
-0-

令和３年１月１４日
関東経済産業局

新型コロナウイルスの影響を踏まえた
中小企業支援の方向性について

～R2年度補正予算案・R3年度予算案等～
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０．中小企業予算の背景

１．令和２年度補正予算案・令和３年度当初予算案

２．新型コロナウイルスの影響等を踏まえた当局の取組

３．施策活用事例と申請にあたっての留意点

４．コロナウイルス禍における中小企業のチャレンジ事例



０．中小企業予算の背景



従前から中小企業・小規模事業者は
３つの大きな構造変化に直面

①経営者の高齢化

②生産性の向上

③人口減少による弱い内需と過疎化

現下の日本経済は新型コロナウイルス感染症の影響
下で経済社会の変化に対応すべく事業承継、海外
展開・研究開発等による生産性向上、デジタル化を
推進する必要性がある 3



 今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業・小規模事業者の経営者は
約245万人となり、うち約半数の127万(日本企業全体の1/3)が後継者未定。

 現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約
650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性※。
※2025年までに経営者が70歳を越える法人の31%、個人事業者の65%が廃業すると仮定。雇用者は2009年から2014年までの間に廃業した中小企業で雇用
されていた従業員数の平均値(5.13人)、付加価値は2011年度における法人・個人事業主1者あたりの付加価値をそれぞれ使用(法人：6,065万円、個
人：526万円)。

平成28年度 (株)帝国データバンクの企業概要ファイルを再編加工

中小企業・小規模事業者の経営者の2025年における年齢

平成28年度総務省「個人企業経済調査」、平成28年度 (株)帝国データバンクの企業概要ファイルから推計

中小企業の経営者年齢の分布(法人)

20年間で経営者年齢の
山は47歳から66歳へ移動

このうち約半分が
後継者未定
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構造変化①「経営者の高齢化」その１



 大企業との生産性格差を解消するための設備投資が必要不可欠。
 足下では設備老朽化等を背景とした維持・更新投資が中心だが、生産性向上につな
がる前向きな投資をより一層促進していく必要。

構造変化②「生産性向上」

図1：財務省「法人企業統計調査季報」
図2：内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」 (注)2017年度の上位5項目を抜粋している。

中小企業の設備投資目的図２中小企業の設備投資図１
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（資料）社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

（資料）内閣府「地域の経済2015」
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構造変化③「人口減少による弱い内需と過疎化」
 既に南関東以外の地域で人口が減少。更に2020～2025年以降、南関東も含む
日本全地域において人口が減少する見通し。

 対個人サービスをはじめとするサービス業の労働生産性は、人口密度に左右される傾向。
 内需が弱い中にあっては海外需要の獲得も重要であるが、中小企業の輸出企業割合は、
諸外国と比べて低い。

日本の地域別将来推計人口（2045年）図1 人口密度とサービス業の労働生産性図２
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新常態（ニュー・ノーマル）

オンライン化
ECサイト

クラウドファンディング

サプライチェーンの
リスク分散

本社機能の
地方分散

「新しい生活様式」による行動変容

非接触 ネットワーク化 分散化

自動化
リモートワーク

ロボット

センシング

デジタル化、オープンイノベーション、ベンチャーが鍵
（新常態と親和性が高い）

サテライトオフィス

シェアエコノミー

BCP
(業務継続計画)

社会実装へ

中長期的な取組 ニュー・ノーマルへの適応
 新型コロナウイルス感染症との共存を前提とした、新常態（ニュー・ノーマル）に適応した経

済社会システムを構築することが必要
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１．令和２年度補正予算案・令和３年度当初予算案
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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次補正予算案額 1兆8,980億円＜うち財務省計上1兆699億円＞

中小企業庁 金融課
03-3501-2876

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、来年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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日本政策金融公庫を通じた資金繰り支援
令和２年度第３次補正予算案額 186.0億円＜うち財務省計上 76.0億円＞

