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IT導入補助金2020
通常・特別枠共通

令和2年6月4日

ー 概要説明 ー
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◇ソフトウェア費、導入関連費（オプション・役務費用）
◇ハードウェアは対象外（C類型のみ1年分のハードウェアレンタル費用が補助対象）
◇当社の登録ITツールは別紙「ITツール一覧.xlsx」参照

◇中小企業・小規模事業者等に限定（大企業の子会社等も対象外）
◇建設業の場合：資本金3億円以下、または従業員300人以下

１．補助金概要
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補助対象者

補助対象経費

類型・補助率・要件・効果報告期間等

※ITツール導入コンサルティング費用（税抜7万円）は別途必要＝補助対象外 2020/6/4～補助対象に変更

類
型

補助申請額
補助
率

ﾌﾟﾛｾｽ
数

甲乙丙
要件

賃上げ
目標

遡及
申請

ﾊｰﾄﾞｳｪ
ｱﾚﾝﾀﾙ

効果報
告期間

A 30万～150万未満 1／2 1 なし 加点項目 不可 不可 3年間

B 150万～450万 1／2 4 なし 必須要件 不可 不可 3年間

C-1

30万～150万未満

3／4 1

甲のみ
加点項目

可 選択可 3年間

150万～450万 必須要件

C-2

30万～300万未満
乙 or 丙

加点項目

300万～450万 必須要件

◼ 当社のITツールでは「B類型」「C-1類型」の対応は不可（以下、当該類型の説明省略）

◼ 「A類型」又は「C-2類型」で対応をご検討ください。



２．概要（必要業務プロセス）
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A類型

青枠内から１つ以上の業務
プロセス

B類型

※当社の登録しているITツールではB類型の要件
を満たすことができませんのでご注意ください。

青枠内から4つ以上の業務
プロセス

C類型

青枠内から1つ以上の業務
プロセス



C類型の場合、公募開始前であっても、遡及申請可能期間（2020年4月7日以降）
に契約したものは補助の対象

甲：サプライチェーンの毀損への対応
乙：非対面型ビジネスモデルへの転換
丙：テレワーク環境の整備

３．概要（補足説明）
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甲・乙・丙の目的に資するITツールについて

賃上げ目標の要件について

以下の要件をすべて満たす事業計画を策定し従業員に表明

✓ 給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる
✓ 事業場内最低賃金を地域別最低陳儀＋30円以上の水準にする

増加目標が達成できなかった場合、補助金の返還を求められる可能性あり

遡及申請可能期間について

【C類型の申請要件】
・甲乙丙に対応するITツールを1つ以上
・当該ITツールの経費が全体の1/6以上



４．概要（判別チャート）
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類型判定チャート



５．概要（申請要件：重要項目のみ）
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GビズIDプライムアカウントが必須

「SECURITY ACTION」の「★一つ星」の取得

労働生産性の伸び率（数値目標）：1年後３％以上、3年後９％以上

交付申請の内容 ⇒ IT導入支援事業者を含む第三者の総括的な確認を受けること

賃上げ目標 ⇒ 従業員への表明 P5に記載の内容

✓ GビズIDプライムの作成：https://gbiz-id.go.jp/top/

✓ IT導入補助金利用の場合は「暫定プライムアカウント」利用可
（申請書・印鑑証明書を省略、24時間以内に発行可能）
※部署名に「IT導入補助金」を記載
詳細：https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/r1_gbizid_modification.pdf

✓ 交付申請画面上「情報セキュリティ5か条」に✔することによる対応で可
✓ 「SECURITY ACITON」での登録は不要

✓ 加点要件：A類型、C類型（150万未満）
✓ 必須要件：B類型、 C類型（150万超）

✓ コレ重要！
✓ 交付申請時の「総括的な確認欄」に「自社名」を記入し不採択となる事例が多発

当社では記載内容を確認できない項目のため、
担当者のフォローが必要不可欠です。

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://www.it-hojo.jp/r01/doc/pdf/r1_gbizid_modification.pdf


６．概要（審査項目：重要項目のみ）
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審査項目

指標 課題

売上高増加率 売上拡大

営業利益率 原価低下を目的とした
原価管理等

生産性 労働時間の短縮等

経営診断結果上の課題はどうか？

課題に沿った交付申請書を作成
（期待する効果、事業計画等）

各設問には
「前向きな回答」を記入

労働生産性の向上率は高いほうがよい・・・？
（3年間の効果報告があるので注意）



７．概要（加点項目・減点措置：重要項目のみ）
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加点項目 類型 備考

導入ITツールとしてクラウド製品を選定

ABC共通

対応製品：ITツール一覧.xlsx参照

〃 テレワーク対応製品を選定 対応製品：ITツール一覧.xlsx参照

〃 インボイス制度対応製品を選定 当社対応製品なし

賃上げ目標（事業計画）⇒ 従業員に表明
A・C（150万未満）：加点
B・C（150万超） ：必須

給与支給総額：年率1.5%以上増加
地域別最低賃金+30円以上の水準

加点項目

減点措置

過去3年間に類似の補助金（H28年度補正、H29年度補正、H30年度二次補正IT導入補助
金）の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。



