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中小企業等事業再構築促進事業
令和2年度第3次補正予算案額 1兆1,485億円

事業の内容 事業イメージ

成果目標

事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0%)以上
増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一部
5.0％)以上の増加を目指します。

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が

期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応す

るために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転

換を促すことが重要です。

 そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業

種転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、

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します。

 また、事業再構築を通じて中小企業等が事業規模を拡大し中堅企業に成

長することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことが特に重要であ

ることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画

を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816
東北経済産業局 地域経済課
022-221-4876

国
中小
企業等

民間
団体等

補助
100万～1億円

2/3又は1/2
（一部1/3）基金

①申請前の直近6カ月間のうち、売上高が低い3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3

カ月の合計売上高と比較して10％以上減少している中小企業等。

②自社の強みや経営資源（ヒト/モノ等）を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指

針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

 小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契
機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。

 ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが
変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部
品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入。

 航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業
の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器
部品製造の事業を新規に立上げ。

補助金額 補助率

中小企業（通常枠） 100万円以上6,000万円以下 2/3

中小企業（卒業枠）※1 6,000万円超～1億円以下 2/3

中堅企業（通常枠） 100万円以上8,000万円以下 1/2（4,000万円超は1/3）

中堅企業（グローバルV字回復枠）
※2 8,000万円超～1億円以下 1/2

事業再構築のイメージ

補助金額・補助率

補助対象要件

※１．中小企業（卒業枠）：400社限定。

計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増
やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

※２．中堅企業（グローバルV字回復枠）：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。

①直前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、

15％以上減少している中堅企業。

②事業終了後3～5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。

③グローバル展開を果たす事業であること。

※本事業では電子申請のみを受け付けます。
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１．事業目的、申請要件

主要申請要件

１．売上が減っている

 申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年１
～3月）の同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少している。

２．事業再構築に取り組む

 事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

３．認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する（7ページもご参照ください）。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関（銀行、信金、ファンド等）も参加して策定する。金
融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増
加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0％)以上増加の達成を見込む事
業計画を策定する。

 ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い
切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を
対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。

※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

認定経営革新等支援機関：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
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２－１．予算額、補助額、補助率（通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠）

 予算額として、令和２年度第３次補正予算で、1兆1485億円が計上されています。

 補助金の公募は、１回ではなく、令和３年度にも複数回実施する予定です。

通常枠： 補助額 100万円～6,000万円 補助率 ２／３

卒業枠： 補助額 6,000万円超～１億円 補助率 ２／３

中小企業

通常枠： 補助額 100万円～8,000万円 補助率 １／２（4,000万円超は１／３）

グローバルV字回復枠： 補助額 8,000万円超～１億円 補助率 １／２

中堅企業

卒業枠とは

400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金
又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

グローバルV字回復枠とは

100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。

① 直前6か月間のうち任意の３か月の合計売上高がコロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して、15％
以上減少している中堅企業。

② 補助事業終了後３～５年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を
達成を見込む事業計画を策定すること。

③ グローバル展開を果たす事業であること。
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２－２．予算額、補助額、補助率（通常枠の加点と緊急事態宣言特別枠）

 緊急事態宣言により深刻な影響を受け、早期の事業再構築が必要な中小企業等につ
いては、「通常枠」で加点措置を行います。

 更に、これらの事業者向けに「緊急事態宣言特別枠」を設け、補助率を引き上げます。
「特別枠」で不採択となったとしても、加点の上、通常枠で再審査いたします。

通常枠の加点措置

【注】 「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。ただし、不採択となった場合も、通常枠で再審査しますので、特別枠
へ応募された方は、その他の方に比べて採択率が高くなる可能性が高いです。

緊急事態宣言特別枠

通常枠の申請要件（P.2参照）を満たし、かつ、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移
動の自粛等により影響を受けたことにより、
令和３年１～３月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者
【注】要件に合致すれば、地域や業種は問いません。

対象となる事業者

審査において、一定の加点措置を行います。

補助率を引き上げた特別枠を設けます。

従業員数 補助金額 補助率

5人以下 100万円～500万円
中小企業：3/4
中堅企業：2/3

6~20人 100万円～1,000万円

21人以上 100万円～1,500万円
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３．中小企業の範囲、中堅企業の範囲

 中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様です。

 中堅企業の範囲は、現段階では調整中ですが、資本金10億円未満となる見込みです。

製造業その他： 資本金３億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人

卸売業： 資本金１億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

小売業： 資本金５千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業： 資本金５千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

【注1】 大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

【注2】 確定している（申告済みの）直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、
中堅企業として支援の対象となります。

【注3】 企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う等の要
件を満たすNPO法人も支援の対象です。

中小企業の範囲

中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社（調整中）

中堅企業の範囲
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４．補助対象経費

 本補助金は、基本的に設備投資を支援するものです。設備費のほか、建物の建設費、
建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。

 新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

【主要経費】

●建物費（建物の建築・改修に要する経費）、建物撤去費、設備費、システム購入費

【関連経費】

●外注費（製品開発に要する加工、設計等）、技術導入費（知的財産権導入に係る経費）

●研修費（教育訓練費等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）

●リース費、クラウドサービス費、専門家経費
【注】 「関連経費」には上限が設けられる予定です。

補助対象経費の例

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

●販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費
9



５．事業計画の策定

 補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力
のある事業計画を策定することが必要です。

 事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。認定経営革
新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。

●現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性

●事業再構築の具体的内容（提供する製品・サービス、導入する設備、工事等）

●事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法

●実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画（付加価値増加を含む）

事業計画に含めるべきポイントの例

認定経営革新等支援機関とは

●認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。

●全国で３万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けています。

●中小企業庁のホームページで、認定経営革新等支援機関を検索することが可能です。

具体的な審査項目は公募要領に掲載予定です。事業化に向けた計画の妥当性、
再構築の必要性、地域経済への貢献、イノベーションの促進などが審査項目となる
可能性があります。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
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６．補助金支払までのプロセス、フォローアップ

 補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設ける予定
ですが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。

 事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後５年間、
経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交
付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。

補助事業の流れ

事業終了後のフォローアップ項目の例

●事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認
※ 「卒業枠」では、事業計画期間終了後、正当な理由なく中堅企業へ成長できなかった場合、補助金の一部返還を求める予定です。

※ 「グローバルV字回復枠」では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく付加価値目標が未達の場合、補助
金の一部返還を求める予定です。

●補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認、会計検査への対応
※不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。

採択 交付決定 補助金の支払
確定検査

補助額の確定

補助事業期間（1年程度）
（設備の購入等を行う期間）

交付申請 実績報告 精算払請求

次年度から事業計画期間

●フォローアップ期間は5年間。
●年次報告が必要。
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７．事前着手承認制度

 補助事業の着手（購入契約の締結等）は、原則として交付決定後です。

 公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、２月15日以降の設備の
購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要
です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。

１．通常の手続の流れ

事前着手
申請

２．事前着手を実施する場合

公募開始 締切り 採択 交付申請 交付決定

設備の購入等が可能

２月15日以降の
設備の購入契約等が
補助対象となり得る。

事前着手承認

不採択となるリスクあり

注意!!
※ 公募要領を理解

いただく必要あり。

公募開始 締切り 採択 交付申請 交付決定

事業再構築補助金
の概要公表
（2月15日）

※ 補助対象期間は、2月15日
までさかのぼることができます。 12



８．準備可能な事項

 公募開始は本年３月となる見込みです。

 申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

 現段階で申請を考えておられる事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可
能です。

●電子申請の準備

申請はjGrants（電子申請システム）での受付を予定しています。 GビズIDプライムアカウントの発行に
２～３週間要する場合がありますので、事前のID取得をお勧めします。

GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成するこ
とができます。 https://gbiz-id.go.jp/top/

●事業計画の策定準備

一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市
場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧
めします。

●認定経営革新等支援機関との相談

必要に応じて、早めに認定経営革新等支援機関に相談してください。認定経営革新等支援機関は、中
小企業庁ホームページで確認できます。

現段階で準備可能な事項
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９．注意事項

 内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。
ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。複数回、事業再構築
補助金を受けることはできません。

 不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。不正があった場合は、
法令に基づく罰則が適用される可能性がありますので、十分ご注意ください。

注意事項の例

●事業者自身による申請をお願いします

事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成することとなります。ただし、補助金の申請は、事業者自身
が行っていただく必要があります。申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。

電子申請について不明な点等がございましたら、事業再構築補助金のコールセンター（今後開設予定）に
お問い合わせください。

【参考】 「GビズID」ヘルプデスク 0570-023-797、 「Jグランツ」経済産業省問合せ窓口 mail：jgrants@meti.go.jp

●事業計画には審査があります

本事業では、提出いただいた事業計画を外部有識者からなる審査員が評価し、より優れた事業計画を採
択します。不採択となる可能性があることにご注意ください。

●悪質な業者への注意

事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求す
る悪質な業者にご注意ください。

14

mailto:jgrants@meti.go.jp


居酒屋を経営していたところ、
コロナの影響で売上が減少

１０－１．飲食業での活用例（業態転換）

補助経費の例：店舗縮小に係る建物改修の費用
新規サービスに係る機器導入費や広告宣伝のための費用など

店舗での営業を廃止。
オンライン専用の弁当の宅配事業
を新たに開始。

コロナ前 コロナ後

居酒屋

飲食業

弁当の宅配

業態
転換
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１０－２．小売業での活用例（業態転換）

コロナ前 コロナ後

補助経費の例：店舗縮小に係る建物改修の費用
新規オンラインサービス導入に係るシステム構築の費用など

店舗での営業を縮小し、紳士服の
ネット販売事業やレンタル事業に、
業態を転換。

業態
転換

スーツ販売

小売業

紳士服販売業を営んでいたとこ
ろ、コロナの影響で売上が減少。

ネット販売
レンタル
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１０－３．サービス業での活用例（新分野展開）

コロナ前
サービス業

コロナ後

新分野
展開

高齢者向けデイサービス事業等
の介護サービスを行っていたところ、
コロナの影響で利用が減少。

デイサービス事業を他社に譲渡。
別の企業を買収し、病院向けの給食、
事務等の受託サービス事業を開始。

補助経費の例：建物改修の費用
新サービス提供のための機器導入費や研修費用など

デイサービス 給食

事務
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１０－４．製造業での活用例（新分野展開）

航空機部品を製造していたとこ
ろ、コロナの影響で需要が減少。

コロナ前

補助経費の例：事業圧縮にかかる設備撤去の費用
製造のための新規設備導入にかかる費用
新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など

コロナ後

既存事業の一部について、関連設備
の廃棄等を行い、医療機器部品製
造事業を新規に立上げ。

製造業

医療機器部品航空機部品

新分野
展開
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１０－５．その他の活用イメージ

喫茶店経営
➡飲食スペースを縮小し、新
たにコーヒー豆や焼き菓子の
テイクアウト販売を実施。

飲食業

レストラン経営
➡店舗の一部を改修し、新
たにドライブイン形式での食
事のテイクアウト販売を実施。

飲食業

弁当販売
➡新規に高齢者向けの食
事宅配事業を開始。地域の
高齢化へのニーズに対応。

飲食業

ガソリン販売
➡新規にフィットネスジムの
運営を開始。地域の健康増
進ニーズに対応。

小売業

ヨガ教室
➡室内での密を回避するた
め、新たにオンライン形式で
のヨガ教室の運営を開始。

サービス業

半導体製造装置部品製造
➡半導体製造装置の技術
を応用した洋上風力設備の
部品製造を新たに開始。

製造業

タクシー事業
➡新たに一般貨物自動車運
送事業の許可を取得し、食
料等の宅配サービスを開始。

運輸業

伝統工芸品製造
➡百貨店などでの売上が激
減。ECサイト（オンライン
上）での販売を開始。

製造業

和菓子製造・販売
➡和菓子の製造過程で生成
される成分を活用し、新たに
化粧品の製造・販売を開始。

食品製造業

土木造成・造園
➡自社所有の土地を活用し
てオートキャンプ場を整備し、
観光事業に新規参入。

建設業

画像処理サービス
➡映像編集向けの画像処理
技術を活用し、新たに医療
向けの診断サービスを開始。

情報処理業

航空機部品製造
➡ロボット関連部品・医療機
器部品製造の事業を新規に
立上げ。

製造業
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１１．Ｑ＆Ａ

 よくあるご質問について、以下にQ&Aを掲載しています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/qa.html

 下記のWeb質問フォームで質問できます。個別にお返事はできませんが、よくあるご質問
について、Q&Aを作成・公表いたします。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keieisien02/saikouchiku

 今後、公募が開始されましたら、事務局のコールセンターを開設する予定です。
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中小企業生産性革命推進事業（令和元年度補正～）

令和元年度補正予算案額 3,600億円
事業の内容

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

運営費
交付金

事業イメージ

事業目的・概要

中小企業は、人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の
適用拡大、賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり相次ぐ制度変更に
対応することが必要です。

 このため、中小企業基盤整備機構が複数年にわたって中小企業の生産性向
上を継続的に支援する「生産性革命推進事業（仮称）」を創設し、中小企
業の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT
導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施します。

当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。なお、積極的な賃上
げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者は優先的に支援します。

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後３年以内

に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が９％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が4.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、販路開拓及び生産性向上を支
援し、販路開拓につながった事業の割合を80%とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後３年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の９％以上向上を目指します。

中小
企業等

東北経済産業局 産業技術課 022-221-4897
経営支援課 022-221-4806
情報政策室 022-221-4895

（使い勝手向上のポイント）

• 通年で公募し、複数の締め切りを設けて審査・採択を行うことで、予見可能性を高め、十

分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・事業実施することが可能になります。

• 補助金申請システム・Jグランツによる電子申請受付を開始します。

• 過去３年以内に同じ補助金を受給している事業者には、審査にて減点措置を講じることで、

初めて補助金申請される方でも採択されやすくなります。

民間
団体等

定額
補助

補助
(1/2等)

※事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金＋
30円以上」を満たすこと等を申請要件とします。（持続化補助金及びIT導入補助金の一部事業者は加点要件）

※要件が未達の事業者に対して、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合や、付加価値額が向上せず賃上げ
が困難な場合を除き、補助金額の一部返還を求めます。

【基幹業務①】補助事業の一体的かつ機動的運用

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率:中小1/2 小規模2/3）

中小企業等が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセス
の改善に必要な設備投資等を支援します。

②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助額：～50万円、補助率:2/3 ）

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支
援します。

③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円、補助率1/2）
中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の

付加価値向上に資するITツールの導入を支援します。

【基幹業務②】先進事例や支援策の周知・広報
生産性向上に関する中小企業の先進事例を収集し、上記以外の支援

策とともに、ホームページ等で幅広く情報発信します。

【基幹業務③】相談対応・ハンズオン支援
制度対応にかかる相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内外の事

業拡大等にかかる専門家支援やIT化促進支援を提供します。

21



中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編
令和2年度第3次補正予算案額 2,300億円

事業の内容

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

運営費
交付金

事業イメージ

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内

に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後２年で、販路開拓
で売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均３％以上向上を目指します。

※ ３事業とも、補助事業実施年度の生産性向上や賃上げは求めないこととします。

中小
企業等

東北経済産業局 産業技術課 022-221-4897
東北経済産業局 経営支援課 022-221-4806
東北経済産業局 商業・流通サービス産業課 022-221-4914

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

【低感染リスク型ビジネス枠における各補助事業の拡充内容】

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率：2/3）
対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセス

の改善に必要な設備投資、システム構築等を支援します。

②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助上限：100万円、補助率：3/4 ）
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた

新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援し、その取
組に資する感染防止対策への投資についても、一部支援します。 （※）
※補助対象経費のうち1/4を上限として感染防止対策を支援

③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円（※）、補助率：2/3）
※テレワーク対応類型は補助上限150万円
複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なIT

ツールの導入を支援します。また、この中において、テレワーク対応類型を設
け、テレワーク用のクラウド対応したITツールを導入する取組を支援します。

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染拡大を抑えながら経

済の持ち直しを図るため、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ことが必要です。

新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、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た中小企業等の取組を支援
するため、令和2年度一次・二次補正で措置した特別枠を新特別枠（低感
染リスク型ビジネス枠）に改編します。（※現行の特別枠は令和2年12月で
募集終了）

補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

ものづくり補助金
（設備導入、システム構築）

1,000万円・
1/2(小規模 2/3)

1,000万円・2/3

持続化補助金
(販路開拓等)

50万円・2/3
100万円（※）・3/4

※ 感染防止対策費も一部支援

IT導入補助金
（IT導入）

450万円・1/2
450万円（※）・2/3

※テレワーク対応類型は150万円
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通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

補助対象

中小企業者等が行う「革新的な製品・

サービス開発」又は「生産プロセス・

サービス提供方法の改善」に必要な設

備・システム投資等を支援

新型コロナウイルスの感染拡大及びポス

トコロナの状況に対応したビジネスモデ

ルへの転換に向けた投資に対する支援

中小企業者等が海外事業の拡大・強化等

を目的とした「革新的な製品・サービス

開発」又は「生産プロセス・サービス提

供方法の改善」に必要な設備・システム

投資等を支援

中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画

策定のための面的支援プログラムを補助。

（例：面的デジタル化支援、デザイン経営実践支

援、ロボット導入FS、海外展開FS等）

複数の中小企業等がデータを共有し、連

携体全体として新たな付加価値の 創造や

生産性の向上を図るプロジェクト又は、

地域未来投資促進法に基づく地域経済牽

引事業計画の承認を受けた事業者が、連

携して新しい事業を行い、地域経済への

波及効果をもたらすプロジェクトを最大2

年間支援。（連携体は5者まで。）

幹事企業等（大企業を含む）が主導し、

中小企業等が共通システムを面的に導入

し、データ共有・活用することでサプラ

イチェーンを効率化する取組等を支援。

（連携体は10者まで。）

補助上限 3,000万円 1億円 2,000万円/者 1,000万円/者

補助率
中小 ：1/2

小規模：2/3
 2/3

中小：1/2

小規模：2/3

 中小企業の経営革新を

持続的に支援可能な法人

大企業：1/2

それ以外の法人：2/3

中小：1/2以内

小規模：2/3以内

中小：1/2以内

小規模：2/3以内

補助要件

以下の条件をすべて満たす3～5年の事業

計画を策定し、従業員に表明しているこ

と

①給与支給総額　＋1.5％以上/年

②付加価値額　＋3％以上/年

③事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋

30円

新型コロナウイルスの感染拡大及びポス

トコロナの状況に対応したビジネスモデ

ルへの転換に向けた投資をすること

・物理的な対人接触を減じることに資す

　る革新的な製品・サービスの開発

・物理的な対人接触を減じる製品・シス

　テムを導入した生産プロセス・サービ

　ス提供方法の改善

・ポストコロナに対応するビジネスモデ

　ルの抜本的な転換に係る設備・システ

　ム投資

通常枠の補助要件の他に、以下のいずれ

かの1つの類型の要件を満たすこと

①類型：海外直接投資

②類型：海外市場開拓

③類型：インバウンド市場開拓

④類型：海外事業者との共同事業

・中小企業30者以上に対して、通常枠の補助要件を

満たす3年～5年の事業計画の策定支援プログラムを

開発・提供すること

・補助事業終了後1年で、支援先企業の80％以上が

事業計画を実行できるプログラム内容であること

公募期間

（2次公募）2021年1月15日（金）～17時

3月19日（金）17時

※令和3年度（3次公募）の公募は未定。

申請方法

申請者の基本情報は電子申請システムjGrantsにて

情報を入力。事業計画書等の提出資料は「応募資料

登録システム」に掲載。

※GビズIDプライムアカウントの取得が必要

事務局

備考

※「グローバル展開型」では、一般型の

補助対象経費に加え、海外旅費について

も対象

※「サプライチェーン効率化型」は幹事企業が大企業の場合、当該大企業は補助金支

給の対象外。

※「企業間連携型」は、参画企業全ての事業計画の策定が必要である一方、「サプラ

イチェーン効率化型」は、幹事企業が代表して事業計画を策定することが可能。

ビジネスモデル構築型 企業間連携型 サプライチェーン効率化型

※新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付

加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の１年猶予が可能。

※「低感染リスク型ビジネス枠」では広告宣伝・販売促進費も補助対象.

