IT導入支援事業者は事務局へ申請の再提出をします。

再提出された内容を事務局にて再度確認します。

交付申請時の注意点

交付申請内容の確認事項について

3.交付申請を行う



IT
4. 基本情報の変更について

・変更申請方法
・変更申請の実施
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情報の変更が可能な項目には、事務局の承認を受ける必要がなく、いつでも変更が可能な項目（常時編集可能項

目）と、事務局へ変更を希望する旨の申請（変更申請）を行い、事務局での変更申請の審査が必要となる項目の2種

類があります。

常時編集可能項目

交付申請完了後より随時変更可能

以下の項目は申請マイページ上で随時変更することができます。

担当者情報

• 部署名

• 氏名、（フリガナ）

• 連絡先：会社、携帯

変更申請方法

変更申請について

４.基本情報の変更について

変更申請の実施

変更申請の方法変更申請が必要な項目

交付決定後より随時変更可能

以下の項目は、事務局へ変更を希望する旨の申請（変更申請）を行い、事務局での変更申請の審査が必要となる項目

です。

基本情報

• 事業者名（フリガナ含む）

• 屋号・商号

• 現住所または本店所在地

• 事業所所在地

• 業種

• 従業員数

• 代表者氏名（フリガナ含む）

• 資本金

• 担当者メールアドレス（申請者）

• 履歴事項全部証明書

• 公的身分証明書（分類含む）

• 事業実在証明書（分類含む）

◆申請者基本情報

• 代表者役職

• 代表者電話番号



IT 5. ステータス・通知メールについて

・ステータスについて
・事務局からの通知メールについて
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ステータス一覧

IT導入支援事業者

交付申請再提出待ち

IT導入支援事業者が申請者をマイページに招待した状態です。

IT導入支援事業者

交付申請訂正中

申請者が申請マイページの開設を完了し、交付申請の作成を開始した状態

です。

交付申請情報をIT導入支援事業者が編集している状態です。

申請者が交付申請の内容を確認している状態です。

開設準備中

マイページ開設済/交付申請

申請者が交付申請内容の確認を終えた状態です。IT導入支援事業者は

内容を確認し、事務局へ交付申請を提出することが可能です。必要に応じ

て、申請者への修正依頼をすることも可能です。

交付決定

申請者

交付申請訂正・確認中

交付申請の提出が完了し、事務局にて交付申請の審査を行っている状態

です。

交付申請内容に事務局からの確認・修正依頼があった場合に、事務局が

IT導入支援事業者に情報の確認・修正依頼をした状態です。

交付申請内容に事務局からの確認・修正依頼があった場合に、IT導入支

援事業者が申請者に情報の修正・確認を依頼した状態です。

「IT事業者ポータル」、「申請マイページ」では、各申請がどのような状態かを確認できるよう、ステータスというものが存在します。

ステータスは申請の状況によって自動で遷移します。

IT導入支援事業者

交付申請提出待ち

申請者

交付申請承認待ち

交付申請申請済

事務局からの確認・修正事項について、申請者・IT導入支援事業者の情

報確認・修正が完了し、事務局へ申請を再提出する直前の状態です。

交付申請の審査の結果、申請が交付決定となった状態です。

申
請
内
容
に
確
認
事
項
が
あ
る
場
合

ステータスについて

5.ステータス・通知メールについて

ステータスは、「IT事業者ポータル」、「申請マイページ」の両方の画面上で確

認することができます。

下図で説明するステータスは、黄色は申請者が対応する状態、青色はIT導

入支援事業者が対応する状態を示しています。

IT導入支援事業者

交付申請
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本事業では、申請時の各種通知は事務局より送信するメールにて行います。そのため、各種通知メールを必ず受信できるメー

