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1. 企業の経営課題とテレワーク



■激変する環境変化に対し、企業は多くの経営課題を抱える
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経営課題チェックリスト

1.1 企業の経営課題

□１．話題になっている「ダイバーシティ経営」「働き方改革」に早めに着手し、活力あ
る組織へ転換したい

□２．「仕事の見える化」を実践し、無駄な仕事を削減して長時間労働をなくしたい

□３．営業職等が移動中のすきま時間や待機時間を有効に活用できるようにして、
生産性を向上させたい

□４．せっかく採用・育成した従業員が育児・介護や配偶者の転勤で離職してしまう
ので、何とかしたい

□５．突発的な災害・事故やインフルエンザ、パンデミック等への対策を行う必要性
を感じている

□６．グローバル化が進み、早朝・深夜の会議が従業員の負担になっている

□７．情報漏えい対策、情報管理施策を徹底した上で、どこでも働ける環境整備を
行いたい

□８．障がい者雇用を進める必要があるが、通勤負担がなく、さまざまな地域で雇用
できる在宅勤務を採用してみたい
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1.2 テレワークとは

■テレワークとは、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、
場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方

テレワークは「tele=離れた場所」と「Work＝働く」をあわせた造語

テレワークは、
在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務などの多様な働き方の総称
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■テレワークツールの劇的な進化

1.3 ＩＣＴの進化

テキストp7



■震災後はBCP対策や節電での導入も増加

● 企業のテレワーク導入効果は大きくは下記の５つだが、東日本大震災後は
BCP対策や節電目的での導入も増加している

企業の
テレワーク
入効果

②
社員の採用・

離職防止

③
社員の

ワークライフ
バランス

向上

①
業務生産性

向上

⑤
事業継続性

確保
（BCP）

④
コスト削減

顧客への迅速・的確な対応（営業職）

集中による知的生産性向

働き方の変革による意識の変革（自律性向上、
社内外との交流向上）

テレワーク導入企業の労働生産性は非導入企
業の1.6倍（平成28年通信利用動向調査）

優秀な社員の新規雇用

育児・介護を担う優秀な社員の継
続雇用（日本では第1子出産後に
47%の女性が離職：国立社会保
障・人口問題研究所）

障がい者の在宅勤務による雇用
（平成30年4月に法定雇用率2%
から2.2%へ引上げ）

新型インフルエンザ発生や
自然災害発生時も在宅勤
務で事業継続

在宅勤務できる安価なシス
テムを全社員に配布する企
業も出現

※BCP：Business Continity Plan

企業のテレワーク導入の効果

オフィスのフリーアドレス化による
オフィスコスト削減

地方営業所をなくし直行直帰にす
ることによるコスト削減

在宅勤務によるオフィスの
電力使用量の削減

1.4 企業にとってのテレワークの効果

7

通勤負担の軽減

家族と過ごす時間の増加

自己啓発の時間確保
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1.5 テレワーク導入による企業経営への効果

■テレワーク実施によって得られた／得られつつある効果

事業運営面での効果ランキング 雇用面での効果ランキング

１位 人材確保・育成 １位
家庭で育児を担う人材の離職抑制・就
労継続支援

２位 業務プロセスの革新 ２位 働き方変革による生産性向上

３位 事業運営コストの削減 ３位 従業員のワークライフバランス向上

４位
非常時の事業継続対策における体
制整備

４位
その他やむを得ない家庭の事業を抱え
る人材の離職抑制・就業継続支援

５位 環境負担の軽減 ５位
家庭で介護を担う人材の離職抑制・就
労継続支援

６位
海外拠点の事業拡大、連携・コ
ミュニケーション強化

６位
職場におけるコミュニケーションの活
性化

７位 マーケティングの強化 ７位
採用活動における企業ブランド・企業
イメージの向上

８位
新規事業の開発、新商品・新サー
ビスの開発

８位 遠隔地の人材の雇用

９位 企業の社会的責任活動の強化 ９位 その他

10位 コンプライアンスの強化 出典：平成26年度厚生労働省ｔレワークモデル実証事業「企

業アンケート」から作成
11位 その他
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1.6 テレワーク導入による従業員への効果

