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１．事業概要
１－１

事業目的

Society5.0 時代における教育現場では、個別最適化された格差のない公平な学びと、プログラミング教育をはじめとする創造性を喚
起する STEAM 学習を構築することが必要であり、そのためにはパソコン端末や高速通信網等の ICT インフラの整備と併せ、教育産業
等が開発する EdTech（エドテック）サービスの学校等における積極的な導入が効果的である。
本事業では、EdTech ソフトウェアや IT を活用した教育サービス（以下「EdTech ソフトウェア・サービス」という。
）の学校等への
導入実証を行う事業（以下「補助事業」という。）を実施する者（以下「EdTech 事業者（補助事業者）」という。）に対して事業費等と
して必要な経費の一部を補助することにより、学校および学校等設置者（自治体教育委員会、学校法人等を指す。以下同じ。）と教育産
業の協力による教育イノベーションの全国的な普及を後押しすることを目的とする。

１－２

事業スキーム

本公募は、以下の図のうち、EdTech 導入補助金事務局（以下「事務局」という。一般社団法人 サービスデザイン推進協議会が運
営する。）が、EdTech 事業者（補助事業者）の公募を行うものである。

２．事業内容
２－１－１ 補助対象となる事業
本事業の申請は、EdTech 事業者が主体となって行うが、導入実証を行う現場となる学校等教育機関（学校教育法第一条に定める学
校（ただし、幼稚園及び大学を除く）の他、教育支援センター（適応指導教室）あるいは一定の基準を満たすフリースクール（
（※）
をいう。以下同じ。
）とともに計画を策定し、学校等設置者と連携した申請を必須とする。補助対象となる事業は以下のとおり。
1. 学校等教育機関において、EdTech ソフトウェア・サービスの導入実証を行う事業であること。
その際、一つの学校等教育機関に対して複数種類の EdTech ソフトウェア・サービスの導入実証を行うことができる。
2. 事務局が求める導入効果の測定等に応じられる規模（少なくとも１学校あたり必ず１クラス相当分以上の児童・生徒及び教職員
に対して EdTech ソフトウェア・サービスを導入する、又は EdTech ソフトウェア・サービスを用いて教職員研修を実施する等）
の EdTech ソフトウェア・サービスの導入実証を行う事業であること。
3. 事業実施主体となる EdTech 事業者（補助事業者）と、導入実証事業の現場となる学校等教育機関および学校等設置者が一体とな
り、導入実証事業終了後の EdTech ソフトウェア・サービスの継続的な活用の可能性を視野に入れて策定した計画を実行し、事後
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の成果報告やアンケート等への協力を行うことを確約することができる事業であること。
原則として、導入するソフトウェア（アカウント数）の数量は利用者数を超えない範囲とする。
4. 原則、学校等設置者および学校長等（EdTech ソフトウェア・サービス導入の責を負える者）の事業に対する合意と協力の意志が
あり、次年度以降の継続活用や予算化を検討できる事業であること。
5. EdTech ソフトウェア・サービスを導入する際、２－７で定める補助対象経費について、学校等設置者及び学校等教育機関の費用
負担がないこと
（※）本事業におけるフリースクールの定義
① 不登校児童・生徒に対する学習支援・指導・相談を主たる目的としていること。
② 非営利法人（学校法人を除く）が運営する施設であって、かつ２年以上の活動実績があること。
③ 児童・生徒の在籍校との間に十分な連絡体制が構築されていること。
④ 複数世帯の児童・生徒（小、中学生）を受け入れていること。

２－１－２
1.

補助対象とならない事業

補助対象事業が以下のいずれかに該当すること。
イ) 公序良俗に反する事業
ロ) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
ハ) 国（独立行政法人を含む）の他の補助金および助成金を活用する事業

2.

