別添１

平成２８年度補正
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業

公募要領
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サービス等生産性向上 IT 導入支援事業事務局
（一般社団法人 サービスデザイン推進協議会）
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１．事業概要
１－１ 事業目的
本事業は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するた
め、自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、生産性の向上に資する要素
として「IT の利活用」を設定した上で、こうした IT ツール(ソフトウエア、サービス
等)のサービスを導入しようとする事業者に対して、その事業費等の経費の一部を補助
することにより、中小企業・小規模事業者の経営力向上を図ることを目的としていま
す。この際、補助対象となる中小事業者等の申請をとりまとめ、ビジネスプロセスを
抜本的に効率化すべく、単体機能での IT ツール(ソフトウエア、サービス等)の導入支
援ではなく、複数の機能をパッケージ化したサービスの導入支援を行うことで、生産
性の向上効果を最大限引き出すものです。

１－２ 事業スキーム
本公募は図のうち、一般社団法人 サービスデザイン推進協議会(以下「事務局」とい
う。)が、補助事業者の公募を行うものです。
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１－３ 事業概要
本事業は、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上に資する方策として、IT
導入支援事業者が登録する IT ツール(ソフトウエア、サービス等)を、同事業者の提案
を受けて、検討した上で、こうした IT ツール(ソフトウエア、サービス等)を導入しよ
うとする事業者（以下、
「補助事業者」という。
）に対して、当該 IT ツール(ソフトウ
エア、サービス等)の導入費用の一部を補助するものです。
（１）補助金事業名
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業
（２）予算額
100 億円の内数
（３）補助対象となる事業者
本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等に限
ります。本事業における中小企業者等とは、「中小企業等経営強化法」第２条第１項に規定
する者並びに医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人を原則とし、具体的には
以下に記載の者をいいます。
業種・組織形態
資
本
金
・
（ 従
個 業
人 員
事場規
業合模
主対の
を 象一
含 方
む が
） 右
記
以
下
の

資本金

従業員

（資本の額又は出資の総額）

常勤

製造業、建設業、運輸業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

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）

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

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)

3億円

900人

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円

300人

5,000万円

200人

3億円

300人

旅館業
その他の業種（上記以外）

関 組 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、
連 合 商店街振興組合連合会 等
そ 医療法人、社会福祉法人（注１）
法の
人他
の 特定非営利活動法人（注２）

注１．資本金・従業員規模の一方がサービス業に記載の数値以下のもの。
注２．資本金・従業員規模の一方が法人の主たる業種に記載の数値以下のもの。
（※）上記の表及び注１、注２に該当しない者は対象となりません。例えば、財団法人（公益・一般）、社団法人
（公益・一般）は対象となりません。
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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
対象者から除きます。
（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
ている中小企業者
（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
中小企業者
（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
（※）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、事業を営む者をいいます。
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します。
・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

＜参考＞中小企業等経営強化法（平成十一年三月三十一日法律第十八号）抜粋
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人で
あって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業
種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であっ
て、卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であ
って、サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人で
あって、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその
業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とし
て営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその
連合会であって、政令で定めるもの
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また、上記に加え、以下の項目のいずれも満たしている必要があります。
①本事業を実施する事業者の労働生産性（※1）が、本事業の実施によって 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設定すること。原則として、労働生産性の向上を目標と
した計画及び導入した IT ツール(ソフトウエア、サービス等)による生産性向上指数に
類する独自の数値目標（※2）を設定してください。
（※1）ここでの労働生産性は、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

②補助事業開始から 2021 年 3 月までの間、毎年 3 月末日に、当該時点における生産
性向上に係る情報（売上、原価、従業員数及び就業時間）
、導入した IT ツール(ソ
フトウエア、サービス等)による生産性向上指数に類する独自の数値目標に係わる
情報を IT 導入支援事業者に報告すること。IT 導入支援事業者から国に提出され
た報告内容が、統計的な処理等をされて匿名性を確保した上で公表される可能性
があることについて同意すること。
③日本国内で事業を行う個人又は法人であること。
④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」を営む者でないこと。
⑤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。
⑥反社会的勢力に該当せず、今後も、反社会的勢力との関係を持つ意思がないこ
と。
⑦「IT 導入支援事業者」に登録されていない者であること。
（４）補助対象となる事業
以下の要件を満たす事業に対して補助を行います。
①日本国内で実施される事業であること。
②事務局が認定した「IT 導入支援事業者」が登録する IT ツール(ソフトウエア、サ
ービス等)を導入する事業であること。ただし、交付決定前に契約し、それに伴い
発生した経費は補助対象となりません。
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（５）補助対象となる IT ツール（サービス、ソフトウェア等）の内容
IT 導入支援事業者により、あらかじめ事務局の承認を受け、事務局の HP に補助
対象サービスとして公開された IT ツール(ソフトウエア、サービス等)を補助対象と
します。
（６）補助率及び補助上限・下限額
補助対象経費の区分に対し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。
補助対象経費区分