ルアドレスを、IT導入支援事業者、申請者ともに交付申請時に登録する必要があります。

申請マイページ開設完了メール
申請者が申請マイページの開設に必要な基本情報を入力し、申請マイページの開設が完了したときに送信されるメール

です。

採否結果通知メール
第三者審査委員会による交付申請の審査がなされたあと、審査結果について送信されるメールです。

申請マイページ招待メール
IT導入支援事業者が申請者を招待し、申請マイページ開設が可能になったときに送信されるメールです。

交付申請提出完了メール
IT導入支援事業者が事務局に交付申請を提出したときに送信されるメールです。

以下のメールは、申請者（担当者メールアドレス）に対して送信されます。

※携帯メールアドレスでは事務局からのメールを受信できない可能性があります。PC用のメールアドレスを登録

してください。

※必要に応じて、事務局からの通知を受信できるように受信設定を行ってください。

変更申請審査結果通知メール

変更申請がIT導入支援事業者から事務局に提出された後、事務局による変更申請の審査が完了し、その結果につい

て送信されるメールです。

事務局からの通知メールについて

交付申請時の通知メールの種類

交付申請作成完了メール
IT導入支援事業者の情報入力が完了したときに送信されるメールです。

以下のメールは、IT導入支援事業者（担当者メールアドレス）に対して送信されます。

申請者情報更新通知メール
申請者のステータスに、上記の申請者宛のメールが通知されるような更新があった場合に、前日分の動きを一括で通知

するメールです。コンソーシアムの場合は、幹事社と構成員それぞれに1通ずつ送信されます。

5.ステータス・通知メールについて



IT 6. 交付決定後について

・事業実施時の注意点
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事業実施時の注意点①

交付決定後の流れについて

6.交付決定後について

交付申請後、交付決定となった申請者は補助事業を開始し、事業が完了すると実績報告を行います。事業実施時には別途

「事業実施・実績報告の手引き」をご参照のうえ、事業を実施してください。

『交付決定』を受ける前に契約・発注、支払い等を行った申請は補助金の交付を受けることができません。

必ず『交付決定』を受けた後に事業を開始してください。

支払い方法は、『支払の事実に関する客観性の担保のため、支払方法が指定されている場合を除き』原則銀行振込とします。

やむを得ず他の方法で支払いを行う場合、クレジットカード払い（ショッピングクレジット払い含む）、現金払いのみ認められます。

その他の方法で支払いを行った場合、補助金の交付を受けることができません。

支払い方法について

①銀行振込の場合

【必要な証憑】
◆振込を行ったことが確認できる書類

証憑例）いずれか１つ

○金融機関の窓口で発行された銀行振込受領書

○ATMで発行されたATM利用明細

○通帳の取引明細ページ+通帳の表表紙

○ネットバンキングの振込完了画面キャプチャ

○ネットバンキングの取引明細照会画面キャプチャ

※補助事業者の口座に限ります。

対象とならない証憑例）

×インターネットバンキングの振込予約画面

×IT導入支援事業者の通帳明細、取引明細等

【必要な情報・注意点】

■証憑には必ず次の4点が記載されていること

①振込日 ②支払元 ③支払額 ④支払先

■証憑は補助事業者側のものであること

※実績報告日までに支払いが完了している必要があります。

※証憑は補助事業者側のものに限ります。

支払い方法によって実績報告時に提出が必要な証憑が異なります。支払い方法にあわせて必要書類をご準備ください。

※補助事業者の口座に限ります。

※補助事業者の口座に限ります。

必要な証憑について

【必要な証憑】
◆現金出納帳+現金出納帳の表紙＋領収書

【注意点】

■補助事業者の名前が確認できること

■領収書に「交付申請No.KS29-○○○○○○○」の

記載があること

現金払いの場合

※領収書は補助事業者側の原本を提出してください。
IT導入支援事業者の手元に残る控えは認められません。
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クレジットカード払い（ショッピングクレジット払い含む）の場合

【必要な情報】

○カードの名義人情報 ○利用日

○利用金額、請求金額 ○決済内容

○引き落とし口座情報

○決済内容

【必要な証憑】
◆クレジット会社発行の利用明細（書面、Web)

