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令和２年度第三次補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業

低感染リスク型ビジネス枠（特別枠：C・D類型）について

１－２ 特別枠（C・D類型）について

令和２年度第三次補正サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（ＩＴ導入補助金） 低感染リスク型

ビジネス枠（以下「特別枠C類型・D類型」という。）では、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続

している中で感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図り、中小企業のポストコロナに向けた経

済構造の転換・好循環を実現させるため、令和２年度第一次・二次補正で措置した特別枠を改編

し、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向

上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務の非対面化に

取り組む中⼩企業・小規模事業者等の積極的なＩＴ導入を優先的に支援します。

同時に執行する令和元年度補正（令和三年度繰越）ＩＴ導入補助金の通常枠（A類型・B類型）とは、

制度等に一部異なる点があるため、注意してください。

遡及（さかのぼり）申請可能期間について

特別枠に限り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下において、交付決

定後に実施する事業に加え、可及的速やかに実施された事業に対しても支援を行うべきであると

いうことから、原則である下記①のケースに加え、特例として下記②の遡及（さかのぼり）申請の

ケースも、補助対象事業として認めます。

① 交付決定日以降に補助対象事業を実施するケース

事務局に登録されたＩＴ導入支援事業者及びＩＴツールの中から、ＩＴツールを選定し、交付決定日

以降に事業（契約・納品・支払い）を実施するケース。

② 遡及（さかのぼり）申請可能期間中に補助対象事業を実施するケース

一刻も早い業務形態の非対面化の必要性の理由から公募開始前の遡及申請可能期間（２０２

１年１月８日（金）以降から交付決定前までの期間）に、ＩＴツール導入についての契約を実施し、そ

の後、補助事業者による交付申請までの間に当該ＩＴツールとそれを提供するＩＴ導入支援事業者

が事務局に登録されたケース。

つまり、２０２１年１月７日（木）以前に実施された事業は、補助対象外となるため注意してください。

本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企

業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改

善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたＩＴツールを導入する補助

事業者に対し、当該ＩＴツールの導入費用の一部を補助するものです。

１ 事業内容 １－１ 補助対象となる事業
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特別枠においては、業務の非対面化に資するツール（非対面化ツール）の導入を前提に、
「C類型（低感染リスク型ビジネス類型：複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し
複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業）」と「D類
型（テレワーク対応類型：テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数の
プロセスの非対面化を行うことを目的とした事業）」に申請する事業を補助対象とします。

１－３ 特別枠（C・D類型）で要件となるITツールについて

非対面化ツールとは

事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低

減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換（業務形態の

非対面化）に資する、労働生産性の向上を目的としたＩＴツールをいいます。

ITツール登録時に、非対面化を実現するITツールであることを申告し、非対面化ツールとし

てITツール登録されている必要があります。

連携型ツール（連携型ソフトウェア）とは

業務の非対面化を前提とし異なるプロセス間での情報共有や連携を行うことで補助事業者

の労働生産性の向上に寄与するものです。

単一ツールにより複数プロセス間の連携をするものや、複数ツールで構成され複数プロセ

ス間の連携を可能とするものを、事前に連携ソフトウェアとして事務局へITツール登録する

必要があります。

※交付申請時に申請するITツールで連携させるものではありません。事前にITツール登録を

行ってください。

クラウド対応ツールとは

国が推進するソフトウェアの「クラウド化」に資するＩＴツールです。

ソフトウェアのプログラムが提供事業者が用意するクラウドサーバーで稼働するもの（いわゆ

るSaaS）や、自社で用意したプライベートクラウド等で稼働するＩＴツールが該当します。

D類型では申請の必須要件となります。D類型で申請するには、ITツール登録時に、クラウ

ド対応しているITツールであることを申告し、クラウド対応ツールとしてITツール登録されて

いる必要があります。（A,B,C類型では加点項目となります。）
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補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限
額・下限額の範囲内で補助をします。
申請類型によって補助対象経費、補助率、補助金申請額が異なります。

