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A.被災地の復興に向けた支援
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1.企業金融対策
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○信用保証協会に対して、代位弁済が発生した場合
に、その損失の一部を補償する全国信用保証協会
連合会に補助します。

○また、信用保証協会に対して、信用保険を引き受
け、代位弁済が発生した場合に保険金を支払う日
本政策金融公庫に出資します。

○これらにより 災害により被害を受けた中小企業

東日本大震災復興緊急保証
平成２３年度三次補正予算額 ３,７０３．０億円

（うち経済産業省計上分 ３０１億円）

中小企業庁 金融課
03-3501-2876

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

経営に支障が生
じている
中小企業

融
資

現
在
の

経
済
環
境

東
日
本
大
震
災

等
の
災
害
等

○これらにより、災害により被害を受けた中小企業
者等に対して『東日本大震災復興緊急保証』等に
より債務保証を行う信用保証協会が、保証需要に
柔軟に対応し、中小企業者等の資金繰りの円滑化
を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

全国
の
信用
保証
協会

補助（定額） 全国信用
保証協会
連合会

損失補償

民間金融機関

債務
保証

信用保証協会

全国信用保証
協会連合会

損失
補償

日本政策
金融公庫

出資 保険金支払

保険金
支払

日本政策
金融公庫
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東日本大震災復興特別貸付等（日本政策金融公庫出資金）
平成２３年度三次補正予算額 ２，１７５．０億円

（うち経済産業省計上分 １，５２８億円）

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

出資金

国

(株)日本政策金融公庫

低利融資※

○公庫（中小・国民）の直接貸付

・リスクの補完
・利子補給 等

指定金融機関

○震災により被害を受けた中小企業等及び経営の安定に支障
が生じている中小企業等に対する「東日本大震災復興特別
貸付」等、株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業・国
民生活事業）が低利融資等を行うために必要な財政支援を
行います。

○また、商工中金等の指定金融機関が行う貸付に対し、株式
会社日本政策金融公庫が信用供与等を行うために必要な財
政支援も行います。

中小企業庁 金融課
03-3501-2876

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
日本政
策金融
公庫出資金

中小
企業低利融資

○公庫（中小・国民）が低利融資を行うために必要な財政
支援を行います。

中小企業等

低利融資※

国
日本政
策金融
公庫出資金 補給金

指定
金融
機関

中小
企業融資

○指定金融機関が行う低利融資に対して、公庫（危機対応）
が利子補給等を行うために必要な財政支援を行います。

※主な低利融資の内容
【東日本大震災復興特別貸付】
①直接又は間接被害を受けた企業
当初3年間：基準金利－1．4％（最大）
4年目以降：基準金利－0．5％（最大）

②業績が特に悪化している企業：
基準金利－0．3％

③雇用・維持拡大に努める企業：
基準金利－0．2％

②と③の要件を満たす場合：
基準金利－0．5％

【設備資金の金利引き下げ】
適用利率－0.5％（当初2年間） 6



○全国的に見ても、震災の復興過程で事業を再開・
継続する企業は、借入依存を高め自己資本が毀損
している状況です。

○こうした事業者に対し、民間の資金・ノウハウの
活用を促す出資により、資本性の資金調達を支援
します。

民間資金・ノウハウを活用した産業復興出資事業
平成２３年度三次補正予算

（事業規模６００億円超を可能とするために必要な予算を措置）

経済産業政策局 産業資金課
03-3501-1676

東北経済産業局 産業支援課
022-221-4882

○財務基盤見直しや経営改善、新規事業開拓、事業
再編のためのノウハウ等を提供できる民間投資家
による出資の「呼び水」となる資金を提供するこ
とで、民間の資金・ノウハウを活用して、事業者
の復興と地域経済の活性化を支援します。

○具体的には、民間投資家が個別に投資対象企業を
発掘・選定した際に、中小企業基盤整備機構が当
該民間投資家による資金拠出にマッチングして、
最大で民間資金と同額の出資を実施します

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

○事業規模：６００億円超（1/2以下を中小企業基盤
整備機構から出資）

国

中小企業
基盤整備
機構

最大で民間資金と同額の出資を実施します。

○また、本制度の活用による民間出資を促進するた
め、出資元本を超える部分の収益配当について、
民間投資家への配当を優先します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

出資 特定目的
投資事業
組合

事業者
出資

民間
投資家

出資出資

1/2以下

企業民間投資家

中小機構

共同投資のための
特定目的投資事業組合

②選定した企業への投資のための
特定目的投資事業組合を設立

④③と同額（最大）
を出資

③出資

⑤民間投資家の判断で
出資（経営支援も実施）

①投資先企業の発掘・選定
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○全国的に見ても、震災の復興過程で事業を再開・
継続する企業は、借入依存を高め自己資本が毀損
している状況です。

○こうした事業者に対し、他の債権に劣後する資本
性の長期融資を提供し、資本性の資金調達を支援
します。

株式会社日本政策金融公庫出資金（資本性劣後ローン）
平成２３年度三次補正予算額 ６２．３億円

経済産業政策局 産業資金課
03-3501-1676

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

○震災を契機に業況が悪化した企業のうち、自己資
本の充実さえ図れば民間金融機関からの更なる資
金調達が見込まれるものを対象に、指定金融機関
（商工中金等）が金融検査上「資本」と認識され
る長期の劣後ローンを提供することで、民間金融
機関からの更なる金融支援を促し、当該企業の復
興を支援します。

○その際、日本政策金融公庫が、①指定金融機関の
リスクの軽減（損害担保）、②企業の金利負担の

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

国

リスクの軽減（損害担保）、②企業の金利負担の
軽減（利子補給）を行い、本制度の円滑な執行を
図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

商工中金等 事業者
資本性劣後ローン

日本公庫

損害担保
利子補給

出資

出資

国

事業者

日本政策金融公庫

指定金融機関
（商工組合中央金庫等）

損害担保・利子補給

資本性劣後ローン
（自己資本の増強）

民間金融機関
金融支援を誘引民間金融機関

金融支援
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震災対応型資本性劣後ローン（日本政策金融公庫出資金）
平成２３年度三次補正予算額 ３９．０億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

○東日本大震災により自己資本が毀損した中小企業に対して、
株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）が資本性を有
する長期一括償還型貸付（資本性劣後ローン）を行うため
に必要な財政支援を行います。

国
(株)日本政策

金融公庫
(中小企業事業) 出資金

資本性劣後
ローン※

民間金融機
関の貸付条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 金融課
03-3501-2876

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

ロ ン※ 関の貸付
呼び水効果

協調融資

被災中小企業等

※資本性劣後ローンの概要
・貸付限度額７．２億円
・貸付期間：１０年（元金は期限一括償還）

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
日本政
策金融
公庫出資金

中小
企業資本性劣後

ローン

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
日本政
策金融
公庫出資金

中小
企業資本性劣後

ローン

○日本公庫が資本性劣後ローンを行うために必要な財政支
援を行います。

9



雇用拡大、創業等融資（日本政策金融公庫出資金）
平成２３年度三次補正予算額 １６．０億円

（うち経済産業省計上分 ３．０億円）

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

○被災地域の復旧・復興を図るため、被災地域で雇用拡大を
伴う設備投資を行う中小企業等に対して、株式会社日本政
策金融公庫（中小企業事業・国民生活事業）が低利融資を
行うために必要な財政支援を行います。

出資金

国

(株)日本政策金融公庫○また、創業する被災者及び被災地域で創業する者に対し、
株式会社日本政策金融公庫（国民生活事業）が低利融資を

中小企業庁 金融課
03-3501-2876

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
日本政
策金融
公庫出資金

中小
企業低利融資

○日本公庫が低利融資を行うために必要な財政支援を行い
ます。

被災中小企業等

低利融資※

※低利融資の内容
（雇用拡大融資関連）
適用金利－0．5％

行うために必要な財政支援も行います。

（創業支援融資関連）
１．創業する被災者
・当初３年間：基準利率－1.4％
・４年目以降：基準利率－0.5％

２．被災地域で創業する者(被災者以外)
・基準利率－0.5％ 10



○震災に起因するリース設備の滅失等によりリース債務を抱え
た中小企業に対し、設備を再度導入する場合の新規のリース
料の一部を補助することにより、被災中小企業の二重債務負
担の軽減を図ります。

○補助対象：東日本大震災により被災し、リース設備の滅失等
によりリース債務を抱えた中小企業

○条件：①被災地域で利用されるリース物件の契約であること
②既往リース債務に対し、リース会社が条件変更（期
間延長 返済額軽減など）に応じ ていること

被災中小企業復興支援リース補助事業費
平成２３年度第三次補正予算案額 １００．５億円

商務流通G 消費経済企画室
03-3501-1905

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

被災中小企業

④リース契約 ⑥リース料低減

間延長、返済額軽減など）に応じ ていること

○補助率：リース料の１０％

○受付期間：平成２５年度末まで

○被災企業の申請負担を軽減するため、間接補助事業者である
指定リース事業者が、補助金を申請し、リース料の低減を図
ります。

国

定額補助

民間団体
基金（平成３０年度末まで）

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

指定リース事
業者（間接補
助事業者）

定率補助
リース料の１０％

指定リース事業者
（間接補助事業者）

民間団体
（補助事業者）
基金（平成３０年度末まで）

⑤補助金交付
リース料の１０％

③補助金申請 国

②指定

①補助金交付

11
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2.被災地等中小企業の復旧・復興支援

12



事業の内容 事業イメージ

Ⅱ.条件（対象者、対象行為、補助率等）
１、対象者

Ⅰ.事業の概要・目的

被災地の中小企業等が一体となって進める復興事
業計画（県の認定によるもの）等に基づき、その計
画に不可欠な施設等の復旧・整備に対して、国と都
道府県が連携し補助を実施。

（例１）製造業のサプライチェーン
・地域の中心的企業を中心とした関連部品製造業の
下請中小企業群

倒壊した
工場・施設等

復興事業計画等
による整備
復興事業計画等
による整備

（例２）商店街施設
・被災した商店街施設等

中小企業等グループ施設等復旧整備補助金
平成２３年度二次補正予備費 １，２４９億円

地域経済産業グループ 地域技術課
03-3501-8794

東北経済産業局地域経済課復興対策チーム
022-221-4813

補助
(総復旧費の1/2)

組合
中小企業等

国 都道府県

補助
(総復旧費の3/4以上)

※事業者負担は1/4以下

１、対象者
中小企業グループ、事業協同組合等、商店街

２、対象施設
倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、

共同作業場、原材料置場等の施設、その他設備

（例３）事業協同組合等の共同施設、貯蔵設備の修
復等の復旧。

13

公募期間：１０月１９日～１１月８日



○災害等による被害に遭った地域等において、速や
かな事業の再開のため、独立行政法人中小企業基
盤整備機構が、自治体の要望を受けて、引き続き
貸店舗、貸工場等（仮設を含む）の整備を実施し
ます。

貸店舗 貸 場等 整備 進捗状 被災地 復

仮設工場・仮設店舗等の整備
（被災地域産業地区再整備事業：中小機構交付金）

平成２３年度第三次補正予算額 ４８.７億円

中小企業庁 参事官室
03-3501-1768

東北経済産業局 産業振興課
022-221-4906

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的
○貸店舗、貸工場等のイメージ

【貸店舗・貸工場等】

○貸店舗、貸工場等の整備の進捗状況、被災地の復
旧状況等を踏まえつつ、本格的な復旧に向けて、
復興を先導する戦略的分野の事業創出施設や、そ
の他の地域産業政策上重要な施設等を財団等と共
同で整備する等、必要な措置を講じます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 中小企業基盤整備機構

交付金

※当該事業については一次補正予算において１０億
円、二次補正予算において２１５億円を計上。現
在、１９９箇所については、自治体との協議が整い、１
３１箇所について工事に着工（うち、５０箇所について
は工事完了）。

※１０月１４日現在、４７市町村３５０箇所で仮設
店舗、仮設工場等の具体的な要望があり、今後も
追加要望が見込まれる。※仮設整備は１０／１０、それ以外は２／３を機構負担。
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被災中小企業等の早期復興に向けた資金支援等
（中小機構出資金等）

平成23年度第三次補正予算額 ４１７.３億円

中小企業庁 経営支援課
03-3501-1763

東北経済産業局 産業振興課
022-221-4906

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

○被災中小企業や資本が毀損した中堅企業等の早期
復興のために必要となる貸付の支援や設備投資・資
本増強に係る支援等を行います。

【対象事業】

①被災地の中小企業の早期復興のための施設等の復旧 整

倒壊した
工場・施設等

例：中小企業等が行う施設・設備の復旧

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 中小機構

出資金等 貸付等

①被災地の中小企業の早期復興のための施設等の復旧・整
備

②資本が毀損した中堅企業等の設備投資・資本増強 等

施設・設備の復旧・整備に必要な資金を、
長期、無利子で貸し付けます。

県

県等

15



中小企業再生支援協議会事業
平成23年度第三次補正予算額 ４５．０億円

○全国47都道府県の商工会議所等に設置されている
中小企業再生支援協議会のうち、東日本大震災に
よる被災県において、二重ローン対策の総合的窓
口の相談体制を強化します。

中小企業庁 経営支援課
03-3501-1763

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の概要・目的事業の概要・目的

事業の内容

・再生のための
相談、助言

・再生に向けた
今後の事業計
画の策定支援・
確認

総
合

中
小
企

債
権
買
取
等
を
行
う

産業復興相談センター
（中小企業再生支援協議会）

事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

認定支援機関
（中小企業再生支援協議会）委託

国

確認

・再生可能性あり
と判断した場合に、
産業復興機構に
債権買い取りを
要請

合
窓
口
相
談
業
務

・事業引継ぎ
センターによる
マッチング支援

企
業
等
・
金
融
機
関

う
産
業
復
興
機
構

中
小
機
構

金
融
機
関
等

出資
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復旧・復興のための支援専門家派遣
平成23年度第三次補正予算額 １６．５億円

①中小企業庁 経営支援課
03-3501-1765

②中小企業庁 小規模企業政策室
03-3501-2036

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

①災害復興アドバイス等支援事業【中小機構交付金１０.５億円】

○中小企業基盤整備機構が被災地に設置した支援拠点を中心とし
て、経営相談や被災中小企業等の要望、課題等に応じ専門家を現
地に派遣し、まちづくりや施設整備等、中小機構の他の支援施策
と一体化した支援、ものづくり中小企業における破損設備等の診
断・補修に係るアドバイス等、総合的な復旧・復興につながる支
援を実施します。

