
中堅・中小企業等の
デジタル化関連支援策について

令和4年７月１日

東北経済産業局



デジタル化・DXイメージ／関連施策

＜バックオフィス系＞
個別プロセスのデジタル化
（受発注のシステム化 等）
・ IT,RPA,AI 等

＜製造／現場系＞
個別プロセスのデジタル化
（検査工程のシステム化 等）
・IT,IoT,AI,Robot 等

アナログ・物理
データのデジタル
データ化
（帳簿やfaxの
デジタル化 等）
・IT,OCR,画像
認識AI 等

デジタル化 Digital Transformation

‘顧客起点の
価値創出’
のための事業や
ビジネスモデル
の変革
・IoT,AI,
Robot 等

Digitization Digitalization Digital Transformation

組織横断／
全体のプロセス
のデジタル化

・ERP,API 等

DXレポート2（経済産業省）を元に東北経済産業局で作成

【業務プロセス】

DX・・・企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、
組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること（平成30年12月 DX推進ガイドライン（経済産業省））

地域デジタルイノベー
ション促進事業
（新事業実証）

※これらは必ずしも左から順に実施を検討するものではない。

成長型中小企業開発
支援事業等

（技術開発制度）

IT導入補助金（ITツールの導入）

IT経営簡易診断（専門家）

共創型サービスIT
連携支援事業
（API連携等）

ものづくり補助金（システム構築・導入等）
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事業再構築促進事業
（新分野展開等）

マナビDX（学習ポータルサイト）

DX認定IT戦略ナビ（アプリ）

ソフト支援ハード支援
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IT導入・デジタル化に係る主な関連施策

① マナビDX
これまでデジタルスキルを学ぶ機会が無かった人にも、新たな学習を始めるきっかけとして
誰でも、デジタルスキルを学べる学習コンテンツを紹介。

③ IT経営簡易診断（無料）
専門家による3回のアドバイス(①ヒアリング、②課題整理、③情報提供・提案)を通じて
経営課題の見える化を図り、課題に沿ったアプリケーション等の情報を提供。

地域企業が競争上の優位性を確立し、更に、コロナ禍によるニューノーマルへの対応を進めるためには、
デジタル技術を活用しつつ、ビジネス環境の激しい変化に対応し続けていくことが必要。
「知る」から「実行」まで、IT導入・デジタル化に係る主な施策は以下のとおり。

➢ デジタル化～「知る」から「実行」へ
ITツールの導入支援
IT導入補助金 等

② IT戦略ナビ（無料）
自社のIT化の課題、なりたい姿を選択することで、Web上で「どのようにITを活用した
ら、ビジネスが成功するのか？」を示した「仮説ストーリー（IT戦略マップ）」を作成。

専門家による「課題整理」等
③IT経営簡易診断

WEB上での「学び」、「課題整理」等
①マナビDX ②IT戦略ナビ
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DX認定制度

⚫ 国が策定した指針を踏まえ、優良な取組を行う事業者を、申請に基づいて認定

⚫ DX-Readyの状態、つまり、「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備がで
きている状態」になっている事業者を認定（他の事業者との比較は行わない）

⚫ 詳細については、以下のホームページを参照

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html

DX認定制度事務局

認定申請

結果通知認定事業者

問合せ
＜審査・問合せ＞ ＜認定＞

結果通知 結果通知

審査結果

〇申請～認定までの流れ

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html
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DX認定制度による認定を受けることのメリット

⚫ 認定事業者は、認定事業者一覧としてIPAのホームページで公表されると共に、「自社
がDXに積極的に取り組んでいる企業」であることをPRするためのロゴマークを利用可能

⚫ ロゴマーク提供の他、以下の各種支援措置が受けられる

DX認定制度 ロゴマーク

【ロゴマークのコンセプト】
DXのスタートラインに立つ、という企業をイメージしながら、右
方向に進むスタートラインである左端に差し色を入れています。

税制による支援措置

＜DX（デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制＞
産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。部門・拠点ごとではない全社レベルのDXに向けた計画を主
務大臣が認定した上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除（５％
又は３％）もしくは特別償却30%を措置します。

中小企業者を対象とした金融による支援措置

＜日本政策金融公庫による融資＞
DX認定を受けた中小企業者が行う設
備投資等に必要な資金について、基
準利率よりも低い利率で融資を受ける
ことができます。

＜中小企業信用保険法の特例＞
中小企業者は、情報処理システムを良好な状態に維持し、
企業経営において戦略的に利用するために必要となる設備資
金等について、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証
協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保
証や保証枠の拡大が受けられます。



