
令和４年１１月８日更新

建設ＤＸ加速化事業費補助金Ｑ＆Ａ集

Ｎｏ． 質問 回答
１ 実施要領第４条で示す「補助対象事業」とは？ 同条で示す「次に掲げるもののうちいずれか一つ以上を導入する事業をいう。ただし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるもの

に限る。」を指し、「それらを導入すること」が「事業」です。

２ 実施要領第４条第１項第１号の１）から４）、及び第２号の１）から２）で示す機器等について、補助対象となる具体的な仕様は？ 秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものが補助対象となります。

３ 事業完了後の実績報告内容が、補助金交付対象として相応しくない場合の措置は？ 秋田県財務規則第二百五十九条により、補助金の返還措置となる場合があります。

４ 実施要領第４条第１項第１号の３）又は４）に、次のものは該当するか？
・３）の機器を用いて取得した点群データの不要点の削除や密度変更をする点群処理ソフトウェア。これは、４）のソフトウェアを用いて設計データを
作成する上で使用するもの。また、出来形評価等を行う上で用いることも出来る。

同号にあるとおり、その補助対象事業は「～～事業をいう。ただし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものに限る。」として
います。
例えば、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事（土工）実施要領（実施編）の１の１－３に示す５つの段階のうち「①３次元起工測量」、「②３次元設計データ
作成」、「④３次元出来形管理等の施工管理」等の段階で、一般的に点群処理ソフトウェアが用いられます。
ついては、点群処理ソフトウェアの導入は、質問にある３）又は４）の導入と併せて行うことかつその仕様が秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用
できるものであることを条件に補助対象事業として認めます。

５ 実施要領第４条第１項第１号の１）に、次のものは該当するか？
・例えば、「従来機器に取り付けることでＩＣＴ施工を可能とする後付け機器（ただし、それのみではＩＣＴ施工の機能を実現できず、別途自動追尾型
トータルステーションを利用することでＩＣＴ施工の機能を実現できるもの。）」における「自動追尾型トータルステーション」。

この場合、「自動追尾型トータルステーション」のみでは１）に該当しません。ＩＣＴ施工の機能を実現できるよう「従来機器に取り付けることでＩＣ
Ｔ施工を可能とする後付け機器＋自動追尾型トータルステーション」のセットである必要があります。

６ 実施要領第４条第１項第１号の１）に関する補助対象経費には、機器の取付費以外に、機器の使用方法の習得のための導入指導により発生する費用は含
まれるか？

実施要領第５条第１項第１号にあるとおり、それに関する補助対象経費は「購入費（機器の取付費を含む）」としています。ついては、機器の使用方法
の習得のための導入指導により発生する費用は含まれません。

７ 実施要領第５条第２項第１号の解釈は？
建設ＤＸ加速化事業費補助金の対象経費として認められないのは、「国や地方公共団体等が交付する補助金等の対象（制度上）と重複する場合」、「国
や地方公共団体等が交付する補助金等の対象（制度上）と重複し、かつ重複して申請した場合」のどちらか。

「国や地方公共団体等が交付する補助金等の対象（制度上）と重複し、かつ重複して申請し、さらに重複して交付を受ける場合」は、建設ＤＸ加速化事
業費補助金の対象経費として認められません。なお、補助金交付決定後や補助金交付後であっても、秋田県財務規則第二百五十九条により補助金の返還
措置となる場合があります。

８ 実施要領（様式第３号）収支予算書について、補助金の金額の項目は、補助金上限の１５０万円以内で任意の額を記入することは正か？ 補助金上限の１５０万円以内で任意の額を記入するのではなく、実施要領第６条、募集要項「４補助対象事業」、同「５補助対象経費」をご確認の上根
拠を持った額を記入してください。

９ 実施要領（様式第３号）収支予算書の注１で示す「内訳を記載した書類（様式任意）」の「内訳」は何を指すか？ 例えば、機器の購入においては、「機器の購入費」や「当該機器の取付費」等の内訳を想定しています。