中小機構による
支援拠点

②中小企業支援ネットワ ク強化事業【６ ０億円】

・中小企業復興支援
センター盛岡（盛岡市）

・中小企業復興支援
センター仙台（仙台市）

・中小企業震災復興・原
子力災害対策経営支援
センタ 福島②中小企業支援ネットワーク強化事業【６.０億円】

○現行の中小企業支援ネットワーク強化事業のスキームを活用し、
特に災害による被害を受け本来の支援機能が大きく低下している
支援機関を重点的にサポートします。
○災害対応の相談員が被災地域の支援機関（仮事務所等を含む）
を巡回し、被災中小企業の相談（資金繰り、事業再開、事業継続、
雇用維持等）を幅広く受け付け、必要に応じ被災中小企業に専門
家を派遣します。

専
門
家

被 災 中 小 企 業

⇒毀損した商工会議所・商工会等
の経営支援機能をサポート

経済産業局

センター福島
（福島市）

震災対応巡回相談員

商工
会議所

商工会

その他
中小企業
支援機関

中小企業支援ネットワーク

専
門
家

17

経産局

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

民間団体等
委託（事務処理）

国 （独）中小企業基盤整備機構
交付金

①

②



全国商工会連合会
都道府県商工会連合会

IT・クラウドを活用した中小企業経営基盤強化
平成23年度第三次補正予算額 １３．９億円（新規）

中小企業庁 小規模企業政策室
03-3501-2036

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容 事業イメージ

○企業の経営力向上、円滑な資金調達（金融機関等へのアカウ
ンタビリティ達成）のためには、自らの財務状況を正確に把握・
分析することが不可欠です。

○また、現在、中小企業庁では、簡潔かつ平易な新たな中小企
業会計ルールを検討中であり、今後、こうした会計ルールの浸
透に際してハンズオンでの経営指導を実現する基盤インフラ
の構築が重要となってきます。

○更に、今般の震災では、多くの小規模事業者が、経営に係る 利

システム開発費等
について補助を行
います。

事業の概要・目的事業の概要・目的

基盤的な財務管理に加え、
販売・給与管理等の情報
について、包括的に管理

小規模
事業者

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

○更に、今般の震災では、多くの小規模事業者が、経営に係る
多くの情報を喪失しました。クラウド化の進展や、今後の管理
会計的な要素・視点の導入・浸透の動きをも踏まえれば、基盤
である財務管理に加えて、販売、給与管理等も含め、効率的
な経営管理を可能とする包括的なクラウドシステムの全国的な
普及を図ることが重要です。

○このため、全国規模で基盤的な財務管理システム（ネットｄｅ記
帳）の整備を進めるとともに、早期の復旧・復興が課題となる
被災地において、包括的なクラウドシステムの先行的導入を図
ります。

国
全国商工会
連合会

定額補助 小規模事業者等
サービス提供

指
導
等

用

商工会
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中小企業の高度グローバル経営人材育成事業
平成23年度第三次補正予算額 ５．０億円

○昨今の急激な円高等により、中小企業の新たな事業
展開や海外販路の拡充等が加速することが想定され
るとともに、アジア等の新興国企業との競争が激化
している中で、中小企業がグローバルに活躍出来る
よう支援していくことが重要です。

○本事業では、「技術競争力を有する企業」や「海外
展開を視野に入れた企業」等が、新たな事業展開を
行うに際し プロジェクト実施の過程から専門人材

中小企業庁経営支援課
03-3501-1763

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

事業イメージ

コ
ン
セ
プ
ト
策
定

商
品
開
発

管
理
・
運
営

事
業
化

国 中小企業者
補助

プロジェクト実施の過程から専門人材
を招聘し、中小企業と共に経営計画等を
策定することで、中小企業の社内人材の
知識・ノウハウ等の習得に繋げる経営支
援を継続的に実施します。

行うに際し、プロジェクト実施の過程から専門人材
（商社ＯＢ等）を招聘し、知識やノウハウ等を習得
することで、グローバルに活躍出来る中小企業の社
内人材の育成を図り、中小企業のグローバルな競争
力強化を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

一貫した経営計画の策定が不十分

（経産局） （２／３）

専門的知識
を有する人

材
中小企業

（招聘）

（経営支援の要請）

19



下請かけこみ寺相談機能強化事業
平成23年度第三次補正予算額 ２．０億円

中小企業庁 取引課
03-3501-1669

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

○ 現在の円高に当たり、下請中小企業は、海外の
企業との競争にさらされ、親事業者の単価引き
下げ圧力や、親事業者の海外移転の動きが強ま
る中で、非常に難しい対応を迫られています。

○ このため、取引に係る相談に応じる機能を強化
し、長期的・継続的取引関係の維持を目指す観
点も踏まえて中小企業にアドバイスを行い、中
小企業の正当な利益の確保と産業基盤の維持を

事業イメージ

○ 各都道府県において、月１回
程度の頻度で、弁護士及び相
談員による取引及び法務に関
する相談会を開催し、中小企
業が適切な対応ができるよう
アドバイスします。

○ 新聞の全国紙、地方紙、業界
紙等に、下請かけこみ寺の広
告を複数回掲載し 専門家へ

図ります。

○ 具体的には、各都道府県で弁護士及び相談員に
よる、取引及び法務に関する相談会を開催しま
す。 また、現在設置している相談対応機関（下
請かけこみ寺）について、中小企業に対して広
く周知する事業を行います。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

民間企業等

委 託

国

（全国（全国4848箇所に設置）箇所に設置）

相談員や弁護士による無料相談対応

無料の裁判外紛争解決手続（ADR）

下請ガイドラインの普及・啓発

告を複数回掲載し、専門家へ
の相談を促します。

○ 本事業により、中小企業の取引に係るトラブル
をこれまで以上に円滑に解決するとともに、適
切な取引関係の維持を図ります。 20



地域商業活性化支援事業
平成２３年度三次補正要求額 ９．０億円

中小企業庁 商業課
03-3501-1929

東北経済産業局 商業・流通サービス産業課
022-221-4914

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

東日本大震災により被害を受けた地域商業の中心
的な役割を担う商店街等は、地域コミュニティの担
い手としての機能を有しており、商店街等の活性化
を図ることは極めて重要です。
このため、被災地の商店街等が賑わい創出に向け
て行う施設整備等の被災地復興加速支援、災害に強
い商店街の整備等による地域コミュニティの強化等
を行うことにより 地域商業の活性化を図ることを

１．被災地復興加速支援

被災地の賑わい創出に向けた施設整備 等
（例）空き店舗対策、コミュニティバスの整備、子育て支援設備等の

コミュニティ施設、被災地物品販売店の整備 等

国
商店街振興組合、商工会議所、商
工会、特定非営利活動法人、民間
事業者 等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助

を行うことにより、地域商業の活性化を図ることを
目的とします。

○補助率：補助対象経費の２／３

２．地域コミュニティの強化

災害時の食糧備蓄倉庫等の設置や、地域コミュニティ機能の強化、

地域商業の賑わい創出を通じた災害に強い商店街形成 等

21
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○国内の中小企業の発展のためには、成長著しいアジ

アを始めとする海外市場を獲得することが重要です。

また、経済のグローバル化に伴い、中小企業におい

ても、国際競争に対応していくため、海外販路開拓

を行うことが重要です。

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

事業イメージ

○中小機構が、他の投資会社とともに組成す

る投資事業有限責任組合等を通じた投資に

より、中小企業の海外展開を支援します。

国

海外展開を行う中小企業の経営基盤強化事業
平成２３年度三次補正予算額 ２５．０億円

中小企業庁 新事業促進課
03-3501-1767

東北経済産業局 産業支援課
022-221-4882

投資事業有限
責任組合等
投資事業有限
責任組合等 無限責任組合員

（投資会社）

○そこで、中小企業の海外展開を支援するため、中小

機構を通じて、海外展開を行う中小企業等の資本増

強を支援します。

（独）中小企業基盤整備機構国

出資

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業
（現地子会社を含む）

出資

出資

投資

有限責任組合員
（商社、金融機関、事

業会社等）

中小機構
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事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

○６月２３日に決定された「中小企業海外展開支援大
綱」を踏まえ、被災地域を含め日本経済の回復を後
押しするため、中小企業の海外展開を強力に推し進
めます。

１．国内外展示会出展支援
①中小企業の海外販路開拓の事前の準備支援。
②海外展示会・見本市のブース確保。
③海外バイヤーが多く訪れる国内展示会のブース
確保。

２．その他の海外展開支援事業
①海外展開の専門家等によるアドバイス。

②海外バイヤ を招 いした商談会等の開催 試験

中小企業海外展開等支援事業
平成２３年度三次補正予算額 １０．０億円

通商政策局 通商政策課
03-3501-1654

中小企業庁 新事業促進課
03-3501-1767

東北経済産業局 国際室
022-221-4907

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 （独）日本貿易振興機構
(独)中小企業基盤整備機構

補助

(定額、1/2、2/3)

②海外バイヤーを招へいした商談会等の開催。試験
販売・ネット販売等の支援。

③海外展開を希望する中小企業に対して、専門的知
識を有するＯB人材とのマッチングを支援。

④講師を自治体、金融機関、商工団体等のセミナー
に支援。
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各地域の海外展開支援協議会

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

○ 円高による痛み（コストダウン要求、輸出先で
の価格競争力の低下など）を乗り越え、拡大す
る海外市場に活路を見いだそうとする中小企業
の海外展開を支援します。

○具体的には、ワンストップ相談支援を行うとと
もに、専門家による海外展開に係る相談受付・

相談受付

事業イメージ

有望案件

連携経産局

ジェトロ貿情センター

中小機構支部

地方自治体

地元金融機関等

外部専門家を活用し
て事業者にアドバイス

海外展開のためのワンストップ相談支援の強化
平成２３年度三次補正予算額 ５．０億円

中小企業庁 新事業促進課
03-3501-1767
中小企業庁 国際室
03-3501-9093

東北経済産業局 国際室
022-221-4907

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 （独）中小企業基盤整備機構

補助

、専 海 展 談
アドバイスなど、海外展開計画策定に必要な
フィージビリティ調査の費用等を支援します。

(定額、2/3)

海外展開支援協議会を活

用して、案件審査・採択

海外展開計画策定に必要な

Ｆ/Ｓ調査の費用等を支援。

海外展開計画を実施する

際にフォローアップを行う。

有望案件

早
期
の
海
外
展
開
立
ち
上
げ
・
雇
用
創
出 24



戦略的基盤技術高度化支援事業
平成２３年度三次補正予算額４９．８億円
（平成２３年度当初予算１５０．０億円 ）

○東日本大震災や円高の影響を受けた我が国中小製造業の競争力の
強化と新たな事業の創出を目指し、特定ものづくり基盤技術
（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）の高度化に資する中小企
業の研究開発から試作まで含む取組を支援します。

○公募期間：平成２３年１１月１１日（金）～１２月１２日（月）
○公募要領等、詳細は以下ＵＲＬのとおり。

http://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi/topics/111111_1kobo.html

中小企業庁 創業・技術課
03-3501-1816

東北経済産業局 産業技術課
022-221-4897

【従来の製造工程】

＜支援対象事例＞
プレス加工技術を利用した電気自動車用電池ケー
ス

No.1成形 焼
鈍

No.2成形 No.3成形 No.4成形

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

国 中小ものづくり企業Ａ
中小ものづくり企業Ｂ
大企業・大学・公設試等委託

事業管理者

＜アドバイザー＞
川下ユーザー（自動車、情報家電

等）、大学等

プロジェクトリーダー
（総括研究代表者）

【対象事業】
「中小ものづくり高度化法」に基づく認定を受けた特定研究
開発等計画を基本とした研究開発が対象。

【実施者】

認定を受けた中小企業者を含む共同体
（中小企業、ユーザー企業、研究開発機関等で構成）

【開発技術による製造工程】

製造工程の大幅
な短縮を実現

No.1成形 No.2成形

絞り＆しごき

No.4成形

リストライク

No.3成形

コスト１／５

焼
鈍

焼
鈍

No.5成形 No.6成形 No.7成形焼
鈍
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経営資源融合を行う中小企業の資本力強化事業
平成２３年度三次補正予算額 ２０．０億円

○経済環境・取引実態の変化により、単独では存続が
困難な中小企業が存在しており、合併（Ｍ＆Ａ）に
よる企業経営力（財務経営力・資金調達力等）の向
上が喫緊の課題です。

○中小企業の経営資源の融合・強化（合併）を行うた
めに、中小機構を通じ資本増強のための出資を行う

中小企業庁 企画課
03-3501-1765

東北経済産業局 産業支援課
022-221-4882

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

中小企業 Ａ

中小企業 Ｂ

中小企業 Ｃ

中小企業 Ｄ

（１）合併促進

中
小
機
構

合併新会社
（持株会社等）

出資
投資事業
有限責任
組合

出資

国 中小機構

こととし、当該業務に必要な経費を当該団体に交付
します。

○これにより、中小企業性の強い業種の企業合併促進、
利益率向上、技術・設備投資の集約による競争力強化
を図るとともに、川上・川下に対する交渉力の強化に結
びつけます。さらに、我が国の優れた技術を有する中
小企業の成長を支援、技術流出の防止という面での効
果も期待されます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

出資金

・複数の中小企業が、経営資源の融合・強化（合併）を
行うために、中小機構が民間投資家と協調し出資を行
います。

（２）事業引継ぎ支援

中小企業 Ａ

中小企業 Ｂ

中
小
機
構

出資

買取

・中小企業の引き継ぎ円滑化のため、事業引継ぎ時の株式譲
渡等に際し必要な資金を、中小機構が民間投資家と協調し
出資を行います。

株式譲渡等

投資事業
有限責任
組合
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○震災等の影響により経済情勢を含めた先行きが不透
明な中で、中小企業の採用活動は、高額な費用負担が
困難等の理由から、新卒者採用を躊躇してしまってい
る状況。

○こうした状況下においても、優秀な若手人材を確保
していくためには、職場実習を通じた中小企業と若手
人材のマッチングを始め、地域特性に応じて大学等と
の日常的な顔が見える関係作りから、マッチング、新
卒者の採用・定着までの支援を一貫して行う体制の構

事業の目的 事業の内容

１．新卒者就職応援プロジェクト

新卒者及び平成２０年９月以降に大学等を卒業した未就職
者に対し、中小企業の事業現場で働く上で必要な技能・技
術・ノウハウを習得する機会を提供するため、中小企業で原
則６か月間の職場実習を行い、社会人としての基礎知識や中
小企業で必要とされる技術・ノウハウ等を習得させる。

