
1 

 

姫路市産業デジタル化支援補助金交付申請Ｑ＆Ａ 

 

令和２年１１月１６日時点 

 

 

１．対象者 

 Ｑ１ 対象となる事業者は？ 

 Ａ１ 姫路市に本社を置く中小企業及び個人事業主が対象です。 

    ※中小企業の定義は、中小企業基本法第２条第１項に規定する会社及び個人とします。詳しく

は、「姫路市産業デジタル化支援補助金募集要領」で確認してください。 

 

 Ｑ２ 中小企業や個人事業主であれば全ての業種が対象となるのか？ 

 Ａ２ 「性風俗関連特殊営業」など、対象外の業種もあります。 

    ※対象外の事業については、「姫路市産業デジタル化支援補助金募集要領」で確認してください。 

 

 Ｑ３ 中小企業の法人で、本社は市外だが、店舗が姫路市内にある場合は対象となるか？ 

 Ａ３ 対象となりません。「姫路市内に本社を置く」場合が対象です。 

 

Ｑ４ 市外に住んでいる個人事業主で、姫路市内で飲食店を営んでいるが対象となるか？ 

 Ａ４ 主たる事業所が姫路市内にあれば、対象になります。 

  

 Ｑ５ 姫路市内に住んでいる個人事業主で、市外で飲食店を営んでいるが対象となるか？ 

 Ａ５ 主たる事業所が姫路市内にありませんので、対象になりません。 

  

 Ｑ６ 多店舗展開しているが、店舗ごとに申請可能か？ 

 Ａ６ 申請できません。申請は、１事業者につき１回です。 

  

 Ｑ７ 開業後１年未満の事業者は、対象となるか？ 

 Ａ７ 対象となります。ただし、開業していることを証明する書類が必要です。 

提出書類は、「姫路市産業デジタル化支援補助金募集要領」で確認してください。 

  

 Ｑ８ これから開業予定だが、補助金の対象になるか？ 

 Ａ８ 申請時点で開業している事業者が対象なので、開業予定の方は対象になりません。 

 

 Ｑ９ ５年以上前から事業を行っていて、ここ数年は赤字だが、対象となるか？ 

 Ａ９ 確定申告書などで事業を行っていることが確認できれば対象となります。 
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 Ｑ10 補助金の対象となる事業の開始時期はいつからか？ 

 Ａ10 今回の補助事業の着手時期は、姫路市からの交付決定後となります。（交付決定前に着手した事

業については、補助対象外になります。） 

 

 Ｑ11 今度予定している事業は、別の補助金をもらう予定であるが「姫路市産業デジタル化支援補助

金」と併用できるか？ 

 Ａ11 「姫路市産業デジタル化支援補助金」は、基本的に補助金の趣旨に合致する事業であれば他の補

助金をもらっていても対象となります（他の補助金額を補助対象経費から除く）が、「姫路市も

のづくりＩＴ補助金」との併用はできません。なお、他の補助金が、姫路市産業デジタル化支援

補助金と併用できるかどうかは、申請先に確認してください。 

 

 Ｑ12 国のＩＴ化補助金で対象となっている医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会議所、

中小企業団体、組合、連合会、財団法人、社団法人、ＮＰＯ法人などは対象とならないのか。 

 Ａ12 今回の補助金では対象となりません。  

 

 Ｑ13 「姫路市産業デジタル化支援補助金登録業者名簿」に登録された企業だが、補助金申請をしても

よいか？ 

 Ａ13 登録業者は、本補助金の申請は出来ません。 

 

 ２．対象事業 

 Ｑ１ 事業用のデジタル機器を購入すれば、補助金を交付してもらえるのか？ 

 Ａ１ 単にデジタル機器を購入するだけでは補助金の対象にはなりません。デジタル機器等を利用し

て新しい生活様式に対応した業務への改善に取り組む事業が対象になります。 

 

 Ｑ２ デジタル機器等を利用して業務の改善に取り組む事業とは、具体的にどのような事業が 

対象となるのか？ 

 Ａ２ 以下の（１）～（３）の区分に該当する事業が対象になります。 

区 分 事 例 

(1) 働き方改革 

・テレワークの導入 

・ウェブ会議システムの導入 

・遠隔業務支援システムの導入  など 

(2) 非接触型サービスの導入 

・電子商取引（ＥＣ）の導入 

・キャッシュレス決済の導入 

・タッチパネル注文システムの導入 など 
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(3) 生産性の向上に係る取組 