本事業において導入先となる学校等設置者や学校等教育機関と EdTech ソフトウェア・サービス利用者に対して、DM などの送付
や EdTech ソフトウェア・サービスを介した広告・広告記事の表示を行うこと。
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２－２－１

補助対象となる事業者の定義

（１）補助対象となる事業者（中小企業等及び大企業（みなし大企業含む））の定義

①

中小企業等

中小企業・小規模事業者等(以下、中小企業等という。)とは、以下に定義する「資本金の額」「出資の総額」「常時使用する従業員
数」のうち、いずれかを満たす法人（会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む）とする。
業種分類
サービス業
（ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館
業を除く）
ソフトウェア業又は情報処理サービス業

その他の業種（上記以外）・会社以外の法人

②

定義
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
人以下の会社及びその他の法人
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
以下の会社及びその他の法人
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
以下の会社及びその他の法人

大企業（みなし大企業含む）

大企業(みなし大企業を含む。以下すべて同じ。)は、上記に定義する「資本金の額」
「出資の総額」
「常時使用する従業員数」のう
ち、いずれも満たさない者とする。なお、みなし大企業の定義については以下のとおり。
※みなし大企業の判断基準
①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等
②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等
③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等
発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上をみなし大企業が所有している中小企業等は、みなし大企業に該当せず、
中小企業等として取り扱う。

（２）上記（１）に該当しても補助対象外となる事業者
上記（１）の要件に該当する事業者であっても、下記の事業者については補助の対象外とする。
① 経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
② 過去１年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
④ 宗教法人
⑤ その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者

２－２―２

補助対象となる事業者に求められる要件

補助対象となる EdTech 事業者の要件
上記２－２－１に定める補助対象者の定義に当てはまる事業者のうち、以下の要件を満たす事業者が補助対象となる。
(ア) 日本国において登録され、日本国内で事業を営む法人(※)であること。（個人事業主は対象とならない）
※会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団・社団、法人格を有する組合等を含む
(イ) EdTech ソフトウェア・サービスを学校等教育機関に対して導入できる中小企業等または大企業（※）であること。
※大企業（みなし大企業を含む）は、中小企業等とコンソーシアムを構成した場合のみ補助対象事業者となる。
(ウ) 安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近 1 期の納税に関する証憑書類の提出ができること。
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(エ) 申請マイページに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、同一コンソーシアムの他の申請者を含む第
三者に渡さないこと。
(オ) 過去に教育サービスを学校等教育機関または教育・学習支援業者(学習塾等)に対し提供・販売した実績を有していること。
(カ) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び、本事業の公募要領・交付規程等に記載の内容を遵守すること。
(キ) 応募申請時点のみならず、補助事業期間中においても、訴訟(刑事・民事)や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたす
ような問題を抱えていないこと。
(ク) 補助事業を遂行する上で発生する導入先との係争、トラブルについては、EdTech 事業者（補助事業者）と導入先の間で対応
し、解決すること。
(ケ) 利用者の個人情報・成績情報等を扱う場合は、それらの情報管理に責任を負い、万一事故等が起きた場合には自らの責任におい
て必要な対応が行えること。
(コ) 学校等教育機関の実態および各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドライ
ンを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。
(サ) 本実証事業完了後、定められた効果報告期間内までに、必要に応じて学校等設置者及び EdTech ソフトウェア・サービスを導入
した学校等教育機関と連携したうえで、実証事業の成果及び効果の情報を集約し事務局へ報告すること。
(シ) 本事業に係るすべての情報について、事務局から国へ報告後統計的な処理をされ匿名性を確保しつつ公表される場合があること
に同意すること。

２－３－１ 補助対象となる EdTech ソフトウェア・サービス区分
補助対象となる EdTech ソフトウェア・サービスの区分
補助対象となる EdTech ソフトウェア・サービスの大別、機能分類、概要、制約要件については以下のとおり。
この補助事業においては、児童・生徒・教職員が学習や指導のために使用する「フロント型ツール」が主な対象となる。校務支援シ
ステム等の「バックヤード型ツール」はオプション扱いとし、単独導入での申請は不可とする。また、書籍が単に電子化されただけの
閲覧以外の機能を持たない電子書籍及びデジタル教科書は本事業では補助対象外とする。