＜個人事業主の場合＞

■個人事業主本人名義のカードでの一括払いであり、事業実績報告時までに

決済が完了していること

リボ払い・分割払いは認められません

※生計を同一とする家族等の名義のカードでの支払いであっても、対象となりません。

＜法人の場合＞

■法人カード（ビジネスカード、コーポレートカード等）での一括払いであり、引き落とし口座が法人名義であること

※個人名義の口座が引き落とし口座に設定されているカードでの支払いは対象となりません。

事業実施時の注意点②

注意点

書面での利用明細を証憑とする場合、利用日から明細の発行日までの日数や時間を考慮し、事業を実施してください。

実績報告の提出期日までに証憑が添付できない場合であっても、事業遅延の理由として認められません。

＜個人事業主＞

■個人事業主で申請している補助事業者が、他の法人の役員・従業員である場合も、他の法人口座からITツール代金を支払うことはで

きません。

■個人事業主が、家族・親戚名義の口座を事業で使用している場合も、個人事業主本人以外の口座からITツール代金を支払うことはで

きません。

必ず、補助事業者である個人事業主の口座から支払いを行ってください。

＜分割払い＞

■分割・リボ払いは、クレジットカード払いの場合補助対象となりませんが、その他の支払い方法で契約締結後にITツール代金を分割（前途

金・中途金・完了時金）として支払うことは可能です。

必ず、事業期間内にITツール代金全額の支払いを終えてください。

＜支払い口座＞

■同一人物が複数の補助事業者の代表を務めている場合で、担当のIT導入支援事業者が同一の場合でも、ITツール代金を複数社分ま

とめて支払うことはできません。 必ず、各補助事業者名義の口座から支払いを行ってください。

＜証憑＞

■支払い証憑１つに必要情報が全て記載されていない場合、複数の証憑を添付し、必要情報が全て読み取れるように提出してください。

不足事項を手書き等で補うことは原則認められません。

＜クレジットカード払い（以下、ショッピングクレジット払い含む）＞

■IT導入支援事業者が、自社のサービスとしてクレジットカード決済を提供している場合のみ、クレジットカード払いが補助の対象となります。

クレジットカードでの支払いが行われていても、第三者がオンライン等で決済代行を行うサービスを利用した場合は、補助金の交付を受けるこ

とができません。ただし、決済代行を行う事業者がコンソーシアムの構成員となっている場合はその限りではありません。

支払いの際の注意点



IT 7. よくある質問

・質問と回答
・問い合わせ先



78787.よくある質問

質問①：交付申請で同一の事業者は何回まで応募できますか。

回答①：①1回の募集期（三次公募の場合は第１回～第５回の各回の締切までの期

間）につき、同一の事業者が応募できるのは1回のみとなります。

②法人が申請を行う場合、支社や支店・営業所単位からの個別申請は受け付

けられません。

質問②：今年開業した事業者も交付申請を行えますか。

回答②：申請可能です。

事業立ち上げ時の計画数値等を参考に労働生産性の目標値を設定し、申請して

ください。

質問④：交付決定の通知はどのように行われるのでしょうか。

回答④：事務局から、補助事業者担当者メールアドレス宛てに「交付決定」の通知をメー

でお送りいたします。あわせて、IT導入支援事業者に対しても、補助事業者の交

付決定に係る情報を通知します。

なお、「交付決定通知」は「申請マイページ」よりダウンロードいただき、補助事

業者において保存してください。

質問③：個人事業主として交付申請を行う予定です。旧姓で事業を行っているため、添付

書類と申請上の姓名が一致しませんが、どうすればいいですか。

回答③：交付申請で記載する姓名は公的身分証明書に記載された姓名を使用してくださ

い。これにより、事業実在証明書と申請上の姓名に相違が出てしまう場合は、事

業実在証明書添付欄にある『通信欄』に相違がある理由をできるだけ詳細に記

載してください。通信欄の説明で状況が確認できない場合、採択されない場合が

あります。

質問と回答

※本事業ホームページの「よくある質問」より一部抜粋