・人員管理システムの導入 

・生産性向上に資する情報システムの導入 

・在庫管理システムの導入    など 

    なお、上記事業でも単に機器を買い換えるなどは対象になりません。 

 

 Ｑ３ (1) 働き方改革と(2) 非接触型サービスの導入など、２つ以上の対象事業を行っても 

良いのか？ 

 Ａ３ 事業内容が複数区分にまたがってもかまいませんが、申請は、１事業者につき１件です。 

 

３．スケジュール 

 Ｑ１ 事業はいつ実施しても良いか？ 

 Ａ１ 交付決定後に実施する事業であり、かつ令和３年５月３１日までに完了報告のできる事業が対

象となります。 

 

 Ｑ２ 既に実施した事業も対象になるのか？ 

 Ａ２ 交付申請をし、審査の上、交付決定された事業が対象になりますので、過去に実施した事業は 

対象となりません。 

 

 Ｑ３ 令和３年２月１日までに交付申請すれば、補助の対象になるのか？ 

 Ａ３ 交付申請期間中でも、申請金額が予算に達した場合は、募集を終了する場合があります。 

 

 Ｑ４ 交付申請から交付決定されるまでどれくらい時間がかかるのか？ 

 Ａ４ 申請状況や申請内容により異なりますが、概ね２～４週間程度を見込んでいます。 

 

 Ｑ５ 交付申請を提出したが、交付決定されるまでに事業を開始してもよいか？ 

 Ａ５ 交付決定後に着手したものしか、補助対象となりませんので、交付決定前に事業を開始した場合

は、補助の対象となりません。 

 

 Ｑ６ 令和３年５月３１日までに納品・支払いできない場合は？ 

 Ａ６ 補助金を交付できません。 

また、５月３１日までに実績報告を行わない場合も補助金を交付できません。 

 

４．補助金額 

 Ｑ１ どれくらい補助をしてもらえるのか？（補助率） 

 Ａ１ 事業にかかった費用のうち、審査により補助対象経費と認められた額の４分の３（1,000円未満

切り捨て）です。 
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Ｑ２ 補助金の上限額は？ 

Ａ２ 従業員数 × １５万円 （最大３００万円） です。 

   ※ここでいう従業員とは、以下の者をいいます。 

① 会社・団体の代表者・常勤役員または個人事業主 

② 事業専従者（家族従業員） 

     確定申告書の「事業専従者の氏名等」に記載されている者に限る。 

③ 正社員・正規職員となる常用雇用者 

     雇用保険被保険者に限る。 

④ 正社員・正規職員以外の常用雇用者 

     雇用保険被保険者に限る。  

※雇用保険被保険者でない会社・団体の常勤役員については、社会保険証のコピーなど、 

当該会社・団体で常勤していることを証明する書類の提出が必要です。 

  

 Ｑ３ 補助金交付申請書の従業員の数え方は？ 

Ａ３ 「代表者・経営者」は、法人の場合は、登記上の代表者（代表取締役、代表社員など）の数、個

人事業主の場合は、本人のみとなります。 

「常勤役員」は、代表者を除く法人登記上の役員で、雇用保険被保険者でない常勤している者の

数となります。 

「事業専従者」は、確定申告書又は市民税・県民税申告書の事業専従者の数となります。 

「常用雇用者」は、雇用保険に加入している者の数となります。雇用保険に加入している役員は

常用雇用者に記載願います。 

 

Ｑ４ 実際にかかった経費が、当初申請額より多くなった場合の補助金額は？ 

Ａ４ 実際にかかった経費が、当初申請額より多くなった場合でも、交付決定額が補助金額の上限とな

ります。なお、完了報告の審査後に改めて、補助金確定通知書を送付しますので、確定した金額

で補助金等交付請求書（兼振込口座指定書）を提出していただくことになります。 

   ※事業の目的、内容に変更がなければ、実際にかかった経費が、増額になっても、「補助事業計

画変更・廃止（中止）申請書」の提出は不要です。 

 