※ 補助金は、事務局から補助事業者に直接支払います。
※ 補助金額の１円未満は切り捨てとします。

１－４ 補助対象経費及び補助率、対象類型、補助上限額・下限額

・ 交付決定時の類型は変更できません。実績報告時に補助金申請額の変更があった場合も、交付決定時の
類型の責務が課されます。

類型 補助金申請額 補助率 補助対象 補助対象経費の考え方 導入ツール要件

A類型
３０万～

１５０万未満

B類型
１５０万～

４５０万以下

C-1類型
３０万～

３００万未満

C-2類型
３００万～

４５０万以下

D類型
３０万～

１５０万以下

上記AB類型の要件に加え、テレワーク
環境の整備に資するクラウド環境に対
応し、複数プロセスの非対面化を可能
とするITツールであること。

２／３
以内

ソフトウェア購入費用及び
導入するソフトウェアの利用
に必要不可欠なハードウェア
のレンタル費用と関連するオ
プション・役務の費用

類型ごとのプロセス要件を満たすもの
であり、労働生産性の向上に資するIT
ツールであること。
(※以下C,D類型においても当該要件
は前提条件)

１／２
以内

上記AB類型の要件に加え、複数のプロ
セス間で情報連携し複数プロセスの非
対面化や業務の更なる効率化を可能と
するITツールであること。

ソフトウェア購入費用及び
導入するソフトウェアに関連
するオプション・役務の費用

「交付決定日以降」にＩＴツールの契
約・納品・支払いが行われるもの

「交付決定日以降」にITツールの契
約・納品・支払いが行われるもの、あ
るいは、「２０２１年１月８日以降」にＩ
Ｔツールの契約・納品・支払いが行わ
れ、交付申請までに当該ＩＴツールと
それを提供するＩＴ導入支援事業者
が事務局に登録されたもの

１－５ 類型判別チャート

導入するITツールと補助金申請額から類型と賃上げ目標の要件を確認してください。

類型判定チャート

8

・ C-2類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にC-1類型の補助額の範囲
内（30万円以上300万円未満）で申請することは可能です。

・ B類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にA類型の補助額の範囲内（30
万円以上150万未満）で申請することは可能です。
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身分証明書は以下のいずれかを添付してください。

☑ 運転免許書（申請日が有効期限内であること）、運転経歴証明書

※裏面に記載がある場合は裏面も提出してください。

☑ 住民票（申請日時点で発行日から３か月以内であること）

納税証明書の種類を
確認してください

（例）

税目を
確認してください

年分を
確認してください

発行元を
確認してください

所得税納税証明書は以下の項目を必ず確認し、添付してください。

※該当しない項目がある場合、有効な書類と認められません。

☑ 納税証明書（その１納税額等証明用）または（その２所得金額用）

であること ※（その３）（その４）や、領収書等は認められません

☑ 税目が所得税であること ※消費税等は認められません

☑ 直近分であること ※申請時点で取得できる直近分に限ります

☑ 発行元が税務署であること

身分証明書

所得税納税証明書（その１またはその２）
個人事業主の必要書類です

３－３ 添付書類についての注意点

身分証明書

納税証明書

26
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3－４ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～プロセス数