■テレワークの従業員へのメリットランキング

テレワークのメリットランキング 効果の種類

１位 電話や話し声に邪魔されず、業務に集中できる 生産性の向上

２位 タイムマネジメントを意識するようになった 自律・自己管理的な働き方

３位 育児との両立が可能になった ワークライフバランスの向上

４位 生産性・創造力が向上した 生産性の向上

５位 自律・自己管理的な働き方ができるようになった 自律・自己管理的な働き方

６位 計画通りに業務を遂行できる 生産性の向上

７位 労働時間が減少した 生産性の向上、WLB

８位 仕事全体の満足度が上がった 満足度と意欲の向上

９位 伴侶の生活時間帯と合わせることが可能になった WLBの向上

10位 仕事に対するモチベーション（意欲）が高まった 満足度と意欲の向上

11位 会社に対する信頼感が高まった 職場との連携強化、満足度向上

12位 コミュニケーションが良くなった 職場との連携強化

13位 チームメンバーの相互信頼感が高まった 職場との連携強化

14位 介護との両立が可能になった WLBの向上

15位 （営業職の場合）新規訪問件数が増加した 生産性の向上

出典：平成２６年度厚生労働省テレワークモデル実証事業「従業員アンケート」より作成



２. テレワークの導入方法
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2.1 テレワークの導入方法：導入に必要な要素

■中小企業にもテレワーク導入のハードルは高くない

● テレワーク導入には、労務管理、情報通信システム、執務環境の整備が必要

● 必ずしも高額な費用は必要ではないため、中小企業でも導入可能

● テレワークによる情報漏洩の事故はない
（平成26年7月「厚労省モデル実証事業検討委員会企業アンケート調査結果」より）

テレワーク勤務規程の作成が
望ましい

週に１日・２日なら労務管理制
度をほとんど変えなくても導入
は可能

評価制度はテレワークの頻度
が高い場合、成果報酬型にす
ることも望まれる

在宅勤務はリビングの一角でも可能
だが、椅子はオフィス仕様のものを

本社側のオフィスをフリーアドレス化
することでコスト削減可能

サードワークプレイスの有効
活用も可能

通勤手当分を高熱費負担に
振り替えることも可能

 USBキーひとつで実質的なシ

ンクライアント環境を構築可能
（初年度導入費用１クライアン
ト３万円程度）

 TV会議システムで、テレワー

ク時でもオフィス同様のコミュ
ニケーションを確保

シンクライアント環境、クラウド
の利用等でセキュリティ確保

１．
労務管理

･時間管理
･評価制度

２．
執務環境

･VDT作業環境
･家族の理解

３．
情報通信
システム

・リモートアクセス
・ＴＶ会議

・セキュリティ

テレワーク
導入に必要な
３つの要素



５．試行導入の効果測定
（問題点の発掘）

３．導入に向けた具体的推進
（プロジェクトチームによる）

①導入範囲、形態など基本戦略の明確化

②テレワークに関する社内ルール作り

③情報通信システムの活用によるテレワーク環境の向上

④テレワーク導入にあたっての教育研修
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2.2 テレワーク導入のプロセス

■プロジェクトチームによる推進が重要

● テレワーク導入にあたっては、経営企画部門、人事部門、情報システム部門、総務
部門、導入対象部門のメンバーで構成するプロジェクトチームによる推進が重要

●試行導入後、本格導入するのが一般的

テレワーク導入プロセス

２．現状把握

１．導入の検討と経営判断
（導入目的・基本方針の策定）

４．試行導入

６．テレワーク本格導入

プロジェクトチーム
経営企画部門／人事部門／
情報システム部門／総務部門／
導入対象部門のメンバー
（リーダーは現場部門のトップが望ましい）
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● 厚生労働省の「テレワークモデル就業規則作成の手引き」を参照すれば、テレ
ワークのための就業規則作成は難しくない

● 厚労省のテレワーク相談センターでは、専門家が無償でテレワーク導入を支援

● 総務省のテレワークマネージャー派遣事業で、ICTに関する専門家を無償派遣

テレワークモデル就業規則
作成の手引き

2.3 テレワーク導入の相談

テレワークの相談窓口

 テレワーク相談センター（御茶ノ水）
厚生労働省事業、平日9時～17時 無償対応
テレワークに関するあらゆる相談に対応、時間外
労働改善助成金（テレワークコース）の受付窓口
https://www.tw-sodan.jp/

 テレワークマネージャー派遣制度 総務省事業
全国対象、費用無料、3回派遣
https://www.nttdata-
strategy.com/r01telework/

https://www.tw-sodan.jp/
https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/
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2.4 テレワーク展開拠点例