Ｑ５ 実際にかかった経費が、当初申請額より少なくなった場合の補助金額は？ 

Ａ５ 完了報告の審査後に、改めて補助金確定通知書を送付しますので、確定した金額で補助金等交付

請求書（兼振込口座指定書）を提出していただくことになります。 

   ※事業の目的、内容に変更がなければ、実際にかかった経費が、減額になっても、 

「補助事業計画変更・廃止（中止）申請書」の提出は不要です。 

 

Ｑ６ 実施する事業にかかる経費を、分割払いにすることは可能か？ 

Ａ６ 分割払いは可能ですが、全額支払った上で「補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）」を提出

してください。 
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  （「補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）」の提出期限は、令和３年５月３１日です。） 

   ※今回の経費の支払い方法は、口座振込限定ですので、分割払いのたびに振込手数料がかかる場

合があります。 

 

Ｑ７ 実施する事業にかかる経費を、現金払いやクレジットカード払いにすることは可能か？ 

 Ａ７ 今回の補助金は、金融機関への口座振込による支払いを条件にしていますので、現金払いやクレ

ジットカード払いは認められません。 

 

 Ｑ８ 補助事業以外の経費と一緒に支払う予定なので、振込金額と補助対象経費が一致しないが問題

ないか？ 

 Ａ８ 支払金額と一致する請求書が添付できて、かつその請求書の内訳で補助対象経費がわかれば問

題ありません。 

 

５．対象経費 

 Ｑ１ 具体的にどのような経費が補助対象になるのか？ 

Ａ１ 補助の対象となる経費は以下の①～⑥のいずれかに該当するものです。 

① 機械装置・システム構築費 

② 設備機器等購入費（カメラ機能付きノート型パソコン、タブレット等） 

③ 業務プロセス・業務環境を改善するためのソフトウェアの開発・導入及びそれらの 

ソフトウェアの稼働に不可欠なソフトウェア（オプション）の導入に係る経費 

④ 電子商取引を導入するための経費（ECサイト初期登録料、ECサイト構築等） 

⑤ 上記①～④に係る導入コンサルティング、導入設定、マニュアル作成・導入研修に係る経費

（補助対象経費が⑤のみとなる補助申請は認められません。） 

⑥ その他、対象事業を実施するために、市長が特に必要と認める経費 

 

 Ｑ２ 導入コンサルティング経費とは、どのようなものが対象となりますか？ 

 Ａ２ システムやデジタル機器の導入に必要なコンサルタント経費のみが対象となります。 

    明細を提出していただき、審査します。 

 

 Ｑ３ 対象とならない経費は？ 

 Ａ３ 上記Ａ１の①～⑥全てにおいて、以下の経費は補助の対象外となります。 

・自社施設・事務所の購入・工事・改修・賃料 

・自社の社員の人件費 

・広告宣伝費 

・車両購入費 

・消耗品費 

・飲食費 

・ハードウェアのリース料、レンタル料等 
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・中古品の購入費（リフレッシュPCを含む。） 

・スマートフォン購入費 

・スピーカー、イアホン又はヘッドホン（ただし、テレワークやウェブ会議の導入に伴うマイク

付きヘッドホンの購入は可）購入費 

   ・デジタルカメラ、プリンター、複写機の購入費 

   ・防犯カメラ（ディスプレイ、レコーダー等を含む。）購入費 

  ・机、椅子などの備品、カバン、ケース購入費 

   ・商品の仕入れに係る経費や通信費・光熱水費等のランニングコスト 

   ・年度払い・月額払いなどのソフト等の使用料 

   ・ECサイトの月額使用料等 

・ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作 

又はデジタルサイネージ用コンテンツ制作又はコンテンツ配信管理システム（更新を含む。） 

制作に係る経費 

・単なる情報提供サービスに係る経費（雑誌等の有料情報サービスなど） 

・各種保険料・保証料 

・会員登録し、WEB上でサービスの提供を受ける仕組みに係る経費 

・従量課金方式のもの（使用した分だけ利用料を支払うもの）に係る経費 

・振込手数料 

・交付申請、報告に係る申請代行費 

・キャンセル等による損失補てん費 

・取引等に係る消費税及び地方消費税相当額 

・物品購入時に現金換算可能なポイントを取得した場合のポイント相当額 

・「生産性の向上に係る取組」に関して導入する機械装置又は設備機器のうち、製造、加工、運

搬、工事等の作業の用に直接供されるものの購入費 

・その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 

 