※一般型、グローバル展開型は同じスケジュールで、5次締切後も申請受付を継続し

令和3年度も引き続き、複数回の締切を設け公募を予定。（令和2年度三次補正予算

の低感染リスク型ビジネス枠についても同様）

1,000万円

一般型

未定

未定

【成果目標】

事業終了後３年で以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上

・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以上向上の目

　標を達成している事業者割合65％以上

令和3年度予定

全国中小企業団体中央会

＜HP＞https://portal.monodukuri-hojo.jp/

グローバル展開型

事業類型

（5次締切）2020年12月18日（金）～2021年2月19日（金）17時

（6次締切）2021年2月～公募開始予定

※低感染リスク型ビジネス枠の公募については、令和２年度三次補正予算の成立後に開始

事務局HPより電子申請

※GビズIDプライムアカウントの取得が必要

※アカウントの取得には感染症等の影響によって通常より長い時間を要する場合があるため、

未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。

令和3年度当初予算

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業

令和元年度補正予算・令和２年度補正予算 令和元年度補正予算
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事業
類型

一般型
通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

補助
対象

中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセ
ス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援

新型コロナウイルスの感染拡大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た投資に対する支援

補助
上限

1,000万円

補助
率

中小 ：1/2
小規模：2/3

2/3

補助
要件

以下の条件をすべて満たす3～5年の事業計画を策定し、従業員に表
明していること

①給与支給総額 ＋1.5％以上/年
②付加価値額 ＋3％以上/年
③事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋30円

新型コロナウイルスの感染拡大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た投資をすること

・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービス
の開発

・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセ
ス・サービス提供方法の改善

・ポストコロナに対応するビジネスモデルの抜本的な転換に係る設
備・システム投資

公募
期間

（5次締切）2020年12月18日（金）～2021年2月19日（金）17時
（6次締切）2021年2月～公募開始予定

※低感染リスク型ビジネス枠の公募については、令和２年度三次補正予算の成立後に開始

申請
方法

事務局HPより電子申請
※GビズIDプライムアカウントの取得が必要

※アカウントの取得には感染症等の影響によって通常より長い時間を要する場合があるため、
未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。

事務
局

全国中小企業団体中央会＜HP＞https://portal.monodukuri-hojo.jp/

備考

※新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の１年猶予が可
能。
※「低感染リスク型ビジネス枠」では広告宣伝・販売促進費も補助対象.
※一般型、グローバル展開型は同じスケジュールで、5次締切後も申請受付を継続し令和3年度も引き続き、複数回の締切を設け公募を予定。（令和2年度三
次補正予算の低感染リスク型ビジネス枠についても同様）

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金【一般型】
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事業類型 ビジネスモデル構築型

補助対象
中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための面的支援プログラムを補助。

（例：面的デジタル化支援、デザイン経営実践支援、ロボット導入FS、海外展開FS等）

補助上限 1億円

補助率
中小企業の経営革新を持続的に支援可能な法人

大企業：1/2,それ以外の法人：2/3

補助要件

・中小企業30者以上に対して、通常枠の補助要件を満たす3年～5年の事業計画の策定支援プログラムを開発・
提供すること

・補助事業終了後1年で、支援先企業の80％以上が事業計画を実行できるプログラム内容であること

公募期間
（2次公募）2021年1月15日（金）17時～3月19日（金）17時

※令和3年度（3次公募）の公募は未定。

申請方法
申請者の基本情報は電子申請システムjGrantsにて情報を入力。事業計画書等の提出資料は「応募資料登録システム」に掲載。

※GビズIDプライムアカウントの取得が必要

事務局 全国中小企業団体中央会＜HP＞https://portal.monodukuri-hojo.jp/

備考

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金【ビジネスモデル構築型】
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「ものづくり・商業・サービス補助金（グローバル展開型）」 5次公募:12/18～2/19

ものづくり・商業・サービス補助金（グローバル展開型） 5次公募:12/18～2/19
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「ものづくり・商業・サービス補助金（グローバル展開型）」 5次公募:12/18～2/19
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ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業費
令和3年度予算案額 10.4億円（10.1億円）

中小企業庁 技術・経営革新課

03-3501-1816
地域経済産業グループ地域企業高度化推進課
03-3501-0645
東北経済産業局 地域経済部 産業技術課
022-221-4897

事業イメージ

（１）企業間連携型
（補助上限額：2,000万円／者、 補助率 中小 1/2以内 小規模 2/3以内）

（２）サプライチェーン効率化型
（補助上限額：１,000万円／者、 補助率 中小1/2以内小規模2/3以内）

(1)中小企業等
国

(2)幹事企業等

幹事企業等（大企業を含む）が主導し、中小企業等が共通システムを面
的に導入し、データ共有・活用することでサプライチェーンを効率化する取組
等を支援します。（連携体は１０者まで。）

※幹事企業が大企業の場合、当該大企業は補助金支給の対象外。
※企業間連携型は、参画企業全ての事業計画の策定が必要である一方、サプライチェーン

効率化型は、幹事企業が代表して事業計画を策定することが可能。

民間団体等

事業の内容

事業目的・概要
中小企業等が行う、革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセ

スの改善に必要な設備投資等を支援する、いわゆる「ものづくり補助金」
において、複数の事業者が連携する取組を支援します。

 「コネクテッド・インダストリーズ」の取組※を日本経済の足腰を支える中
小企業等にも広く普及させるべく、事業者間でデータを共有・活用す
ることで生産性を高める高度なプロジェクトを支援します。
※ 人、モノ、技術、組織等がデータを介してつながることにより新たな価値創出を図る取組。

 また、地域経済への波及効果をより高めるため、地域経済牽引事業
計画の承認を受け、連携して事業を行う中小企業等による設備投資
等を支援します。

加えて、幹事企業等が主導し、中小企業のデジタル化を加速すべく、
前向きな投資を行う中小企業等を束ねて共通システムを面的に導入
し、生産性向上を推進する取組を支援します。

積極的な賃上げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者や、より
多くの事業者が参画する連携体を構成してプロジェクトに取り組む事業
者を優先的に支援します。

成果目標
事業終了後３年で以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上
・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均
1.5％以上向上の目標を達成している事業者割合65％以上

複数の中小企業等がデータを共有し、連携体全体として新たな付加価値の
創造や生産性の向上を図るプロジェクト又は、地域未来投資促進法に基づく
地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が、連携して新しい事業を行
い、地域経済への波及効果をもたらすプロジェクトを最大２年間支援します。
（連携体は５者まで。）

定額補助

条件（対象者、対象行為、補助率等）
＜想定される取組例（イメージ）＞
・サプライチェーンを構成する事業者間で受発注情報や在庫情報を共有す
るネットワークシステムを構築し、業務を効率化
・生産管理システムを導入して各工場の生産プロセスを効率化

＜想定される取組例（イメージ）＞
・地域の同業他者で顧客情報や在庫情報等を共有するシステムを構築し、
経営資源をシェアリング
・地域経済牽引事業計画の承認を受けた食品加工事業者とワイナリー事
業者が、特殊食品加工機を導入し、連携して地域特産のぶどうを活用した
新商品開発に取組み、観光客誘致及び地域の観光産業を活性化。

補助（原則1/2）
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中小企業生産性革命推進事業 ～小規模事業者持続化補助金（通常枠）～

補助額~50万円、補助率2/3で、小規
模事業者が経営計画を策定して取り組む
販路開拓等の取組を支援。

採択事業者の97.5%が客数増加、
96.0%が売上増加を実感！

持続化補助金とは？

対象経費

採択事例

これまでの成果

店舗の改装、ホームページの作成・改良、
チラシ・カタログの作成、広告掲載など

山形マイスター
（山形県、従業員４人）

自動洗浄機を導入し従来の手洗
浄を自動化、 工場レイアウトも加工
と洗浄が同時にできるよう変更

部品1個あたりの洗浄時間が20秒
から3秒に短縮、自動車部品の受注
が20％増加

電子ﾃﾞﾊﾞｲｽ製造業

釜揚げ屋
（岩手県、従業員５人）

老舗うどん店が新事業として町の特産
品である「山田生せんべい」の製造販
売を開始。本事業によりアイキャッチ性
の高いパッケージデザインを開発。

漆黒を基調としたデザインにより、お土
産品としての需要が高まり、売上が
11%増加

飲食業

※平成26年度補正予算事業採択事業者へのアンケート結果より集計
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小規模事業者持続化補助金（通常枠・低感染リスク型ビジネス枠）

（参考）あなたは何枠？早わかりチャート

コロナウイルス感染症の感染拡大に対応するため、通常枠のほかに「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられております。
あなたは、「通常枠」、「低感染リスク型ビジネス枠」のいずれに該当するのかをチェック。
該当する方は、まずはお近くの商工会、商工会議所へご相談を（非会員でもご相談いただけます）。

小規模事業者である
ポストコロナを踏まえ、感染
リスクの低下に結びつく取組
を行いたい

低感染リスク型ビジネス枠（補助上限100万円、補助率3/4）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たな

ビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援し、その取組に資する
感染防止対策への投資についても、一部支援します（※）
※補助金総額の1/4以内（最大25万円）を感染防止対策費に充当可能

【事例】
・飲食業が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とする
ためのシステムを導入。
・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための
商品開発を実施。

通常枠（補助上限50万円、補助率2/3）
小規模事業者の持続的な経営を推進するため、商工会・商工会議所と一体

となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援
します

【事例】
・宿泊・飲食事業等を行う旅館にて、外国語版Webサイトや営業ツールを作成。
・飲食業がそば粉の前処理の安定化、時間短縮化を図るため、そば粉の製粉に
使用する機械を一新。

※感染リスクの低下に結びつかない取組や単なる周知・広報のためのHP作成等
は、こちらの通常枠のみで補助対象となります。

販路拡大・業務効率化に
取り組みたい

対象外です

はい はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

（参考）小規模事業者とは

①商業・サービス業（②を除く）
常時使用する従業員数 5人以下

②サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員数 20人以下

③製造業その他
常時使用する従業員数 20人以下

業種は、日本標準産業分類ではなく、
営む事業の内容と実態から判断します
（現に行っている事業の業態、または
今後予定している業態によって、業種
を判定します）
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小規模事業者持続化補助金（通常枠）

・ 機械装置の導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費など、

小規模事業者が実施する販路開拓に関する取り組みを支援

■補助上限額：原則50万円（補助率： ２／３）

以下に該当する場合は100万円

■共同申請可 上限1,000万円

※事業再開枠および特例事業者の上限引上げは、４次締切までで終了

２．支援内容

販路開拓
顧客獲得

現状分析～計画策定～事業の実行まで伴走して支援

①現状の整理 ②経営計画の策定
③経営計画に基づく

取組の実施

小規模事業者

商工会・商工会議所（経営指導員）

１．経営計画の内容

・ 企業概要
・ 顧客ニーズと市場の動向
・ 自社や自社の提供する商品・サービスの強み
・ 経営方針・目標と今後のプラン

 人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応じた小規模事業者の持続的な経営を推進するため、
商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を
支援。

【活用イメージ】
・店舗の内装工事を行い、より多くの客が利用できるような、レイアウト変更を実施。
・新たに出前を開始したことをＰＲするチラシの作成、配布を実施。
・商品の梱包・パッケージを刷新し、ブランド力を向上。

３．公募期間 5次締切：2021年6月4日（金）

6次締切：2021年10月1日（金）

7次締切：2022年2月4日（金）

【審査加点要件】
・賃上げ加点
・事業承継加点
・経営力向上計画加点
・電子申請加点
※新型コロナウイルス感染症加点は、2次締切までで終了
※地域未来牽引企業等加点は４次締切までで終了

事業の流れ

国
補助金事務局

(全国商工会連合会)
(日商)

小規模
事業者等

運営費
交付金

補助

（2/3）(独)中小
企業

基盤整備
機構

定額
補助

交付スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

４．お問合せ先

■商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方

全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方

日本商工会議所 https://r1.jizokukahojokin.info/

電子申請・紙申請どちらも可

・特定創業支援等事業の支援を受けた事業者

・法人設立日が2020 年１月１日以降である会社又は開業日が2020 年１月１日以降であ

る個人事業主

（連携する小規模事業者等の数により異なる。）

変更の可能性あり
最新の公募要領をご確認下さい

31

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
https://r1.jizokukahojokin.info/


小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）

 小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対
人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生
産プロセスの導入等に関する取組を支援。

２．支援内容

１．経営計画の内容

３．公募期間
４．お問合せ先

・自社の事業概要
・新型コロナウイルス感染症の影響・既に取り組んでいる対策

小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター
TEL：03-6731-9325（受付時間：平日9:30～17:30）
補助金事務局：全国商工会連合会 https://www.jizokuka-post-corona.jp/

申請受付開始：2021年 4月16日（金）17時

1次締切：2021年 5月12日（水）17時
2次締切：2021年 7月 7日（水）17時
3次締切：2021年 9月 8日（水）17時
4次締切：2021年11月10日（水）17時
5次締切：2022年 1月12日（水）17時
6次締切：2022年 3月 9日（水）17時

※2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支
払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能。

【活用イメージ】
・飲食業が、大部屋を個室にするための間仕切りの設置を行い、予約制とするためのシ
ステムを導入。

・旅館業が宿泊者のみに提供していた料理をテイクアウト可能にするための商品開発を
実施。

電子申請のみ
補助金申請システム（Jグランツ）による電子申請のみ受付。

Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
アカウント取得には3～4週間程度を要します。

※本事業に限り「暫定GビズIDプライムアカウント」でも申請可能。詳しくは公募要領をご確認下さい。

【審査加点要件】
・緊急事態宣言による影響加点
・多店舗展開加点
・賃上げ加点

変更の可能性あり
最新の公募要領をご確認下さい

小規模
事業者等

定額
補助

補助
(3/4)

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

交付スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

補助金事務局
(全国商工会連合会)

・機械装置の導入、広報費、展示会出展費（オンラインによる展
示会等に限る）、開発費、委託費、感染防止対策費（※）
など、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロ
セスの導入等の取組を支援。
(※)業種別ガイドラインに照らして実施する必要最小限の感染

防止対策を行うために支払う経費。
補助金総額の1/4（最大25万円）が上限。

補助上限額：１００万円（補助率 ： ３／４）
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持続化補助金の要件緩和

現行（低感染リスク型ビジネス枠）

【要件】

○ 感染拡大防止と事業継続を両立させるために、新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等、前向きな取組を加速化する

小規模事業者を対象に支援。

○ 補助上限100万円、補助率3/4、補助金総額の1/4以内（最大25万円）を感染防止対策費に充当可能。

（感染防止対策費：消毒液の購入や換気設備の導入等にかかる経費）

特別措置

【要件】

⃝ 緊急事態宣言の再発令によって令和3年1～3月のいずれかの月の売上高が対前年（or対前々年）同月比で

30%以上減少していること。

【メリット】

○ 補助金総額に占める感染防止対策費の上限を通常1/4以内（最大25万円）から1/2以内（最大50万円）に引上げ、

感染防止対策への支援を強化する。

○ 審査時における加点措置を講ずることにより優先採択。

現行 特別措置

補助上限額

100万円
※感染防止対策費は補助金総額の

1/4以内（最大25万円）

100万円
※感染防止対策費は補助金総額の

1/2以内（最大50万円）

補助率 3/4 3/4
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小規模事業者持続化補助金（通常枠・低感染リスク型ビジネス枠）

（参考）現行制度との補助金額の比較

販路開拓等
（補助率２/３）

前向きな
感染症対策

（補助率３/４）

最大
50万円

事業再開枠
（定額最大50万円）

特例事業者
（最大50万円）

販路開拓等
（補助率２/３）

最大
150万円

４次締切(～2/5)
まで

５次締切
以降

コロナ特別
対策枠

（R2.12.10で終了）

（補助率３/４）

最大
100万円

低感染リスク型
ビジネス枠

NEW NEW

1/4（25万円）を上限として
感染防止対策を支援

事業再開枠
（定額最大50万円）

特例事業者
（最大50万円）

最大
200万円

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
を

踏
ま
え
た

新
た
な
取
組

通常枠 特別枠

【例：補助対象経費120万円の場合】
補助額：120×3/4＝90万円
(うち1/4の22.5万円を上限として感染防止対策を支援）

【例：補助対象経費160万円の場合】
補助額：160×3/4＝120（上限額超過）

→上限額100万円
(うち1/4の25万円を上限として感染防止対策を支援）
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「IT導⼊補助⾦」の概要（暫定）

１．補助対象事業者
中⼩企業・⼩規模事業者等（飲⾷、宿泊、⼩売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象）

 中⼩企業が業務効率化や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（導⼊サポート費⽤も対象）。

２．補助対象ツール
事前に事務局の審査を受け、補助⾦HPに公開（登録）されているITツール（ソフトウェア、サービス等）が対象。
相談対応等のサポート費⽤やクラウドサービス利⽤料（１年間分）等を含む。
※ハードウェアの導⼊にかかる費⽤は原則対象外だが、新型コロナウィルスが事業環境に与える影響を乗り越えるための前向きな投資
を⾏う事業者向けに、R２補正より「特別枠」を創設し、「特別枠」内において特例的にハードウェアのレンタル費⽤が補助対象。

３．補助額、補助率等
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通常枠（A類型） 通常枠（B類型） 旧特別枠（C類型） 新特別枠（C・D類型）

上限額：150 万円未満
下限額：30 万円以上
補助率：2分の1

上限額：450 万円
下限額：150 万円以上
補助率：2分の1

上限額：450 万円
下限額：30 万円以上
補助率：最大4分の3

上限額：C類型：450万円
D類型:150万円

下限額：30 万円以上
補助率：3分の2

※既に公募が終了した
ＩＴ導⼊補助⾦2020の類型

※これから公募を開始する
ＩＴ導⼊補助⾦2021の類型



 IT導⼊補助⾦2021では、通常枠（A類型、B類型）に加えて、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た中⼩企業等の取組を⽀援するために、補助率を引き上
げた「低感染リスク型ビジネス枠（新特別枠）」を創設（令和2年度3次補正予算）。

「通常枠（A類型・B類型）」に加え、コロナ対策「新特別枠（C・D類型）」を創設

●新特別枠C類型、D類型で申請するツールは⾮対⾯化に資するITツールであり、以下の①〜⑦のう
ち2種類以上を含んでいる必要がある。さらにそれぞれの類型ごとに以下の要件を満たす必要がある。
①顧客対応・販売⽀援、②決済・債権債務・資⾦回収管理、③調達・供給・在庫・物流、④会計・財務・経営、⑤総務・⼈事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス、
⑥業種固有プロセス、⑦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もの）

【特別枠（C類型︓低感染リスク型ビジネス類型）の申請要件】
・異なる業務プロセス間（上記①〜⑦）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

