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１ 目的
この補助制度は、市内の中小企業者が生産性向上※１を目的として行うデジタル化の導入費用を補助
することにより、企業の成長と競争力の強化を促進し、もって横浜市経済の活性化に資することを目的
としています。
※１ 生産性向上
本補助金においては、業務の効率化、人的コスト削減・人手不足の解消、生産量の増大（生産速度の向
上も含む）
、不良率低減等をいいます。

２ 申請の区分
デジタル化に取り組むための設備導入に係る費用を段階に応じて助成します。
区分
導入型
発展型

内容
デジタル化に向けた初期段階の設備投資にかかる費用を助成します。
発展的なデジタル化の取組にかかる費用を助成します。

３ 対象となる事業例（一例）
生産性向上のために導入するもの
【導入型】
・センサー導入による生産工程の見える化
・勤怠管理システムによる勤怠状況の集計の効率化
・ＱＲコードを使った在庫管理の効率化
＜100 万円でできるデジタル化の事例をまとめた事例集もございますので、参考にしてください。＞
https://www.supportyou.jp/idec/form/fl/1664265802.pdf
【発展型】
・生産管理システム
製品の計画から販売までの情報、原価等を管理するシステム
・販売管理システム
販売業務における商品やお金の流れを管理するシステム

４ 補助率、補助上限額・下限額

(1)導入型
対象経費の１／２（補助上限額

5０万円・下限額 10 万円）

(2)発展型
対象経費の１／２（補助上限額

20０万円・下限額 50 万円）
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５ 補助対象者の要件
次の全てを満たしている必要があります。【導入型・発展型共通】
（１） 設備等を導入する拠点（本社、支社、工場、研究(部門)所等）が横浜市内にあり、中小企業また
は個人事業主であること※２。（みなし大企業※３は除く）
（２） デジタル化によって生産性向上が見込まれること
（３） 申請年度の 1 月 31 日までに導入及び実績報告を行うこと
（４） 申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
つ き

（５） 創業から 12月 を経過していること
(６) 補助事業実施後に「中小企業デジタル化相談※４」を受けること
(７) 関連する法令及び条例等を遵守していること
(８) 横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当す
る者がある法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこ
と。
(９) 申請年度において本補助金の交付を受けていないこと
（別法人、別事業でも、代表者及び住所が同一の場合、いずれか１申請のみ有効です。）
（更新：令和４年４月 12 日）

（10） その他市長が適当でないと認める者でないこと
【導入型】で申請する場合は、上記(1)から(10)に加えて、次の全てを満たしている必要があります。
（11） 令和３年度 中小企業 IT・IoT 設備投資等助成金の交付を受けていないこと
（12） 補助金額が 10 万円以上であること
【発展型】で申請する場合は、上記(1)から(10)に加えて、次の全てを満たしている必要があります。
（13） 申請前に「中小企業デジタル化相談※４」を受けていること
（14） 「デジタル化に向けたロードマップ」を提出し、それに記載した設備を導入すること
（15） 補助金額が 50 万円以上であること
※２ 中小企業
中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に定める中小企業者をいう。ただし、みなし
大企業を除く。
業種
資本金の額又は出資の総額
常時使用する従業員の数
① 製造業、建設業、運輸業
３億円以下
300人以下
その他業種（②～④を除く）
② 卸売業
１億円以下
100人以下
③ サービス業
5,000万円以下
100人以下
④ 小売業
5,000万円以下
50人以下
※３ みなし大企業
次のいずれかに該当する中小企業をいう。
ア）一の大企業（中小企業以外の者）が発行済み株式総数又は出資総額の２分の１以上を単独に所有又は
出資している中小企業者
イ）複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の３分の２以上を所有又は出資している中小企業者
ウ） 役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者
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※４「中小企業デジタル化相談」（実施主体：（公財）横浜企業経営支援財団）
人手不足等の構造変化や働き方改革への対応、技術の高度化、さらなる生産性向上を目指す市内中小企業
に対し、デジタル化を駆使した業務の効率化、生産力向上の手法を知り抜いた専門家が相談企業を訪問し、
現場に即したアドバイスを行う事業。（年３回まで無料）
■

お問合せ先
(公財)横浜企業経営支援財団 経営支援部 イノベーション支援課
TEL：045-225-3733 FAX：045-225-3738
■ 詳細ホームページ URL
https://www.idec.or.jp/business/innovation/it_iot.html
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6 補助対象経費
令和５年１月 31 日（火）までに契約、取得、実施及び支払いが全て完了した、以下のものが対象です。
【汎用品について（導入型・発展型共通）】
汎用品のみの申請は対象外となります。汎用品以外の対象経費と併せて導入が必要な場合に限り対象です。
経費全額の 1/2 まで、かつ 50 万円までが補助対象経費になります。
区分