 Ｑ４ 補助対象となる機器の購入やシステムの導入は、姫路市内の業者から購入しないといけないの

か？ 

 Ａ４ 姫路市内に店舗のある業者で、「姫路市産業デジタル化支援補助金登録業者名簿」に登録のある

業者からの購入・サービスの提供に限ります。 

    ※姫路市の指定する業者については、「姫路市産業デジタル化支援補助金登録業者名簿」でご確

認ください。 

 

 Ｑ５ 今回、導入予定のシステムは、姫路市内に対応可能な業者が無いのだが、この場合は補助の対象

にならないのか？ 

Ａ５ 姫路市の指定する業者以外の事業者からの購入・サービスの提供については、理由書を提出して

いただき、正当な理由があると認められる場合は補助の対象とします。 

    ※「姫路市以外の事業者の方が安く購入できる」、「姫路市以外の事業者の方がサービスがよ
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い」、「これまで取引のある業者としか取引できない」などは、理由となりません。 

※姫路市内に店舗がある事業者については、業者登録をしていなければ、理由書を提出しても

取引の相手方として認められません。 

 

Ｑ６ 市内に店舗があるが「姫路市産業デジタル化支援補助金登録業者名簿」に登録のない業者から購

入したい場合は、理由書を提出すれば良いのか？ 

Ａ６ 市内の業者については、理由書の提出による購入は認められません。登録のある別の業者から購

入するか、購入相手としたい登録のない業者に業者登録手続きをしていただいたうえで、購入す

ることになります。 

 

Ｑ７ テレワークをするためのパソコンを購入するのだが、私自身が代表者である「姫路市産業デジタ

ル化支援補助金登録業者名簿」に登録のある店舗から購入しても良いか？ 

Ａ７ 代表者が同じ会社からの機器購入は、補助金の対象として考えた場合、社会通念上不適切として

判断します。このため、補助の対象になりません。また、個人事業者と個人事業者自身が代表を

務める会社間での売買も補助の対象になりません。 

 

Ｑ８ テレワーク等の機器が古くなったので、更新する場合は対象となるのか？ 

 Ａ８ 単に機器を更新するというだけでは対象になりません。 

 

Ｑ９ 導入予定のシステムの見積書の明細が「工事一式」や「機器等」と記載されている場合でも補助

申請は可能か？  

Ａ９ 複数の経費を一式などまとめて記載された明細書では、補助対象経費を把握できませんので、交

付は認められません。交付申請の時点で内訳がわかる明細書の提出をお願いします。 

 

Ｑ10 量販店等でパソコン等の機器を購入する場合、ポイント還元があるが、対象経費に影響はある

か？ 

Ａ10 ポイント還元分は補助対象経費の対象となりません。 

 

 Ｑ11 テレワークを導入する場合の、パソコンやタブレットの購入台数に制限はあるか？ 

 Ａ11 パソコンやタブレットなど従業員が使用することが想定される機器の購入台数は、 

それぞれ従業員１人につき１台を上限とします。従業員数を確認する書類が必要です。 

  

 Ｑ12 タブレットでのタッチパネル注文システムを導入する予定だが、従業員数より客席数の方が多

い場合も、補助対象として認められるタブレットの上限台数は従業員数が上限となるのか。 

 Ａ12 上記の様な使用例の場合には、従業員数を上限とする合理的な理由がありませんので、客席数に

応じた必要台数を補助対象経費と認めますが、店内の様子の分かる写真や店内の図面（設置予定

箇所の分かるもの）など、審査者が必要性を認識できる資料の添付が必要です。 
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 Ｑ13 パソコンは既にあるものを使用するが、ＷＥＢ会議を行うためにマイク付きのウェブカメラを

購入した場合、補助対象経費となるか。 

 Ａ13 補助対象経費となります。 

 

