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平成２５年度補正予算 地域力活用市場獲得等支援事業 

専門家派遣「補助金申請サポート」に係わる謝金関係について 

 

０．事業フロー図と各様式の説明について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 

様式３：委嘱状  様式４：就任承諾書  様式５：派遣専門家情報届出書 

様式６－１：補助金申請サポート申請書  様式７－１：補助金申請サポート実施報告書 

様式８：専門家派遣業務従事証明書    様式９：旅費請求書 
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１．支援先について 

※他の契約に係る勧誘行為は禁止し、本事業で規定した支援を実施すること 

 

以下の補助金の申請資格を有する小規模事業者（※）等の方を対象に支援します。 

 ①ものづくり・商業・サービス革新事業（新ものづくり補助金） 

 ②商店街まちづくり事業（まちづくり補助金） 

 ③地域商店街活性化事業（にぎわい補助金） 

 ④創業補助金 

※ ②、③については、商店街は小規模事業者を含んでいますので、全ての方が対象とな

ります。 

※ ④については、創業希望者（これから創業する方）も支援対象となります。 

※ 小規模事業者：従業員が２０人以下（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業は除く）の

場合は５人以下）の法人・個人事業主の方 

様式名 書類名 
発行元 

  ⇒提出先 
詳細 

様式３ 委嘱状 パソナ 

⇒専門家 

本事業で初めての派遣支援が決まっ

た専門家に対して、全国商工会連合

会に代わり、パソナが発行する書類 

様式４ 就任承諾書 専門家 

⇒パソナ 

本事業の専門家としての就任を承諾

する旨、専門家に記入頂く書類 

様式５ 派遣専門家情報届出書 専門家 

⇒パソナ 

連絡先や銀行口座等、本事業の専門

家として活動するに必要な情報を記

載する書類 

様式６－１ 補助金申請サポート申請書 支援を受ける者

⇒パソナ 

申請サポートを希望する者が、パソ

ナに対して提出する書類。 

様式７－１ 補助金申請サポート実施報告書 専門家 

⇒パソナ 

支援を完了した専門家が、パソナに

対し支援内容を報告する書類 

様式８ 専門家派遣業務従事証明書 支援を受けた者

⇒専門家    

  ⇒パソナ 

申請サポートの支援を受けた者が、

専門家の支援時間等を証明する書類 

様式９ 旅費請求書 専門家 

⇒パソナ 

申請サポートを実施するに際し、発

生した旅費を請求する書類 
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参考：小規模事業者（支援先）の定義 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

 

①製造業その他の業種および卸売業、小売業、サービス業の業種分類は、 

日本標準産業分類に基づく。 

 

②本事業では、従業員の数に会社役員（従業員との兼務役員は除く）および個人事業主本

人は含めない。また、以下のいずれかに 該当する者は、パート労働者として、常時

使用する従業員の数には含めない。 

・日々雇い入れられる者、２か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務

に４か月以内の期間を定めて雇用される者（ただし、所定の期間を超えて引き続き雇

用されている者は除く）。 

・所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の従業員（※）の所定労働時間に比べ

て短い者 

 

 ※「通常の従業員」について 

    本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の従

業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用

を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総

合的に勘案して判断することになる。 

    例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹的

な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、そ

の従業員より所定労働時間が短い従業員（１日または１週間の労働時間およ

び１か月の所定労働日数が、通常の従業員の４分の３以下である）はパート

タイム労働者とする。 

  

③小規模事業者のうち、発行済み株式の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有する等

の「みなし大企業」に該当する事業者は、派遣対象者から除く。 

 

 

２．謝金について 

＜謝金支出基準＞ 

謝金の額は、１時間あたり５，１５０円（税込み）とし、１回当たり上限を２時間

とします。 
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なお、国又は地方自治体から人件費の補助金等を受けている者については、謝金の

対象となりません。 

 

＜支援時間に係る謝金計算＞ 

①   １分 ～  ９０分： ５，１５０円（税込み） 

② ９１分 ～ １２０分：１０，３００円（税込み） 

 

＜謝金対象となる時間＞ 

支援先に直接相談を行った時間が対象になります。 

 

＜謝金対象とならない時間＞ 

① 移動時間。 

② 休憩時間。 

③ 自宅、事務所での支援に付随する業務の時間。 

④ 本事業に関する報告書類を作成した時間。 

⑤ 電話等、間接的にサポートを行った時間。 

⑥ 不備、未提出等により従事証明書（様式８）にて証明されていない時間。 

⑦ 派遣先中小企業の業務の代行が目的となる（支援）時間（ホームページの作成や

借入申請書の作成、就業規則の作成他）。 

 

 

３．旅費支出基準について 

  旅費は、専門家の主たる活動拠点（※）から用務地までの間の、最も経済的な通常の

経路及び方法、日程により内国旅行した場合の旅費により計算します。 

ただし、用務上の必要又は天災、その他やむを得ない事情に因り最も経済的な通常の

経路又は方法によって旅行し難い場合には、その状況に応じた経路及び方法によって

計算します。旅費は、日当、宿泊費、交通費とします。 

尚、旅費の対象は、内国旅行に限るものとします。 

 