①中小企業庁 金融課
03-3501-2876

①中小企業庁 金融課
03-3501-2876

①中小企業庁 金融課
03-3501-2876

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
出資金

事業イメージ
事業目的・概要

中小企業・小規模事業者の資金繰り円滑化。

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により業況悪化を来してい
る事業者への資金繰り支援を継続するとともに、事業転換やイノベーシ
ョン等生産性向上に向けた設備投資や、事業再生・事業承継等に取
り組む中小企業・小規模事業者の資金繰り支援を実施するために、
日本政策金融公庫の財務基盤を強化します。

新事業・ビジネスモデルの転換等の前向きな設備投資に係る適用金
利を、貸付後当初２年間0.5％引き下げ。

日本政策
金融公庫

中小企業・
小規模事業者

融資

新事業やビジネスモデルの転換等、生産性向上に資する設備投資を実施する場
合の適用利率について、各貸付制度の適用利率から当初２年間▲0.5％
限度額：各貸付制度の限度額（中小事業7.2億円、国民事業7,200万円等）
金 利：各貸付制度の適用利率※から当初2年間▲0.5％

（１）設備資金貸付利率特例制度の概要

※基準利率 ：中小事業1.11％、国民事業1.86％（担保の有無等によって適用利率は変動）
＜令和2年12月1日現在、貸付期間５年以内の標準的な利率＞

（３）観光産業等生産性向上資金の拡充
事業計画を策定し、生産性向上に向けた取組みを図る観光産業等を営む者が
必要とする設備・運転資金について、基準金利から▲0.4％

（２）企業再建資金、事業承継・集約・活性化支援資金の拡充
①企業再建資金
・再生支援協議会等公的支援機関の関与の下、事業再生に取り組む事業者が
必要とする設備・運転資金について、基準金利から▲0.9％
・認定支援機関による経営改善計画策定支援事業等を利用して経営改善に取
り組む事業者が必要とする設備・運転資金について、基準金利から▲0.65％
②事業承継・集約・活性化支援資金
・事業引継ぎ支援センター等の支援を受けて付加価値向上計画を策定し、
事業の承継・集約を実施する場合、基準金利から▲0.65%
・新型コロナウイルス感染症の影響による業況悪化により事業継続が困難となって
いる事業者から事業の承継・集約を実施する場合、基準金利から▲0.4％
（小規模事業者から事業の承継・集約を実施する場合、基準利率から▲0.65％）

（１）設備資金貸付利率特例制度の創設

（２）企業再建資金、事業承継・集約・活性化支援資金の拡充
再生支援協議会等の関与の下、事業再生に取り組む事業者や、事

業引継ぎ支援センター等の支援を受けて事業承継を実施する事業
者等に対し低利融資を措置。

成果目標

(1)(2)①中小企業庁 金融課
03-3501-2876

(2)②中小企業庁 財務課
03-3501-5803

(3)中小企業庁 商業課
03-3501-1929

（３）観光産業等生産性向上資金の拡充
事業計画を策定し、生産性向上に向けた取組みを図る観光産業等

を営む者に対し低利融資を措置。
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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

（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

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

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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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

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

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：2/3）
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。（調整中）

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

IT導入補助金
（IT導入） 450万円・1/2 450万円・2/3（調整中）
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事業承継・引継ぎ推進事業
令和2年度第3次補正予算案額 56.6億円

中小企業庁 財務課
03-3501-5803 

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2年度第3次補正予算案額 9.8億円

中小企業庁経営支援課
03-3501-1763

中小企業庁総務課
03-3501-1768

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響による需要の落ち込み、感染
拡大防止対策に要する費用の増加等により、中小企業・小規
模事業者の経営は依然として厳しい状況です。
新型コロナウイルス感染症の収束が未だ見通せない中、引き続

き、中小企業・小規模事業者への寄り添っての支援を実施して
いく必要があります。
具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業

者に対して、キャッシュフローの改善、適切な資金繰り計画策定
や販路拡大等の経営支援を実施していく必要があります。
今後、ポストコロナの中で、中小企業・小規模事業者に対して

再起を促すため、よろず支援拠点における経営相談対応体制
の強化を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業・
小規模事業者等