 Ｑ14 現在、手作業で部品加工を行っている工程に、高度なＮＣ旋盤やプレス機を導入し、生産性の向

上を図りたいが、これらのデジタル要素を含む機械設備等は補助の対象となるか？ 

 Ａ14 「生産性の向上に係る取組」に関して導入する機械装置又は設備機器のうち、製造、加工、運搬、

工事等の作業の用に供されるものの購入費は対象となりません。 

 

６．交付申請から補助金交付までの流れ 

 Ｑ１ 交付申請に必要な書類は？ 

Ａ１ 必要な書類は以下のとおりです。 

①  補助金等交付申請書【様式第１号】 

②  事業計画書【様式第２号】 

③  経費明細書【様式第３号】 

④  理由書【様式第４号】（姫路市指定以外の事業者からの物品購入・サービス提供を受ける

場 

合のみ） 

⑤  誓約書【様式第５号】 

⑥  チェックリスト 

⑦  添付書類  

・法人の場合、登記事項証明書の写し（本社の市内所在地及び開業した日を確認できるもの） 

・直近の確定申告書（法人の場合は別表一、個人事業主の場合は、(Ｂ)第一表及び収支内訳

書）の写し 

※事業開始後１年以内の事業者については、税務署への法人設立届出書又は開業届でも可 

 ※確定申告書のない場合は、2019年の市民税・県民税申告書（両面）の写しでも可 

・（姫路市）市税納税証明書＜姫路市に納税義務のある業者＞（徴収猶予の特例を受けている場

合は、それを証明する許可通知書○特の写しも添付すること。） 

※姫路市役所税務部窓口等で発行する業者登録申請用納税証明書（滞納無 証明書） 

・個人事業主で主たる事業所が申請者の住所と異なる場合は、主たる事業所の所在地を証するも

の（賃貸借契約書など） 

・従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）及び勤怠管理表の写し（直

近月分の写し） 

・雇用保険被保険者でない会社・団体の常勤役員を従業員数に含める場合には、社会保険証及び

勤怠管理表（直近月）の写しなど、当該会社・団体で常勤していることを証明する書類 

・見積書（一式は不可。購入する機器、ソフトウェア、サービス等ごとに数量及び金額を記載し

たもの） 

※ 特に導入コンサルティング、導入設定、マニュアル作成、導入研修に係る経費について
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は、役務の内容、見積金額の根拠となる作業量、単価について詳細に示したものを添付する

こと。 

     ・国又は県の補助事業に係る申請書類、交付決定書等の写し（同じ事業について申請する場合

のみ） 

※ 提出された書類は返却いたしませんので、必ずご自身で写しをとっておいて下さい。 

※ 受取の連絡はいたしません。 

 

 Ｑ２ 見積書はどのようなものを添付すれば良いか？ 

 Ａ２ 一式などまとめたものではなく、購入する機器等の数や金額のわかるものを添付してください。

また、見積書は、「姫路市産業デジタル化支援補助金登録業者名簿」に登録のある業者で、実際

に取引をする予定の相手からもらったものを添付してください。もし、取引をする相手が市外の

業者で登録されていない場合は、理由書を提出してください。 

    ※「姫路市以外の事業者の方が安く購入できる」、「姫路市以外の事業者の方がサービスがよ

い」、「これまで取引のある業者としか取引できない」などは、理由となりません。 

※姫路市内に店舗がある事業者については、業者登録をしていなければ、理由書を提出しても

取引の相手方として認められません。 

 

 Ｑ３ 事業を実施した後、補助金が交付されるまでに何か手続きが必要か？ 

 Ａ３ 令和３年５月３１日（月）までに完了報告と請求をする必要があります。 

    ※完了報告と請求をしなければ、補助金が交付されません。 

 

 Ｑ４ 完了報告に必要な書類は？ 

Ａ４ 必要な書類は以下のとおりです。 

① 補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）【様式第10号】 

② 経費明細書（完了後）【様式第11号】 

③ 補助対象経費に係る支出の証明書類（金融機関の印のある振込依頼書（控）・通帳の該当部

分のコピーの写しなど） 

④ 補助対象経費の証明書類（請求明細書等の写し） 

⑤ 国等の補助金額（確定額）の分かる資料（同じ事業について申請した場合のみ） 

⑥ 購入した機器等を使用している様子の画像、購入機器の画像（パソコンやタブレットの他、

姫路市の指定するものは製造番号の分かるもの）を印刷したものなど実際に事業を実施した

ことが分かる資料 

⑦ チェックリスト 

※ 提出された書類は返却いたしませんので、必ずご自身で写しをとっておいて下さい。 

※ 受取の連絡はいたしません。 
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Ｑ５ 補助金の請求に必要な書類は？ 