大別

機能分類

概要

学習管理・授業支援

教職員や児童・生徒間で学習データや回答・発表などを共有・管理す

（LMS）

ることで、学びの効率化や協働作業等を促すもの

制約要件

個々の児童・生徒の資質・能力を高めるために、または教職員が指導
フロント型
内容の発展や学習支援の円滑化のために用いる学習支援コンテンツ
（児童・生徒の学
（オンライン学習ツール・学習動画・EdTech 事業者が実施・提供す
びや教職員の指導

なし
学習支援コンテンツ・サービス

る遠隔授業サービス、協働学習、ドリル教材、AI 教材、プログラミン

内容の充実に直接
グ教材等）
的に有効なもの）
※動画・アニメーション等のコンテンツにおいては学校教育法第３４
条第４項等に規定する教材（補助教材）に該当するもの

発展的な学び

バックヤード型

特定の教科にとどまらない発展的な学びを促すもの

教職員の業務負担軽減や校務の統一化・標準化・業務改善など、学校

あり

内の諸業務を効率化するもの

（フロント型ツ

校務支援ツール

（児童・生徒の学
学校と児童・生徒・保護者間で使用する掲示板やチャット・SNS 等で

びや教職員の指導
環境の基盤）

コミュニケーションツール

の連絡コミュニケーションツール

ールと併せて導
入実証を行う場
合のみ対象）
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２－３－２

導入する EdTech ソフトウェア・サービスの要件

補助対象となる EdTech ソフトウェア・サービスの要件
1.

学校等教育機関の現場において児童・生徒・教職員が使用し、学習の効率化・高度化や指導内容の充実等に資する EdTech ソフ
トウェア・サービスであること。家庭学習ともシームレスな形で、活用できることが望ましい。

2.

教職員のみが用いる校務支援システムのような EdTech ソフトウェア・サービスは、児童・生徒が使用する EdTech ソフトウェ
ア・サービスと併せて導入する場合に限って補助対象とする。

3.

クラウドサービスであること。
※オンプレミスサーバー等の費用は本事業の補助対象外となる。また、マニュアルやテキスト等の補助教材制作費は EdTech ソ
フトウェア・サービスの補助手段と判断できる場合に限り補助対象として認める。

4.

導入効果の検証が可能なデータを有し、個人情報を除く統計的なデータを必要に応じて開示できること。

5.

EdTech ソフトウェア・サービスの料金形態(定価、希望販売価格)がホームページ、製品カタログに明示されているか、個別に顧
客向けの説明資料等に明示されており、事務局に提示できる状態であること。

6.

学校等教育機関の現場の実態および各種法令を踏まえた情報セキュリティの対策が確立された仕様、設計であること。

7.

事務局に対し、EdTech ソフトウェア・サービスのテストアカウントを発行できること。

8.

利益等排除の観点から、原価の算出が可能な EdTech ソフトウェア・サービスであること。

２－４

補助対象とならない EdTech ソフトウェア・サービス

本事業においては、導入実証を行う現場となる学校等教育機関において、交付申請日までに、すでに有償契約の元、利用されている
EdTech ソフトウェア・サービスは対象としない。
その上で、以下のものも対象としない。
1. 書籍が単に電子化されただけの閲覧以外の機能を持たない電子書籍、学習用デジタル教科書（学習用デジタル教科書においては
学校教育法第３４条第２項等に該当するもの）
2. 以下の形で導入される汎用的なオンライン会議システム、研修サービス
⚫ EdTech 事業者が実施・提供する遠隔授業サービスを伴わず単に汎用的なオンライン会議システム等のみを導入する場合
⚫ EdTech ソフトウェア・サービスの提供に付随しない役務提供のみのオフラインセミナー等のサービスを導入する場合
3. 一般的な汎用ソフトウェア（教育向けに開発されたソフトウェア・サービスではなく、一般的に幅広く利用が可能な文書作成ソ
フト、表計算ソフト、ドローソフト、レタッチソフト、写真加工ソフト等）
4. 特定の学校に対してフルスクラッチ開発された、普及に不向きな EdTech ソフトウェア・サービス
5. 一般的、恒常的にすでに無料で提供されている EdTech ソフトウェア・サービス
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２－５