【特別枠（D類型︓テレワーク対応類型）の申請要件】
・テレワーク環境の構築に資するクラウド対応ツールであること

通常枠（A、B類型） 新特別枠（C、D類型）
類型 A類型 B類型 C類型 D類型
補助額 30万円〜150万円 150万円〜450万円 30万円〜450万円 30万円〜150万円

補助率 １／２ １／２ ２／３

※「新特別枠（C類型・D類型）」においては、上記の要件に該当するITツール（ソフトウェア）の導⼊に併せて、ハードウェア（PC、タブレット等）を導⼊す
る場合、当該ハードウェアのレンタル費⽤が補助の対象となる。
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補助スキーム
補助⾦申請者（中⼩企業・⼩規模事業者等）は、IT導⼊補助⾦事務局に登録された
「IT導⼊⽀援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要。

IT導⼊補助⾦事務局
（⼀般社団法⼈サービスデザ

イン推進協議会）

• 制度の構築、申請内容の確
認、検査を⾏う

＜パートナーシップ＞

IT導⼊⽀援事業者
• 申請者／補助事業者に対してITツールを販売し、
サポートを⾏う

• IT導⼊補助⾦事務局に事業者登録・ITツール登
録を⾏う

補助⾦申請者
(中⼩企業・⼩規模事業者等)

• 補助⾦申請・審査・採択・交付決定を経て、ITツー
ルの契約・購⼊を⾏い、補助⾦を受け取る

各種指導

補助⾦交付

補助⾦申請

・ITツールの購⼊
・補助⾦申請の相談
・補助事業⽀援要請
・アフターサポート要請

・ITツールの販売
・補助⾦申請サポート
・補助事業⽀援
・アフターサポート

IT導⼊⽀援事業者登録
ITツール登録
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1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉

2/26
公募要領
公開

ITベンダー登録期間（締切り未定）
ITツール登録期間（締切り未定）

公募期間（締切り未定）

3⽉下旬
ITベンダー
ITツール
登録開始

4⽉上旬
中⼩企業
公募開始

1/28
R2③補正
予算成⽴

（12/15閣議決定）

IT導⼊補助⾦公募2021のスケジュールについて
令和３年
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戦略的基盤技術高度化・連携支援事業
令和3年度予算案額109.0億円（131.2億円）

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

東北経済産業局
産業技術課 022-221-4897
地域ブランド連携推進課 022-221-4923

事業の内容 事業イメージ

成果目標

戦略的基盤技術高度化支援事業及び商業・サービス競争力
強化連携支援事業においては事業終了後5年時点で以下の
達成を目指します。

・事業化を達成するプロジェクトが50％超

・売上累計額が総予算投入額の150％超

・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が7.5%以上向上 等

（1）戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）

• 精密加工、表面処理、立体造形などのものづくり基盤技術の向
上を図ることを目的として、中小企業等が、大学・公設試等と連
携して行う、研究開発、その成果の販路開拓に係る取組等に対
して最大3年間の支援を実施します。

• また、ものづくり中小企業のビジネスマッチングサイトである「サポイン
マッチ・ナビ」について、事業者同士のマッチングの機会を増やすこと
や展示会への出展を支援すること等を通じ、研究開発成果の事
業化及び事業拡大を後押しします。

（2）商業・サービス競争力強化連携支援事業（サビサポ事業）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
中小企業・小規模事業者

大学、公設試
民間団体等

(1)(2)委託
(1)(2)補助(原則1/2,2/3)

事業目的・概要

我が国の経済を活性化するためには、事業者の大部分を占め
る中小企業等を重点的に支援していくことが重要であり、中小
企業等を中心とした継続的なイノベーション創出に向けた支援
の強化が必要です。

このため、中小企業等におけるイノベーションの創出を図るべく、
中小企業等が産学官連携して行う研究開発や新しいサービス
モデルの開発等のための事業を支援します。

補助上限額：4,500万円
※３年間の総額で9,750万円、単年度で4,500万円を超えない範囲で

補助を受けることが可能

補助率：原則2/3以内

• 中小企業が、異分野の中小企業や大学・公設試等と連携し、
革新的なサービスモデルの開発等を行う取組について、最大2
年間の支援を実施します。

補助上限額：3,000万円

※2年度目は初年度の交付決定額を上限

補助率： 1/2以内 ※AI・IoT等の先端技術活用の場合は2/3以内
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□ 中小企業が主で、研究機関等と連携して取り組む計画。

□ 研究開発には、２～３年が必要。

□ 研究開発には、数千万円の資金が必要。

□ 試作品や装置開発、人件費等の経費が必要。

□ 川下業界や社会的ニーズなど、事業化への道筋が描ける。

□ 主たる研究実施場所が東北６県 → 東北経済産業局。

戦略的基盤技術高度化支援事業 －１ 【制度選択】
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 平成18年度に創設されたロングセラー施策。

中小企業等が有するものづくり基盤技術の高度化に向けて、中小企業・小規

模事業者が、川下企業、研究機関等と協力して行う研究開発及び販路開拓を

一貫して支援する制度。

制度概要

某自動車会社
（アドバイザー）

安全な自動運転の実現の
ために高性能なセンサー
をつくってほしい！

川下産業群
ニーズ

中小企業

大学

公設試

コンソーシアム

協力して、革新的
センサーを作りま
しょう！

技術・部品

事業イメージ

革新的技術を用いた研究開発を支援！

戦略的基盤技術高度化支援事業 －２ 【制度概要】
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戦略的基盤技術高度化支援事業 －３ 【公募概要】

公募期間 令和２年１月３１日（金）～令和２年４月２４日（金）

応募対象
単独では応募できず、共同体を構成する必要があります。

事業管理機関、研究実施機関（中小企業、大学・公設試等）を含む２者以上で構成される共同体による研究開発事業。

補助期間 ２年度又は３年度

補助金額
３年間で最大9,750万円

単年度4,500万円以下。2年度の合計で7,500万円以下。3年度の合計で9,750万円以下。

対象経費
①物品費（機械装置備品費／消耗品費等）、②人件費・謝金、③旅費、
④その他（外注費／知財関連経費／マーケティング調査費等）、⑤委託費、⑥間接経費

採択件数 全国：１０２件／３２６件（倍率3.2倍）、 東北：６件／２３件（倍率3.8倍）

令和2年度の公募概要

令和３年度公募情報につきましては公募開始時に
東北経済産業局 産業技術課のHPに掲載を予定しております。
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戦略的基盤技術高度化支援事業 －４ 【対象となる技術分野】

１．デザイン開発
製品の審美性のみならず、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追
求することにより、製品自体の優位性に加え、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値創造に繋がる
総合的な設計技術。

２．情報処理技術
ＩＴ（情報技術）を活用することで製品や製造プロセスの機能や制御を実現する情報処理技術である。製造プロセスにおけ
る生産性、品質やコスト等の競争力向上にも資する。

３．精密加工技術
金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状を生成する精密加工技術である。製品や製品を構
成する部品を直接加工するほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具や金型を製造する際にも利用される。

４．製造環境技術 製造・流通等の現場の環境（温度、湿度、圧力、清浄度等）を制御・調整するものづくり環境調整技術。

５．接合・実装技術
相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装することで、力学特性、電気特性、光学特性、
熱伝達特性、耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術。

６．立体造形技術 自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術（ただし、（三）精密加工に係る技術に含まれるものを除く）。

７．表面処理技術 バルク（単独組織の部素材）では持ち得ない機能性を基材に付加するための機能性界面・被覆膜形成技術。

８．機械制御技術
力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術。動力利用の効率化や位置決め精度・速度の向上、
振動・騒音の抑制、生産工程の自動化等を達成するために利用される。

９．複合・新機能材料技術
部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原材料の組合せ等により、強度、剛性、耐摩耗性、
耐食性、軽量等の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又は従来にない新しい機能を顕現する
複合・新機能材料技術。

１０．材料製造プロセス技術
目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの複合素材の収量効率化や品質劣化回避による
素材の品質向上、環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不要物の分解・除去、断熱等による
熱効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術。

１１．バイオ技術
ヒトや微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、医薬品や医療機器、エネルギー、食品、化学
品等の製造、それらの評価・解析等の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術。

１２．測定計測技術 適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズに応じたデータを取得する測定計測技術。
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戦略的基盤技術高度化支援事業 －５ 【対象経費】（R2年度公募）

□ 補助対象経費（本事業の対象として明確に区分でき、必要性及び金額の妥当性が証拠書類で明確に確認できるもの）

□ 留意事項

直接経費

機械設備

消耗品

人件費

謝金

旅費

外注費

会議費

知財関連

マーケティング調査

など

間接経費
（直接経費の30%を上限）

事業実施に伴う管理等
に必要な経費

委託費

交付決定日よりも前に
発注、購入、契約、

又は

事業期間終了後に
納品、検収等

を実施したものは、
補助対象経費になりません。

補助対象外（例）
✓ 販売を目的とした製品・商品等の生産に係る経費
✓ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読

料、新聞代、団体等の会費
✓ 収入印紙、公租公課、振込等手数料
✓ 各種保険料
✓ 電話代、インターネット利用料金等の通信費
✓ 補助事業計画書、交付申請書等の書類作成・送

付に係る経費。経済産業局等による検査、評価等
への対応に係る費用

✓ 汎用性があり、目的外使用になりうるもの

詳細、その他の事項は、
公募要領でご確認下さい
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戦略的基盤技術高度化支援事業 －６ 【採択状況】

（単位：件）

主たる研究実施場所
（都道府県）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 合計

青森県 2 1 1 4

岩手県 1 1 1 3

宮城県 3 5 1 9

秋田県 4 1 1 6

山形県 2 5 2 9

福島県 1 1 0 2

東北（採択/提案）
13/28

【倍率2.2倍】
14/27

【倍率1.9倍】
6/23

【倍率3.8倍】
33

全国（採択/提案）
126/334

【倍率2.7倍】
137/304

【倍率2.2倍】
102/326

【倍率3.2倍】
365

□ 過去3か年の採択件数

□ 令和２年度の新規採択例

主たる研究実施場所 研究開発名 技術区分 事業管理機関 主たる研究機関

岩手県
次世代光通信（5G/Beyond5G用）を先導する超薄型
光入力部品”S-LPC”の開発

接合・実装 （公財）いわて産業振興センター ㈱中原光電子研究所

宮城県
スピントロ二クス/CMOS Hybrid LSIの設計技術及びソフト
ウェア開発と実用化

情報処理 （国大）東北大学 パワースピン(株)

秋田県
電界撹拌技術を用いた新型ウイルス対応迅速検査システム
の開発

測定計測 （公財）あきた企業活性化センター セルスペクト(株)

山形県 高視野角・高解像度マイクロレンズアレイの研究開発 精密加工 （公財）山形県産業技術振興機構 (株)IMUZAK

東北の採択

■全国比約１０％

■制度開始以降

累計 約200プロジェクト
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戦略的基盤技術高度化支援事業 －７ 【その他】

 提案は、「技術面」「事業化面」「政策面」で、総合的に審査します。

 東北経産局か中小機構（又は、地域の公設試・産業支援機関等）にご相談下さい。

 ご不明点がありましたら、下記担当へお問い合わせください。

審査基準・
様式記載例

をよくご確認下さい

※令和２年度 公募要領P12
本事業の補助対象は、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓への

取組までですが、事業化までの道筋が明確に描けているものが対象となります。そのため、研究開発計
画の終了後１年以内までに、サンプル出荷等川下製造業者からの評価を受けることが可能な計画と
なっていることが必要となります。また、売上高(見込み)を具体的な根拠に基づいて設定するとともに、
事業化に向けた体制やスケジュールについて明記し、本事業の補助対象期間の終了後５年以内を目
処に事業化を達成する目標が策定できる事業である必要があります。

■（参考）東北地域の平成30年度～令和2年度の採択で、事業管理機関となっている支援機関

公設試・大学 青森県産業技術センター、北海道大学、弘前大学、東北大学、秋田大学、山形大学

産業支援機関 産業総合研究所、いわて産業振興センター、みやぎ産業振興機構、あきた企業活性化センター、

山形県産業技術振興機構、庄内地域産業振興センター、福島県産業振興センター

■ 担当者連絡先

東北経済産業局地域経済部産業技術課

宍戸、宮川、鈴木、櫻井

Mail：thk-sapoin@meti.go.jp Tel ：022-221-4897
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「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」

１．補助対象事業者

✓中小企業者を中心とした連携体。

✓大学・地方自治体・公設試等いずれかとの

連携必須。

 中小企業者が異分野の中小企業や大学・公設試等と連携し、革新的な※サービスモデ
ルの開発等を行う取組を支援

※サービスモデル：「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿って行われるもの

２．補助額、補助率

補助額
（上限）

補助率

3000万円
(※1)

1/2以内
(※2) 2/3以内

３．補助事業対象

注）申請にあたって、事業者が一つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システム「GビズID
（法人共通認証基盤）」を取得して頂く必要があります。

（※1）2年度目は初年度の交付決定額を上限
（※2）1/2以内

AI・IoT等の先端技術活用の場合は
2/3以内

✓新事業活動によって、市場において事業を成立させるもの

✓新商品及び新役務等に係る需要が相当程度開拓されるもの

✓事業として成り立つ蓋然性が高い事業。

注) 既に相当程度普及している技術・方式の導 入、研究開発に留まる事業は対象外

４．補助対象経費（令和２年度補助金）

経費区分 内容

労務費 ①研究費

事業費 ②謝金、③旅費・交通費、④会議費、⑤借損費、⑥知的財産権
関連経費、⑦雑役務費、⑧マーケティング調査費（展示会、市場
調査、広報費）、⑨備品・消耗品費、⑩機械装置費等、⑪外注費

委託費 ⑫委託費
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 先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法（平成30年6月6日に施行）において措置
された中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 中小企業者が先端設備等導入計画を策定し、先端設備等を設置する市区町村の認定を受け
ることにより、税制支援（固定資産税の減免）や金融支援（中小企業信用保険法の特例）
などの支援措置を活用することができます。

先端設備等導入計画の概要

○認定を受けられる「中小企業者」の規模
（中小企業等経営強化法第2条第１項）

〇先端設備等導入計画のスキーム
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 中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入
する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致
する場合に認定を受けることができます。今般、本特例の対象設備に事業用家屋と構築物を追加する
とともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長しました。

※市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり

〇先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の内容

主な要件 内容

計画期間 ３年間、４年間又は５年間

労働
生産
性

計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均３％以
上 向上すること *直近の事業年度末

〇算定式

（営業利益＋人件費＋減価償却費）

労働投入量

（労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間）

先端設
備 等の
種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供さ
れ る下記設備
【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備
、 ソフトウエア、事業用家屋、構築物

計画内容

○導入促進指針及び導入促進基本計画※に適合するものであ
る こと

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる
ものであること

〇認定経営革新等支援機関（商工会議所、商工会等）におい
て 事前確認を行った計画であること

〇先端設備等導入計画の認定フロー
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対象者
（※１）

資本金額１億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設
備 等導入計画の認定を受けた者（大企業の子会社等を除く）

対象設備
（※１）

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
◆機械装置（160万円以上/10年以内）
◆測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
◆器具備品（30万円以上/6年以内）
◆建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
◆構築物（120万円以上/14年以内）
◆事業用家屋（取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの）

その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

特例措置 固定資産税の課税標準を、３年間 ゼロ～１／２（※３）に軽減

※１ 市町村によって異なる場合あり ※２ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※３ 市町村の条例で定める割合

固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方
税法において固定資産税の特例を受けることができます。
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青森

秋田 岩手

福島

宮城
山形

「生産性向上特措法」に係る導入促進基本計画の同意状況

・八戸市 ・三沢市 ・深浦町 ・五所川原市
・大鰐町 ・鶴田町 ・五戸町 ・階上町 ・黒石市
・鰺ヶ沢町 ・新郷村 ・青森市 ・弘前市 ・今別町
・十和田市 ・平川市 ・南部町 ・東北町
・三戸町 ・七戸町 ・おいらせ町 ・つがる市 ・むつ市
・中泊町 ・蓬田村 ・横浜町 ・外ヶ浜町 ・板柳町
・六戸町 ・平内町・六ヶ所村・藤崎町・田舎館村

・八峰町 ・三種町 ・由利本荘市 ・大仙市
・羽後町 ・大館市 ・秋田市 ・美郷町
・横手市 ・潟上市 ・にかほ市 ・北秋田市
・仙北市 ・能代市 ・井川町 ・五城目町
・東成瀬村 ・鹿角市 ・八郎潟町 ・小坂町
・湯沢市 ・上小阿仁村 ・藤里町 ・男鹿市

・北上市 ・久慈市 ・岩泉町 ・盛岡市 ・宮古市
・奥州市 ・田野畑村 ・滝沢市 ・大槌町 ・洋野町
・八幡平市 ・遠野市 ・一関市 ・大船渡市 ・花巻市
・釜石市 ・二戸市 ・軽米町 ・九戸村 ・紫波町
・住田町 ・野田村 ・一戸町 ・雫石町 ・金ケ崎町
・平泉町 ・普代村 ・陸前高田市 ・矢巾町 ・西和賀町
・葛巻町 ・岩手町 ・山田町

・丸森町 ・大衡村 ・石巻市 ・名取市 ・東松島市
・大崎市 ・富谷市 ・柴田町 ・山元町 ・利府町
・美里町 ・白石市 ・角田市 ・多賀城市 ・登米市
・大河原町 ・塩竈市 ・栗原市 ・仙台市 ・加美町
・気仙沼市 ・亘理町 ・大和町 ・村田町 ・岩沼市
・蔵王町 ・南三陸町 ・松島町 ・女川町 ・川崎町
・色麻町 ・涌谷町 ・七ヶ宿町 ・七ヶ浜町 ・大郷町

・矢吹町 ・棚倉町 ・会津若松市 ・川内村 ・郡山市
・二本松市 ・伊達市 ・国見町 ・石川町 ・西郷村
・古殿町 ・相馬市 ・鏡石町 ・磐梯町 ・浅川町
・新地町 ・喜多方市 ・南相馬市 ・福島市 ・下郷町
・いわき市 ・須賀川市 ・本宮市 ・南会津町 ・玉川村
・小野町 ・白河市 ・只見町 ・猪苗代町 ・会津坂下町
・楢葉町 ・田村市 ・桑折町 ・会津美里町 ・川俣町
・西会津町 ・富岡町 ・矢祭町 ・飯舘村 ・平田村
・中島村 ・鮫川村 ・塙町 ・浪江町 ・大玉村・広野町
・湯川村 ・大熊町 ・三春町 ・泉崎村・天栄村

・中山町 ・山形市 ・酒田市 ・新庄市
・長井市 ・金山町 ・高畠町 ・遊佐町
・上山市 ・鶴岡市 ・天童市 ・大江町
・東根市 ・山辺町 ・舟形町 ・戸沢村
・小国町 ・飯豊町 ・三川町 ・尾花沢市
・南陽市 ・寒河江市 ・河北町 ・大石田町
・真室川町 ・庄内町 ・米沢市 ・朝日町
・村山市 ・西川町 ・川西町 ・白鷹町
・最上町 ・鮭川村 ・大蔵村