支援
支援拠点

委託
国

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。

• 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りや売上
拡大策に課題を抱える中小企業・小規模事業者への支援
体制を強化し、支援の充実を図ります。

よろず支援拠点事業
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サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
令和2年度第３次補正予算案額 2,108億円

通商政策局 南西アジア室
03-3501-1836地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課

03-3501-1677

事業イメージ事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

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、国内の生産拠点の確保等を
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・部素材について、国内で
生産拠点等を整備しようとする場合に、その設備導入等を支
援します。

成果目標
国内における生産拠点等の整備を進め、製品等の円滑な確

保を図ることでサプライチェーンの分断リスクを低減し、我が国
製造業等の滞りない稼働、強靱な経済構造の構築を目指し
ます。

国
10/10
補助

（一社）環境パー
トナーシップ会議

(1)生産拠点の集中度が高い製品・部素材の供給途絶
リスク解消のための生産拠点整備

（例）半導体関連、電動車関連等、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の生産拠点を日本国内に確保

民間企業等

大企業： 1/2以内～1/4以内
中小企業等： 2/3以内～1/4以内

補助

(2)国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材の
生産拠点等整備

（例）感染症への対応等のために必要不可欠な物資・原材料等
に係る国内における生産拠点整備を確保

工場内のライン新設による生産拠点の増強

グローバルサプライチェーン・リスクに
耐え得る安定的な供給の実現

従来のサプライチェーンが停滞
（製品・部素材の供給ストップ）

生産拠点の確保

※補助対象経費：建物・設備の導入

※補助対象経費の額に応じて段階的
に補助率は低減する
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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

貿易経済協力局 貿易振興課 03-3501-6759
貿易経済協力局 投資促進課 03-3501-1662
通商政策局 総務課 03-3501-1654
通商政策局 経済連携課 03-3501-1595
通商政策局 欧州課 03-3501-1096

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

17



地域未来デジタル・人材投資促進事業
令和3年度予算案額 11.7億円（新規）

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

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感染症の影響により、非接触・リモート社会の基礎と

なるデジタル投資や、若年層・テレワーク経験者の地方移住への気運が
高まっています。

地域未来牽引企業、地域未来投資促進法の承認地域経済牽引事
業者等のデジタル化を支援し、地域の高生産性・高付加価値企業群を
創出・強化するとともに、若者人材の地域企業への移動を支援し、地方
への人流を創出するため、以下の取組を推進します。
①地域未来牽引企業等の経営のデジタル化
②地域未来牽引企業等とIT企業等による新事業実証と事例普及
③デジタルツールを戦略的に用いた地域中堅企業等への若者人材移転

成果目標
①各事業年度終了後3年間の従業員数の増加率が9%以上となった被支

援企業の割合を80%以上とします。
②各事業年度終了後2年目に、3年目までの売上計上が予定される

新たなビジネスモデルの件数割合を、50%以上とします。
③予算活用企業のうち、各事業年度終了後2年以内に若者人材年間採

用数を事業前年度比で増加させた企業数を、50%以上とします。

②地域産業デジタル化支援事業

１．地域未来牽引企業等とIT企業等が連携して取り組む、新事業
実証（試作、顧客ヒアリング、事業性評価と改善）による地域
産業のデジタル化のモデルケースの創出、地域へのモデルケースの
横展開に要する経費を補助します。

２．地域での新事業実証の環境整備として、経産省HPで公開中の
公設試験研究機関の保有機器等の検索システムを更新するととも
に、地域未来牽引企業の経営状況の調査等を実施します。

③戦略的ツール活用型若者人材移転支援事業

• 地方の中堅企業等による若者人材の求人手法を高度化すべく、
自社分析、採用・育成戦略から、多様な求人ツールの活用、
リモートセミナー・面接等まで、一気通貫で総合支援を行います。

• 創出される先進事例は、広報コンテンツを通じて周知啓発し、
横展開を図ります。

①地域企業デジタル経営強化支援事業

１．地域未来牽引企業等が規模成長に向けて、デジタルツールを
活用した経営管理体制強化のための課題整理・計画策定・
システム導入を行う際の経費を補助します。

２．デジタル経営の普及啓発に向けた優良事例の調査、広報事業
を実施します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託①-2