１０ 実施要領（様式第３号）収支予算書では、収入と支出の金額を一致させなければならないか？ 実施要領（様式第３号）収支予算書では、収入と支出の金額を一致させなければなりません。

１１ 実施要領第４条第１項第１号の１）から４）、及び第２号の１）から２）で示す機器等について、導入により補助対象となる上限台数は？（例：ＵＡＶ
５台）

一度の交付における台数制限はありません。なお、補助金の上限額及び交付回数は実施要領第６条をご確認ください。

１２ 「従来建機に取り付けることでＩＣＴ施工を可能とする後付け機器」のみならず、「新規のＩＣＴ建機」も、実施要領第４条第１項第１号の対象か？ 同号の２）の対象です。

１３ 補助金交付の回数は無制限か？ 実施要領第６条にあるとおり、交付回数は１建設業者（又は１建設コンサルタント等）につき１回です。なお、募集要項「５補助対象経費」にあるとお
り、Ⅰ型とⅡ型の両方で補助金の交付申請をした場合、そのうちの一方の事業にかかる経費は交付対象となりません。

１４ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第１１条にある普及啓発活動に次の２つはそれぞれ該当するか？
（１）社内の職員向けに開催する操作研修の実施
（２）県等が主催するＩＣＴ研修等への受講者としての参加

（１）は、同業他社等向けの技術研修会や講習会等として認められるため、左記の普及啓発活動に該当します。しかし（２）は、たとえ関連する内容の
研修等であっても、普及啓発活動（発信する立場としての活動）として認められないため、左記の普及啓発活動に該当しません。

１５ 補助金請求にあたり根拠資料（契約書や納品書等）は不要か？ 建設ＤＸ加速化事業費補助金交付要綱第８条にあるとおり、補助金の請求は、請求書に請求すべき根拠を証明する書類を添付するものとしています。

１６
（欠番）

１７ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第２号）事業計画書の「１　事業の概要」内「事業実施期間」の記入方法は？ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第１０条にあるとおり、事業期間は「知事が補助金交付決定の通知をした日から、補助事業者が補助事業を完了する日と補
助金交付決定通知をした年度の２月２８日のいずれか早い日まで」としています。
左記様式の「始期」には申請日から１４日後以降の年月日を記入してください。また、「終期」には見込まれる事業完了年月日（機器等の納入が完了す
る日）を記入してください。

１８ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第１号）建設ＤＸ加速化事業採択申請書は、押印無しで良いか？ 良い。

１９ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第２号）事業計画書の「２　具体的内容、実施スケジュール」内「仕様・性能」は、例えば「ＩＣＴ建機」の場合は
どの程度の情報を記入すべきか？

マシンコントロール／マシンガイダンスの別、ＧＮＳＳ／ＴＳの別、３Ｄであること等を記入してください。

２０ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）収支予算書の「１　収入」の表は、予算の内訳を記入することで良いか？（「収入」というタイトルに違和
感を覚える。）

予算の内訳を記入することで良いです。例えば合計１，０００万円の場合、「補助金」が１５０万円で、「自己資金」が８５０万円等。

２１ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）収支予算書の「１　支出」の表には、例えば「ＩＣＴ建機導入（購入）」の場合、購入費を一行に記入する
ことで良いか？また、その場合は「注１」にある内訳書を付ける必要があるか？

その場合は、購入費以上の内訳がないのであれば「注１」にある内訳書を付ける必要はありません。ただし、例えば部品毎に内訳がある場合等はその限
りではありません。

２２ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の１）に該当するか否かの判断基準として、同号にある「秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用で
きる仕様」の仕様確認早見表等があれば提供願う。