摘要

備考

(1) IT・IoT 導入

データ収集や送受信、利活用のための機器費用（各種センサ
ー類、マイクロコンピュータ、カメラ、GPS、LPWA、
RFID 等）及びこれらの設置費用
【汎用品】
パソコン（部品含む）・タブレット及び関連機器（マウス、
キーボード、タッチペン等）、スマートフォン及び関連機器
（イヤホン等）、ディスプレイ機器、複合機類（プリンタ、
スキャナ等）、ネットワーク機器（LAN ケーブル、ハブ、
ルータ、ゲートウェイ等）、サーバー、ストレージ関連機器
（NAS、HDD、SD カード、USB メモリ等）、WEB 会議
関連機器（レコーダー、スピーカー、マイク等）及びこれら
の設置費用
生産性向上に資するソフトウェア（ただし、下記の汎用品を
除く）
【汎用品】
一般事務用ソフトウェア（ワープロ、表計算、プレゼンテー
ション等）、基本系ソフトウェア（オペレーティングシスム
（ＯＳ））、WEB 会議用ソフトウェア
クラウドサービスの利用費用

―

に係る機器費用

(2)ソフトウェア
の導入費用

(3) クラウド費
用

(4)リース料

上記(1)(2)のリース契約に基づいて支払うもの（ただし、下
記の汎用品を除く）
【汎用品】

セキュリティソフトウェ
アは除く

契約期間が補助対象期間
を超える場合は、按分で
補助対象期間分を算出す
ること
導入初年度のみで、補助
対象期間内の費用のみ対
象とする

上記(1)(2)の【汎用品】のリース契約に基づいて支払うもの
(5) 外注費・委

補助事業の実施に必要な機器、システムの開発及び設計、工

託費

事に係る外注費または委託費

(6) 専門家経費

導入または活用方法を実証するため、外部事業者（専門家）か デジタル化相談の専門家
への謝金・委託費を除く
合に要する謝金、委託費

(7) その他、市

技術の進展などにより上記に含まれていないが、対象とする
ことが「工場の見える化」等に資すると考えられるもの

長が補助対象と
して適当である
と認めるもの

デジタル化相談の専門家
への外注・委託費を除く

事業上、必要性が認めら
れるもの

【汎用品】
上記に記載されていないが、投資の目的外の業務に使用する
ことが可能であり、汎用性が高いと考えられるもの

※既存の取組のために使用し、既に導入しているものの入替、増設、延長契約（更新）については対象外
となります。設備の所有状況等を書類等で確認させていただくことがありますのでご承知おき下さい。
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【注意】以下の経費は、補助対象外となります。
・ ポイントでの支払い分、値引き費用
・ 人件費、インターネットの通信料、消耗品
・ 消費税及び地方消費税相当額
・ 既存設備・サービスの更新費用、保証費用・保守費用並びにセキュリティ対策に係る費用等
・ 見積書、領収書等の帳票類に不備がある場合
・ 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が難しいもの
・ 他の取引と相殺して支払が行われている場合や、手形・小切手により支払が行われている場合
・ 補助対象経費の支払先が、補助対象者及び補助対象団体の役員又は役員の属する企業等である場合
・ 補助対象経費の支払先が、補助対象者の配偶者若しくは２親等内の親族が代表者若しくは役員として
属する企業等であるもの
・ 補助対象経費の支払先が、デジタル化相談を受けた相談員又は相談員が役員や従業員である企業等で
あるもの
・ 同一又は一連の投資において本市の他の補助・助成制度又は他の公的補助・助成制度を利用した事業
・ 交付決定前に契約・納品が行われた事業（交付決定の後に契約・納品したものでないと対象外となります）
・ その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業

横浜市が支出する補助金・助成金は市税を原資としており、市内事業者等の下支えに役立てるため
にも「市内事業者に発注する補助事業者等に補助を行う」ことが原則となっています。助成対象経
費として計上する経費については原則として市内事業者に発注してください。
（更新：令和４年４月 12 日）

※ １件の金額が１００万円以上になる場合は、次の書類が必要となります。
・２人以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し
・見積の徴収相手が市内事業者であることを証する書類
《発行から３か月以内の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写しまたは横浜市一般競争入札
有資格者名簿の写し》
【２人以上の市内事業者から見積書を徴収できない場合】
・入札又は見積りに係る理由書
（物品等の性質上、特定事業者に発注せざるを得ない場合や、市内事業者では調達が困難なことが明
らかな場合等）
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７ 手続の流れ

(1)導入型の場合
① 交付申請書等を提出します。
申請書の提出
（契約締結する前に）
３週間程度（※1）

交付決定通知の受領

契約の締結
（交付決定通知の後）

契約を締結する前に、申請書類一式をホームページから電子申
請で提出してください。
※デジタル化に向けて専門家の相談を受けたい方は、「中小企
業デジタル化相談」を受けることをお勧めします。

【提出期限】 令和４年 10 月 31 日（月）17 時
② 経済局より、交付決定通知を受け取ります。
書類の審査後、交付または不交付の決定通知をお送りします。

③ 契約を締結（発注）します。
交付決定日以降に、契約を締結（発注）してください。

④ 導入完了後に、操業を開始します。
設備の導入
デジタル化相談
（導入後のフォロー）

⑤ 「中小企業デジタル化相談」を受けます。（※2)
IDEC 横浜による、設備導入後のフォローを受けてください。
補助事業実施後の「中小企業デジタル化相談」は必須です。
相談内容は、IDEC 横浜と経済局にて共有させていただきます。
（※詳細は、P3 をご覧ください。）

