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中小製造業のデジタル化を加速する
IT 投資への補助金活用のすすめ
オフィス・キートス
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の基本ソフトについては中小企業でも広く活用が
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進んでいる一方で、電子文書（注文書・請求書な
ど）
や受発注情報管理、グループウェアなどのツー

近年は AI やクラウド、IoT を活用した新しい

ルはまだまだ普及が進んでいないことがわかる。

IT ツールがどんどんリリースされており、今後は

また、売上規模別で「IT ツールが十分利活用さ

5G の普及も進んでますます活用のバリエーション

れている」と回答した企業の比率では、売上規模

が増えることが予想される。製造業の中小企業に

が小さくなるほど IT ツールの活用割合が低下する

おいても、業務効率化、生産性向上のための近道

という結果が出た。ここから売上規模が大きい企

の 1 つがデジタル化の推進であることに疑いの余

業は IT ツールを積極的に活用して売上げをより伸

地はない。

ばし、IT に投資する余力が少ない小規模企業は売

しかし一方で、IT ツールの導入が容易に進まな

上げが伸び悩む、という現状が見えてくる。

い現実を身をもって実感されている経営者・管理

では、中小企業における IT ツール導入を阻む要

者各位も多いことと思う。そこで、中小企業庁が

因は何だろうか？ 「IT の導入・利用を進めよう

まとめた「2018 年版中小企業白書」から、中小企

の調査結果を見ると、
「コ
とする際の課題」
（図 2）

業のデジタル投資事情について見てみよう。

ストが負担できない」
「導入の効果がわからない・

まず、中小企業における IT ツールの利活用状況

評価できない」が、複数回答ながら 30％を超えて

（図 1）を見ると、Word、Excel、電子メールなど

いる。また「従業員が IT を使いこなせない」
「IT
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十分利活用されている
限定的な利活用にとどまっている
導入済みだがほとんど利活用されていない
未導入・非該当

無回答

55
一般オフィスシステム（Word、Excel など）

55.9

電子メール

26.0

54.1

給与・経理業務のパッケージソフト

25.2

40.3

調達、生産、販売、会計などの
基幹業務統合ソフト（ERP など）
電子文書（注文・請求書）での
商取引や受発注情報管理（EDI など）

21.5

0

25.4

18.5

グループウェア（スケジュール・
12.2
業務情報共有やコミュニケーション）

20.8

22.0
15.7

5. 1

2.6

4.7 12.1 4.0
31.7

2.8
3.7

3.2 10.8 4.0

45.4
50.7
61.2

4.5
5.0
5.1
5.8
100（%）

資料：全国中小企業取引振興協会「中小企業・小規模事業者の経営課題に関するアンケート調査」
（2016 年 1 月）
出典：「2018 年版中小企業白書」第 2‑4‑1 図
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IT 導入・利用の課題
（n＝3,806）
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コストが
導入の効果が 従業員が
業務内容に
IT 導入の
適切な
課題は
個人情報 技術、ノウハウ
負担できない わからない､
IT を使い 合った IT 技術や 旗振り役が アドバイザーなど 漏洩の の流出のおそれ 特にない
評価できない こなせない
製品がない 務まるような
がいない
おそれがある
がある
人材がいない
資料：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング㈱「人手不足対応に向けた生産性向上の取組に関する調査」（2017 年 12 月）
（注）1．複数回答のため、合計は必ずしも 100％にならない
2．「その他」の回答は表示していない
出典：「2018 年版中小企業白書」第 2‑4‑11 図

導入の旗振り役が務まるような人材がいない」も

た中小企業にとっては、事業のステップアップに

それぞれ 20％程度の回答を集めており、費用対効

補助金制度を活用するのは有効な手だ。

果と人材面の 2 点が課題であることがわかった。

基本的に、これらの補助金の申請には電子申請
用のアカウント「gBizID」＊ 1 のプライム登録が必

IT 投資に活用しや
投
投資に活用しやすい補助金
やすい補助金 3 選

要となる（小規模事業者持続化補助金のみ紙での提
出も認められる）。ID の取得には印鑑証明と必要

同白書では「中小企業全体での IT ツール利活用

事項を提出してから 2 〜 4 週間かかるので、申請

水準の底上げのためには、特に規模の小さな企業

を考えている場合は早めに手続きしておくことを

において IT 利活用が進むことが期待される」と

おすすめする。

まとめており、結果として IT ツールの導入を後押
しする補助制度がここ数年で強化されてきた。特
に例年実施されてきた中小企業・小規模事業者向
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けの 3 つの補助金が、2020 年から「生産性革命推

今般の新型コロナウイルス感染症の影響は産業

進事業」として通年公募になったのは大きい。3

界や生活様式を一変させたが、補助金制度にも大

年にわたって毎年複数回の締切りが設けられるよ

きな変化がもたらされた。一番大きな変更点が、

うになり、設備投資計画が立てやすくなった。IT

「厳しい状況に負けずに成長する企業への支援」と

ツールの導入費用や導入支援の専門家費用も補助

いう名目で、2020 年に予定されていた生産性革命

対象に含まれ、IT 投資にも活用しやすい制度にな

推進事業の 3 補助金に「事業再開支援パッケージ」

っている。
【生産性革命推進事業】

として「コロナ特別枠」と「事業再開枠」が
（図 3）
設けられたこと。これらの特例は年度内の公募に

①ものづくり補助金……補助上限額 1,000 万円

継続して適用される見込みだ。それぞれの制度の

② IT 導入補助金……補助上限額 450 万円

詳細を見てみよう。

③小規模事業者持続化補助金……補助上限額
100 万円

まず「特別枠」は 3 補助金共通で、
「新型コロナ
ウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響

まだまだ導入のハードルが高い面もあることと

を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者の

思うが、IT ツールを適切に活用できれば社内業務

方向け」に特別枠を設け、一定の申請要件を満た

の標準化、効率化、合理化が進むのは間違いない。 した場合に各補助事業の補助率または補助上限を
申請の手間などはあるが、経営リソースが限られ
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引き上げる制度。具体的には特別枠の申請要件
（図
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