顧客対応・販売支援 決済・債権債務・資金回収管理

業種固有プロセス

会計・財務・経営調達・供給・在庫・物流

業務プロセス 汎用プロセス

単体ソフトウェア
大
分
類
一

連携型ソフトウェア

ソフトウェアに含まれるプロセス

A類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】のうち1種類以上を保有するソフトウェアを申

請する必要があります。 汎用プロセスのみでは申請できません。

B類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】汎用プロセス【汎P-07】のうち４種類以上を保

有するソフトウェアを申請する必要があります。
• 複数のソフトウェアを組み合わせて申請し、要件を満たすことが可能です。

C類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】汎用プロセス【汎P-07】のうち２種類以上を保

有するソフトウェアを申請する必要があります。
• 複数のソフトウェアを組み合わせて申請し、要件を満たすことが可能です。

D類型
• 業務プロセス【共P-01～各業種P-0６】汎用プロセス【汎P-07】のうち２種類以上を保

有するソフトウェアを申請する必要があります。
• 複数のソフトウェアを組み合わせて申請し、要件を満たすことが可能です。

※C類型申請用

ソフトウェアは保有する機能によって、下記のとおりプロセスが割り当てられています。

交付申請では、申請する類型毎にそのプロセス数の要件が異なりますので、よく確認の

うえ申請を行ってください。

共P-01 共P-0２

共P-0３ 共P-0４

共P-0５ 各業種P-0６

汎P-0７

総務・人事･給与・労務・
教育訓練・法務・情シス

汎用・自動化・分析ツール
（業種・業務が限定されないが生産性向上への
寄与が認められる業務プロセスに付随しない

専用のソフトウェア）

複数のソフトウェアを組み合わせて申請する場合、同じ種類のプロセスは１種類とカウントします。

ソフトウェア

交付申請に必要なプロセス数
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単体ソフトウェアを１つ以上申請すること

単体ソフトウェアを１つ以上申請してください。

申請に必要なプロセス数は業務プロセスから１種類以上です。

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、オプション、役務の申請が可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ 機能拡張

データ連携
ツール

セキュリティ

単体ソフトウェア

大
分
類
一

連携型ソフトウェア（C類型のみ）、ハードウェアレンタル（C・D類型のみ）は申請できません。

連携型ソフトウェア☓

ハードウェア
レンタル☓

A類型

ソフトウェア

オプション

役務

３－５ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～A類型

+単体ソフトウェア
（業務プロセス）

単体ソフトウェア
（汎用プロセス)

単体ソフトウェア
（業務プロセス）

オプション

役務

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、複数のソフトウェア及びオプション、役務を
組み合わせた申請が可能です。

○

○

○

○

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
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単体ソフトウェア 連携型ソフトウェア☓

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
ハードウェア
レンタル

30

連携型ソフトウェア（C類型のみ）、ハードウェアレンタル（C・D類型のみ）は申請できません。

単体ソフトウェアを１つ以上申請すること

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ 機能拡張

データ連携
ツール

セキュリティ

大
分
類
一

☓

+単体ソフトウェア
（業務プロセス）

単体ソフトウェア
（汎用プロセス)

単体ソフトウェア
（業務プロセス）

オプション

役務

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、複数のソフトウェア及びオプション、役務を
組み合わせた申請が可能です。

３－６ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～B類型

○

○

○

○

ソフトウェア

オプション

役務

単体ソフトウェアを１つ以上申請してください。

申請に必要なプロセス数は4種類以上です。

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、オプション、役務の申請が可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。

B類型
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連携型ソフトウェアを１つ以上申請してください。

必要なプロセス数は２種類以上です。

申請するソフトウェア（単体・連携型）はすべて業務形態の非対面化に資するITツールである必要

があります。

連携型ソフトウェアが要件を満たすうえで、単体ソフトウェア、オプション、役務の申請が可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。

31

連携型ソフトウェアを１つ以上申請すること

連携型ソフトウェアに加え、単体ソフトウェアの申請も可能です。

※業務形態の非対面化に資するITツールでないITツールは申請できません。

+

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ

機能拡張
データ連携
ツール

セキュリティ

単体ソフトウェア

大
分
類
一

連携型ソフトウェア

オプション

役務単体ソフトウェア
非対面化

単体ソフトウェア
非対面化でない

✖

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェア

連携型ソフトウェアが要件を満たすうえで、単体ソフトウェア及びオプション、役務を組
み合わせた申請が可能です。

+

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
ハードウェア
レンタル

３－７ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～C類型

○○

○ ○

ソフトウェア

オプション

役務

C類型
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単体ソフトウェア
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※クラウド化に資するITツールでないITツールは申請できません。