⑥ 実績報告書類を提出します。
支払いを完了させ、速やかに実績報告書を提出してください。
ホームページから電子申請で提出をお願いいたします。

実績報告

【提出期限】 令和５年１月 31 日（火）17 時
３週間程度（※1）

交付額確定通知の受領

⑦ 経済局より、交付額確定通知を受け取ります。

１か月程度（※1）

補助金の受領

⑧ 請求書を経済局に提出し、補助金を受領します。

（※1）あくまで目安であり、期間が延びる場合もあります。
（※2）実績報告に間に合わない場合は、実績報告後にデジタル化相談を受けてください。
その場合は、デジタル化相談実施後に交付額確定通知書が送付されます。
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(2)発展型の場合
① 「中小企業デジタル化相談」を受けます。
IDEC 横浜によるデジタル化相談を受けて、ロードマップ
を策定してください。申請前の「中小企業デジタル化相談」

デジタル化相談
ロードマップの策定

は必須です。相談内容は、IDEC 横浜と経済局にて共有させて
いただきます。（※詳細は、P3 をご覧ください。）

② 交付申請書等を提出します。
契約を締結する前に、申請書類一式を提出してください。
IDEC 横浜が通知する URL から電子申請で提出をお願いいたし
ます。
※URL を受け取った場合でも、すでに募集を終了している可
能性があります。

申請書の提出
（契約締結する前に）

【提出期限】 令和４年 10 月 31 日（月）17 時

３週間程度（※）

交付決定通知の受領

③ 経済局より、交付決定通知を受け取ります。

契約の締結
（交付決定通知の後）

④ 契約を締結（発注）します。

書類の審査後、交付または不交付の決定通知をお送りします。

交付決定日以降に、契約を締結（発注）してください。

⑤ 導入完了後に、操業を開始します。
設備の導入
実績報告

⑥ 実績報告書類を提出します。
支払いを完了させ、速やかに実績報告書を提出してください。
ホームページから電子申請で提出をお願いいたします。

【提出期限】 令和５年１月 31 日（火）17 時

⑦ 経済局が行う現地調査に立ち会います。
設備の導入
デジタル化相談
（導入後のフォロー）
３週間程度（※）

交付額確定通知の受領

同時に、「中小企業デジタル化相談」を実施しますので、お立
合いください。補助事業実施後のデジタル化相談は必須です。
相談内容は、IDEC 横浜と経済局にて共有させていただきま
す。（※詳細は、P3 をご覧ください。）
実績報告書の提出後～令和５年２月を予定しております。

⑧ 経済局より、交付額確定通知を受け取ります。

１か月程度（※）

補助金の受領

⑨ 請求書を経済局に提出し、補助金を受領します。

（※）あくまで目安であり、期間が延びる場合もあります
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８ 申請書の提出
契約を締結（発注）する前、かつ受付期限までに提出が必要です。
契約（発注）は、交付決定通知を受領した後に締結してください。
（１）申請期間
令和４年５月９日（月）９時から 令和４年１0 月 31 日（月）17 時まで
※予算額を超過した場合は、申請期間前に募集を終了することがあります。
（２）申請方法
原則、電子申請で行います。導入型の場合は、横浜市のホームページからアクセスしてくださ
い。発展型の場合は、導入前の「中小企業デジタル化相談」実施後に、IDEC 横浜の担当者から URL
をお知らせいたします。必要事項を入力し、提出書類（PDF または画像ファイル）を添付してくだ
さい。また電子申請が難しい場合は、下記までお問合せください。
＜お問合せ先＞
経済局ものづくり支援課 デジタル化補助金担当
Email:ke-iot@city.yokohama.jp TEL:045-671-2567
（注意事項）
・申請書は先着順に受付けます。ただし、書類や内容に不備がある場合は、申請を受付けません。
・「中小企業デジタル化相談」の予約等を行った時点で、募集が終了している場合もあります。
個人
チェック
法人
添付書類
事業主
○

○

(1) 中小企業デジタル化推進支援補助金交付申請書（第１号様式）

○

○

(2) 【導入型の場合】収支予算計画書（導入型）（第２号様式）
【発展型の場合】収支予算計画書（発展型）（第３号様式）

○

○

(3) 役員等氏名一覧表（第４号様式）

○

○
○

○
○

(4) 市内で事業を営むこと・創業から 12 か月経過していることが確認できる書類
※１
(5) 本人確認ができる書類 次のいずれか１点
・発行から３か月以内の住民票（本籍・続柄・マイナンバーの記載がないもの）
・運転免許証等
(6) 直近 1 年分の法人市民税 納税証明書の写し（非課税の場合は、非課税証
明書）（区役所の窓口にて発行）
(7) 代表者の直近 1 年分の市民税 納税証明書の写し（非課税の場合は、非課
税証明書）（区役所の窓口にて発行）
(8) 第２・３号様式に記載された経費の金額及び経費の内訳が確認できる書類
（見積書の写し等）
(9) ソフトウェア又は外注・委託によるシステムを導入する場合は、導入するソフトウ
ェア等の仕様が確認できる書類（仕様書等）