申請類型

本事業における申請類型は下記の通り、
「A 類型」「B 類型」に区分される。
【Ａ類型】中小企業型
中小企業等の EdTech 事業者が学校等教育機関に対し、単独もしくはコンソーシアムを組んで EdTech ソフトウェア・サービス
を導入する実証事業
※校務支援ソフト等をはじめとしたバックヤード型ツールのみの導入は補助対象外となるため、校務支援ソフトを導入する実証
事業を申請する場合には、必ずフロント型ツール（直接的に児童・生徒の学びに有効なもの）の導入と併せて申請すること。

【Ｂ類型】大企業複合型
大企業の EdTech 事業者と中小企業等の EdTech 事業者で構成されたコンソーシアムが、学校等教育機関に対して EdTech ソフ
トウェア・サービスを導入する実証事業
※大企業の単独申請は不可、必ず中小企業等の EdTech 事業者とコンソーシアムを構成したうえで申請すること。

※Ａ類型同様、校務支援ソフトのみの導入は補助対象外となるため、校務支援ソフトを導入する実証事業を申請する場合には、
必ずフロント型ツール（直接的に児童・生徒の学びに有効なもの）に併せて申請すること。
なお、A 類型・B 類型ともにコンソーシアム申請を行う場合、代表申請者と申請者のいずれも、各企業ごとに
２－２－２ 申請対象となる事業者の要件を満たすことを前提とする。
※コンソーシアムに所属するすべての EdTech 事業者が導入先となるすべての学校等教育機関に対して自社で取り扱う EdTech
ソフトウェア・サービスを導入する必要がある。(EdTech ソフトウェア・サービスの導入は行わず、EdTech ソフトウェア・サ
ービスを導入・利用する際に必要なクラウドサーバーの設置、導入サポート、保守等の提供のみを実施する事業者はコンソーシ
アムを構成(もしくは所属)し申請を行うことはできない。)
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２－６

申請の制限

（１）申請回数の制限
同一の EdTech 事業者が、公募期間内に行うことができる申請件数の上限は 3 申請までとなる。詳細は下記の表を参照。
✓

１申請目に、A 類型で単独申請した場合、２申請目、３申請目に、
「A 類型で単独申請」することはできない。（下記表のケー
ス①の事。）

✓

この場合、２申請目、３申請目で、「A 類型でコンソーシアム申請」することは可能。
（下記の表のケース②の事。）

✓

また、２申請目、３申請目で、「B 類型でコンソーシアム申請」することも可能。（下記の表のケース③の事。）

✓

いずれの場合も、４申請目以降は申請不可。

ケース①

ケース②

ケース③

また、EdTech 企業が中小企業等の場合と、大企業である場合とで整理すると以下のとおり。

〈中小企業等である EdTech 企業が申請を行う場合〉
(ア) 単独で申請を行えるのは 1 申請までとなり、単独での重複申請はできない。
(イ) 単独での申請を行った上、他のコンソーシアムを構成(もしくは所属)し、単独申請とは別に最大 2 件までの申請を行うこ
とができる。
(ウ) 複数(最大で 3 つまで)のコンソーシアムを構成(もしくは所属)し、申請を行うことができる。ただし、3 つのコンソーシア
ムから申請を行った場合、単独での申請はできない。

〈大企業である EdTech 企業が申請を行う場合〉
(エ) 中小企業等を含むコンソーシアムを複数(最大で３つまで)構成(所属)して申請を行うことができる。

（２）１回の申請における学校等教育機関の数
１回の申請（
「A 類型の単独申請」
、「A 類型のコンソーシアム申請」または「B 類型のコンソーシアム申請」のいずれの場合も）
における学校等教育機関の数に制限はない。ただし、２－８ 補助率、類型、補助上限額・下限額の【導入費】で示すとおり、そ
れぞれの申請類型に応じて、「１申請あたりの補助下限額」を定めているため、留意のうえ、申請を行うこと。
また、１度申請を提出した後に、学校等教育機関の数を追加する申請はできないため、十分に調整を行ったうえで、申請を行う
こと。
複数の申請を行う（
「A 類型の単独申請」
、「A 類型のコンソーシアム申請」または「B 類型のコンソーシアム申請」の申請類型か
ら複数の申請を行うという意味）場合、同一の学校等教育機関に対し事業を実施することはできない。同一の EdTech 事業者が特
定の学校等教育機関への導入事業を複数回申請した場合、重複した申請事業における当該学校等教育機関についての事業はすべて
補助の対象外とする。(※例参照)
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※例
EdTech 事業者 A 社は
申請①：A 社単独で△△学校に対しての事業を申請
申請②：コンソーシアム A の代表申請者 A 社として△△学校に対しての事業を申請
申請③：コンソーシアム B の申請者 A 社として△△学校に対しての事業を申請
→この場合、A 社はそれぞれの申請で同一の△△学校に対して事業を行うことになっているため、すべての申請が補助事業の対
象とならない。