○対象 新卒者及び平成２０年９月以降の既卒者
（被災地域の方々を優先的に実施）

中小企業庁経営支援課
03-3501-1763

東北経済産業局 産業人材政策課
022-221-4881

中小企業人材対策事業
平成２３年度第三次補正予算額 ２４．９億円

卒者 採用 定着 支援を 貫 行う体制 構
築が必要。

○これらの取組に対して補助することで、被災地域の
中小企業の将来を担う人材の確保・定着及び育成を行
い、日本経済の成長力の基盤となる中小企業の経営力
強化を図る。

○助成金：実習生に対し日額7,000円（技能習得支援助成金）
受入企業に対し日額3,500円（教育訓練費助成金）

実施体制

経済産業省

補助
（定額）

基金管理団体
民間企業

等

基金積増し
委託／補助

２．地域中小企業の人材確保・定着支援事業

中小企業が優秀な若手人材を確保していくために、地域の
中小企業と大学等が連携し、日常的に顔が見える関係構築か
ら両者のマッチング、新卒者の採用から定着までを支援。
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3.風評被害対策及び販路開拓支援
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事業の概要・目的事業の概要・目的

国内放射線量測定等支援事業
平成２３年度第三次補正予算額１．９億円

地域経済産業グループ 地域技術課
03-3501-8794

東北経済産業局 復興チーム
022-221-4813

福島第一原子力発電所の事故による工業製品等の風
評被害への対策として、国内放射線量測定等に関する、
以下の支援事業を実施します。

①放射線量測定指導・助言事業（委託）
福島県を中心として民間事業者等に工業製品等の放

射線量測定等に関する指導・助言を行う専門家チーム
を派遣する事業を委託します。

事業の内容 事業イメージ

①放射線量測定指導・助言事業イメージ

民間事業者等からの要請に応じて、専門家チームを
派遣し、工業製品等の放射線量測定等に係る指導・助

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

を派遣する事業を委託します。

②放射線量測定拠点整備事業（定額補助(1/2以内)）
特定被災地域において、工業製品等の放射線量測定

等を行う拠点整備に必要な経費を補助します。

派遣 、 業製品等 放射線量測定等 係る指導 助
言を実施します。

②放射線量測定拠点整備事業イメージ

特定被災地域において、工業製品等の放射線量測定
等を行う拠点を整備します。

国

①委託
②定額補助（1/2以内）

①民間団体等
②公設試験研究機関等
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貿易円滑化事業費補助金

平成２３年度三次補正予算額 １３．０億円

貿易経済協力局 貿易振興課
03-3501-1662

東北経済産業局 国際室
022-221-4907

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

○東日本大震災発生以降、我が国からの輸出
品について外国政府や海外取引者から放射能
非汚染証明（放射線量検査実施証明書の添
付）を求められる事例が相次いでいます。

○このため、政府による風評被害対策の一環
として国が指定した検査機関が行う輸出品に

検査機関 輸出者
(荷主
等）

国

①検査申込み

②補助要件のﾁｪｯｸ、
検査受諾

④検査料払込み

③検査の実施、
検査報告書作成

⑤補助金
の請求

⑥補助金
の交付

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 輸出者検査機関

補助 補助（9/10又は1/2）

として国が指定した検査機関が行う輸出品に
係る放射線量検査の検査料について一定率の
金額を補助し、風評被害による物流の停滞を
防ぎ貿易の円滑化を図ります。

の交付

【補助対象事業】我が国からの輸出品に係る放射線量
検査について以下の割合の金額を低減して実施する事
業【補助率】中小企業：9/10、大企業：1/2

我が国事業者の
負担軽減

物流停滞防止・
貿易円滑化

貿易円滑化事業費補助金
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１１月１７日（木）～１２月７日（水）正午



地域商業活性化を通じた被災地支援事業
平成２３年度三次補正要求額 ５．０億円

中小企業庁 商業課
03-3501-1929

東北経済産業局 商業・流通サービス産業課
022-221-4914

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

東日本大震災により被害を受けた商店街等は、未
だ中小小売商業機能が回復しておらず、厳しい状況
が続いています。
今回、地域コミュニティの担い手である商店街等
において実施する被災した商店街等に賑わいを創出
し活性化を図る取組、被災した商店街等と連携して
行う取組や被災した商店街等を支援する取組を支援
することで、地域商業の活性化及び地域に賑わいを

（１）被災した商店街等の活性化を図る事業

（２）被災した商店街等が他地域と連携して行う事業

被災した商店街等が観光客を誘致する等の復興イベント等を実
施し当該商店街等の活性化を図る事業

国
商店街振興組合、商工会議所、商
工会、特定非営利活動法人、民間
事業者 等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助

○補助率 （１）（２）：定額（１０／１０）
（３）：２／３

する とで、地域商業の活性化及び地域 賑わ を
創出することを目的とします。

（３）被災していない商店街等が被災地を支援する事業

（ ）被災した商店街等が他地域と連携して行う事業

空き店舗を活用し被災した地域の地域資源を販売するアンテナ
ショップを設置・運営等を実施する事業

被災した商店街等と被災地域以外の商店街等が連携して行う
復興市等の共同販促イベント等を実施する事業

31

公募期間：平成２３年１１月４日（金）～１１月２５日（金）
公募要領等、詳細は以下ＵＲＬのとおり。
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_shogyo/topics/111104kobo.html



資源エネルギー庁 原子力立地・核燃料サイクル産業課

03-3501-6291
東北経済産業局 総合エネルギー広報室

022-221-4929

事業の内容事業の内容

○東京電力福島第一原子力発電所の事故によって、周辺地域
で生産された農産品や加工品、伝統工芸品、工業品等の幅
広い分野において、風評被害が深刻化しているところです。

○このため、風評被害の払拭、生産者の販路拡大、生産意欲
の維持・向上、雇用の確保を目的とします。

○主要都市の会場において、商談会等の被災地域産品販路開
拓事業を開催し、風評被害の払拭、生産者の販路拡大を行

○主要都市での開催

○商談会による販路拡大

事業イメージ事業イメージ

被災地域産品販売促進事業費
平成２３年度三次補正要求額 ３．５億円

事業の概要・目的事業の概要・目的

拓事業を開催 、風評被害 払拭、 産者 販路拡大を行
います。

○また、今事業について、国内外のメディアに幅広く参加を求め
ることにより、参加者のみならず、国内外への日本国産の産
品の安心のＰＲも実施します。

○開催の告知（新聞広告等）

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
民間団体
等

委 託
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①ビジネスマッチング事業（補助（定額））
国内外での商談会、海外でのテストマーケティング等

を通し、被災地域の事業者のビジネスチャンス等を拡大
します。

②商品開発支援事業（補助（１／２））
被災地域の事業者と被災地域以外の事業者との共

同商品開発、地域産品を活用した集客・交流のため
商品開発等を通し 被災地域 事業者 商品開発

○震災の影響により福島県を始めとする被災地域で
は、企業の生産活動が大幅に減退しています。ま
た、原子力災害による風評被害とともに、円高の
影響により、代替品へのシフト等、既存の取引関
係にも大きな影響が生じています。

○被災地域の風評被害を払拭し、被災地域の持続的な

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

地域経済産業グループ地域技術課
03-3501-8794

商務情報政策局クリエイティブ産業課
03-3501-1750

東北経済産業局 産業クラスター計画推進室
022-221-4895

被災地域産品販路開拓等支援事業
平成２３年度第三次補正予算額 ６．０億円（新規）

の商品開発等を通し、被災地域の事業者の商品開発
力を高め、販路開拓を促します。

復興・振興や地域経済の活性化を図るため、国内外を
問わず被災地域産品の販路開拓（ビジネスマッチング、
商品開発等）を支援します。

国

補助

民間団体等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）
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１．複数の中小企業が協働して、地域や企業が持
つ素材や技術等の強みを踏まえて行う試作品開
発や国内外への販路開拓を支援。

２．被災地産品の販路開拓を支援するため、大都
市圏で、大規模展示・販売会を開催。

３．大型トレーラー等に被災地の地域産品等を搭
載し、域外の主要都市を巡回して、広くＰＲや

事業イメージ事業の内容

○東日本大震災での被災や国内外での風評被害、さらに
は今次の円高により影響を受けている被災地等の持続
的な復興・振興を図るため、中小企業の商品開発・販
路開拓を支援します。

○本事業では、中小企業の協働による国内外への販路開
拓等を支援するとともに、大規模展示会や主要都市へ
の巡回販売、インターネットの活用により、被災地産

事業の概要・目的事業の概要・目的

中小企業の地域産品販路開拓等支援事業
平成２３年度三次補正予算額 ９．９億円

中小企業庁 新事業促進課
03-3501-1767

中小企業庁 小規模企業政策室
03-3501-2036

東北経済産業局 新事業促進室
022-221-4923

販売を実施。

４．インターネットを活用した販路開拓のため、
ノウハウ習得研修やインターネットモールへの
出店を支援。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

品等の販売促進・販路開拓を支援します。

展示会への出展

事業イメージ１．について

国

２．４．委託、３．補助（定額）

民間団体等

事業イメージ２～４について

国

補助

民間団体等 中小企業等

補助

（被災地：定額、被災地以外：２／３）
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事業イメージ事業の内容

○ 東日本大震災での被災や国内外での風評被害によ
り影響を受けている被災地等の持続的な復興・振
興を図るため、中小企業が農商工連携、異分野連
携、地域資源の活用等により行う新商品開発や販
路開拓を支援します。

１．農商工連携等の活用による被災地等復興促進
支援事業

以下による中小企業の新商品開発・販路開拓の
取組を支援します。
①農商工連携
②地域資源活用
③異分野連携
④ものづくり基盤技術を活用した企業連携

事業の概要・目的事業の概要・目的

中小企業庁 新事業促進課
03-3501-1767

中小企業庁 創業・技術課
03-3501-1816

東北経済産業局 新事業促進室
022-221-4923

東北経済産業局 産業技術課
022-221-4897

新事業展開等支援事業
平成２３年度三次補正予算額 ４４．０億円

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

○ また、ニッチ分野等の世界市場獲得を目指す中小
企業の連携体が取り組む技術流出対策（試作品開
発等）や販路開拓等を支援します。創業期の中小企
業等に対しては試作品の開発を中心に支援します。

商品開発

④ものづくり基盤技術を活用した企業連携

２．グローバル技術連携・創業支援
中小企業等が連携して実施する以下のような取組
を支援します。
・海外進出時の技術流出対策
・現地基準の認証や規制への対応
・現地ニーズに合わせた継続的な技術開発 等

市場調査

国

補助

民間団体等 中小企業等

補助

（事業イメージ１：定額
事業イメージ２：2/3補助）
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グローバル展開志向創業支援資金
平成２３年度第三次補正予算額 ０．５億円

○我が国には、様々な要素部品等において、世界市場の過半を占める
グローバル・ニッチトップ企業（ＧＮＴ企業）と呼ばれるような、
製品（サービス分野を含む）を差別化して独自の市場を創出し、
強い価格交渉力と高い利益率により、急進的な円高など社会経済
情勢の変動にも耐性を有する企業があります。

○このため、将来のＧＮＴ企業を育成・隆盛させることは、被災地の
復興をはじめ、我が国経済の成長、経済基盤の安定化にも資するも
のであり、ＧＮＴ企業を目指した国内外のマーケティング等を踏ま
えた自社製品開発や国内外の販路開拓等を行う第 創業期等の事業

中小企業庁 創業・技術課
03-3501-1816

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的
国

（株）日本政策金融公庫

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開志向の中小企業者

出資金

低利融資※

国

えた自社製品開発や国内外の販路開拓等を行う第二創業期等の事業
活動を支援します。

○被災地をはじめ国内の中小企業者で、特色ある自社製品の提供等に
より、海外も含めた市場の開拓を志向し、高い成長が見込まれる事業
活動を行う第二創業期等にある者に対し、公庫が低利融資を行うために
必要な財政支援を行います。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

出資金

日本政策
金融公庫

低利融資

中小企
業

ｸ 展開志向 中小企業者

※低利融資の内容

海外のマーケティングを踏まえ、新たに自社
開発した独自製品を海外展開【海外事業所
（販路拠点・工場・設備等）の新設・増設、若しく
は、国内事業所（販路拠点・工場・設備等）新
設・増設】しようとする事業で成長性が見込ま
れるもの。

○設備資金１５年以内／運転資金７年以内

○基準金利－０．９０％ 36



○ 津波で大きな被害を受けた農業・水産業のすみやか
な復旧・復興を図るとともに、成長産業としての新たな
農林漁業を日本全国に提案するため、農林漁業と商
工業の連携による実用化研究を推進します。

○ 具体的には、被災地をはじめとした地域において、
① 農水産物の収量を大幅に拡大する技術（右図①）
② 天候等に左右されず 農水産物の安定的な生産を

先端農商工連携実用化研究事業費
平成２３年度三次補正予算額 １５．０億円

地 課地域経済産業グループ 地域経済産業政策課
03-3501-1697

東北経済産業局 産業振興課
022-221-4906

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的
①収量拡大に向けた実用化研究

発電により生じる電気と熱を施
設園芸（植物工場等）において活
用するとともに、発電の際の排気
ガスから、有害な不純物を除去し
たＣＯ２を精製分離し、光合成の
促進する技術の実用化等に向け
た研究を行います。

②安定生産に向けた実用化研究② 天候等に左右されず、農水産物の安定的な生産を
可能とする技術（右図②）
③ 農水産物の価値が減損しないよう長期間新鮮さを
保ち続けることを可能とする技術（右図③）
等の先端技術の実用化研究事業等を実施します（提案
公募型）。

○ これにより、農水産業者の収益の拡大を促進すると
ともに、開発された技術を全国的に普及拡大すること
により、農水産業の競争力を強化し、我が国の経済成
長の牽引を目指します。

国 補助
（2/3）

民間企業等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

②安定生産に向けた実用化研究
海面養殖と異なり、環境に負荷

（海洋汚染等）をかけず、天候等
に左右されない２１世紀型水産技
術（先進国は欧州）である陸上養
殖の技術の低コスト化等、実用化
等に向けた研究を行います。

③革新的鮮度保持に向けた実用化
研究
細胞組織を壊さずに冷凍したり、

腐りを促進するエチレンガスを濾
過排出することにより、超長期にわ
たり鮮度を高度に保持できる技術
について、生鮮野菜等は、実用化
レベルまで達していないことから、
実用化等に向けた研究を行います。