補助率

サービス、ソフトウエア導入費

2/3 以内

補助上限額・下限額

上限額：100 万円

下限額：20 万円

※補助金は、補助対象者に直接事務局より支払います。
※補助金額の 1 円未満は切り捨てとします。

（７）サービス、ソフトウエア導入費に含まれる経費（※1）
サービス、ソフトウエア導入費については、以下の内容が含まれることを想定し
ています。具体的な内容については、事務局のホームページに登録されている IT ツ
ールの情報を確認いただくか、IT ツールを提供している IT 導入支援事業者に問い
合わせてください。
①パッケージソフトの本体費用
②クラウドサービスの導入・初期費用
③クラウドサービスにおける契約書記載の運用開始日(導入日)から 1 年分までの
サービス利用料・ライセンス/アカウント料（※2）
④パッケージソフトのインストールに関する費用
⑤ミドルウエアのインストールに関する費用
⑥動作確認に関する費用
⑦IT ツール（ソフトウエア、サービス等）の導入に伴う教育、操作指導に関する
費用、事業計画策定に係わるコンサルテーション費用（ただし関連会社、取引会
社への説明会等費用は補助対象外）
⑧契約書記載の運用開始日(導入日)から 1 年分までの問い合わせ・サポート対応に
関する費用、保守費用
⑨社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス初期費用
⑩契約書記載の運用開始日(導入日)から 1 年間の WEB サーバー利用料（ただし、
既存ホームページの日常的な更新・改修費用は、補助対象外）
（※1）全ての経費において、1 年間の費用の開始日は、契約書記載の運用開始日(導入日)を起点とします。
（※2）1 年未満で契約を解除した場合、交付を受けた補助金全額が返還の対象となるため、ご注意ください。
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（８）補助事業期間
・交 付 申 請：平成 29 年 1 月 27 日（金）～平成 29 年 2 月 28 日（火）17 時まで
・事業実施期間：交付決定日以後～平成 29 年 5 月 31 日（水）
・実 績 報 告：事業完了日から起算して 30 日を経過した日又は平成 29 年 6 月 15 日
（木）のいずれか早い日まで。
（９）申請単位
①１補助事業者あたり、１回のみの申請とします。
②支社や支店単位からの個別申請は受け付けません。補助事業者(法人単位)での申
請のみが補助対象となります。
（１０）補助事業者に課す義務
①事業計画の作成
補助事業者は、IT ツール（サービス、ソフトウエア等）の導入による業務効率化
等の目標を設定し、生産性向上に係る事業計画（申請様式）を作成しなければなり
ません。
②実績の報告
・補助事業者は、事業を完了した時は、実績報告書を作成するとともに、必要な証
憑類を整えた上で、IT 導入支援事業者による代行申請を通じてこれら資料等を事
務局に提出すること。
・補助事業者は、原則として、作成した事業計画について、IT ツール(ソフトウエ
ア、サービス等)を導入した結果（労働生産性に係る情報（売上高、原価、従業員
数及び就業時間、以下同じ。
）及び導入した IT ツール(ソフトウエア、サービス
等)による生産性向上指数に類する独自の数値目標の向上に係る情報）を補助事業
開始から 2021 年 3 月までの間、毎年 3 月末日を目途に IT 導入支援事業者に報告
しなければなりません。
・本報告内容については、IT 導入支援事業者から事務局に提出された後、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。
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（１１）その他留意事項
①補助対象経費に、他の補助金（負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第２条
第４項第１号に掲げる給付金及び同第２号の掲げる資金を含む）等が含まれる場
合、補助対象外とします。
②補助事業者は、事務局が行う監査や会計検査院による会計監査に備え、補助金の
受領に要した全ての書類等の情報を補助事業終了後 5 年間保管し、閲覧・提出す
ることについて協力しなければなりません。
③補助事業者が、虚偽申告等により補助金を不正に受給したことが明らかになった
場合、交付決定の取り消し、補助金等の返還及び加算金の納付および必要に応じ
て、中小企業・小規模事業者等の名称及び不正の内容の公表等の措置が講じられ
ます。
④補助事業者は、補助事業を通じて取得した財産について、補助事業の終了後も適
切な財産管理をしなければなりません。また、補助対象ソフトウエアの所有権の
移転や処分の必要が生じた場合には、速やかに事務局に連絡し、指示を受けなけ
ればなりません。
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１－４ 選定方法
学識有識者を含む関係分野の専門家で構成された外部審査委員会において、以下の
項目について審査を行い、この審査結果及び評価を踏まえ、事務局は補助事業者の採
択・交付決定をします。
審査項目

審査事項

事業面

（１）事業面の

からの

具体的な審査

れているか
①業務改善についてのこれまでの取組
②自社事業の市場における強み・弱み
③事業課題
④将来計画
⑤ＩＴ導入により実現したい効果

（２）補足説明

・経営改善に向けた具体的な問題意識を持ち、自社の

審査項
目

以下の①～⑤についてそれぞれ具体的な検討がなさ

事項の審査

強み・弱みをきちんと理解しているか
・事業課題に対する将来計画は整合性が認められるか
・自社の状況や課題、将来の計画に対して、「IT ツー
ルの利活用」という解決策がマッチしているか
・事業実施地域のモデル的な取組であるか

（３）計画目標

以下の①及び②において、それぞれ 2％以上の計画

値の審査

となっているか
①労働生産性の向上率
②独自指標における向上率

政策面

（４）関連事業

・
「おもてなし規格認証 2017」
（紅、金、紺、紫認証の

からの

に係る取組の審

審査項

査

いずれか）を取得しているか
・補助金の額が 50 万円以上の場合、専門家による事業

目

計画の作成支援を受けているか
・補助金の額が 80 万円以上の場合、「中小企業等経営
強化法」に基づく経営力向上計画の認定を受けてい
るか

（１）おもてなし規格認証 2017（※）について
補助事業者は、サービス品質の「見える化」・生産性向上の指標である「おもてな
し規格認証 2017」（紅、金、紺、紫認証のいずれか）を取得している場合、補助金
の申請にあたっては、交付申請時に、下記ホームページより登録いただいた際に発
番された「登録番号」を記載してください。
＜おもてなし規格認証ホームページ＞

https://www.service-design.jp/
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（※）
「おもてなし規格認証 2017」は 1 月 30 日（月）より受付を開始します。

（２）専門家による事業計画の作成支援について
補助金の額が 50 万円以上の案件については、補助事業者の生産性向上を目的とし
た業務改善、IT ツールの導入に係る事業計画の策定、IT ツールの選定・導入等に関
する「専門家」の支援を受けた場合、事業計画書に必要事項を記載してください。
「専門家」（※1）とは、よろず支援拠点、地域プラットフォーム、ミラサポに在籍・
登録のある専門家、または IT 導入支援事業者社内に IT コンサルティングの経験が
あり、その能力を有する者（※2）のことを言います。
（※1）各専門家に係る参考 URL
・ミラサポ

https://www.mirasapo.jp/

・よろず支援拠点

https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html

・地域プラットフォーム

https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html

（よろず支援拠点、地域プラットフォームの情報はミラサポホームページ内にあります。）
※ミラサポに登録のある専門家の支援を受ける場合は、ミラサポ専門家派遣事業ホームページ
（https://www.mirasapo.jp/specialist/index.html）より専門家派遣の流れをご確認ください。
（※2）IT 導入支援事業者社内に在籍する専門家が事業計画作成支援を行える事業者は、IT 導入支援事業者登録時
に専門家の支援実績等を提出し、事務局より事業計画作成支援について認定を受けている事業者です。

（３）経営力向上計画について
補助事業者は、補助金の額が 80 万円以上の案件については、「中小企業等経営強
化法」に基づく経営力向上計画の認定を取得している場合、補助金の交付申請時
に、経営力向上計画の認定証を提出してください。
また、申請中の場合は、各事業分野の担当省庁に申請を行っている旨を記載して
ください。ただし、認定を受けたことが確認できるまでは交付決定を行うことがで
きません（補助事業を実施することができません）ので、予めご承知置きください
（※）

。

＜経営力向上計画について＞

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

（※）経営力向上計画の認定については、各事業分野の担当省庁の窓口に申請し、それが受理されてから 30 日間
程度の審査等の期間を要するため、ご注意ください。

採択・交付決定の結果については、事務局から直接補助事業者に通知するととも
に、補助事業者の代行申請を行った IT 導入支援事業者にも通知を行います。また、事
務局のホームページにおいて、交付決定を受けた補助事業者の名称を公表します
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２．公募フロー

３．申請方法
３－１ 公募期間
一次公募：平成 29 年 1 月 27 日（金）～平成 29 年 2 月 28 日（火）17 時まで
※二次公募は別途行います（時期未定、詳細は今後 HP において公開予定）。

３－２ 申請書の作成および、提出方法
・本事業の交付申請書の作成は、事務局から IT 導入支援事業者に対して発行されるポ
ータルサイトを通じ、すべてオンラインでの電子申請により行われるため、IT 導入
支援事業者による代行申請により事務局に対して申請する必要があります。
・このため、補助事業者は IT 導入支援事業者に対し、申請に必要となる会社情報等を
提供する必要があります。まず、
【様式第 1】を作成し、原本を適切に保管するとと
もに、その写しを IT 導入支援事業者に提供してください。また、この他必要な情報
については、
【別紙 1～4】を参照いただき、自社において該当するデータ、情報等
を整理いただくようお願いいたします。
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３－３ 様式
＜交付申請時＞
◆記入、押印した書類（※）をスキャンの上ポータルサイトにアップロードするもの
・【様式第 1】交付申請書
（※）補助事業者が記入、押印する必要があります。