８．コンソーシアム登録フロー
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登録申請フロー 経営企画課 担当者 販売店

1.アカウント申請
Mailでアカウント申請

送付先：cst-consortium@cstnet.co.jp

件 名：コンソーシアム登録申請
本 文：
・販売店名
・販売店連絡先メールアドレス

（↑この連絡先にアカウント情報を通知）

構成員登録番号通知

登録番号：JLskzF3VtB

2.アカウント発行 アカウント発行

ID/PWの設定

構成員ポータルで情報登録
・登録番号：CST担当者から連絡
・ログインID ：任意のID

・パスワード ：任意のPW

（IT導入補助金事務局よりアカント発行を通知）

登録申請

3.ID/PWの設定

4.登録申請
構成員ポータルで情報入力・必要書
類の添付
【必要書類】IT導入支援事業者登録の手

引きP22～参照
・履歴事項全部証明書（3ヶ月以内）
・法人税納税証明書（その1又はその2）

5.採択結果通知 採択結果通知
採択結果通知

（IT導入補助金事務局より採択結果を通知）

（経営企画課より採択結果を通知）

6.協定書への捺印 協定書（2部）への捺印

＜協定書の送付先＞
仙台本社 経営企画課 今井 宛

協定書への捺印依頼

mailto:cst-consortium@cstnet.co.jp


９．事業スケジュール
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一次公募
（臨時対応）

2次締切分 3次締切分 4次締切分 5次締切分

交付申請期間
3/13(金)～

3/31(火)17:00
5/29(金)17:00 6/12(金)17:00 6/26(金)17:00 7/10(金)17:00

社内〆切
（2営業日前）

－ 5/27(水)18:00 6/10(水)18:00 6/24(水)18:00 7/8(水)18:00

交付決定日 4/30(木) 6/末＜予定＞ 7月以降 7月以降 8月以降

事業実施期間
（IT導入・実績報告等）

9/30(水) 12/末＜予定＞ 後日案内 後日案内 後日案内

補助金
交付申請

審査
補助金

交付決定

ITツール導入

代金支払
実績
報告

補助金
支払い

※補助金の交付決定前の契約・受注は厳禁！
補助金を受けることができなくなります。

■2020年度の公募期間中は１申請のみ（特別枠含む）
■「不採択」「取下げ」の場合は再度の交付申請可能

gBizID
プライム
の取得



10．交付申請に必要な書類
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法人の場合（以下の2つ両方）

個人事業主の場合（以下の3つ全て）

◇実在証明書：履歴事項全部証明書（発行から3ヶ月以内のもの）
◇事業継続確認書類：税務署の窓口で発行された法人税の直近の納税証明書

（「その１」もしくは「その２」）

◇本人確認書類：（有効期限内の）運転免許証もしくは運転経歴証明書もし
くは住民票（発行から3ヶ月以内のもの）

◇事業継続確認書類１：税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納
税証明書（「その１」もしくは「その２」）

◇事業継続確認書類２：税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え

※以下、事務局へ確認済
「新規事業者等で納税証明書を取得することができない場合は、納税の事実を
確認できないため補助金を申請することはできない。」



11．交付申請フロー
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1.事前準備

お客様 担当者 経営企画課 支社長 事務局

Web

GビズIDの取得

https://gbiz-id.go.jp/top/

暫定プライムアカウント推奨

必要書類の準備

・履歴事項全部証明書
・納税証明書

商談

2.申請マイ
ページ招待

↓

開設

Excel 交付申請_入力シート

Sheet「①招待」入力 招待手続き

ポータル

メール通知

Excel

Sheet「②交付申請」
Sheet「③事業計画」
Sheet「③補助金情報」
をそれぞれ入力

交付申請_入力シート

送付先：cst-consortium@cstnet.co.jp

件 名：申請マイページ招待
添 付： ①2020交付申請_入力シート.xlsx

申請マイページ開設

マイページ

・GビズID/PWでログイン

交付申請

マイページ

・必要書類の添付

3.交付申請
入力フォロー

交付申請の確認
提出

送付先：cst-consortium@cstnet.co.jp

件 名：交付申請
添 付： ①2020交付申請_入力シート.xlsx

②ITツール見積書

追加入力

・事業計画
・ITツール情報
・補助金情報

ポータル

最終確認

「入力完了」
ボタンを押下

4.賃上げ計
画等入力

ポータル

マイページ

賃上げ計画数値等入力

入力フォロー

担当者経由でお客様へ連絡

提出完了
携帯電話に送信されるSMSによる認証

（建築：石川課長）

https://gbiz-id.go.jp/top/