○

○

○

○

○

○

(10) 【発展型の場合】デジタル化に向けたロードマップ（第５号様式）

○

○

(11) その他市長が必要と認める書類
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※1 市内で事業を営むこと・創業から 12 か月経過していることが確認できる書類は次のとおりです。

法人の場合
（A）または（B）のどちらか
(A) 本社が市内にある方
発行から３か月以内の「法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）」
(B) 本社が市外にある方
次の①②の両方を用意してください。
① 発行から３か月以内の「法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）」
② 法人名・代表者名・市内に事業所があることが確認できる公的書類
（申請日時点が許可期間内であることがわかる営業許可証など）
※ホームページや会社案内等は認められません

個人事業主の場合
ア 令和２年の青色申告書のうち、「確定申告書第一表」と「所得税青色申告決算書」
ア～エのいずれか

イ 令和２年の白色申告書のうち、「確定申告書第一表」と「収支内訳書」
ウ

両方

・アまたはイの「令和３年分」
・申請日において創業から 12 か月経っていることを証明できる「個人事業の開業・
廃業等届出書（マイナンバーの記載がある場合は黒塗り）。」なお、申請日前 1 年以内
に届出た開業届等では受付できません。

エ 営業許可証（申請日時点が許可期間内であることがわかるもの）
※12 か月経過していることが確認できない場合は、更新前の営業許可証も提出

確認１

書類の受付印があるか確認
書類に受付印がない場合は次のいずれかの書類が必要
（１）受信通知（受領通知） （e-Tax による提出の場合）
※受信通知の確認方法：「受信通知申告データ確認方法」で検索し、
国税電子申告・納税システムのホームページをご覧ください。
(２)代表者名・事業所の住所が確認できる公的書類のコピー

確認２

市内の事業所の住所が記載されているか確認
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９ 実績報告書の提出
（１）提出期限
令和５年１月 31 日（火）17 時まで
（２）提出方法【導入型・発展型共通】
原則、電子申請です。横浜市のホームページからアクセスしてください。必要事項を入力し、提
出書類（PDF または画像ファイル）を添付してください。
（注意事項）
書類や内容に不備がある場合は、補助金を交付しません。
添付書類

チェック

(1) 中小企業デジタル化推進支援補助金実績報告書（第 13 号様式）
(2) 【導入型の場合】収支決算報告書（導入型）（第 14 号様式）
【発展型の場合】収支決算報告書（発展型）（第 15 号様式）
(3) 経費の支出を証明する書類（内訳の分かる領収書または振込明細等）の写し
(4) 投資内容が確認できる写真（完了場所の写真等）
(5) その他市長が必要と認める書類

10 注意事項
（１）投資内容（物品の購入等）は原則、交付申請した内容で実施してください。
（２）交付申請書の内容に変更があった場合は、速やかに届出を行ってください。ただし、投資内容の変
更が認められるには、次の全てに該当する必要があります。
○ 補助金の交付を受ける前の日までに当該変更を行う場合
○ 投資目的、投資内容等当初の申請書と趣旨が変わらない場合
○ 申請者の責によらない場合又は当該変更が合理的と認められる場合
（３）交付申請書に記載された交付申請額を上限として交付予定額を決定しますので、
申請後に補助対象となる事業費の増額はできません。
（４）補助金の交付を受けて購入した機器やソフトウェア等は、当該耐用年数を経過した場合もしくは交付
決定を受けた日の属する年度の末日から５年間を経過するまで、その処分を行うことはできません。
（５）申請書類や領収書等の関係書類は、５年間保管しなければなりません。
（６）補助金の交付後に、次のアからオのいずれかに該当するとして交付決定が取り消されたときは、
補助金の全部又は一部を返還していただきます。
ア） 補助金の補助対象者の要件に該当しないとき
イ） 虚偽の申請や報告又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき
ウ） 補助金を交付することが適当でないと認められる事由が発生したとき
エ） 補助金の交付を受けて購入した機器やソフトウェア等を、購入したときより１年または当該耐用
年数のいずれか長い年数を経過する前に処分したとき。
オ） その他法令、条例又はこの要綱に基づき市長が行った指示に違反したとき、又は補助金の返還事
由と認められるような不正等の行為があり、市長が特に認めるとき。
（７）横浜市は、本補助金の交付を受けた者の名称及びその内容を公表する場合があります。
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（８）横浜市は、補助事業者等に対し、実地調査及びアンケート・ヒアリング調査等を行う場合がありま
す。当該調査・資料の提出等にご協力ください。
（９）横浜市は、交付申請書の事業内容を（公財）横浜企業経営支援財団へ情報提供する場合があります。
（10）横浜市は、補助事業者等に対し、デジタル化等の事業に関する広報を行う場合があります。
（11）発展型の補助金交付対象者については、申請年度の翌年度から起算して２年間、ロードマップに記
載されたデジタル化の実施業況等について報告を求めます。
（12）デジタル化等の事業に関するセミナーで登壇・発表を行っていただく場合があります。
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様式集 （記載例）
第１号様式（第７条）