②-2

国 民間企業
補助（定額）

民間団体等
補助（2/3, 1/2）②-1

③

国 民間企業
補助（1/2, 1/3）

①-1
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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）

（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

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

中小企業庁 財務課
03-3501-5803 

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）
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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

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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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）

中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

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
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。

・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以内中小企業者、民間支援事業者 等

補助（2/3、1/2）
国

JAPANブランド育成支援等事業
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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

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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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

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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小規模事業対策推進等事業
令和3年度予算案額 53.2億円（59.2億円）

事業イメージ
事業目的・概要
 小規模事業者は、地域の需要に応え、雇用を担うなど、極めて重要な存在で

す。小規模事業者にとって身近な存在である商工会・商工会議所は、地域に
根差した経営指導を行っており、事業者の振興において重要な役割を担ってい
ることから、令和元年度から令和5年度までの5年間で以下の取組を支援しま
す。

 商工会・商工会議所が、「経営発達支援計画（小規模事業者支援法）」に
基づき実施する小規模事業者への伴走型支援を推進するとともに、コロナの影
響を踏まえ、需要開拓及びそのための体制整備を支援します。

 全国商工会連合会、日本商工会議所が商工会・商工会議所等と連携して
実施する、地域の産業の活性化、観光開発など、地域の経済活性化に向けた
取組を支援します。

 新型コロナウイルスによる影響や働き方改革等の制度改正による諸課題に円滑
に対応できるよう、全国団体を通じ商工会・商工会議所等が、窓口相談や専
門家を派遣します。

全国商工会
連合会、日本
商工会議所

補助（定額) 商工会、
商工会議所、
都道府県連合会

補助（定額)国

中小企業庁 小規模企業振興課
03-3501-2036

（１）伴走型小規模事業者支援推進事業
• 令和3年度においては、特に商工会・商工会議所が認定を受けた「経営発達

支援計画」に基づき実施する小規模事業者の経営分析、事業計画の策定、
需要開拓及びそのための体制の整備などに要する経費を補助します。

• 加えて、自治体と連携し、地域課題に対応する計画を策定した商工会等につ
いては、協議会の設置、企画運営に要する経費等を補助します。

• 商工会等に支援機関出身者など企業支援のノウハウや実績を有する外部の
専門家をスーパーバイザーとして設置し、若手経営指導員へのOJTなどにより、
支援体制の充実を図ります。

（２）地域力活用新事業創出支援事業
• 全国商工会連合会、日本商工会議所が、各地の商工会、商工会議所等と

連携し、地域産業の活性化、観光ルート開発等について、全国規模での販路
開拓を支援することにより、地域の持続的発展に向けた取組を支援します。

（４）商工会・商工会議所等の指導事業
• 全国商工会連合会、日本商工会議所が商工会・商工会議所等を指導する

ための人件費や研修開催費等、商工会・商工会議所の万全な支援体制を確
保するための経費を補助します。

（３）専門家派遣等事業
• 新型コロナウイルスによる影響や働き方改革、税制度の変更等の制度改正に

よる諸課題に対して、小規模事業者が円滑に対応できるよう、全国の商工会・
商工会議所等が、窓口相談及びセミナーを実施し、専門家を派遣します。

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

成果目標
 経営発達支援計画の認定を受けた商工会・商工会議所の全てが目標を達成

することを目指します。
 また、全国商工会連合会、日本商工会議所が実施する地域活性化の取組を

支援し、支援した事業者の売上・利益の増加を目指します。

全国商工会連合会、
日本商工会議所等国 補助（定額,2/3,6/10,1/2)

国
委託

民間団体等

• 小規模事業者支援法の改正により、経営発達支援計画、事業継続力強化
支援計画には一定の知識と経験を有した経営指導員（法定経営指導員）
を関与させる必要があります。本事業では、法定経営指導員の要件の一つで
ある知識講習を実施します。

（５）法定経営指導員講習事業
(1)

