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№ 区分 質問 回答

1 補助対象者

派遣社員にテレワークさせる場合も補助対象と
なるか。

派遣社員であっても事業実施期間を通して継続
勤務予定の方であれば、対象として構いませ
ん。ただし、「常時雇用する従業員を2名以上
雇用している者」の要件については、直接雇用
を指していますので、これを満たしていること
は前提要件となります。

2 補助対象者

個人事業主は対象になるか。 原則、個人事業主でも対象となりますが、常時
雇用する従業員が２名以上いることが要件とな
りますので、従業員がいなければ対象外となり
ます。ただし、例外として、「産業ＤＸ推進支
援体制構築事業」（産業雇用政策課事業）又は
「産学金官連携コーディネート・ＤＸ加速化事
業」（産業創出課事業）において採択された取
組みを実施する者は除きます。

3 補助対象者
テレワークを新たに実施するにあたり、就業規
則の改正は必要か。

要件にはなっておりませんので、改正の有無に
関わらず補助を受けることは可能です。

4 補助対象者
市内は営業所のみで、本店は市外にあります
が、対象となりますか。

営業所のみでは対象となりません。法人は本社
が郡山市内にあること。個人は住所が郡山市内
であることが要件になります。

5 補助対象者 常時使用する従業者とは、何か。 雇用保険に加入している従業者とします。

6 補助対象者
市内に複数の事業所があるが、事業所ごとに申
請できるか。

事業所ごとの申請はできません。企業の代表者
が申請をしてください。

7 補助対象者
令和３年度に郡山市テレワーク等推進補助金の
交付を受けたが、令和４年度も申請できるか。

令和３年度に本補助金の交付を受けたものは、
令和４年度は同様の内容では補助対象者とはな
りません。

8 補助対象経費

既に購入した機器も補助対象となるか。 購入済みの機器についても対象となりますが、
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
の期間に購入したものに限ります。

9 補助対象経費
クラウドを利用した勤怠管理システムの導入に
係る費用は、補助対象となるか。

導入に係る初期費用、利用料及び設定費は補助
対象となります。

10 補助対象経費

ホテルや旅館等の宿泊事業者が、宿泊者のテレ
ワーク環境の整備のために要した費用は補助対
象になるか。

従業員のテレワークに該当しないため補助対象
となりません。

11 補助対象経費

営業用に導入するウェブ会議アプリやウェブカ
メラは補助対象になるか。

本補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止及び緊急時における事業継続並びに非接触
型ビジネスモデルへの対応等による従業員の働
き方改革の推進が目的となっています。テレ
ワークによる就業環境の導入若しくは拡充又は
デジタル技術を活用した取組みと認められる場
合、補助対象となります。

12 補助対象経費

市外に支店がある場合、支店の従業員が使用す
るパソコン等のテレワークに係る経費は対象と
なるか。

本店が郡山市内であれば、市外の支店で使用す
るものについても補助対象となります。

13 補助対象経費

従業員の自宅で使用するデスクトップのパソコ
ンは補助対象となるか。

補助対象となります。ただし、デスクトップの
場合、従業員の自宅やサテライトオフィス等で
の使用は補助対象ですが、社内に設置するもの
は補助対象外です。
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14 補助対象経費

中古のパソコンをネットオークションで購入す
る場合は、補助対象となるか。

個人からの購入や、オークション（ネットオー
クション含む）による購入は補助対象とはなり
ません。中古品購入の際には、価格の妥当性を
示すため、複数（２社以上）の中古品販売事業
者から同等品についての見積（見積書、価格表
等）を取得し、添付していただく必要がありま
す。

15 補助対象経費

windows等のオフィスソフトの購入費用は補助
対象となるか。

補助対象となります。ただし、補助対象期間内
に新しく購入したパソコンまたはタブレットで
使用する分に限ります。

16 補助対象経費
パソコン等のレンタル、リースの補助対象期間
は。

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
にかかる経費を対象とします。

17 補助対象経費 保守費用は補助対象となるか。 補助対象外です。

18 補助対象経費
１人の従業員につき２台のパソコンを整備した
いが、２台とも対象となるか。

対象となるのは従業員１人につき１台までで
す。

19 補助対象経費
テレワーク環境整備に伴う電気工事は補助対象
になるか。

補助対象となりません。

20 補助対象経費 研修に要する経費は補助対象となるか。
テレワークの推進に関連する研修であれば補助
対象になります。

21 補助対象経費
国のテレワーク補助金にも申請しているが、補
助対象になるか。

同一の内容、経費は補助対象にはなりません。
別の内容、経費のものは補助対象となります。

22 補助対象経費 携帯電話やWi-Fi の通信費は補助対象となるか。補助対象となりません。

23 補助対象経費
令和４年３月３１日以前から契約しているもの
は補助対象となるか。

令和４年３月３１日以前から契約しているもの
は補助対象となりません。

24 補助対象経費
既に購入した機器類の領収書を紛失したが、補
助対象になるか。

支出を証明できる書類がない場合は補助対象に
はなりません。

25 補助対象経費

ソフトウェアの購入は３年間の使用契約で、一
括での支出が必要となるが、その場合の補助対
象経費の計算方法は。

事業実施期間内の日数分が対象となるため、日
割り計算により補助対象経費を算出するように
なります。また、支出は事業実施期間内に実際
に支払っていただく必要があります。

