
かごしま中小企業ＤＸ推進事業費補助金 

募集要項（10 月 25 日時点） 
   

 

１ 事業の目的 

社会経済のデジタル化が進む中，県内中小企業の競争力の向上等を図るため，県内中小

企業が取り組むＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進に向けたＩＴツールの

導入や社内デジタル人材の育成等を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 補助対象者 

(1) 県内に事業所を有する中小企業(中小企業支援法第２条に規定する中小企業者) 

ただし，次に掲げるいずれかに該当する者は，大企業とみなして補助対象者から除く。 

ア 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

ている中小企業者 

イ 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

中小企業者 

ウ 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

中小企業者 

（参考）中小企業支援法第２条に規定する中小企業者 
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， 

又は常時使用する従業員の数が300人以下  

②卸売業  資本金の額又は出資の総額が１億円以下， 

又は常時使用する従業員の数が100人以下  

③サービス業（ソフトウェア業，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， 

又は常時使用する従業員の数が100人以下  

④小売業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下， 

又は常時使用する従業員の数が50人以下  

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，  

又は常時使用する従業員の数が900人以下  

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，  

又は常時使用する従業員の数が300人以下  

⑦旅館業  資本金の額又は出資の総額が5千万円以下，  

又は常時使用する従業員の数が200人以下  

⑧その他業種（上記以外）  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  

⑨中小企業団体の組織に関する法律第

三条第一項に規定する中小企業団体 

事業協同小組合，信用協同組合，協同組合連合

会等 

⑩特別の法律によって設立された組合

またはその連合会 

日本証券業協会，損害保険料率算出機構等 

   ※ 社会福祉法人，医療法人，特定非営利活動法人，一般社団・財団法人，学校法人等は対象となり

ません。 

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは・・・ 

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し，データとデジタル技術を活用して，

顧客や社会のニーズを基に，製品やサービス，ビジネスモデルを変革するととも

に，業務そのものや，組織，プロセス，企業文化・風土を変革し，競争上の優位性

を確立すること。」（経済産業省：ＤＸ推進ガイドライン） 

 



 
 

(2) 暴力団又は暴力団員等が，その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は

個人ではないこと。また，次のいずれかに該当する法人その他の団体又は個人でないこ

と。 

ア 暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第２条第

３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

イ 自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等を利用

している者 

ウ 暴力団又は暴力団員等に対して，いかなる名義をもってするかを問わず，金銭，物

品，その他の財産上の利益を不当に提供し，又は便宜を供与するなど直接的又は積極

的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者 

エ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

オ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを

利用している者 

カ アからオまでに掲げる者の依頼を受けて，補助金の交付を受けようとする者 

キ アからオまでに掲げる者のほか，補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事

が判断する者 

 (3) 県税の未納がない者であること。 

 (4) 政治団体，宗教上の組織若しくは団体でないこと。 

(5) ＤＸの推進を補助事業として行う者であること。 

(6) 県内ＩＴベンダー又は認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成する者 

であること。 

   （県内ＩＴベンダー） 

既に県内で日本標準産業分類（平成 25年 10 月 30 日総務省告示第 405号）におけ

る情報通信業を営む者で，次に掲げる業種のいずれかに該当する者をいう。 

      ア ソフトウェア業（日本標準産業分類：小分類番号 391） 

      イ 情報処理・提供サービス業（日本標準産業分類：小分類番号 392） 

      ウ インターネット付随サービス業（日本標準産業分類：小分類番号 401） 

   （認定経営革新等支援機関） 

中小企業等経営強化法第 31 条第１項に基づき国の認定を受けた者 

 (7) 他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている者ではないこと。 

 (8) 前各号に掲げるもののほか，事務局が適当でないと判断する者を除く。 

 

 

 

 

 

 



 
 

３ 補助率及び補助上・下限額 

補助率：対象経費の２/３以内 

 補助上限額：２５０万円 補助下限額：５０万円 

 

 

４ 補助対象経費 

ＤＸの推進に向けて行うＩＴツールの導入や社内デジタル人材の育成等に係る経費 

（ソフトウェア購入費，機器購入費，人材育成費，コンサルティング費等） 

※補助対象経費の詳細については別紙１を参照してください。 

 

５ 補助対象事業 

データとデジタル技術を活用して，顧客や社会のニーズを基に，製品やサービス，ビジ

ネスモデルを変革するとともに，業務そのものや，組織，プロセス，企業文化・風土を変

革し，競争上の優位性を目指すための取組（ＤＸの推進）。 

（事例） 

n 社内全体のデジタル化に向けて事務作業を自動化するためのＲＰＡツールの導入 

 

n 販売データを基にしたマーケティングを実施するための顧客管理システムの導入 

 

n 工場のスマートファクトリー化に向けて，目視検査に代えて自動で部品の寸法を

データ化できる検査機の購入 

 

n 新しいビジネス展開に必要なデータサイエンティストを社内で育成するための

オンライン講座の受講 

 

n ＤＸの必要性や知識を共有し社内で実践するために，外部コンサルタントを招い

た社内向けの研修を実施 

 