Ｒ２.12.末現在

青森県（33市町村／40市町村） 岩手県（33市町村／33市町村）

宮城県（35市町村／35市町村）

福島県（51市町村／59市町村）

秋田県（24市町村／25市町村）

山形県（35市町村／35市町村）
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申請事業者

中小企業･小規模事業者
中堅企業

経営革新等支援機関
申請を
サポート 例

・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業等の専門家

事業分野別
経営力向上推進機関

申請 認定

※事業分野別指針が策定されてない分野においては
基本方針に基づいて申請が可能。

主務大臣
（事業分野別指針の策定）

普及啓発
人材育成

例
・事業者団体
・同業者組合 等

提出先
（例）経産省：各地方の経済産業局

※推進機関において、人材育成を行う場合には、
労働保険特会からの支援を受けることが可能。

経済産業大臣
（基本方針の策定）

【支援措置：税制、金融、法的】
・生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業

経営強化税制（即時償却等）により税制面から支援

・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

・認定事業者に対する補助金等における優先採択（加

点措置）

・他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利移転

に係る登録免許税・不動産取得税を軽減

・業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援

経営力向上計画の概要

経営力向上計画

 「経営力向上計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、人材育成、コスト
管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、自社の生産性を向上させる
ための計画です。計画には、自社の強み弱みや経営状況、労働生産性などの
目標、それに向けた具体的な取り組みなどを記載します。

 事業分野ごとの指針にのっとって策定した計画を提出し、認定を受けることで、
税制措置や金融支援などの支援措置を受けることができます。
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中小企業経営強化税制

 中小企業経営強化税制は、中小企業の経営力向上のための取組を支援するため、中小企業等経営強化
法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却または税額控除（１０％※）
のいずれかの適用を認める措置になります。 ※資本金3,000万円超1億円以下の中小企業者等の税額控除率は7％。

概要

※事業の用に直接供される設備（生産等設備）が対象。例えば事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備等は対象外。

類型

確認者

対象設備

その他
要件

生産性向上設備（A類型） 収益力強化設備（B類型）

◆機械・装置（１６０万円以上/１０年以内）
◆測定工具及び検査工具（３０万円以上/
５年以内）
◆器具・備品（３０万円以上/６年以内）
（試験・測定機器、冷凍陳列棚など）

◆建物附属設備（６０万円以上/１４年以
内）（ボイラー、ＬＥＤ照明、空調など）
◆ソフトウェア（７０万円以上/５年以内）
（情報を収集・分析・指示する機能）

◆機械・装置（１６０万円以上）
◆工具（３０万円以上）
◆器具備品（３０万円以上）
◆建物附属設備（６０万円以上）
◆ソフトウエア（７０万円以上）

工業会等 経済産業局

生産等設備を構成するものであること※／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと、等

要件
①経営強化法の認定
②生産性が旧モデル比年平均１％以
上改善する設備

①経営強化法の認定
②投資収益率が年平均５％以上の投
資計画に係る設備

税制措置 即時償却 又は ７％税額控除（資本金３千万以下もしくは個人事業主は１０％）

デジタル化設備（Ｃ類型）

◆機械・装置（１６０万円以上）
◆工具（３０万円以上）
◆器具備品（３０万円以上）
◆建物附属設備（６０万円以上）
◆ソフトウエア（７０万円以上）

経済産業局

①経営強化法の認定
②遠隔操作、可視化、自動制御化のいず
れかに該当する設備

令和2年度拡充類型

税制措置

※B・C類型は投資計画の確認申請とは別に経営力向上計画の認定申請が必要です。
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②中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、経営力向上計画の実行（※）にあたり、民間金融機関から

融資を受ける際に、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る。

○保証限度額 ※新事業活動及びM&A等による事業継承に限る

通常枠 別枠

普通保険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円）

無担保保険 8,000万円 8,000万円

特別小口保険 2,000万円 2,000万円

新事業開拓保険
海外投資関係保険

2億円→3億円（保証枠の拡大）

④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は

海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資

を受ける場合に、債務の保証を受けられる。

○補償限度額：１法人あたり最大4億5000万円

○融資期間 ：１～５年

⑥中小企業基盤整備機構による債務保証

資本金10億円以下又は従業員数2千人以下の中堅企業等（※）が、経営
力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円（保証
割合50％、最大50億円の借入に対応）の債務の保証を受けられる。

※中小企業者は含まれません

⑦食品等流通合理化促進機構による債務保証

食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融

資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合
に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられる。

 金融支援においては、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債
務保証などにより円滑な資金調達を支援します。

③中小企業投資育成株式会社法の特例

経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象（資本金3億円

以下の株式会社）に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社も中小企

業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能に。

①日本政策金融公庫による融資
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金につい

て、融資を受けられる。

○貸付限度額：中小企業事業7億2000万円（うち運転資金2億5000万円）

国民生活事業7200万円（うち運転資金4800万円）

○貸付期間 ：設備資金20年以内、長期運転資金7年以内

※基準利率等については、日本政策金融公庫ホームページ参照。

中小企業者向け

中堅クラス向け

中堅クラス向け 中小企業者向け

中小企業者向け

中小企業者向け

中小企業者向け

金融支援

⑤日本政策金融公庫によるクロスボーダーローン

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者（国内親会社）の海外子会社
は、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金について、直
接融資を受ける事ができる。
○貸付限度額：14億4000万円（長期運転資金の場合は、9億6000万円）

○貸付期間 ：設備資金20年以内、運転資金7年以内

※基準利率等については、日本政策金融公庫ホームページ参照。

中小企業者向け
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法的支援

① 許認可承継の特例
事業承継等を行うことを記載内容に含む経営力向上計画の認定を受けた上で、その内容に従い、以下のいずれかの許認可

事業を承継する場合には、承継される側の事業者から、当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。

旅館業／建設業／火薬類製造業・火薬類販売業／
一般旅客自動車運送事業／一般貨物自動車運送事業／
一般ガス導管事業

② 組合発起人数の特例
組合の組成を記載内容に含む経営力向上計画の認定を受けた上で、その内容に従い、事業協同組合、企業組合又は協業

組合を設立する場合には、通常、最低4人必要とされている発起人の人数が、3人でも可となります。

③ 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
通常、企業が事業譲渡により債務を移転するには、債権者から個別に同意を得る必要があり、この同意がない場合には、事業

譲渡をした企業は債務を免れないこととなります。
事業譲渡を行って他者から取得する経営資源を活用する取組みについて計画認定を受けた場合、企業が債権者に対して通

知（催告）し、1ヵ月以内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなすことができ、より簡略な手続きにより債務を移転す
ることができます。

この支援の措置の適用対象となるのは、「事業承継等」として、事業譲渡を行う場合であって、承継される側の中小企業者が
株式会社であるときに限られますので、ご注意ください。

※ 各許認可の根拠規定は、以下のとおりです。
・旅館業：旅館業法第３条第１項
・建設業：建設業法第３条第１項
・火薬類製造業・火薬類販売業：火薬類取締法第３条・第５条
・一般旅客自動車運送事業：道路運送法第４条第１項
・一般貨物自動車運送事業：貨物自動車運送事業法第３条
・一般ガス導管事業：ガス事業法第３５条

実施する「事業承継等」の内容
合併／

会社分割
事業譲渡

事業協同組
合等の設立

①許認可承継の特例 ○ ○ ―

②組合発起人数の特例 ― ― ○

③事業譲渡の際の免責的債務引
受けの特例 ― ○ ―

 法的支援において、実施する事
業承継等の内容と、利用可能な支
援措置の関係は右欄のとおりです。
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2.コロナ禍から立ち上がる中小企業の成長支援・地域経済の活性化

（１）中小企業の経営資源の集約化（M&A）に資する税制の創設 ※D類型となる予定

• M&Aによる規模拡大を通じた中小企業の生産性向上と、増加する廃業に伴う地域の経営資源の散逸の回避の双方を実現するため、経営資源の集約化を促進
する税制を創設する。

• 具体的には、以下の３つの措置をセットで適用することを可能とする。
①M&A実施後のリスクに備える5年間の据置期間付の準備金
②最大10％の税額控除等の設備投資減税
③M&A実施後の雇用確保を促す措置として、給与等支給総額を前年度より2.5％以上増加させた場合、その増加額の最大25％を税額控除

（２）様々な中小企業の設備投資支援を強化

• 中小企業の生産性向上や、DXに資する設備投資を後押しすべく、中小企業経営強化税制を2年間延長（10％の税額控除等）するとともに、中小企業投資
促進税制を商業・サービス業・農林水産業活性化税制と統合した上で2年間延長（7％の税額控除等）する。

• 地域経済を牽引する企業向けの地域未来投資促進税制（５％の税額控除等）に、新たにサプライチェーン強靱化の類型を追加し、2年間延長する。
• 激甚化する災害や感染症の事前対策に資する中小企業防災・減災投資促進税制（特別償却20％）の対象設備を追加し、2年間延長する（停電時の電力
供給装置、重要設備のかさ上げに用いる架台、サーモグラフィ）。

（３）中小企業の経営基盤強化、雇用者の所得拡大を支援

• 中小企業軽減税率（所得800万円まで、法人税を19％から15％に軽減）を2年間延長する。
• 所得拡大促進税制について、企業全体の給与等支給総額を増加させた場合（前年度比1.5％ 以上）、その増加額の15％を税額控除（2.5％以上増加等
で、さらに10％上乗せ）する制度とした上で、2年間延長する。

（４）土地に係る固定資産税の負担調整措置等の延長と経済状況に応じた措置

• 土地の固定資産税について、現行の負担調整措置等を3年間延長するとともに、令和3年度は、評価替えを行った結果として、課税額が上昇する全ての土地につ
いて、令和2年度の税額に据え置く措置を講ずる。

令和３年度（2021年度）経済産業関係税制改正のポイントより抜粋
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事業の内容

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
令和３年度予算案額 40.9億円（42.4億円）

成果目標

2014年度から2021年度までの8年間の事業です。

(1)よろず支援拠点から提案された解決策を実行した事業者の
うち、成果があった事業者の割合が65％以上になることを
目指します。

(2)専門家を派遣した件数に対して、経営課題の解決の対策が
立てられた件数の割合が90％以上になることを目指します。

中小企業庁経営支援課
03-3501-1763

東北経済産業局経営支援課
022-221-4806

事業目的・概要

新型コロナウイルスによる影響も含めた中小企業・小規模事業
者等が抱える様々な経営課題に対応するワンストップ相談
窓口として、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置します。

令和3年度においては、年々増加する相談件数に対応可能な
体制を整備するとともに、これまでの支援ノウハウを活かし、緊急
時の拠点間連携の体制強化を図ります。

地域の支援機関では解決困難な課題に対して、それぞれの
課題に対応した専門家を派遣し、その解決を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業・
小規模事業者等

謝金

支援支援拠点

事務処理機関
(民間団体等)

委託

支援等

専門家
支援

(1)

(2)
中小企業・

小規模事業者等国

国
全国本部

委託

委託

事業イメージ

中小企業・小規模事業者等 相談対応

課題解決

• よろず支援拠点では、経営コンサルティング、ITやデザイン、
知的財産等の様々な分野の専門家(10名～20名)を配
置し、中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経営課
題の相談に無料で対応します。

• 経営課題が明確でない中小企業・小規模事業者等に対し
ても、経営課題の分析、的確な支援機関の紹介、複合的
な課題へのチーム支援等を行います。

• ITを活用した生産性向上に向けた取組、事業承継、人手
不足問題等、特に対応が必要な分野の体制強化を図ると
ともに、自然災害や感染症等の影響を受けた中小企業・小
規模事業者等からの相談にも対応します。

（１）よろず支援拠点事業

• よろず支援拠点及び地域プラットフォーム(地域PF)が、中小
企業・小規模事業者等の経営課題に応じた専門家の派遣
申請を行い、派遣された専門家が支援を実施します。

※地域PF：商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関
が中小企業支援を目的に連携。平成25年度から設置。

（２）専門家派遣事業
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よろず支援拠点とは

・国が設置した中小企業・小規模事業者のための「無料の経営相談所」。（平成26年から全国都道府県に設置）

・経営改善、売上拡大など、各社が抱える悩みにワンストップで対応。

・各分野の専門家が集まり、専門性の高い経営アドバイスを実施。実行可能な解決策を提案。

出典：令和元年度よろず支援拠点成果事例集
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東北管内よろず支援拠点一覧（令和３年１月現在）

詳細は各拠点HP
又はよろず支援拠点全国本部HP（https://yorozu.smrj.go.jp/base/）をご覧ください。

拠点名
チーフコーディネーター

（PDF）
電話番号 設置機関

青森県よろず支援拠点 加藤哲也 017-721-3787 (公財)21あおもり産業総合⽀援センター

岩手県よろず支援拠点 星野剛 019-631-3826 (公財)いわて産業振興センター

宮城県よろず支援拠点 佐藤創 022-393-8044 宮城県商工会連合会

秋田県よろず支援拠点 加藤剛 018-860-5605 (公財)あきた企業活性化センター

山形県よろず支援拠点 尾形恵子 023-647-0708 (公財)山形県企業振興公社

福島県よろず支援拠点 木村俊朗 024-954-4161 (公財)福島県産業振興センター
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①ものづくり・商業・サービス補助金【グローバル展開型】
（経済産業省）

中小企業等が行う、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの
改善に必要な投資・試作開発を支援します。

関係機関による海外展開等支援策（概要）

アジア地域のサプライチェーンを強化したい

自動化・省力化・スマート化を進めたい

優れた技術・製品・サービスを途上国で展開したい

東北経済産業局 国際課
022-221-4907

現地法人の中核外国人材を育成したい

① 海外サプライチェーン多元化支援事業（経済産業省）
ASEAN等の海外拠点への製品・部素材の海外製造拠点の複線化等、
サプライチェーン強靱化に向けた設備導入、実証事業・実施可能性調査を
支援します。
…「海外サプライチェーン多元化支援事業」

①研修・専門家派遣事業（AOTS)
日本企業の海外進出や海外での事業展開に必要となる現地人材の育成

を目的に、海外拠点の人材の日本での研修、日本からの専門家派遣による

現地指導、海外研修および現地大学での寄附講座開設を支援します。

…「技術協力活用型・新興国市場開拓事業」

① 中小企業・SDGsビジネス支援事業（JICA）
日本の民間企業が持つ製品・技術を活用し、ビジネスを通じた途上国の課

題解決を目指し、途上国の開発ニーズと民間企業の製品・技術のマッチング

を支援します。

① JAPANブランド事業（経済産業省）
中小企業者が行う新商品・サービスの開発、海外・全国展開、ブランディング等

を支援します。 …「JAPANブランド育成支援等事業」

② 海外展開に取り組む企業の販路開拓サポート
【新輸出大国コンソーシアム】（JETRO）

海外展開に取り組む中堅・中小企業に対して、海外展開計画の策定、商談
支援等の適切なサポートを実施します。
…「中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業」

③ Japan Mall事業（JETRO）

海外の主要ECサイトにJapan Mallを設置、オンライン展示会への出展・PRを
支援します。
…「中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業」

④海外見本市・展示会の出展支援（JETRO）

海外見本市・展示会関連情報やトレンドを調べて出展・訪問したい、世界各国の
見本市・展示会に出展して、ビジネスを拡大したい事業者に対し、情報収集・出
展をサポートします。
…「現地進出支援強化事業」

⑤中小企業海外展開現地支援プラットフォーム（JETRO）

海外の主要拠点に、現地ビジネスの知見や地元政府当局、地場企業等とのネット
ワークに強みを持つコーディネーターを配置し、相談対応等を行います。
…「現地進出支援強化事業」

⑥中小企業国際化支援アドバイス（中小企業基盤整備機構）
海外投資、輸出入や海外企業との業務提携などお悩みを専門家が支援します。

専門家が同行して現地の情報収集や調査のサポートも可能です（有料）。

海外販路開拓を進めたい
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JAPANブランド育成支援等事業
令和3年度予算案額8.0億円（10.0億円）

東北経済産業局 地域ブランド連携推進課

022-221-4923

東北経済産業局 国際課

022-221-4907

事業の内容 事業イメージ

中小企業者、民間支援事業者 等

事業目的・概要
人口減少による国内市場の縮小や、新型コロナウイルスによる事業への

ダメージが継続する中、中小企業者にとって、海外展開や新事業展開

により新たな需要を獲得することが極めて重要となっています。

特に、コロナ危機での生活のあり方の変化による社会ニーズの変化や、
電子商取引（ＥＣ）やオンライン商談の浸透をはじめとしたビジネス手

法の変化などが急速に発生しており、こうした市場や社会の変化はさらに
加速していくと想定されます。

本事業では、海外市場等の新たな市場の獲得に向けて新商品・サービ

スの開発、販路拡大、ブランディング等に取り組む中小企業者や、そうし

た中小企業者の取組を後押しする民間支援事業者や商工会・商工会

議所等に対して、それらの取組に係る費用について一部補助を行います。

特に、ECやクラウドファンディングなどを活用した非対面・遠隔のビジネス

様式に対応した取組や、社会変化を捉えた新事業の取組を重点的に

支援します。

成果目標
事業期間中に海外との継続的な取引を実現したプロジェクトの割合を

50％以上とする。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助（2/3、1/2）

国

JAPANブランド育成支援等事業

・海外展開等を図る中小企業者を支援する①事業型と、こうした中小
企業者を支援する民間支援事業者等を支援する②支援型により、中
小企業者の新市場獲得を支援します。

①事業型：

中小企業者自らが、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得
のための新商品・サービスの開発による販路開拓やブランディング等の取
組を行う場合、その経費の一部を補助します。

令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展
開の取組や、コロナ危機による社会変化を捉えた新事業の取組を重点
的に支援します。

（補助上限：500万円※1 、補助率※2 ：2/3、1/2以内）

（※1）複数者による共同申請の場合は上限2,000万円

（※2）国内販路開拓、計画期間3年目の場合は1/2以内
その他の場合は2/3以内

②支援型：

民間支援事業者や、商工会・商工会議所等が、複数の中小企業
者に対して、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に関する
支援（調査研究や新商品・サービス開発の支援、効率的なツールの
提供、セミナー・研修等）を行う場合、その経費の一部を補助します。

令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展
開の取組等を重点的に支援します。

（補助上限：2,000万円 、補助率※1：2/3、1/2以内）
（※1）国内販路開拓、計画期間3年目の場合は1/2以内

その他の場合は2/3以内
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海外サプライチェーン多元化支援事業

令和２年度第3次補正予算案額 116.7億円

サプライチェーンを強靱化するため、生産拠点の集中度が高く、
サプライチェーンの途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素
材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素
材等について、日本企業による海外生産拠点の複線化や高
度化に向けた設備導入の支援を実施します。

現生産国の工場

複線化国の工場

災害等により
供給途絶

部素材供給

（例）海外生産拠点の複線化

事業の内容 事業イメージ

国

拠出 日ASEAN経済産
業協力委員会
（AMEICC）

事務局

成果目標

 サプライチェーンの多元化を図る日本企業の設備導入を支援
することで、一国に過度に依存しない日本産業全体の強靱
なサプライチェーンを構築します。

事業目的・概要

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーン
の脆弱性が顕在化したことから、海外の生産拠点の多元化
を進めます。

具体的には、生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの途
絶によるリスクが大きい重要な製品・部素材、または国民が
健康な生活を営む上で重要な製品・部素材等について、海
外で生産拠点を多元化しようとする場合に、その設備導入を
支援します。

供給先国の工場

製造設備の
新設

（備考）経済産業省「第２6回産業構造審議会総会」資料より引用。

（参考）新型コロナウイルスを受けたサプライチェーンの寸断の一例

東北経済産業局 国際課
022-221-4907
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海外サプライチェーン多元化支援事業 事業型イメージ（令和２年度）