◆電子申請にてポータルサイトより入力するもの
・
【別紙 1】補助事業者情報登録申請書
・
【別紙 2】事業計画書（補助金額により様式が変わります）
・
【別紙 3】導入 IT ツール（ソフトウエア、サービス等）申請書
・
【別紙 4】補助事業申請に伴う宣誓事項
◆スキャンを、ポータルサイトにアップロードするもの
・
【添付書類 1】法人の履歴事項全部証明書の写し、または個人事業主の場合は開業届
の控の写し
・【添付書類 2】経営力向上計画認定の写し
※補助金申請額が 80 万円以上の申請の場合であって、認定取得について申告する場合に限り必要になります。ま
た、経営力向上計画の認定を取得していない場合は、交付申請時には申請を行っている旨を記載してください。
認定を取得していない場合は、認定を取得したことが確認できるまでは交付決定を行うことができません（補助
事業を実施することができません）。

＜実績報告時に必要な証憑類について＞
以下の証憑類は実績報告時に必要になりますので、事業を進めていく上で必ずご用
意ください。
①発注、契約にかかわるもの（契約書、発注書、請書等）
②納品、検収にかかわるもの（納品書、導入完了の通知等）
③支払いがなされたことがわかるもの（請求書、領収書、クレジット決済控え等）
※証憑類は原則、補助事業者、IT 導入支援事業者（コンソーシアム構成員含む）の双方の事業社名の記載が必要と
なります。
※契約書、発注書、納品書、導入完了の通知などには、必ず IT ツールの登録申請により認定された「 IT ツール
（ソフトウエア、サービス等）名」と同一の名称を記載してください。
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３－４ 各様式の提出先
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業事務局ポータルサイト

URL：https://www.it-hojo.jp
３－５ お問合せ先
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業 コールセンター

お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

TEL:0570-013-330
※IT 導入支援事業者、IT ツール(ソフトウエア、サービス等)の要件は IT 導入支援事業者応募要領、IT ツール(ソフト
ウエア、サービス等)応募要領をご参照ください。
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別添２
平成28年度補正
「サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）」

よくある質問
＜交付申請＞
質問①：「事業計画」とは何か教えてください。
「
回答①：補助事業者の交付申請時に作成いただく様式（参考資料：交付申請様
式別紙 2）のことを言います。

質問②：事業計画作成の際、支援する専門家の定義を教えてください。
また、どのような資格が必要となるのか教えてください。

回答②：「専門家」とは、よろず支援拠点、地域プラットフォーム、ミラサポ
「
に在籍・登録のある専門家、または IT 導入支援事業者社内に IT コン
サルティングの経験があり、その能力を有する者のことを言います。
特定の資格は求めませんが、例えば、中小企業診断士や税理士、公認
会計士といった内容の資格等を想定しています。
よろず支援拠点、地域プラットフォームでの専門家派遣については、
ミラサポホームページをご確認ください。
＜各専門家に係る参考「 URL＞
・ミラサポ
https://www.mirasapo.jp/
・よろず支援拠点
https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
・地域プラットフォーム
https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
（よろず支援拠点、地域プラットフォームの情報はミラサポホームペ
ージ内にあります。）

質問③：50 万以上申請する場合の「専門家」の定義を教えてください。
回答③：「専門家」とは、よろず支援拠点、地域プラットフォーム、ミラサポ
「

に在籍・登録のある専門家、または IT 導入支援事業者社内に IT コン
サルティングの経験があり、その能力を有する者のことを言います。
よろず支援拠点、地域プラットフォームでの専門家派遣については、
ミラサポホームページをご確認ください。
＜各専門家に係る参考「 URL＞
・ミラサポ
https://www.mirasapo.jp/
・よろず支援拠点
https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
・地域プラットフォーム
https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
（よろず支援拠点、地域プラットフォームの情報はミラサポホームペ
ージ内にあります。）

質問④：IT 導入支援事業者内に専門家がいない場合、よろず支援拠点、地域
プラットフォームに専門家の派遣を依頼したら有料になりますか。

回答④：よろず支援拠点・、地域プラットフォームにてそれぞれの専門家につ
いてお問合せください。
・よろず支援拠点「

「

https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
「「「「「
「「「「「「

・地域プラットフォーム
https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
ミラサポの専門家派遣については、以下にお問い合わせください。

「

「 「 「 「 電話番号：03-5542-1685

質問⑤：80 万以上申請する場合、「経営力向上計画」の認定が必須ですか。
回答⑤：必須ではありません。
既に認定を取得している場合は、「認定済」の欄にチェックを入れる
とともに、認定書の写しをアップロードしてください。
また、認定を申請中の場合は、その申請日をご記載ください。
ただし、取得中で申請をした場合は、認定を受けたことが確認できる
までは交付決定を行うことができませんので、ご注意ください。

質問⑥：既に申請した交付申請の内容が誤っていため、修正または削除したい
のですが。

回答⑥：一度ご申請いただいた内容は、修正できません。取下げていただき、
改めてご申請ください。
申請の取下げ手続きにつきましては、追って HP に掲載予定ですので
今しばらくお待ちください。

質問⑦：交付申請の審査は、随時行うのでしょうか。
回答⑦：随時の審査ではございません。公募締切後、審査委員会による審査を
もって、交付決定を行う事業者を決めることとなります。

質問⑧：交付決定はどのように行われるのでしょうか。
回答⑧：事務局から、補助事業者のご担当のメールアドレスに、交付決定の旨
の通知を送ります。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。

質問⑨：「事業実施期間」中には、何をどこまで進めれば良いのでしょうか。
「
運用を開始する必要がありますか。

回答⑨：平成 29 年 5 月 31 日（水）までに、IT ツールを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てください。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。

質問⑩：実績報告とは何を報告するのでしょうか。
回答⑩：IT ツールが導入されたことが確認できるよう必要書類をご提出いた
だきます。具体的には「交付申請書作成・申請の手引き」をご確認く
ださい。

質問⑪：事業計画書に記載した労働生産性向上や独自指標の目標が未達だった
場合、交付が取り消されることがありますか。

回答⑪：基本的には、労働生産性向上や独自指標の目標が未達でも補助金の交
付が取り消されることはありませんが、計画数値は達成できるよう事
業を進めてください。
※事業を実施していないことによる目標未達の場合は、補助金の交付
取り消しとなる可能性もあります。

質問⑫：国の他の助成金・補助金との併用が可能ですか。
回答⑫：国の他の助成金・補助金との併用は不可です。

質問⑬：自治体の助成金・補助金との併用は可能か。
回答⑬：本補助事業では、特段の制限は設けませんが、念のため、自治体側の
助成金・補助金の規則をご確認ください。
※既に自治体の助成金・補助金の交付を受けている場合は、当該交
付額を差し引いた額に対して 2/3 の補助金を交付することとなりま
すので、ご注意ください。