37



○国内外の消費者、産業界、外国政府等幅広い層の参
加を得て、供給・需要サイドの新しい関係を踏まえた日
本ブランドの再構築に資する取組を実施します。

○具体的には、東京都内の会場において、商工業の技
術やノウハウを活用した先端的な農林漁業(農商工連
携)の姿を再現・展示することにより 国内外の生産者

地域経済産業グループ 地域経済産業政策課
03-3501-16９７

東北経済産業局 産業振興課
022-221-4906

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 ○次世代型農林漁業の再現と体験
・会場内に、先端的な農商工連携の施設・設備等を
再現・展示します。

・また、高付加価値化(安全、美味しい、栄養価が高
い等) 農林水産物の試食等の体験コーナーを設置
します。

・これらにより、次世代型農林漁業の潜在力や可能
性等の理解醸成を促進します。(参考) 人工光の植物工場

復興に向けた農商工連携活性化支援事業費
平成２３年度三次補正予算額 ２．０億円

携)の姿を再現 展示することにより、国内外の生産者、
消費者及び産業界に対し、復興に向けた「日本発の次
世代型農林漁業」の普及・啓発を行います。

○また、海外の農業関係要人等を招いたフォーラムを開
催し、次世代型農林漁業による農林水産物・加工品の
食味・品質・安全性等のＰＲを行い、海外への販路拡
大を図ります。

国 委託 民間企業等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

○外国関係者へのＰＲを通じた販路拡大
外国の農業関係要人等を招いた国際フォーラムを開
催し、我が国の農商工連携と農林水産物のＰＲを行い
ます。

○販路開拓のためのブース設置とマッチング促進
会場にブースを併設し、生産者、流通業者、消費者
間のマッチングを促進します。

●計画的な生産

●圧倒的な生産性

●栄養・色味制御、

低細菌・低（無）農薬

●場所を選ばない

●多様な担い手
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○震災の影響により福島県をはじめとする被災地域
では、出版関連事業者の生産活動が大幅に減退し
ているとともに、被災地域の書店等が失われたこ
とにより地域住民の知へのアクセスが困難になっ
ています。

○そこで、被災地域において中小出版社の東北関連
書籍をはじめとする書籍等のデジタル化費用を一

コンテンツ緊急電子化事業
平成２３年度三次補正予算額 １０．０億円

商 課商務情報政策局 文化情報関連産業課
03-3501-9537

東北経済産業局 商業・流通サービス産業課
022-221-4914

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

作
家

国

作

中小

出版
社

中核企業

○東北・被災地域で書籍
デジタル化

○被災３県の中心的な図
書館に対して、デジタル
化対象書籍を１冊ずつ献
本

○複数社の共同出資等

民間事業者等（業務執行）

電子書籍

補助対象の
書籍デジタル化
を一括委託

支援決定
通知

申請・
一部費用支払

書籍を する書籍等 タ 費用を
部負担することで、黎明期にある電子書籍市場等
を活性化するとともに、東北関連情報の発信、被
災地域における知へのアクセスの向上、被災地に
おける新規事業の創出を促進し、被災地域の持続
的な復興・振興や我が国全体の経済回復を図りま
す。

国 民間事業者

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助
（定額、１／２、２／３）

○中小出版社の申請により東北・被災地域において、一定の要件を満た
す中核企業を通して書籍のデジタル化を行う場合、その費用の１／２を
国が補助。但し、東北・被災地域の出版社が保有する書籍や東北関連
書籍については、費用の２／３を補助。

○また、当該中核企業は、被災３県の中心的な図書館に対して、中核企業
がデジタル化作業を行った書籍を１冊づつ献本する。

大手

出版
社

作
家

作
家

作
家

作
家

社

中小

出版
社

各社が自己負担
でデジタル化・権
利管理等を委託

により、事業規模や雇用
規模が大きく、我が国電
子書籍産業全体にとって
重要な役割を果たす中
核企業

○互換性ある標準フォー
マットの採用等、電子書
籍流通を促進

○電子書籍情報をデータ
ベースに登録（検索及び
販売の用に供する）

電子書籍
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我が国ビジネス環境ＰＲ／対日投資促進

■対内ビジネス環境海外メディア広報事業
■対日投資誘致海外ミッション派遣・マッ
チング支援事業

対内直接投資環境情報発信等推進事業

平成２３年度三次補正予算額 ２．０億円

貿易経済協力局貿易振興課
03-3501-1662

東北経済産業局 国際室
022-221-4907

○東日本大震災以降、日本への直接投資
の魅力は低下し、日本進出を断念する企
業や、日本への投資計画を中止・縮小す
る企業が相次ぎ、外国企業による新規投
資は停滞しています。
○対日直接投資の促進により、我が国の
アジア拠点化等を推進するため、立地補
助金等 ブ措置 び我が

■外資系企業
■外国企業
■外国人プレス

具体的事業

訴求対象

風評被害対策総合事業

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

支援事業
■外国企業招聘ツアー・マッチング支援事
業(東北地域など）

国 民間団体等

委託

助金等のインセンティブ措置及び我が国
のビジネス環境に係る正確な情報発信な
どが重要となっております。
○外国企業・外資系企業とのマッチング
機会等を通じ、被災地域を含め、我が国
への外国企業の誘致や業務提携の増加を
目指します。

■海外経済団体

■対内直接投資の継続・拡大
■雇用の維持・拡大

効果・目的条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）
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事業の内容

商務情報政策局 情報経済課
03－3501－0397

東北経済産業局 国際室
022-221-4907

震災復興のための越境EC支援
平成２３年度第三次補正予算案 １．５億円

実施体制

事業イメージ

国

補助(1/2・定額)
民間団体

（EC支援団体）

2～4程度のEC支援団体によって次の事業を
実施します。

●海外向け販売促進サイトの構築支援
被災地関連商品を扱うEC事業者（計150～200社程
度）について、越境ECモールとも連携し、海外向け

○海外電子商取引（EC）市場が急激に拡大する中、日本企
業においても国境を越えたEC(越境EC)による海外進出の
動きが加速しています。

○震災後、国内ECサイトに特設コーナーを設置したことな
どによって、被災地の商品の販売がむしろ拡大した例も
存在しており、幅広い購買層を対象とするECは、新たな
販路開拓に有効な販売方法です。

事業の概要・目的事業の概要・目的

度）に いて、越境ECモ ルとも連携し、海外向け
販売促進サイトの作成（翻訳）・運営を支援します。

●海外向け広報活動支援
構築した海外向け販売促進サイトについて、リス
ティング広告やアフィリエイト広告等を活用した広
報活動を実施します。

●越境ECの成功モデル等の普及啓発
事業者支援から得られた情報（成功モデル等）を分
析した上で、情報提供サイト、セミナー等を通じた
事業者への普及啓発を実施します。

海外向けサイト構築 1.0億円
広報活動支援 0.1億円
管理運営等 0.4億円

計 1.5億円

日本からの越境EC販路開拓による
被災地事業者等の持続的な復興・振興

日本、米国、中国相互間の消費者向け越境ＥＣ市場規模（２０１
０年）

○本事業では、被災地関連商品の海外向けECサイトの構築を
支援するとともに、そこから生まれた成功モデル等の普
及啓発を図ることにより、越境EC販路開拓による被災地
関連商品を扱う中小企業等の持続的な復興を目指します。

41



4.地域における暮らしの再生、
その他震災復旧その他震災復旧
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東北復興に向けた地域ヘルスケア構築推進事業
平成２３年度三次補正予算案額 １４．０億円

○被災地の復興にあたっては、多種多様な医療・介

護ニーズが十分に満たされるよう、民間の活力を活

かしたまちづくりが求められます。

○このため、医療・介護機関と民間サービスが連携し、

公的保険では十分に提供できない、以下のような

サービスが提供される仕組み作りを支援します。

①地域住民 仮設住宅の居住者 の介護 疾病予防

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

事業イメージ

公的保険
内

公的保険外
医療機関等

日々の運動や
食事状況の情

住民の情報を共有
し 患者の状況に

商務情報政策局 ヘルスケア産業課
０３－３５０１－１７９０

①地域住民・仮設住宅の居住者への介護・疾病予防、

配食・移動支援などの生活支援サービス

②退院患者の在宅生活へのスムーズな移行をサポート

するサービス

③これらサービスの効率的な実現のために必要な、事

業者と在宅を結ぶ情報システム等の構築

○具体的には、現地でのニーズ把握・事業計画の策

定、システム構築等を被災地において実施します。

国
委託

民間事業者等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

個人（高齢者）

公的保険では十分に提供でき
ないサービスを医療機関と民
間事業者が連携して提供

運動指導

栄養指導

配食

家事（買物）援助
移送・外出支援

保険外の多様なサービ
スを提供する事業者

食事状況の情
報を

ＩＴを活用して共
有

し、患者の状況に
見合ったサービス
を提供
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○東日本大震災は、従来、国が想定してきた地震の規模（防
災対策特別措置法に基づき設置された地震調査研究推進
本部地震調査委員会が今までに公表した活断層及び海溝
型地震の長期評価地震の規模）を上回っており、歴史上極
めてまれな大地震（Ｍ９．０）であり、震度階級最大の７を観
測しており、激甚災害に指定されています。

○これにより、旧鉱物採掘区域において、地盤沈下等が多
数生じており、今後の震災地域の復旧・復興事業の遂行
に支障が生じ ある状況 す

旧鉱物採掘区域災害復旧費
平成２３年度三次補正予算額 ５．０億円

資源エネルギー庁 石炭課
03-3501-1727

東北経済産業局 資源・燃料課
022-221-4934

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

に支障が生じつつある状況です。
○こうした中、今後の復旧・復興に向けて可及的速やかに

対応を行う要請が強い一方で特定の地方公共団体のみで
は対応困難な状況が生じています。

○そのため、従来の想定を超える規模である東日本大震災
に起因し、地盤沈下等の事案が多発し、地方自治体の既
存制度では処理不可能なことが確実な県の旧鉱物採掘区
域の地盤沈下等の被害について、今後の復旧・復興事業
の円滑な遂行を可能とするための応急措置すべき事業と
して復旧の支援を行います。

被害例1：地震により旧鉱物採掘区域が崩
落し、家屋の下に深さ約2.5mの
陥没が発生

被害例2：地震により旧鉱物採掘区域が崩落し、
宅地に深さ約35cmの陥没が発生

国

補助
(10/10) 岩手県

宮城県
福島県

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

各指定法人

補助
(10/10)
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5.原子力災害からの復興
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○ 東日本大震災からの復興の基本方針を受け、福島県立医
科大学を中核として、地域の医療・福祉施設と連携し、医薬
品、医療機器、医療・介護ロボットの開発・実証を進め、

○ 具体的には、以下の事業を実施します。
① 福島県立医科大学において地域医療機関等と連携し

福島県における医療福祉機器・創薬産業拠点整備事業
平成２３年度三次補正予算案額 ３９４．９億円

製造産業局生物化学産業課 03-3501-8625

産業機械課 03-3501-1691

商務情報政策局

医療・福祉機器産業室 03-3501-1562

東北経済産業局 産学官連携推進室 022-221-4887

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

事業イメージ

① 福島県民の医療・福祉・生活の質の向上を図るとと
もに

② 新産業・雇用創出を通じて福島県の復興に貢献しま
す。

県外の医薬品メーカー、
診断機器メーカー、
研究者

誘致

国内外の医療機関

国内外の患者

① 福島県立医科大学において地域医療機関等と連携し、
疾患組織・医療情報等を収集するとともに、データ解析等
を行い、医薬品等の開発拠点を整備します。

② 世界最先端のがん治療拠点を構築するため、世界初の
BNCT（ホウ素中性子捕捉療法）の開発・実証を行います。
また、がん・生活習慣病等に対する高度医療を提供するた
め手術支援ロボットの開発・実証を行います。

③ 福島県内ものづくり企業・医療機関等が連携した医療機
器・ロボット等の開発・実証等を行います。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

委託/補助
大学、民間事業者、

医療機関等

福島県
（基金）

交付

民間医療機関等
（拠点整備）

福島県立
医大

（拠点整備）

サービスロボットの
開発・実証

地元ものづくり企業

誘致

県外の医療機器
メーカー、ものづくり
企業

・手術支援ロボットの開発・実証
・地場産業の医療分野への参入
促進・機器開発・実証の推進

・疾患組織・医療情報
等の集約
・最先端の医薬品等
の開発

・BNCTの開発・実証
・世界最先端のがん治
療拠点構築
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福島県再生可能エネルギー研究開発拠点整備事業
平成２３年度補正予算案額 ５０．０億円

事業の内容

国

補助金（10/10）

（独）産総研

○再生エネルギー技術の早期の実用化を目指した応用中心の研究
拠点を新たに設立し、産総研を中心とした産学官の共同利用研究
設備を整備する。産総研、産業界、大学等を集結し、研究開発と実
用化プロセスの一体化によって市場化を図ります。

＜施設の規模＞研究棟 ４階建 延床面積 8,000 m2 ３３．２億円
工場棟 平屋建 延床面積 3,722 m2 ６．３億円
土地 50,000m2 １０．５億円

○以下のような研究開発事業を実施します。
� 最新一貫太陽電池試作ラインを構築するため、革新的な次世代材
料開発 モジュール化の技術の高度化 基礎プロセスの研究開発

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

産業技術環境局
技術振興課 産業技術総合研究所室

03-3501-1778
東北経済産業局 エネルギー課

022-221-4932

事業イメージ

料開発、モジュ ル化の技術の高度化、基礎プロセスの研究開発
を実施します。

� 最先端の風力発電技術試験研究拠点を構築していくため、風力発
電に必要不可欠なブレード等の研究開発、認証を実施します。

� 地中熱の普及拡大に向けての大きな課題である低コスト掘削技術
や効率のよいヒートポンプ等を開発します。

� 福島県における高温蒸気型地熱資源、中高温バイナリー地熱資源
から温泉資源までの多様な地熱資源の分布を詳細に把握するた
め、地熱地質構造、温度構造の探査を実施し、福島県地熱マップ
を作成します。

� 東北地域で利用可能なバイオマス資源量を把握し、日本の最先端
技術で木質等全てのバイオマス資源をエネルギー、マテリアルに
変換する統合利用システムの概略設計等を実施します。

� 再生可能エネルギー技術の実証試験設備を集積した産学官の共
同利用設備拠点を構築していくため、未来型エネルギーネットワー
クのマネジメント技術開発、施設内におけるシミュレーションを実施
します。