IT導入補助金2022【公募中】 ポータルサイト→https://www.it-hojo.jp/
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◼ デジタル化基盤導入類型

事務局に登録されたITツールのうち、インボイス制度に対応するための「会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソ
フト」の導入費用について、通常枠より補助率を引き上げて補助するとともに、ツールの使用に必要なPC・タブレット、
レジ・券売機等の導入費用の一部を補助するもの。

◼ 複数社連携IT導入類型

業務上の繋がりのある「サプライチェーン」 や特定の商圏で事業を営む「商業集積地」において、中小・小規模事業
者等が10者以上で連携してITツールを導入することで、面的なデジタル化・DXの実現や、生産性の向上を図る取
組について、ツール導入費用や消費動向等の分析に係る経費の一部を補助するもの。

⚫ 中小企業等の生産性の向上を目的として、業務効率化やDXに向けて行うITツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入
を支援する補助金。本年度は以下の4種類のメニューを用意している。

◼ 通常枠

事務局に登録されたITツールを導入する中小・小規模事業者等に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助す
るもの。

◼ セキュリティ対策推進枠

IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツール『サイバーセキュリティお助け隊サービス』の導
入費用（サービス利用料（最大2年分））の一部を補助するもの。
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IT導入補助金分類表

IT導入補助金（通常枠） IT導入補助金（デジタル化基盤導入枠） セキュリティ対策
推進枠

類
型
名

A類型 B類型 デジタル化基盤導入類型 複数社連携IT導入類型 ―

補
助
額

30万円～

150万円未満

150万円～

450万円以下

ITツール PC等 レジ等 a. デジタル化基盤導入類

型の対象経費

⇒左記と同様

b. それ以外の経費

⇒補助上限額は50万円×

参加事業者数、補助率は

２／３以内

（１事業あたりの補助上限額

は、3,000万円（(a)+(b))及

び事務費・専門家費）

５万～１００万円

５万円～３５０万円
～10

万円

～20

万円～50万円以
下

50万円超～
350万円

機
能
要
件

1.顧客対応・販売支援プロセス

2.決済・債権債務・資金回収管理プロセス

3.調達・供給・在庫・物流プロセス

4.会計・財務・経営プロセス

5.総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シスプロセス

6.業種固有プロセス

会計・受発
注・決済・EC
のうち
1機能以上

会計・受発
注・決済・EC
のうち
2機能以上

左記ITツールの使用に資

するもの

独立行政法人情
報処理推進機構
が公表する「サイ
バーセキュリティ
お助け隊サービス
リスト」に掲載され
ているいずれかの
サービス

上記のうち１プロセス

以上

上記のうち４プロセス
以上

補
助
率

１／２以内 ３／４以内 ２／３以内 １／２以内 １／２以内

対
象
経
費

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料１年
分）、導入関連費

ソフトウェア購入費、クラウド利用費（クラウド利用料２年分）、ハードウェア購入費、
導入関連費

【複数社連携IT導入類型のみ】事務費・専門家費

サービス利用料
（最大２年分）



7月 8月 9月 10月 11月

9月8日（木）
4次締切分交付決定

IT導入補助金公募2022のスケジュールについて
令和4年

12月 1月

通常枠
4次締切 8月8日（月）

審査
期間

8月12日（金）
6次締切分交付決定

デジタル化基盤導入類型
6次締切 7月11日（月）

審査
期間

複数社連携IT導入類型
２次締切 8月19日（金）

8月25日（木）
7次締切分交付決定

審査
期間

デジタル化基盤導入類型
7次締切 7月25日（月）

複数社連携IT導入類型
3次締切 10月31日（月）

12月中旬（予定）
3次締切分交付決定

審査
期間

審査
期間

９月下旬（予定）
２次締切分交付決定

8月12日（金）
3次締切分交付決定

通常枠
3次締切 7月11日（月）

審査
期間

審査
期間

9月8日（木）
8次締切分交付決定

デジタル化基盤導入類型
8次締切 8月8日（月）

セキュリティ対策推進枠
8月頃申請開始予定

7



8

ものづくり補助金（デジタル枠）の概要 【公募中】
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ものづくり補助金の詳細はコチラ⇩
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
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事業再構築補助金 【第７回公募開始予定】

⚫ 新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業
再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するもの。

