
 豊田市デジタル化支援補助金 手続要領【令和４年度】 

 

～はじめに～ 
 

本補助金は公的な税金を財源としているため、社会的にその適正な執行が強く求められ
るものであり、当市は、当然ながら厳正に補助金の執行を行うとともに、虚偽の申請や不
正行為に対しては厳正に対処します。 

本補助金を申請するにあたっては、豊田市デジタル化支援補助金交付要綱（以下、「要
綱」という。）及び本要領をよく理解した上で、以下の点について十分認識し、補助金の
申請に関する全ての手続を適正に行っていただきますようお願いします。 
 
① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽

の記述を行わないでください。 
② 虚偽の申請や不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付の決定の取り消し

を行うとともに、支払済みの補助金のうち、取り消し対象となった額を返還していた
だくことになります。 

③ 実態と異なる書類等を作成して補助金を受給しようとすることは犯罪となります。 
④ 補助対象事業の実施にあたっては、各種法令、基準等を遵守してください。 
⑤ 補助対象事業により取得した財産については、取得した年度から５年間は、補助金の

交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、または担保提供することはできま
せん。 

⑥ 補助対象事業に係る全ての資料は、補助対象事業が完了した年度の翌年度から５ 年
間は、いつでも閲覧できるように保存しておく必要があります。 

⑦ 要綱に規定する要件を欠くこととなったときは、指定もしくは交付の決定の取り消
し、交付の停止、補助金の返還などの対応を求める場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１ 補助対象事業者                                      
 製造業、建設業、運輸業のいずれかに属する事業を主たる事業として営む、市内に本社を
置く中小企業者及び個人事業主 
  
 ※１ 中小企業者及び個人事業主の定義は、中小企業基本法第２条第１項第１号の規定に

基づきます。 
    （資本金の額又は出資の総額が、３億円以下 

又は常時使用する従業員の数が３００人以下） 
 
 ※２ 個人事業主の場合は、市内に住所及び主たる事業所を置く者に限ります。 
 
 ※３ 次のいずれかに該当する者は、対象外とします。 
     ① 本市市税の滞納又は未申告がある者 
     ② 公序良俗に反する事業を行っている者 
     ③ 法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団関係者がいると認められる者のほか、

暴力団員等との関わりが認められる者 
     ④ 事業活動を行うにあたり、必要な許認可等を取得していない者 
     ⑤ そのほか、市⾧が不適当と認める者 
 
 ※４ ここで言う「市内に本社を置く」とは、以下のいずれかに該当する場合を指します 
     ① 市内に本店を置く 
     ② 市内に最も従業員数が多い事業所を置く 
     
２ 補助対象事業                                         
 次のいずれかに該当するもの 
   
① 生産性の向上に資する取組 デジタル化された製造設備、情報システム、人員管理シス

テム、在庫管理システム、遠隔業務支援システム、ウェブ
会議システム、ソフトウェア等の導入を行うもの 

② 非接触型サービス等の導入に係
る取組 

電子商取引、キャッシュレス決済等の非接触型の商取引を
推進するもの 

  
 ※１ 交付決定後に着手した事業が対象となります。 
 ※２ １件の申請で、複数の取組を同時に申請することは可能です。 
    （複数の取組を同時に申請しても、上限額の加算はありません。） 
 
 
 



３ 補助対象経費                                      
 市内事業所において設置、利用する補助対象事業に要する経費のうち、次のいずれかに該
当するもの 

①  機械装置の導入又はシステム構築 
②  設備機器等（カメラ機能付きノート型パソコン、タブレット等）の購入 

（購入する設備機器の数は、それぞれの目的ごとに市内事業所に属する従業員の数を 
上限とします。） 

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又は導入及び当該ソ
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 

④   電子商取引の導入（ＥＣサイト初期登録、ＥＣサイト構築等） 
⑤   上記に係る導入コンサルティング、導入設定、マニュアル作成及び導入研修 
⑥   上記に掲げるもののほか、市⾧が特に必要と認めるもの 

 
 ※１ 金額が１点２万円以上（消費税抜き）のものに限ります。 
    ただし、補助対象経費に該当する主たる経費に付属する経費について、対象事業を

達成する手段としての主たる経費の機能を確保するために不可分であると判断さ
れる場合は、１点２万円未満（消費税抜き）のものであっても、その必要最低限の
数に要する経費を、補助対象経費と認めます。  