福島県再生可能エネルギー研究開発拠点

完成イメージ

大学
公的研究機関
企業
技術研究組合

技術者・研究者を結集
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事業の内容
事業イメージ

事業の概要事業の概要

○福島県再生可能エネルギー研究開発拠点において国内唯一のオープンな最
新一貫太陽電池試作ラインを構築するため、その基盤となる革新的な次世代材
料開発、モジュール化の技術の高度化、基礎プロセスの研究開発を行います。
○米国・NREL-NWTC等に匹敵する国際的にも最先端の風力発電技術試験研
究拠点を福島県に構築していくための基盤となる、風力発電に必要不可欠なブ
レード等の研究開発を実施します。
○地中熱の普及拡大に向けての大きな課題である低コスト掘削技術や高効率
の ヒートポンプ等の開発を行います。
○福島県における高温蒸気型地熱資源、中高温バイナリー地熱資源から温泉
資源までの多様な地熱資源の分布を詳細に把握するため、同県内及び周辺地
域 地熱地質構造 度構造 探査を実施 福島県地熱 プを作成 ます

太陽電池 風力

●ｾﾙﾃｽﾀｰ
●ｾﾙ自動配線装置

●Layup Unit
●Framing Unit

●ﾓｼﾞｭｰﾙﾃｽﾀｰ●

●Sheet
Feeder

●Trimming Unit
●Module Sorter

●
●

●Layup Unit
●Framing Unit

●●真空ﾗﾐﾈｰﾀｰ

●Sheet
Feeder

●Trimming Unit
●Module Sorter

福島県再生可能エネルギー研究開発事業
平成２３年度三次補正予算案額 ５１.0億円

産業技術環境局
技術振興課 産業技術総合研究所室

03-3501-1778
東北経済産業局 エネルギー課

022-221-4932

国
運営費交付金

（独）産業技術総合研究所

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

予算予算

域の地熱地質構造、温度構造の探査を実施し、福島県地熱マップを作成します。
○東北地域で利用可能なバイオマス資源量を把握し、日本の最先端技術で木
質等全てのバイオマス資源をエネルギー、マテリアルに変換する統合利用シス
テムの概略設計を行う。さらに変換効率向上のための技術開発も行います。
○福島県に再生可能エネルギー技術の実証試験設備を集積した産学官の共同
利用設備拠点を構築していくための基盤となる、未来型エネルギーネットワーク
のマネジメント技術開発を実施し、施設内におけるシミュレーションを行います。

地中熱
地熱

バイオマス 分散型エネルギーシステム

太陽光：30億円、風力：10億円、地中熱：0.7億円、地熱：1億円、
バイオマス：1.6億円、分散型エネルギー：7.7億円
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事業の概要・目的事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

○今後の地震発生確率が著しく高い地域に立地する原子力発
電所について、国の要請により原子力発電所の稼働を停止
する事業者に対し、環境に配慮しつつ、円滑かつ確実な代
替火力発電の運転を支援するため、燃料費に係る借入れに
ついて利子補給を行います。

○本事業は、稼働停止が１年超に及ぶことが見込まれる事業
者を対象とするものです。

火力発電運転円滑化対策費補助金
平成２３年度３次補正予算案額 ９０．０億円

資源エネルギー庁
電力・ガス事業部電力市場整備課

03-3501-１748

事業の内容 事業イメージ

国（経済産業省）

補助金

基金設置法人

利補対象資金の
提示等指導・監督

○対象者
今後の地震発生確率が著しく高い地域に立地する原子力
発電所を有する事業者で、火力の焚き増しを行う場合、
環境への影響を最小化させるためにできる限りLNG火力を
使用する事業者とします。

○補助対象経費
対象となる原子力発電所の停止に伴う代替火力発電に係
る追加燃料費のための借入れに対して利子補給を行いま
す。

○利子補給率 0.5％で3年間の措置とします。

国 金融機関 対象者

燃料調達に
係る借り入れ補助金

基金設置法人

利子補給

民間金融機関

利子補給

利子補給対象者

借入返済

利子補給対象資金
の特定・確認

融資
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6.全国における防災等への対応
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○ 今般の大震災により、サプライチェー
ン（ＳＣ）を支える物流の脆弱性が浮き
彫りとなったことから、ＳＣの再構築と
強靭化を目指します。特に物流を可視化
させ、ボトルネックの所在を明らかにし、
その改善を図ることによって全体最適を
実現し、危機時のみならず平時において
も高度な物流システムの構築を図ります。

サプライチェーンを支える
高度な物流システムの構築事業費

３次補正予算案額 １．０億円

商務流通グループ 流通・物流政策室
03-3501-0092

東北経済産業局 商業・流通サービス産業課
022-221-4914

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 ＜事業の取組概要＞
○ 対象業種：物流業など

○ 事業を進めるに当たって必要不可欠な情報の整備

実証実験に向けたシステムの要件設定

①共有すべき情報（共有すべき情報項目等）

②情報共有の手法（可視化情報基盤のあり方等）

③情報基盤構築のあり方（各主体間への適合性等）

○ 対象業種における可視化情報基盤の導入に向けた調査・

検討及び実証実験の実施

○ 具体的には、物流に係る各主体がそれ
ぞれ運用している既存システムを活用し
つつ、インターネット等を利用して情報
を共有するための物流システムを構築し
ます。

国

委
託 民間調査

機関等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等） 物資拠点

供給者

物資拠点

物流を可視化することにより、震災時において混乱無く
円滑な物資供給を図る。

震災時の物流

混
乱

混
乱

混
乱

混
乱

混
乱

混
乱

被災地域

物資輸送

混
乱

混
乱
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B.産業空洞化の回避・新たな成長の実現
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� 震災を契機に、生産拠点を日本から海外に移転する
など、産業の空洞化が加速するおそれがあります。

� 企業の我が国における立地環境を改善するため、供
給網（サプライチェーン）の中核分野となる代替の効
かない部品・素材分野と我が国の将来の雇用を支え
る高付加価値の成長分野における生産拠点・研究開
発拠点に対し、国内立地補助を措置することとします。

国内企業立地推進事業費補助金
平成２３年度三次補正予算額 ３，３００．０億円

経済産業政策局 03-3501-1674 
製造産業局 03-3501-1689
商務情報政策局 03-3501-2964
産業技術環境局 03-3501-9221
中小企業庁 03-3501-1768
東北経済産業局 産業支援課 022-221-4882

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 【サプライチェーンの中核となる非代替的な部品・素材等の例】

極薄電解銅箔

ＩＴ機器等の中核素材であり、スマートフォンやリチウムイオン電池等に必要
不可欠。日本企業で世界シェアの１００％を占める。震災後、海外の取引先
企業から、生産拠点の一極集中によるリスクを回避するため、海外への生産
移転を要請されている。

レアアース磁石

次世代自動車等の高性能モーターに必要不可欠な中核部品。高性能品につ
いては日本企業がほぼ１００％のシェアを占めている。震災後、レアアース価
格高騰を受け、中国企業からの引きあいが激化。

発拠点に対し、国内立地補助を措置することとします。

� また、集約化・グループ化を行う中小企業については、
補助率の深掘りをすることにより、中小企業の設備投
資支援を加速化します。

風車の軸受け

年率３０％近く成長している風力発電の基幹部品である風車の軸受けは、我
が国企業の高い技術力によりシェアが拡大。現在、中国等の最終需要地と
国内拠点との間で厳しい立地競争が行われており、技術流出が懸念される。

高機能液晶パネル

世界的に需要が拡大しているスマートフォン向け中小型液晶パネルは、日本
企業の世界シェアが約４割。海外メーカーとの競争に打ち克ち、高いシェアを
維持するためには、国内生産拠点の維持・拡大のための設備投資が必要。

革新的生産工程

自社開発の小型プレス機により、金型加工費７割減を実現し、生産効率が大
幅に向上。価格競争により生産拠点が新興国シフトするなか、国内で生産革
命を追求する企業の震災による海外移転が懸念。

特殊化学素材

リチウムイオン二次電池に使用される電解膜は、日本企業による世界シェア
が約７割。国内メーカーは追加の設備投資を海外も含めて検討中。競争力の
ある製造技術を国内で保持するため、製造拠点の国内維持が必要。

【高付加価値を生み出す成長分野の例】

国

補助率
10/10

民間企業等※

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

民間企業等

※基金造成
補助率

大・中堅企業：1/3
中小企業：1/2
中小企業等グループ及び
産学官連携によるもの：2/3
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○東日本大震災及び原子力災害により広域的に被害
を受けた福島県の復興再生を促進するため、①県
外からの新規・復帰立地や県外への流出防止、県
内での新増設・移転を行う企業に対して企業立地
奨励を実施する同県の取組を支援します。また、
②喪失した工業団地の早急な再生と低廉な価格で
の分譲を促進することで、同県への企業立地を加
速し、当該地域での生産拡大及び継続的な雇用創

がんばろう ふくしま産業復興企業立地支援事業
平成２３年度三次補正予算額 １，７００．０億円

地域経済産業グループ 産業施設課
03-3501-1677

東北経済産業局産業支援課
022-221-4882

事業の内容 事業概要

事業の概要・目的事業の概要・目的
①立地補助

県内移転県外からの進出

○全国最高の補助率の設定（最高３／４）
○最大限度額を全国一の２００億円と設定
○製造業に加え、データセンターやコールセンター等も対象
○用地の取得から建屋建設まで初期の工場立地経費を対象

速し、当該地域での生産拡大及び継続的な雇用創
出を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

基金①～②を要件化

福島県
(基金造成)

民間事業者

①補助

②利子補給

補
助

福島県

県内での工場増設

県外への流出防止

×

用地造成費 等

工業団地の未造成区画 未開発地区等

金融機関等
借入、債券発行
による資金調達

地方自治体等

②利子補給（10/10）

民間事業者等

低廉な価格での
用地分譲
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ＪＯＧＭＥＣ

○震災を契機に、生産拠点を日本から海外に移転するなど、産業の
空洞化が加速化しつつあり、国内の立地環境の改善が急務です。

○具体的には、中国によるレアメタル・レアアースの輸出枠の削減
等により、レアアース供給をコントロールにともない、エレクトロニ
クスのメーカーが中国に工場移転する等影響が顕在化しています。

○東北地方には、ハイテク産業が集積し、近年ではリチウム電池工
場も進出するなど、我が国を代表とするハイテク産業集積地とし

事業の内容 主な事業イメージ

政府

出資出資

一般会計を
原資とする出資

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構出資金
（一般会計を原資とする出資）
２３年度３次補正予算要求額 ８０.0億円

資源エネルギー庁 鉱物資源課
03-3501-9918

場も進出するなど、我が国を代表とするハイテク産業集積地とし
て復興・発展する事が期待されています。

○以上を踏まえ、産業の要であるレアメタル・レアアースの安定供給
をはかるため、レアアース鉱山の資産買収を図るべく、ＪＯＧＭＥＣ
への出資を行い、鉱山確保・権益確保の取り組みを推進します。

○その他、これら取り組みを円滑に行うための資源国協力等を行い
ます。

開発・生産段階の鉱山権益等を
取得する民間企業（商社など）

出資出資

国

出資

(独)ＪＯＧＭＥＣ

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

出資

開発・生産段階の鉱山
権益等を取得する民間
企業（商社など）

原資とする出資
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事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

ＩＴ融合による新産業創出のための研究開発事業
平成２３年度三次補正予算案額 ３９．７億円

商務情報政策局 情報経済課
03－3501－0397

東北経済産業局 産学官連携推進室
022-221-4897

事業イメージ

○ＩＴの浸透によって今後産業構造が大きく変化し
て新事業が創出される可能性が高い分野であ
り、かつ日本が要素技術等で強みを持つＩＴ融
合分野（エネルギー、医療・健康、農業、ロボット、
自動車・交通等を想定）を中心に、東北・被災地
の復興、さらには日本の復興につながる事業展
開を支援します。

異業種・異分野の企業・大学等が連携して開発・実証プロジェクト等を推進

分野毎にプロジェクトを推進

スマート・ヘルスケア産業
（ＩＴ×医療・健康）

スマートアグリシステム
（ＩＴ×農業）

社会システム対応ロボット
（ＩＴ×ロボット）

情報端末化する自動車
（ＩＴ×自動車・交通）

補助

（定額・２／３）

○そのために、ＩＴ融合分野の研究・システム開発
の拠点整備及び拠点整備と一体化した研究・シ
ステム開発を補助します。

○研究・システム開発にあたっては、関係企業・団
体で最適なコンソーシアムを組成します。

国
民間企業
等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

IT融合の基盤となるスマートグリッド等
サイバーセキュリティテストベッドの整備

構築

産学官連携サイバーセキュリ
ティ

コンソーシアム

重要インフラ等の
セキュリティ強化

スマートグリッド
導入

インフラ輸出強化

サイバーセキュリティテストベッド
（セキュリティ検証施設）
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○被災地域の企業、公設試験研究機関、大学等のいず

れかと連携した共同研究体による、新技術を活用した
被災地域の復興・発展に資する生活・環境回復関連の
実証研究を支援し、被災地での新事業・新産業を創出
することで被災地の復興・発展を支援します。

○被災地域の復興・発展に資する実証研究
被災地域の企業、公設試験研究機関、大学等と連携

し、被災地域の復興・発展に資する実証研究を行いま

震災復興技術イノベーション創出実証研究事業費
平成２３年度第三次補正予算額 １１．８億円

地域経済産業グループ 地域技術課
03-3501-8794

東北経済産業局 産業技術課
022-221-4897

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 ○心の病を定量的に診断可能な血液診断キットの実証
研究

・被災地域では、心の病にかかる被
災者が後発することが予想されま
すが、診断にはカウンセリングが
必要であり、迅速な対処が行えて
いません。そこで、バイオマーカ
を活用した心の病を定量的に診断
可能なうつ病簡易検査キットを開
発します。

うつ病簡易検査キット

し、被災地域の復興・発展に資する実証研究を行いま
す。

研究期間：１年以内（実証研究終了後、すみやかに市
場に投入されることを想定しています）

補助要件：被災地域の復興・発展に資する実証研究で
あり、被災地域の企業、公設試験研究機関、大学等と
連携することが必要です。

補助率： ２／３

国
補助 共同研究体

（企業、公設試験研究機関、大学
等で構成）

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

２／３

発します。
・これにより、被災地域での新たなライフ関連事業の創出や、
今後被災地で後発することが予想されるうつ病患者を速や
かに治療へ移行させ、労働意欲を維持させることで、復興
に貢献します。

