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サービス等生産性向上IT導入支援事業
（IT導入補助金）
通常枠の概要



IT導入補助金（通常枠）の概要

１．補助対象事業者
中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸに向けて行うITツール（ソ
フトウェア、アプリ、サービス等）の導入を支援する補助金（導入サポート費用も対象）。

２．補助対象ツール
事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開（登録）されているITツール（ソフトウェア、サービス等）が対象。
相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料（１年間分）等を含む。

３．補助額・補助率
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通常枠

A類型 B類型

30万円～150万円未満 150万円～450万円以下

１／２ １／２

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料１年分）、導入関連費



補助スキーム
補助金申請者（中小企業・小規模事業者等）は、IT導入補助金事務局に登録された
「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要。

IT導入補助金事務局
（一般社団法人サービスデザ

イン推進協議会）
• 制度の構築、申請内容の確

認、検査を行う

＜パートナーシップ＞

IT導入支援事業者
• 申請者／補助事業者に対してITツールを販売し、

サポートを行う
• IT導入補助金事務局に事業者登録・ITツール登

録を行う

補助金申請者
(中小企業・小規模事業者等)

• 補助金申請・審査・採択・交付決定を経て、ITツー
ルの契約・購入を行い、補助金を受け取る

各種指導

補助金交付

補助金申請

・ITツールの購入
・補助金申請の相談
・補助事業支援要請
・アフターサポート要請

・ITツールの販売
・補助金申請サポート
・補助事業支援
・アフターサポート

IT導入支援事業者登録
ITツール登録
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申請要件

• gBizID プライムを取得していること。
• 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IPAと共有することに同意すること。

• 交付申請に必要な情報を入力し、添付資料を必ず提出すること。
＜添付資料＞
・履歴事項全部証明書（発行から 3 ヶ月以内のもの）
・税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書 ← 提出できない新設法人は×

• 以下の申請対象外となる条件に該当していないこと。
＜申請対象外＞
（1）次の①～⑥のいずれかに該当する事業者

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・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①～③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①～③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１５億円を超える中小企業・小規模事業者等

（2）ＩＴ導入補助金 2022において｢ＩＴ導入支援事業者」に登録されている事業者
※１ 昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではない。
※２ ＩＴ導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行った場合、その申請は無効となる。

●その他、風営法事業者、宗教法人、
法人格のない任意団体（例：同窓会、PTA、サークル等） も不可。

以下の申請要件を満たしている必要あり。
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導入したITツール
・主な機能 ：受発注、原価管理・業務管理、