２－７

補助対象経費

（１）補助対象となる経費・期間
補助対象経費の費目
①ソフトウェア・サ
ービス利用費

の原価
本事業において EdTech ソフトウェア・サービスを導入・利用する際に必要

ービス導入関連サー

なクラウドサーバーの初期設置費用（あるいは初期導入費用）
、利用料等の

③ソフトウェア・サ
ービス導入関連サポ
ート費

④外注費・委託費

対象となる期間

本事業を実施するために必要な EdTech ソフトウェア・サービスの利用料金

②ソフトウェア・サ

バー費
導
入
費

内容

交付決定～
2021 年 3 月末日

原価
本事業において EdTech ソフトウェア・サービスを導入・利用する際に必要
となる児童・生徒、教職員等に対して実施される研修の費用、マニュアル作
成費、保守・メンテナンス料等のパッケージ料金から以下④および⑤の経費
を除外した経費の原価
本事業において必要となる教職員向け研修や導入サポート業務等、第三者に
外注・委託（委任）するために支払われる経費

交付決定～
事業実施期間中

EdTech ソフトウェア・サービスを導入する際に発生する宿泊費・交通費（公
⑤宿泊費・交通費

共交通機関に限る）
※導入先への移動とその宿泊費のみを対象とし、その他開発等の自社業務に
係る費用は対象外とする。

※①②③の各費目については、原価の根拠となる明細を準備し、事務局からの求めにより提出できるようにすること。
※④⑤の各費目については、経済産業省大臣官房会計課が発行する「補助事業事務処理マニュアル」に準じて証憑書類を準備するこ
と。
※③④⑤は完了報告を提出以降に発生する(完了報告時点で証憑が提出できない)経費は対象とならない。

（２）補助対象外となる経費
1. パソコンやタブレット等のハードウェアの調達や購入に係る費用
2. 水道光熱費および通信料、送料・運搬費
3. 広告宣伝費
4. 補助金申請、報告に係る人件費および申請代行費
5. リース料金
6. 公租公課（消費税等）
7. その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および補助金事務局が判断するもの

9

２－８

補助率、類型、補助上限額・下限額

補助率は、類型ごとに一律とし、補助対象経費のうち「導入費」は下記の補助上限額・補助下限額の範囲内で申請すること。

【導入費】
EdTech 事業者 または
申請類型

定義

補助率

EdTech 事業者コンソーシアム

１申請あたりの
補助下限額

あたりの補助上限額
中小企業単独
【Ａ類型】

×学校等設置者および学校等教育機関

中小企業型

２００万円×申請校数

６０万円以上

２／３
以内

中小企業等コンソーシアム

２００万円×
コンソーシアム参加社数×

×学校等設置者および学校等教育機関

１５０万円以上

申請校数

【Ｂ類型】

大企業及び中小企業コンソーシアム

１／２

大企業複合型

×学校等設置者および学校等教育機関

以内

２００万円×
コンソーシアム参加社数×

１５０万円以上

申請校数

なお、上記は 1 申請あたりの導入費の補助上限額及び下限額であり、複数校に導入する際の学校ごとの経費配分に制限はありません。
（例）
EdTech 事業者 A 社が、A 類型において単独での申請を行う。導入実証を行う学校等教育機関の数は 3 校（X 学校、Y 学校、Z
学校）とすると、その企業の補助上限額は 200 万円×３校で 600 万円。
この場合、学校ごとに児童・生徒数や EdTech 導入規模などが異なることが想定されるため、X 学校で 400 万、Y 学校で 150
万、Z 学校で 50 万円（計 600 万円）というように、各導入先の事情に合わせて金額を配分することが可能。

