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最新版

〜整骨・接骨院、鍼灸院、整体院経営者向け〜

【2022年版】活用したい補助金の申請方法・
おさえておきたいポイントを解説
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はじめに

補助金とは、国や自治体の政策目標に合わせて事業者の取り組みをサポートする

ために資金の一部を給付するというものです。

補助金はさまざまな分野で募集されているので、それぞれの補助金の目的や趣旨

を理解し、自分の事業に適した補助金を見つける必要があります。

今回は補助金の中でも治療院が利用しやすい三つの補助金の特徴と申請時の加点

項目を紹介していきます。

補助金獲得のためには、必要書類の準備や事業計画の策定などすべきことが多い

ので、その際に注意すべき点や申請を有利に進める方法も合わせて解説します。

補助金の具体的な用途も紹介しますので、どのような使い道があるのかを知りた

いという方もぜひ参考にしてみてください。
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3大補助金について

今回紹介する三つの補助金について概要を以下の表にまとめました。

続くスライドで三つの補助金それぞれについて特徴・加点項目を説明していきます。
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IT導入補助金
小規模事業者
持続化補助金

ものづくり補助金

補助対象者（※1）
中小企業・
小規模事業者

小規模事業者
中小企業・
小規模事業者

対象となる事業
指定ITツールの導入、
非対面化のためのITツ
ールの導入

販路開拓・業務効率化
のための取組

新製品・サービス・生
産方式の開発・新提供
方式の導入

補助額 30〜450万円
一般型：〜200万円
低感染リスク型ビジネ
ス枠：〜100万円

一般型：750〜1,250万
円
グローバル展開型：
3,000万円

補助率
通常枠：1/2以内
デジタル化基盤導入類
型：3/4以内

一般型：2/3
低感染リスク型ビジネ
ス枠：3/4

通常枠：1/2~2/3
グローバル展開型：
1/2~2/3

※1. 小規模事業者➡従業員5人以下、中小企業➡従業員100人以下または資本金5,000万以下



３〜５月頃から開始し、通年募集受付

3大補助金について – IT導入補助金 –

業務効率化・売上アップのためのITツールを導入を対象とする補助金です。

A型・B型・デジタル化基盤導入類型の3種類があり、最大で費用の3/4、

最大450万円が補助されます。会計ソフト・ECソフトなど対象となるツールや

サービスが幅広く、「IT導入支援事業者」から申請サポートも受けられます。
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時期

補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が
3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
※デジタル化基盤導入類型は当該条件は不要

要件

IT導入補助金



3大補助金について – IT導入補助金・加点項目 –02
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<概要>

給与の増加を表明した事業者を対象

に加点されます。

<条件>

①事業計画期間において、給与支給

総額※1を年率平均1.5%以上増加

(被用者保険の適用拡大の対象とな

る中小企業・小規模事業者等が制度

改革に先立ち任意適用※2 に取り組

む場合は、年率平均1%以上増加)

※1給与支給総額とは、全従業員

(非常勤を含む)及び役員に支払った

給与等(給料、賃金、賞与及び役員

報酬等は含み、福利厚生費、法定福

利費や退職金は除く)をいう。

<概要>

地域未来投資促進法は、地域の特

性を活用した事業の生み出す経済

的波及効果に着目し、これを最大

化しようとする地方公共団体の取

り組みを応援するものです。

<条件>

地方公共団体が策定した基本計画

に基づき、事業者が策定する地域

経済牽引事業計画を、都道府県が

承認している場合、審査の加点と

なります。なお、補助金の申請に

あたっての申告は不要です。

※2被用者保険の任意適用とは、従

業員規模 51名〜500名の企業が短

時間労働者を厚生年金に加入させ

ることを指す。

②事業計画期間において、事業場

内最低賃金(事業場内で最も低い賃

金)を地域別最低賃金+30円以上の

水準にする

事業計画の策定と
従業員への表明

地域未来投資促進法の
地域経済牽引事業計画



3大補助金について – IT導入補助金・加点項目 –02
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<概要>