仕様確認早見表等はありません。秋田県ＩＣＴ活用モデル工事実施要綱や秋田県ＩＣＴ活用モデル工事実施要領等をご確認ください。

２３ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の４）及び同第２号の２）にある３次元設計ソフトウェアの補助対象範囲について、同４条に「秋田県
ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものに限る。」とあるが、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事実施要綱第４条にある工種のいずれかで、
かつ同２条にある段階のいずれかを行うにあたって利用する３次元設計ソフトウェアが本補助制度の対象か？

建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の４）及び同第２号の２）にある３次元設計ソフトウェアは、Ⅰ型、Ⅱ型とも、秋田県ＩＣＴ活用モデ
ル工事実施要綱第２条にある「②３次元設計データの作成」の段階で使用できるものを指します。ただし、①から⑤までの段階においてデータの互換性
が必要であることや、後段階で使用できる必要があること等を踏まえ、「秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものに限る。」と
しています。
なお、②の機能のみならずその他の複数の機能を併せ持つソフトウェアについては、②の機能にかかる費用のみが補助対象となります。ついては、建設
ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）収支予算書等でその内訳を示してください。複数の機能が密接な関係にあり内訳を作成することが出来ない場合
は、一式を補助対象とする場合があります。
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Ｎｏ． 質問 回答
２４ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第５条第１項の１）及び２）より、３次元設計ソフトウェアの購入費には補助事業の実施期間にかかる当該ソフトウェアの

使用料を含むことがわかる。この使用料とは月額使用料、年額使用料等のことか？
弊社の製品は買切り販売であり、別途年間で「保守代金」を頂いている。毎月のアップデートや、年に１回のバージョンアップ、問合せサポート等が
サービスとして含まれる。これらも使用料の対象となるか？

３次元設計ソフトウェアを適正に使用する上で必要な保守代金は、使用料として認めます。ついては、建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）収支
予算書等で保守代金の内訳を示してください。ただし、問合せサポートは電話やメールによるものとし、人材派遣によるサポートは含みません。
なお、使用料にかかる経費の算出方法は、令和４年度建設ＤＸ加速化事業募集要項「５　補助対象経費」をご確認ください。

２５ 建設ＤＸ加速化事業費補助金（概要）及び建設ＤＸ加速化事業実施要領第５条第２項第１号に、「国や地方公共団体等が交付する補助金等の対象である
経費に該当する場合は補助対象経費として認めません（要約）」とあるが、中小企業向けの税制との併用ができない、という認識でよいか？

中小企業向けの税制との併用については、その制度をご確認ください。

２６ 機器及び３次元設計ソフトウェアの導入方法は買取りのみならずリース契約も対象か？ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の１）～４）及び同第２号の１）～２）にある機器等の導入について、同第５条第１項第１号及び第２
号にあるとおり、３次元ソフトウェアの購入費には、補助事業の実施期間にかかる当該ソフトウェアの使用料を含みます。　　　
なお、使用料にかかる経費の算出方法は、令和４年度建設ＤＸ加速化事業募集要項「５　補助対象経費」をご確認ください。

２７ ３次元設計ソフトウェアにかかる補助は、本体料金のみならず３次元設計ソフトウェアの保守料金（アップデートやバージョンアップ、電話問合せな
ど）や導入後のＩＣＴデータ作成操作費用（訪問しての操作説明）も対象か？

３次元設計ソフトウェアを適正に使用する上で必要な保守代金は、使用料として認めます。ついては、建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）収支
予算書等で保守代金の内訳を示してください。ただし、問合せサポートは電話やメールによるものとし、人材派遣によるサポートは含みません。
なお、使用料にかかる経費の算出方法は、令和４年度建設ＤＸ加速化事業募集要項「５　補助対象経費」をご確認ください。

２８ 補助金の採択結果はいつころ発表か？ 「選定する旨の選定通知」は、採択申請通知を受けた日から約１週間以内での発出を予定しています。

２９ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の３）又は４）に、「ＵＡＶ等データを点群化する目的のｓｆｍ処理ソフトウェア」は該当するか？ 同号にあるとおり、その補助対象事業は「～～事業をいう。ただし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものに限る。」として
います。
例えば、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事（土工）実施要領（実施編）の１の１－３に示す５つの段階のうち「①３次元起工測量」、「②３次元設計データ
作成」等の段階で、一般的に点群化ソフトウェアが用いられます。
ついては、質問にあるソフトウェアの導入は、質問にある３）又は４）の導入と併せて行うことかつその仕様が秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活
用できるものであることを条件に補助対象事業として認めます。

