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IT導入補助金を活用!!
業務効率化徹底解説

株式会社ノベルワークス



本日の内容

• はじめに

• IT導入補助金の経緯

• IT導入補助金とは

• IT導入補助金でどんな事ができるのか

• さらなる業務改善の可能性

• さいごに



はじめに

kintone
開発・導入支援

業務システム
開発

Webサイト
制作

RPA(Ai)
開発

社名

所在地

代表

設立日

株式会社ノベルワークス

大阪府大阪市西区江戸堀1-23-20

満村 聡

2015年4月21日

業務内容



ITで創ろう、新しい仕組み

ITで変えよう、社会の流れ

お客様にとってメリットにならないこと、不必要なシステムであること、

自分の想いをちゃんと伝えることができる距離で仕事がしたい。

その想いから現在のノベルワークスを設立しました。

仕事の価値は本来「誰かに生業を通して価値をもたらし幸せにする」ことです。

そんな仕事で人様や世の役に立てばこんなに楽しいことはない。

「システムでより良い社会を創る」

これが私達のモチベーションであり、揺るぎない想いです。

本業を通じて「世のため」「人のため」になる仕事を目指し



事業内容02

取り扱い
サービス

My SQL

Amazon RDS

Amazon DynamoBD

Amazon Web Services

google cloud platform

Microsoft Azure

kintone

HTML / CSS

Java Script

PHP

Ruby on Rails

Python

Ruby 

Java

C / C++ / C#

データベース クラウドサービス WEBフロントエンド

WEBバックエンド
APACHE

Amazon eC2

Amazon Lambda

サーバー

iOS

Android

monaca

モバイル



そもそも
なぜIT導入補助金制度が始まったのか
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現在日本では非常に深刻な問題が３つあります

問題①

少子高齢化による
労働者人口の減少

問題②

労働環境問題

問題③

世界規模での
価格競争
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問題１：少子高齢化による労働者人口の減少

現在の人口増加・減少率のままでは、

2050年には総人口9000万人前後、

2105年には4500万人まで減少

労働人口（生産力）が減り、
高齢者（消費者）が増加
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問題２：労働環境問題

2013年度の一般労働者の一人あたり総

実労働時間は年間 2,022 時間で前年比

＋0.2％とほぼ横ばいだったが、そのう

ち所定外労働時間は同 168 時間で前年

比＋4.5％と大幅に増加している。

すなわち、生産性の低さです。
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問題3：世界規模での価格競争

2002年時点では航空・宇宙産業などで高い競争力を

持つ北米に次ぐ2番手でしたが、この10年で国際競

争力が低下してきています。低コストで生産ができ

る新興国の台頭、デジタル化などにより複雑な製造

工程を必要としないものづくりが増加したことなど

が要因と言われています。特に、大量生産型でライ

フサイクルが早い家電など消費者製品の分野で大き

な打撃を受けています。 出典：https://cweb.canon.jp/solution/biz/trend/001.html

https://cweb.canon.jp/solution/biz/trend/001.html
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これらの問題を解決することが働き方改革の目的です

少子高齢化による
労働者人口の減少

属人性の解消や、業務の自動
化など、労働人口不足を補う

システム代替策の実施

システム化による生産性向
上でライフワークバランス

も実現する

世界規模での
価格競争

効率化によって生み出した
時間で、日本ならではの

新たな価値の模索

今までの
作業量

作業が削減

効率化によって

時間とお金が

生み出されます！

労働環境問題



社内の業務効率化（生産性向上）を行うにあたり
必要なシステム導入費用に対して、国から補助金が貰えます

IT導入補助金
とは
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IT導入補助金とは

開発費用が

最大2分の1
補助されます

900万円の

システム構築費用

実質450万円で

システム構築が可能

1/2の

450万円が
控除

※【補助対象経費区分】 ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等
※【補助率 】1／2以内
※【補助上限額】 上限額：900 万円 下限額：40 万円（予定）