＜一般枠＞
【概要】
ASEAN等海外の事業実施法人（海外子会社または海外
孫会社）による、製造設備を新設・増設する際の設備投資
事業が対象です。

【補助金額】
1億円～15億円
※補助率は、企業規模等によって異なり、さらに審査結果に
より補助率調整指数をかけて、補助金額が決定されます。

設備導入補助型

実証事業・事業実施可能性調査

＜特別枠＞
【概要】
特に、政府が増産や安定供給を要請している、国民が健康
な生活を営む上で重要な製品・部素材の製造設備に係るも
のが対象です。

【補助金額】
100万円～15億円
※補助率は、企業規模等によって異なり、さらに審査結果に
より補助率調整指数をかけて、補助金額が決定されます。

＜製品開発型＞

【概要】
製品・部素材等の生産拠点の多元化に向けた、実証事業
及び事業実施可能性調査を行うものが対象です。

＜バリューチェーン高度化型＞

【概要】
生産・調達・物流・サービス提供等の国際的バリューチェーン
の高度化に向けた、実証事業及び事業実施可能性調査を
行うものが対象です。

＜実証事業＞ 【補助金額】 1000万円～2億円
＜事業実施可能性調査＞ 【補助金額】 100万円～5000万円
※補助率は、企業規模等によって異なります。
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中堅・中小企業の海外展開等を通じた地域活性化支援事業
令和2年度3次補正予算案額 32.9億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標

・海外の主要ECサイトにJapan Mallを設置、オンライン展示会への出展・PRを支援

① ECを活用する中堅・中小企業の商品開発、契約締結等の支援

・海外消費者が求める商品開発、EC事業者との契約締結等の支援

② 海外展開に取り組む企業の販路開拓サポート

・新輸出大国コンソーシアムにおいて、海外展開に取り組む中堅・中小企業に対して、

海外展開計画の策定、商談支援等の適切なサポートを実施

③ 地域産品の海外販路開拓のための現地支援及び現地プロモーション

・農水省やJFOODO等と連携した情報提供及び販路開拓イベントの実施

国
交付・補助（定額）

JETRO

 地方の中堅・中小企業が海外展開を推進するためには、日英EPAや

RCEP等の経済連携の合意を機に、新たに拡大が見込まれる海外市場等

への販路開拓を加速する必要があります。

 RCEPや日英EPAにおいて、電子商取引等に関する一定の規律が設けら

れ、越境EC市場の獲得への環境が整うことが想定されます。対面での販路

開拓が引き続き困難ななか、オンラインの販路開拓が重要です。

 RCEPを通じて、食品の関税削減効果が見込まれるため「2030年に農林

水産物・食品の輸出５兆円」という目標に向けた対策を強化します。

 このため、オンラインでの販路開拓に向けて、新輸出大国コンソーシアムの枠

組みを活用した販路開拓の支援等、 RCEPメンバー国等のECサイトへの

食品等の出展支援等を実施します。

 これらに加え、RCEP等の協定が最大限活用され、協定の効果が最大化さ

れるよう、事業者へのきめ細やかな情報提供・相談体制等を強化するととも

に、RCEPメンバー国等の主要拠点にコーディネーターを配置し、現地での

個別課題の解決を支援します。

 また、英国のEU離脱（ブレグジット）によるビジネスへの影響を最小限のも

のとするため、事業者への情報提供や相談等を実施します。

 2021年以降の中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標（現行目

標：中堅・中小企業等の輸出額及び現地法人売上高の合計額を2020

年までに2010年比で2倍にする）

（２）越境EC市場を通じた海外展開支援

（１）新たに海外展開に取り組む企業の販路開拓へのサポート

（４）EPA利活用促進のための情報提供・相談体制の強化

・セミナー開催、解説書・パンフレット等の作成・配布、地方紙等への記事掲載

・通関トラブル等に備えた情報収集・調査 ・相談窓口機能の強化 等

・ブレグジットに伴って対応が必要となる英国及びEUの制度等に関するセミナーや個
別相談、サプライチェーンの見直し等の支援 等

（３）進出中小企業の個別課題解決への支援

・RCEPメンバー国のJETRO海外事務所に配置されたアドバイザーによる、進出企業
の拠点設置や操業等に係る相談対応

・関係国の主要拠点にコーディネーターを配置し、現地の官民支援機関と連携して、
海外進出に取り組む企業の個別課題の解決を支援

（５）アジア地域のデジタル関係企業とのネットワーク構築

・日本のスタートアップ企業等との連携・共創先としてのアジア企業を発掘するため、

アジア関係国を対象に、情報収集やサポートセンターの開設を行う。

（６）英国のEU離脱に伴う対欧州ビジネス支援事業

東北経済産業局 国際課
022-221-4907
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事 業 の 内 容

現地進出支援強化事業
令和３年度予算案額 12.2億円（14.2億円）

事 業 イ メ ー ジ

事業目的・概要

中小企業の海外展開の進展度合いに応じて、効果・効率的な支援
策を支援のオンライン化を図りながら、国内外でシームレスに実施します。

出展効果が高い海外見本市に加えて、オンライン商談会を拡充し、
コロナ禍での中小企業の海外市場の獲得を後押しします。

 ウェビナーの開催や相談対応のオンライン化により、アクセシビリティー
の向上をはかりつつ現地ビジネス情報のタイムリーな発信、相談サ
ポートを実施します。

中小企業が抱える個別課題の解決等を目的とした「海外展開支
援プラットフォーム事業」において、商談アレンジや相談対応に加え、
営業支援を行うコーディネーターを拡充し、コロナ禍により海外での
営業活動が制限されている中小企業を支援します。

中小企業等の海外展開に伴う税制等（コロナ関連対応を含む）
について、セミナーの実施等により情報提供を行う。

成果目標
2021年以降の中堅・中小企業の海外展開に関する政府目標
（現行目標：2020年までに中堅・中小企業の輸出額及び現地
法人売上高を2010年比で倍増）に貢献するべく、本事業で支援
した中小企業の輸出・投資等の海外展開成功件数を前年度比
６％以上増加させる。

中小企業等が多く進出している国の税制、執行実務、課税問題等
について、セミナーの実施等により情報提供を行うことで、海外展開
を行う中小企業等の税務に係る体制整備を支援する。

(2)進出先国税制等広報事業

民間事業者等
委託

国

（独）日本貿易振興機構
補助（定額、1/3、1/2）

国

(1) 現地進出支援強化事業

(2) 進出先国税制等広報事業

条件（対象者、対象行為、補助率等）

(1)現地進出支援強化事業

海外市場や現地の規制・税制度等
のタイムリーな情報収集・提供

データベースを活用した、貿易投資
相談事例の分析およびFAQの提供

専門アドバイザーによる中小企業等
の海外展開に関する相談対応

海外展示会出展、オンライン商談会
等を通じて、中小企業等の商談機会
を創出、成約までのフォローを実施

中小企業海外展開支援プラット
フォームにて海外の主要拠点にコー
ディネーターを配置し、官民支援機関
と連携して企業における個別課題の
解決や海外拠点の設立等への支援
を実施

ウェビナーによる情報発信

オンライン商談会

プラットフォームコーディネーターによる
個別相談会の様子＠埼玉

東北経済産業局 国際課
022-221-4907
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【参考】現地進出支援強化事業

○「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」
（JETRO）
海外の主要拠点にコーディネーターを配置。現地ビジネスの知見や
地元政府当局、地場企業等とのネットワークに強みを持つコーディ
ネーターを配置し、以下の相談対応等を実施。

①相談対応サービス…現地進出全般の相談・質問にメール・個別面談等で
対応。
②ビジネスマッチング支援…現地パートナー・取引先候補企業のリストアップ、
商談アポイントの取得支援、商談への同席等を実施。
③現地協力機関・各種専門家の紹介・取り次ぎ…現地政府機関、在外公
館等の公的機関や、法律・会計事務所等の紹介・取り次ぎを実施。

○海外見本市・展示会の出展支援（JETRO）
海外見本市・展示会関連情報やトレンドを調べて出展・訪問した
い、世界各国の見本市・展示会に出展して、ビジネスを拡大した
い事業者に対し、情報収集・出展をサポート。

※ジェトロHP（ジェトロのサービス：https://www.jetro.go.jp/services/）より一部抜粋66

https://www.jetro.go.jp/services/


事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

技術協力活用型・新興国市場開拓事業
令和3年度予算案額 41.5億円（42.7億円）

事業イメージ

（２）制度・事業環境整備事業

• 日本企業が新興国でビジネスを展開しやすくなるよう現地の政府・産業界関係
者に対する人材育成等を通じ、新興国の制度や事業環境の整備を図ります。

事業目的・概要

新興国の経済発展に貢献するため、日本企業の技術・ノウハウを活用

した官民連携による技術協力に取り組みます。

 また、本事業による技術協力を通じて、日本企業が新興国でビジネス

を展開する上で課題となる現地人材の育成、事業環境の整備等を図

ることで、日本企業の新興国市場への進出を後押しします。

※事業の実施に当たっては、可能な限り、オンライン教材やウェブによる研
修等、非対面方式を取り入れていきます。

成果目標

令和7年度までの事業であり、新興国での制度・事業環境整備を行う

各プロジェクトの最終年度における目的達成度70%を目指します。

国

民間企業等

事業 (3)

民間企業等

民間企業等 民間企業等

事業 (1)

事業 (2),(4),(5),(6)

（１）研修・専門家派遣事業

（３）社会課題解決型国際共同開発事業

（４）国際化促進インターンシップ事業

（５）看護師・介護福祉士候補者日本語研修事業

（６）インフラ海外展開支援事業

• 海外進出先での事業を担う現地人材の育成のため、日本企業による日本国内
での受入研修、現地への専門家派遣等の取組への補助を行います。

• 中堅・中小企業が新興国の企業・大学等と共同で進める現地の社会課題の解
決のための製品・サービスの開発や現地事業創出支援等への補助を行います。

• 海外展開等を目指す日本企業における高度外国人材の活用を進めるため、海
外学生等のインターンシップ受入れ機会を提供します。

• 経済連携協定に基づく約束を着実に履行するため、看護師・介護福祉士の円
滑な受入れに向けた日本語研修を行います。

• 日本の優れたO&M技術など質の高いインフラの理解促進のため、現地への専門
家の派遣や、海外の要人の招聘を行います。民間企業等 事業 (3)

委託

補助【2/3】

補助【定額】

補助【2/3等】

補助【2/3】

東北経済産業局 国際課
022-221-4907
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○日本企業の海外進出や海外での事業展開に必要となる現地人材の育成支援を目的に、海外拠点の人材の日本で
の研修、日本からの専門家派遣による現地指導、海外研修および現地大学での寄附講座開設への支援を実施。

【参考】研修・専門家派遣事業

資料提供（事業実施機関）：

受入研修制度のメリット！

1)AOTS研修センターで日本語及び日本でのビジネス

マナーの教育が受けられる（9日間、6週間、13週間）

2)「研修ビザ」を容易に取得可能

3)日本の製造現場での実務研修が可能

専門家派遣制度のメリット！

1)自社の従業員、技術者等（「専門家」 と呼ぶ）を派遣可能

2)万全の危機管理体制で専門家をサポート

3)オンラインでの実施も可能

海外研修制度のメリット！

1)短期間(2～3日間)の研修でも 派遣可能

2)最長30日間の派遣が可能

3)オンライン、第三国での実施も可能

寄附講座制度のメリット！

1)優秀な人材(高度人材)の確保につながる

2)実施を通じて大学とのネットワーク強化

3)オンラインでの実施も可能

①現地法人のスタッフを日本本社工場へ

受入れて研修

②現地子会社等への技術者を派遣して

現地人材を指導(自社の従業員など)

③現地子会社や代理店等へ講師を

短期間派遣(自社の従業員も可）

④現地大学等で講座を開設して

学生を指導（インターン受入も可）
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事業の内容

中小企業等海外出願・侵害対策支援事業

令和3年度予算案額 6.0億円（7.4億円）
事業イメージ

①外国出願支援については、助成した出願に関する外国知財取得率70％（審査結果判明分）を目指します。

中小企業等

②侵害対策支援については、警告や行政摘発を行いたいとする模倣品対策申請案件のうち、実施に至った支援件数が
半数以上になることを目指します。

③海外知財訴訟保険については、加入件数125件を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助（定額) 補助（①1/2、②~④2/3、⑤1/2または1/3)

国

（独）日本貿易振興機構（JETRO）
都道府県中小企業支援センター等
日本商工会議所、全国商工会連合会

全国中小企業団体中央会

事業目的・概要

 中小企業等の外国出願費用及び海外での知財侵害への対策費用を助成し、外国における中小企業等の権利
取得及び権利行使の促進を図ります。

 外国出願費用（外国特許庁への出願手数料、翻訳費用、外国出願に要する国内代理人・現地代理人費
用）を助成することにより、権利取得を促進します（①外国出願支援）。

 海外での模倣品に関する調査から模倣品業者に対する警告・行政摘発手続までの費用を補助することにより
、模倣品対策を促進します（②模倣品対策支援）。

 海外で現地企業から知財侵害により訴えられた場合の弁護士への相談や訴訟準備・訴訟に係る費用を補助
することにより、中小企業等の知財係争を支援します（③防衛型侵害対策支援）。

 冒認商標に対する異議申立や取消審判請求、訴訟等冒認商標の無効・取消係争に係る費用を補助するこ
とにより、中小企業等の海外展開を支援します（④冒認商標無効・取消係争支援）。

 海外で現地企業から訴訟を提起された場合等の訴訟に係る費用を担保する保険制度の保険料を補助するこ
とにより、中小企業等の知財係争を支援します（⑤海外知財訴訟保険）。

補助対象案件

①外国出願支援については、先行技術調査等の結果から権利取得の可能性が否定されない出願であり、助成出願に
関する権利を活用した事業展開を計画している等。

②模倣品対策支援については、現地国で取得またはライセンス許諾を受けた権利に対し、模倣品が権利を侵害してい
る可能性を示す証拠があること等。

③ 防衛型侵害対策支援については、警告状等知財侵害により訴えられた証拠があること等。

④ 冒認商標無効・取消係争支援については、冒認出願である証拠があること等。

⑤海外知財訴訟保険については、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の会員企業の
うち、中小企業基本法で定める中小企業

成果目標

 外国出願助成を希望する中小企業等の出願案件をJETRO及び都道府県中小
企業支援センター等が募集・選定し、支援対象案件を採択します。

①外国出願支援

補助率：1/2
補助金上限額：特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円 冒認対

策商標 30万円
※１企業あたり上限額300万円(複数案件の場合) 補助

対象経費：
○外国特許庁への出願手数料、翻訳費用、

外国出願に要する国内代理人・現地代理人費用

 海外で以下の侵害対策を検討する中小企業や地域団体商標権利者を
JETROが募集し、支援対象案件を採択します。

②模倣品対策支援

補助率：2/3
補助金上限額：400万円 補助
対象経費：
○模倣品の流通経路、製造元等の調査費
○警告状の作成費
○行政機関への取締申請に係る費用

③防衛型侵害対策支援 補助

率：2/3

補助金上限額：500万円 補助
対象経費
○弁護士への相談、訴訟準備、訴訟に係る費用

④冒認商標無効・取消係争支援

補助率：2/3
補助金上限額：500万円 補助
対象経費：
○異議申立、無効・取消審判請求、訴訟に係る費用

 商工会議所、商工会、全国中央会が会員中小企業を対象として保険募 集を行
い、支援対象案件を採択します。

⑤海外知財訴訟保険

補助率：1/2（2年目以降の更新の場合は、1/3） 補助対
象経費：保険に加入する中小企業等の掛金
○弁護士費用、鑑定費用、訴訟に係る費用

東北経済産業局知的財産室
022-221-4819

事業の概要
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日本発知的財産活用ビジネス化支援事業
令和3年度予算案額 1.0億円（2.8億円）

東北経済産業局知的財産室
022-221-4819

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

（独）日本貿易振興機構
補助

国 （1/2,1/3,定額)

事業イメージ

事業目的・概要

中堅・中小企業・ベンチャー・地域団体商標取得団体等の持つ技術・アイディア・ブランド

（知的財産）を最大限活かすためには、その知的財産をうまく保護・活用する海外展開プラ

ンを立て、グローバル市場につなげていくことが重要です。本事業では、中堅・中小企業・ベン

チャー・地域団体商標取得団体等の知的財産を活用した海外展開（ライセンス契約等）を

促進することを目的に以下の事業を実施します。

① 中堅・中小・ベンチャー企業の知的財産を活用した海外展開促進のため、知的財産を活用し

たビジネスプラン・PR資料等作成支援、技術流出防止のための海外権利化助言・交渉戦

略等知財支援から、海外での見本市出展や商談会開催等による商談機会提供、契約交

渉等支援まで、準備段階から商談成功に至るまでに必要な支援を提供。

②地域団体商標取得団体の知的財産を活用した海外展開促進のため、外部専門家

（ブランドプロデューサー）を中心とした「海外ブランド推進委員会」を設置し、支援対象者の

ニーズ、取組の状況等に応じた２種のハンズオン支援を実施

成果目標

①令和6年度までに支援企業件数に対する成功企業件数（ＮＤＡ、ライセンス契約

等締結）の割合について20％を目指します。

②Aコース：令和6年度までに支援団体者数に対する成功団体者数（地域団体商

標を切り口としたブランド戦略を策定し、かつ次年度の海外展開に向けたプロモーシ

ョンツールの作成）の割合について、50%を目指します。

②Bコース：令和6年度までに支援団体者数に対する成功団体者数（販売代理店

契約、新規販路開拓）の割合について20％を目指します。
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● 海外ブランド推進委員会の開催

● 外部専門家によるハンズオン支援の実施

Aコース：

地域団体商標を切り口としたブランド戦略

策定支援、プロモーションツールの作成 等

Bコース：

上記ブランド戦略に基づく、バイヤー、

メディア招聘、商談会等を通じたブランドの

構 築 等

現地進出に

向けた準備

•現地に合ったビジネスプラン策定支援

•現地でのプロモーション力、PR力強化支援

•知財保護・活用を確実に行うための知財支援

現地市場へ

アプローチ

•現地ビジネスパートナー候補探し

•見本市出展、商談会開催等を通じた商談機会の提供

商談の進展

•個別商談のサポート

•ライセンス等契約への助言

•フォローアップ支援

中
堅
・
中
小
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

参加企業のニーズに応じた支援を提供
①

②

現
地
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
家
・知
財
専
門
家

東北経済産業局知的財産室
022-221-4819
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中小企業知財経営支援金融機能活用促進事業
令和3年度予算案額 1.1億円（1.5億円）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託

事業の内容 事業イメージ

事業目的・概要

中小企業等の知的財産を踏まえた事業の評価や経営課
題に対する解決策をまとめた「知財ビジネス評価書・提案書
」を金融機関へ提供し、「知財活用への気づき」を与えるとと
もに、取引先への本業支援を促します。

中小企業等の経営力の源泉となる知的財産と事業との
関係性を評価した「知財ビジネス評価書」を提供します。

知財専門家と金融機関が共に中小企業等を訪問して「
知財ビジネス評価書」の内容を基に経営支援の内容を
検討し、「知財ビジネス提案書」を作成します。検討した
結果を中小企業等に対して提案することで、対象企業の
事業維持・拡大を目指します。

成果目標

令和元年度から令和5年度までの5年間で知財を切り口
とした経営支援が可能な金融機関を150機関にします。

金融機関
（地方銀行、信用金庫、信用組合、

地域金融機関系のベンチャーキャピタル）

中小企業

調査会社

国

委託

民間等事業者

評価書の
作成依頼

評価書
の納品

評価書提供
及び

専門家派遣

専門家と金融機関が提案書作成
●経営課題の解決支援
●知財活用促進

東北経済産業局知的財産室
022-221-4819
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知財総合支援窓口（（独）工業所有権情報・研修館（INPIT））