３０ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の３）又は４）に、「ＬｉＤＡＲ機能搭載の端末」は該当するか？ 同号にあるとおり、その補助対象事業は「～～事業をいう。ただし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものに限る。」として
います。
令和４年３月３１日国土交通省策定「ＩＣＴの全面的な活用の推進に関する実施方針」の「別紙３０　ＩＣＴ活用工事（土工（１，０００ｍ３未満））
実施要領」では、質問にある端末を出来形管理で用いることができることとして定めていますが、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事では工種として「土工
（１，０００ｍ３未満）」を定めていません。
ついては、質問にある端末の導入は、補助対象事業として認めません。

３１ （Ｎｏ．１７の補足）
建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第２号）事業計画書の「１　事業の概要」内「事業実施期間」の記入方法は（補助対象経費が使用料の場合）？
併せて、同要領第１０条に示す事業期間の考え方は？

建設ＤＸ加速化事業実施要領第１０条にあるとおり、事業期間は「知事が補助金交付決定の通知をした日から、補助事業者が補助事業を完了する日と補
助金交付決定通知をした年度の２月２８日のいずれか早い日まで」としています。
左記様式の「始期」には申請日から１４日後以降の年月日を記入してください。また、「終期」には見込まれる事業完了年月日（ソフトウェア等の納入
が完了する日）を記入してください。ただし実際の導入においては、交付決定日前に注文又は契約したものを補助対象として認めませんので留意してく
ださい（同実施要領第５条第２項第２号参照）。
また、補助対象経費が使用料の場合は、３次元設計ソフトウェア等の納入が完了する日からリース等期間が始まることから、事業完了年月日は「リース
等期間の終期」とすることができます。
＜＜補助対象経費が３次元設計ソフトウェア等の使用料の場合の事業実施期間の例＞＞
　・始期：令和４年７月２９日（申請日から１４日後以降の年月日）
　・終期：令和５年２月２８日（リース等期間全体（～令和６年６月３０日）のうちの、事業期間内のリース等期間）

３２ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）事業計画書の「１　収入」の合計欄は税抜きとすべきか？ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）事業計画書の「１　収入」の合計欄は税抜きとしてください。

３３ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）事業計画書の「１　収入」、「２　支出」のそれぞれには、補助対象となる部分のみを記載すべきか？
例えば、「機器購入費（補助対象）＋取付け費（補助対象）＋人材派遣を伴う指導料（補助非対象）」の見積書を添付する場合を想定した回答をいただ
きたい。

補助対象となる部分のみを記載して下さい。
例えば、「機器購入費（補助対象）＋取付け費（補助対象）＋人材派遣を伴う指導料（補助非対象）」の見積書を添付する場合であっても、「１　収
入」、「２　支出」のそれぞれには、補助対象となる部分のみを抜粋して記載して下さい。

３４ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）事業計画書の「注１」で示す「書類（任意様式）」は、提出必須か？ 建設ＤＸ加速化事業実施要領（様式第３号）事業計画書の「２　支出」の表のみで内訳まで確認でき、かつ「注２」で示す見積書により内訳根拠が確認
できる場合は、「注１」で示す「書類（任意様式）」は提出不要です。

３５ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号において、「遠隔臨場で用いるタブレット」は補助対象外か？ 「遠隔臨場で用いるタブレット」は対象外です。

３６ ＣＡＤソフトウェアはどのような性能であっても、建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の４）及び同第２号の２）の「３次元設計ソフト
ウェア」に該当するか？