 
※２ 取引の相手方は、原則として市内に本社又は事業所を有する事業者に限ります。 
   （市内に本社又は事業所を有する事業者との取引では事業の実施が困難なために、

それ以外の事業者を取引の相手方とする場合で、市⾧が特に必要があると認めた
場合は、この限りではありません。その場合は、理由書（様式第４号）の提出が
必要です。「市外の事業者の方が安く購入できる」、「市外の事業者の方がサービ
スがよい」、「過去に取引実績のある事業者としか取引できない」などの理由は認
められません。） 

 
 ※３ 申請者以外の者が支払った経費は、認められません。法人の場合、当該法人名で支

払った経費のみが認められます。ただし、申請者以外の者が立て替えた経費につい
て、その支払方法がやむを得ない場合に限り、後日申請者から申請者以外の者に経
費が全額清算されたことが確認できる書類の提出があれば認めます。 

 
 ※４ 補助対象経費は、原則２者以上見積を必須とします。ただし、２者以上見積が困難

な場合（性質上、他者との見積比較ができない経費、取引できる事業者が１者に限
られる経費など）は、１者見積と、理由書（様式第５号）の提出を必須とします。
また、１点２０万円未満の経費であれば１者見積でも可とします。２者以上見積は、
原則金額の低い見積を、補助対象経費とします。この際、金額の比較は見積書ごと
の合計額で行います。 



  
※５ 同一の補助対象経費について、豊田市企業立地奨励金、豊田市中小企業設備投資奨

励金、豊田市創造産業立地奨励金、豊田市高度先端産業立地奨励金、豊田市カーボ
ンニュートラル創エネ促進補助金、豊田市ものづくり創造補助金、豊田市テレワー
ク導入支援補助金及び豊田市テレワーク導入支援補助金「単独補助コース」と重複
して申請することはできません。 

 
４ 補助対象外経費                                      

次のいずれかに該当するもの 
①   事務所等の施設の賃料 
②   事務所等の施設の購入、工事、改修に伴う経費 
③   従業員等の人件費 
④  商品の仕入れに係る経費 
⑤   光熱水費等のランニングコスト 
⑥   利用料、リース料、レンタル料等 
⑦   消耗品費 
⑧  中古品の購入に係る経費 

（中古品とは、一度使用されたもの若しくは使用されない物品で使用のために
取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。） 

⑨  単なる機器の更新に係る経費 
⑩  広告宣伝費 
⑪  車両購入費 
⑫  飲食費 
⑬  スマートフォン、ビジネスフォン等、通話機能を主たる機能とする経費 
⑭  デジタルカメラ等、撮影機能を主たる機能とする経費（ただし、事業計画において

デジタル化に貢献する経費と判断できる場合を除く） 
⑮  プリンター、複写機、複合機等、印刷機能を主たる機能とする経費（ただし、事業

計画においてデジタル化に貢献する経費と判断できる場合を除く） 
⑯   机、椅子などの備品、汎用的なカバン、ケース購入費 
⑰  年度払い、月額払い等の定額料金（サブスクリプション）方式によるソフト、クラ

ウドサービス、ＥＣサイト等の導入費 
⑱  EC サイトに使用する場合を除く、コンテンツ作成・編集及び、コンテンツ配信管理

システムの制作（更新を含む）に係る経費（ホームページ、デジタルサイネージ用コ
ンテンツなど） 

⑲  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） 
⑳  各種保険料、保証料 
㉑  ソフト定義更新費、保守費等事業実施年度以降にも継続して支払う必要がある経費

のうち、初年度に係る額以外の経費 



㉒  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 
㉓  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 
㉔  振込手数料（先方負担手数料は除く） 
㉕  交付申請、報告に係る申請代行費 
㉖  キャンセル等による損失補てん費 
㉗  取引等に係る消費税及び地方消費税相当額 
㉘  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 
㉙  その他市⾧が不適切と認めるもの 
 

５ 補助金の額                                        
 補助率は１／２です。千円未満の端数は切り捨て。 
 上限額は、市内事業所に属する従業員の数に応じて、次のとおりです。 

【特例条件に該当しない場合】 
市内事業所に属する従業員数が５人以下 １００万円 
市内事業所に属する従業員数が６～１０人 ２００万円 
市内事業所に属する従業員数が１１～１５人 ３００万円 
市内事業所に属する従業員数が１６～２０人 ４００万円 
市内事業所に属する従業員数が２１人以上 ５００万円 