■テレワーク展開拠点として、事業所内サテライトオフィスや
コワーキングスペースが利用されている

事業所内サテライトオフィス

提供：富士ゼロックス株式会社

コワーキングスペース（New Work）

提供：東京急行電鉄
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2.5 情報通信システムの具体例

■リモートアクセスと遠隔会議システムがあればどこでもオフィス

● テレワーク用のシステムとしては、リモートアクセスが主として３つの方式、
遠隔会議システムが主として２つの方式に分かれる

● いずれにしてもセキュリティを確保できるシステムの採用が重要

リモートアクセスのシステム

ＶＤＩ
(仮想デスクトップ）

リモートデスクトップ

TV会議・電話会議

遠隔会議システム

Web会議

出典：Brian Lewis, ”Simplified vdi
Configuration and management
in server 2012“,2012,My 
thoughts on IT 出典：日本テレワーク協会作成

出典：New My NaviNTTIT”, NTT-IT、期間限定/無償で全社員が
接続可能なリモートアクセスVPN i”,2013/11/14

出典Polycom Japan Homepage

出典NTT西日本
ホームページ
「Bizひかりクラ
ウドWeb会議」

アプリケー
ション サーバーデータベース

クラウドアプリ利用

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zwApNueLdJV0KM&tbnid=oLtGJk_0yAdgbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://yuboudays.com/1867.html&ei=87-GU-zcK8Gi8AW_m4H4Aw&bvm=bv.67720277,d.dGc&psig=AFQjCNFfjuWQKua48ucX5mFOEeiMQWTU8Q&ust=1401426243528726


3. テレワーク用ツール
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3.1 テレワーク用ツールの区分

■テレワーク用ツールにはリモートアクセス用ツール、コミュニケー
ションツール。管理ツールの３つの区分がある

リモートアクセス用
ツール

コミュニケーション
ツール

管理ツール
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3.2 リモートアクセス用ツール

■リモートアクセス用ツールには7つの方式がある
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3.3 リモートデスクトップ方式

■リモートデスクトップ方式は安価でセキュリティレベルが高い

リモートデスクトップの製品例
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3.4 仮想デスクトップ方式（VDI)

■仮想デスクトップ方式はセキュリティレベルが高く管理がしやすい

リモートデスクトップの製品例

No 製品名 特徴 価格

１ Citrix Xen Desktopp 帯域が限られる場合でも比較的スムーズに描画 個別見積

２ Vmware Horizon 自社サーバーの他、クラウドサービスでの運用も可 個別見積

３ Amazon Work Space クラウドベースの仮想デスクトップ、1台から実現可能 25ドル／月

４ Ascentec リモートPCアレイ オールインワンで仮想デスクトップを低コストかつ容
易に実現

20クライアント
200万円程度

仮想デスクトップ方式の製品例
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3.5 クラウド型アプリ方式

■外部業者の提供するサーバおよびソフトウェアをインターネット経
由で利用する方式

クラウド型アプリ方式の製品例
Office365、G Suite、サイボウズ、勤怠管理ツール他クラウドで利用
する製品全般
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3.6 ファイル持ち出し方式（VPN)

■社内で利用しているPCやタブレットを社外に持ち出す方式。
インターネット利用時も盗聴を防ぐ安全な通信路。
ただし、PCの紛失や大量データダウンロードのリスクがある。

VPNの製品例

1

2
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3.7 Web会議システム

■遠隔で働くことによるコミュニケーション不足を補い、交通費等の
コストを削減するシステム

会議システムの製品例
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3.8 ビジネスチャット

■チャットによるコミュニケーションツールの利用が拡大。プロジェク
ト単位の議論の場として、メールやWeb会議より優先する企業もある。

ビジネスチャットの製品
例
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3.9 勤怠管理ツール

■遠隔で働く社員の働き方を把握するツール。中抜けの対応ができる
ツールやGPS機能で出勤・訪問などの活動を把握できるツールもある。

勤怠管理ツールの製品例
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3.10 在席管理（プレゼンス管理）ツール

■プレゼンス（在席状況確認）については、Skype等のコミュニケショ
ンツールやサイボウズなどのグループウェアの利用が可能。仮想オフィ
スで同僚がすぐそばにいるような環境をつくる製品もある。