事業再構築補助金の詳細はコチラ⇩
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

第６回公募での事業類型と補助額等①
（事業内容の変更に伴って改訂されることがありますので、HPを必ずご確認ください）

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
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第６回公募での事業類型と補助額等②
（事業内容の変更に伴って改訂されることがありますので、HPを必ずご確認ください）
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第６回公募での事業類型と補助額等③
（事業内容の変更に伴って改訂されることがありますので、HPを必ずご確認ください）
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補助対象経費

⚫ 事業拡大につながる事業資産（有形・無形）への相応規模の投資をしていただくことと
なります。

⚫ 補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。

●建物費（建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転）

●機械装置・システム構築費（設備、専用ソフトの購入やリース等）、クラウドサービス利用費、運搬費

●技術導入費（知的財産権導入に要する経費）、知的財産権等関連経費

●外注費（製品開発に要する加工、設計等）、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

●広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）

●研修費（教育訓練費、講座受講等）

（１）補助対象経費の例

（２）補助対象外の経費の例
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品（パソコン、スマートフォン、家具等）の購入費

●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

【注１】建物費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15条）における「建物」、「建物附属設備」に係る経費
が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。

【注２】機械装置・システム構築費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15条）における「機械及び装置」、
「器具及び備品」、「工具」に係る経費が対象です。「構築物」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」に係る経費は対象になりません
のでご注意ください。

【注３】一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合は、原則として本事業の支援対象にはなりません。



地域DX促進活動支援事業 【公募終了・順次、事業開始】

⚫ 地域の産学官金の関係者が一体となり、地域企業のDX推進を支援する枠組み（仮称：地域DX推進コ
ミュニティ）による支援活動を通じて、経営やデジタルに関する専門的知見・ノウハウを地域企業に取り込み、
地域企業のDX実現を促進。
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【東北地域の採択事業者】
●一般社団法人ＤＸ ＮＥＸＴ ＴＯＨＯＫＵ
（支援対象地域：東北６県、新潟県）

●公益財団法人いわて産業振興センター
（支援対象地域：岩手県）

【支援内容】

①地域企業のＤＸ推進に向けた課題分析・戦略策定の伴走型支援

②地域企業とソリューション提供事業者（ITベンダー等）とのマッチング

③その他、地域企業のＤＸ推進に向けた支援活動

採択事業者が開始する支援内容の詳細については、後日公開を予定しております。

【事業スキーム】

地域の関係者が一体と
なって地域企業のDXをサポート！

①～③の
支援を実施
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『中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手
引き』に関する説明会の開催について

日 時：７月１２日（火）１０：３０～１２：００
登録期限：７月４日（月）【１８：００締切】
参 加 費：無料
参加方法：事前登録制（「現地参加」又は「後日配信視聴」から選択）

※当日の配信はありません。
会 場：東北経済産業局（現地参加：先着３０名）
プログラム ：「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」の説明及び関連

施策紹介（約１時間※質疑応答含む）
DX推進企業との対談（約３０分）

対談企業：（後日HPに掲載予定）
申 込：https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jyohogijyutsu/sme_dgc_guidance

経済産業省では、中堅・中小企業等がDXの推進に取り組む際に求められること等について事例を交えて解
説する「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」を作成・公表し、この度、経済産
業省主催による「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」に関する説明会を開催
する運びとなりました。
東北地域においてデジタル化に取り組んでいる、または取り組もうとしている企業・団体・法人等の皆様におか
れましては、是非ご参加ください。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/jyohogijyutsu/sme_dgc_guidance
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中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き

⚫ デジタルガバナンスコードとは、経営者に求められる企業価値向上に向け実践すべき事
柄。

⚫ DXの推進に取り組む中堅・中小企業等の経営者や、これらの企業の支援に取り組む
支援機関の参考となるよう、中堅・中小企業等がDXの推進に取り組む際に求められる
こと等について事例を交えて解説するもの。

デジタルガバナンスコードの詳細
はコチラ⇩
https://www.meti.go.jp/
policy/it_policy/investme
nt/dx-
chushoguidebook/conten
ts.html



17

各支援策の問い合わせ先

支援策名称 問い合わせ先

IT導入補助金

地域ＤＸ促進活動支援事業

東北経済産業局 地域経済部 製造産業情報政策課

電話番号：０２２ー２２１－４８９５

ものづくり補助金 東北経済産業局 地域経済部 産業技術革新課

電話：022-221-4897

事業再構築補助金 東北経済産業局 地域経済部 企業成長支援課

電話番号： ０２２－２２１－４８０７



18

ご清聴ありがとうございました