財務・会計管理

・クラウドで即時に業績を可能に。月次の経
営管理資料作成日数を5日間削減。

・各種精算データを会計システムに入力す
る作業が2時間から0に。今後社員が増
加しても作業量は増加しない見込み。

ITツールの導入／活用事例（28補正・サービス等生産性向上IT導入支援事業）

・主な機能：コミュニケーション、顧客管理、
人事シフト、原価管理・業務管理

・バレエ教室と学習塾を併設。予約管理
や生徒の出欠をITツールで管理。

・業務効率化により、授業やレッスン内容
の充実化や保護者との連絡が円滑化す
る等、サービス向上に寄与。

導入したITツール

学習業

・主な機能：販売・店頭、顧客管理、

建設業

導入したITツール

・3次元パース（画像）での施主へのわかり
やすい提案や顧客情報管理によるサービス
の向上を実現。

・企画設計についても、これまでの業務比
10％以上の効率化を図ることが可能に。

士業
・顧客情報の一元管理、システム間の円滑

なデータ連携により、データの入力関連の
業務が効率化。

・税務届出書類の確認、作成、提出が電
子化され、業務効率化を実現。

導入したITツール
・主な機能：コミュニケーション、販売・店頭、決済、

顧客管理、原価管理・業務
管理、財務・会計管理

清掃業
・売上計上漏れの防止や請求回収漏れの防

止、事務と営業の情報共有の円滑化によ
る作業時間の短縮を実現。

・事業計画作成を通じ、経営課題を発見。生産性
向上に係る社員の意識改革にも寄与。

・主な機能：顧客管理、受発注、原価管理・
業務管理

導入したITツール

製造業
・2日要していた給与計算と管理帳票の

作成が数時間程度の作業となり、大幅
な業務効率化。

・残業時間の即時把握が可能となり、残
業時間削減の意識向上に寄与。

導入したITツール
・主な機能：コミュニケーション、人事シフト、

原価管理・業務管理、給与

介護業
・転記等の2重作業が解消し、請求業務に係

る時間が1割に。
・作業時間短縮により、新規事業へ注力する

余裕が生じるとともに、顧客訪問前の職員と
ヘルパーとの情報共有も充実。

・主な機能：顧客管理、原価管理・
業務管理、財務・会計管理

導入したITツール （イメージ：請求システム画面）

保育業
・帳票の作成、確認時間短縮(園長60分/

月、保育士1名130分/月の削減)
・登降園、出退勤の集計作業時間の短縮

(園長120分/月、保育士1名75分の削
減)

導入したITツール
・主な機能：コミュニケーション、顧客管理、

人事シフト、原価管
理・業務管理

医療業
・予約、顧客/財務管理の一括管理、自

動入力による効率化を実現（1患者当
たり1分削減）。

・入力ミス解消により、訂正に係る作業時
間を削減（1件10分程度） 。

導入したITツール
・主な機能：予約、顧客管理、原価管理・業務管

理、財務・会計管理

（イメージ：カルテ画面）

・原価率の見える化を通じて、仕入れ価格
の削減に努める等、経営の体質改善を
実現。

・Excelで管理していた給与計算を効率化
（手書きで半日→1時間）

導入したITツール
・主な機能：決済、顧客管理、原価管理・業務管理、

財務・会計管理、給与

飲食業 宿泊業

・主な機能：予約、顧客管理、原価管理・業務管
理、財務・会計管理

導入したITツール

・手書きの予約台帳をスタッフ全員に配ってい
たが、予約、会計管理、顧客情報等の情報
をタブレットでスタッフ間において共有するIT
ツールを導入。

・導入後3年間で売上35％増を実現。

小売・卸

導入したITツール
・主な機能 ：WEBサイトへの集客

・HPのデザインや機能を抜本的に改善。こ
れにより、新規顧客の来店が増加。

・最盛期である7月、8月の売上が前年比
1.5倍、WEBでの検索ヒット数が3倍程度
となるなど、生産性向上を実現。
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サービス等生産性向上IT導入支援事業
（IT導入補助金）

令和３年度補正予算の概要
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中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算額 2,001億円

事業の内容 事業イメージ
【各補助事業の内容】
（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセ
ス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性
向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。

（２）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模

の拡大（成長・分配強化枠）や創業や後継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、イ
ンボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関する取組を支援します。

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
ITツール※補助額 ：～50万円（補助率：3/4）、50～350万円（補助率：2/３）

※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等
PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：1/2）、
レジ補助上限額：20万円（補助率：1/2）

インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補助するなど、企業
間取引のデジタル化を強力に推進します。
（４）事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～600万円、補助率：1/2～2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費

用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

(1) 中小企業庁 技術・経営革新課
(2) 中小企業庁 小規模企業振興課
(3) 中小企業庁 経営支援課
(4) 中小企業庁 財務課

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員
規模により異なる）

原則1/2 (※小規模事業
者・再生事業者は2/3)

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

2/3デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上)

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 (独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

成果目標
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上
小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓
につながった事業者の割合を80％とすることを目指します。
サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以上向上を目指します。
事業承継・引継ぎ支援事業により、令和４年度末までに約1,500者の中小
企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。

中小
企業等

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小
企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。
そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援
する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直しを
行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化へ
の対応を支援します。
加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上
や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3（※成長 分配強化枠の
一部の類型において、赤字事業