  ※派遣専門家情報届出書（様式５の４.主たる活動拠点 旅費精算起点）で申告頂いた

住所になります。 

 

 

４．日当について 

日当は宿泊を伴う業務の発生した日に限り、１日当たり２，２００円を支給します。 

宿泊に伴う出張でも業務の発生しない日（前泊・後泊の移動日）は、支給しません。 

※日帰り業務の日当は支給しません。 
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５．宿泊について 

宿泊費は、１泊９,８００円とする（領収書は不要）。尚、宿泊地は、支援を実施 

する事業所までの移動時間・交通手段を踏まえ選定して下さい。 

※下記条件をいずれか一つでも満たせば、宿泊可能となります。 

①前泊は、 7:30以前に活動拠点の最寄駅を出発する必要がある場合。 

②後泊は、22:00以降に活動拠点の最寄駅に到着する場合。 

 

 

６．交通費について 

次の基準のほか、国の旅費規程に準じて支給します。 

 

＜鉄道運賃＞ 

① 乗車運賃 

② 特急料金（利用区間が片道１００ｋｍ以上の場合に限る） 

鉄道運賃の計算は指定検索サイト（ジョルダン、ヤフー）を使用します。 

運賃は、原則として、以下ア、イの条件にて算出された最も経済的な通常の 

経路の金額となります。 

ア、活動拠点の最寄り駅から用務先の最寄り駅にて検索（経由先は設定なし） 

イ、検索時間の設定は支援開始 15分前、支援終了 15分後にて検索 

例）活動拠点：大宮 用務先：東京 支援時間：12:00～14:00 

往路検索：大宮から東京 到着時間 11:45 

復路検索：東京から大宮 出発時間 14:15 

バス併用等複数の交通手段を利用した場合は、時刻表や乗車時間を確認し、 

検索時間を設定。 

 

※例外：片道１００ｋｍ未満であっても、下記条件をいずれか一つでも満たせば、 

特急列車利用料金をお支払します。 

・特急列車又は高速船を利用しないと業務に支障を来たす場合。 

・在来線又は普通船を利用するよりも所定時間が 30分以上短縮される場合。 

・特急列車又は高速船を利用することにより前泊後泊が不要となる場合。 

・急病その他これに準ずるやむを得ない事情がある場合。 

必ず事前に事務処理機関にご相談をお願い致します。 

（別添 1：片道１００ｋｍ未満の特急列車利用又は高速船利用理由書と領収書添付が必須） 

    ※領収書は原紙で、かつ宛名には登録専門家名をお願いします。 
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③ 指定席料金（利用区間が片道１００ｋｍ以上の場合に限る） 

     ※通算１００ｋｍ以上ではなく、各々の区間で１００ｋｍ以上であることが 

必要となります。また、グリーン席は対象外です。 

 

※区間の考え方(Ａ駅とＣ駅の距離が１００ｋｍ以上の場合) 

 

Ⅰ.の場合は対象になり、Ⅱ.の様に２区間の場合は対象外となります。 

 

 

Ⅰ. 

 

 

 

Ⅱ. 

 

 

※ＪＲご利用で片道６０１ｋｍ以上の場合は、往復割引運賃の支払いとなります。 

必ず事前に確認をしていただき往復割引切符を利用して下さい。 

 

＜航空賃＞ 

支払った旅客運賃（ただし、普通席に限る）。 

領収書・航空機の搭乗券（チケットレスの場合、搭乗証明書等）の添付が必須 

となります。 

 （別添２：領収書貼付用紙に領収書・搭乗券の添付が必須） 

   ※領収書は原紙で、かつ宛名には登録専門家名をお願いします。 

 

＜船賃＞ 

支払った旅客運賃（ただし、普通席に限る）。高速船等も利用可能な場合も、原則

は、普通船のみとする。 

  領収書の添付必須。 

   （別添２：領収書貼付用紙に領収書の添付が必須） 

   ※領収書は原紙で、かつ宛名には登録専門家名をお願いします。 

 

※例外：下記条件をいずれか一つでも満たせば、高速船運賃をお支払します。 

・特急列車又は高速船を利用しないと業務に支障を来たす場合。 

・在来線又は普通船を利用するよりも所定時間が 30分以上短縮される場合。 

・特急列車又は高速船を利用することにより前泊後泊が不要となる場合。 

・急病その他これに準ずるやむを得ない事情がある場合。 

A駅 C駅

A駅 C駅B駅で乗継

1区間

ノンストップ

1区間 1区間

2区間



 9 

 

必ず事前に事務処理機関にご相談をお願い致します。 

（別添 1：片道１００ｋｍ未満の特急列車利用又は高速船利用理由書と領収書添付が必須） 

   ※領収書は原紙で、かつ宛名には登録専門家名をお願いします。 

 