知財総合支援窓口 で検索！

支援事例等を紹介しています。

ポイント１
相談無料、もちろん秘密厳守です！

ポイント２
経験豊富な企業ＯＢ等の窓口支援担当者が、相談内容に応じて
アドバイスします！訪問による支援も可能です。

ポイント３
専門家からのアドバイスも無料で受けられます！

72

 中堅・中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する悩みや課題に対し、そ
の場で相談を受け解決につなげていくワンストップサービスを提供する「知財総合支援窓
口」を47都道府県に設置しています。

東北経済産業局知的財産室
022-221-4819



中小企業等特許情報分析活用支援事業
（（独）工業所有権情報・研修館（INPIT））

 中小企業等の費用負担が重い特許情報分析について、「事業構想～研究開
発」、「出願」、「審査請求前」の各段階のニーズに応じた特許マップの作
成、先行技術調査等を支援します。

①「事業構想～研究開発」、「出願」段階

・特許マップ等の作成及び企業訪問を通じた

特許情報分析の活用支援。

・利用者自己負担無し。（1件あたり100万円を上限）

・年５回程度の公募制

②「審査請求前」段階

・特許出願したものについて先行技術調査

報告書を提供。

・最低１万円の利用者自己負担有り

（必須となる国内特許文献調査は各社７万円。

外国文献等をオプションで追加可能）。

無料

無料

6万円の

費用補助

事業構想～研究開発段階

出願段階

審査請求前段階

①

②

新分野への進出、新製品の開発を目指す中

小企業等の研究開発戦略の作成を支援。

効果的な研究開発投資を促進。

中小企業に対するオープン・クローズ戦略の策定

等、出願戦略の策定を支援。

強い権利の取得、権利化可能性の向上。

公開特許文献等の調査を通じ、中小企業

等の権利取得判断を支援。

効果的な権利取得の促進。

東北経済産業局知的財産室
022-221-4819
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Go To 商店街事業
令和２年度第３次補正予算案額 30.0億円

事業の内容 事業イメージ

事業目的・概要

新型コロナウイルスの感染拡大は、観光需要の低迷や、外出自粛等
の影響により、地域の多様な産業に対し甚大な被害を与えています。

このため、甚大な影響を受けた地域産業において、将来の収益回
復の見通しを持っていただくためにも、感染拡大防止対策を徹底
しつつ、地域を再活性化するための需要喚起策を実施することが
必要です。

本事業は、３密対策等の感染拡大防止対策を徹底しながら、
ウィズコロナの状況に対応していくために商店街等が行うオンライン
活用事業、新たな商材開発やプロモーション制作など、「地元」や
「商店街」の良さを再認識するきっかけとなる取組を支援します。

各地域で、消費者や生産者との接点を持つ「商店街」が、率先し
て「地元」の良さの発信や、地域社会の価値を見直すきっかけとな
る取組を行い、地域に活気を取り戻していくことを通じて商店街の
活性化につなげることがねらいです。

支援スキームイメージ

専門的支援

経費負担

（１）対象事業者
商店街等（中小小売業・サービス業のグループ等）
※商店街、飲食店街、温泉組合 等

（２）事業内容
・消費者や生産者が、地元や商店街の良さを再認識するきっかけとなるよう
な商店街イベント等の実施（オンラインを活用したイベント実施も含む）

・地域の良さの再発見を促すような、新たな商材の開発やプロモーションの
製作

（３）上限額
事業実施にかかる費用の実費分について、1申請当たり、以下の上限額

まで支援します。
定額を超えた額については、商店街等が1/2を自己負担となります。
①1者による単独申請

1申請当たり300万円上限（200万円まで定額支援）
②2者連携による申請

1申請当たり700万円上限（300万円まで定額支援）
③3者以上の連携による申請

1申請当たり950万円上限（500万円まで定額支援）

国

商業・流通サービス産業課
022-221-4914

委託

商
店
街
等

事
務
局

③参加
・利用

①商店街等募集
／専門的支援

④事業実施
／実施の報告

⑤精算

商
店
街
等

事
務
局

消
費
者

②イベント等
の実施
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コンテンツグローバル需要創出促進事業
令和2年度第3次補正予算案額 401.3億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的・概要
 コンテンツ産業はグローバルな成長分野であり、日本のコンテンツの海外

展開は海外市場の獲得に資するとともに、日本ブームの創出を通じたイ

ンバウンド需要喚起等の波及効果にも寄与します。

 今般、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国際見本市等や音楽コン

サート等の公演などの海外展開のためのプロモーションの機会が失われて

います。

 海外の感染拡大継続の懸念により海外におけるプロモーション機会が難

しい中、新たなプロモーションの促進は引き続き重要であるが、ポストコロ

ナを見据えて収益基盤の強化に資する取り組みを行うコンテンツ関連事

業者による音楽、演劇等の公演の実施、その海外動画配信及び収益

基盤の強化に資する取り組みを支援します。

成果目標

 2025年までに、文化GDPを約18兆円（GDP比3％程度）にすること

に貢献します。

国 民間企業等民間団体等

補助（定額）
間接補助

（補助率1/2）

事業イメージ

• 音楽、演劇等の公演を活用したプロモーション手法は、参加者への訴求力が

高く、SNSや動画配信プラットフォームにより国内外に発信・拡散。

• 新型コロナウイルス感染症の影響でプロモーションの機会が失われたコンテンツ

関連事業者に対し、音楽、演劇等の公演を国内で実施する費用（感染症

予防対策費を含む）及びその海外向け動画配信の費用の一部を補助。

• 公演の実施にあたっては、積極的な感染予防対策を行いつつ、ポストコロナを

見据えた収益基盤の強化に資する取り組みを行う公演の開催を実現。

• これにより、コンテンツの海外市場の獲得を後押しするとともに、中小企業者等

含め産業の裾野に至るまで資金の流通を実現。

• また、ライブ公演は消費喚起の起点となるほか、コンテンツの海外展開は日本

ブームの創出を通じた訪日外国人増加等の波及効果にも寄与。

日本のコンテンツの海外展開のためのプロモーションの支援

※ 配信プラットフォームへのダイジェスト版動画掲載や生中継などにより、公演の映像を
海外向けにデジタル配信することが要件。

ライブ公演を活用したプロモーション
海外への動画配信

・海外市場の獲得
・日本ブームの創出

コンテンツ
（音楽・演劇等） 補助

（補助率1/2） ・訪日外国人増加
等の波及効果

海外へ
デジタル配信

観光・コンテンツ産業支援室
022-221-4914

75



展示会等のイベント産業高度化推進事業
令和3年度予算案額 3.3億円（新規）

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

• IT技術や感染症対策等の専門家の助言を受け、リアル
な展示会等のイベントに加え、オンラインとリアルな展示会
等のイベントの併用や、デジタル技術を活用したオンライン
展示会等のイベントなど、With/Afterコロナ下の新たな
展示会等のイベント産業のビジネスモデルを構築する先
進的な取組について実証を行います。
また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて新

たな取組を行う中小規模の展示会等のイベント主催者
に対して、新たな生活様式に対応した展示会等のイベン
トの開催に向けた取組に関する費用の一部を補助します。

民間
事業者等

委託

民間
事業者等

補助
（定額） 展示会

主催者等

補助
（1/3、1/2）

事業目的・概要

展示会等のイベント産業は企業にとって重要な商談、マーケティング
の場であり、多くの支援企業の雇用創出やイノベーション促進、開催
地域における経済波及効果など、我が国経済において重要な役割
を担っています。

一方、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、ほとんどの展示
会等のイベントが中止・延期・規模縮小を余儀なくされています。

大阪・関西万博が控える中、展示会等のイベント産業の更なる発
展を図るためには、新たな生活様式に対応したビジネスモデルの構
築を推進することが重要です。

本事業では、With/Afterコロナ下における展示会等のイベント産
業の新たなビジネスモデルの構築に向けた取組について実証を行い
ます。また、新たな取組を行う中小規模展示会等の主催者に対し
て、展示会等のイベントの開催に向けた取組に関する費用の一部を
補助します。

成果目標

展示会等のイベント産業の新たなビジネスモデルを構築します。

中小企業等に商談件数の増加に貢献します。

新たな技術の活用の例

展示会を活用して地域・商品のブランディングを行っている「燕三条」の事例

観光・コンテンツ産業支援室
022-221-4914
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共創型IT連携補助金

「共創型」サービス・IT連携支援事業
令和3年度予算案額 5.0億円（5.0億円）

商務・サービスG サービス政策課
03-3580-3922
東北経済産業局 情報政策室
022-221-4895

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

就業者の大宗が働く中小サービス事業者等の生産性革命を達成するには、
IT投資による抜本的な業務・組織改革、すなわちDX（デジタル・トランス
フォーメーション）化の推進が必要です。

 しかし、DX化の推進にあたっては、ITツール（ソフトウェアやクラウドサービス）
の間で情報の連携ができていないことから、サービス現場の全業務プロセスに
一気通貫で対応できず、ITツールが利用者目線で構築されていないという
「ITベンダー側のITツールにおける課題」があります。

 また、国内のIT人材の約7割がITベンダー・SIerに存在している中で、中小
サービス事業者等が継続的にDX化の取り組みを進めていく上では、事業者の
社内でITの活用を検討できるような人材が不足しているという「事業者側の
IT人材における課題」があります。

 これらの課題解決に向けて、①ITベンダーと中小サービス事業者等の緊密な
協調や、②中小サービス事業者等の自らのベンダー化を促すべく、現場の事

業課題を解決するIT活用手法を相互に検討するとともに、既存の複数のIT
ツールを連携させるといったITツールの機能改善を行い、他事業者への普及を
見据えて当該ITツールを汎用化する取組を支援します。

 こうした取組を通じて、中小サービス事業者等の生産性を向上させるITツール
導入のモデル事例の創出と、事業者側のIT人材の育成を目指します。

成果目標

事業終了後4年以内に、補助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以
上向上を目指します。

• 中小サービス業やITベンダー等がコンソシーアムを組成し、サービス業の
現場の生産性を向上させるべく、API連携等により複数のITツールを連
携・組合せたものを導入するとともに、導入後、機能向上（UIやUXの
改善を含む）を行い、パッケージ化・汎用化による業界内他社や他地
域への当該ツールの普及を目指すことを支援します。

ツ
ー
ル

導
入
検
討

連
携

機
能
改
善

汎
用
化

定額補助 補助(2/3等) 

中小企業等民間団体等国

【事業イメージ（飲食分野事例）】

①
中小企業とITベンダー等

によるコンソーシアムの組成

②
事業計画の策定
ツールの使用検討

③
ツールの導入

⑤
ツールのパッケージ化、
汎用化

④
ツールの

機能向上・改善

【事業フロー】

【補助対象】  コンソーシアムの運営にかかる費用
 ツールの導入費用
 ツールの機能向上・改善にかかる費用
 ツールの導入効果の検証にかかる費用
 事業者のIT活用の研修にかかる費用 等 77



①地域企業デジタル経営強化支援事業（補助事業 0.5億円）

 地域未来牽引企業及び地域未来投資促進法の計画承認事業者が、規模成長に向けて、デジタル化を通
じた経営管理体制の強化を図るための課題整理・計画策定・システム導入を支援する。

経産省

未来企業 又は
未来法承認事業者

中小 1/2 
非中小 1/3 補助

・規模成長に向けた課題整理・計画策定・システム導入

※直執行

予算スキーム：補助事業

アウトカム

事業年度終了後3年間の従業員数の増加率が9%以上となった
企業の割合が80%以上

事業計画等

 補助事業の申請段階で、事業年度終了後1～3年目の
従業員数と平均給与水準の計画を提出

 従業員数・平均給与水準のいずれかで計画未達の事業者は、
以下の計算式で補助金返還 （注）天災等が生じた場合を除く

返還額 ＝ 補助額 × （事業終了後3年目 - 計画達成した年度）/3

（例）令和3年度の被支援企業が、令和5年度に計画未達の場合
返還額 = 900万円 × （令和6年度 – 令和4年度）/3

= 900万円 × 2/3 = 600万円

（注）今後スキームや事業内容が変更になる場合がある

例：統合基幹業務システム（ERP）導入までのプロセス

フェーズ１：課題整理、業務見直し（Fit & Gap 分析）
 経営課題の整理、ツール導入目的の明確化、方針策定
 業務プロセスの事前調査、分析
 ツール導入時の業務プロセスの変更検討
 新業務プロセスの提示と承認

フェーズ２：新業務プロセス構築、システム要件定義
 ツール導入に向けた新業務プロセスの構築
 導入ツールのシステム要件定義

フェーズ３：【必要に応じ】ツールのカスタマイズ
 業務プロセスを最大限効率化した上で、必要最小限で

ツールを改造

フェーズ４：ツール実装・運用

地域経済産業グループ
地域企業高度化推進課 03-3501-0645
地域経済活性化戦略室 03-3501-1697

商務情報政策局
情報技術利用促進課 03-3501-2646

東北経済産業局
地域経済課 022-221-4876
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②地域産業デジタル化支援事業（補助事業 9.5億円）

 地域未来牽引企業等とIT企業等、事業管理機関がコンソーシアムを組成し、デジタル技術を活用した新製
品・サービスの開発やEコマース等を含む新たなビジネスモデルの実証を行うプロジェクトを支援し、地域産業
をデジタル化する先行事例の創出・普及を図る。

中小 2/3
非中小 1/2補助

経産局

事業管理機関

定額補助

実証企業群※

・実証支援
・関係者のネットワーキング
・優良事例の迅速な普及

・マーケティング
・製品・サービス等の試作
・試作物・サービスの顧客ヒアリング
・事業性の検証
・上記プロセスの繰り返し

IT企業等
（補助対象外）

×

・新事業に必要なノウハウ・技術等の提供

事業実証コンソーシアム

※未来企業、未来法の承認事業者以外も利用可能

予算スキーム

（注）今後スキームや事業内容が変更になる場合がある

アウトカム

事業年度終了後3年目までの、新たなビジネスモデルの売上計上
（終了後2年目時点がフォローアップ期限）

プロジェクト例：
食品メーカー×SIerの新事業実証イメージ

食品メーカー群
システム・

インテグレーター群

包装後製品の
自動ケーシングロボットの

開発・導入

パン菓子メーカー

製麺メーカー

調味料メーカー

ロボットSIer

ソフトウェアベンダー

AIベンチャー

生産工程へのIoT導入
アプリ開発

AIを用いた調味料開発
素材、味覚データベースの

整備

事業管理機関
マッチング、技術指導、

事例普及等

地域経済産業グループ
地域企業高度化推進課 03-3501-0645
地域経済活性化戦略室 03-3501-1697

商務情報政策局
情報技術利用促進課 03-3501-2646

東北経済産業局
地域経済課 022-221-4876
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地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業
令和3年度予算案額 5.6億円（5.0億円）

東北経済産業局
企画調査課
022-221-4861

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

 地域・社会課題が多様化・複雑化する中、地方公共団体による課題対応が

困難になっており、地域で持続的に課題解決を行うためには、ビジネスモデル

創出が必要です。このため、地域内外の中小企業等※が、地方公共団体等

の地域内の関係主体と連携しつつ、地域・社会課題解決と収益性との両立

を目指す取組（地域と企業の持続的共生）を支援します。

 少子高齢化、過疎化が進行する中、地域住民に必要な日常生活サービス

機能を維持・継続するためには地域内外の関係主体の連携体制の構築が重

要です。連携体制の中で中心となる組織（オーガナイザー）立ち上げの事業

計画を策定し、モデルとして提示することにより、オーガナイザーを中心とした連

携体制構築を促進します。

成果目標

 本事業を通して、地域・社会課題をビジネス目線で解決するサービスモデルの

構築、収益性や地域課題解決の効果の検証とその自立化・展開を目指し、

課題解決事業の定着率を令和６年度に60％にすることを目指します。

ベンチャー・中小企業等が、自らもしくは複数社で連携し、 複数地域（5地
域以上）で抽出して束ねられた課題解決・付加価値向上に資する取組に
必要な経費の一部を支援します。

また他の企業との連携等により更なる広域展開を行う場合は、支援を拡充
します。

【補助率：２／３以内、補助対象者：中小企業等】

買い物弱者対策や高齢者見守りなどの地域・社会課題解決において、オー
ガナイザーの立ち上げに関する事業計画を策定します。具体的には、地域内
のニーズ調査、課題整理、関係主体との調整等を行い、オーガナイザーが収
益を確保しつつ、持続的に事業継続していくための計画を策定し、今後の組
織の立ち上げに繋げます。

（１）課題解決プロジェクトの実証

国

（１）補助（定額）

民間事業者等

（１）補助（２/３以内）

民間事業者等
（プロジェクト実証
事業者等）

※中小企業等：創業者、中小企業、地域未来牽引企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等

AI配車システム交通弱者

大手デイサービス
事業者

病院・商店等

配車要請

配車依頼

地域の交通公共機関
の衰退による交通弱者
支援

【地域課題】

デイサービス送迎車の空席と、
移動希望者の最適マッチン
グ機能を備えたAI配車シス
テムの活用により、地域の交
通弱者の移動を支援する。

【課題解決】

イメージ例

（２）委託

（２）地域・社会課題に向けた計画策定
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（１）課題解決プロジェクトの実証の概要 「今年度同様の支援＋広域展開支援」

 R３年度も、５地域以上で課題解決に資するビジネスモデルを展開する事業を支援。

 上記に加え、R3年度においては、１０地域以上に広域展開する場合については、他
企業と連携しシステムの導入なども必要となるため、補助上限額の引上げ及び対象
費目を追加する。

＜通常事業（R2年度支援と同様）＞

・5地域以上への展開（上限3,500万円）

＜広域展開事業＞

・10地域以上への展開（上限4,500万円）

・補助対象経費に委託費を追加

※継続して支援を希望する場合はこの類型への応募。また、継続支援の場合は、地方自治体との連携も要件化。

※広域的な地域課題の解決により、地域を牽引するという観点で地域未来牽引企業を支援対象に追加（補助率
は1/2以内）

 補助上限額：3.5千万円（10地域以上の展開を図る場合、4.5千万円）
 補助対象：中小企業等（中小企業、一社、一財、NPO法人等）

補助率：２／３以内
 補助対象：地域未来牽引企業（中小企業を除く）等

補助率：１／２以内

概要

合計 5.1億円
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 地域内外の関係者との調整を行い、中心的な役割を期待される法人（オーガナイザー）
のネットワーク形成・調査等については、国による実証事業（委託事業）とする。

 当該事業により、オーガナイザーが地域課題を解決するためMAP’S＋O（次ページ参
照）を形成し、持続性のある事業計画の策定を行うこととする。

Ｒ3fy

【委託事業のスキームイメージ】

【成果物のイメージ】

国
民間事業者等

オーガナイザー

オーガナイザー

【委託】

【事業計画策定】

10程度の事業計画
策定を想定

＜オーガナイザー支援＞
 予算規模：0.5億円
 契約形態：委託契約

（２）地域・社会課題に向けた計画策定の概要 「地域課題解決の中心的な役割を担う組織の創出」

• 実証プロジェクトを通じて、実効性のあるオーガナイザーの事業計画モデルを策定する。
※各地方経済産業局がフォローアップを行うことにより、次年度以降の実効性を担保。
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地域におけるコーディネート機能の重要性

 地域の持続的な発展の担い手を、本研究会においてはMAP’S+Oとして整理。

 この体制は、１つの理想的と思われる体制を便宜的に整理したものであり、地域の規模、
課題等により、オーガナイザーの事業内容・規模も変わるため、これに合わせた法人形態
を地域が選択し、実行していくことが重要。