＜IT 導入支援事業者＞
質問⑭：コンソーシアムの構成員を追加することは可能ですか。
回答⑭：構成員を追加いただくことは可能です。
以下の URL より内容をご確認の上、必要書類をご提出ください。
＜IT 導入支援事業者登録内容の変更について＞
https://www.it-hojo.jp/shien/change.html

質問⑮：既に法人として支援事業者に登録済みだが、コンソーシアムの幹事社
または構成員としての重複登録も可能ですか。

回答⑮：ご登録いただけます。
質問⑯：既に法人として支援事業者に登録済みだが、コンソーシアムとして登
録する場合、ミラサポから別の企業 ID を取得する方法が知りたいの
ですが。

回答⑯：（二次公募開始前）現在、コンソーシアム登録の受付は行っておりま
「
せん。今後二次公募を予定しており、その際、IT 導入支援事業者、
コンソーシアムの登録受付を再開しますので、また登録申請を行って
ください。
（二次公募開始後）コンソーシアムで企業 ID を取得してください。

質問⑰：IT 導入支援事業者の二次公募はありますか。また、時期は決まって
いますか。

回答⑰：IT 導入支援事業者の二次公募は 2 月の中旬の開始を予定しておりま
す。詳細はホームページにアップします。

＜製品・IT ツールについて＞
質問⑱：単品製品登録の際、コンサルテーション費用や保守費用などの経費は
どのように含めれば良いですか。

回答⑱：コンサルテーション費用や保守費用などの経費も単品製品としてご登
録いただいた上で、IT ツールの製品として含めてご申請ください。

質問⑲：補助対象経費が登録した IT ツールのレンジからはみ出ても交付申請
は行えますか。

回答⑲：補助対象経費が、登録したレンジの範囲を超えている場合、交付申請
は行えません。再度 IT ツールの登録申請を行うか、レンジ内に収め
て交付申請を行ってください。

質問⑳：IT ツールが不採択となったが、理由がわかりません。
回答⑳：不採択通知に、不採択となった理由が記載されていますので、そちら
をご確認ください。質問がございましたら、以下のメールアドレスに
お問い合わせください。
＜不採択理由についての問い合わせ先メールアドレス＞
tool@it-hojo.jp

別添３

IT導入補助金
平成28年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業

交付申請書
作成・申請の手引き

平成29年1月27日版

サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局

補助事業者向けご案内

☆重要☆
●補助事業者の交付申請を、事務局に代行申請いただいた後、事務局からの「交付決定通知」を
受けて初めて、事業を始めることができます。
●事業を行う際には必ず「交付決定通知」を受けた後に、補助事業者と契約・発注、支払い等を
行ってください。

●「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

補助金を受けることができません。
また、事業完了後、必要な証憑類を提出していただいて初めて、補助金のお支払いができます
ので、あらかじめ必要な証憑類についての確認をお願いします。

本補助金ホームページ（ https://www.it-hojo.jp/ ）にある
「補助金早わかりガイド（ミラサポの記事）」で、
補助金の一般的なルールを確認・理解しましょう。

【補助事業者向けご案内】交付申請方法について
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補助事業者の交付申請を行うにあたり、ポイントとなる箇所についてご説明いたしま
す。交付申請を行う際にはこちらの案内をよくお読みください。

■サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金の申請方法について
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金ではIT導入支援事業者が補助事業者か
ら申請に必要な情報を収集し、交付申請を代行します。補助事業者の方は自身の事業計
画に即したIT導入支援事業者、ITツールをご選択いただき、IT導入支援事業者に申請に
必要な書類又はデータをお渡しください。
交付申請はIT導入支援事業者によるポータルサイトからの代行申請のみ受け付となり
ます。郵送メールでの受け付けは行っておりませんので、ご注意ください。

■IT導入支援事業者の検索方法
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金ホームページで検索いただけます。検
索方法は、「法人名・幹事社名」、「コンソーシアム名」、「サポート地域」、「対応
業種」、「業務機能範囲（対応コア機能）」により検索いただけます。

IT導入支援事業者検索画面URL：http://it-hojo.force.com/shiensearch
■IT導入支援事業者検索画面イメージ
1

①希望条件を入力、チェックをし、
「検索ボタン」を教えてください。
※チェックボックスは複数選択いただ
けます。
✓

✓

2

②検索条件に該当する結果が表示され
ます。

株式会社IT補助

ITコンソ

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

http://www.○○○.co.jp/

株式会社○○

導入コンソ

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

http://www.○○○.com

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

http://www.△△△.com

IT支援株式会社

3

3
予約管理AtoZ
○○○○○○

予約、コミュニ
ケーション、決済

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

http://www.○○○.com

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

http://www.○○○.co.jp

③画面右端の「事業者詳細」、「コン
ソーシアム詳細」、「取り扱いIT
ツール」をクリックすると各項目の
一覧がごらんいただけます。

【補助事業者向けご案内】申請方法について

■交付申請から交付決定までの進め方について
1.申請準備
補助事業者は、ITツール（サービス、ソフトウエア等）の導入による業務効率化等の
目標を設定し、生産性向上に係る事業計画を作成する必要があります。補助事業者での
生産性向上に係わる事業計画の作成が困難な場合は、IT導入支援事業者に相談していた
だくか、専門家にご相談ください。
※専門家については公募要領P8をご参照ください。

2.交付申請
サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金ホームページに掲載している様式等を活用
してIT導入支援事業者に必要な情報、書類を渡し、代行申請を依頼してください。

3.確認・指摘事項の連絡について
情報・書類に確認・指摘事項があった場合は事務局よりIT導入支援事業者に確認の連絡が
行きます。その後、IT導入支援事業者から補助事業者へ確認・指摘事項の連絡が行きますの
で、IT導入支援事業者より確認・指摘事項があった場合はIT導入支援事業者に正しい情報、
書類を提出してください。

4.交付決定
交付決定については、事務局より補助事業者へご連絡いたします。交付決定の連絡があっ
た際には、IT導入支援事業者に報告をし、事業を開始（契約、購入等）してください。
【重要】
「交付決定」の前に事業に着手してしまうと、補助金の交付が受けられなくなりますので、
ご注意ください。
※詳しくは本手引きP14をご確認ください。

3

交付申請記載例

交付申請はIT導入支援事業者によるポータルサイトからの代行申請のみ受付となります。
郵送メールでの受付は行っておりませんので、ご注意ください。

（別紙1）補助事業者情報登録申請書記載例①
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◇ポータルサイトで同情報をご入力いただきますので、補助事業者より必要情報を得る際に参考にしてください。
◇ポータルサイトでは様式と入力順序が異なる個所がありますので、入力の際にはご注意ください。

【重要】本様式は申請書類ではございません。

（別紙1）

※IT導入支援事業者に申請に必要な情報を渡す際にご使用ください。本事業ではIT導入支援事業者によるポータルサイトでの
代行申請のみの受け付けとなりますので、郵送、メール等での受け付けは行っておりません。
※記載する際には、記載要領をご参照ください。