６ 事業実施期間 

交付決定日～令和４年２月２８日（月） 

 

７ 募集期間 

令和３年１０月２５日（月）～令和３年１１月１５日（月）※当日消印有効 

  



 
 

８ 申請方法（※募集期間内に申請してください） 

(1) 申請書の入手から提出までの流れ 

 

 

 

 

専用ホームページ：https://kagoshima-pref-dx-support.jp 

   

 

(2) 提出書類（①～⑦の番号順に並べてご提出をお願いいたします。）  

① 申請書 

■申請書類チェックリスト ■交付申請書 ■事業計画書 ■収支予算書 

※事業計画書は県内ＩＴベンダー又は認定経営革新等支援機関と共同で作成すること。 

② 

 

確定申告書 

法人の場合（貸借対照表，損益計算書〈販売費及び一般管理費内訳書，製造原価報告書を含む〉） 

個人事業主の場合（貸借対照表，損益計算書を含む） 

③ 履歴事項全部証明書（原本）…法人の場合※申請日以前３ヶ月以内に取得したもの 

身分証明書（顔写真付）等 …個人事業主の場合 

④ 見積書等（補助対象の経費の積算が確認できる資料） 

⑤ 県内ＩＴベンダーの履歴事項全部証明書（写し） 

県内ＩＴベンダーと共同で事業計画書を作成する場合※申請日以前３ヶ月以内に取得したもの 

⑥ 旅費規程等の写し（旅費を計上する場合） 

⑦ 「県税に未納がないこと」を証明する納税証明書（原本） 

 地域振興局・支庁発行分※申請日以前３ヶ月以内のもの 

 

 

 

専用 

ホームページ 

制度内容 

確認 

申請書 

ダウンロード 

・申請書作成 

・申請内容確認 

事務局 

送付 

事業スケジュール 



 
 

(3) 提出部数  各１部 

〔留意事項〕 

・ 書類は原則としてＡ４サイズで統一し，左上１箇所でクリップ留めしてください。 

・ ホッチキス留めは不可 

・ ご提出いただいた書類は，原則返却いたしませんので，税申告等で原本が必要な書 

類については必ずコピーを提出してください。 

 

(4) 申請書入手方法 

専用ホームページ又は県ホームページよりダウンロードしてください。 

 

(5) 宛先（※募集期間内に申請してください） 

・ 下記の宛先に，簡易書留又はレターパックで郵送してください。 

・ 封筒には，差出人の住所及び会社名・氏名を必ずご記入ください。送料は申請者に 

よる負担となります。 

・ 郵送途中の紛失等に関しては，当方として一切責任を負いかねますので，ご了承く 

ださい。 

〔宛先〕 

  〒８９２－８７９９ 鹿児島東郵便局留 

かごしま中小企業ＤＸ推進事業事務局 宛 

 

 

 

９ 審査・交付決定 

(1) 審査方法 

・ 本補助金の審査は書面により行いますので，提出資料の不備や不足がないようご

注意ください。 

・ 申請書の誓約事項及びチェックシートに全てチェックが入っていない申請書は審

査ができないため，必ず記入してください。 

・ 提出書類の不備や不足があった場合は補正や提出をお願いすることがあります。

その場合は速やかにご対応ください。 

 

(2) 主な審査項目 

① ＤＸの実現に向けたビジョン 

② ＤＸの推進体制 

③ 現状，経営課題，事業の目的・必要性 

④ 実現可能性・スケジュール 

⑤ 事業実施による効果 

⑥ 収支計画の妥当性 

 

(3) 審査における加点措置 

   令和元年度から令和３年度の間に，県の IoT・AI等関連事業等（別紙２）を活用し

た企業は，審査において加点措置を講じます。 

 

 

補助金申請書在中 

補助金申請書在中と大き

くご記入ください。 



 
 

(4) 交付決定（別紙３：申請から交付までのフローを参照） 

・ 全ての申請者に対して，交付又は不交付の決定通知を送付します。 

・ 事業計画に補助対象外経費が含まれる場合等については，補助金交付申請額から

減額し，交付決定する場合があります。 

・ 交付決定後，事務局より送付する交付要綱や補助事業者の手引き等に従って，経

費区分や事務処理を行っていただきます。 

 

１０ その他 

 (1) 主な留意事項 

  ・ 要件に該当しない事実や虚偽・不正等が判明した場合交付決定を取り消します。 

  ・ 事務局から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は，これに応じる

必要があります。 

  ・ 交付決定日前に支払った経費は補助対象外となります。  

 

(2) 交付決定した事業者に対する支援（アドバイザーによる支援） 

・ 採択後，「補助対象者カルテ」を作成し，円滑な補助対象事業の執行や更なる経営

の向上を図ることができるよう，各企業に対し，電話，メール，訪問等による，的

確な相談対応・助言を実施します。 

 