15様々な業種・内容に補助金は活用できます

専門・技術サービス業（土木建築・士業他）

宿泊業

飲食業

生活関連サービス業（理美容・エステ・クリーニング他）

その他教育・学習支援業

医療業

老人福祉・介護業

児童福祉業（保育）

サービス業（廃棄物処理・自動車整備・機械修理他）

農業・林業・漁業

建設業

製造業

情報サービス業・インターネットサービス業

運輸業（旅客・貨物・倉庫）

卸売業

小売業

保険業・金融業

不動産業・物品賃貸業



162018年度IT導入補助金を使った実例

ネット上で販売を行うECサイトの構築、

会社概要の役割を果たすホームページ制作など

自社で更新が可能なwordpressを利用した単なるブログ

ではなくコンテンツ管理システム (CMS) の制作

ホームページ制作



172018年度IT導入補助金を使った実例

売上や請求と紐づいた【契約書】【請求書】【見積書】【発

注書】【報告書】の作成や管一元管理から、銀行、クレジッ

トカード、電子マネー、POSレジ、勤怠管理、人事労務手続

きなど、バックオフィス業務となる会計システムの導入

会計システムの導入



182018年度IT導入補助金を使った実例

顧客管理システム

名前や住所、電話番号、メールアドレス、年齢、

所属会社名などの基本的な顧客情報を管理する

ソフトウェアの導入費用



192018年度IT導入補助金を使った実例

生産管理システム

生産管理と販売管理を中心に、原価管理、在庫

管理、購買管理、輸出・輸入管理などの業務を

統合管理するソフトウェアの導入費用

• CAD/CAM/CAE、図面管理、組版

• 部品表/配合表、工程表管理

• 生産計画、所要量計画、製造管理、ロット管理、

• 在庫管理（製品、部品、材料、消耗品等）、品質管理

• 発注・仕入・買掛・支払管理、採算計画 など



20補助額は大きくなったが採択率は厳しいと予想される

従来、IT導入補助金は独立した事業予算として位置

付けられていましたが、2019年のIT導入補助金では

「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続的発

展支援事業」と共に、平成30年度補正予算で新た

に創設された「中小企業生産性革命推進事業」と

して、一体的に措置されることになりました。



21補助額は大きくなったが採択率は厳しいと予想される

2017年 2018年 2019年

予算額 100億円 500億円 100億円

補助予定件数 – 130,000件 6,000件 ※

補助率 2/3 1/2 1/2

補助上限額 100万円 50万円 450万円

補助下限額 20万円 15万円 40万円

労働生産性の
向上目標

3年後の伸び率 1%
4年後の伸び率 1.5%
5年後の伸び率 2%

3年後の伸び率 1%
4年後の伸び率 1.5%
5年後の伸び率 2%

1年後の伸び率 1.2%
3年後の伸び率 2%

事業実施後の
効果報告義務

・事業終了後の4年間
・毎年報告

・事業終了後の翌年のみ報告
・事業終了後3年後にアンケートな
どで任意回答

・事業終了後の4年間
・毎年報告

採択件数 約 14,000件 約 63,000件 ？件

今後、補助対象者の実情等を踏まえて変更となる可能性があるとしてますが、
補助内容や申請要件が下表のように変わる見込みです。



22目標へ大幅に届かなかった2018年 IT導入補助金

2018年のIT導入補助金では、2017年のIT導入補助金と比較して予算は5倍の500億、補助予定

件数は約10倍の13万社という大規模な展開がされましたが、残念ながら交付決定件数は約6

万3000社程度に留まり、予算消化にも至らなかった

あまりにも金額が少額すぎて
単一のソフトウェアの導入しか行えなかった

2019年のIT導入補助金は昨年と比較すると狭き門になるかもしれません。
ただ、逆の見方をすると、

高価でより生産性向上に寄与するITツールの導入がしやすくなった



2019年度で対象となる
補助金のツールとは？

単一の業務改善システムの導入ではなく、

さまざまな業務効率化を行うシステムの導入が

可能となります。
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業務効率化システムの導入

IT導入補助金を使って出来ること

kintoneとは

開発の知識がなくても自社の業務に合わせた

システムをかんたんに作成できる、サイボウ

ズのクラウドサービスです。

業務アプリを直感的に作成でき、チーム内で

共有して使えます。社員間のつながりを活性

化する社内SNSとしての機能も備えているた

め、スピーディーに情報共有ができます。
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顧客情報 案件管理 受注管理 売上管理 進捗管理