補助事業者情報登録

1

登録日

2017年1月27日

（１）事業者基本情報
事業形態（選択式）

✓法人（組合関連、医療法人、社会福祉法人を除く）

2
業種・組織形態

製造業、建設業、運輸業

卸売業

✓ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3

個人事業主

組合関連

サービス業（ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く）

旅館業

1234567891234

フリガナ：

小売業

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

その他の業種（上記以外）

法人番号
※法人の場合のみ
IT導入支援事業者（コンソーシアム構成員含む）と補助事業者、双方との重複チェック
※国税庁が指定した番
号

補助事業者名

医療法人・社会福祉法人

生年月日
（個人事業主の場合のみ）

カブシキガイシャ アイティーホジョ

株式会社

IT補助

法人番号より自動入力、個人事業主の場合はフリーワード
〒

4

所在地

100-8977

東京都千代田区霞ヶ関○ｰ○ｰ○

03-1111-1111

代表電話番号

フリガナ：

代表取締役
ホジョ イチロウ

氏名：

補助

役職：
代表者

主たる業種
（複数回答可）

5

一郎

✓飲食・サービス

宿泊

卸・小売

✓運輸

10,000,000

資本金
店舗・事業所数
事業者URL

介護

保育

その他（

従業員数（常勤）

）

15

2
http://○○○○-service.co.jp
担当部署：
フリガナ：

補助事業者担当情報

医療

氏名：
連絡先電話番号：
メールアドレス：

営業部
シンセイ ジロウ

申請

二郎

03-1234-5678
tarou@it-○○○○○○.co.jp

■入力に関する注意点

1

申請を行う日付を入れてください。※ポータルサイト上は自動入力となります。

2

事業形態で法人、個人事業主を選択した場合は日本標準産業分類により当てはまる業種を選択
してください。
〈日本標準産業分類検索ページ〉
http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do;jsessionid=yG2KYLHHpkZnN2WyqQ4NhGqGLhTK0RpyhCv8svx21Qq4nSGxbkLd!433518934!1081286943?bKind=10

3

法人、組合関連、医療法人・社会福祉法人の場合は、国税庁が指定した13桁の法人番号を入力
してください。
個人事業主の場合は、生年月日を入力してください。

4

履歴事項全部証明書記載の住所をご入力ください。

5

本事業でITツール（ソフトウエア、サービス等）のサービスを導入する主な業種を選択してく
ださい。

（別紙1）補助事業者情報登録申請書記載例②

6

◇ポータルサイトで同情報をご入力いただきますので、補助事業者より必要情報を得る際に参考にしてください。
◇ポータルサイトでは様式と入力順序が異なる個所がありますので、入力の際にはご注意ください。
（２）IT導入支援事業者情報

A00000000000

1

企業ID
コンソーシアム名

アイティドウニュウカブシキガイシャ

フリガナ：
法人名

IT導入株式会社
法人番号

2

所在地

〒

1234567891234
100-0000
東京都千代田区霞ヶ関○ｰ○ｰ○
03-1234-5678

代表電話番号

代表者

役職：

代表取締役社長

フリガナ：

シエン

氏名：

支援

担当者氏名フリガナ：

トウロク ハナコ

3

担当情報
担当者氏名：
（IT導入支援事業者）
連絡先電話番号

タロウ
太郎

登録 花子
03-1234-5678

担当部署

メールアドレス

営業部
hanako@it-○○○○○○.co.jp

■入力に関する注意点

1

アルファベットと11桁の数字でなる企業IDを入力してください。

2

ポータルサイトでは、①の企業ID を入力すると「法人名」「法人番号」「所在地」「代表電話
番号」「代表者」がデータベースより基本情報が自動的に反映されます。

3

「担当者」はポータルサイトでも交付申請を行う毎に入力が必要になります。

（別紙2）事業計画書①
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◇ポータルサイトで同情報をご入力いただきますので、補助事業者より必要情報を得る際に参考にしてください。
◇ポータルサイトでは様式と入力順序が異なる個所がありますので、入力の際にはご注意ください。

【重要】本様式は申請書類ではございません。

（別紙2-3）

※IT導入支援事業者に申請に必要な情報を渡す際にご使用ください。本事業ではIT導入支援事業者によるポータルサイトでの
代行申請のみの受け付けとなりますので、郵送、メール等での受け付けは行っておりません。
※記載する際には、記載要領をご参照ください。

事業計画（補助金申請額80万円～100万円）
青色セル→自動計算

（１）事業課題と計画

補助事業者の事業概要

再生紙を利用した商品を製造販売する文具メーカーです。主に関東地方を中心に事業展開しており他県及び海外を視野に入れた事業
を広めるべく事業を行っています。

✓

広報の強化

事業改善についての
これまでの取組み
（複数回答可）

✓

快適な売り場つくり

新規市場開拓・新規顧客獲得

新サービス・新メニューの導入

顧客満足度の向上

ノウハウ蓄積

競合他社との差別化

実績データの分析

人材確保・育成

リスクの洗い出し

経費の節減

専門家による経営指導の活用

その他（

）

✓

製品・サービスの質の向上
各業務の効率化

特に行っていない

自社ホームページにて商品の紹介ならびに、購入できるよう改修をおこなった。

補足説明

✓

独自性・独創性

競合他社との差別化が図れていない

営業力

補助事業者の事業の市場に
おける強み
（複数回答可）

人材不足

✓
✓

商圏・立地

補助事業者の事業の市場
における弱み
（複数回答可）

製品・サービスの質
顧客情報の収集・管理
その他（

）

1

顧客情報の不足
）

特になし

再生紙を利用した製品を製造はじめて約20年の歴史をもつ会社です。他社製品との差別化を図った商品の開発を行っています。

✓

✓

新規顧客獲得
原価管理・業務管理の見える化

事業課題
（複数回答可）

製品。サービスの質

その他（

特になし

補足説明

商圏・立地

ホームページ機能の強化

勤務時間短縮

顧客情報の不足

在庫管理・債券管理の見える化

営業情報の集約・共有

✓

各業務の効率化
その他（

外国人対応（取引先。顧客）

）

わからない

新規顧客の獲得において県外及び海外向けビジネスを模索中

補足説明

✓

将来計画
（複数回答可）

雇用の確保・安定化

増収・増益

新店舗出展

事業拡大

海外進出

その他（

）

特になし

安定したスキルを社内に広く浸透させ企業としてワンランク上を目指せる環境を構築したい。

補足説明

フロント業務

2

IT導入により実現したい
効果
（複数回答可）

✓

新規顧客獲得

ミドル業務

業務効率の向上

バックオフィス業務

会計業務の効率化

✓

外国人対応（取引先、顧客）

原価管理・業務管理の見える化

✓

在庫管理・債務管理の見える化

ホームページ機能の強化

✓

勤務時間短縮

その他（

その他（

顧客情報の管理

）

）

受発注の簡素化

特になし

営業情報の集約・共有

その他（

）

特になし

特になし

フロント業務において新規顧客に含まれる海外顧客を獲得できる効果をうみだしたい。

補足説明

■入力に関する注意点

1

選択は複数回答可です。選択項目以外に交付申請を行う補助事業において補足説明がある場合
は、各項目の下にある補足説明欄に記載してください。

2

各業務区分において導入するITツール（ソフトウエア、サービス等）と同じ項目を1つ以上選
択してください。

（別紙2）事業計画書②

8

◇ポータルサイトで同情報をご入力いただきますので、補助事業者より必要情報を得る際に参考にしてください。
◇ポータルサイトでは様式と入力順序が異なる個所がありますので、入力の際にはご注意ください。
（２）計画数値