在席管理ツールの製品例
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3.10 業務管理（プロジェクト管理）ツール

■テレワーク実施にあたって、スケジュールの共有は最低限必要。
業務管理ツールはに在席管理、勤怠管理ができるものも多い。

業務管理ツールの製品例
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3.11 ペーパーレス化ツール

■テレワークを実施するには、ペーパーレス化は必須条件となる。既存の紙
文書のペーパーレス化には、電子文書アプリを利用することが望ましい。

電子文書化アプリの製品例



４. テレワーク用ツールの
利用事例
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4.1 日本テレワーク協会のテレワーク環境

■日本テレワーク協会ではマイクロソフトのOffice365とマジックコネクト
の組み合わせでテレワークを実施している。

一般社団法人日本テレワーク協会のテレワーク環境
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4.2 テレワークマネジメントのテレワーク環境

■テレワークマネジメントではAmazon WorkspaceやSOCOCOというっ
プレゼンス管理ツールでテレワークを実施している。

株式会社テレワークマネジメントのテレワーク環境
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4.3 ワークスマイルラボのテレワーク環境

■ワークスマイルラボではCiscoのWebEXやキングオブタイムなどを利用し、
低コストでテレワークを実施している。

株式会社ワークスマイルラボ（旧石井事務機センター）のテレワーク環境

ツール分類 ツール名 製品名 備考

システム方式 VPN（セキュリティ対
策ソフトを含む）

Ahkun AutoDaily
(Fuva Barin)

30000円／月

コミュニケーション
ツール

メール、予定、会議 Web EX（Cisco） 10000円／月

管理ツール 勤怠・在席管理
PCログ管理システム

KING OF TIME
Ahkun AutoDaily

300円／月人
10000円／月



５. 民間企業の導入事例
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■ライフワークバランス実現に向けた働き方変革

● 目的：テレワークによるライフワークバランスの向上

● 制度：在宅勤務、モバイルワーク、サマータイム、フリーアドレス、ダーツシステ
ムを実施

● 条件：週3日以上の在宅勤務も可能（在宅勤務継続希望73％ ）

● 効果：所定外時間が前年比93％、本社書類量69％削減、入社希望者30％増加

出典：食品会社「新しいワークスタイルを目指して」2013年12月

5.１ 民間企業の先進的導入事例-１（カルビー）

オフィスのイメージ

フリーアドレス

もんじゅ

オープンな会議室

オープンな役員席
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5.2 テレワークの先進的導入事例-2（リクルートMP）

■全社いっせいに導入

●目的：全社の生産性・創造性向上

●制度：6割以上の社員が平均週1日以上リモートワーク実践

●効果：リモートワークで仕事のパフォーマンスが向上60%
労働時間が減少45%（集中、移動時間削減による）
グループ内雑談量維持60％（Skype･チャットの利用）

●継続：リモートワーク継続希望96%

社長による全組織長を巻き込んだ意識醸成

出典：日本テレワーク協会「第16回テレワーク推進賞事例集」２０１６年２月 35



■東京都江東区、サービス業、従業員数133人（うち障がい者80人）

■テレワーク実施結果

●テレワークによる雇用継続ならびに創出を目的

●北は北海道から南は沖縄まで日本全国の障がい者を雇用して、Web制作

●Web制作テレワーカーを育成、NTTグループ会社に在宅社員として採用

出典：社団法人日本テレワーク協会「第12回テレワーク推進賞受賞事例集」2012年3月
一般社団法人日本テレワーク協会「第14回テレワーク推進賞事例集」2014年2月

全国24都道府県31名の在宅勤務者が活躍

北海道

岩手県

青森県

宮城県

埼玉県

東京都
静岡県

岐阜県
本社 （豊洲）

岡山県

大阪府

宮崎県

佐賀県

長崎県

熊本県

鹿児島県

沖縄県

長野県

愛知県

山口県

大分県

広島県

鳥取県福岡県 兵庫県

5.3 テレワークの先進的導入事例-3（NTTデータだいち）
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5.4 民間企業の先進的導入事例-4（向洋電機土木）