26 補助対象経費
在宅ワーク用の使用するレーザープリンターは
補助対象になるか。

業務内容、プリンターを使用する頻度、在宅で
印刷する必要性等を事前に確認させていただ
き、在宅ワークとプリンターの関係性や必要性
が認められた場合は、補助対象となります。

27 補助対象経費
マイク付きのヘッドセットやインカムは補助対
象になるか。

対象となります。なお、マイクなしのヘッドホ
ンは補助対象外です。

28 補助対象経費 ケーブルは補助対象になるか。

パソコンやタブレットとテレワークで使用する
機器（補助対象経費として認められている機器
等に限る。）を接続するケーブルであれば、補
助対象となります。

29 補助対象経費
FAX、プロジェクター、スクリーン、延長コー
ドは補助対象になるか。

補助対象となりません。

30 補助対象経費
パソコンや機器等の修繕費用は補助対象になる
か。

補助対象となりません。

31 実施期間

テレワークを３０日以上にわたり実施すること
について、実施時間や回数などの条件はある
か。毎日実施しなければならないのか。

企業等が制度として、テレワークを開始した日
（テレワークできる環境が整った日）から３０
日以上経過していることが要件となりますの
で、その中で実績があれば、時間や回数は問い
ません。また、毎日実施する必要はありませ
ん。
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32 実施期間

既にテレワークを実施していて、今回新たなシ
ステムとパソコンを購入したい。すでにテレ
ワークを３０日以上実施しているが、購入後す
ぐに申請ができるか。

テレワーク環境の拡充に当たり、購入前にテレ
ワークを３０日以上実施しているのであれば、
購入し支払いが完了した時点で申請が可能で
す。ただし、テレワーク実施期間は令和４年４
月１日から令和５年３月３１日の期間内である
ことが必要です。

33 実施期間
自己所有のスマートフォンを使って業務をした
場合は、テレワークの実施期間にカウントでき
るか。

本補助制度として、自己所有のスマートフォン
のみで業務を行った場合は、テレワークを実施
したとは認めておりません。

34 実施期間
既にテレワークを実施していたが、テレワーク
の利用実績がわかる書類とは、何を提出すれば
よいのか。

従業員がテレワークをするにあたり、会社等に
提出した書類やテレワークによる出勤等の書類
を提出してください。

35 手続き

補助上限額を超えていても、対象経費は全て記
載する必要はあるか。

原則、記載いただくようお願いします。交付決
定時において、申請された経費の一部が補助対
象外となる場合があります。交付決定後に対象
経費を追加することはできませんので、あらか
じめ交付申請時に対象経費を全て記載してくだ
さい。

36 手続き

現時点での審査状況を教えてほしい。 原則、個別の審査状況に関するお問い合わせに
は応じておりません。審査終了後、交付決定通
知もしくは不交付決定通知を郵送いたします。
交付・不交付決定通知については、可能な限り
早期に発送できるよう努めておりますが、通知
時期の目安については、申請時にご確認くださ
い。

37 手続き
入金はいつ頃か。 交付申請書の受理後、概ね1～2か月後の入金と

なります。

38 その他
購入したパソコン等は消耗品として処理するた
め、不要になったら処分してもよいか。

事業の完了後も、補助事業で得た財産を管理
し、補助金交付の目的に従って、効率的な運用
をする必要がありますので、他の用途に使用し
たり、処分することはできません。

39 補助対象者
テレワークを実施する者は、常時雇用する従業
員のみが対象か？

常時雇用する者以外がテレワークを実施しても
対象となります。

40 補助対象経費

テレワークを導入するにあたり、外部専門家に
よる研修や外部企業によるコンサルティングを
検討している。その際に、テレワークの導入を
検討している会社と同一経営者の会社に、専門
家の派遣やコンサルティングを依頼した場合で
も、補助の対象となりうるか？

業務の発注者と受注者が実質的に同じ人物の取
引の場合は、補助対象外となります。
（例）
・専門家派遣の発注者と受注者が同一人物。
・コンサルティング業務の発注会社と受注会社
の経営者が同一人物。