(2)
（3）
（4）

(5)
24



2525



26



-27-

２．新型コロナウイルスの影響等を踏まえた当局の取組



関東経済産業局における地域産業のデジタル化支援
 デジタル技術の導入段階に応じて、４つの支援フェーズを設定。

 当局が有する専門人材・企業等、ジェトロ、産総研、中小機構、情報処理推進機構（IPA）、自治
体、地域のIoT推進ラボ等の支援機関との広域ネットワークを最大限活用して支援。

デジタル技術による
新ビジネス創出

デジタル技術活用の発展状況

デジタル
技術の
経営への
貢献

既存事業の
利益率向上

デジタル技術による
業務の効率化

デジタル技術
未導入

①

②

①地域企業のデジタル技術導入支援

②地域企業の利益率向上に向けた支援

④DXによる地域・社会・産業課題解決支援

③新ビジネス創出に向けた支援

地域の課題に応じた、地域におけるデジタル化の
面的な展開

地域企業の既存事業の利益率向上
（デジタル技術による業務の変革）

IT化,身の丈IoTによる人手作業のデジタル化など
の効率化等、地域企業の底上げ

④

③

新たな製品・サービス開発（新事業展開）
アジア企業と日本企業の共創（ADX)

地域の状況に応じて①～③を複数事業者で
面的に展開

28



 中小機構（ジェグテック）と連携し、中堅・中小企業等の新事業創出のためのweb専用サイト
「OIMS」を昨年7月に開設。

 10月31日時点で294件のニーズ発信に対して3674件以上の提案があり、524件以上の商談
（オンライン含む）を実施。

 商談後半年経過した案件（105件）についてフォローアップしたところ、成約・成約見込み案件が4件、
対話継続中の案件が62件（うちNDA締結をしたものは17件）を確認。

オープンイノベーション・マッチングスクエア（OIMS）

 中小機構や自治体等から推薦された国内中小企業
：約18,000社

 各国の支援機関(政府機関等)から推薦された海外企業
：約7,400社

 ジェグテックの趣旨に賛同する大⼿パートナー企業
：約540社

ジェグテック登録企業（企業数は2020年7月現在）

イノベーションを求める企業のニーズを厳選して掲載
専門家の目利きで確度の高いマッチングを実現

イノベーション創出のためのプラットフォーム

大
⼿
企
業
等

商談会

中
堅
中
小
企
業

ニーズ発信
目利き
情報発信

提案提案受信
コーディネーター、専門家等

参加 参加

https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/oi-matchingsquare

29



支援体制（職員と民間コンサルタントがペアとなり支援企業を継続的に訪問）

官 民1２名（地域企業支援室） 1７名（伴走コンサルタント）
・関東経済産業局プロパー職員、出向者（金融機関、自治体） ・中小企業診断士、事業会社OB、金融機関職員

対象地域
茨城県 日立市、 新潟県 燕市・上越市・長岡市、 長野県 飯田市・諏訪市

• 地域中核企業の経営構造の転換に寄り添う伴走型支援を実施するため、官民合同の支援体制を
2019年６月に整備し、同年７月より支援を開始。

• 地域中核企業支援に意欲的な管内６自治体（下記参照）と連携し、地域経済への波及効果が
期待される地域未来牽引企業等３９社への支援を実施中（延べ訪問回数300回超）。

• 支援の実践を通じて得られた知見を基に、支援手法の対外的な普及のための活動報告書（支援
マニュアル）を作成。自治体、中小企業診断士、地域金融機関等を対象とした普及活動を展開。

普及活動の展開
自 治 体 ： 上記６自治体を中心にオンライン研修会、活動報告書説明会を開催
診 断 士 ： 東京・埼玉協会と連携し、更新研修へ出講。また「企業診断ニュース」へも寄稿（11月号）
地域金融機関： 年度内に管内金融機関を対象とするセミナーの開催、職員向けハンドブック制作を予定
経営指導員 ： 中小企業大学校での研修への出講を予定（次年度）