Ａ５ 必要な書類は以下のとおりです。 

① 補助金等交付請求書（兼振込口座指定書）【様式第13号】 

② 補助金確定通知書のコピー 

③ 振込口座の名義と口座番号が分かる通帳等のコピー 

※ 提出された書類は返却いたしませんので、必ずご自身で写しをとっておいて下さい。 

※ 受取の連絡はいたしません。 

 

Ｑ６ 業者への支払いは、申請者以外の者が行うことは可能か？ 

Ａ６ 申請者以外の者による支払いは補助金対象経費として認められません。法人の場合当該法人名

での支払いのみが認められます。 

 

Ｑ７ 補助対象経費に係る支出の証明書類とは、どのようなものが必要か？ 

Ａ７ 振り込み控えのコピー（プリントアウトしたもので可）または、振込金額が引き落とされたこ

とが確認できる通帳のページのコピー（「電子通帳引き落とし明細」も可）を提出してくださ

い。 

 

 Ｑ８ 補助金は、いつ支払われますか？ 

 Ａ８ 実績報告の審査完了後、補助金確定通知書を受けて提出された補助金等交付請求書（兼振込口座

指定書）に記載した口座に振り込みます。（受領後 1か月程度かかります。） 

 

 Ｑ９ 確定申告や市民税・県民税申告をしていない場合は、申請できるか。 

Ａ９ 申請できません。ただし、開業間もなく申告等が出来ない場合はこの限りではありません。 

 

 Ｑ10 電子商取引（ＥＣ）を導入する予定で事業計画書を提出し、交付決定を受けたが、事業内容をテ

レワークの導入に変更してもよいか？ 

 Ａ10 交付決定後に、事業内容の変更はできません。事業内容を変更するのではなく、廃止（中止）の

手続きをしたうえで、新たに申請手続きをしていただくこととなります。ただし、その時点で募

集を締め切っている場合は、新たに申請をしていただくことは出来ません。 

 

 Ｑ11 交付決定通知を受け、テレワークの導入を実施しているが導入予定のパソコンが在庫切れで、別

の機種に変更しないと５月３１日までに事業を遂行することが困難である。この場合、計画と異

なる機種に変更することにより経費が変更になれば、変更手続きは必要か？ 

Ａ11 一部の機器が計画と異なっても、事業内容が当初の計画と同じであれば変更の手続きは必要あ

りません。ただし、経費が増加した場合でも交付決定通知書に記載のある額が受給できる補助金

の上限です。 
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Ｑ12 交付決定通知を受け、ウェブ会議システム用のパソコンを購入するのだが、申請時より従業員が

１名増えたためパソコンを計画書で提出した台数よりも１台多く購入しても良いか？また、そ

の場合変更手続きは必要か？ 

Ａ12 事業内容が当初の計画と同じであれば、パソコンの購入台数が変わっても変更の手続きは必要

ありません。ただし、経費が増加した場合でも交付決定通知書に記載のある額が受給できる補助

金の上限です。また、ウェブ会議用パソコンを追加で１名分買うのであれば、１名分の雇用保険

被保険者証の写しと勤怠管理表（直近１か月）の写しを完了報告時に提出していただくことにな

ります。（ウェブ会議やテレワークで使用するパソコンやタブレットの台数は、従業員数が上限

となります。） 

 

Ｑ13 交付決定通知を受けた後、併用する予定の国の補助金が交付されることになった場合は、変更の

手続きを行えばよいか？ 

Ａ13 国等の併用可能な補助金の交付が決定した場合、速やかに変更の手続きを行ってください。 

 

Ｑ14 当初、３月末に事業が完了する予定で計画書を提出していたが、事業の完了が４月以降になりそ

うなのだが、どうすれば良いか？ 

Ａ14 完了予定日が延長になる場合は、変更の手続きを行ってください。なお、５月３１日までに事業

を完了し完了報告書を提出しないと補助金が交付されませんのでご注意ください。 