【特例条件に該当する場合】 
市内事業所に属する従業員数が５人以下 ２００万円 
市内事業所に属する従業員数が６～１０人 ４００万円 
市内事業所に属する従業員数が１１～１５人 ５００万円 
市内事業所に属する従業員数が１６～２０人 ５００万円 
市内事業所に属する従業員数が２１人以上 ５００万円 

 
  ※１ 特例条件とは、以下のすべてに該当する場合をいいます。 
    （１）豊田市ＤＸ推進プラットフォーム規約に定める会員 

（２）とよたイノベーションセンターが発行する「確認書」の発行を受けた者 
 
  ※２ 補助対象経費に対して、国又は県の補助金等（国又は県以外の補助金等を含む）

の交付を受ける場合は、補助対象経費の合計額から当該補助金等の交付相当額を
差し引きます。 

 
  ※３ 従業員とは、次の者をいいます。 

①  会社、団体の代表者、常勤役員又は個人事業主 
          雇用保険被保険者でない常勤役員については、社会保険証の写しなど、

常勤であることを証明する書類の提出が必要です。 
②  個人事業主の事業専従者（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ります。 
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ります。） 
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ります。） 

  ※ ただし、③・④については雇用期間に定めのある者は含まない。 
 
６ スケジュール                                  

① 交付申請書の提出 
 
【特例条件に該当しない場合】 
 令和４年４月２５日（月）～令和４年１０月３１日（月） ※必着 
 
【特例条件に該当する場合】 
 令和４年４月２５日（月）～令和４年９月３０日（金） ※必着 
 

     ※１ 上記に関わらず、申請状況により、受付期間の終了を前倒しすることがあ
ります。提出前に、豊田市ホームページにてご確認ください。 

     ※２ 交付申請書を提出された場合でも、添付書類等に不備があった場合、受付
できない場合があります（不備事項を補正した上で、再度、申請が必要で
す。）。 

 
② 交付可否決定 

 交付申請書の受付から、１ヶ月程度かかる場合があります。 
 交付可否決定は、交付申請書提出順と、前後する場合があります。 
 最終的な補助金の交付額を保証するものではありません。 
 交付可否決定書に記載された「補助金の額」が、交付額の上限となります。 

 
③ 変更申請書の提出（必要あれば） 

交付決定後～事業着手前まで 
事業計画や、補助対象経費の内容に変更がある場合、提出が必要となるケースがあ

ります。変更を検討される場合、事前にご相談ください。 
変更申請書が提出されないまま、実績報告書の提出に至った場合、変更となった経

費が補助対象外となる可能性があります。 
 

④ 実績報告書の提出 
 事業完了後～令和５年１月３１日（火） ※必着 

     ※１ 申請者の責によらない理由により、実績報告書の提出が提出期限である令
和５年１月３１日（火）に間に合わない場合は、令和５年１月３１日（火）
までに遅延理由書を提出することにより、提出期限を「事業完了から３０



日以内又は令和５年４月１０日（月）」のどちらか早い期日に延⾧するこ
とが可能です。 

 
     ※２ 遅延理由書を提出された場合でも、事業（支払も含む）は令和５年３月３

１日（金）までに完了いただく必要があります。 
 

⑤ 確定通知 
 実績報告書の受付から、１ヶ月程度かかる場合があります。 
 

⑥ 請求書の提出 
 確定通知に基づき、速やかに請求書を提出してください。 
 

⑦ 補助金交付 
    請求書の受付から、２週間程度かかる場合があります。 
 
７ 交付申請手続き                                 

① 必要書類（◆必須、◇該当する場合のみ） 
◆豊田市デジタル化支援補助金交付申請書【様式第 1 号】 
◆事業計画書【様式第 2 号】 
◆経費明細書【様式第 3 号】 
◆見積書（対象経費について２者以上必須。ただし、１点２０万円未満の経費であれば

１者見積でも可。一式は不可。提供元の事業者がわかるもの。購入するもの、提供を
受けるサービス等ごとに、数量及び金額を記載したもの。写しでも可） 

◇理由書【様式第 4 号】（市外の事業者から購入又はサービス提供を受ける場合のみ） 
◇豊田市内に本社もしくは事業所を有する事業者からは、当該機器等の購入ができな 