中堅・中小企業への伴走型支援

30



【計画認定のスキーム】

中小企業・小規模事業者

①計画策定、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

２．事業継続力強化計画の記載項目

１．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た、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。

※自社にとって必要で、取り組みを始めることができる項目について記載。
 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。
 (連携して取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係社の合意。

３．認定を受けた企業に対する支援策

●中小企業庁ＨＰでの認定を受けた企業の公表
●認定企業にご活用いただけるロゴマーク
（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）

 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
 補助金（ものづくり補助金等）の優先採択
 連携をいただける企業や地方自治体等からの支援措置

BCP策定の促進（事業継続力強化計画認定制度）

【認定ロゴマーク】

31

 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。

 全国15,137件認定（茨城県371件、栃木県187件、群馬県324件、埼玉県524件、千葉県411件、東京都
1,606件、神奈川県641件、新潟県224件、山梨県111件、長野県298件、静岡県885件）※本年9月末時点



３．施策活用事例と申請にあたっての留意点



補助金の成果事例：國本工業

自動車の様々な部品に利用

管状複雑形状部品の金型プレス加工技術

従来は管素材成型は曲げ成型、せん断等
の工程を個別に行っていた
→これらの個別の工程をプレス金型で一回
で成型する研究開発を実施。

従来の数工程を数十秒で全自動で製造。
大手自動車メーカーに納入

ロボットによる生産ラインの自動化など、徹
底的なデジタル技術の活用も実践

33
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【令和２年採択事例】 設備投資支援（ものづくり補助金）

サプライチェーン毀損への対応

・各産業の下支えを担っている部品
の国産化のニーズ（増産要求や短
納期化）に応えるため、

・機械設備を導入し、工程削減によ
る生産性の向上を図る

非対面ビジネスモデルへ転換

・コロナ感染症の影響を乗り越えるため、飲
食店として、対面型事業の依存から脱却。

・新規設備導入と自社流通網を構築し、新
たな商品を生産、供給するメーカーへの参
入を図る（事業拡大）

・三次元ＣＡＤ設備を導入し、テレワーク
で業務を可能にする。顧客と直接やりとり
し、満足度を上げるとともに

・設計業務の業務効率を向上させ、納期
短縮、コスト低減を図る。

テレワーク環境の整備A類型 B類型 C類型

コロナ特別枠の事例

補助率２／３ 補助率３／４ 補助率３／４

【令和２年採択事例】 販路開拓等支援（小規模事業者持続化補助金）

販路拡大に備えて、飲食店等が「インバウンド向けの英

語表記メニュー」や「のぼり」を作成。

インバウンド需要取り込みのため、旅館が、外国語版

WEBサイトでピクトグラムを活用した情報を発信し、外

国人旅行予約の拡大を図る。

コロナ禍でも営業を継続するため、店内飲食のみであった

洋食屋が、出前注文を受け付けるためのWEBサイトを作

成し、来店しない顧客への販売を開始。

旅館が自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提

供。

コロナ特別枠の活用事例一般枠の活用事例



IT導入補助金（中小企業庁説明資料より）

35

 中小企業・小規模事業者等の生産性向上を実現するため、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（売上向上）に資するITツールの導入を支援。

 補助率1/2 補助上限450万円

・手書きの予約台帳をスタッフ全員に配っていたが、予
約、会計管理、顧客情報等の情報をタブレットでス
タッフ間において共有する「陣屋コネクト」を導入。

・導入後3年間で売上35％増を実現。

活用事例①宿泊業

お問い合わせ先：経済産業省商務・サービスグループ サービス政策課 03-3580-3922

・2日要していた給与計算と管理帳票の作成が数時間程
度の作業となり、大幅な業務効率化。

・残業時間の即時把握が可能となり、残業時間削減の意
識向上に寄与。

【これまでの主な成果】
導入事業者の労働生産性が平均27%増加。売上が平均25%増加。
※2015年度若しくは2016年度実績値と2017年度実績値の比較

導入したITツール 導入したITツール
主な機能
予約
顧客管理
原価管理
業務管理
財務・会計管理

主な機能
コミュニケーション
人事シフト
原価管理
業務管理
給与

活用事例①製造業
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補助金等公募要領の構成と考え方

公募要領の構成について

① 制度の目的
② 応募対象者
③ 応募対象事業
④ 対象となる経費
⑤ 応募手続きの概要

（１）受付期間、（２）提出先等、（３）提出書類、
（４）審査方法・基準・・・

②～④の確認が必要ですが、制度の目的と審
査基準に沿った書類作成が求められます。

補助金の公募要領は概ね以下の構成となっています。
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審査のポイント