「宿泊費・交通費」については、上記をもとに算出した導入費の補助上限額には含まず申請することが可能だが、1 申請あたりの導入
費の補助金額の１０％または「宿泊費・交通費」の総額に補助率を乗じた額のいずれか低い方の金額を「宿泊費・交通費」においての
補助金申請額の上限とする。

【宿泊費・交通費】
EdTech 事業者 または
申請類型

定義

補助率

EdTech 事業者コンソーシアム
あたりの補助上限額

中小企業単独
【Ａ類型】

×学校等設置者および学校等教育機関

２／３

中小企業型

中小企業等コンソーシアム

以内

×学校等設置者および学校等教育機関
【Ｂ類型】

大企業及び中小企業コンソーシアム

１／２

大企業複合型

×学校等設置者および学校等教育機関

以内

※審査結果により交付決定額や補助金交付額は変わる可能性がある。
※補助金額の１円未満は切り捨てとする。
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導入費の補助金額×１０％
または

のいずれか低い方

宿泊費・交通費の総額×２／３
導入費の補助金額×１０％
または
宿泊費・交通費の総額×１／２

のいずれか低い方

２－９

事業スケジュール

各申請の具体的なスケジュールは以下の通り。
事業スケジュール（予定）
交付申請期間

交付決定

2020 年 6 月 12 日～2020 年 7 月 22 日 17:00
応募数が一定程度集まり次第審査を開始し、2020 年 7 月中旬～8 月上旬にて
順次、交付決定を実施

事業実施期間

交付決定後～2020 年 12 月 25 日 17:00

完了報告期間

2020 年 10 月上旬～2020 年 12 月 25 日 17:00

※但し、予算の執行状況よって追加の公募を行う場合がある。

２－１０

交付決定について

交付決定については、事務局から EdTech 事業者（補助事業者）に通知を行う。また、本事業ホームページにおいて、交付決定を受
けた EdTech 事業者（補助事業者）の名称を公表する。審査結果や予算執行状況の見込等により、申請額よりも減額した金額で交付決
定を行う場合がある。
※採択・不採択に関わらず審査内容・不採択理由については公表しない。

３．申請方法
３－１

事業の流れ

事業の基本的な流れは以下の通り。
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【事前準備】
① 導入先に対する EdTech ソフトウェア・サービスの導入提案
② 導入計画の協議・策定
③ 補助事業に要する経費の見積もり
【交付申請】
④ 交付申請書の作成・確認
⑤ 交付申請
⑥ 交付決定
【事業実施】
⑦ EdTech ソフトウェア・サービス導入～研修等実施
⑧ 完了報告の作成・提出
⑨ 補助金額確定・支払
【補助金交付後】
⑩ EdTech ソフトウェア・サービス導入後の継続利用(アフターフォロー)
⑪ 事業実施効果報告情報の連携
⑫ 事業実施効果報告の作成及び提出

３－２

交付申請時に必要な事項

交付申請時はオンラインフォームへの情報入力および必要書類の添付にて行う。
〈主な入力項目〉
⚫

申請を行う EdTech 事業者の基本情報

⚫

導入予定の EdTech ソフトウェア・サービスに関する情報

⚫

事業実施予定の導入先に関する情報

〈添付資料〉
以下の添付書類については pdf ファイルで用意すること。
実在証明書
事業継続確認書類
EdTech ソフトウェア・サービス
説明資料
その他

直近の履歴事項全部証明書（発行から 3 ヶ月以内のもの）
直近の法人税の納税証明書(「その 1」または「その 2」)※税務署の窓口で発行されたもの

導入予定の EdTech ソフトウェア・サービスに関する説明資料

必要に応じて事務局が指定する資料

〈コンソーシアムを構成する場合のみ必要となる書類(提出不要)〉
コンソーシアムを構成する EdTech 事業者の役割・責任・権利義務等について定める協定書
協定書等

