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1 事業概要 

1.1 事業目的 

国民全体の所得の伸びを実現するためには、就業者の過半数が従事する中小企業におけ

る生産性革命が必要であり、そのための最も重要な鍵は、デジタル化を軸とした抜本的な業

務改革である。政府は、IT 導入補助金や令和 2 年度共創型サービス IT 連携支援補助金等に

よる支援を進めてきたが、その過程を通じて IT ツールが現場の課題感に適応しておらず、

使い勝手の課題が大きいことが明らかになってきた。上記課題を解決するためには、IT ベ

ンダが一層、中小企業の現場の業務課題に精通することができるよう、中小企業が IT ベン

ダに対して業務課題を共有し、中小企業と IT ベンダが共創して取り組む事で、利用者目線

で設計された中小企業の全業務プロセスに一気通貫で対応できる IT ツールを構築する必要

がある。上記背景から、本事業では IT ツールを活用する中小企業（以下「中小ユーザ企業」

という。）や IT ベンダ等がコンソーシアムを組成し、既存の複数の IT ツール間の連携機能

の構築、あるいは機能の統廃合（以下「連携機能構築等」という。）をするための費用の一

部を支援する。これにより、中小ユーザ企業の生産性向上・IT 人材の育成を図るとともに、

本事業で構築した IT ツールを汎用化し同様の課題を抱える中小企業へ普及・展開していく

ことを目的とする。 

 

1.2 事業スキーム 

本事業は、令和 3 年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局（以下「事務局」とい

う。）が、補助事業者の公募を行うものである。 
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2 事業内容 

2.1 補助対象となる事業 

本事業は、利用者目線で設計された IT ツールが構築されるよう中小ユーザ企業が IT ベン

ダ等とコンソーシアムを組成し、中小ユーザ企業と IT ベンダが共創して API 連携等（主要

な IT ツール間連携の類型は下図参照）による既存の複数の IT ツールの連携機能構築等に係

る経費の一部を補助するものである。 

 

＜コンソーシアムの構成（例）＞ 
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本事業におけるコンソーシアム構成員の分類・定義 

① 中小ユーザ企業：本事業で導入する IT ツールの利用者である中小企業等のこと。本事業

の補助事業者。ただし、本事業で連携機能構築等の対象とする IT ツールの提供者や本事

業における設計・開発を行う事業者は除く。 

② IT ベンダ：本事業で連携機能構築等の対象とする IT ツールの設計・開発に係る許諾及

び本事業で構築した IT ツールの著作権を有する事業者のこと。本事業の補助事業者。 

③ その他協力者：本事業の取組に係る推進のサポートを行う事業者のこと。本事業への参

加は任意。 

 

幹事社の定義・役割 

コンソーシアムにおける補助事業遂行のために全体管理・監督を行う事業者のこと。コン

ソーシアム構成員を代表して、中小ユーザ企業が行う事務局への交付申請、コンソーシアム

としての遂行状況報告、実績報告等の取り纏めを行い、事務局との窓口となって対応を行う。

幹事社は中小ユーザ企業から選定することが望ましいが、上記 IT ベンダまたはその他協力

者から選定することも可能とする。 

    

 ＜主要な IT ツール間連携方法＞ 

     
        ※上記は連携の一例である。「2-2(3)申請要件」についても合わせて参照すること。 
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2.2 補助の対象となる事業者及び申請の要件 

（1） 補助の対象となる中小ユーザ企業の定義 

補助の対象となる中小ユーザ企業は、本事業で導入する IT ツールの利用者であり、

かつ以下のいずれかに該当する中小企業等とする。 

 

業種分類 定義 

① 製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の

会社又は常時使用する従業員の数が 300 人

以下の会社及び個人事業主 

② 卸売業 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の

会社又は常時使用する従業員の数が 100 人

以下の会社及び個人事業主 

③ サービス業（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 

⑩ 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 
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⑭ 財団法人（一般・公益）、社会法人（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 

 