い、又はサービスの提供を受けることができない理由を説明できる書類（パンフレ 
ット、会社案内等。理由書を提出する場合のみ） 

◇理由書【様式第５号】(2 者以上の見積書が提出できない場合) 
◇豊田市内に本社もしくは事業所を有する事業者から購入又はサービス提供を受け

る経費について、２者以上の見積書が提出できない理由を説明できる書類（経費の
取扱店舗のわかる資料、事業者からの通知文等。理由書を提出する場合のみ） 

◇役員名簿【様式第６号】（個人事業主の場合は、省略可） 
◆誓約書【様式第７号】  
◇法人の登記事項証明書（法人のみ。申請日以前かつ３ヶ月以内の発行日のもの） 
◆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

支内訳書又は青色決算書。事業開始後１年以内の事業者の場合は、法人設立届出書
又は開業届）の写し（確定申告書がない場合は、2021 年の市民税・県民税申告書
（両面）の写しでも可） 



◆市税完納証明書（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
㊕の写しも添付すること。申請日以前かつ３ヶ月以内の発行日のもの。事業開始直
後で法人税が未課税の場合は提出不要） 
 ※市税完納証明は、市役所に納税データが届くまで発行できないことがあります。 

  （参考） 
金融機関 納付から約 5 営業日までは領収書が必要。 
コンビニ 納付から約 3 週間は領収書が必要 
ペイジー 利用明細等、納付がわかるものが必要 
クレジット 納税データが届くまで決済から最大約 5 週間かかります。 
スマホ決済 納付データが届くまで決済から最大約 3 週間かかります。 
納付書を持参すれば決済内容を確認後証明発行できます。 

  市税完納証明書に関する詳細は、以下のリンク先にある市役所ホームページをご
確認ください。 

  https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/zeikin/noufu/1002924.html 
◇（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のみ）主たる事業所の所

在地を証明するもの（賃貸借契約書など）の写し 
◆従業員数（＝雇用保険被保険者数）を証明できる書類の写し（以下のいずれか） 

 ・雇用保険被保険者証の写し（雇用保険被保険者数分） 
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用又は被保険者通知用）

の写し（雇用保険被保険者数分） 
・事業所別被保険者台帳（写）（雇用保険被保険者数、被保険者氏名が分かるもの） 
・その他、雇用保険被保険者数（必要に応じて被保険者氏名）が分かるハローワ    

ーク等が発行した文書の写し 
◇勤怠管理表（直近月分）など、当該会社、団体で常勤であることを証明する書類の

写し（豊田市外にも事業所を有する場合又は雇用保険被保険者でない常勤役員を従
業員数に含める場合のみ。豊田市内の事業所の勤務者分のみ。ただし豊田市外にも
事業所を有する場合は、その勤怠管理表などが豊田市内の事業所のものであること
がわかる書類も併せて提出） 

◇社会保険証など、当該会社、団体に所属することを証明する書類の写し（雇用保険
被保険者でない常勤役員を従業員数に含める場合のみ） 

◇国又は県の補助金等に係る申請書類、交付決定書等の写し（同じ事業に対して、国
又は県の補助金等を申請する場合のみ。国、県等の補助金等の申請前であれば、申
請予定の申請書類のうち、交付申請額（補助金の予定額）が記載されたページ（国、
県等の補助金等の額を確認するため）と、補助対象経費が記載されたページ（市補
助金の対象経費と同一の対象経費であることを確認するため）を添付） 

◇とよたイノベーションセンターが発行する確認書（補助金の申請にあたり、特例条
件に該当する場合のみ） 

  



 ※１ 交付申請時における見積書添付の優先順位については、以下のとおりとなります。 
    優先第１位:市内の事業者から購入又はサービス提供を受ける場合の２者以上見積 
    優先第２位:市内の事業者から購入又はサービス提供を受ける場合の１者見積及び

理由書【様式第５号】 
    優先第３位:市外の事業者から購入又はサービス提供を受ける場合の理由書【様式

第４号】及び２者以上見積 
    優先第４位:市外の事業者から購入又はサービス提供を受ける場合の理由書【様式

第４号】及び１者見積及び見由書【様式第５号】 
 

② 申請方法 
郵送か、直接持参、もしくは電子申請（あいち電子申請・届出システム）での提出を

お願いします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り、郵送もしくは
電子申請での申請にご協力ください（郵送の場合は、簡易書留など郵便物の追跡ができ
る方法の郵送を推奨します。郵送代は、申請者でご負担願います。）。 

申請者の押印は不要です。 
郵送の場合、封筒に「デジタル化支援補助金関係書類」と明記してください。 

 
③ 事業着手届（◆必須、◇該当する場合のみ） 

事業目的達成のため、やむを得ず交付決定前に事業に着手する必要がある場合に提
出いただく書類です。ただし、事業着手届の受理は補助金を交付決定することを保証
するものではありません。 
◆事業着手届【様式第１９号】 