労働生産性の向上

売上

1

2015年度又は2016年度
実績値
（●年●月）

2017年度
計画値
（●年●月）

2018年度
計画値
（●年●月）

2019年度
計画値
（●年●月）

2020年度
計画値
（●年●月）

50,000,000

50,250,000

50,500,000

51,000,000

60,000,000

20,000,000

20,200,000

20,400,000

20,400,000

25,000,000

2

原価

5

30,000,000

30,050,000

30,100,000

30,600,000

35,000,000

従業員数
（正規職員とパートタイ
マーの合計数）

4

4

4

4

4

年間の勤務時間平均
（一人あたり）

2,640

2,620

2,600

2,600

2,600

2,841

2,867

2,894

2,942

3,365

0.93%

1.88%

3.57%

18.46%

2017年度
計画値
（●年●月）

2018年度
計画値
（●年●月）

2019年度
計画値
（●年●月）

2020年度
計画値
（●年●月）

粗利益

5

労働生産性
向上率（初年度比）

その他の独自の参考指
標

参考指標

3

従業員あたりの顧客数

2015年度又は2016年度
実績値
（●年●月）
数値

単位

数値

単位

数値

単位

数値

単位

数値

単位

50

社

50

社

51

社

51

社

52

社

5

向上率（初年度比）
独自指標の説明
（計算式等）

0%

2%

2%

4%

4

■入力に関する注意点

1

「（2）計画数値」は、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したIT
ツール(ソフトウエア、サービス等)による生産性向上指数に類する独自の数値目標を設定して
ください。

2

「売上」「原価」は半角英数字で入力してください。
※ポータルサイトでの計画数値の入力についての注意事項
ポータルサイト入力時は入力モードを「半角英数」にして入力していただく必要があり、「ひ
らがな」では入力ができませんので、入力の際にはご注意ください。

3

独自で設定をした参考指標を記載してください。
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

4

「その他の独自の参考数値」を設定した場合は、必ず「独自指標の説明（計算式等）」を入力
してください。

5

青色の入力個所は自動計算になりますので、入力、変更等をしないようにしてください。

（別紙2）事業計画書③
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◇ポータルサイトで同情報をご入力いただきますので、補助事業者より必要情報を得る際に参考にしてください。
◇ポータルサイトでは様式と入力順序が異なる個所がありますので、入力の際にはご注意ください。
（３）おもてなし規格認証

1

おもてなし規格認証

✓

取得済み（登録番号：

）
000000

未取得

（４）専門家による事業計画の作成

2

本事業計画の策定支援者
（担当者）の有無

✓

有

フリガナ
本事業計画の策定支援者
（担当者）

氏名

無

センモン サブロウ
専門 三郎

保有資格等

✓

有 （資格名：

）
ITコーディネータ

無

本事業計画の策定支援者
の所属（法人名等）

3

（５）経営力向上計画

経営力向上計画認定

✓

認定済み

申請済み （申請日：

年

月

日）

無

■入力に関する注意点

1

おもてなし規格認証2017（紅、金、紺、紫認証のいずれか）を取得している場合は、登録い
ただいた際に発番された「登録番号」を記載してください。
＜おもてなし規格認証ホームページ＞ https://www.service-design.jp/
※「おもてなし規格認証2017」は1月30日（月）より受付を開始します。

2

補助金申請額が50万円以上の申請で、補助事業者の生産性向上を目的とした業務改善、ITツー
ルの導入に係る事業計画の策定、ITツールの選定・導入等に関する「専門家」の支援を受けた
場合は、必要事項を記載してください。
「専門家」とは、よろず支援拠点、地域プラットフォーム、ミラサポに在籍・登録のある専
門家、またはIT導入支援事業者社内にITコンサルティングの経験があり、その能力を有する者
のことを言います。
ポータルサイトでは補助金申請額50万円以上の申請のみ表示されます。
＜専門家に係る参考URL＞
・ミラサポ https://www.mirasapo.jp/
・よろず支援拠点 https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
・地域プラットフォーム https://www.mirasapo.jp/regionplatform/index.html
（よろず支援拠点、地域プラットフォームの情報はミラサポホームページ内にあります。）

3

補助金申請額が80万円以上の申請で、「中小企業等経営強化法」に基づく経営力向上計画の認
定を取得している場合、ポータルサイト上に認定証をアップロードしてください。申請中の場
合は、申請年月日を記載の上、認定を受けた後に認定証のアップロードを行ってください。た
だし、認定を受けたことが確認できるまでは交付決定を行うことができません（補助事業を実
施することができません）ので、予めご承知置きください。
ポータルサイトでは補助金申請額80万円以上の申請のみ表示されます。
＜経営力向上計画について＞ http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
（※）経営力向上計画の認定については、各事業分野の担当省庁の窓口に申請し、それが受理されてから30日間程度の審査等の期
間を要するため、御注意ください。

（注）補助金申請額により様式が異なります。
補助金申請額が20万円以上～50万円未満の場合は別紙2-1、50万円以上～80万円未満の場合は別紙2-2、
80万円以上の場合は別紙2-3を使用してください。本記載要領では別紙2-3でご案内をしております。

（別紙3）導入ツール（ソフトウエア、サービス等）申請書、（別紙4）補助事業申請に伴う宣誓事項
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◇ポータルサイトで同情報をご入力いただきますので、補助事業者より必要情報を得る際に参考にしてください。
◇ポータルサイトでは様式と入力順序が異なる個所がありますので、入力の際にはご注意ください。

【重要】本様式は申請書類ではございません。

（別紙3）

※IT導入支援事業者に申請に必要な情報を渡す際にご使用ください。本事業ではIT導入支援事業者によるポータルサイトでの
代行申請のみの受け付けとなりますので、郵送、メール等での受け付けは行っておりません。
※記載する際には、記載要領をご参照ください。

導入ITツール（ソフトウエア、サービス等）申請
内訳（製品）

1
2

予約管理AtoZ

導入予定ITツール（ソフトウエア、サー
ビス等）名
有効なコア機能

導入するITツールによって予約等の顧客の利便性の向上から、顧客管理まで行うことにより、顧客の大幅な増大が見込め
ると考えられる。

IT導入による効果予測

ITツールの効果指数
購入予定金額（税抜き）
※補助対象経費
補助金申請額

予約、コミュニケーション、決済、顧客管理、コア機能以外

2
3
4

4.4％
500,000
333,333
2017年3月31日

導入完了予定日

■入力に関する注意点

1

採択された「ITツール名」を入力してください。

2

ポータルサイトでは「導入予定ITツール（ソフトウエア、サービス等）名」を入力すると、
「有効なコア機能」「ITツールの効果指数」が自動的に反映されます。
※「ITツールの効果指数」指数フォーマットを入力した場合のみ、指数フォーマットの「トータル導入効果」が自動的に反映され
ます。

3

「購入予定額（税抜き）※補助対象経費」は税抜きで入力をしてください。

4

「補助金申請額」は「購入予定額（税抜き）※補助対象経費」の2/3以内で入力してください。
また、小数点以下が出た場合は切り捨てで入力してください。
※切り上げ、四捨五入はしないでください。