※「常時使用する従業員」とは、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告

を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を

必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。 

※ただし、次のいずれかに該当する者は、大企業とみなして（みなし大企業）補助の

対象となる事業者から除く。 

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

中小企業等 

4.発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記 1~3 のいずれかに該当する中小企

業が所有している中小企業等 

5.上記 1~3 のいずれかに該当する中小企業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等 

6.交付申請時において、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等 

※大企業とは、上記で定義する中小企業等以外の者であって、事業を営む者とする。

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 
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（2） 補助の対象となる IT ベンダの定義 

 補助の対象となる IT ベンダは、本事業で連携対象とする IT ツールの設計・開発に係

る許諾及び本事業で構築した IT ツールの著作権を有する事業者であることを条件とす

る。なお、単独の IT ベンダが上記の条件を全て満たさない場合であっても、コンソー

シアム内のITベンダのいずれかがその条件を満たしていればよいものとする。ただし、

API 連携等を用い、連携先の IT ツールの IT ベンダがコンソーシアムに参加せずとも連

携機能を構築でき、かつ想定している連携先において利用可能である場合は、上記の限

りではない。 

 なお、IT ベンダは中小企業等の定義を満たさない場合であっても補助対象となる。補

助内容の詳細については 2.5「経費区分及び補助率、補助下限額・上限額」を参照する

こと。 

  

（3） 申請要件 

(ア) 交付申請時点において、日本国において登録されている事業者であり、日本国内で

事業を行っていること。 

(イ) コンソーシアムは、中小ユーザ企業が 1 社以上 10 社以下、かつ IT ベンダが 1 社以

上 10 社以下で構成されていること。ただし、中小ユーザ企業及び IT ベンダの間に

以下の関係性がないこと。 

一 「親会社」(会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 4 号及び会社法施行規

則（平成 18 年法務省令第 12 号）第 3 条に規定する親会社をいう。）又は「親

会社等」（同法第 2 条第 4 号の 2 及び同施行規則第 3 条に規定する親会社等を

いう。） 

二 一を同じくする「子会社」（同法第 2 条第 3 号及び同施行規則第 3 条に規定す

る子会社をいう。）又は「子会社等」（同法第 2 条第 3 号の 2 及び同施行規則第

3 条に規定する子会社等をいう。） 

(ウ) 汎用化を前提にした複数の IT ツール同士の連携機能構築等を実施し、その後の導

入を計画していること。ただし、以下 3 点に該当するような計画は認められない。

また、連携機能構築等の対象とする IT ツールは、普及・展開の観点から一般に販

売されている IT ツールとすることが望ましいことから、カスタム開発された既存

の IT ツールを連携機能構築等の対象とする場合は審査における減点等を行うため

留意すること。 

➢ 補助事業期間中に連携機能構築等を実施した IT ツールの受入テスト完了まで

至らない計画（ただし、補助事業期間中に受入テストまで完了しなかった場合

であっても、計画の変更に対して事務局の承認を得られた場合は、開発の完了

まで至ることを条件として実施分に対してのみ補助の対象となる） 

➢ 既存の連携機能を使用して IT ツール間の連動性を図る取組など、連携機能構

築等のための設計・開発（プログラミング）を伴わない計画 

➢ 交付申請時点において、販売実績がない IT ツールを連携機能構築等の対象と

する計画 
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※2-1 で記載した連携方法は連携の一例であり、記載した IT ツール間の連携以外の 

手法や機能の統廃合であっても汎用化、普及・展開に資する連携手法であれば計画 

が認められる場合がある。ただし、ファイル出力及びその取り込みによる連携や、 

RPA 等を介した連携など、自動化や汎用化が促進されないと判断される計画は審査 

における減点等が行われる場合があるため留意すること。 

(エ) 連携機能構築等を実施した IT ツールを汎用化し、他の中小企業に普及・展開する

ことを計画していること。 

(オ) 補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1 年後の伸び

率が 3%以上、3 年後の伸び率が 9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成

すること。 

労働生産性とは、以下の計算式で算出されるものをいう。 

付加価値額/（従業員数×1 人当たり勤務時間（年平均）） 

付加価値額とは、以下の計算式で算出される粗利益をいう。 

 付加価値額（粗利益）=売上高―売上原価 

(カ) 審査の過程において、事務局より追加の資料やヒアリング、及び必要に応じてプレ

ゼンを求める場合や、申請内容等の見直しを指示する場合があることに同意し、対

応できること。 

(キ) 事例の調査協力、及び本事業の成果報告会や事例集などを通じた事業の公開につい

ては、特段の事情がない限り協力をすること。（事例の公開内容については、個別で

随時合意を得るものとする） 

(ク) 事務局及び経済産業省は、次に掲げる場合に、予め申請者の同意を得ないで、補助

事業に係るすべての情報を第三者に提供する場合があることに同意できること。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同