 
 
８ 事業の変更又は廃止（中止）手続き                              

① 変更又は廃止（中止）の手続きを要する場合 
・交付可否決定書により承認された事業を変更、一部又は全て中止する場合 
・交付可否決定書により承認された事業が令和５年１月３１日（火）（遅延理由書の

提出時は令和５年３月３１日（金））までに完了しない場合又は遂行が困難な場合 
・国又は県の補助金等に変更が生じた又は新規に申請した場合 

    ・対象経費ごとの単価について、申請時から２割以上増減する場合 
    ・対象経費ごとの合計額について、申請時から２割以上増減する場合 

・対象経費の新規追加を希望する場合 
・対象経費の取引先を変更する場合 

 
② 必要書類（◆必須、◇該当する場合のみ） 

◆補助事業計画変更・廃止（中止）申請書【様式第 9 号】 
◇変更経費明細書【様式第１０号】（変更の場合のみ） 



◇事業計画書【様式第２号】（変更の場合のみ、事業計画書の内容に変更がある場合の 
み） 

◇見積書（変更の場合のみ。対象経費の内容に変更がある場合のみ。対象経費について
２者以上必須。ただし、１点２０万円未満の経費であれば１者見積でも可。一式は不
可。提供元の事業者がわかるもの。購入するもの、提供を受けるサービス等ごとに、
数量及び金額を記載したもの。写しでも可） 

◇理由書【様式第４号】（変更の場合のみ。新たに市外の事業者から購入又はサービス
提供を受ける場合のみ） 

◇豊田市内に本社もしくは事業所を有する事業者からは、当該機器等の購入ができな 
い、又はサービスの提供を受けることができない理由を説明できる書類（変更の場合
のみ。パンフレット、会社案内等。理由書を提出する場合のみ） 

◇理由書【様式第５号】（変更の場合のみ。新たに２０万円以上の経費を追加、又は 
 変更により２０万円以上となる経費が生じる場合で、交付申請時に提出していない

場合のみ。１者見積とする場合のみ） 
◇豊田市内に本社もしくは事業所を有する事業者から購入又はサービス提供を受ける

経費について、２者以上の見積書が提出できない理由を説明できる書類（変更の場合
のみ。経費の取扱店舗のわかる資料、事業者からの通知文等。理由書を提出する場合
のみ） 

 
※1 対象経費ごとの合計額が０になる変更の場合は、対象経費の見積書の提出不要 
 

③ 申請方法 
「７ 交付申請手続き」の「②申請方法」と同じです。 

 
④ その他 

変更申請は、その内容によっては承認されない場合がありますのでご注意ください。 
  対象経費に関する変更は、事業着手前までに限ります。 

同等品への変更（品番変更など）のみであれば、変更申請の必要ありません。ただ
し、同等品への変更に伴い、単価・合計額に変更があれば上述の条件に沿って申請の
要・不要を判断する必要があります。 

 
 

９ 実績報告手続き                                      
① 必要書類（◆必須、◇該当する場合のみ） 

◆デジタル化支援補助金実績報告書【様式第１２号】 
◆経費明細書（完了後）【様式第１３号】 
◆補助対象経費の支払を証明する書類（取引先の押印のある領収書等）の写し（取引 

先押印のある書類がない場合、金融機関の印のある振込依頼書（控）、通帳の該当部



分などでも可。） 
※補助対象経費の支払いであることが確認できる書類であること 
（経費名称の同一、請求時の振込先への支払いであることが確認できるなど） 

   ※ネットバンキングでの支払の場合は、振込が完了できる画面または取引の明細が照
会できる画面かつ、振込が完了していることが確認できる文言が記載されているこ
と。振込予定日以降に発行したものであること。 

  ◆前号の明細を証明する書類の写し 
※補助対象経費の明細（品名、台数、各経費の金額、取引先名など）が確認できる書

類であること 
※経費明細書（完了後）【様式第１３号】と項目が一致している書類であること 

  ◆導入状況確認書【様式第１４号】 
◇国又は県の補助金額等（確定額）の分かる書類（同じ事業に対して、国又は県の補助

金等を申請した場合のみ） 
 

② 申請方法 
「７ 交付申請手続き」の「②申請方法」と同じです。 

 
③ 遅延理由書の提出（◆必須、◇該当する場合のみ） 

申請者の責によらない理由により、実績報告書の提出が提出期限である令和５年１月
３１日（火）に間に合わない場合に、令和５年１月３１日（火）までに提出いただく
書類です。 
◆豊田市デジタル化支援補助金 事業完了遅延理由書【様式第１５号】 
◆経費の導入が間に合わない理由を確認・証明する書類の写し（取引先からの通知文、

