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IT導入補助金2020の概要



中小企業生産性革命推進事業
令和元年度補正予算案額 3,600億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

事業イメージ
事業目的・概要
中小企業は、人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の
適用拡大、賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり相次ぐ制度変更に
対応することが必要です。

 このため、中小企業基盤整備機構が複数年にわたって中小企業の生産性向
上を継続的に支援する「生産性革命推進事業（仮称）」を創設し、中小企
業の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT
導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施します。

当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。なお、積極的な賃上
げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者は優先的に支援します。

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後３年以内
に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が９％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が4.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、販路開拓及び生産性向上を支
援し、販路開拓につながった事業の割合を80%とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後３年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の９％以上向上を目指します。

中小
企業等

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3501-3922

（使い勝手向上のポイント）
• 通年で公募し、複数の締め切りを設けて審査・採択を行うことで、予見可能性を高め、十
分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・事業実施することが可能になります。

• 補助金申請システム・Jグランツによる電子申請受付を開始します。
• 過去３年以内に同じ補助金を受給している事業者には、審査にて減点措置を講じることで、
初めて補助金申請される方でも採択されやすくなります。

民間
団体等

定額
補助

補助
(1/2等)

※事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金＋
30円以上」を満たすこと等を申請要件とします。（持続化補助金及びIT導入補助金の一部事業者は加点要件）

※要件が未達の事業者に対して、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合や、付加価値額が向上せず賃上げ
が困難な場合を除き、補助金額の一部返還を求めます。

【基幹業務①】補助事業の一体的かつ機動的運用
①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率:中小1/2 小規模2/3）
中小企業等が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス
の改善に必要な設備投資等を支援します。
②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助額：～50万円、補助率:2/3 ）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支
援します。
③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円、補助率1/2）
中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の
付加価値向上に資するITツールの導入を支援します。

【基幹業務②】先進事例や支援策の周知・広報
生産性向上に関する中小企業の先進事例を収集し、上記以外の支援
策とともに、ホームページ等で幅広く情報発信します。

【基幹業務③】相談対応・ハンズオン支援
制度対応にかかる相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内外の事
業拡大等にかかる専門家支援やIT化促進支援を提供します。
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IT導入補助金の登場人物と役割 ※昨年度のもの

IT導入補助金事務局

• 制度の構築、申請内容
の確認、検査を行う

IT導入支援事業者
• 申請者／補助事業者に対してITツール
を販売し、サポートを行う

• IT導入補助金事務局に事業者登録・
ITツール登録を行う。

補助金申請者
(中小企業・小規模事業者等)

• 補助金申請・審査・採択・交付決定を
経て、ITツールの契約・購入を行い、補
助金を受け取る

各種指導

補助金交付

補助金申請

・ITツールの購入
・補助金申請の相談
・補助事業支援要請
・アフターサポート要請

・ITツールの販売
・補助金申請サポート
・補助事業支援
・アフターサポート



「サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）」の概要

１．補助対象事業者

• 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革、
被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、中小企業・小規模
事業者等が生産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するための事
業費等の経費の一部を補助することにより、生産性向上を図ります。

日本国内で事業を行う中小企業、小規模事業者
（飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

２．補助対象ツール
補助金事務局があらかじめ認定した「IT導入支援事業者」が登録するITツールが対象です。
⇒補助金HPに登録されるITツールが対象です。 ※ハードウェアは対象外

対象となるITツールの例：
 日々の経理を効率化する会計ソフト
 顧客情報等を一元管理するクラウドシステム
 職員間のコミュニケーション・システム
 3DCADなどの設計・図面作成ソフト
※導入サポート（使用方法のレクチャー）や相談費用も補助対象です。

⇒バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得などのための汎用的なITツール導入にかかる経費の一部を補助します。



「サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）」の概要
• 中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革、
被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等）等に対応するため、中小企業・小規模
事業者等が生産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するための事
業費等の経費の一部を補助することにより、生産性向上を図ります。

４．申請方法
 IT企業の皆様は、IT導入支援事業者としての登録、
提供されるITツールの登録を行っていただきます。

 ITツールや、国の補助金申請等の手続に詳しくない方
でも、本事業で登録されたIT導入支援事業者が、IT
ツールの説明、申請・導入・運用方法等のサポートを
行います。

 申請や実績報告は電子申請で行います。

５．昨年度（2019年度）の事業スケジュール
2019年4月15日 IT導入支援事業者の登録開始
2019年4月19日 ITツールの登録開始
2019年5月27日 一次公募開始
2019年7月17日