意を得ることが困難であるとき。 

三 事務局及び経済産業省が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要が有る場合であって、申請者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき。 

四 事務局が認めた事業者に対して、匿名性が確保された状態で生産性向上の分析

を行うために提供される場合 

五 事務局及び経済産業省が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用す

る場合 

(ケ) 訴訟や法令遵守上において、問題を抱えていないこと。 

 

2.3 補助の対象外となる事業者 

 上記 2-2 に該当する事業者であっても、以下の事業者については補助の対象外とする。 

（1） 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る事業者 

（2） 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」を営む事業者（旅館法第 3 条第 1 項
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に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関す

る法律第 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) 

（3） 過去 1 年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者 

（4） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢

力に関係する事業者 

（5） 宗教法人 

（6） 法人格のない任意団体（（例）同窓会、PTA、サークル等） 

（7） その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと事務局及び経済産業省が判断する者  
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2.4 補助対象経費の内容 

 補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、その経費の必

要性及び金額の妥当性を証拠書類によって確認可能な経費とする。また、補助対象経費は、

補助事業者が交付決定を受けた日付以降に発注を行い、補助事業期間内に着金まで完了した

ものに限る。 

 

（1） 補助対象経費の区分 

補助対象経費

区分 

内容 

ソフトウェア

購入費(※1) 

中小ユーザ企業が利用するソフトウェアを新規に調達するための経費 

※補助対象にはソフトウェアの設定費、運用保守費を含む。運用保守費

の補助対象期間は 1 年間までとする 

クラウドサー

ビス利用費 

(※1) 

中小ユーザ企業がクラウドサービスを利用するための経費 

※補助の対象となる契約期間は 1 年間までとする 

会議費 中小ユーザ企業が連携機能構築等を実施するために IT ベンダと会議を

開催する際に必要な費用 

※中小ユーザ企業や IT ベンダが自社の人員のみで実施する会議におい

ては認められない 

旅費 補助事業者が連携機能構築等を実施するために使用する交通費・宿泊費 

※中小ユーザ企業と IT ベンダ間の打ち合わせや研修などを伴わない旅

費は認められない 

※宿泊費については、さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川

崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、

福岡市においては 10,900 円/泊、上記以外については 9,800 円/泊を上

限とする 

専門家経費 中小ユーザ企業が連携機能構築等を実施するために依頼したその他協

力者に支払う謝金 

※学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に技術指導や助言

を依頼するための謝金（旅費を含む）を補助対象とすることができる 

※謝金については、専門家の種類に応じて以下の金額（消費税抜）を上

限とする 

・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師：1 日 5 万円 

・大学准教授、技術士、中小企業診断士、IT コーディネータ、その他専

門家（事務局が認めた場合に限る）：1 日 4 万円 

人件費 IT ベンダが、IT ツールの連携機能構築等を実施するために必要な設計・

開発～システムテスト、受入テスト、研修までの工程で発生する工数に

係る経費 
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※人件費の計上にあたっては、健康保険等級を使用した単価設定とす

る。詳細は、必ず補足資料「交付申請時の人件費の見積もりに係る補足

資料」を熟読の上、手続きに沿って算出した金額を計上すること 

委託費 中小ユーザ企業が連携機能構築等を実施するために IT ベンダまたはそ

の他協力者に要件定義、受入テスト、研修等を委託する経費。なお、設

計・開発～システムテストは IT ベンダを委託先とする場合のみ対象と

する 

また、IT ベンダにおいても、設計・開発～システムテスト工程における

下請け発注の場合のみ対象とする。なお、その場合の委託費は当該工程

における補助対象経費額の 50%未満とすること 

※1 調達するソフトウェアや利用するクラウドサービスは、事業計画で予定している取組

内容に必要な最小単位に留めること。最小単位でないと判断された場合は、補助対象経費の

見直しを求めることがある。 

 