○構造物の非破壊検査用コンパクトX線装置の実証研究
・被災地域では、地震で傷ついた構造物の調査や危険箇所の速
やかな探索を行うことが求められています。しかし非破壊検
査に使用できるＸ線検査装置は大型な据え付け型のものしか
存在しないため、小型加速管を活用した革新的なコンパクトX
線装置を開発します。

・これにより、被災地域での新た
な非破壊検査関連事業の創出や、
構造物の調査・危険箇所探索の
迅速化により、復興に貢献しま
す。

小型加速管ユニット 57



○材料分野に世界的な強みを有する東北大学を中心に、産業
技術総合研究所、産業界等の新たな産学連携を推進し、東
北地方における材料分野等の産業集積を加速させ、「仙台
マテリアルバレー」（仮称）の構築を目指します。

○中核として、「Under One Roof」の理念の下で産学官が共
同研究プロジェクトを実施して世界トップレベルの技術の
産業化を行い、国内外の研究機関や企業が集まる国際的な
オープンイノベーション拠点として、東北大学に産学官共

事業イメージ

東北地方における新たな産学官連携の枠組みの構築
平成２３年度三次補正予算額 １５．０億円

事業の内容

産業技術環境局 大学連携推進課
03-3501-００７５

東北経済産業局 産学官連携推進室
022-221-4887

事業の概要・目的事業の概要・目的

東北大学 産総研

公設試

産業界
他大学

「仙台マテリアルバレー（仮称）」

同研究棟「先進材料技術センター」（仮称）を整備します。

○また、共同研究制度改革を伴う企画運営や、拠点における
知財管理ルールの確立、人材育成を実施します。

○これにより、東北地方における材料分野等における産業集
積を図り、世界的な産学官連携を実現することで、発展性
のある国際的なオープンイノベーション拠点となり、グ
ローバルな産業地域を創出し、新産業・雇用の創出と、我
が国の国際競争力強化を目指します。

国 東北大学
補助（２/３）

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

○ 東北地方における新産業・雇用創出

○ 我が国の材料分野の国際競争力強化

＜実施する共同研究プロジェクトの例＞

「革新的次世代自動車用部材開発」
脱レアメタル触媒技術の実用化

→１０年間で、日本の自動車産業における
セリウム ９割削減
貴金属 ７割削減 58



○製造業の空洞化、海外企業の日本離れを防ぐため、
電力の安定供給を確保することは重要です。

○我が国のエネルギー効率は、世界最高水準となっ
ていますが、東日本大震災による電力需給問題の
顕在化を踏まえ、中長期的には革新的技術開発に
よる一層の省エネ化等を推進する必要があります。

革新的技術開発
平成２３年度三次補正予算額 １４９．９億円

産業技術環境局 研究開発課
03-3501-9221

東北経済産業局 産業技術課
022-221-4897

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 ○低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロ
ジェクト

ＩＴ機器等の省エネ化のためのコア技術である
半導体微細加工技術、新構造・新材料のデバイ
ス等を開発。

低電圧化 集積化

○従来の発想を覆す最先端の省エネ技術等により、
エネルギーを効率的・効果的に活用する社会を実
現すると同時に、我が国の次世代の成果に繋げま
す。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

～5 nm
（髪の毛のおよそ
1/16000の細さ）

カーボンナノチューブの
構造（黒丸が炭素原子）

○低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的
融合材料プロジェクト

次世代の超低電力エレクトロニクス機器の実現

国
民間企業

等

交付金
委託、

補助(2/3, 1/2)

NEDO

委託

軽量、高強度、電気・熱の高伝導性等、多く
の優れた特性を持つカーボン材料を用いた革新

的機能材料を開発し、
太陽光発電、風力発
電、蓄電池の部材等
に応用して、より効
率的な再生可能エネ
ルギー利用、省エネ
ルギー化を実現。 59



○放射線量が高く、人が全く立ち入れない、または
長時間作業できない場所で、人間に代わって作業
行う又は作業を支援するロボットの開発等を行い
ます。

○東京電力福島第一原発事故収束への対応では、ロ
ボットによる無人化技術等を導入することで、目
的とする作業そのものの遂行、作業のために人が

災害対応無人化システム研究開発プロジェクト
平成２３年度三次補正予算額 １０．０億円

製造産業局 産業機械課
03-3501-1691

東北経済産業局 産業技術課
022-221-4897

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

ニーズ

関係省庁、電力会社、プラント会社、建設業者等

ニーズ ニーズ

災害対応無人化システム研究開発
例立ち入れる環境の整備、人の作業を補助等を実施

し、作業期間の効率化・短縮化が見込まれます。

○事業の実施に当たっては、短期・中長期ニーズを
ふまえ、対応する技術シーズや既存技術とのマッ
チングを行い、対象となるロボット・ロボット要
素技術等の改造・改良・開発を支援します。

国

交付金

ＮＥＤＯ

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

企業・大
学等

委託
有識者
・大学、研究機関等
民間団体等
・ロボット、建設機械、環境装置メーカー等

使用側と開発側が
連携した研究開発

例

・放射能環境下でのロボットによる作業（除染、運搬、
線量測定、映像撮影、探査、人の作業補助等）

シーズ シーズ シーズ
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○国内のＩＴ機器の電力消費(2006年で日本全体の約5％)は
2025年には約5倍となり、その後も急速に増大していく見込
みであるため、大幅な削減が必要です。

○現在はArF露光システムにより半導体を数十nmの細かさで加
工しているが20nm台で限界を迎えつつある。次世代のＥＵ
Ｖ(極端紫外線)露光システムに必要な評価基盤技術の構築
により、最先端の10nm台の半導体製造技術を確立し、小型
化・高性能化を実現します。

低炭素社会を実現する超低電力デバイスプロジェクト
平成２３年度三次補正予算額 ７８．８億円

産業技術環境局研究開発課
03-3501-9221

商務情報政策局情報通信機器課
03-3501-6944

東北経済産業局 情報・製造産業課
022-221-4803

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 低電圧化

CMOS

●ナノ機能材料

●ナノデバイス構造

ナノデバイス

○あわせて、微細化に伴う配線間の影響等を防ぐための低電
圧化に取り組みます。半導体の駆動電圧は、現在は約1.3V、
既存技術の延長線上では約1Vで限界と言われており、その
限界を突破するため、新構造・材料を用いた次世代デバイ
スの基盤技術を確立、0.4Vの超低電圧化を実現します。

○以上の研究開発により、2020年CO2▲25%達成に向けたグ
リーン・イノベーションへの取組を強化するとともに、世
界をリードする成長産業の創出を目指します。

次世代のグリーンエレクトロニクス機器の実現

集積化

真空チャンバ

デブリシールド

集光ミラー

ﾃﾞﾌ ﾞﾘとは：ﾌﾟﾗｽ ﾞﾏからの飛散粒子（ダスト）

反射型マスク

極端紫外線（ＥＵＶ）露光装置

EUV用マスク

極端紫外線（ＥＵＶ）露光装置

EUV用
レジスト材料

国

委託

民間団体等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

NEDO
交付金 委託
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低炭素社会を実現する超軽量・高強度革新的融合材料
プロジェクト（NEDO交付金分）
平成２３年度三次補正予算額 １６．０億円

産業技術環境局 研究開発課
03-3501-9221

東北経済産業局 産業技術課
022-221-4897

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

【ＣＮＴ等と既存材料との融合を通じ
た、超軽量・高強度材料等を実現す
るための基盤的技術の研究開発】

★既存素材とＣＮＴ等を融合する技術

・ＣＮＴは日本発の素材。
・炭素繊維の10倍の引っ張り強度、
銅の10倍の熱伝導特性を有する。

・炭素の網目構造を自由に動く電子
があり、特有の電気的性質を有す
る。

○日本で発見されたカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）は、多
くの優れた特性を持つ新規ナノ材料です。

○この新規ナノ材料であるＣＮＴ及びＣＮＴ類似の炭素網目
構造を有する化合物と既存材料の融合を通じて、輸送機器、
構造材などに広く適用可能な超軽量・高強度材料等の研究
開発を行います。また、併せてＣＮＴ等の取り扱いに不可
欠なナノ材料の安全性を確保する管理手法の確立に取り組

国

委託、
補助（1/2）

民間企業
等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

★既存素材とＣＮＴ等を融合する技術
★微細加工・計測、均一混合処理等の

共通技術

＜実用化開発の例＞
・CNTを融合させた高強度炭素材料
・CNTを融合した高性能熱伝導材料
・CNT等を応用した省エネ型電子回路材料

高強度
炭素材料

高性能熱伝導
材料

電子回路
材料

ＣＮＴ等と融合する既存材料等

 

欠なナノ材料の安全性を確保する管理手法の確立に取り組
みます。

○以上の研究開発により、2020年CO2▲25%達成に向けたグ
リーン・イノベーションへの取り組みを強化するとともに、
世界をリードする成長産業の創出を目指します。

ＮＥＤＯ

交付金
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○半導体デバイスに、三次元構造という新たな概念
を構築し、微細化と三次元化を両立する世界初の
半導体加工技術を実現します。

○三次元ならではの超小型・超高速・低消費電力な
メモリー、自動車の自動運転の「目」になる超高
速な画像処理、どこでも・いつでもつながる通信

立体構造新機能集積回路（ドリームチップ）技術開発
平成２３年度三次補正予算額 １２．０億円

商務情報政策局 情報通信機器課
03-3501-6944

東北経済産業局 情報・製造産業課
022-221-4903

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

【従来：平面型】 【単純積層型】

新しい機能素子（ドリームチップ）の
実現・利用技術の開発

異機能デバイスの
三次元集積化技術

半導体技術と他分野
技術との融合

デバイスなど、これまでにない魅力的な製品を実
現する技術を開発します。

○開発した技術は応用製品を開発する半導体メー
カー等に積極的に技術移転するとともに、仕様を
国際標準化して、我が国の半導体産業競争力を強
化します。

２次元で多機能化する
と面積が拡大してしま
う（モバイル等の小型
ニーズに不適）

20nm以細の微細化は現
時点での技術では限界

立体半導体
（ドリームチップ）

単純に積層しても、配
線が長くなり、電力消
費が大きく、処理速度
が遅くなってしまう。

多層化すると配線数
が多くなり製造限界

三次元構造によって、
小型化、高機能化の達成

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
民間団体

等

交
付

委
託

NEDO
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○半導体やディスプレイは、今後も大きな需要拡大
が見込まれることから、生産によるエネルギー消
費も急速に増加すると予想されます。このような
事態を解決することが、低炭素社会を実現するた
めに急務です。

○また、今後、ディスプレイ分野では電子ペーパー
や超大型表示装置など有望な新製品の開発が期待
されていますが、そのためには高効率な生産プロ

次世代印刷エレクトロニクス材料・
プロセス基盤技術開発

平成２３年度三次補正予算額 １９．８億円

製造産業局 化学課、
商務情報政策局 情報通信機器課

03-3501-1737、6944
東北経済産業局 情報・製造産業課

022-221-4903

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

事業イメージ

インク
電子部材

印刷乾燥
制御

省エネ・省資源・
高生産性製造プロセス

低コスト・省エネ製造プロセス

されていますが、そのためには高効率な生産プロ
セスを開発することが必要です。

○このため、本事業では、①印刷プロセスを応用す
ることにより従来より革新的に省エネ、高効率、
かつ低コストで電子デバイスの製造を可能とする
新技術の研究開発において必要な装置等を整備し
て研究開発を促進するとともに、②実証技術開発
の加速化を図り、実用化時期を前倒しします。

国
交付金

民間企業等NEDO

委託・
補助（2/3）

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

電子ペーパー

軽量、曲がる、シート状
大面積デバイス

手帳コンピュータ

給電シート
タッチパネル
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C.エネルギー対策の推進
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事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

○自家発電設備やコージェネレーションの新増設・増出力、
休止・廃止設備の立ち上げを行う事業者に対して、設備導
入補助や燃料費補助を行います。

○本事業は、以下の要件のどちらかを満たす案件に対して補
助を行います。
①系統に一定時間以上、合計５００ｋW以上の電気の供給が
可能なこと。

②新たな設備投資により合計５００ｋW以上の新増設・増出
力を行い、一定時間以上稼働すること。

＜系統への電気の供給＞

自家発電設備導入促進事業
平成２３年度三次補正予算額 ２９９．９億円

資源エネルギー庁 電力基盤整備課
03-3501-1749

東北経済産業局 開発計画課
022-221-4941

国
補助（１/２以内又は１/３以内）

委託・交付先としてのポテンシャルを有する企業・団体等

発電の用に供する自家用電気工作物設置者

民間団体等

・設置費用の1/2以内（中小企業）又は1/3以内（大企業）
・燃料費用の1/2以内（中小企業）又は1/3以内（大企業）

＜新規・増出力等のための設備投資＞

1,000KWクラス
ディーゼルエンジン発電設備

1,000KWクラス
ガスエンジン発電設備

○補助対象経費
（１）設備投資費用

増出力等に要した追加的設備投資費。
（２）燃料費

系統への電気の供給に要した燃料費。
○補助対象設備
ガスタービン、ガスエンジン発電機、ディーゼル発電機、副
生ガス・工業プロセス利用の汽力発電設備、コージェネレー
ション等

公募期間公募期間

平成２３年１１月１日（火）～１１月２２日（火）
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○今般の東日本大震災において被害を受けた地域経
済活動の再生が必要です。被災地からは再生可能
エネルギーを中核とした雇用創出に対する期待が
寄せられています。

○本事業では、東日本大震災による被災地（岩手、
宮城、福島等）において、太陽光発電設備、風力
発電設備などの再生可能エネルギーの設備の導入、

再生可能エネルギー発電設備等導入支援復興対策事業費補助金
平成２３年度第三次補正予算額 ３２６．０億円

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的 ○補助対象の内訳
・太陽光発電 ・風力発電 ・バイオマス発電
・地熱発電 ・小水力発電

事業イメージ

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

発電設備などの再生可能エネルギーの設備の導入、
その設備に付帯する蓄電池や送電線等の導入に対
する補助を実施するための基金（新規採択５年
間）を造成します。

○本事業の実施により、固定価格買取制度との相乗効
果によって、被災地域での再生可能エネルギーの抜
本的な導入拡大により、失われた雇用の復活や関連
産業の集積を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助
（基金造成）

民間団体等

補助
（原則1/10,1/3) 設

置
者

○民間事業者や地方自治体等による設備導入及び地
方自治体と連携して行う設備導入に対して補助を行
います。
【補助率１/１０以内】
（蓄電池、送電線等については１／３以内）