者は3/4）

成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠 100万円
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IT導入補助金の拡充内容（令和３年度補正予算）

インボイス制度導入への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進。

会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化し、補助率を引き上げ

クラウド利用料を２年分まとめて補助

PC・タブレット、レジ・券売機等の購入を補助対象に追加

補助率を通常の１／２から３／４に引き上げ（補助額 ～50万円以下）
補助率を通常の１／２から２／３に引き上げ（補助額 50万円超～350万円）

※補助率の考え方については、11ページ参照

昨今のITツールがクラウド化していることを踏まえ、最大２年分のクラウド利用料を補助。

PC・タブレットについては、補助上限額10万円、補助率１／２で支援。
レジ・券売機等については、補助上限額20万円、補助率１／２で支援。

複数社連携IT導入類型の創設

地域DXの実現や生産性の向上を図るため、複数の中小・小規模事業者が連携してＩ
Ｔツール及びハードウェアを導入する取組を支援する。



IT導入補助金（デジタル化基盤導入枠）の「類型」の概要
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デジタル化基盤導入類型
中小・小規模事業者に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフ
ト・受発注ソフト・決済ソフト・ＥＣソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の
導入費用を支援する。

複数社連携IT導入類型
複数の中小・小規模事業者が連携してＩＴツール及びハードウェアを導入することにより、地
域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのＩＴツールの導入を支援す
るとともに、効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係
る謝金等を含めて支援する。

令和３年度補正予算（デジタル化基盤導入枠）
（2,001億円の内数）

【参考】令和元年度補正予算（通常枠）
（3,600億円の内数）

類型名 デジタル化基盤導入類型 複数社連携IT導入類型 A類型 B類型

補助額

ITツール PC等 レジ等
a. デジタル化基盤導入類
型の対象経費

⇒左記と同様
b. それ以外の経費
⇒補助上限額は50万円×
参加事業者数、補助率は
２／３

（１事業あたりの補助上限額
は、3,000万円（(a)+(b))
及び事務費・専門家費）

30万円～
150万円未満

150万円～
450万円以下～50万

円以下

50万円
超～350
万円

～10
万円

～20
万円

補助率 ３／４ ２／３ １／２ １／２ １／２

対象経費
ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料２年
分）、ハードウェア購入費、導入関連費
【複数社連携IT導入類型のみ】事務費・専門家費

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用
料１年分）、導入関連費



ITツール：補助額～50万円以下（補助率３／４）、補助額50万円超～350万円（補助率２／３）
⇒導入する機能数に応じて、補助上限額が変わる可能性があります。

PC・タブレット：補助額10万円まで（補助率１／２）、レジ・券売機等：補助額20万円まで（補助率１／２）

「デジタル化基盤導入類型」の概要について①

● 中小・小規模事業者に、インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト
・決済ソフト・ＥＣソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の導入費用を支援する。

● 中小企業等（従来のIT導入補助金と同様）

１．概要

２．補助対象事業者

３．事業イメージ（例）
● 導入したITツール及びハードウェアを活用して、生産性向上に取り組む。

４．補助対象経費（一例）

５．補助率・補助額

350

50

対象経費
（万円）

3/4
補助

2/3
補助

補助率：2/3～3/4補助
補助上限：最大350万円

補助金額
（万円）（１）ITツール

○導入に係る費用
パッケージ購入費、初期費用（クラウド型の場合等）、システム構築費、
導入作業費、役務費（導入支援）

○利用に係る費用（２年分）
月額、年額サービス利用料、システム保守費用

（２）ハードウェア
機器（本体・付属機器）購入費用、設置費用

【ITツールの補助率・補助上限額の関係】
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「デジタル化基盤導入類型」の概要について②