＜本事業の実施ステップ及び想定補助対象経費（例）※1＞ 

 

 
※1 アジャイル開発や AI 開発等の上図で示した工程とは進め方が異なる取り組みであって

も､中小ユーザ企業と IT ベンダが共創して連携機能構築等を実施し、かつ本事業で構築した

機能が汎用化、普及・展開に繋がることを前提とする場合、計画が認められる場合がある。

上記の場合は、工程別の実施の流れと各工程の取組内容の詳細、及び想定される成果物を事

業計画書にて明確に記載すること 
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※2 STEP3 と STEP4 に関しては、同一の取り組みに対して中小ユーザ企業の委託費と IT

ベンダの人件費・委託費を重複して申請することは認められない 

 

 

（2） 補助対象外となる経費 

補助対象外経費は以下の通り。 

・ コンソーシアム構成員以外との売買、請負、その他契約に係る一切の費用 

・ 中小ユーザ企業の人件費 

・ 要件定義工程における IT ベンダの人件費 

・ 本補助事業の申請書、報告書等の作成、送付に係る費用 

・ 本事業の取組方針、スケジュール、実施体制、費用見積、費用対効果の検討等を行

うシステム企画工程に係る費用 

・ 以下の導入に伴う購入・レンタル・リース費用 

➢ ハードウェア（端末や周辺機器等を含む） 

➢ 組み込み系ソフトウェア（特定のハード機器を動作させることに特化した専用

システム。例：タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御

システム） 

➢ 緊急時連絡システムなど定常的に利用されないシステム 

➢ コンソーシアムの運営の効率化等を目的とした IT ツール 

➢ 什器 

・ 以下の外注費用 

➢ ホームページ（EC サイトを含む）制作、コンテンツ制作（※ブログ等の同様の

仕組みのものも含む） 

➢ ホームページ制作ツール等の CMS による簡易アプリケーション制作 

・ 料金体系が従量課金方式等の定額にならないもの 

・ 広告宣伝を目的としたもの 

・ 情報提供サービスの登録費用 

・ 公租公課 

・ その他本事業の目的・趣旨から適切でないと判断されたもの 

 

2.5 経費区分及び補助率、補助下限額・上限額 

 本補助金の補助対象経費区分、補助率及び補助下限額・上限額は以下の通り。 

補助対象経費区分 
ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用費、会議費、旅費、 

専門家経費、人件費、委託費 

補助率 1.中小ユーザ企業及び IT ベンダの総和事業者数が 3 者以上の構成

であり、かつ IT ベンダが全て中小企業等の場合：2/3 以内 

2.上記以外の場合：1/2 以内 

補助下限額・上限額 下限額：100 万円 上限額：3,000 万円～1 億円 
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＜補助上限額について＞ 

以下の図に示す通り、IT ツールの今後の普及・展開を見据えた際、中小ユーザ企業または

IT ベンダが複数者で構成されるコンソーシアムにおいてはより高い効果を発揮することが

期待されることから、中小ユーザ企業と IT ベンダの総和事業者数が 2 者で構成されるコン

ソーシアムにおいては上限額を 3,000 万円として、1 者増加毎に 1,000 万円上限を引き上げ

るものとする。 

ただし、中小ユーザ企業と IT ベンダの総和事業者数が 7 者以上の場合においては、中小

ユーザ企業、IT ベンダ双方とも複数者で構成されていることを要件に上限を引き上げる。 

 

 
 

※上図のコンソーシアム構成は一例であり、中小ユーザ企業が複数で総和を満たすことも可 

とする。 

※事務局が認めた補助額については、補助事業者ごとに交付を行う。 

※補助額の 1 円未満は切り捨てとする。 

※事業資金の調達について、つなぎ融資を希望される場合、補助金対応 PO ファイナンスを

利用することが出来るため、希望者は提出する事業計画書の該当欄に記載すること。PO

ファイナンスとは、本補助金の交付決定を受けた事業者が、交付決定された補助金を電

子記録債権として登録し、この電子記録債権をつなぎ融資を依頼する金融機関へ担保と

して譲渡することを可能とする新たな仕組みをいう。 
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2.6 補助金交付までの流れ 