地域に経済効果をもたらす事業者

と経済産業省に認められた場合加

点されます。

<条件>

地域の特性を生かして高い付加価

値を創出し、地域の事業者等に対

する経済的波及効果を及ぼすこと

により地域の経済成長を力強く牽

引する事業を更に積極的に展開さ

れること。なお、補助金の申請に

あたっての申告は不要です。

<概要>

クラウド製品が選定されている場

合、加点の対象となります。ただ

し、D類型においてはクラウド対

応ツールの導入が必須要件である

ため、加点としない。

<条件>

「政府情報システムにおけるクラ

ウドサービスの利用に係る基本方

針」のクラウド・バイ・デフォル

ト原則に基づき、クラウドツール

の導入を検討すること。

<条件>

導入するITツールとしてインボイ

ス対応製品が選定されている場合、

加点の対象となります。

<条件>

独立行政法人情報処理推進機構

（IPA）が公表する「サイバーセキ

ュリティお助け隊サービスリス

ト」に掲載されているITツールが

含まれていること。

クラウドを活用した
ITツール導入の検討

インボイス対応
ITツール導入の検討

国の推進するセキュリティ
サービスを選定しているか

地域未来牽引企業



3月末頃から開始し、通年募集受付

3大補助金について – 小規模事業者持続化補助金 –

自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行うチラシ作成やウェブサイト

構築など、販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。一般型では費用の

2/3、最大200万円まで、低感染リスク型では費用の3/4、最大100万円までが補助

されます。
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時期

・申請時点で事業を行なっていること

・持続的な経営に向けた経営計画を策定していること

要件

小規模事業者持続化補助金



3大補助金について – 小規模事業者持続化補助金・加点項目 –02
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<概要>

赤字である事業者に対して、最低賃金の引き上げを表

明している場合加点されます。

<条件>

賃金引上げ枠（赤字）」に取り組む事業者のうち、直

近１期または直近１年間の課税所得金額がゼロである

こと。

<概要>

地域外への販売・新規事業の立ち上げや、地域内の需

要喚起を目的とした取り組みを行う場合に加点されま

す。

<条件>

地域資源型： 地域資源等を活用し、良いモノ・サー

ビスを高く提供し、付加価値向上を図るため、地域外

への販売や新規事業の立ち上げを行うこと。

地域コミュニティ型：地域の課題解決や暮らしの実需

に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地

域内の需要喚起を目的とした取組等を行うこと。

赤字賃上げ加点パワーアップ型加点



3大補助金について – 小規模事業者持続化補助金・加点項目 –02
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<概要>

補助金申請システム（名称：J グランツ）を用いて電

子申請を行った事業者に対して加点を行います。

<概要>

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の

認定を受けている事業者に対して加点を行います。

<補足>

「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等の

マネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を

向上するために実施する計画を指します。

電子申請加点経営力向上計画加点

<概要>

過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓

等に取り組む事業者で、地域経済の持続的発展につな

がる取り組みを行う事業者に対して加点を行います。

過疎地域加点



3大補助金について – 小規模事業者持続化補助金・加点項目 –02
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<概要>

東京電力福島第一原子力発電所の影響を受け、引き続

き厳しい事業環境下にある事業者に対して加点を行い

ます。

<条件>

東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示

等の対象となった福島県１２市町村（田村市、南相馬

市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊

町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村）に所在する

事業者であること。

<概要>

後継者が決まっており、後継者が補助事業を中心にな

って行う事業者を対象に加点されます。

<条件>

基準日時点の代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、

かつ、後継者候補の者が補助事業を中心になって行う

として、経営計画（事業承継の計画）を記載している

こと。

「事業承継診断票」「代表者の生年月日が確認できる

公的書類」「後継者候補の実在確認書類」のそれぞれ

写しを添付をしていること。

東日本大震災加点事業継承加点



5月頃から開始し、通年募集受付

3大補助金について – ものづくり補助金 –

姿勢分析システムといった業務関連システムの導入や新サービスの開発、生産性向

上に取り組む事業者を対象とした補助金で、一般型だと費用の1/2~2/3、1,250

万円までが補助されます。
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時期

・以下の三つを満たす３〜５年の事業計画を策定・実行すること
・付加価値額年3％以上向上
・給与支給総額年1.5％以上向上
・事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋３０円以上の水準にする

要件

ものづくり補助金



3大補助金について – ものづくり補助金・加点項目 -02
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<条件>

下記いずれかの条件を満たしていること。

①従業員5人以下の小規模事業者または創業・第二創

業後間もない事業者（５年以内）であること。

②パートナーシップ構築宣言を行っている事業者であ

ること。

③再生事業者であること。

<条件>

有効な期間の経営革新計画の承認を取得（取得予定）

していること。

<補足>

経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組

み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策

定する中期的な経営計画書です。

この計画書が国や都道府県に承認された場合に加点さ

れます。

政策加点成長性加点



3大補助金について – ものづくり補助金・加点項目 -02
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<概要>