中小企業デジタル化推進支援補助金交付申請書
横浜市長
中小企業デジタル化推進支援補助金交付要綱第７条に基づき、書類を添えて申請をします。

１

申請者の情報
要件をご確認の上、当てはまる業種に☒を１つだけ記入してください。

業種

補助対象者の要件

資本金３億円以下または従業員数300人以下

（ゴム製品製造業は資本金３億円以下または従業員数900人以下）

☒製造業、☐建設業、☐運輸業、☐農業
☐情報通信業、☐その他の業種

（旅館業は資本金5,000万円以下または従業員数200人以下）
（ソフトウェア業または情報処理サービス業は資本金3億円以下または
従業員数300人以下）

☐卸売業

資本金１億円以下または従業員数100人以下

☐サービス業

資本金5,000万円以下または従業員数100人以下

☐飲食サービス業、☐小売業

資本金5,000万円以下または従業員数50人以下

申請日
（書類発送日）
事業者名称
法人番号
（13桁、法人のみ）

（旅館業は資本金5,000万円以下または従業員200人以下）

常時使用する

○○株式会社

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

１

１

１

１

１

申請区分

本店所在地
法人
在
地

１

１

☐導入型

（１つにチェック）

所

20
従業員数（役員を除く）
13 桁の法人番号 確認先↓

令和４年５月９日

１

１

１

人

１

１

☒発展型

〒231-0005

横浜市中区本町６丁目50－10
住民票の自宅住所

〒

個人事業主

設備の導入場所
（住所）

〒231-0005

横浜市中区本町６丁目50－10

代表者役職名

代表取締役

代表者氏名

担当者名

横浜 花子

担当者の電話番号

E-mail

xxxxxxx@xxxx.com
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横浜 太郎
045-XXX-XXXX

１

２

事業内容・投資目的・期待される効果

申請者の業務内容を簡潔に記
載してください。

電子部品筐体、新幹線車両部品等の精密板金加工
今回の事業を行うきっかけになった生
産性向上を図るべき課題について記載
してください。

デジタル化相談実施日
（ 発展型は必須 。複数回受けた
場合は、今年度の初回相談日を記載）

現状の課題
（別紙添付可）

課題解決のための対策、
取組内容
（別紙添付可）

令和４年４月 18 日

近年、作業員の人材確保が難しくなっており、作業員一名あた
りが持つ設備台数が増えてきている。そのため、設備の稼働率
が下がってきている。しかし、設備の詳細な稼働状況や加工状
況が分からず、効率的な製造に向けた改善が進められないこ
とが課題となっている。
・センサーで稼働状況を検出する。かつ、生産管理システムを
導入して、設備の稼働状況と製造状況を連動させることで、全
設備の稼働状況を作業者が一目で分かるようにする。
課題解決のために、どのような投資を行
うのか、具体的に記載してください。

システム構成
設備

PC

パトランプ
サーバー
センサー

導入するシステムの構成
（概要図記載。別紙添付可）
センサー

生管管理
システム

センサー

現在、一番稼働率が低くボトルネックになっていると思われる製
品の製造ライン（おおよそ 40～60％の設備稼働率）において、
センサーと生産管理システムを使用して、正確な稼働率と作
期待される効果
業状況を把握し、稼働率を 80％に引き上げる。同時に生産管
※可能な限り数値を算出し、
理システムにより、管理に係る作業時間を 20％削減する。
具 体 的 に記 載 して く ださ
い。
（別紙添付可）

課題となっている業務が記載した対策、取
組みによってどのように変わるかを記載し
てください。
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３

誓約事項

中小企業デジタル化推進支援補助金の申請にあたり、次に掲げるすべての事項を確認し、誓約し
ます。
よく読んでから記名してください。

項目
補助対象となる経費の全部又は一部について、本市の他の補助制度又は他の公的補助制度（以下これら
を「他の補助制度」という。）の交付決定又は他の補助制度の補助金等の支払いを受けていません。こ
のことについて、他の公的補助制度執行機関、部署と情報を共有することに同意します。
申請の内容について、IDEC横浜と共有することに同意します。
補助対象経費の合計金額から、補助金交付申請額を差し引いた金額については、自己資金で負担しま
す。
申請者は、本補助金を活用して購入等を行った設備等を、返品、転売又は有償レンタル等を行いませ
ん。
申請者は、本補助金を活用して購入等を行った設備等を、業務でのみ使用します。
申請者は、補助対象となる設備を申請者の役員が属する企業等から購入しません。