 本事業の補助金交付までの流れは以下の通り。 

 

  

  

認知・理解

公募要領の
確認

交付申請書類の
作成・問合せ

交付申請書類の
提出

交付決定通知
受理

補助対象事業の実施
・遂行状況報告

実績報告書の提出

確定通知書受領

補助金の請求

補助金の受領

広報・周知

公募要領の
作成・公示

問合せ対応

審査

交付決定・通知

進捗管理
（完了確認を含む）

確定検査

補助金交付

審査委員会

補助事業者 事務局



 

令和 3年度共創型サービス IT 連携支援補助金 

16 

 

2.7 交付申請期間及び補助事業期間 

 本補助金の交付申請期間及び補助事業期間は以下の通り。 

交付申請・補助事業期間 

交付申請期間 2021 年 8 月 6 日（金）～2021 年 8 月 31 日（火）17 時まで 

補助事業期間 交付決定日～2022 年 2 月 10 日（木） 

 

※締切を過ぎて提出された書類は、いかなる理由であっても受け付けない。 

※補助事業期間外に発生する経費（実績報告時点で必要な証拠書類が提出できない経費）は

補助対象とならない。 

 

2.8 交付決定 

 交付申請の結果については、事務局から幹事社に通知を行う。また、採択・不採択に関わ

らず審査内容については公表しない。 

 また、交付決定後においても、事業計画の内容の見直しを求める場合がある。 
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3 交付申請 

3.1 申請方法 

本事業の交付申請においては、以下の通り電子メールに必要書類一式を添付の上、幹事社

から事務局へ送付すること。 

        

電子メールでの提出方法 

【提出先メールアドレス】 

it-renkei@tohmatsu.co.jp 

【件名】 

＜コンソーシアム名＞令和 3 年度共創型サービス IT 連携支援補助金 応募書類

送付 

【差出人情報】 

 メール本文に会社名、役職、氏名、メールアドレス、電話番号を記載すること 

【宛名】 

令和 3 年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局 

【添付ファイル】  

提出書類チェックリストの通り 

 ※Zip 化及び暗号化して送付いただくことを推奨 

 

※原則として、郵送・持参・FAX による提出は受け付けない。 

※提出書類や記載内容に不備がある場合は、不採択とする場合がある。 

※ファイル容量が大きく送付が困難な場合は分割して送付すること。 

※電子メールを送付した日の翌営業日を経過しても受付確認メールが届かない場合は、7.2

お問い合わせ先に記載の電話番号まで連絡すること。 

  

file://///jptyo2611/PJ_DFA/8010140-01/令和2年度企画書づくり/PJ%20API/03_プロジェクト作業/02_公募資料作成/it-renkei@tohmatsu.co.jp
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3.2 交付申請の流れ 

本事業における交付申請の流れは以下の通り。 

 

 
 

3.3 交付申請に必要な提出書類 

 交付申請時に必要となる提出書類＜提出単位＞は以下の通り。提出方法等の詳細は提出書

類チェックリストを確認すること。なお、以下の提出書類については、押印を不要とする。 

(1) 補助金交付申請書・事業計画書・補助対象経費内訳書（二次）＜コンソーシアム＞ 

(2) 補助事業概要書（二次）＜コンソーシアム＞ 

(3) 事業者情報入力シート（二次）＜参加事業者ごと＞ 

(4) 誓約書（二次）＜参加事業者ごと＞ 

(5) 合意形成の証跡※1＜コンソーシアムごと＞ 

(6) 履歴事項全部証明書※2＜参加事業者ごと＞ 

(7) 直近 3 期分の決算書（貸借対照表、損益計算書）の写し＜中小ユーザ企業及び IT ベン

ダ＞※3 

(8) 事業計画書に記載した IT ツールの概要及び料金が分かる資料（カタログ又は Web ペー

ジリンク※4）＜コンソーシアム＞ 

(9) （該当する場合）経営力向上計画が承認・認定されていることが証明できる書類の写し

＜中小ユーザ企業のみ＞ 

(10) （該当する場合）経営革新計画が承認・認定されていることが証明できる書類の写し＜

中小ユーザ企業のみ＞ 

(11) （該当する場合）地域経済牽引事業計画が承認・認定されていることが証明できる書類
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の写し＜中小ユーザ企業のみ＞ 