 このため、オーガナイザーに対する施策の検討に当たっては柔軟性の確保が求められる。

＜地域の持続的発展に向けた連携体制（イメージ）＞ 【MAP’S+Oの用語説明】

（参考）「地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究会」報告書概要より抜粋

https://www.meti.go.jp/shingikai/sme_chiiki/jizoku_kano/008.html

マネージャー
(Manager)

地域の持続的発展に取り組む中核的な人材

アグリゲーター
(Aggregator)

広域に対し、地域の持続的発展に資する製
品又はサービスを供給する組織

プレイヤー
(Player)

マネージャー及びオーガナイザーに対し協力・
連携する地域内外の組織・人材

サポーター
(Supporter)

オーガナイザーへ支援を行う地方公共団体

オーガナイザー
(Organizer)

マネージャーが所属し、アグリゲーター及びプレ
イヤーと連携して取組の中心となる組織
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民間金融機関を通じた資金繰り支援(実質無利子融資の年度内実施、新保証制度保証料補助)

令和2年度第3次補正予算額 1兆8,980億円＜うち財務省計上1兆699億円＞

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小・小規模事業者等が、
金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組む
場合に、保証料の一部を補助する制度を創設。

②中小企業再生支援協議会や経営改善サポート会議等の支援によ
り作成した事業再生計画を実行するために必要な資金を保証付融
資で支援する「経営改善サポート保証」の据置期間を５年に延長し
た上で、保証料の一部を補助をする制度に拡充。

(対象要件)

①

②

事業イメージ

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事
業者等に対して令和２年5月1日より開始した、都道府県等の制
度融資を活用した民間金融機関による実質無利子・無担保、保
証料補助について、年度末の資金需要の増加による日本公庫等
の窓口ひっ迫に対応するため、令和３年３月まで実施します。

また、今般の経済対策を踏まえ、①中小・小規模事業者等の経営
改善等の取組に係る新たな信用保証制度の創設、②早期の事業
再生に向けた取り組みを促す信用保証制度の拡充により、ポストコ
ロナ時代に対応した経済構造の転換・好循環の実現を目指します。

成果目標

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じて
いる中小・小規模事業者・個人事業主等の資金繰りを円滑化

全国信用保証協会
連合会

信用保証協会

日本政策金融公庫

出資（1.1兆円）【財務省計上】

補助（0.8兆円）【経産省計上】
補助金

出資金

国

国

保証限度額 4,000万円

保証期間 10年以内

据置期間 5年以内

金利 金融機関所定

保証料（事業者負担分） 0.2%（補助前は原則0.85%）

売上減少要件 ▲15％

その他

• セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証の認定を
受けていること

• 今後取り組む事項（アクションプラン）を作成すること
• 金融機関が継続的な伴走支援をすること

補助金

保証限度額 2.8億円

保証期間 15年以内（一括返済の場合1年以内）

据置期間 5年以内

金利 金融機関所定

保証料（事業者負担分） 0.2%（補助前は原則0.8%-1.0%）

その他
• 中小企業再生支援協議会や経営改善サポート会議等

の支援により作成した事業再生計画を実行すること
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事業承継・事業引継ぎ推進事業
令和2年度第3次補正予算額 56.6億円

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、地域の貴重な経営資源

を散逸させることなく、次世代へ引き継ぐため、事業承継・引継ぎを支援

するとともに、事業承継・引継ぎ後に行う新たな取組等を支援します。

具体的には、事業承継・引継ぎ補助金によって、事業承継・引継ぎを契

機とする業態転換や多角化を含む新たな取組や廃業に係る費用、事業

引継ぎ時の士業専門家の活用費用等を支援します。

 また、事業承継・引継ぎにおいて後継者教育の重要性が指摘されている

ことを踏まえ、後継者教育の型を提示するため、承継トライアル実証事業

を行います。

 さらに、感染症の影響下における事業承継・引継ぎに対応するため、各

都道府県に設置される事業引継ぎ支援センターの体制を整備します。

成果目標

感染症の影響下においても、円滑な事業承継・引継ぎを実現し、対象

企業の生産性向上や、地域の貴重な経営資源の維持を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業の内容 事業イメージ

（３）事業引継ぎ支援センターの支援体制の整備

• 事業者のニーズに対して適切な相談対応やマッチング支援を行うた
め、事業引継ぎ支援センターの支援体制を整備します。

（２）承継トライアル実証事業

国 民間事業者等

中小企業・
小規模事業者

委託

委託

（１）事業承継・引継ぎ補助金

• 事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組（設備投資、販路開拓等）

や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用（仲介

手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等）の一部を補助し

ます。

• また、中小企業が事業承継・引継ぎを検討する機会を提供する説明

会等の実施を支援します。
※説明会等の開催方法等については、開催時における政府や開催地自治体の
イベント開催に関する方針に従うこととする。

民間事業者等
中小企業・小規模
事業者/組合等

補助 補助

• 実証事業により、後継者に求められる素養・能力と、それらを習得す
るために必要な後継者教育の型を明らかにします。委託

産業競争力強化法に
基づく認定支援機関等

中小企業・
小規模事業者

相談対応等

支援類型 補助率 補助上限額 上乗せ額
※廃業を伴う場合

①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助

創業支援型
他の事業者が保有している経営資源を引
き継いで創業した事業者への支援

2/3 400万円 200万円

経営者交代型
親族内承継等により経営資源を引き継
いだ事業者への支援

2/3 400万円 200万円

M&A型
M&A（株式譲渡、事業譲渡等）により
経営資源を引き継いだ事業者への支援

2/3 800万円 200万円

②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助

専門家活用型 2/3 400万円
200万円

（売り手のみ）

(１)

(２)

(３)
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事業承継・世代交代集中支援事業
令和3年度予算案額 16.2億円（新規）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率など）

事業イメージ

事業目的・概要

中小企業の雇用や技術などの貴重な経営資源を次世代へ引

き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持するため、中小企業の事

業承継・引継ぎを支援するとともに、事業承継・引継ぎ後に行

う新たな取組等を支援します。

具体的には、事業承継・引継ぎ後の設備投資・販路開拓など

の新たな取組や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門

家の活用費用等を支援します。

成果目標

事業承継・引継ぎ補助金により、年間約500者の事業承継・

引継ぎ及びその後の経営革新などを後押しすることで、事業

承継・引継ぎの円滑化を目指します。

• 経営者交代型・M&A型では、事業承継・事業引継ぎを契

機に、経営革新などに挑戦する中小企業に、設備投資・販

路拡大の支援を行います。

• 専門家活用型では、譲渡側・譲受側双方の士業専門家の

活用に係る費用（仲介手数料、デューデリジェンス費用

（買収に伴うリスク調査）、企業概要書作成費用など）を

補助します。

• 経営資源を譲渡した事業者の廃業費用も補助します

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922 

国 民間事業者など 民間事業者
補助補助（定額）

先代経営者 後継者
専門家活用費用など

【専門家活用型】

設備投資費用など
【経営者交代/M＆A型】

承継・M＆Aなど 新たな取組〇イメージ

事業承継・引継ぎ補助金

支援類型 補助率 補助上限額 上乗せ額
※廃業を伴う場合

①事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助

経営者交代型
親族内承継等により経営資源を引き継
いだ事業者への支援

１/２ 250万円 +200万円

M&A型
M&A（株式譲渡、事業譲渡等）により
経営資源を引き継いだ事業者への支援

１/２ 500万円 +200万円

②事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助

専門家活用型 １/２ 250万円
200万円

（売り手のみ）

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922
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中小企業再生支援・事業承継総合支援事業
令和3年度予算案額 95.0億円（75.1億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

成果目標
（１）中小企業再生支援事業

 平成30年度から令和4年度までの5年間の成果目標として、足下並

みの低い二次破綻率（再生計画策定支援完了後、3年のモニタリン

グ期間中に再度破綻した率）の実現を目指します。

（２）事業承継総合支援事業

 年間16.8万件の事業承継診断及び年間2000件の事業引継ぎ

（令和4年度までに達成）により、事業承継・引継ぎの円滑化を目

指します。

(1)中小企業再生支援事業 (2)事業承継総合支援事業

窓口相談（第一次対応）

課題解決に向けたアドバイス

再生計画等策定支援（第二次対応）

事業再生支援

個別支援チームを結

成し、具体的な再生

計画の策定を支援

関係金融機関等と

の調整

事業承継ワンストップ窓口

支援ニーズの掘り起こし・相談対応

地域の金融機関や商工団体等を通じたプッシュ

型の事業承継診断による事業承継・引継ぎ支援

のニーズの掘り起こし

後継者不在の中小企業の事業引継ぎ、親族

内承継に係る具体的課題への適切な助言

フォローアップ

定期的なフォローアップ、必要なアドバイスを実施

経営者の再チャレンジ支援

具体的な弁済計

画の策定を支援

関係金融機関等

との調整

経営者保証ガイド

ラインに基づく保証

債務等整理

事業目的・概要

（１）中小企業再生支援事業

 各都道府県に置かれた「中小企業再生支援協議会」において、事業

の収益性はあるが、財務上の問題を抱える中小企業者等に対し、窓

口相談や金融機関との調整を含めた再生計画の策定支援を実施し

ます。また、事業再生が特に困難な場合には、個人保証債務の整理

に係る弁済計画策定等の経営者の再チャレンジ支援を実施します。

 令和３年度においては、人員の増強など協議会の体制拡充を図り、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等への再生支

援に万全を期します。

（２）事業承継総合支援事業

 令和３年４月にM&A等の事業引継ぎ支援を行う「事業引継ぎ支援

センター」に、親族内承継支援を行う「事業承継ネットワーク」を統合し、

「事業承継・引継ぎ支援センター」へ発展的に改組します。

 中小企業者等の円滑な事業承継・引継ぎ促進のため、事業承継診

断に基づく支援ニーズの掘り起こしや、事業承継計画の策定、譲渡・

譲受事業者間のマッチング等の支援をワンストップで行います。

新型コロナ特例リスケジュール

1年間の特例リスケジュールの要請

資金繰り計画等の策定支援

新規借入を含めた金融機関調整

※新型コロナ終息後も財務状況等に応じ、
事業改善まで幅広い支援策を提供。

支援ニーズへの対応

事業引継ぎ支援

民間事業者等と連携

した譲受希望企業との

マッチング支援

後継者人材バンクを通

じた創業希望者との

マッチング支援

登録機関（金融機関、

仲介業者等）への橋

渡し

専門家派遣支援

経営資源引継ぎ支援

親族内承継支援

事業承継計画の策定

支援

専門家派遣による具

体的な課題解決

経営者保証コーディ

ネーターによる事業者と

金融機関へのサポート

面談や提出資料の分析を通じて経営上の問

題点や、具体的な課題を抽出

課題を踏まえた適切なアドバイスを実施

必要に応じ、関係支援機関や支援施策を紹介

課題解決に向けたアドバイス

国
産業競争力強化法に
基づく認定支援機関

委託

中小企業・
小規模事業者

相談対応等

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922
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事業継続力強化計画認定制度の概要
 中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が認定。

 認定を受けた中小企業は、税制優遇や補助金の加点などの支援策を活用可能。

【計画認定のスキーム】

中小企業・小規模事業者

①計画を
策定し
申請

経済産業大臣
（地方経済産業局）

●防災・減災に取り組む中小企業・小規模事業者の皆様。

事業継続力強化計画の記載項目

認定対象事業者

②認定

連携して計画を実施する場合：
大企業や経済団体等の連携者 ●事業継続力強化に取り組む目的の明確化

●ハザードマップ等を活用し、自社拠点の自然災害リスク認識と被害想定策定
●発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）策定
●ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策
●計画の推進体制（経営層のコミットメント）
●訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組 等

認定を受けた企業に対する支援策

●低利融資、信用保証枠の拡大等の金融支援
●防災・減災設備に対する税制措置（特別償却20％）
（例：自家発電機、排水ポンプ、サーモグラフィ、無停電電源装置等）

●ものづくり補助金の加点措置
●連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置
（例：東京海上日動火災保険株式会社では｢事業継続力強化計画｣の認
定取得事業者等に対し、リスク実態（過去の保険金支払い実績やリスク管
理態勢等）に応じた保険料の割引を個別に検討する等、複数の損害保険
会社が防災・減災に取り組む中小企業等の支援を開始）

●中小企業庁ＨＰ
では認定を受けた
企業を公表

●認定企業はロゴマ
ークの活用でＰＲ
が可能

東北経済産業局 中小企業課
022-221-4922
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中小企業防災・減災投資促進税制の拡充・延長（所得税・法人税）

 近年、全国各地で頻発する自然災害、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響
の中、
中小企業が自然災害等への事前の備えを行うことは重要。

 中小企業による自然災害等に対する事前対策の強化に向けた設備投資を後押しする
ため、対象設備を追加した上で、適用期限を２年間延長する。

減価償却資産の種類
（取得価額要件）

対象となるものの用途又は細目

機械及び装置
（１００万円以上）

自家発電設備、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

器具及び備品
（３０万円以上）

自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備、
感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ

建物附属設備
（６０万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、
照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、
制震・免震装置、防水シャッター、無停電電源装置（UPS）
（これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。）

※1 架台については、本税制の対象設備をかさ上げするために取得等をするもののみ対象となる。
※2 これまで対象設備であった火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備及び防火シャッターは対
象外となる。

改正概要 【適用期限：令和4年度末まで】

○対 象 者 ：令和5年3月31日までの2年間に自然災害等に対する防災・減災対策をとりまとめた
「事業継続力強化計画」等の認定を受けた中小企業者等

○支援措置：特別償却20％（投資を前倒す観点から3年目（令和5年4月1日以降）に取得等をする資産は18％）

○対象資産：「事業継続力強化計画」等の認定を受けた日から1年以内に取得等をする以下の設備

拡充・延長
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② 資源・エネルギー関連施策
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先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和3年度予算案額 325.0億円（459.5億円の内数）

東北経済産業局
エネルギー対策課
022-221-4932

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標

令和３年から令和12年までの10年間の事業であり、令
和12年度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促
進により、原油換算で1,846万klの削減に寄与します。

国 民間企業等 事業者等

補助 補助(2/3,1/2,1/3,1/4,定額) 

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の
高い設備への更新等を以下の取組を通じて支援します。

(A)先進事業：高い技術力や省エネ性能を有しており、今
後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エ
ネ設備等の導入を行う省エネ投資について、重点的に支
援を行います。

(B)オーダーメイド型事業：個別設計が必要な特注設備
等の導入を含む設備更新やプロセス改修、複数事業者
が連携した省エネ取組に対して支援を行います。

(C)指定設備導入事業：省エネ性能の高い特定のユーティ
リティ設備、生産設備等への更新を支援します。

(D)エネマネ事業：エネマネ事業者とエネルギー管理支援
サービスを締結し、EMS制御や運用改善により効率的・
効果的な省エネ取組について支援を行います。

【業務用冷蔵庫】【空調】

対象設備（例）

(C)指定設備導入事業

【射出成形機】

従来設備と比較して優れた省エネ性能を有する設備への更新を支援。

(B)オーダーメイド型事業

（例）複数事業者が連携した取組

事業者Ｂ
上工程

上工程
統合・集約

設備廃止

増エネ

下工程

下工程

半製品の供給

ＡとＢ
全体で省エネ事業者A

製品

製品

製造工程

省エネ

設備導入

個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備・システム等の複合的な更新により、エネ
ルギー消費効率を改善する省エネ取組を支援。

(A)先進事業
「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」等にて検討された先進的な省エネ設備等
に係る評価軸・評価項目等に適合する設備等を事前登録し、当該設備等の導入を重点的
に支援する。

先進設備等の
公募及び登録

先進的な省エネ技術等に係る
技術評価委員会

(D)エネマネ事業

※エネルギー管理支援サービスを通じて
工場・事業場等の省エネを支援する者。

エネマネ事業者（※）の活用による効率的・効果的な省エネ取組を支援。
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先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和3年度予算案額 325.0億円（459.5億円の内数）

事業概要

指定設備（例）

(C)指定設備導入事業

(A)先進事業

「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」での議論内容等を踏まえた先進設備に係る登録審査基準に則り、先進設備の登録を
事前に実施。設備ユーザーは、当該リストに掲載されている先進設備を導入する省エネ投資事業で、一定の省エネ要件を満たす場合に、
当該設備導入に係る設計費・設備費・工事費に対して、中小２／３・大企業１／２の補助を受けられる。
※ 先進設備の登録に関しては、「省エネ技術の先進性」、「省エネ効果」、「導入ポテンシャル」の3要素で審査。
※ 既存設備・システムの置き換えのみならず、製造プロセスの改善等を含む。
※ 従来の「大規模事業」や「連携事業」についても、当該事業の中に包含するイメージ。
（スケジュール）

2021年4月 メーカー等に対する「先進設備」の公募及び審査・登録 → 先進設備リストの公表
2021年5～６月 設備ユーザーに対する補助金公募

(D)エネマネ事業

(B)オーダーメイド型事業

設備ユーザーは、機械設計を伴う設備（オーダーメイド型設備）を導入する省エネ投資事業で、一定の
省エネ要件を満たす場合に、当該設備導入に係る設計費・設備費・工事費に対して、中小１／２・
大企業１／３（ただし、投資回収年数が5年以上7年未満の省エネ投資事業の場合は、中小１／３・
大企業１／４）の補助を受けられる。
※ 既存設備・システムの置き換えのみならず、製造プロセスの改善等を含む。
※ 従来の「大規模事業」や「連携事業」についても、当該事業の中に包含するイメージ。 参照：石油化学工業協会

設備ユーザーは、指定設備のうち一定の省エネ性能を満たす設備を導入する場合に、当該設備導入に係
る設備費の一部補助として、設備種・スペック等ごとに公募要領等で定められた定額の補助を受けられる。

エネマネ事業者の活用による
効率的・効果的な省エネ取組
を支援。

（ユーティリティ設備）
①高効率空調、②産業ヒートポンプ、③業務用給湯器、④高性能ボイラ、⑤変圧器、⑥高効率コージェネレーション、
⑦低炭素工業炉、⑧冷凍冷蔵設備、⑨産業用モータ 等
（生産設備）
①射出成型機、②レーザー加工機、③プレス機、④印刷機械 等

中小１／２・大企業１／３
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省エネ補助金における大企業の申請要件見直しについて（方針）

 令和2年の工場WG中間とりまとめにおいて『中長期計画書において、目標年度までにベンチマーク目標を達成す
る見込み及びその投資計画等を記載できている場合には、補助金審査における優遇措置を検討する』こととした。
これを受け、省エネ補助金における優遇措置の検討を行ってきたところ。

 こうした中、令和２年11月の秋の行政事業レビュー（年次公開検証）において、省エネ補助金について、補助
対象や要件を見直すよう指摘を受けた。これを踏まえ、令和３年度事業より制度の大幅見直しを行う必要性
が生じたところ。

 このため、中間取りまとめの方針を一部見直し、大企業については、省エネ法Sクラス事業者であること（※）又は

ベンチマーク目標達成に向けた投資計画等を中長期計画書に記載することを優遇要件ではなく申請要件とする
など、所要の変更を行う。

 規制をより活用することにより、予算を効率化できるかについて検
討すべきである。

 大企業への補助の必要性を踏まえた補助対象の見直し、・・・現
行水準からの省エネではなく、ベストプラクティスに合わせるなど、省
エネ率の申請要件の厳格化等を行うべきである。

