
令和５年度予算案・令和4年度補正予算
経済産業省 地域関連施策のご紹介

令和５年３月
東北経済産業局

R5.3.8 施策説明会資料
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は じ め に
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（１）地域サポーターについて

 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
東北６県の各県毎に設置しています。

 全職員がいずれかの県のチームに所属し、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、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。

コンセプト︓「Next TOHOKU Meetup」
 サポーター活動による「地域や⼈とのつながり」を活か
し、東北内外の様々なキーパーソンの出会い、繋が
り、価値共創の場を提供してまいります︕

私たちにご相談ください︕地域サポーターとは︖

地域サポーター

⽀援制度ってどんなものがあるの︖
どこに相談したらいいの︖

まずは地域サポーター⻘森県チーム
にご相談ください︕
⽀援制度のご紹介や活⽤に向けた
アドバイスも⾏います。
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。

事業者
県・市町村
⽀援機関 等 東北経済産業局

bzl-aomori@meti.go.jp
（チームメンバーにメールが届きます）

◇ 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︓ bzl-thk-kikaku@meti.go.jp

お問い合わせ先
◇ ⻘森サポーターへのお問い合わせはこちらまで



事業目的

事業概要

○○○事業
令和5年度予算案額 ○○億円（○○億円）

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

成果目標

全体の予算額を表しています。
（いくつかの補助金を束ねた事業名になっている場合があります）
※（ ）内は前年度予算額です。

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。

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。

（２）施策PR資料の見方
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（３）補助金・施策等の情報収集について～ウェブサイト・インスタグラム・ニューズレター～

⚫ 東北経済産業局ウェブサイトでは、施策に関する情報や予算・公募関連情報を逐次掲載しています。

⚫ 最新情報は毎週金曜日に「東北経済産業局ニューズレター」で配信しています。

【ニューズレター登録QRコード】

https://www.tohoku.meti.go.jp/index.html
報道発表をはじめ、補助金等の公募情報や
イベント情報など、施策情報を発信しています。

東北経済産業局 ウェブサイト

【ウェブサイト】

補助制度等の公募情報やセミナー・シンポジウム等の開催案内、調査研究結果等の
報告の他、産業活性化に関する情報を配信しています。

東北経済産業局 ニューズレター（毎週金曜日配信）

東北経済産業局の施策の取組動向
などを写真で発信しています。

東北経済産業局 インスタグラム

【インスタグラム】

新着情報はこちら

↑予算・補助金等情報はこちら
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⚫ 「ミラサポplus」とは、中小企業・小規模事業者・個人事業主の皆様に、補助金・給付金等の
お役立ち情報をお届けし、御活用いただくための国のウェブサイトです。

⚫ 会員登録していただければ、あなたに合わせた情報の表示や、事業者情報の管理等、便利に御利
用いただけます。

ミラサポplus 検索

（４）補助金・施策等の情報収集について ～ミラサポplus～

「ミラサポplus」で検索！

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/

補助金・給付金や各種支援
制度はこちらからチェック！
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（参考）補助金とは???（経済産業省の場合）

⚫ 事業者の皆様が日頃具体的に検討されている事業をサポートするためのお金が 『補助金』 です。

⚫ 補助金の活用にあたっては、事業者の皆様が検討されている事業目的にあった補助金を選択することが重要です。

⚫ 適切な補助金の選択や補助金の申請方法についてのご相談は我々にお気軽にご相談下さい。

補助金活用の検討にあたっての４つのポイント

①補助目的・趣旨の確認

③補助率・補助上限額・補助対象経費の確認

④応募期間・方法の確認

◆ 補助金ごとに目的が違います。 目的外の補助金に応募しても採択されません。 応募要領を要チェック！
ご自分の事業内容とマッチする補助金を見つけましょう！

◆ 必ずしも全ての事業費が100%補助される訳ではありません。 応募要領を要チェック！
一般的に、汎用性が高いもの（車やパソコン等）は補助対象経費として認められないケースが多いです。

◆ いつでも申請が可能な訳ではありません。 事業毎に応募期間・応募方法・提出先が異なります。 応募要
領を要チェック！ 不明な点があれば事務局（申請窓口）に問い合わせを！

②補助対象者の確認

◆ 誰でも補助金申請が可能な訳ではありません。 事業によっては組合・支援機関限定、中小企業限定等の
対象者に制限があります。 応募要領を要チェック！
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（参考）補助金の流れ①（経済産業省の場合）