またはそれに類する書類
※協定書は代表申請者が取りまとめの上、保管すること。
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コンソーシアムを構成する EdTech 事業者が、申請者要件及び情報セキュリティ対応状況の
申請者要件確認書及び

確認を行うための書類。様式は別途事務局が指定する。

情報セキュリティ対応状況確認書

※申請者要件確認書及び情報セキュリティ対応状況確認書は代表申請者が取りまとめの上、
保管すること。

※納税証明書は、納税した領収書ではなく納税証明書その 1 もしくはその 2 とする。必要となる添付資料は「税務署が発行」してお
り、税目が「法人税」で直近に納税されているものであることを確認した上で提出すること。
※事務局へ提出された後の応募申請については、原則、内容の差替えや変更、訂正、取り下げ等はできない。

【EdTech 事業者と、学校等設置者が共同で作成するもの】
※本年度の補助事業内容に同意したことを示す書類（事務局指定様式）
事業内容確認書

※学校等設置者のうち、補助事業についての責を負える者からの確認を得ること
ただし、やむを得ない事情により学校等設置者が事業内容確認書を提出できない場合は、学校等教育
機関の長より確認を得て提出することを認める（事務局指定様式）

※事務局指定様式は EdTech 導入補助金ホームページ等で提示する。

４．各種審査内容
学識有識者を含む関係分野の専門家で構成された外部審査委員会において審査を行い、事務局は交付申請の交付決定をする。

４

交付申請における審査内容

１） 本事業にて定義する EdTech 事業者としての要件を満たしているか
２） 本事業にて定義する EdTech ソフトウェア・サービスとしての要件を満たしているか
３） 本事業にて定義する補助事業としての要件を満たしているか
４） 総合的に、申請内容が本事業の目的・趣旨に沿ったものであるか

５．留意事項
本事業における補助事業者の留意事項は、以下の通り。
1.

交付決定前に発生している経費は補助対象経費とならない。

2.

本補助事業と同一の内容で国（独立行政法人を含む）から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けることは出来ない。

3.

提出された申請や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることが出来な
い場合がある。

4.

本事業の遂行にあたり、補助事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって
明らかにしておくこと。

5.

事務局が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助事業に係る全ての書類等の情報（※）を５年間保管し、閲覧・提出す
ることについて協力しなければならない。
（※）具体例：交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、振込受領書、領収書 確定通知 等

6.

申請情報（住所や代表者名など）に変更が生じた場合、速やかに変更申請を行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指
示があった場合は、その指示に従わなければならない。
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7.

補助金交付以降、効果報告実施期間中に廃業、倒産、事業譲渡等の変更が生じた場合、事務局へ報告を行うこと。

8.

事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局
が判断した場合、事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。

9.

事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立入検査を行う場合がある。また、立入
検査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。なお、予告の有無に関わらず調査協力が得られない場合は補助金の交付
が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。

10.

本事業に係る申請、各種手続き等に係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理すること。

11.

本事業の各種手続きにおいて登録する情報は、虚偽なく正確な情報を提出し、変更、修正の必要性等が生じた場合は速やかに事
務局に提出を行い、変更手続きを行うこと。

12.

本事業に係る大切なお知らせや各種申請の結果、通知等は原則、登録されたメールアドレス、もしくはオンラインフォーム上で
連絡する。

６．交付決定後から事業実施期間中に行うこと
６－１

契約・導入・経費計上について

原則として、経済産業省大臣官房会計課が発行する「補助事業事務処理マニュアル」に準じて必要書類を取り揃えること。
（１）契約、発注
※交付決定前の契約等は補助対象とならない。交付決定後より契約等の対応を行うこと。
※契約日や契約内容、金額に相違がないか確認すること。
（２）納品、導入
※納品日や納品内容、導入開始日に相違がないか確認すること。
（３）経費計上
※経費の詳細がわかる証憑を適切に保管管理し完了報告時に提出すること。