建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の４）及び同第２号の２）にある３次元設計ソフトウェアは、Ⅰ型、Ⅱ型とも、秋田県ＩＣＴ活用モデ
ル工事実施要綱第２条にある「②３次元設計データの作成」の段階で使用できるものを指します。ただし、①から⑤までの段階においてデータの互換性
が必要であることや、後段階で使用できる必要があること等を踏まえ、「秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものに限る。」と
しています。
当該ソフト自体で編集・作成したデータを直接的にＩＣＴ活用できるものではない（秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様でない）場合
は、その対象となりません。ただし、他の製品とセットで利用することでＩＣＴ活用できる（秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であ
る）ことが明確な場合は、両製品を導入することで補助対象として認めることは可能です。

３７ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第１１条にあるＩＣＴ普及啓発活動は、不特定多数の来場者に向けた技術展開は該当になるか。 それが発信する立場としての活動であれば該当になります。ただし、同条にあるとおり、ＩＣＴ普及啓発活動は「補助事業者（補助対象事業者として選
定された者）」が実施するものです。実施の時期についてはご注意ください。

３８ 現在位置の横断形状をリアルタイムに生成・表示させる機能等を有すモバイル端末は、建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の１）から４）
までのいずれかに該当するか？

他の製品とセットで利用することでＩＣＴ活用できる（秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様である）ことが明確な場合（※）は、両製
品を導入することで補助対象として認めることは可能です。
（※）例えば、次の３製品をセットで利用することで建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号の１）と同等の仕様を満足できる場合等
　・質問にあるモバイル端末
　・従来建機に取り付ける製品
　・自動追尾型トータルステーション
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建設ＤＸ加速化事業費補助金Ｑ＆Ａ集

Ｎｏ． 質問 回答
３９ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第７条にある採択申請の内容（具体的には、様式第２号に記載する「購入する機器等の名称や仕様・性能」や、様式第３号

に添付する見積書の内容等）を、その後変更することは可能か？
建設ＤＸ加速化事業費補助金交付要綱第３条及び第４条にあるとおりです。
採択申請から補助金の交付申請までに導入機器等に変更が生じることを想定していません。（交付要綱様式第１号では、「採択申請書に添付した事業計
画書、収支予算書を添付する」ことになっています。）
補助金の交付決定以降の導入機器等の変更は、補助事業者が提出した補助事業の変更承認申請書（交付要綱様式第２号）に対し、知事より補助事業変更
承認書（交付要綱様式第７号）の通知がされた場合は事業の変更が認められます。

４０ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号１）に、転圧管理システム（ロードローラに取り付ける後付け機器）は該当するか？ 同号にあるとおり、その補助対象事業は「～～事業をいう。ただし、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事の実施に活用できる仕様であるものに限る。」として
います。
例えば、秋田県ＩＣＴ活用モデル工事（土工）実施要領（実施編）では１の１－４の④の（２）で「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理」が規定さ
れています。質問にある機器による施工（品質管理）がこれに該当する場合、それを導入することを補助対象事業として認めます。

４１ 建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号１）にある「～後付け機器」と併せて従来建機を導入する場合、その両方が補助対象経費に該当する
か？

その従来建機に建設ＤＸ加速化事業実施要領第４条第１項第１号１）の「後付け機器」を取り付けることでＩＣＴ建機としての仕様、機能を満足する場
合、同号２）の「ＩＣＴ建機」と同等として扱うこととし、その総額が補助対象経費に該当します。

４２ 採択申請及び交付申請に関する提出様式等の記載例を明示願う。 記載例を以下のＨＰに掲載しています。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/63601

４３ 令和４年４月１１日から６月３日までに採択申請した者と、令和４年６月２１日以降に新規採択申請した者とで、その後の工程にどのような違いがある
か？

募集要項＞６及び「Ｑ＆Ａの別紙１」を参照下さい。

４４ 補助対象事業「Ⅲ型」は、例えば次のとおり複数の交付を受けることは可能か？

【例１】３事務所等がそれぞれ１５０万円ずつ
　・秋田県内の本店で１回（１５０万円）
　・秋田県内の支店Ａで１回（１５０万円）
　・秋田県内の支店Ｂで１回（１５０万円）