審査項目

技術面、事業化面、政策面の観点から、外部

有識者等による採択審査委員会において審査を行います。

Ⅰ．技術面

Ⅱ．事業化面

Ⅲ．政策面 ①他の企業のモデルになるか等
②競争力強化につながる経営資源の蓄積

①新製品・新技術等が革新的な開発か
②目標達成のための課題と解決方法及び
その具体的実施方法

③課題の解決方法が明確、優位性の見込
④事業実施のための体制・技術的能力

①事業実施のための経営的基礎力
②市場ニーズ、ユーザー等が明確か
③補助事業の成果の優位性、事業化道筋



経営サポート「ものづくり(サービス含む)中小企業支援」



タイトルと概要の例

タイトル：櫟（くぬぎ）オリジナル「手のひらサイズワッフル」製造プロ
セス革新（自動化機器導入）による全国展開体制の構築

概要： 当社主力製品の需要増に伴い工程全て手作りからの
転換が迫られ、ワッフル製造工程に自動化機器（自動絞
り機、超音波カッター）を導入。工房衛生面の向上、品質
均一化を実現しつつ、製造時間の大幅短縮と生産能力
アップを図ることで全国展開体制を構築する。

→タイトル・概要で同社の生産性向上の道筋及び全国展開
の思いを明確かつ分かりやすく示している

「ものづくり補助金」成果事例集 令和元年度版（広島
県中小企業団体中央会」より 39



40

ミラサポＰｌＵＳ ミラサポｐｌｕｓの特長

予め登録することで欲しい情報
を迅速に入手できる「リコメンデー
ション機能」
ミラサポでもっとも高い検索ワー

ドであった「補助金」について、ｐｌｕｓ
でも豊富な情報を掲載。当サイトか
ら電子申請も可能
中小企業施策利用ガイドブックや

コロナパンフレットが収録され、検
索可能な「制度ナビ」
中小企業・小規模事業者の経営

事例集（施策活用事例集）、「事例
ナビ」
ミラサポ人気コンテンツ「補助金

虎の巻」等ｐｌｕｓでも閲覧可能
経済産業省「ローカルベンチ

マークツール」の機能を一部搭載
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「代表的な補助金はこの３つ！」（右上）
「制度ナビ」の検索画面（左下）
「事例ナビ」の検索画面（右下）
→検索画面で「人気の制度」、「人気の

事例」を確認可能！！
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（参考）J-net２１
J-net２１の特長

中小企業基盤整備機構（中小
機構）が運営する中小企業のビジ
ネスを支援するポータルサイト。中
小企業向け公的資金・支援情報を
毎日更新。1,000件以上の企業事
例、400件以上のQ&Aで経営課題
を解決。

支援情報ヘッドライン、中小企業
NEWS、ビジネスQ＆Aが人気コン
テンツ。

充実した業種別開業ガイドやマン
ガで経営課題について分かりやす
く解説する「中小タスクが行く！」に
も注目。

昨年１０月にコンテンツ・導線整
理及びユーザーの使い勝手の向
上を目的にリニューアル。

J-net２１ トップ画面
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４．コロナウイルス禍における中小企業のチャレンジ事例



（有）共栄旅行サービス（MIYABI）（埼玉県草加市）

・ 草加市内を中心に大手が真似出来ないこだわり企画（例：ホテルのバッ
クヤード見学等）で、参加者の満足度の高いツアーを地元密着で実現。

・ 旅行会社の添乗先（地方）の旬な食材を活用したケータリングサービス
事業について経営革新計画を申請・承認。営業許可も取得。

・ 新型コロナの影響で旅行業がキャンセル続出の中、ケータリング事業を
強化。持続化補助金で店舗改修や販促体制整備。コンビニ等が真似でき
ないお母ちゃん弁当が大ヒット。命をつなげてもらった思い（金杉代表談）。