罹災証明書など） 
 

④ その他 
 実績報告時において、対象経費の変更が確認された場合は、以下のとおりの対応と
なります。 

・変更承認無しに新設された対象経費は、補助対象外となります。 
・単価・合計額のいずれかが増加した対象経費は、２割未満の増加であれば実績報

告時の金額を、２割以上の増加であれば交付決定時の金額を、補助対象経費とし
ます。 

・単価・合計額のいずれかが減少した対象経費は、原則として、実績報告時の金額
を補助対象経費とします。ただし、減少により事業計画の完了が達成できないと
判断される場合など、補助金が交付できない可能性があります。 

・同等品への変更（品番変更など）のみであれば、実績報告時の金額を補助対象経費
とします（ただし、同等品への変更に伴い金額の変更があれば上述の条件に沿って
対応が必要）。 



 
 
１０ 請求手続き                                      
 ・確定通知書を受領後、請求書を提出してください。 
  ※請求書の請求日は、確定通知書の通知日以降の日付（もしくは未記入）として下さい 
 ・振込口座の名義と口座番号が分かる通帳等のコピーを添付してください。 

・原則、申請者本人名義以外の口座には入金できません。 
 ・入金日の指定はできません。 
 ・請求書には、請求者（債権者）の押印が必要です。 

※法人の場合、原則、代表者印と会社印の２つの押印をお願いします 
 
１１ 注意事項                                        
 ・同一申請者に対する交付決定は、１回限りとします。特例条件に該当する場合は、年度

ごとに１回限りとします。ただし、２回目の交付決定額は、特例条件における上限額か
ら１回目の受給額を差し引いた額を上限とします。 

 ・提出された書類は、返却しませんので、必要に応じて、各自で写しをとっておいてくだ
さい。 

 ・提出書類の受付の連絡は致しません。 
 ・補助金の交付決定後、又は支払後に、補助要件に該当しないことが判明した場合、偽り

その他不正の手段により補助金を受領したことが判明した場合、補助金の交付を受けて
購入した物品を本来の目的以外の用途に使用した場合は、交付決定の取消し、既に交付
した補助金の一部又は全額の返還を請求します。 

 ・補助事業者は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年間（総務省所管補助金等
交付規則（平成１２年総理府、郵政省、自治省令第６号）第８条に規定する処分の制限
の期間が５年間よりも⾧期の場合にあっては、当該期間）は、帳簿等の補助事業に係る
全ての関係書類の原本を保存する義務があります。 

・補助事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を取得し、又は効
用の増加した年度から５年間（総務省所管補助金等交付規則第８条に規定する処分の制
限の期間が５年間よりも⾧期の場合にあっては、当該期間）は、補助金の交付の目的に
反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはいけません。 

・補助事業の進捗状況、効果等及び補助事業により取得し、又は効用の増加した財産につ
いて説明又は文書の提出を求めることがあります。補助事業者は、正当な理由なく、こ
れを拒んではいけません。 

・補助対象経費について消費税に係る仕入控除が関係する場合は、別途、市に相談してく
ださい。 

・本補助金を活用した事業について、取材をお願いした場合には、必ずご協力願います。 
 
１２ 書類送付先・問合せ先                                                                  



   豊田市 産業部 産業労働課 （西庁舎７階） 
      住所     :〒４７１－８５０１ 豊田市西町３－６０ 
   開庁時間   :午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く平日のみ） 
   電話番号   :０５６５―３４―６７７４ 
   ＦＡＸ番号  :０５６５―３５－４３１７ 
   メールアドレス:sangyou@city.toyota.aichi.jp  
  

・簡易な質問については、豊田市 AI チャットボットをご利用ください。 
※活用の際は、質問入力欄の冒頭を「デジタル化支援補助金」とした上で、続けて質問

内容を入力いただくと回答がマッチングしやすくなります。また、質問は文章ではな
く、単語の組み合わせで入力いただくと、検索精度が上がります。 
 例）デジタル化支援補助金の対象者の条件について質問したい場合 
  ⇒「デジタル化支援補助金 対象者 条件」と入力 

 

 

 

 