37

■横浜市南区、電機設備業、従業員数39人

● 目的：テレワークによる移動効率向上、移動コスト削減、通勤困難者対応

● 制度：モバイルワーク、在宅勤務

● 効果：2008年と2017年の比較

 コスト削減：ガソリン使用量▲18％（▲6455ℓ）、電力使用量▲16%

（▲7062kwh）、労働時間▲10%（▲300時間）無事故になったため自動車保険料

▲45%

 両立実現： 育児・介護・怪我と仕事との両立を実現

 人材採用： ワーク・ライフ・バランスに配慮したため、中途応募600名、新卒300名

 売上：16億（＋8億、200%）

出典：日本テレワーク協会「第1３回テレワーク推進賞受賞事例集」201３年3月
厚生労働省主催 「平成２７年度テレワークセミナー テレワーク導入企業の体験談」2016年2月

施工例

新横浜講演テニスコートの証明 はまみらいウォーク



5.5 民間企業の先進的導入事例-5（石井事務機センター）

3838

■岡山の事務機販売会社、中小企業こそテレワークを実践すべきと認識
（採用力・生産性向上、残業削減、育休産休・介護対応）

●目 的：育児と仕事の両立、生産性向上

●開 始：全社員（29名）を対象に、2016年６月開始

●制 度：終日・部分在宅勤務、モバイルワーク

⇒いかに職場と同じ環境を整えられるかが重要

と認識

●ツール：労務管理（KING OF TIME)、Web会議

（WebEX)、リモートアクセス（VPN)

●効 果：売上対前年107％、粗利対前年118%（上期）

新卒希望就職先県内ランキング12位、

出典：事務機販売会社「平成29年度 総務省 働き方改革セミナー」2017年10月

平成29年4月12日山陽新聞朝刊より

にもかか
わらず ９位

 社名・業界が一昔前のイメージ
 企業規模は30名以下
 BtoBで学生への知名度は低い



６. テレワーク成功の要因
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6 テレワーク導入成功の要因

■テレワーク実践事例からの示唆

●テレワーク実践事例からわかったことは、テレワーク導入成功のキーファクター
（KFS）は、経営トップの強力な支援を得ること、対象者を拡大すること、中間管
理職に体験してもらうこと、仕事のやり方を変えること、の４つである。

１．

経営トップの
強力な支援を

得る

テレワー
ク導入成
功のKFS

２．

対象者を拡大
する

（最初は限定
していても）

３．

中間管理職にも

体験してもらう

 ボトムアップであっても、トップの支持
がなければ制度が継続しない

 トップの指示に基づく人事部門、情報シ
ステム部門、総務部門、現場部門で構成
するタスクチームによるサポート体制構
築が必要

 部下が目の前からいなくなることに
対する中間管理職の抵抗は大きい

 中間管理職自ら実践することにより、
テレワークへの理解を得やすくなる

 最初は育児・介護に限定
しても、一般の社員に拡
大しないと、育児期や介
護の必要な家族を抱える
社員もテレワークを実施
しづらい

 社員の不公平感を解消す
るためにもできるだけ対
象を拡大することが望ま
しい

４．

仕事のやり方を
変える

 紙の電子化、決済の電子化
など、どこにいても本拠地の
オフィスと同様に働けるよう
に仕事のやり方を変える

 誰でもテレワークできるよ
うな仕事の仕組みに変える



7. テレワーク関連の助成金

41
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7.1.1 時間外労働等改善助成金（テレワークコース）-1

【目的】
令和元年度、テレワークコースは、労働時間等の設定の改善及び仕事と生
活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業する
テレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の
一部を助成するもので、以下が具体例になります。

○社員の育児や介護と仕事の両立を支援したい
○社員の通勤負担を軽減したい
○ワーク・ライフ・バランスを推進して社員のやる気をアップさせたい
○優秀な人材を確保したい など

【申請書入手先URL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudo
u/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
※「テレワーク 助成金」で検索すると、トップで表示されます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
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7.1.2 時間外労働等改善助成金（テレワークコース）-2

【対象事業主】
① テレワークを新規で導入する中小企業事業主

（試行的に導入している事業主も対象です）
または

② テレワークを継続して活用する中小企業事業主
（過去に助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテ
レワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です）

業種 A.資本または出資額 B.常時雇用する労働者
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下

【募集期間】
平成31年4月1日～令和元年12月３日

【申請窓口】
テレワーク相談センター （一般社団法人日本テレワーク協会内）
（TEL 0120-91-6479 URL: http://www.tw-sodan.jp）
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7.1.3 時間外労働等改善助成金（テレワークコース）-3