～8月23日 二次公募

３．補助率等
類型 補助上限額（補助下限額） 補助率 対象経費の区分
A類型 150万円（30万円） 2分の1 ソフトウェア、クラウド利用費、

専門家経費等B類型 450万円（150万円） 2分の1



申請要件、加点要件（令和2年1月時点※変更の可能性有り）

申請要件 加点要件（追加の可能性有り）
中小企業・小規模事業者等を基本とし、以下の要件のいず

れも満たす者。
ただし、IT導入支援事業者は補助対象者に該当しません。

・本事業を実施する事業者の労働生産性（※1）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
と同等以上の生産性向上を目標とした事業であること。
（※1）労働生産性とは、付加価値額（＝売上－原価）/（従業員数× 1 人当たり勤務

時間（年平均））により算出された値 を言う。

・事務局があらかじめ認定した「IT導入支援事業者」が登録する
ITツール（ソフトウェア、サービス等）等を導入する事業であるこ
と。

・申請締切日前12ヶ月以内に同一事業（令和元年度補正
サービス等生産性向上IT導入支援事業）の採択決定及び交
付決定を受けた事業者ではないこと。

①３年間、給与支給総額を年率平均1.5％以上増加させる計画を
有し、従業員に表明していること。
（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に取り組む場合は、年率平均
1％以上増加させる計画）

②３年間、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円以上の水準とする計画を有し、従業員に
表明していること。

Ａ類型

減点要件

①申請時点において、過去3年間に、類似の補助金（平成28年度
補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正
サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正
サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サー
ビス等生産性向上IT導入支援事業）の補助金の交付を受けた
事業者は、審査上の減点措置を講じる。

⇒過去のIT導入補助金の交付を受けた事業者は減点となる。



申請要件、加点要件（令和2年1月時点※変更の可能性有り）

申請要件
中小企業・小規模事業者等を基本とし、以下の要件のいずれも満たす者。ただし、IT導入支援事業者は補助対象者に該当しません。

①本事業を実施する事業者の労働生産性（※1）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
生産性向上を目標とした事業であること。
（※1）労働生産性とは、付加価値額（＝売上－原価）/（従業員数× 1 人当たり勤務時間（年平均））により算出された値 を言う。

②事務局があらかじめ認定した「IT導入支援事業者」が登録するITツール（ソフトウェア、サービス等）等を導入する事業であること。

③申請締切日前12ヶ月以内に同一事業（令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業）の採択決定及び交付決定を受けた
事業者ではないこと。

④３年間、給与支給総額を年率平均1.5％以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること。
（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に取り組む場合は、年率平均1％以上
増加させる計画）

⑤３年間、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円以上の水準とする計画を有し、従業員に表明して
いること。

⑥上記④及び⑤については、小規模事業者及び取引価格が公的に定められている取引が太宗を占めると想定される事業者（保健医療機関、
保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉法人、更生保護法人、学校等）は除く。

Ｂ類型

減点要件

①申請時点において、過去3年間に、類似の補助金（平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービ
ス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性
向上IT導入支援事業）の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。

⇒過去のIT導入補助金の交付を受けた事業者は減点となる。



申請要件、加点要件（令和2年1月時点※変更の可能性有り）

加点要件（追加の可能性有り）

小規模事業者及び取引価格が公的に定められている取引が太宗を占めると想定される事業者が対象です。

①３年間、給与支給総額を年率平均1.5％以上増加させる計画を有し、従業員に表明していること。
（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に取り組む場合は、年率平均1％
以上増加させる計画）

②３年間、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円以上の水準とする計画を有し、従業員に表明し
ていること。

Ｂ類型



昨年度との違い
• 事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5％以上向上」、「事業場内最低賃金
が地域別最低賃金＋30円以上」を満たすこと等を申請要件（一部事業者は加点要件）として
います。

• 電子申請については、電子申請システム「Jグランツ」を利用して申請いただくことになります。
電子申請にあたっては、GビズID【gBizプライム】の取得が必要です。

【給与支給総額、事業場内最低賃金の要件】
A類型の申請事業者、小規模事業者、取引価格が公的に定められている取引が太宗を占めると想定
される事業者（保健医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉法人、更生保護法人、
学校等）は、要件の適用除外となり、加点要件となります。

⇒B類型の申請事業者のうち、小規模事業者・取引価格が公的に定められている取引が太宗を占め
ると想定される事業者以外の事業者については、本要件は申請要件となります。