【参考】秋の年次公開検証における河野行革担当大臣の御発言（抜粋）

■令和２年秋の年次公開検証の取りまとめ（省エネ補助金関連抜粋）■工場等判断基準WG中間取りまとめ抜粋（令和2年2月）

Ｓクラスを２年連続で取得できていない場合であっても、中長期

計画書において、目標年度までにベンチマーク目標を達成する

見込み及びその投資計画等を記載できている場合には、補助

金審査における優遇措置を検討するべきである。

※エネルギー消費原単位5年度間平均で年平均1%以上改善 又は ベンチマーク目標達成事業者

• 何も考えなくても新しい機器を入れるだけで省エネが達成されるといった
大企業向け補助金はやめるべき。

• 省エネ取組の進まない中小企業がゲームチェンジャー的な技術を導入
する際の支援とすべき。
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省エネ補助金における企業体別の追加要件及び適用される補助率の整理

・中小企業者・みなし大企業に該当しない会社法上の
会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限
会社）

・中小企業者（中小企業基本法第２条）※みなし大企業は除く。

・中小企業団体等

・青色申告をしている個人事業主

・会社法上の会社以外の法人（自治体含む）のうち従業員数が３００人以下の法人

・会社法上の会社以外の法人（自治体含む）のうち従業員数が３００人を越える法人
・みなし大企業

【大企業】

【中小企業者等】

【その他】

申請入口要件の見直し対象

【大企業】

【中小企業者等】

【その他】

・省エネ法Ｓクラス要件
・ベンチマーク目標達成見込要件

大企業補助率

中小企業補助率

大企業補助率

＜適用される補助率＞
● 大企業に対して追加される要件及び適用される補助率の整理
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災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の
推進事業費補助金
令和2年度第3次補正予算案額 27.7億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

補助
（定額）

事業イメージ

事業目的・概要

災害時において、道路等が寸断した場合に、LPガス充填所
やサービスステーション（SS）などの供給側の強靱化だけでは
燃料供給が滞る可能性があることから、需要家側においても
自家発電設備等を稼働させるための燃料を「自衛的備蓄」と
して確保することは、災害時における施設機能の継続を確実
にする有効な方策です。

このため、避難所や多数の避難者・避難困難者が発生する
施設等の社会的重要インフラへの燃料備蓄を推進すべく、LP
ガスタンクや石油タンク等の設置を支援します。

成果目標

多数の避難者が発生する避難所等への導入を促進するた
め、社会的重要インフラにLPガス・石油製品の「自衛的備
蓄」を促し、災害対応能力の強化を目指します。

民間団体
等

補助
(2/3、1/2)

分散型エネルギーであるLPガス・石油製品を利用した、LPガス
タンク、石油タンク、自家発電設備等の設置を支援します。

需要家側への燃料備蓄の推進

社会的重要インフラ

避難所

多数の避難者、避難困難者が発生する施設

医療・福祉施設

石油タンク 自家発電設備LPガスタンク

東北経済産業局
資源・燃料課 022-221-4934
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災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の
推進事業費補助金
令和3年度予算案額 42.0億円（30.0億円+臨時・特別の措置18.5億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

補助
（定額）

事業イメージ

事業目的・概要

災害時において、道路等が寸断した場合に、LPガス充填所
やサービスステーション（SS）などの供給側の強靱化だけでは
燃料供給が滞る可能性があることから、需要家側においても
自家発電設備等を稼働させるための燃料を「自衛的備蓄」と
して確保することは、災害時における施設機能の継続を確実
にする有効な方策です。

このため、避難所や多数の避難者・避難困難者が発生する
施設等の社会的重要インフラへの燃料備蓄を推進すべく、LP
ガスタンクや石油タンク等の設置を支援します。

成果目標

多数の避難者が発生する避難所等への導入を促進するた
め、社会的重要インフラにLPガス・石油製品の「自衛的備
蓄」を促し、災害対応能力の強化を目指します。

民間団体
等

補助
(2/3、1/2等)

分散型エネルギーであるLPガス・石油製品を利用した、LPガス
タンク、石油タンク、自家発電設備等の設置を支援します。

需要家側への燃料備蓄の推進

社会的重要インフラ

商業施設 公共施設

多数の避難者、避難困難者が発生する施設

自治体における防災の拠点となる施設

LPガスタンク 石油タンク 自家発電設備

東北経済産業局
資源・燃料課 022-221-4934
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③ 復興関連施策
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中小企業組合等共同施設等災害復旧事業
令和3年度予算案額64.3億円（140.4億円）

東北経済産業局
東日本大震災復興推進室
022-221-4813

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）
１．対象者
中小企業等グループに参加する構成員（商店街振興組合、まちづくり会
社 等を含む）

２．対象経費
施設費、設備費、市場調査費 等
商業等の賑わい創出のためのイベント等の事業費 等

３．補助率
中小企業者・中小企業事業協同組合等 ：3/4（国1/2、県1/4）

国

事業イメージ

事業目的・概要

東日本大震災により甚大な被害を受け、特に復興が遅れている地域

（岩手県、宮城県、福島県の津波浸水地域及び福島県の避難指

示区域等）を対象に、中小企業等グループの復興事業計画に基づき

グループに参加する事業者が行う施設復旧等の費用の3/4（うち国が

1/2、県が1/4）を補助します。また、商業機能回復のため、共同店

舗の新設や街区の再配置などに要する費用も補助します（補助率は

上記と同様）。

成果目標

被災地域の経済・雇用の早期回復を目指します。

（１）施設の復旧等

• 中小企業等の事業者がグループを形成し、復興事業計画（自ら
の施設復旧に要する経費（資材・工事費等）を積算したものを
含む）を作成し県の認定を取得します。計画認定後、認定された
グループの構成員が自らの施設復旧に要する費用について県に補
助金を申請し、国の審査を経て交付決定されます。

• 従前の施設等の復旧では事業再開や売上回復等が困難な場合、
新分野需要開拓等の新たな取組（「新商品製造ラインへの転換」、
「新商品・サービス開発」、「生産性向上のための設備導入」、「従
業員確保のための宿舎整備等」）に要する費用も補助します。

（２）共同店舗の新設や街区の再配置

• また、共同店舗の新設や街区の再配置等、地域の需要に応じた
商業規模への復興等を支援します。

中小企業等
グループ

補助

県
補助

（事業費の1/2） （事業費の3/4）

※事業者負担となる1/4相当分は高度化融資（無利子）の利用が可能です。

共同店舗の設置支援

復興事業計画等による整備

倒壊した工場・施設等の復旧支援 地域商業の賑わい復興支援

中
小
企
業
等

グ
ル
ー
プ

県
復興事業計画の

認定申請 計画認定後

中
小
企
業
等

グ
ル
ー
プ
の
構
成
員

県
補助金

交付申請
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自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金【復興】
令和３年度予算案額 215.1億円（－）

東北経済産業局
東日本大震災復興推進室
022-221-4813

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

東日本大震災及び原子力災害によって産業が失われた浜通り地域等に
おいて、工場等の新増設を支援し企業立地を促進することにより、被災
者の「働く場」を確保し、雇用の創出及び産業集積を図り、自立・帰還を
加速させる。加えて、住民の帰還や産業の立地を促進するため、商業回
復を進める。

成果目標

被災者の「働く場」を確保し生活基盤を取り戻すため、企業立地を推進し、
自立・帰還を加速させることで、雇用創出及び産業集積、商業回復を図
ります。

対象地域

Ⅰ 製造・サービス業等立地支援事業
①12市町村の避難指示解除区域等
②１）浜通り等15市町村

２）12市町村の避難指示解除区域等
Ⅱ 商業施設等立地支援事業

12市町村の避難指示解除区域等

対象経費 用地の取得、建設から設備までの初期の立地経費 等

交付要件 ①投資額に応じた一定の雇用の創出
②地元への経済効果の創出（雇用要件緩和）

実施期限 申請期限:Ｒ3年度末まで／運用期限:Ｒ5年度末まで

基金総額

 888億円（H28年度:320億、H29年度:185億、H30年度:80億、
R1年度：88億、 R3年度：215億）

国
福島県産業振興

センター

基金造成 補助

対象地域に立地
する民間事業者等

Ⅰ 製造・サービス業等立地支援事業

Ⅱ 商業施設等立地支援事業

（域外の事業者）（被災事業者）

（商業施設整備）

機械設備物流施設 社宅小売店 飲食店工場（製造業）

自治体、民間事業者等 ３／４以内

 対象業種：

①：製造業、卸・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業 等

②：１）福島イノベーション・コースト構想の重点分野

※①廃炉、②ロボット・ドローン、③エネルギー・環境・リサイクル、④農林水産業、⑤医療関連、

⑥航空宇宙

２）全業種

 対象施設：

工場、物流施設、試験研究施設、機械設備、店舗、社宅、その他施設 等

 補助率 ：① 中小企業３／４以内 、 大企業２／３以内

② １）中小企業４／５以内 、 大企業３／４以内

２）中小企業３／４以内 、 大企業２／３以内

 対象施設：商業施設（①公設型、②民設共同型）

 補 助 率 ：避難指示区域、避難解除区域等
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被災小規模事業者再建事業（持続化補助金）
令和2年度第3次補正予算案額 11.4億円

事業の内容 事業イメージ

成果目標

被災した事業者の事業再建を支援し、約600者の事業再建を目指し

ます。

事業目的・概要

小規模事業者は、全事業者のうち約８割を占め、地元市町村からの雇

用者比率も高く、我が国経済の基盤を支える存在であり、その事業の持

続的発展は極めて重要です。

令和2年7月豪雨により、被災地域の小規模事業者は、生産設備や販

売拠点が大規模な損害を受けており、持続的発展を図っていくためには、

早期に新たな事業計画を作成し、着実に事業再建に向けた取組を実

施していくことが必要です。

 そのため、令和2年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者による事業

再建に向けた取組を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助対象者：令和2年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者

補 助 率：2/3

定額（一定の要件を満たす者）

補助上限額：

200万円（災害救助法が適用された県に所在する直接被災事業者）

100万円（災害救助法が適用された県に所在する間接被災事業者）

対象経費：機械装置等費、設備処分費、車両購入費、広報費、展示会等

出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家

謝金、専門家旅費、委託費、外注費

※最大10者まで共同申請可能。（補助上限額×申請者数）

被害を受けた小規模事業者の復旧・復興を推進するため、被災小規模事

業者が作成する経営計画に基づく事業再建に向けた機械設備の購入費等

を補助します。

事業概要

事業イメージ

【飲食業の取組】

・店舗再建の間の売上確保、常連客

維持のために、移動販売車によるケー

タリング事業を実施。

【食品製造業の取組】

・仮設事業所でも商品製造と販路開

拓が可能となるように、小型の真空

パック包装機を導入。

東北経済産業局 経営支援課

022-221-4806

国 小規模事業者補助金事務局
(全国商工会連合会)補助

(定額)
補助

(2/3、定額)

※交付決定前に実施した事業にも遡及適用が認められる場合があります。

東北管内は山形県のみ該当

【公募受付先及びお問合せ先】
■商工会の管轄地域で事業を営んでいる方：山形県商工会連合会
http://www.shokokai-yamagata.or.jp/jigyo_jizokuka_saiken/

■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方
：持続化補助金令和2年7月豪雨型補助金全国事務局
https://www.shokokai.or.jp/r3_gou/

1次受付締切：2021年5月14日（金）
2次受付締切：2021年7月2日（金）
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被災小規模事業者再建事業（持続化補助金）
令和2年度第3次補正予算案額 11.4億円

事業の内容 事業イメージ

成果目標

被災した事業者の事業再建を支援し、約600者の事業再建を目指し

ます。

事業目的・概要

小規模事業者は、全事業者のうち約８割を占め、地元市町村からの雇

用者比率も高く、我が国経済の基盤を支える存在であり、その事業の持

続的発展は極めて重要です。

令和2年7月豪雨により、被災地域の小規模事業者は、生産設備や販

売拠点が大規模な損害を受けており、持続的発展を図っていくためには、

早期に新たな事業計画を作成し、着実に事業再建に向けた取組を実

施していくことが必要です。

 そのため、令和2年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者による事業

再建に向けた取組を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助対象者：令和2年7月豪雨の被害を受けた小規模事業者

補 助 率：2/3

定額（一定の要件を満たす者）

補助上限額：

200万円（災害救助法が適用された県に所在する直接被災事業者）

100万円（災害救助法が適用された県に所在する間接被災事業者）

対象経費：機械装置等費、設備処分費、車両購入費、広報費、展示会等

出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家

謝金、専門家旅費、委託費、外注費

※最大10者まで共同申請可能。（補助上限額×申請者数）

被害を受けた小規模事業者の復旧・復興を推進するため、被災小規模事

業者が作成する経営計画に基づく事業再建に向けた機械設備の購入費等

を補助します。

事業概要

事業イメージ

【飲食業の取組】

・店舗再建の間の売上確保、常連客

維持のために、移動販売車によるケー

タリング事業を実施。

【食品製造業の取組】

・仮設事業所でも商品製造と販路開

拓が可能となるように、小型の真空

パック包装機を導入。

東北経済産業局 経営支援課

022-221-4806

国 小規模事業者補助金事務局
(全国商工会連合会)補助

(定額)
補助

(2/3、定額)

※交付決定前に実施した事業にも遡及適用が認められる場合があります。

東北管内は山形県のみ該当

【公募受付先及びお問合せ先】
■商工会の管轄地域で事業を営んでいる方：山形県商工会連合会
http://www.shokokai-yamagata.or.jp/jigyo_jizokuka_saiken/

■商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる方
：持続化補助金令和2年7月豪雨型補助金全国事務局
https://www.shokokai.or.jp/r2_7gou/
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参考情報

➀ PR資料の見方について

② 補助金・施策の情報収集について

③ 地域サポーター制度について

④ お問合せ先
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担当部署の連絡先を記載しています。
まずは東北経済産業局の担当部署か
地域サポーターへお問い合わせください。

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標

○○○○○○事業
令和２年度予算案額○○億円（○○億円）

PR資料の見方

全体の予算額を表しています。
※（ ）内は前年度予算額です。

この資料は経済産業省HPに公表されています。

政策の狙いと概要を
記載しています。

政策の実施による
成果目標を記載しています。

事業のスキームを
図で表現しています。

 事業の具体的内容や想定す
る活用例などを記載してい
ます。

 事業がいくつかの内容に分
かれている場合があります。
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補助金・施策の情報収集について ～東北経済産業局ウェブサイト～

 東北経済産業局ウェブサイトでは、予算・公募関連情報を逐次掲載しています。

 「東北経済産業局ニューズレター」（原則金曜日に配信）、「新着情報配信サービス」（原則火

曜日に配信）では、公募等の最新情報を配信しています。

東北経済産業局 検索

東北経済産業局ニューズレター等の登
録はこちらから（是非ご登録を）

予算関連情報
はこちらから

「東北経済産業局」で検索！

東北経済産業局ウェブサイト
http://www.tohoku.meti.go.jp/

新着・イベント情報
はこちらから
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 「ミラサポplus」とは、補助金・給付金など様々な支援の最新情報や、経営課題・お困りごとをサポー

トするためのお役立ち情報を提供するウェブサイトです。

 会員登録すると、サイト更新情報をメールで受け取れるほか、補助金の電子申請等を行う際に便利

な機能等もご利用いただけます。

ミラサポplus 検索

補助金・施策の情報収集について ～ミラサポplus～

「ミラサポplus」で検索！補助金・給付金や各種支援
制度はこちらからチェック！

ミラサポplus 中小企業向け補助金・
総合支援サイト

https://mirasapo-plus.go.jp/
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地域サポーター

地域サポーターにご相談ください！

 東北経済産業局では、地域の皆様と密接に連携しながら
施策を推進していくため、「地域サポーター」を各県毎に設置
しています。

 地域サポーターは、地域の皆様の総合窓口となり、ご相談
内容に応じて経産省施策のご紹介や情報提供、アドバイス
等を行っています。

どこに相談したらいいの？

支援制度ってどんなものがあるの？

まずはご自身の県の地域サポーター
にご相談ください！

適切な支援制度をご紹介し
ます。必要に応じ、支援制度
の活用に向けたアドバイスも
行います。

事業者
県・市町村
支援機関 等

東北経済産業局

ご相談は電話、メール、訪問等で可能です。
お気軽にご相談ください。

こんな活動をしています！

施策説明会

地域サポーターは、担当県の総合窓口として、皆様からのご相談に
随時対応していますが、ご要望に応じて各地に出向き、施策説明会
の実施や意見交換会の開催等の活動も行っています。以下はその
一例です。

意見交換会

地域サポーターが各地に出
向き、地域の皆様に活用い
ただきたいオススメの施策を
紹介しました。令和元年度
は東北地域46箇所で実施
しました。

自治体や企業、支援機関の
皆様と、地域経済に関する
意見交換会を行いました。
地域の実情を把握し、密接
に連携しながら取り組みを進
めることを確認しました。

★この他にも、地域の皆様のお役に立つ様々な活動を行っています。

・支援制度の活用に関する個別相談会

・メールマガジンによる施策情報提供 等

地域サポーターとは？
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青森県チーム aomori@meti.go.jp

岩手県チーム iwate@meti.go.jp 

宮城県チーム miyagi@meti.go.jp

秋田県チーム akita@meti.go.jp 

山形県チーム yamagata@meti.go.jp

福島県チーム fukushima@meti.go.jp 

◇ 地域サポーター全般に関するお問い合わせはこちらまで

東北経済産業局 総務企画部 企画調査課
電話：022-221-4861（直通）
E-MAIL： thk-kikaku@meti.go.jp

 コアメンバーは、各県チームの中心メンバーとして活動しています。

 コアメンバー以外の職員も、全職員がいずれかのチームに所属

し、それぞれの県のサポーターとして活動しています。

多くの職員が、自分と縁のある県や思い入れのある県のサポー

ターとして日々活動していますので、お気軽にご相談ください！

【チーム長】
二階堂 暁子

【 副チーム長 】
畠山 淳一 柴崎 香織

【 チーム員 】
田丸 大志 清野 恵太
六沢 翼 石山 浩太郎
加藤 麻理 浦 綾夏
佐藤 真由

【チーム長】
椎根 宏佳
【副チーム長】
氏家 武彦 佐藤 義之
【チーム員】
佐藤 優希 大黒 麻理
柴田 知和 下山田 幸正
高野 ひかり 二瓶 望美
兼子 宏樹

【チーム長】
大久保 真

【副チーム長】
川井 庸夫 小川 竜二郎

【チーム員】
横田 彼呂 照沼 和孝
伊藤 蓮 工藤 佳樹

【チーム長】
五戸 美智

【副チーム長】
晴山 美保子 菊地 亮

【チーム員】
大沼 留美子 佐藤 暢子
井元 尚充 佐藤 賢栄
小岩 裕介 那須 マリナ

【チーム長】
秋元 一孝

【副チーム長】
齋藤 友彦 中澤 吉幸

【チーム員】
原 健吾 布施 成章
岩本 裕司 馬渡 有紀
庄司 早希 田中 結希

R2.7.1現在

私たちがご相談を承ります！
コアメンバー 青森

秋田

岩手

福島

宮城

山形

お問い合わせ先

◇ 各県チームへのお問い合わせはこちらまで
※各県チームにメンバーにメールが届きます。

【チーム長 】
齋藤 美和

【 副チーム長 】
安倍 優香 鈴木 晃平

【 チーム員 】
鎌田 洋平 木村 康宏
加藤 紘一 大場 星也
岡 春来 赤間 善門

船田 大貴
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東北経済産業局 総務企画部 企画調査課
電話：022-221-4861（直通）
FAX：022-224-0384

補助金公募情報等、
随時掲載しています。
当局HPはこちら！
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