６－２

完了報告について

事業完了後、EdTech 事業者にて、完了報告を行うこと。また、完了報告時には以下のような証憑類を提出する必要があるため、本
事業に関わる書類については適切に保管すること。詳細な提出書類については、別途事務局から事前に指定することとする。
・学校等設置者、学校等教育機関が作成する、当該補助事業における EdTech 事業者ならびに EdTech ソフトウェア・サービス選
定理由書
・EdTech ソフトウェア・サービスの納品書の写し
・EdTech ソフトウェア・サービスの導入先の学校等教育機関等の受領書の写し
・外注費、委託費における契約書、納品書等の写し
・交通費、宿泊費のチケット、領収書等の写し

６－３

事業実施効果報告について

EdTech 事業者は、事業完了後３年間、以下の項目について継続報告を行うこと。
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このとき、事業完了後の 1 回目の報告については、導入実証事業の現場となった学校等設置者・学校等教育機関の協力のもと、
EdTech 事業者が取りまとめの上で報告を行うこと。
ただし、導入実証事業を実施した学校等教育機関において継続利用がなされない場合などは、継続報告の一部を免除する。

（１）EdTech 事業者が作成する必要のある報告事項
EdTech ソフトウェア・サービスの導入状況および導入計画の報告（導入予定または導入実施済みの学校等設置者数または学校
等教育機関の数・当該 EdTech ソフトウェア・サービスの売上高等）
（２）上記（１）のために学校等設置者・学校等教育機関が協力する必要がある報告事項
⚫

本実証事業に参加した学校等教育機関における成果、課題等アンケート結果等

⚫

EdTech ソフトウェア・サービスの今後の導入計画等

※具体的な項目や様式については別途事務局から事前に指定することとする。

以下、事業実施効果報告対象期間及び事業実施効果報告期間とする。
EdTech

学校等設置者・

事業者

学校等教育機関

２０２１年４月以降～

報告必要

協力必要

２０２１年４月１日～２０２２年３月末日

２０２２年４月以降～

報告必要

―

２０２２年４月１日～２０２３年３月末日

２０２３年４月以降～

報告必要

―

報告回

事業実施効果報告対象期間

事業実施効果報告期間

第１回

交付決定日～２０２１年３月末日

第２回
第３回

７．各種お問い合わせ
７－１

本事業ホームページ

先端的教育用ソフトウェア導入実証事業事務局 ポータルサイト

URL：https://www.edtech-hojo.jp

７－２

お問い合わせ先

先端的教育用ソフトウェア導入実証事業 コールセンター
お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

TEL: 0570-783-223
IP 電話等からのお問い合わせ先：042-303-1488
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７－３

関連事業リンク

参考：未来の教室 ～learning innovation～

URL：https://www.learning-innovation.go.jp/
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改訂内容
・令和２年 4 月 6 日
P.10 2-9 公募期間内、応募申請期間を修正
・令和２年５月２日
新コロナウイルス感染症対応による一部制度変更に伴う改訂版公開
・令和２年５月１１日
P.6

2-3-2 導入する EdTech ソフトウェア・サービスの要件内、1 の表記を訂正

・令和２年５月１２日
P.11 2-9 事業スケジュール内、完了報告期間を修正
P.12 3-2 交付申請時に必要な事項内、
〈コンソーシアムを構成する場合のみ必要となる書類(提出不要)〉を更新
・令和２年 5 月２５日
P.10 2-8 補助率、類型、補助上限額・下限額内、導入費の表下に例を追記
P.11 2-9 事業スケジュールを更新
P.12 3-2 交付申請時に必要な事項内、添付資料の事業継続確認書類から決算書を削除
・令和 2 年６月２日
P.3

2-1-1 補助対象となる事業内に 5 項を追記

P.10 2-10 交付決定についてを更新
・令和２年６月４日
P.11 2-9 事業スケジュール内、交付申請期間を修正
・令和２年６月 25 日
P.12 2-1-1 補助対象となる事業内の「4. 」を更新
P.12 3-2 交付申請時に必要な事項（添付資料）内のテストアカウントにかかわる資料を削除
P.13 3-2 交付申請時に必要な事項内、添付資料の事業内容確認書の説明を追記
・令和２年６月 26 日
P.13 3-2 交付申請時に必要な事項内、添付資料の事業内容確認書の説明を修正
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