＜補助額5万円～50万円以下の場合＞
補助率３／４以内にて算出します。

補助額の考え方

11

＜補助額50万円超の場合＞
うち50万円以下の金額については補助率３／４以内、
50万円超の金額は補助率２／３以内にて算出します。

5万円～350万円

内、5万円～
50万円以下部分

内、50万円～
350万円以下部分

３／４以内 ２／３以内

例）補助対象経費100万円で申請する場合

補助対象経費 補助額

補助率３／４ ①666,667 500,000

補助率２／３ ②333,333 222,222

合計 ③1,000,000 722,222

①補助額5万円～50万円以下部分
補助額500,000円の補助率は３／４のため補助対
象経費は666,667円となります。
②補助額50万円超～350万円部分
残りの補助対象経費333,333円は補助率２／３の
ため補助額は222,222円となります。
③最終的な補助額
申請可能な補助額の合計は、722,222円となります。



「複数社連携IT導入類型」の概要について

補助率
（１）基盤導入経費：1/2～3/4（デジタル化基盤導入類型と同様）
（２）消費動向等分析経費：2/3 、（３）事務費、専門家費：2/3

補助上限額：（１）＋（２）⇒3,000万円、（３）⇒（(1)+(2)）×10%

● 商工団体等
（例）商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 等

● 当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は
団体

（例）まちづくり会社、観光地域づくり法人（DMO） 等
● 複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム

１．補助対象事業者

２．補助対象経費（一例）

３．補助率・補助上限額

※事業に参加する事業者の条件は「10者以上」であること
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（１）基盤導入経費
●ITツール：会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
●ハードウェア：PC・タブレット、レジ・券売機等

（２）消費動向等分析経費
ITツール：消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、

キャッシュレスシステム、生体認証決済システム 等
ハードウェア：AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ 等

（３）参画事業者のとりまとめに係る事務費・専門家費



①地域にAIカメラ ＋ 個店にPOSデータ分析システム ②地域にビーコン ＋ 個店にAIカメラ

③地域に電子地域通貨 ＋ 個店に分析アプリ ④地域にセンサー技術（人流・気象・交通量等）

回遊性等の分析結果と店舗の売れ筋等を比較し商品構成の見直しなどに繋げる。 各個店のターゲット層に近い来街者に向け、効果的な情報発信を行う。

消費者の購買状況を踏まえた効果的な情報発信を行い来街を促進する。

＜地域全体＞
AIカメラで取得した来街者の

属性や回遊データを分析

＜地域内の店舗＞
POSデータ分析システムにより
各店舗の購買データを分析×

＜地域全体＞
ビーコンで

来街者に情報を発信

＜地域内の店舗＞
AIカメラで取得した各個店の
消費者動向データを分析×

＜地域全体＞
電子地域通貨による地域経済の活
性化やアプリによるクーポンの発行

＜地域の店舗＞
電子地域通貨の利用状況

から消費者の購買データを分析×
来街者等のデータをもとに各店舗が需要予測を行い、業務効率の改善を行う。

＜地域全体＞
人流・気象・交通量などが計測でき
るセンサーを導入し、データを分析

＜地域の店舗＞
各店舗で需要を予測×

各店舗で
消費動向を分析

データの情報連携

来街者に情報を発信

各店舗で
購買データを分析

情報発信・来街促進

データの情報連携

具体的な取組イメージ（IT導入補助金 複数社連携IT導入類型）

各店舗で
購買データを分析

データの情報連携
回遊データの分析 商品構成の見直し

データを分析

来街者の属性等
データ取得

需要を予測

商業集積地等における消費動向等を分析するシステム等を導入し、データの収集・分析によりデジタルマーケ
ティングを行うことで、当該地域の来街者増や回遊性向上等を図り、生産性向上につなげる。

対象経費例 ＜ハードウェア＞ビーコン、AIカメラ ＜ソフトウェア＞分析システム導入費対象経費例 ＜ハードウェア＞AIカメラ、POSレジ ＜ソフトウェア＞分析システム導入費