申請者は、補助対象となる設備を補助対象者の配偶者若しくは２親等内の親族が代表者若しくは役
員として属する企業等から購入しません。
申請者は、虚偽の申請、報告など、本補助金の交付に関して不正行為を行いません。不正行為があると
判明した場合、横浜市が申請者の名称とその内容を公表すること、及び本補助金の返還と違約加算金・
延滞金の支払いに応じます。また、返還に際し、支払い期限までに返済がなされない場合には、横浜市
が関係行政機関及び関係金融機関に申請者の所得・財産調査等を実施すること及び関係行政機関及び関
係金融機関がこれに回答することに同意します。
申請者は、市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納はありません（新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて認められた延納等は除く）。（横浜市は、必要があるときは申請者の課税状況について、官公
署に報告確認を行います。）
申請者は、暴力団及びその他の反社会的勢力ではなく、役員にも暴力団員及びその他の反社会的勢力の
構成員はおりません。また、横浜市が求めるときは、役員等氏名一覧表を提出し、横浜市暴力団排除条
例第８条に基づき暴力団ではないことを横浜市が神奈川県警察本部長に対して確認を行うことについて
承諾します。
申請者は、中小企業デジタル化推進支援補助金交付要綱及び横浜市補助金等の交付に関する規則を遵守
します。
申請者は、横浜市が行う実地及び書面等による調査に協力します。

【誓約した者】

法人の方

個人事業主の方

・法人名

○○株式会社

・代表者役職名

代表取締役

・代表者氏名

横浜 太郎

・代表者氏名
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第２号様式（第７条第１項）

収支予算計画書（導入型）

申請区分に合わせた
様式を使用します。

汎用品(※)以外の経費

（汎用品と合わせて10品目まで）
対象区分
品名・型番
数量
金額（税抜）
1 ソフトウェア 在庫管理システム
1
500,000円
IT・IoT導入に係る機器費用
2
ハンディターミナル
5
50,000円
3 外注費・委託費 在庫管理システムカスタマイズ
1
100,000円
4
青色のセルに入力します。
5
外注・委託費の場合は、経費の内訳
6
税抜の金額で入力します。
7
詳細が分かる資料を添付ください。
8
数量が「１式」のみの内訳書では、
合計が自動で計算されます。
9
申請できません。
内容をご確認ください。
10

汎用品を除く助成対象経費の合計（ア）

650,000円

※ 汎用性の高い機器の一覧・取扱いは募集案内を参照ください。

汎用性の高い機器に係る経費
対象区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IT・IoT導入に係る機器費用

パソコン

（汎用品のみの申請は不可）
品名・型番
数量
2個

金額（税抜）
200,000円

汎用品のみ（パソコン等）で申請することはできません。
汎用品の内訳・取扱いについては募集案内を参照ください。
合計と補助金額が自動で計算されます。
内容をご確認ください。

汎用品の導入経費の合計（イ）

200,000円

汎用品の補助対象限度額（ウ）
※「投資額の合計(（ア）＋（イ）)÷２」または50万円のいずれか低い額

汎用品の補助対象経費（エ）
額
補助対象経費の合計（オ）
補助金算出（カ）
補助金申請額

※（イ）または（ウ）のいずれか低い
※（ア）＋（エ）

※（オ）÷２

425,000円
200,000円
850,000円
425,000円

※（カ）または50万円のいずれか低い額
※1,000円未満切捨て

425,000円

以下にメッセージが表示された場合は、申請対象外です。内容を再度ご確認ください。
この欄にメッセージが表示された場合は、申請対象外のため、メッセージの内容をご確認のうえ、修正
ください。
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第３号様式（第７条第１項）

収支予算計画書（発展型）

申請区分に合わせた
様式を使⽤します。

汎用品(※)以外の経費

（汎用品と合わせて10品目まで）
対象区分
品名・型番
数量
金額（税抜）
1
ソフトウェア 生産管理システム
1
500,000円
10
50,000円
2 IT・IoT導入に係る機器費用 センサー
3 外注費・委託費 生産管理システムカスタマイズ
1
1,000,000円
4
⻘⾊のセルに⼊⼒します。
5
外注・委託費の場合は、経費の内訳
6
税抜の⾦額で⼊⼒します。
7
詳細が分かる資料を添付ください。
8
数量が「１式」のみの内訳書では、
合計が⾃動で計算されます。
9
申請できません。
内容をご確認ください。
10

汎用品を除く助成対象経費の合計（ア）

1,550,000円

※ 汎用性の高い機器の一覧・取扱いは募集案内を参照ください。

汎用性の高い機器に係る経費
対象区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IT・IoT導入に係る機器費用

サーバー

（汎用品のみの申請は不可）
品名・型番
数量
1個

金額（税抜）
300,000円

汎⽤品のみ（パソコン等）で申請することはできません。
汎⽤品の内訳・取扱いについては募集案内を参照ください。
合計と補助⾦額が⾃動で計算されます。
内容をご確認ください。

汎用品の導入経費の合計（イ）

300,000円

汎用品の補助対象限度額（ウ）
※「投資額の合計(（ア）＋（イ）)÷２」または50万円のいずれか低い額

汎用品の補助対象経費（エ）
補助対象経費の合計（オ）
補助金算出（カ）
補助金申請額

※（イ）または（ウ）のいずれか低い額
※（ア）＋（エ）

※（オ）÷２

500,000円
300,000円
1,850,000円
925,000円

※（カ）または200万円のいずれか低い額
※1,000円未満切捨て

925,000円

以下にメッセージが表示された場合は、申請対象外です。内容を再度ご確認ください。
この欄にメッセージが表⽰された場合は、申請対象外のため、メッセージの内容をご確認のうえ、修正
ください。
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申請日と同じ日付を
記入してください。