質問⑤：従業員数に役員は含まれますか。

回答⑤：交付申請の際の『申請者基本情報』に入力いただく従業員の数には、事業主、

法人の役員、臨時の従業員は含まれません。ただし、経営診断ツールをご利用

いただく際は、『従業員数０』と入力は仕様上できないため、臨時の従業員のみ

を除き、事業主・法人の役員は従業員として計上してください。
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質問と回答

質問⑦：事務局へ送信した交付申請の内容が誤っていたことに気付いたため、修正または

削除したいのですが。

回答⑦：一度ご提出いただいた内容は修正できません。交付申請の取下げを行っていただ

き、改めてご申請ください。

質問⑧：一次公募・二次公募で不採択だった場合、三次公募で申請可能ですか。

回答⑧：一次公募・二次公募で不採択の場合でも本補助金の補助対象者で要件を満た

している場合、三次公募（第１回～第５回の各回の締切までの期間）での再

申請は可能です。

質問⑥：自社の業種はどのように確認すればいいですか。

回答⑥：日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトのe-Statより、ご自身の事業者

が該当する大分類をご確認ください。

＜e-Stat＞

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10

※本事業ホームページの「よくある質問」より一部抜粋

質問⑨：「事業実施期間」中には、何をどこまで進めればいいのでしょうか。ITツールの運用を

開始する必要がありますか。

回答⑨：事業実施期間には交付決定後、ITツールの契約、導入していただくとともに、IT導

入支援事業者に対する支払いを完了し、事業実績報告を事務局へご提出いただ

くまでを含みます。

ITツール導入完了後は、速やかに運用を開始するようにしてください。

一次公募の事業実績報告の提出期限は平成30年9月14日（金）、 二次公募

の事業実績報告の提出期限は平成30年11月16日（金）、三次公募の事業実

績報告の提出は平成31年1月31日（木）となります。

電話番号: 0570-000-429 ／ IP電話用番号：042-303-1441
受付時間:9：30～17：30 (土・日・祝日を除く)

そのほか、お問い合わせは下記までお願いいたします。

問い合わせ先



8080改訂

改訂箇所

更新日 更新ページ 更新内容

2018/4/20 新規作成

2018/5/1 P.38～57 画像を最新バージョンに差し替え

P.42 ログインID、パスワードに関する注意書きを追記

P.48 「第三者による総括的な確認」の入力に関する説明を修正

2018/5/23 P.37～P.58 画像を最新バージョンに差し替え

P.60,61 タイトルを変更

P.61 「常時編集可能項目」の項目を修正

2018/6/20 P.14 二次公募のスケジュールを追記

P.28～P.35 各種検索機能の利用方法について追記

P.42～P.66 画像を最新バージョンに差し替え

P.49 「交付申請時の添付書類について」のページを追加

P.74,75 「事業実施時の注意点」を更新

2018/6/21 P.14 二次公募の交付決定日（予定）を修正

P.69 「変更申請が必要な項目」を追記

2018/6/25 P.19 「経営診断ツールを始めるには」のページを追加

P.20～P.28 画像を最新バージョンに差し替え

2018/7/27 P.21 「財務分析情報」の入力に関する説明を追記

2018/8/10 P.14 三次公募のスケジュールを更新

P.61 画像を最新バージョンに差し替え

2018/9/12 P.12 事業フローの実施効果報告について更新

P.14 三次公募のスケジュールを更新

P.42 「IT事業者ポータル」「申請マイページ」でできること一覧に構成員を追加

P.39 固定資産税特例措置について更新

P.70 常時編集が可能な項目を追加

2018/9/28 P.55,56 画像を最新バージョンに差し替え