(12) （該当する場合）地域未来牽引企業が承認・認定されていることが証明できる書類の写

し＜中小ユーザ企業のみ＞ 

(13) （該当する場合）会社案内等の事業概要の確認ができる資料（申請書に会社 HP を記載

していない場合のみ）＜参加事業者ごと＞ 

(14) 提出書類チェックリスト＜コンソーシアム＞ 

※1 本事業への申請及び申請書や事業計画書等の提出資料の記載内容に対し、参加事業者

が合意していることを示す書類。コンソーシアム構成員の代表者あるいは責任者が幹事

社に対して上記の合意をしていることを示すメールを提出すること。なお、事業者情報

入力シートで登録した代表者または責任者を差出人及び宛先とすること。 

※2 交付申請提出時点で発行から 3 か月以内のものとする。 

※3 決算書は、補助対象経費を申請する補助事業者のみが提出の対象となる（補助対象経費

を申請しない IT ベンダは決算書の提出は不要）。個人事業主の場合は、代わりに税務署

受付印のある確定申告書の写しを提出すること。申請時点で決算または確定申告が完了

している事業年度から遡って 3 期分を提出すること。申請時点で設立・開業してから、

決算または確定申告を 2 期分または 1 期分しか行っていない場合は、それぞれ 2 期分、

1 期分を提出すること。申請時点で設立・開業してから、決算または確定申告を 1 期分

も行っていない場合は、代わりに収支予算書を提出すること。特定非営利活動法人は、

損益計算書の代わりに活動計算書の提出でも可とする。 

※4 Web ページの場合は、事務局がアクセス可能な Web ページのアドレスをテキストファ

イルで提出すること。 
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4 審査内容 

 以下の項目に基づき、事務局及び外部審査委員会が交付申請者の審査を行う。 

 

4.1 審査項目 

項目 評価の視点 評価事項 配点比重 

事業計

画の妥

当性 

組織体制・

財務基盤の

安定性 

事業遂行が可能な組織体制や倒産等の事業中断リスク

のない財務状況となっているか等 

低 

目標設定の

妥当性 

中小ユーザ企業において設定する目標が労働生産性の

要件を満たしているか、独自設定した目標は労働生産性

を向上することに資する目標となっているか、定量的に

効果測定しうるものか等 

中 

計画の実現

性・効率性 

実施体制、管理手法、スケジュールが事業計画を実現す

るために十分なものとなっているか、効率的な事業の進

め方となっているか、実施タスクごとの成果物が明確に

なっているか 

中 

費用見積の 

妥当性 

事業遂行に必要なタスクに見合った費用が正しく見積

もられているか、事業成果に繋がらない余剰の費用が含

まれていないか等 

高 

事業目

的との

適合性 

現状の業務

課題の理解

度 

中小ユーザ企業の内部・外部環境を正確に捉えている

か、現状解決すべき重要度・緊急度の高い経営課題及び

業務課題を十分に把握しているか等 

中 

連携による

効率性向上 

IT ツールの連携が業務効率の改善に貢献する度合いは

大きいか、ユーザの視点に立って煩雑な IT ツール操作

や手作業が発生しない連携方法となっているか等 

高 

将来体系の 

具体性 

中小ユーザ企業が将来実現したい業務の在り方、将来形

に至る道筋が明確化されているか等 

中 

事業完

了後の

展望 

中小ユーザ

企業側の人

材育成の視

点 

連携した IT ツールを実際に有効活用ができるよう、連

携した IT ツールに関する研修や教育など定着化につい

て考慮されているか等 

中 

汎用化・普

及展開の実

現性 

解決すべき課題が同様の業種・業態において共通的なも

のであるか、同業他社が広く活用できる IT ツールとな

るか、展開のためのロードマップが見えているか等 

高 
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4.2 加点項目 

 中小ユーザ企業が以下のいずれかに該当する場合は、加点対象とする。 

（1） 有効な期間の経営力向上計画の認定・承認を取得した事業者 

（2） 有効な期間の経営革新計画の認定・承認を取得した事業者 

（3） 地域未来地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の認定・承認を取得した事業

者 

（4） 交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されている事業者 

※加点項目については、認定・承認を受けたことの事実確認が可能な証拠書類を提出するこ

と（申請書は不可）。 

 