・ 今後も顧客が感動する高クオリティのツアーの展開とともに高齢者向け
等社会貢献度の高いテイクアウト事業を模索し、地域とともに発展を指向。

コンビニ等が真似できない家庭の食材を使った「お母ちゃん弁当」がヒット（MIYABI）こだわりの旅行企画を地元密着で展開 44



株式会社ユーティーオー（東京都港区）

・ 「ウールの宝石」カシミアのトップブランド糸を使用。国内初のニットのカ
スタムオーダー販売を実施。当分野で高ブランド力を持つ専業アパレル
メーカー。OEM下請から脱却し、BtoCに転身。ネット（SNS）等で直接販売。

・ 国内生産が３％を下回る繊維業界で、国内で一貫した企画・生産・販売
を実施。工場のある岩手県北上市をカシミアの産地にすべく情報発信。

・ カシミア栞は代金の一部を北上市を通じて東日本大震災被災者へ寄付。
・ コロナ緊急事態宣言の際、北上工場社員が自発的に取引先へ手作り布
マスクを気持ちを込めて製作し、無償送付。多数の感謝のメッセージが送
られ、「作り手と取引先との強固な絆」が構築。

世界最高峰カシミア利用したニット
をカスタムオーダーで生産・販売

宇土社長（前列中央）と北上
工場の従業員

工場社員が業務の合間に製造し
た手作り布マスクに対する感謝状
（一部） 45



株式会社バイオクロマト（神奈川県藤沢市）

・ 測定装置の反応を高める試料を濃縮還元する製品や樹脂成分を迅速に
判定する装置など大企業の分析実験ニーズを具現化する製品を開発。

・ 国内全理工系大学や大企業数百社が同社製品を導入。20カ国に輸出。
・ 特許は大手製薬メーカー等と共同申請し、同社が専用実施権を保有。
・ 同社は企画と最終調整のみ実施。部品製造は国内数十社の協力企業
に依頼。同社の業容拡大が協力企業の受注拡大にも直結。

・ 日本のものづくりを世界に発信する オンリーワン企業を目指す。
・ ものづくり補助金は数回採択。科学技術部門文部科学大臣表彰も受賞。
・ コロナ禍でも、社内作業を自動化（RPA）するほか、販促資料も作成。
・ 今後も海外展開に注力し、「国内で作って海外でどう高く売るか」に注力。

同社の大ヒット商品試料濃縮還元
装置「コンビニ・エバポ」は世界の企
業・大学等の分析実験現場で導入

樹脂成分を迅速に識別
できる「イオンロケット」
はNASAやGM等も導入

協力会社への感謝の意を込めた
懇親会も開催（江ノ島地引き網） 46



上代工業（株）(神奈川県川崎市）
・レーザー加工、組立、塗装、配送まで一貫して実施。主力製品は売上の7割を占めるエレ
ベーター部品。都内高層ビル等に納品。多品種少量生産、短納期対応。
・「ものづくり×DX=上代工業」をキーワードにデジタル化を推進。日報電子化等をはじめ、原
価管理・業務進捗管理をIT化。正確な見積により価格交渉力も向上。
・働き方改革にも取り組み、工程別のシフト制による残業時間の削減に成功。
カフェスペースの設置や作業着の一新で、ものづくり現場の3Kイメージ向上を図る。
・BtoCプロジェクト「K-LABO」を立ち上げ、一人キャンプ用の極厚鉄板を作成。クラウドファン
ディング利用で目標30万に対し160万集まるなど多くの支持を得ており、新たなニーズを発掘。
・神奈川県優良企業工場表彰(H29）/川崎市生産性向上・働き方改革改善表彰（R2）

高層施設エレベーター内部写真

極厚鉄板 評判は上々

上代 健一社長と記念撮影
カフェスペース

社員の憩いの場に
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