風力発電
(六ヶ所村の例)

太陽光発電
（板東市の例）

バイオマス発電
(ひたちなか市の例)

67



○ 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達
に関する特別措置法」（再生可能エネルギーの固定価
格買取制度）の施行に伴い、費用負担調整機関が行う
調整業務に必要となる経費を交付します。

○具体的には、調整業務を運用するためのシステム構
築等の仕組み作りを行うとともに、電気事業者が調達

再生可能エネルギー固定価格買取制度事業費
平成２３年度第三次補正予算額 ７１．０億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 ▼法案の基本的なスキーム

買取費用
を支払

電気事業

電力事業者B
の買取対象

電力事業者A
の買取対象

サーチャージ
回収

電力需要家

電力需要家

サーチャージ
回収

電力需要
家

電気事業

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

する再生可能エネルギー電気量の費用負担の不均衡
を調整するため、一定期間ごとに電気事業者に対する
交付金を措置します。

○また、買取制度に基づく認定発電設備の管理システム
の構築に必要となる経費を措置します。

国

交付金・委託費

民間団体等

○発電設備の認定に必要な管理システム構築費用
○費用負担調整機関の調整業務に必要な管理システムの構築
費用

○各電気事業者が調達する再生可能エネルギー電気量の費用負
担の不均衡を調整するため、一定期間ごとに電気事業者に対し
て、費用負担調整機関が交付する交付金

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

回収した
サーチャージの納付

買取費用に
充当する
資金の交付

電気事業
者Ｂ

電力需要家

【電力多消費事業者】
※国が認定 サーチャージ

回収

（減額措置）

回収した
サーチャージの納付

電力需要家
（東日本大震
災の被災地）サーチャージの

支払免除
（H25年3月末ま

で）

費用負担調整機関

国

予算措置（交付金）

電気事業
者Ａ
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○太陽光発電市場の健全な発展に向けて、効率性が高
く価格が安い太陽光発電システムの普及を促すこと
が重要です。

○本事業では、国内の太陽光発電システムの８割以上
のシェアを占める家庭向けについて、最新の太陽光
発電システムの導入促進を図るための実証を被災地
において行い、最新型の太陽光発電システムの有効

住宅用太陽光発電高度普及促進復興対策基金造成事業費補助金
平成２３年度第三次補正予算額 ３２３．９億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

において行い、最新型の太陽光発電システムの有効
性を検証します。

○また、その成果を生かしながら、住宅分野における
太陽光発電システムの導入促進を図ります。具体的
には、住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造成
事業と連携して導入補助を実施します。

国
補助

（基金造成）

民間団体等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

設置者

対象者

補助金の額

以下の要件を満たす太陽光発電システムの設置を
行う者。

①変換効率が一定以上のもの
②一定の品質・性能が一定期間確保されているもの
③ｋＷあたりのシステム価格が一定価格以下のもの

システム価格と変換効率に対して傾斜配分
（平成２４、２５年度）

補助
（定額）

＜住宅用太陽光発電システムを導入した住宅の例＞
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○今後も余震や津波災害のおそれが消えない被災地で
は、災害時に地域の防災拠点となり得る施設に対して、
自立的・安定的にエネルギー供給することが必要です。

○そこで、個々の需要場所の電力を供給するエネルギー
として有力な再生可能エネルギーと蓄電池等を組み合
わせて、災害時にも自立的・安定的にエネルギー供給
する「スマートエネルギーシステム」として導入促進を

スマートエネルギーシステム導入促進等事業費補助金
平成２３年度第三次補正予算額 ４３．５億円

資源エネルギー庁
新産業・社会システム推進室

03-3580-2492
東北経済産業局 エネルギー課

022-221-4932

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

再生可能エネルギーと蓄電池等を組み合わせ、
２４時間、停電時であっても電力供給可能に。

太陽光発電／風力発電／燃料電池／蓄電池／（ガスコジェネ）／ＥＶ／ＰＨＶ

○スマートエネルギーシステムの導入

図ります。

国

補助
（１／１０、１／３、２／３）

民間団体等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等） 病院

駅前ビル

２４時間、停電時であっても電力供給可能に。

民間
団体
等

補助
（基金造成）

学校

道の駅

スーパー
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○復興フェーズにある地域では、災害に強い
まちづくりとして再生可能エネルギーの活
用を中心としたスマートコミュニティを構築
するためのマスタープランの策定を支援し
ます。

○自治体と共に作られたマスタープランに基
づく、スマートコミュニティ構築のための補

スマートコミュニティ導入促進等事業費補助金
平成２３年度第三次補正予算額 ８０．６億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

次世代自動車・バスを
電力インフラとして活用

電力不足時：電気自動車→家庭
電力余剰時：家庭→電気自動車

防災拠点に再生可能
エネルギーと蓄電池、
コジェネを整備

風力発電
バイオマス発電

集中電源

メガソーラー

産業エリア

電気・燃料電池バス

ＢＥＭＳ

スマートコミュニティのイメージ

資源エネルギー庁
新産業・社会システム推進室

03-3580-2492
東北経済産業局 エネルギー課

022-221-4932

助を行います。

�スマートコミュニティの具体例
・ 防災拠点に再生可能エネルギーと蓄電池、
コジェネを整備。

・ 地域のビルや家庭の単位でも、再生可能
エネルギー、蓄電池等を活用。

・ コントロールセンターを設置し、地域の需
給バランスを調整。

国

補助
（定額・２／３） 民間

団体
等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

民間
団体
等

補助
（基金造成）

コジェネを整備

GEGE

大型蓄電池

住宅エリア

商業エリア

再生可能エネルギーの変動に
あわせて
需給バラン
スを調整

再生可能エネルギーを
最大限に活用する災害
にも強い家づくり

太陽光発電

燃料電池

次世代自動車・
蓄電池

ＨＥＭＳ
（ホームエネルギーマネジメントシステム）

コントロールセンター
（エネルギーマネジメントシステム）

産業エリア

地域冷暖房・コジェネ
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○東日本被災地、特に、福島においては、その被害
からの復興に向けて、再生可能エネルギーを中心
とした新たな産業の集積・雇用の創出に大きな期
待を寄せられています。
○浮体式洋上風力については、現在実用化に向けた
技術開発競争が行われていますが、本事業によっ
て、国内初の浮体式洋上風力発電システムの本格
的な実証事業を実施します。それによって、技術

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業委託費
平成２３年度第三次補正予算額 １２５．０億円

資源エネルギー庁新エネルギー対策課
03-3501-４０３１

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

○実証エリアとしては、福島県沖を想定。
○当該エリアは、風況がよいだけでなく、既に開発が行
われ現在使われていない福島県沖のガス田跡地・その
関連施設の活用が見込まれ、好条件である。

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

的な確立を行うとともに、安全性・信頼性・経済
性を明らかにします。
○なお、実証後は、県や民間主導による本格的な
ウィンドファームの実現を目指します。そうする
ことによって、福島を我が国における風力発電の
拠点化とすることを目指すとともに、県の産業再
生に貢献します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間団体等
浮体式洋上ウィンドファームイメージ
（提供：三井造船（株）、東京大学、東京電力（株）

想定している実証エリア
地上光７０ｍの年平均風速(m/s）

委託
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■震災による電力需給の制約から早期に脱却し、震
災復興と日本経済の再出発を進めるため、今後の
電力需要面での対策として、省電力及び省エネル
ギーに資する高効率ガス空調設備への設備更新を
行う事業者に対して、設備導入補助を行います。

高効率ガス空調設備導入促進事業費補助金
平成２３年度三次補正予算額 ４９.４億円

資源エネルギー庁 ガス市場整備課
03-3501-2963

東北経済産業局 電力・ガス事業課
022-221-4936

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 比較的効率が低い経年した電気の空調設備を、
高効率ガス空調設備に更新

ガスヒートポンプ（ＧＨＰ）

○小型の個別空調設備（ヒートポンプタイプ）の更新
（中小規模のオフィスビル・飲食店・コンビニ・学校等）

電気ヒートポンプ

■本事業は、経年した電気の空調設備から高効率ガ
ス空調設備への設備更新・新設を行う場合に導入
補助の対象といたします。

国 設置者

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

ガスヒートポンプチラー（GHP）

○大型のセントラル空調設備の更新
（大型のオフィスビル・商業施設等）

民間団体等

補助（定額(10／10))          補助（1／8)

電気空冷式チラー

（参考）既存の電気式空調設備から置き換えた場合の省電力効果
・ＧＨＰ：▲２１ｋＷ（売れ筋の２０馬力＝１６冷凍トンで比較）
・ガス吸収式：▲１８０ｋＷ（売れ筋の２００冷凍トンで比較）

※１冷凍トン（ＲＴ）は、１日に１トンの水（０℃）を氷にするた
めに必要な熱量。 73



資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課
商務情報政策局 情報経済課
産業技術環境局 環境経済室

03-3501-9726（省エネ課）
東北経済産業局 エネルギー課

022-221-4932

【ＢＥＭＳ（建築物のエネルギー管理システム※）導入支援】

○中小企業等の高圧小口の需要家に対して、スマートメーター導入と連携し
た電力需要抑制の取組を促進するため、ＢＥＭＳの導入を補助します。

○本制度により集中的な導入支援を図ることで、以下の効果を実現します。
①一口当たり相当の電力使用量があるものの中小企業等であるがゆえに節
電対策が遅れている中小ビル等の抜本的な節電を実現

②あわせて電力需給逼迫時にはエネルギー利用情報管理運営事業者から、
緊急要請を発動できるシステムを構築

③ＢＥＭＳ価格の大幅低減と事業終了後の自律的な導入拡大

エネルギー管理システム(BEMS・HEMS)導入促進事業費補助金
平成２３年度第三次補正予算額 ３００．０億円

【ＢＥＭＳ導入支援】

○支援に当たっては、「エネルギー利用情報管理運
営事業者」（１０社程度。ＢＥＭＳシステム会
社・家電量販店・エスコ事業者等が参画予定）を
経由して、導入・補助・導入後の削減効果の管理
を行うことで効率的・効果的な支援を実施する。

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

ＢＥＭＳ導入ＢＥＭＳ導入
（１５％節電をコミット）（１５％節電をコミット）

エネルギー
利用情報

③ＢＥＭＳ価格の大幅低減と事業終了後の自律的な導入拡大

【ＨＥＭＳ（家庭のエネルギー管理システム※）導入支援】

○電力需給対策の一環として、民生部門の節電・ピークカット等を推進する
ため、家庭等においてスマートメーターを導入する等の際に、その導入効
果を高めるＨＥＭＳの導入を補助します。

○異なるメーカーの製品が接続可能な公知なインターフェイスが実装される
ことを要件とし、蓄電池等との接続など拡張可能性があるものを支援しま
す。

【ＨＥＭＳ導入支援】

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
補助

（基金造成） 民間団体
等

民間団体等、
設置者

補助金
（１／３、１／２、定額）

基金造成 【国】【一般社団法人等】

エネルギー利用情報エネルギー利用情報
管理運営事業者管理運営事業者

ＢＥＭＳシステム
提供

スマートメータ

小口需要家小口需要家
（中堅・中小企業等）（中堅・中小企業等）

太陽光パネルから
家庭に電気を供給

機器のコントロール

スマートメーター
による需要計測

蓄電池から
家庭に電気を供給

万kw万kw

ＨＥＭＳ端末による
「見える化」

補助金
（１５％節電を達成
すれば１／２等）

※ＥＭＳ（エネルギー管理システム）
センサー・ＩＴを駆使し、需要家がスマートにエネルギー利用するためのソリュー
ション製品。個々の機器単体のみでなく複数の機器とシステム連携を行い、効率的に
賢くエネルギーを管理・制御を行う。
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○今夏以降においても全国的に電力需給の逼迫が見
込まれることから、電力需要のピークカットに向
けた対応が喫緊の課題となっています。

○これを踏まえ、定置用リチウムイオン蓄電池につ
いて、家庭及び事業者への導入を促進することに

定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費
平成２３年度三次補正予算額 ２１０．０億円

商務情報政策局 情報通信機器課
03-3501-6944

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的 ○家庭、事業所及び公共施設等への定置用リチウム
イオン蓄電池を導入を支援し、万一の停電時にお
けるバックアップ対策を図ります。

事業イメージ

より、需要サイドにおける電力使用のピークカッ
トを実現するとともに、停電時のバックアップ対
策を図ります。

国

基金造成
（10/10）

民間
事業者等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

購入者

間接補助
（1/3）

（蓄電池購入補助）
市場供給可能見込み台数（５万台）を導入。
１２０万円（6kWhを想定） × 補助台数１０万台 × １／３

＝ ４００億円
（事務経費）
上記金額の５％を事務経費として計上。
４００億円 × ５％ ＝ ２０億円
合計：４２０億円

要求金額について

○量産効果により、コスト低減を前倒し。リチウム
イオン電池産業の価格競争力を強化します。
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小型リチウムイオン電池の量産効果による

価格低減（経験曲線）

出所：機械統計年報、国民経済計算をもとに加工
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○平成２１年５月から世界に先駆けて本格販売が開始され
た家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（家
庭用燃料電池システム）の普及促進及び早期の自立的
な市場の確立を目指し、設置費用の一部を補助します。

○家庭用燃料電池システムは、電気・熱両方を活用するた
め、総合効率が非常に高く（８０％以上）、省エネル
ギーの推進、それに伴うＣＯ２削減に貢献します。ま
た、一般家庭における年間の電力需要量の約４０％を

民生用燃料電池導入支援補助金
平成２３年度第三次補正予算額 ５０．０億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

資源エネルギー庁 燃料電池推進室
03-3501-7807

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

た、一般家庭における年間の電力需要量の約４０％を
供給し、昼夜、天候を問わず安定した分散型電源とし
て系統電源の需給緩和にも貢献します。

○対象者
・家庭用燃料電池システムを設置する者
・リース等により燃料電池システムを提供する者
○対象行為

一定の性能要件を満たす機器（機器指定委員会に
て機器の性能を評価し、対象となる型式を認定・公
表）の設置。

国 設置者
補助

（定額）

民間団体等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助(1/2)

＜家庭用燃料電池システム「エネファーム」＞
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○電力需給対策の一環として、民生部門の節電を推
進するため、一定の節電効果を持つ既築建築物の
設備導入費用を補助します。