5 留意事項 

 本事業における補助事業者の留意事項は、以下の通り。 

（1） 補助事業期間外に契約・納品・検収・支払等を行った経費は、補助対象とならない。 

（2） 本事業と同一の内容で国（独立行政法人等を含む）から他の補助金、助成金等の交付を重複

して受けることは出来ない。 

（3） 提出書類の内容に疑義がある場合や、事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けるこ

とが出来ない場合がある。 

（4） 本事業の遂行にあたり、補助事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、

その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。 

（5） 事務局及び会計検査院による会計検査に備え、補助事業に係る全ての書類等の情報を 5 年間

（2027 年 3 月末まで）保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。 

※具体例：交付決定通知、契約書、注文書、納品書、請求書、振込受領書、領収書、通知書等 

（6） 申請情報又は事業計画内容に変更が生じた場合、指定の様式で速やかに事務局へ届出を行う

こと。なお、当該変更の内容により、交付決定の取り消し等の処置を行う場合がある。 

（7） 補助事業期間中及び補助金交付後において、不正行為、情報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。 

（8） 本事業においてコンソーシアム構成員が事務局に提供する連絡先情報（電話番号、メールア

ドレス等）は、必ずコンソーシアム構成員自身のものであること。 

（9） 事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立ち

入り検査を行う場合がある。また、立入検査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。

なお、予告の有無にかかわらず立入検査への協力が得られない場合は交付決定を取消す場合が

ある。 
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6 補助事業開始後に行うこと 

6.1 遂行状況報告・実績報告 

 補助事業期間内においては、月次で遂行状況報告を行い、補助事業完了後は実績報告を行

うこと。なお、補助事業期間においては、事務局より遂行状況や実施結果に係る確認を現地

訪問やオンライン会議にて実施する場合があるため、特段の事情が無い限り対応すること。  

 実績報告にあたっては、履行事実（見積・契約・納品・検収等）及び支払事実（領収書、

振込受領書等）を示す証拠書類を提出する必要があるため、適切に取得・保管すること。な

お、支払方法は原則銀行振込とする。補助事業開始以降の対応事項の詳細については補助事

業者に対して別途案内を行うため、それに従うこと。また、実績報告の際は各工程を実施し

たことを示す資料を事業終了時に提出すること。 

（例：要件定義→要件定義書、設計・開発→基本設計書、ソースコード、システムテスト→

システムテスト仕様書、受入テスト→受入テスト仕様書、研修→操作説明書 等） 

※補助事業期間の終了時点において、事業計画より進捗に著しい遅れや実施していない事業

がある場合、補助金の減額や取消しとなる場合がある。 

 

6.2 成果報告 

 本事業では、本事業成果の周知や波及効果創出を目的として、成果報告会や事例集の作成・

公表を実施する場合がある。補助事業者は、事務局または経済産業省より指示のあった場合

は原則上記に協力すること。 

 

6.3 経過報告 

 補助事業者は本事業終了後 3 年間、年次で経過報告を事務局の指定する方法にて提出しなけ

ればならない。 

 

7 各種照会 

7.1 本事業ホームページ 

令和 3 年度共創型サービス IT 連携支援補助金ホームページ 

URL: https://www.it-renkei.jp/ 

 

7.2 お問い合わせ先 

お問い合わせに対する回答の正確性を期すため、電子メールでの連絡を優先すること。 

 

令和 3 年度「共創型サービス IT 連携支援事業」事務局 

メールアドレス: it-renkei@tohmatsu.co.jp 

 

TEL: 070-1736-4438 

電話受付時間：10:00~12:00/13:00~17:00 月曜～金曜（土日祝日除く） 

https://www.it-renkei.jp/
file://///jptyo2611/PJ_DFA/8010140-01/令和2年度企画書づくり/PJ%20API/03_プロジェクト作業/02_公募資料作成/it-renkei@tohmatsu.co.jp
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※電話番号の掛け間違いのないよう注意すること。 

 

以上 