（別紙4）補助事業申請に伴う宣誓事項について
「補助事業申請に伴う宣誓事項」は各項目の内容をご確認いただき、チェックをしていただく
様式となっておりますが、補助金を申請をする際に必要な宣誓事項となりますので、IT導入支援
事業者の方は必ず補助事業者と共に内容を確認し、同意を得てください。

IT導入支援事業者向けご案内

交付申請はIT導入支援事業者によるポータルサイトからの代行申請のみ受付となります。
郵送メールでの受付は行っておりませんので、ご注意ください。

ポータルサイトからの交付申請方法について

1

3
2

1

ポータルサイトにログインをし、「IT導入支援事業者情報確認」に入ると【様式1-IT】IT導入
支援事業者登録申請書をダウンロードいただけます。ダウンロードした【様式1-IT】を印刷、
押印の上、ポータルサイトにアップロードをお願いいたします。

2

【様式1-IT】IT導入支援事業者登録申請書をアップロードしていただくと、「新規公募申請」
に入れるようになりますので、こちらから代行申請を行ってください。
※【様式1-IT】をアップロード前は入れませんので、ご注意ください。また、「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ので、ご
注意ください。

3

「保存済交付申請検索」では、代行申請を行った申請の一覧をご覧いただけます。

ポータルサイトログインURL：https://it-hojo-mypage.force.com/
【重要】ポータルサイトでの計画数値の入力についての注意事項
ポータルサイト入力時は入力モードを「半角英数」にして入力していただく必要があり、
「ひらがな」では入力ができませんので、入力の際にはご注意ください。

12

交付決定後の諸注意事項

交付決定後の諸注意事項

14

■（重要）補助事業の進め方について
●補助事業者の交付申請を、事務局に代行申請いただいた後、事務局からの「交付決定通知」を
受けて初めて、事業を始めることができます。
●事業を行う際には必ず「交付決定通知」を受けた後に、補助事業者と契約・発注、支払い等を
行ってください。

●「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

補助金を受けることができません。

また、事業完了後、必要な証憑類を提出していただいて初めて、補助金のお支払いができます
ので、あらかじめ必要な証憑類についての確認をお願いします。

■実績報告時の証憑類について
実績報告時に提出が必要な証憑は以下の通りになりますので、事業を進めていく上で必ずご
用意ください。証憑類がそろわない場合は、補助金を受け取ることができなくなります。なお、
証憑類は原則、補助事業者、IT導入支援事業者（コンソーシアム構成員含む）の双方の事業社
名の記載が必要となります。
１）発注、契約にかかわるもの（契約書、発注書、請書等）
２）納品、検収にかかわるもの（納品書、導入完了の通知等）
３）支払いがなされたことがわかるもの（下記の表を参照）
一般的支払い
支払い方法

提出すべき証憑

提出のタイミング

現金

請求書・領収書（品名明記）

支払い領収の完了後

請求書による振込み

請求書・（領収書）
※領収書がもらえない場合、補助事業者の振込みがわかる銀行明細

支払い領収の完了後

クレジットカード払い

領収書（クレジットカード決済控え）
※クレジットカード利用明細でも可

クレジットカードでの支払い時（決済時）

ネットでのクレジットカード払い

ネットでの決済終了画面
※クレジットカード利用明細でも可

クレジットカードでの支払い時（決済時）

手形・小切手

請求書・領収書（品名が明記されているもの）

手形振り出し時（領収のタイミング）

分割払い

＊基本的に認めない

（重要）
・契約書、発注書、納品書、導入完了の通知などには、必ずITツール申請にて申請された「 IT
ツール（ソフトウエア、サービス等）名」と同一の名称を記載してください。
・名称が一致しない場合、追加の証憑類の提出を依頼する場合があります。
・追加の証憑類をご提出いただいた結果、申請内容と同一と判断ができなかった場合は、補助金
が支払うことができません。
・証憑類が「ソフト一式」という名称になっている場合は、上記同様に名称が一致していないも
のと判断されてしまいますので、必ず明細等の詳細が確認できる証憑類をご提出ください。

■補助事業者の変更等の届出について
交付決定後、交付申請時に申請した情報と変更が発生した場合や事業を中止したい等があっ
た場合は、速やかにコールセンターまでご連絡ください。
＜想定される変更事項＞
・会社情報の変更（法人名、代表社名、住所等の変更）
・購入ITツールの変更
・事業の中止

別添４
主な自動車関係ＩＴツール取扱い会社一覧
法人名・幹事社名

コンソーシアム名 サポート地域 対応業種 コメント

事業用ＵＲＬ

株式会社ブロードリーフ

全国

飲食・
サービス;
卸・小売;
その他

株式会社システムジャパン

全国

その他

自動車整備業・鈑金業向けコンピュータシステムの
開発・販売を行っています。

http://www.systemjapan.co.jp

株式会社ＥＢＥ

全国

その他

自動車業界向けパッケージソフトに特化し、すべて
の自動車アフターマーケット事業にご提供します。

http://www.e-b-e.co.jp

株式会社ソフトプランナー

全国

その他

自動車整備・販売業向けITソフトウェア企業。

http://www.softplanner.co.jp

ディーアイシージャパン株式会社

全国

その他

株式会社イヤサカ

全国

アプリケーション・リサーチ株式会
社

全国

麒麟ソフトウェア株式会社

神奈川,埼玉,
千葉,茨城,栃
木,群馬,山梨,
飲食・
長野,静岡,三
サービス
重,大阪,兵庫,
京都,滋賀,奈
良,和歌山

株式会社プロトリオス

全国

株式会社エールシステム

東京,神奈川,
製造業の工程支援システム、医療機関向け健診シ
埼玉,千葉,群 医療;その
ステムなど幅広い業種へのご提案とサポート行いま http://www.ailesys.co.jp
馬,山梨,新潟, 他
す。
長野

http://www.broadleaf.co.jp/

卸・小売;
運輸;その
他
卸・小売;
自動車登録業務に精通。
その他

https://www.dicjapan.co.jp/
http://www.iyasaka.co.jp
http://www.unet.or.jp/arc/co3.html

飲食・
担当フィールドスタッフと、ヘルプデスクのＷサポート
http://www.proto-rios.co.jp
サービス 体制で、万一のトラブルにも迅速に対応します

別添５

自動車関係ＩＴツール取扱い会社において現在公表されているITツール名及び概要一覧
ITツール名

代表業種

コア機能

ITツール概要

製品URL

1 SF.NS

その他

その他

予約;コミュニケーション;顧
客管理;原価管理・業務管理

2 BK.NS

その他

その他

コミュニケーション;顧客管
理;原価管理・業務管理

3 CS.NS

卸・小売

卸・小売

4 PM.NS

卸・小売

卸・小売

PM.NS RC
卸・小売
オプション

卸・小売

6 MK.NS

卸・小売

卸・小売

7 TR.NS

飲食・サー 飲食・サー 販売・店頭;原価管理・業務管 本パッケージ製品を導入することにより、工程表
http://www.traveroute.jp/products/trns/
ビス
ビス
理
作成や販売・原価管理の効率がアップします。