(3) お問合せ先 

かごしま中小企業ＤＸ推進事業事務局 

（電  話）： ０９９－２４８－８５６５  

（受付時間）： ９：００～１７：００（土日祝除く） 

 

  



 
 

別紙１ 

補助対象者に対する補助金の補助対象経費，内容及び補助率等 

事業区分 補助対象経費 内容 補助率等 

ＤＸの推進 

  

ソフトウェア

等購入費 

○ソフトウェア，システム等の購入・構築，借

用又は修繕に要する経費 

○機械装置・工具・器具等の購入，製作，改

良，据付，借用又は修繕に要する経費 

○補助率 

２／３以内 

 

 

補助上限額 

2,500 千円 

 

補助下限額 

500 千円 

 

 

クラウドサー

ビス利用料 

○クラウドサービスの利用に関する経費 

 

試作・改良費 ○原材料及び副資材の購入に要する経費，構築

物の購入，建造，改良，据付け，借用又は修繕

に要する経費（ただし，対象となる構築物は，

簡易なものに限る。），外注加工，検証等に 

要する経費，直接人件費（※１），特許取得費，

研究費 

専門家の招へ

い経費 

○専門家の技術指導や助言が必要な場合に，専

門家に依頼したコンサルティング業務に要する

経費，旅費 

 

研修費 ○自社の DX 人材の育成に必要な講座受講料，直

接人件費（※２），旅費 

その他 ○その他，知事が特に必要と認める経費 

 

※１ 研究開発に直接従事する者（補助事業者と雇用関係が結ばれている者に限る。）の研究開発

業務時間に対応する人件費に限るものとする。ただし，補助対象経費総額の３分の１を超えな

い額までとする。 

※２ 派遣する社員に係る派遣期間中の基本給相当額 

 

（対象外となる経費） 

  ・汎用性の高い機器（パソコン，タブレット端末，スマートフォン等）は，対象事業の用途に

のみ使用し，他の用途での使用（目的外使用）が無いと整理できる場合にのみ対象とする。 

  ・事務所等に係る家賃，保証金，敷金等 

  ・フランチャイズ加盟料 

  ・電話代，インターネット代等の通信費 

  ・金券購入費 

  ・新聞購読料 

  ・団体会費 

  ・収入印紙，公租公課 

  ・振込手数料・代引き手数料，保険料 

  ・他団体からの補助又は委託を受けている事業に要する経費 

  ・用地，建物等の不動産の取得に要する経費 

  ・経営者及び役員の人件費 

  ・飲食代 

  ・使途の定まっていない活動に対する経費 

  ・補助事業を一括して委託する経費 

  ・上記の他，公的な資金の用途として社会通念上，不適切と認められる経費 



 
 

別紙２ 

 

加点措置の対象となる県の IoT・AI等関連事業 

 

 

下記の IoT・AI等関連事業を活用した企業，IoT・AI関連セミナー等に参加した企業は

審査において加点措置を講じます。 

確認の上，事業計画書の「県事業の活用状況」にチェックを入れて，１を活用した場合

は事業名を，２に参加した場合は番号を記入してください。 

※複数の事業等を活用した場合でも一律に同一の加点措置を講じます。 

 

記 

 

１ 令和元年度から令和３年度までの県の IoT・AI等関連事業 

事業名 事業内容 

IoT・AI等導入コーディネート

事業 

 

県内中小企業に対し，IoT・AI等導入により生産性向

上を図るためのセミナーや，業務プロセスを見直すた

めのワークショップの開催等。 

サービス業 IoT・AI等中核技術

導入支援事業（令和元年から令

和２年度が対象） 

県内サービス業に対し，IoT・AI等を積極的に導入す

るための「戦略的導入計画」の策定を支援。 

先端技術導入計画策定コンサル

ティング 

 

県内製造業者に対し，IoT・AI等の専門家で構成され

るプロジェクトチームを派遣し，IoT・AI導入の可能

性を調査，試験的に IoT等を導入して実証試験を行

い，導入の計画策定を支援。 

先端技術導入等補助金（令和元

年から令和２年度が対象） 

 

県内中小製造業者に対し，IoT・AI等の先端技術を活

用する県内の先進的な事例となる取組について，その

導入等にかかる費用の一部を助成。 

 

２ 鹿児島県主催 IoT・AI関連セミナー等 

年度 番号 開催日 内容 場所 

Ｒ元 ① ６月２５日（火） ＩｏＴの今後の展開と人材育

成の重要性 

県工業技術センター 

② １０月２４日（木） ＩｏＴ機器のデモ体験 県工業技術センター 

③ １２月１８日（水） ＩｏＴ導入企業見学会 県内企業 

Ｒ２ ④ ９月１５日（火） ＲＰＡハンズオン体験 県工業技術センター 

⑤ ３月 ４日（木） ＤＸセミナー・県内ＩｏＴ導

入事例等 

県工業技術センター 

Ｒ３ ⑥ ７月１９日（月） ＩＣＴ利活用・県内ＩｏＴ導

入事例等 

県工業技術センター 

  



 
 

別紙３ 

 