従業員の給与総額、最低賃金を上げることを表明して

いる場合加点されます。

<条件>

①給与支給総額を年率平均２％以上増加させ、かつ、

事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋６０円以上の水

準にする計画を有し、事務局に誓約書を提出している。

または、給与支給総額を年率平均3％以上増加させ、

かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋90円以

上の水準にする計画を有し、表明していること。

②被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度

改革に先立ち任意適用に取り組むこと。

<条件>

有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得してい

ること。

<補足>

事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災・

減災の事前対策に関する計画を、経済産業大臣に認定

された場合に加点されます。

賃上げ加点災害等加点



申請のポイント – 加点項目を理解する -

補助金の審査には加点項目があり、満たしている項目が多いほど採択され

やすくなります。

各補助金の加点項目の概要に関してはこれまでのスライドで示しましたが、

応募する回により内容に変更がある場合もあるため、情報収集が重要です。

後継者の有無により判断される小規模事業者持続化補助金の「事業継承加

点」のようにおかれている状況を活かせる項目もあれば、IT導入補助金の

ITツール導入検討に対するサポートのように補助金の使用用途次第で加点

される項目もあります。事業の状況や補助金を活用したいサービスの特徴

などを考慮しながら、自分の事業計画に合う加点項目の多い補助金の申請

を検討してみると良いでしょう。
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① 加点項目を理解する



申請のポイント – 計画的に準備をすすめる -

補助金の申請には事業計画の策定、必要書類の確保など様々な準備が必要

です。

事業計画書には事業の内容やスケジュールを記載するだけではなく、事業

の効果を具体的な数値で根拠と共に記載する必要があるため、作成になれ

ていない場合数か月かかることもあります。

また、提出に必要な書類は複数あり、納税証明書など入手に時間がかかる

書類もあります。

締め切り直前に計画のミスや書類の不備に気づくと申請に間に合わないこ

ともあるため、余裕をもって準備を進めましょう。
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② 計画的に準備をすすめる



補助金を利用する際の注意点
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申請対象の補助金や申請枠により、通過率は異なります。

特に近年は様々な企業が新型コロナウイルスの影響を受けており、低感染リスク

型ビジネス枠の申請数が増加して申請が通りづらくなる可能性があるため、過去

の採択率や加点項目を考慮して自分の申請の通貨率が高くなりそうな補助金・申

請枠を選択しましょう。

また、補助金は年間の予算枠が設定されているため、年度初めの方が採択率が高

く、回を重ねるごとに採択率が下がっていく傾向があります。

このため、できるだけ年度中の早い回で申請するのが通過率アップのポイントで

す。

① 利用する補助金や時期によって通過率が異なる



補助金を利用する際の注意点
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補助金は申請が通過してすぐに入金されるとは限りません。

申請対象の補助金や国の対応状況により、交付決定から2週間程度の場合もあれ

ば3か月以上かかる場合もあります。

すぐに入金されなくとも事業を継続できるよう、補助金対象の事業内容を実施後

3か月〜半年ほどは補助金がなくても運営可能な資金を準備しておくようにしま

しょう。

② 入金まで時間がかかることがある



治療院で補助金の対象となるものの具体例
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■システム導入

業務効率化や非接触対応促進のための

システム導入も補助金の対象となりま

す。

治療院ではネット予約・問診システム

による業務効率の改善や姿勢分析シス

テムの導入によるリモート対応の促進

などが対象となります。

補助金の対象となる事業には具体的にどのようなものがあるのでしょうか？

ここでは治療院で実施しやすい具体例をご紹介します。

■HP制作

HPの製作費用を補助金の対象

とすることができます。

若い世代の人は特にHPで情報

を確認してから来院する人も多

いため、HP制作により集患力

の向上が期待できます。



補助金を利用してより良いサービスを提供しましょう！
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今回の資料では補助金を申請に関わる情報と申請のポイントをご紹介しまし

た。

補助金を活用すれば、より良いサービスの提供や経営ビジョンの早期実現に

つながります。

本資料でご紹介した加点項目や申請時期など通過率アップに必要な情報をお

さえたうえで、ぜひ新たな事業に挑戦する施策として活用してみてください。

https://www.shisei-karte.com/


お問い合わせ
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お問い合わせはこちら サービス資料はこちら

シセイカルテに今後期待することがあれば教えてください。

https://www.shisei-karte.com/

https://www.shisei-karte.com/contact
https://drive.google.com/file/d/1-YojQdOdzni2rPKzftHjHZ7hP8uxSZGz/view
https://www.shisei-karte.com/