5

株
式
会
社
ブ
ロ
ー
ド
リ
ー
フ

対応業種

本パッケージ製品を導入することにより、DM発
http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/sfns
行や予約、顧客管理等の効率がアップします。

本パッケージ製品を導入することにより、見積作
成や顧客管理、DM発行などの業務を効率化しま
す。
本パッケージ製品を導入することにより、見積作
予約;コミュニケーション;顧
成や在庫管理、カルテ作成の効率がアップしま
客管理;原価管理・業務管理
す。
本パッケージ製品を導入することにより、在庫管
販売・店頭;顧客管理;原価管
理の簡素化や仕入先ごとの傾向値分析が可能とな
理・業務管理
ります。
本パッケージ製品を導入することにより、在庫管
販売・店頭;決済;顧客管理;受
理の簡素化や複数マーケットへの同時出品が可能
発注;原価管理・業務管理
となります。
予約;原価管理・業務管理

http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/bkns/

http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/csns/

http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/pmns/
http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/pmns/pm_ns_rcoption.
html

本パッケージ製品を導入することにより、店頭で
http://www.blmkns.jp/product/
の予約管理や原価管理の効率がアップします。

本パッケージ製品を導入することにより、お客様
旅行業シス 飲食・サー 飲食・サー 販売・店頭;原価管理・業務管
に提示するカルテ（旅行行程表等）の作成や原価 http://www.traveroute.jp/products/sp/
テムSP
ビス
ビス
理
管理の効率がアップします。
バス運行管
本パッケージ製品を導入することにより、予約状
9 理システム 運輸
運輸
予約;原価管理・業務管理
http://www.traveroute.jp/products/bus/
況の管理や売上管理の効率がアップします。
SP
ラジエータ
本パッケージ製品を導入することにより、顧客管
10 システム その他
その他
コミュニケーション;顧客管理
http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/radiator/
理やDM発行などの効率がアップします。
SPⅡ
8

卸・小売

卸・小売

コミュニケーション;顧客管理

本パッケージ製品を導入することにより、顧客管理や
DM発行などの効率がアップします。

http://www.broadleaf.co.jp/products/kikou/

自動車ガラ
12 ス商システ 卸・小売
ムSP

卸・小売

コミュニケーション;顧客管理

本パッケージ製品を導入することにより、顧客管理や
DM発行などの効率がアップします。

http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/glass-sp/

自動車電装
13 業システム その他
SPⅡ

その他

コミュニケーション;顧客管理

本パッケージ製品を導入することにより、顧客管理や
DM発行などの効率がアップします。

http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/denso/

11

機工メイト
Ⅱ

その他

本パッケージ製品を導入することにより、動作分析、
時間分析による生産・製造現場の作業時間短縮・省
販売・店頭;原価管理・業務管理;
力化・コスト低減が可能となります。また、それらを活
給与
用することにより、給与基準の策定や店頭販売の効
率アップも期待できます。

https://www.otrs.jp/

スーパー検
15
その他
査員.NS

その他

本パッケージ製品を導入することにより、指定整備記
コミュニケーション;原価管理・業 録簿（カルテ）の発行作業の効率がアップ、さらに、並
務管理
行する全ての業務工程を一元管理できるため、業務
管理の効率もアップします。

http://www.broadleaf.co.jp/products/auto/kensa/

1

一等書記官
その他
（ﾗｲｾﾝｽ）

その他

予約;顧客管理;受発注;原価管
理・業務管理

2

一等書記官
その他
（クラウド）

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

3

一等書記官
その他
（レンタル）

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

コラボプラス
7 D（ライセン その他
ス）

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

コラボプラス
その他
D（クラウド）

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

メインテック
9 （ライセン
その他
ス）

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

10

メインテック
その他
（クラウド）

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

11

メインテック
その他
（レンタル）

その他

予約;コミュニケーション;販売・店
本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
頭;顧客管理;受発注;原価管理・
見積業務の効率がアップします。
業務管理

14 OTRS10

デ
ィ
ー
ア
イ
シ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

その他

バンザイフ
ロントマス
4
その他
ター（ライセ
ンス）
バンザイフ
ロントマス
5
その他
ター（クラウ
ド）
バンザイフ
ロントマス
6
その他
ター（レンタ
ル）

8

本パッケージ製品を導入することにより顧客管理及び
見積業務の効率がアップします。

株
式
会
社
イ
ヤ
サ
カ

コンサートシ
1 ステム
その他
CS-2100Y
コンサートシ
2 ステムライト その他
CS-Light
コンサートシ
ステムリミ
3 テッドエディ その他
ション CS2100LE

アプリ
ケーショ
DJ1_eン・リサー 1 Hoteki
チ株式会
社

その他

本パッケージを導入することで、自動車の車検におけ
予約;顧客管理;原価管理・業務 る入庫から予約、車検時に必須な帳票類の作成まで
管理;コア機能以外
をシステム化でき、車検業務における全体の業務効
率がアップします。

http://www.iyasaka.co.jp/archives/1064

その他

自動車の車検における予約から、指定整備記録簿の
コア機能以外;予約;顧客管理;原 作成をサポートします。指定整備記録簿はコンピュー
価管理・業務管理
タ印字し、チェック機能により記入もれやミスを解消し
ます。

http://www.iyasaka.co.jp/archives/526

その他

顧客管理;原価管理・業務管理

車検業務における、帳票類作成（指定整備記録簿、
継続検査申請書、重量税納付書など）をサポートする
ツールです。 パソコン入力により帳票類を作成するこ
とができ、作成にかかる時間を省力化できます。

コア機能以外;受発注;コミュニ
ケーション

新車販売店および自動車整備事業者向けシステム。
保適情報の編集、保適用データを生成するシステム
を付加した、継続検査登録申請依頼を行うための情
報を編集し申請代理人に対して申請依頼を行うため
のデータを生成するシステム。

飲食・サービ
卸・小売
ス;卸・小売

麒麟ソフト
ウェア株式
会社

自動車整備業様向け総合管理ツールです。 顧客管
整備エンジ 飲食・サービ 飲食・サービ 予約;販売・店頭;顧客管理;原価 理・車両管理・売上管理・申請書類作成印刷機能など
1
ン
ス
ス
管理・業務管理;コア機能以外 総合的な機能が含まれています。 ご利用の台数や
店舗数などにより、価格が変わります。

株式会社
エールシス
テム

自動車販売・整備業務に於ける総合的な事務処理
を、パソコンを使って効率的かつ正確、迅速に行う為
のシステムです。 車輌販売では、車輌見積の作成か
ら注文書の印刷、在庫車輌の引当管理まで販売に関
予約;販売・店頭;顧客管理;受発 する総合的な処理が行えます。 また、整備では日本
注;原価管理・業務管理;財務・会 自動車整備振興会連合の標準作業点数データを活
計管理
用しスムーズな整備伝票の作成が行え、整備内容は
車輌の履歴として管理することができます。 売掛／
買掛、請求・入金・支払管理から自賠責証明書の発
行、集計表作成まで、車輌販売・整備における業務を
フルサポートします。

自動車整備
業向け販
卸・小売;その
1 売・整備支
卸・小売
他
援管理シス
テム

http://kirinsoft.jp/

http://www.ailesys.co.jp/modules/pico/index.php?co
ntent_id=21