第４号様式（第７条）

令和４年５月９日
（申請先）
横浜市長
（申請者）
〒231-0005
所在地：横浜市中区本町６－５０－１０
企業名・屋号：〇〇株式会社
代表者役職名：代表取締役
氏名：横浜 太郎

役 員 等 氏 名 一 覧 表
次の役員等氏名一覧表に記載された者が横浜市暴力団排除条例第８条に基づき、代表者又は役員に暴
力団員がいないことを確認するため、神奈川県警察本部長に照会することについて、同意します。
また、記載された全ての役員に同趣旨を説明し、同意を得ています。
役職名
代表取締役

氏 名

氏名のカナ

生年月日

横浜 太郎

ヨコハマ タロ
ウ

昭和 48．1．11

住 所
○○市○○区○○1-1-1

履歴事項全部証明書に役員として登録されている全ての
方（監査役含む）について記入してください。
個人事業主の場合は、代表者の情報をご記入ください。

※法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）に記載されている役員すべてを記載してください。
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第５号様式（第７条第１項）

ロードマップ(デジタル化の取組計画)

事業概要

ステンレス、アルミニウム、チタンなどの精密板金加工によって、電子部品筐体、新幹線
車両部品、チタン材を用いたロケット部品などを製造している。
試作品、開発品の設計、製作も請け負っている。

現状の課題

近年、作業員の人材確保が難しくなっており、作業員一名あたりが持つ設備台数が増え
てきている。そのため、設備の稼働率が下がってきている。

デジタル活用の
目的

設備の稼働状況及び作業員の作業能率を把握するとともに、手作業で生産を管理して
いた作業をデジタル化することで、作業時間の効率化と短縮を行う。

令和３年度までの取
組状況

・全設備にパトランプを設置し、目視で稼働状況を見えるようにした。
・生産管理においては、PCを順次導入して、帳票を紙からデジタルへの切り替えを進め
ている。

3年後の
効果・目標

現在の全設備の平均稼働率を80％以上に引き上げる。
生産管理作業を完全にデジタル化し、作業時間を８割削減する。

年度毎の取組計画等
年度

令和４年度
現在、稼働率が一番低い

単年度の目標

製品の製造ライン、設備

(解決したい課題)

の稼 働状 況 を効 率化 す
る。

令和５年度
他の製品の製造ラインにお
いても稼働状況の見える化

全製造ラインに拡大すると

を実施するとともに、現場

共に、入出荷～製造の工程

の作業員でも状況を確認で

も含めた効率化を行う。

きるようにする。

センサーと生産管理シス

前年度に実践した手法を活

課題解決のための対

テムを導入し、稼働状況

かして、複数の製造ライン

策、取組の内容

の見える化と改善を行

（３～５製品想定）にセンサ

う。

ーを導入する。

・生産管理システム

・センサー

・センサー

・タブレット

導入設備

投資額概算（千円）

令和６年度

1,550千円

２,０00千円
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全製造ラインにセンサーを
導入するとともに、在庫管
理システムを導入して、生
産管理システムと連携させ
る。
・在庫管理システム
・生産管理システム（改修）
・センサー

４,000千円

第 13 号様式（第 12 条第１項）

中小企業デジタル化推進支援補助金実績報告書
横浜市長
補助金の交付申請をした事業が完了しましたので、中小企業デジタル化推進支援補助金交付要綱第 12
条第１項に基づき、次のとおり報告します。

１

企業概要
報告日
（書類発送日）
事業者名称

令和４年11月１日

〇〇株式会社

申請区分

☐導入型

（１つにチェック）

本店所在地
法人
所
在

〒231-0005

横浜市中区本町６丁目50－10
住民票の自宅住所

地

☒発展型

〒

個人事業主

設備の導入場所
（住所）

代表者役職名

〒231-0005
横浜市中区本町６丁目50－10

代表取締役

代表者氏名
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横浜 太郎

２

得られた効果
設備導入日
（交付決定日以降）

令和４年９月30日

設備導入後の
デジタル化相談実施日

令和４年10月７日

得られた効果及び
今後の展開等
※可能な限り数値を算出
し、具体的に記載して
ください。
（別紙添付可）

センサーと生産管理システムを導入し、○○の製造ラインの設備稼働率を確
認した。その後、稼働率を上げるため、現場の作業員と共に改善を行った。セ
ンサー等の導入直後と改善後の稼働率は次のとおりとなった。
【導入直後の月平均の稼働率】
ＮＣ旋盤：63％/月
マシニングセンタ 1：59％/月
マシニングセンタ 2：55％/月
平均：59％/月
【改善後の月平均の稼働率】
ＮＣ旋盤：74％/月
マシニングセンタ 1：70％/月
マシニングセンタ 2：64％/月
平均：69.3％/月
稼働率は約 10％向上した。その結果、月あたりの製品の製造数も約 10％
上昇した。
また、生産管理に関する作業について、ＰＣの手入力で行っていた作業の約７
割が自動入力になり、次のとおり、作業時間が短縮した。
【導入前】
１帳票あたり作業時間：約 3 分
１日当たりの作業数：100
１日あたりの作業時間：約 300 分
【導入後】
１帳票あたり作業時間：約 30 秒
１日あたりの作業時間：約 50 分
⇒250 分/日の短縮
デジタル化により、課題となっていた業務がど
のように変わったかを詳しく記載してくださ
い。
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第14号様式（第12条第１項）