【電子申請について】
電子申請に利用できる「GビズID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証シス
テムです。GビズIDのうち、「gBizプライム」でIDとパスワードを取得することで、補助金の電子申請が可
能となります。ただ、申請から取得まで2～3週間を要するため、早めに申請のご準備をお願いします。
（参考URL）

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191224003/20191224003-1.pdf
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導入したITツール
・主な機能 ：受発注、原価管理・業務管理、

財務・会計管理

・クラウドで即時に業績を可能に。月次の経
営管理資料作成日数を5日間削減。
・各種精算データを会計システムに入力す
る作業が2時間から0に。今後社員が増
加しても作業量は増加しない見込み。

ITツールの導入／活用事例（過去の採択事例）

・主な機能：コミュニケーション、顧客管理、
人事シフト、原価管理・業務管理

・バレエ教室と学習塾を併設。予約管理
や生徒の出欠をITツールで管理。
・業務効率化により、授業やレッスン内容
の充実化や保護者との連絡が円滑化す
る等、サービス向上に寄与。

導入したITツール

学習業

・主な機能：販売・店頭、顧客管理、

建設業

導入したITツール

・3次元パース（画像）での施主へのわかり
やすい提案や顧客情報管理によるサービス
の向上を実現。
・企画設計についても、これまでの業務比

10％以上の効率化を図ることが可能に。

士業
・顧客情報の一元管理、システム間の円滑
なデータ連携により、データの入力関連の
業務が効率化。
・税務届出書類の確認、作成、提出が電
子化され、業務効率化を実現。

導入したITツール
・主な機能：コミュニケーション、販売・店頭、決済、

顧客管理、原価管理・業務
管理、財務・会計管理

清掃業
・売上計上漏れの防止や請求回収漏れの防
止、事務と営業の情報共有の円滑化によ
る作業時間の短縮を実現。
・事業計画作成を通じ、経営課題を発見。生産性
向上に係る社員の意識改革にも寄与。

・主な機能：顧客管理、受発注、原価管理・
業務管理

導入したITツール

製造業
・2日要していた給与計算と管理帳票の
作成が数時間程度の作業となり、大幅
な業務効率化。
・残業時間の即時把握が可能となり、残
業時間削減の意識向上に寄与。

導入したITツール
・主な機能：コミュニケーション、人事シフト、

原価管理・業務管理、給与

介護業
・転記等の2重作業が解消し、請求業務に係
る時間が1割に。
・作業時間短縮により、新規事業へ注力する
余裕が生じるとともに、顧客訪問前の職員と
ヘルパーとの情報共有も充実。

・主な機能：顧客管理、原価管理・
業務管理、財務・会計管理

導入したITツール （イメージ：請求システム画面）

保育業
・帳票の作成、確認時間短縮(園長60分/
月、保育士1名130分/月の削減)
・登降園、出退勤の集計作業時間の短縮

(園長120分/月、保育士1名75分の削
減)

導入したITツール
・主な機能：コミュニケーション、顧客管理、

人事シフト、原価管
理・業務管理

医療業
・予約、顧客/財務管理の一括管理、自
動入力による効率化を実現（1患者当
たり1分削減）。
・入力ミス解消により、訂正に係る作業時
間を削減（1件10分程度） 。

導入したITツール
・主な機能：予約、顧客管理、原価管理・業務管

理、財務・会計管理

（イメージ：カルテ画面）

・原価率の見える化を通じて、仕入れ価格
の削減に努める等、経営の体質改善を
実現。
・Excelで管理していた給与計算を効率化
（手書きで半日→1時間）

導入したITツール
・主な機能：決済、顧客管理、原価管理・業務管理、

財務・会計管理、給与

飲食業 宿泊業

・主な機能：予約、顧客管理、原価管理・業務管
理、財務・会計管理

導入したITツール

・手書きの予約台帳をスタッフ全員に配ってい
たが、予約、会計管理、顧客情報等の情報
をタブレットでスタッフ間において共有するIT
ツールを導入。
・導入後3年間で売上35％増を実現。



参考情報

近畿経済産業局ホームページで、過去のIT導入補助金の活用事例を紹介しています。

http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/service/seisansei_jirei.html

→右のQRコードから閲覧できます。

【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 産業部 サービス産業室 （TEL 06-6966-6053）

セミナーや補助金情報をメールマガジンで定期的に配信しています。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/dbc/pub/kansai01/merumaga_form03/create/input
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