単体ソフトウェアを１つ以上申請してください。

必要なプロセス数は２種類以上です。

申請する単体ソフトウェアはすべて業務形態の非対面化に資するITツールである必要があります。

申請する単体ソフトウェアはすべてクラウド対応のITツールである必要があります。

ソフトウェアが要件を満たすうえで、オプション、役務の申請も可能です。

※オプション・役務は申請するソフトウェアに関連するものに限ります。

実績報告時に、申請したソフトウェアとの関連が判断できない場合は補助の対象外となります。

単体ソフトウェアを１つ以上申請すること

+

大
分
類Ⅲ

大
分
類Ⅱ 機能拡張

データ連携
ツール

セキュリティ

大
分
類
一

オプション

役務

単体ソフトウェア
非対面化＆クラウド対応

単体ソフトウェア
クラウド対応でない

単体ソフトウェア
非対面化でない

単体ソフトウェア
非対面化＆クラウド対応

✖ ✖
+

導入コンサル
ティング

導入設定・
マニュアル作
成・導入研修

保守サポート
ハードウェア
レンタル

連携型ソフトウェア☓

３－８ 交付申請を行う際に必要となるITツールの要件～D類型

単体ソフトウェアが要件を満たすうえで、複数のソフトウェア及びオプション、役務を
組み合わせた申請が可能です。

○

○
○

ソフトウェア

オプション

役務

※業務形態の非対面化に資するITツールでないITツールは申請できません。

D類型
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目次に戻る

交付申請時に選択していないITツールの費用は対象となりません。
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３－９ 交付申請を行う際のITツールについての注意点

交付申請では、導入するITツールを正しく選択し、申請してください。実績報告時に、交
付申請したITツールが正しく導入されていないことが見受けられた場合、補助金の交付を
受けることができない場合があります。

実績報告の確定検査について

ハードウェアレンタルについて

ソフトウェアと合わせて導入することで、業務形態の非対面化を実現し、生産性向上を図ることが目

的のハードウェアのレンタル費用が、Ｃ類型・Ｄ類型に限り対象となります。

補助対象となる経費、対象外となる経費をよく確認のうえ申請を行ってください。

また、実績報告時には、ハードウェアレンタルに関する各種証憑（レンタル契約書・申込書、納品書・引き

渡し書、レンタル内容明細書、請求書等）の提出が必要となります。

公募要領 特別枠（C・D類型）

ITツール登録要領

IT導入支援事業者は、「ソフトウェア」「オプション」「役務」をそれぞれ事前にITツール登録し、導

入するITツールを交付申請時に正しく選択してください。

実績報告の検査にて、交付申請時に選択されていない費用が他の費用に含まれていると判断され

た場合、補助対象外となりますのでご注意ください。

（補助対象外となる例）

ソフトウェアのITツールのみを交付申請し、ソフトウェアと役務の費用を対象費用として実績報告

する。

⇒役務のITツールが交付申請時に選択されていないため、役務費用は補助対象となりません。

※交付申請時に選択されていない費用は全て補助対象外となります。

事業完了後、補助事業者とIT導入支援事業者は実績報告を行います。事務局は報告された内容

について、事業が申請内容に基づき実施され、経費が適正に支出されたことを、検査します。

交付申請時で選択するITツールの内容や補助対象となる経費をよく確認し、交付申請を行ってく

ださい。

申請者は、本事業にて導入するITツールが交付申請で正しく選択されているか、また、IT

ツールの内容についてIT導入支援事業者へよく確認をし、理解したうえで交付申請を行ってく

ださい。

をよく読み、理解したうえで申請を行ってください。

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines_tokubetsuwaku.pdf
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_tool_guidelines.pdf


34 
 

（別紙２） 

業種、プロセス一覧  
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