対象経費例 ＜ハードウェア＞キャッシュレス機器 ＜ソフトウェア＞アプリ導入費、分析システム導入費 対象経費例 ＜ハードウェア＞センサー ＜ソフトウェア＞分析システム、需要予測システム導入費
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（参考）補助の対象となる中小企業・小規模事業者等
業種分類 要件

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
（ソフトウェア業又は情報処理サービス業、
旅館業を除く）

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）

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９００人以下の会社及び個人事業主

⑥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

⑦旅館業 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２００人以下の会社及び個人事業主

⑧その他の業種（上記以外） 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

⑨医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が３００人以下の者

➉学校法人 常時使用する従業員の数が３００人以下の者

⑪商工会・都道府県商工会連合会及び商
工会議所 常時使用する従業員の数が１００人以下の者

⑫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①～⑧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

⑬特別の法律によって設立された組合又は
その連合会 上記①～⑧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

⑭財団法人（一般・公益）、社団法人
（一般・公益） 上記①～⑧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

⑮特定非営利活動法人 上記①～⑧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
14



3月 4月 5月 6月 7月
3月31日

公募要領公開

ITベンダー登録期間（3月31日（木）～後日案内予定）
ITツール登録期間（3月31日（木）～後日案内予定）

公募期間（3月31日（木）～後日案内予定）

3月31日
ITベンダー・ITツール

登録開始

3月下旬
中小企業公募開始

6月16日（木）
1次締切分交付決定

IT導入補助金公募2022のスケジュールについて
令和4年
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8月 9月

通常枠
1次締切 5月16日（月）

審査期間

5月27日（金）
1次締切分交付決定

デジタル化基盤導入類型
1次締切 4月20日（水）

審査期間

複数社連携IT導入類型
4月20日（水）～後日案内予定

6月16日（木）
2次締切分交付決定

審査期間

デジタル化基盤導入類型
2次締切 5月16日（月）
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審査時の加点項目（通常枠・デジタル化基盤導入類型）

地域未来投資促進法の地域未来牽引計画の承認を取得していること
地域未来牽引企業に選定されており、「目標」を経済産業省へ提出していること
導入するITツールとして、クラウド製品を選定していること
導入するITツールとして、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を選定していること
導入するITツールとして、インボイス制度対応製品を選定していること

以下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること
事業対象期間において、給与支給総額を年率平均1.5％以上増加
事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋30円以上の水準
にすること
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審査時の加点項目（複数社連携IT導入類型）

以下の取組のいずれかに合致していること
複数社・地域の生産性の向上のためにより新規性のある取組
本事業を通じて得られた知見やノウハウ、データマーケティングの手法などを地域で普及
啓発し、地域の生産性の向上につなげる取組
本事業を通じて得られたデータを可能な範囲でオープン化し、地域の課題解決につなげ
ていく取組
地域の自治体、金融機関、公共機関、ITベンダー、観光団体、医療、介護、福祉、教
育、防災、防犯関係者などと連携し、地域課題の解決を目指す取組
本事業を実施する以前に、デジタル化の取組を実施しており、既存の取組と合わせて本
事業を行うことで、事業の加速化を図る取組
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（参考）IT導入支援事業者について
【役割】

生産性向上に資するITツールを事務局に登録

適切なITツールの提案・導入・アフターサポートを行う

問合せ、疑問等について事務局に代わって対応を行い、円滑な補助事業推進のサポートを行う

事務局から申請者への指示、指導の仲介を行い、適切な補助事業の遂行をサポートする

補助金不正受給等の不正行為を防止し、適切な補助金交付がなされるよう、補助事業の管理、監督を行う

導入するITツールにより、申請者にとって生産性向上の効果を最大限引き出すことを目的とする

【登録に必要となる情報】

基本状況・企業実績・財務状況

自社製品・サービス情報

ハードウェア販売予定の有無

情報セキュリティ対応状況

宣誓事項

履歴事業全部証明書の写し（発行から3か月以内のもの）、法人税の直近の納税証明書（その1またはその2）