収支決算報告書（導入型）

申請区分に合わせた
様式を使用します。

汎用品(※)以外の経費

（汎用品と合わせて10品目まで）
対象区分
品名・型番
数量
金額（税抜）
1 ソフトウェア 在庫管理システム
1
500,000円
IT・IoT導入に係る機器費用
2
ハンディターミナル
5
50,000円
3 外注費・委託費 在庫管理システムカスタマイズ
1
100,000円
4
青色のセルに入力します。
5
外注・委託費の場合は、経費の内訳
6
税抜の金額で入力します。
7
詳細が分かる資料を添付ください。
8
数量が「１式」のみの内訳書では、
合計が自動で計算されます。
9
申請できません。
内容をご確認ください。
10

汎用品を除く助成対象経費の合計（ア）

650,000円

※ 汎用性の高い機器の一覧・取扱いは募集案内を参照ください。

汎用性の高い機器に係る経費
対象区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IT・IoT導入に係る機器費用

パソコン

（汎用品のみの申請は不可）
品名・型番
数量
2個

金額（税抜）
200,000円

汎用品のみ（パソコン等）で申請することはできません。
汎用品の内訳・取扱いについては募集案内を参照ください。
合計と補助金額が自動で計算されます。
内容をご確認ください。

汎用品の導入経費の合計（イ）

200,000円

汎用品の補助対象限度額（ウ）
※「投資額の合計(（ア）＋（イ）)÷２」または50万円のいずれか低い額

汎用品の補助対象経費（エ）
額
補助対象経費の合計（オ）
補助金算出（カ）
補助金申請額

※（イ）または（ウ）のいずれか低い
※（ア）＋（エ）

※（オ）÷２

425,000円
200,000円
850,000円
425,000円

※（カ）または50万円のいずれか低い額
※1,000円未満切捨て

425,000円

以下にメッセージが表示された場合は、申請対象外です。内容を再度ご確認ください。
この欄にメッセージが表示された場合は、申請対象外のため、メッセージの内容をご確認のうえ、修正
ください。
申請設備等に変更があった場合は、実績報告書提出前に変更届の提出が必要です。
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第15号様式（第12条第１項）

収支決算報告書（発展型）

申請区分に合わせた
様式を使⽤します。

汎用品(※)以外の経費

（汎用品と合わせて10品目まで）
対象区分
品名・型番
数量
金額（税抜）
1
ソフトウェア 生産管理システム
1
500,000円
10
50,000円
2 IT・IoT導入に係る機器費用 センサー
3 外注費・委託費 生産管理システムカスタマイズ
1
1,000,000円
4
⻘⾊のセルに⼊⼒します。
5
外注・委託費の場合は、経費の内訳
6
税抜の⾦額で⼊⼒します。
詳細が分かる資料を添付ください。
7
8
数量が「１式」のみの内訳書では、
合計が⾃動で計算されます。
9
申請できません。
内容をご確認ください。
10

汎用品を除く助成対象経費の合計（ア）

1,550,000円

※ 汎用性の高い機器の一覧・取扱いは募集案内を参照ください。

汎用性の高い機器に係る経費
対象区分
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IT・IoT導入に係る機器費用

サーバー

（汎用品のみの申請は不可）
品名・型番
数量
1個

金額（税抜）
300,000円

汎⽤品のみ（パソコン等）で申請することはできません。
汎⽤品の内訳・取扱いについては募集案内を参照ください。
合計と補助⾦額が⾃動で計算されます。
内容をご確認ください。

汎用品の導入経費の合計（イ）

300,000円

汎用品の補助対象限度額（ウ）
※「投資額の合計(（ア）＋（イ）)÷２」または50万円のいずれか低い額

汎用品の補助対象経費（エ）
補助対象経費の合計（オ）
補助金算出（カ）
補助金申請額

※（イ）または（ウ）のいずれか低い額
※（ア）＋（エ）

※（オ）÷２

500,000円
300,000円
1,850,000円
925,000円

※（カ）または200万円のいずれか低い額
※1,000円未満切捨て

925,000円

以下にメッセージが表示された場合は、申請対象外です。内容を再度ご確認ください。
この欄にメッセージが表⽰された場合は、申請対象外のため、メッセージの内容をご確認のうえ、修正
ください。
申請設備等に変更があった場合は、実績報告書提出前に変更届の提出が必要です。
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指定様式等のダウンロード
「横浜市 デジタル化 補助金」で検索
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/capex/it-iot.html

お問合せ先
横浜市経済局ものづくり支援課 デジタル化補助金担当
（電 話） 045-671-2567
（メール） ke-iot@city.yokohama.jp
〒231-0005
横浜市中区本町 6-50-10
横浜市役所 31 階

みなとみらい線「馬車道駅」直結
JR・地下鉄「桜木町駅」から徒歩３分

23

経済局