＜車賃＞ 

バス・タクシーを利用した場合、その実費相当額を支給します。 

タクシーについては、下記条件のいずれか一つに該当すれば、タクシー利用可能と

します。 

①公共交通機関が極端に少ない場合  

②タクシー以外の公共交通機関による移動では、業務に支障をきたす場合 

③タクシーを利用することで前泊後泊が不要となる場合 

タクシー利用の請求可否の確認は、事前に事務処理機関にご連絡下さい 

（別添２：領収書貼付用紙に領収書の添付が必須）。 

※領収書は原紙で、かつ宛名には登録専門家名をお願いします。 

 

＜私有車の業務使用＞ 

①私有車の業務使用は専門家派遣業務として、必要最低限な場合に限ります。 

②私有車を業務使用した場合、全路程（一日ごとの経路を全て合計）通算し 

１ｋｍにつき３７円を支給します(1ｋｍ未満の端数は切り捨てる）。 

例）往路３．５ｋｍ＋復路３．７ｋｍ＝合計７．２ｋｍ⇒７ｋｍ 

（1ｋｍ未満切捨て） 

      ⇒７ｋｍ×３７円＝２５９円の支払いとなります。 

③有料道路料金、高速道路料金、駐車場料金は、支払い対象外となります。 

④インターネット上の経路検索サイトで計測し、計測結果のうち最短時間の経路に

対応する距離を採用します。実際の経路とは異なる場合がありますのでご了承下さ

い。 

   ※事務局で検索するので、「旅費請求書」の移動距離は記載不要です。 

※検索サイトはグーグルを使用します（検索出来ない場合は、ナビタイム、 

ヤフー等を使用します）。 

 

 

＜レンタカーの業務使用＞ 

離島地域など、公共交通機関が無い、又は本数が少なく、タクシーを利用したので          

は不経済である場合には、当該レンタカーの利用料金の実費相当額を支給します。

（別添２：領収書貼付用紙に領収書の添付が必須） 

※領収書は原紙で、かつ宛名には登録専門家名をお願いします。 
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７．報告書の提出について 

謝金、旅費の支払いには、以下①～③（必要に応じ④⑤）の報告書類の提出が必要

となります。 

①実施報告書（様式７－１） 

②旅費請求書（様式９） 

③業務従事証明書（様式８） ※捺印済みの原紙を郵送下さい。 

④「片道１００ｋｍ未満の特急列車利用又は高速船利用理由書」（別添１） 

⑤「領収書貼付用紙」（別添２） 

※旅費については「6.交通費について」を必ず確認願います。条件を満たし、必要

証明書が手配可能な場合に限り支払対象となります。 

 

支援終了次第、事務処理機関に報告書類のご提出をお願いします。 

 

なお、謝金及び旅費の総額に対し、所得税１０．２１％（復興特別所得税を含む。）を

源泉徴収します。振込口座は、原則個人口座とするが、やむを得ず法人口座を指定し

た場合であっても、同様に源泉徴収を行います。また、法人口座を指定した場合は、

同意書（別添３）を提出して頂きますので、予めご了承下さい。 

 

※郵便料金等について、書類提出に際し、事務処理機関では負担いたしませんので自

己負担でお願いします。 

※メールを使用する際添付書類には、必ずパスワードを設定し、送付先のメールア 

ドレスのお間違いのないよう確認をお願いします。 

 

 

８．謝金・旅費のお支払いについて 

  当月（1 日～末日間）の謝金・旅費の支払いは、翌月５営業日迄に報告書類を事務処理

機関へ提出した報告分（前月 1 日～末日間）を計算し、２５日（２５日が土曜日・日曜

日・祝日あるいは金融機関の休日である場合はその前日）にご指定の金融機関の口座に

お振込みします。 

 

（謝金・旅費のお支払いの流れ） 

☆当月 ⇒ 当月（1日～末日間）の報告書類を事務処理機関にお送り下さい。 

     ※当月分は、支援終了次第、事務処理機関へ書類の提出をお願いします。

  

  

☆翌月５営業日 ⇒ 前月（1 日～末日間）の支援実績の報告書類が翌月５営業日迄
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に不備なく事務処理機関に届いたものがお支払いの対象となり

ます。   

           ＊事務処理機関で謝金・旅費の計算をします  

   

☆翌月の２５日  ⇒ ご指定の金融機関に謝金・旅費のお振込みを行います。 

 

※必要な提出書類の未着または不備があった場合は、それらの未着・不備等が解消さ

れ、事務処理機関にて確認ができた段階で事務処理を開始します。次回の振込みと

なる場合もありますのでご了承下さい。 

 

 

★注意事項★ 

年度末（平成２７年２月支援分-最終支援日２月２８日予定）の最終締切日は、平成２

７年３月６日 17:00 となります。期限以降の報告・到着書類分は謝金のお支払はでき

かねます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本手引きについて 

 

※本手引きについては、変更が生じる可能性があります。 

版数 作成日（改定日） 内容 作成者 

1.0 2014/4/01 初版配布 株式会社パソナ 

    

    

    

    

 


	専門家派遣「補助金申請サポート」手引書
	＜謝金支出基準＞
	３．旅費支出基準について
	７．報告書の提出について
	８．謝金・旅費のお支払いについて