【例２】３事務所等の合計が１５０万円
　・秋田県内の本店で１回（１００万円）
　・秋田県内の支店Ａで１回（２０万円）
　・秋田県内の支店Ｂで１回（３０万円）

例１、例２ともに不可能です。
上限額及び交付回数は、実施要領第６条のとおり「上限１５０万円　１建設関連リース会社等につき１回」であり、ここで１建設関連リース会社等は
「１法人」を意味します。
従って、１建設関連リース会社等（１法人）が複数の事務所等（本店、支店Ａ、支店Ｂ等）を有する場合は次のとおりとなります。

「１法人の２つ以上の支店等から応募があった場合、交付は上限まで計１回のみ」

【例１】３事務所等がそれぞれ１５０万円ずつ
　・秋田県内の本店で１回（１５０万円）←交付可○
　・秋田県内の支店Ａで１回（１５０万円）←交付不可×
　・秋田県内の支店Ｂで１回（１５０万円）←交付不可×

【例２】３事務所等の合計が１５０万円
　・秋田県内の本店で１回（１００万円）←交付可○
　・秋田県内の支店Ａで１回（２０万円）←交付不可×
　・秋田県内の支店Ｂで１回（３０万円）←交付不可×

４５
（新規）

交付要綱第６条により「補助事業完了後１５日以内又は当該年度２月２８日のいずれか早い日まで」に実績報告を行う必要がある。ここで、機器等の納
入は補助事業期間の終期までに終えるが（納品書の日付は補助事業期間の終期までだが）、代金の振込みをその翌日以降に行う（代金の振込みの日付及
び領収書の日付がその翌日以降となる）見込みである。
この場合の取扱いは？

代金の振込みの日付及び領収書の日付も事業期間内である必要があります。（「発注書」、「請求書」、「納品書」、「領収書」の日付及び「代金を振
り込んだ日」、は全て事業期間内である必要があります。）
補助事業が予定の期間内に完了しないと見込まれるときは、交付要綱第３条第１項第３号及び交付要綱第３条第４項により、補助事業実施状況報告書
（様式第４号）を提出する必要があります。
なお、補助事業期間は令和５年２月２８日を過ぎることが出来ないため、当初の事業計画で補助事業期間の終期を令和５年２月２８日とする場合は特に
ご注意ください。

また、補助事業期間の終期を待たずに実績報告を提出することは可能です（次の例を参照ください）。

【例】当初の事業計画では補助事業期間を令和４年９月１日～令和５年２月２８日としていたが、事業が早期に完了したため（例：納品後の領収書の日
付：令和４年１１月３０日）、令和４年１１月３０日に実績報告を行うことが可能です。この場合、実績報告の際に各種様式に記載する事業期間は、令
和４年９月１日～令和４年１１月３０日となります。

４６
（新規）

導入機器の支払いにあたっては、補助事業者が導入機器販売会社等へ直接その代金を支払うことが一般的と考えるが、補助事業者が第三者を介して導入
機器販売会社等へ支払う（第三者は導入機器販売会社等に一括で全額を支払うが、補助事業者は第三者へ割賦払いする。）場合で、割賦払いが完了する
までの期間は導入機器の所有権を第三者が持つ場合は、この補助の対象となるか？

補助事業者は、事業期間内に導入機器の所有権を得ることが必要です。
質問の場合で、事業期間内に割賦払いを終えず所有権を得ることが出来ない場合は、補助対象となりません。

※「交付要綱」は、「建設ＤＸ加速化事業費補助金交付要綱」を指します。
※「実施要領」は、「建設ＤＸ加速化事業実施要領」を指します。
※「募集要項」は、「令和４年度建設ＤＸ加速化事業募集要項」を指します。
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