○具体的には、
①補助対象は、消費電力削減効果を考慮し、空

調・給湯、照明設備、断熱等（単体での導入も
可）に限定します。

②設備単体の導入でも、「当該設備を建築物全体

建築物節電改修支援事業費補助金
平成２３年度第三次補正予算額 １５０．０億円

資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁 省ｴﾈﾙｷﾞｰ対策課
03-3501-9726

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

○補助対象のイメージ

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

空調 断熱等

例：複層窓・高性能ガラス例：高効率空調

②設備単体の導入でも、「当該設備を建築物全体
の半分以上リプレースする」かつ「１０％以上
の節電効果がある」という要件を満たせば補助
を行います。

○これにより、従来の補助事業の対象ではなかった
既築建築物の設備単体での改修を推進し、来夏以
降の民生部門の電力需要を抑制します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助
（基金造成）

民間団体等 設置者

補助（1/3、1/2）

照明設備 給湯（高効率熱源）

例：高効率ヒートポンプ
高効率ボイラ
コージェネ

例：高効率照明（LED含む）、
照度センサー

建築物の断面図

○補助率
1/3（中小企業は1/2） 77



○今般の東日本大震災後の電力供給不足への懸念に対
応するとともに、被害を受けた地域の経済活動の再
生が必要です。特に、被災地からは再生可能エネル
ギーを中核とした雇用創出に対する期待が寄せられ
ています。

○本事業では、住宅用太陽光発電システムを設置する
者に対して定額の補助を実施するための基金を造成

住宅用太陽光発電導入支援復興対策基金造成事業費補助金

平成２３年度第三次補正予算額 ８６９．９億円

資源エネルギー庁 新エネルギー対策課
03-3501-4031

東北経済産業局 エネルギー課
022-221-4932

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

者に対して定額の補助を実施するための基金を造成
します。

○本事業を全国規模で実施することにより、固定価格
買取制度との相乗効果による住宅用太陽光発電シス
テムの導入拡大によって、今般の電力供給不足への
対応並びに被災地での雇用及び関連産業の活性化を
図ります。

国 民間団体等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

設置者

対象者

補助金の額

以下の要件を満たす太陽光発電システムの設置を
行う者。

①変換効率が一定以上のもの
②一定の品質・性能が一定期間確保されているもの
③ｋＷあたりのシステム価格が一定価格以下のもの

４．８万円／ｋＷ（平成２３年度）
システム価格と変換効率に対して傾斜配分

（平成２４、２５年度）

補助
（定額）

＜住宅用太陽光発電システムを導入した住宅の例＞

補助
（基金造成） 78



事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

○大震災に伴う原子力発電所の運転停止により、火力発電用
の天然ガス（ＬＮＧ）の需要が急増しており、電力の安定供給
確保にはＬＮＧの安定供給確保が不可欠です。

○今後、ＬＮＧの需給逼迫が懸念されており、我が国への安定
供給を確保するためには、天然ガス権益の獲得を図ることが
必要です。

探鉱・資産買収等出資事業出資金
平成２３年度三次補正予算額 ２０２．５億円

資源エネルギー庁石油･天然ガス課
０３－３５０１－１８１７

国

JOGMEC 石油開発企業等

出資

出資 出資

プロジェクト会社

権益を保有し、生産物の処分権を取得

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

○このため、（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥ
Ｃ）による出資を通じて、我が国企業によるガス田の買収等を
支援します。

国 プロジェクト会社

出資 出資
探鉱75％

資産買収50％

ＪＯＧＭＥＣ

ＬＮＧ輸出

洋上ガス田

ＬＮＧプラント

電力会社等

震災後、原子力発電所の運転停止により、
ＬＮＧの需要が急増 79



○被災地の復興に不可欠な石油製品を供給する
体制を再構築し、被災者の生活の再建や安定
化、産業の本格稼働等へ向けた対策が必要で
す。

○そのため、復興工事用重機への燃料供給や冬
場における灯油の配送に必要不可欠なミニ

被災地域石油製品販売業再建等支援事業
平成２３年度三次補正予算額 ２３．５億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

東北経済産業局 資源・燃料課
022-221-4934

（１）給油所機能回復支援事業

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

復旧

生活の再建に等に伴い被災地の需
要が変化、平時に近い状態に回復

【事業例】

ローリーの回復等の給油所機能の回復、東北
の沿岸地域の主要産業である水産加工業等の
本格稼働に不可欠な地上タンクの復旧に対し
て支援します。

（２）地上タンク復旧支援事業

国
民間団体等
（基金造成）

補助
(10/10)

石油製品販売
業者等

(1)補助(10/10、2/3)
(2)補助(2/3)

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

復旧

需要の変化、回復にあわせて、
給油所機能を再建
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○ＬＰガスは、仮設住宅等で調理や給湯に必要な燃
料であり、被災地の復旧・復興には欠かすことの
できない極めて重要なエネルギーです。

○震災等により、東北域内の供給基地は、７基地中
５基地が被災し、現在も２基地が出荷不能ですが、
被害のなかった基地や関東以北の基地からのタン
クローリーによる長距離輸送で対応中です。

被災地域石油ガス基地機能早期復旧支援事業
平成２３年度三次補正予算案額 ２０．２億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

東北経済産業局 資源・燃料課
022-221-4934

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

秋田ターミナル

新潟ガスターミナル

青森製造所

八戸基地

岩手オイル
ガスターミナル

塩釜ＬＰＧター
ミナル

仙台ガスターミナル

被害なし

震災後、全部又
は一部機能回復

出荷不能

現
在
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
供
給
体
制

クローリーによる長距離輸送で対応中です。

○しかしながら、冬場の需要期は吹雪等による輸送
能力の低下により、ＬＰガスの供給上、大きな支
障を来すおそれがあります。

○このため、震災前は東北地方の半分以上の供給を
担っていた仙台ガスターミナルの基地機能の早期
復旧が必要不可欠です。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
ＬＰガス元売
事業者

補助
（定額）

民間団体等

補助
（1/2）

小名浜ＬＰＧターミ
ナル

鹿島輸入基地

川崎ＬＰＧ基地

千葉基地

鹿島液化ガス共同
備蓄

供
給
体
制

被
災
出
荷
設
備
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○ＬＰガスは、約2,500万世帯の調理や給湯の燃料で
あるのみならず、全国約21万台のタクシーの燃料
としても利用されており、日常生活に欠かすこと
のできない極めて重要なエネルギーです。

○東日本大震災直後においても、被災地における熱
源としての利用に加え、支援物資の運搬等を行う
ＬＰＧ車の燃料としても多く活躍しました。

○しかし、本震災でも一部地域において、輸入基地

被災地域石油ガス安定供給体制整備事業
平成２３年度三次補正予算案額 １１．１億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

東北経済産業局 資源・燃料課
022-221-4934

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

輸入基地

災害時対応中核充塡所

被災

等が被災し、地域の充塡所等へのガス供給が途絶
し、災害対応に遅れが生じる原因となりました。

○余震等が続く中、同様の事態の再発を防ぐため、
被災地域の充塡所等のうち、中核的な施設を「災
害時対応中核充塡所」とし、当該充塡所単独でも
供給が維持されるよう、自家発電設備や充塡設備、
ＬＰＧ車の導入を補助することで、被災地のＬＰ
ガスの安定供給体制を構築します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
ＬＰガス事業
者

補助
（定額）

民間団体等

補助
(2/3) 被災者・被災地

ＬＰＧ自動車による、
①燃料の配送
②物資の運搬
③安全点検
④流出ボンベの撤去 等
が可能となる。

・LPG自家発電設備の設置
・ディスペンサーの配備
・ＬＰＧ配送車を配備
・ＬＰＧ軽自動車を配備
・出荷設備の配備
・緊急時通信設備の配備

自
治
体
等

連
携
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被災地域等災害対応型拠点石油基地整備事業
９９.９億円（平成２３年度第三次補正）

資源エネルギー庁 石油精製備蓄課
03-3501-1993

東北経済産業局 資源・燃料課
022-221-4934

事業の内容

事業の概要・目的事業の概要・目的

○東日本大震災において、地震や津波、火災により石油製
品の供給拠点である油槽所等の製品出荷機能が被災し、
被災地等への石油製品の迅速な供給に大きな支障が生じ
ました。

○今次震災を踏まえ、被災地域等で石油の供給拠点となる
石油基地を選定し、当該石油基地の出荷設備の災害対応
能力を抜本的に強化する。

事業イメージ

拠点石油基地

災
害
時
に
被
災
地
等

震災直後から被災地等に石油を確実に
供給できるようにするための体制整備

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助
（定額、2/3）

補助（定額）

国 民間団体等 石油事業者等

拠点石油基地

被
災
地
等
に
石
油
を
供
給

・出荷設備の増強・耐震対策等

・ドラム缶出荷設備の整備等

・電気系統の防水対策

・災害時情報システムの導入 等

災害対応能力強化
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被災地域災害対応型中核給油所等整備事業
平成２３年度三次補正予算案額 ４０．０億円

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

東北経済産業局 資源・燃料課
022-221-4934

○ＳＳの稼働停止は、地域における石油製品の供給体
制の脆弱化を招き、地域の経済社会を混乱させる原
因となるものです。

○被災地域では、引き続き余震が続いており、石油製品
の供給体制の災害対応能力の強化は、被災地の復
旧・復興の観点から急務となっています。

○このため、自家発電設備をＳＳに設置するなど、災害

①中核型ＳＳ

自家発電設備、情報
伝達機器等の設置

大型地下タンクへの入換等

協力体制
地方自治体 元売

県石油組合（ＳＳ事業者）

医療機関、
避難所等

国

設備導入に係るイニ
シャルコストを支援

災害時において、石油の安定供給を確保するため、地域ごとに体制を構築

国

補助
（定額）

民間団
体等

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

揮発油販
売業者等

補助
（定額、２／３、１／２）

○このため、自家発電設備をＳＳに設置するなど、災害
対応能力を強化し、地域において石油製品を供給する
拠点を整備します。

③災害対応型ＳＳ

④周辺ＳＳ支援拠点

自家発電設備、情報伝達
機器等の設置

中型地下タンクへの入換等

携行缶、自家発電設備、
可搬式ポンプ等を複数常備

大型地下タンクへの入換等

灯油配送センター

②配送、備蓄補完拠点

地上タンクの増強、
ローリー配備等

営業再開に必要な
機器の運搬、設置

稼働不能ＳＳ

■備蓄機能等を強化する等、地域の石油製品の供給
拠点としてのSS等の強化
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○老朽化した地下タンクは、地震による漏れの可能性があるため、余震
が続く被災地や日本全国で発生する地震に設備的に対応していくこと
が必要です。

○こうした中、一定の埋設年数を経た地下タンクを有するＳＳ（サービスス
テーション）については、内面補強等の環境保全対策を講じることが義
務付けられ、ＳＳの追加的投資が求められています。

○しかしながら、今般の震災では、被災地域を中心に、設備損壊以外に
も全国のＳＳに対する石油の供給が滞り、ＳＳの経営状況は一層厳し
い状況に陥っています。

被災地域等地下タンク環境保全対策促進事業
平成２３年度三次補正予算額 ８７．４億円

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

東北経済産業局 資源・燃料課
022-221-4934

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的

未然防止対策

内面ライニング施工

環境保全対策環境保全対策

い状況に陥っています。

○このため、災害に強い国づくりを進めるとともに、ＳＳの経営安定化を
図る観点から、ＳＳの環境保全対策に係る支援を行います。

◆地下タンクからの危険物漏えい未然防止対策
・内面補強（内面ライニング施工）費用の支援
・外面腐食防止（電気防食システム設置）費用の支援
◆地下タンクからの危険物漏えい早期発見対策
・漏えい早期検知装置の設置（精密油面計設置）費用の支援

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
揮発油
販売業者補助

（基金造成）
（定額(10/10)）

民間団体等
補助

（2/3）

電気防食システム設置

精密油面計設置

早期発見対策

デジタル指示電源部
屋外デジタル指示計

磁歪式センサー

油検知フロート

水検知フロート

地下タンク

屋内
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○東日本大震災により、仙台市ガス局のＬＮＧ基地
が損壊、冠水するなど甚大な被害が生じています。

○現在、新潟からのパイプラインにより代替供給を
行っておりますが、今後、産業用需要の回復等を
進める上で、現在の代替供給だけでは、都市ガス
供給に支障が生じ、被災地での復興の妨げとなる
可能性があります。

被災液化天然ガス基地機能早期復旧支援事業費補助金
平成２３年度三次補正予算額 ３０．０億円

資源エネルギー庁 ガス市場整備課
03-3501-2963

東北経済産業局 電力・ガス事業課
022-221-4936

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 ＜被災したＬＮＧ基地＞

地方都市ガス事業者等

ＬＮＧ基地内の配管ＬＮＧ基地管理施設

可能性があります。

○また、本ＬＮＧ基地は、東北地方の中小ガス事業
者へのガス供給基地としての重要な役割も担って
おります。

○このため、被災したＬＮＧ基地の受入設備、製
造・供給設備等の早期復旧が必要不可欠です。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 事業者等

補助（定額（10/10）） 補助（1/4）

民間団体等

地方都市ガス事業者等
への出荷設備

日本海LNG基地

仙台市LNG基地

気仙沼市ガス
古川ガス
石巻ガス
塩釜ガス

仙台市LNG基地がガスを供給している中小ガス事業者
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○東日本大震災により、我が国で初めて都市ガスの
ＬＮＧ基地が被災し、ガスの長期供給途絶が危ぶ
まれる事態が発生しました。

○今回の震災を教訓として、大規模災害時における
都市ガスの供給途絶を防止するため、広域ガスパ
イプラインの整備や非常時の代替供給手段の確保

広域ガスパイプライン等整備実態調査委託費
平成２３年度三次補正予算額 １.0億円

資源エネルギー庁 ガス市場整備課
03-3501-2963

東北経済産業局 電力・ガス事業課
022-221-4936

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的事業の概要・目的 災害時のバックアップ体制

パイプライン ローリー＋気化器洋上ＬＮＧ受入貯蔵・気化船

＜日本の広域ガスパイプライン網の現状＞

などを検討することは重要な課題です。

○このため、広域ガスパイプラインの整備や非常時
の代替供給手段の確保などの検討に向けた実態調
査・分析を行います。

条件（対象者、対象行為、補助率等）条件（対象者、対象行為、補助率等）

※我が国の都市ガスは需要が密集している都市部を中心に
発達したが、広域パイプライン網が整備されておらず、
それぞれのガスの需要地は分断されている状況。

国

委託
民間調査機関

等
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