日報 シフト管理 問合管理 交通費申請 スケジュール

業務効率化システムの導入

Kintone内で用意されている業務アプリは数百種類！

紙やエクセルで管理している日々の業務内容を、より効率

的に作業できるよう自社の業務に合わせた

オリジナルのシステム導入が可能となります

「アプリパッケージ選択」での導入が可能となります

物品購入申請

レンタル管理

IT導入補助金を使って出来ること
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顧客情報 案件管理 受注管理 売上管理 進捗管理

日報 シフト管理 問合管理 交通費申請 スケジュール

残念ながらカスタマイズはＮＧ

アプリ単体の利用はOKだが、他システムとの連携など、

カスタマイズを伴うシステム導入については対象外。

それじゃ効果半減ですよ。。。

物品購入申請

レンタル管理

IT導入補助金を使って出来ること
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kintoneは導入後の拡張性が高い

補助金ではアプリテンプレートベースのシンプルなシステムを導入し、

カスタマイズの伴う機能は、次のＳＴＥＰで検討することが可能です

IT導入補助金を使って出来ること



kintone
さらなる可能性を探る



29AIやIoTの連携でさらなる可能性が広がります

②小売業
顔認識技術により、会員を認識。会員の購買履歴（Bigデータ）から購
買欲求予測。よりパーソナライズされた顧客満足度の向上で価格では
ない新たな価値を提供することが可能。

①製造業
高度な画像認識により、製品を認識。発受注管理や棚卸管理、倉庫の
有人管理など、全てをリアルタイムに管理することが可能。

③飲食業
物体認識技術で購入商品を把握。POSレジとの連動によって無人店舗
の運営も視野に。また、過去の気象情報から当日の天候によって売り
上げ予測。正確な食品の発注が可能となり食品ロス問題の解決に繋げ
ることもできる。

画像認識の可能性



30AIやIoTの連携でさらなる可能性が広がります

撮影した画像から顔を検出。

いつ、どのカメラにどのお客様が撮影されたかを解析し、お客様がどのルートを通っ

たのか定点観測可能とする。また、撮影された映像から顔を識別。

顔の情報から人工知能が「表情」「年齢」「性別」「過去に来店履歴があるか(過去

データとの一致)」も解析可能です。

その他顧客情報や来店記録、購入履歴と紐づけ

ることで購買欲求予測や、顧客属性に基づくセ

グメント分析が可能です。

表情

年齢

性別

一致

表情

年齢

性別

一致



31AIやIoTの連携で可能性が広がります

kintoneでの簡易BI分析

kintoneへ登録されたデータを元に、移動経路の見える化、顧客分析が可能です。

各カメラ地点ごとの顧客解析顧客の移動経路の解析

A

B

1ヶ所目 2ヶ所目 3ヶ所目 4カ所目 5カ所目 6カ所目 7カ所目 A地点 B地点 C地点 D地点 E地点 F地点 G地点

20代

30代

40代

A地点 B地点 C地点 D地点 E地点

10代

購入履歴、購入パターンの把握時間帯による顧客層の把握 来店回数と購入率の算出

1月 2月 3月 4月PM12 PM13 PM14 PM15 PM16 PM17 PM18 PM19   PM20 

20代

30代

40代

10代

各カメラ地点ごとの表情の把握

C

A地点 B地点 C地点 D地点 E地点 F地点 G地点

Copyrights(C) 2018 Novel Works All Rights Reserved



2019年度IT導入補助金スケジュール

一次公募 2019年5月27日（月）〜6月28日（金）

二次公募 2019年7月中旬開始予定
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システム導入相談から補助金申
請まで、ぜひご相談ください！

株式会社ノベルワークス

050-3188-0601

info@novelworks.jp

https://www.novelworks.jp

ご清聴ありがとうございました

初回相談無料です