【対象取組･対象経費】

【対象取組】
いずれか1つ以上実施してください
○ テレワーク機器等購入経費

社内のパソコンを遠隔操作するための機器など
テレビ会議システム、Web会議システムは対象

パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
（ただしシンクライアントＰＣは対象）

○ 保守サポートの導入
○ クラウドサービスの導入
○ 就業規則・労使協定等の作成・変更
○ 労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○ 外部専門家による導入のためのコンサルティング(社労士など)

【対象経費】
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、
備品費、機械装置等購入費、委託費
※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで評価期間を超
える契約の場合は、評価期間に係る経費のみが対象
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7.1.4 時間外労働等改善助成金（テレワークコース）-4

【成果目標】

○ 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオ
フィスにおいて就業するテレワークを実施させる

○ 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにお

いてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする

〇 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均
取得日数を前年と比較して4日以上増加させる または
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前
年と比較して５時間以上削減させる

【成果目標の評価期間】

成果目標の評価期間は、1か月から6か月の間で設定し、

かつ、事業実施期間中(平成３１年2月末日まで)の間で設定してください。
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7.1.5 時間外労働等改善助成金（テレワークコース）-5

成果目標の達成状況 達成 未達成

補助率 3/4 1/2

1人当たりの上限額 ２０万円 10万円

1企業当たりの上限額 150万円 100万円

【助成額】

【助成額計算例】

【例1】
人数： 1人
期間： 2ヶ月
経費： 40万円

【例2】
人数： 10人
期間： 3ヶ月
経費： 320万円

【例3】
人数： 5人
期間： 1ヶ月
経費： 60万円

目標達成の場合
(単位：万円）

①補助率

40×3/4＝30

②企業上限 150

③1人上限 15×1人＝20

目標達成の場合
(単位：万円）

①補助率

320×3/4＝240

②企業上限 150

③1人上限 20×10人＝200

目標達成の場合
(単位：万円）

①補助率

60×3/4＝45

②企業上限 150

③1人上限 20×5人＝100

最も小さい値が助成額

③の20万円
最も小さい値が助成額

②の150万円
最も小さい値が助成額

①の45万円
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7.1.6 時間外労働等改善助成金（テレワークコース）-6

【実施承認申請に関する資料】
1 時間外労働改善助成金交付申請書（様式第1号）
＜添付資料＞
2 事業実施計画（様式第1号別添）

3 登記事項証明書等

4 対象労働者の同意書（様式第1号別紙１）

5 利用予定サテライトオフィス一覧（様式第1号別紙2）

6 労働者災害保険の適用事業主であることを確認するための書類

７ 中小企業主であることを確認するための書類

＜例＞３の登記事項証明書
労働保険関係成立届の写し
資本金の額又は出資の総額や常時使用する労働者数等を記載した資料

８ 見積書

９ 対象労働者の業務時間を確認できる書類（就業規則、労働条件通知書など）

10 直近二年度の労働保険料の納付・領収証書

【申請代行】
社会保険労務士のみ申請代行可能
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7.2.1 サービス等生産性向上IT導入支援事業-1

【目的】
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合っ
たITツール（ソフトウエア、サービス等）を導入する経費の一部を補助す
ることで、業務効率化・売上アップをサポートするものです。

【申請書入手先URL】
https://www.it-hojo.jp/28-it/

※「IT導入補助金」で検索すると、トップで表示されます。

【事業内容】
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ツールを、同事業者の提案を受
けて検討した上で導入しようとする補助事業者に対して、当該ＩＴツール
の導入費用の一部を補助するものである。

【募集期間（２次）】
平成31年5月27日～令和元年8月23日（令和元年度は終了）

https://www.it-hojo.jp/28-it/
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【補助対象経費】

7.2.2 サービス等生産性向上IT導入支援事業-２

ソフトウェア製品／
クラウドサービス

①ソフトウェア、クラウドサービス

オプション ②機能拡張／データ連携ソフト
③ＨＰ利用料
④アカウントＩＤ追加／クラウド年間利用料追加

役務 ⑤保守・サポート費（最大１年分）
⑥導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導
入研修
⑦セキュリティ対策

補助下限額 ・上限額 ４０万円～４５０万円

補助率 １／２以内

【問合せ窓口】
サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
TEL ０５７０－０００－４２９
ＵＲＬ：https://www.it-hojo.jp
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