Step01 情報収集

Step02 応募
事業者 → 国（事務局）

Step03 採択
国（事務局） → 事業者

Step06 事業開始

・ ポイントをまとめて応募の申請書を作成、国（事務局）に提出。
※意味不明な箇所はありませんか？必ず複数人でチェックしてください。

・ 「採択」とは、厳しい審査を経て補助金が受けられる事業者を決定す
ること。当然ながら、採択されないと補助は受けられません。

※交付決定後は、速やかに事業に着手してください。
※補助金の対象経費について、領収書や支出証憑書類は全て保管
（5年間）。

※活用できそうな補助金を見つけたら、応募要領（特に補助事業の目
的）をよーく読んで下さい。

Step04 交付申請
事業者 → 国（事務局）

Step05 交付決定
国（事務局） → 事業者

・ 「交付」とは、補助金を給付すること。採択された事業者は交付申請
書を作成、国（事務局）に提出が必要です。

※応募申請≠交付申請 です。

・ 交付決定されれば、晴れて事業開始！
※原則、交付決定日以降の事業行為・支出が補助事業の対象です。
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（参考）補助金の流れ②（経済産業省の場合）

Step08 事業終了

Step12 支払い
国（事務局） → 事業者

・ 事業終了後、実施した事業の内容や成果をまとめた「実績報告書」を
国（事務局）に提出。

・ 国（事務局）が申請内容どおりに事業が実施され、経費が適正に支
出されたかどうかをチェック（必要に応じ、現地調査有）します。
※場合によっては、交付決定された額から減額となることがあります（補
助対象外経費等が認められた場合等）

Step09 実績報告
事業者 → 国（事務局）

Step10 確定検査
国（事務局） → 事業者

・ 確定検査で適正に支出されていると認められた経費に対し、補助金が
支払われます。

Step11 精算払請求
事業者 → 国（事務局）

Step07 補助事業の変更
※交付申請書に記載した内容を変更する場合（例：経費配分の変更
や開発内容のやむを得ない変更 等）には、必ず事前に国（事務
局）あてに相談を！！

※定められた事業期間内に補助対象事業を終了させることが必要です。
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（参考）補助金の４つの注意点（経済産業省の場合）

⚫ ほとんどの補助金は、後払い制（精算払）。

✓ （例）総額300万円の事業で2/3補助がある場合でも、

まず自社で300万円を支出する必要あり。

⚫ 補助金は先に出るものと勘違いすると事業を

進めることができません。

①補助金は後払い！

⚫ 補助金は、事業期間を定めるのが一般的。

この事業期間に発注・支出した経費以外は

経費として認められないことも。

✓（例）事業期間が8/1～翌2/28の場合。7/31に

発注したものや3/1に支出したものは補助対

象外の可能性あり。

②発注・支出時期に注意！

⚫ 事業終了後、一定期間内に報告書や支出

証憑類を提出する必要があります。

⚫ 提出書類がいい加減であったり、目的外に支

出していると、支払が拒否されることがあります。

⚫ 補助金には事務処理がつきものです。

③事務処理しっかりと！
⚫ 補助金を受けた企業は、会計検査院の検査

を受ける可能性あり。

⚫ しっかりと事務処理し、正当な目的で費用支

出していれば問題ありませんが、いい加減なこ

とをやっていると、指摘されます。

④会計検査！
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エネルギー・カーボンニュートラル関連
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2050年カーボンニュートラルの実現
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産業界の対応金融機関の動き

（出所）GSIA 「Global Sustainable Investment Review」

各国の対応

• 企業活動が気候変動に及ぼす影響につ
いて開示する任意枠組み「TCFD」に対し、
世界で2,616の金融機関等が賛同

• また、「TCFD」は、情報開示だけでなく、
インターナル・カーボンプライシングの設定も
推奨

• 期限付きCNを表明する国地
域は121、世界GDPの約
26％を占める

COP25
終了時
（2019）

COP26
終了時
（2021）

• 期限付きCNを表明する国地
域は154、世界GDPの約
90％を占める

• 全世界のESG投資の合計額は、2020
年に35.3兆ドルまで増加

＜世界的なESG投資額の急増＞

18.3 
22.9 

35.3

2014 2016 2020

（兆ドル）

（年）

Microsoft 2030年まで

Apple 2030年まで

リコー 2050年まで

キリン 2050年まで

• 国内外で、サプライチェーンの脱炭素化とそ
れに伴う経営全体の変容（GX）が加速

＜期限付きCNを表明する国地域の急増＞

＜GX時代における新産業の萌芽＞

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
表
明

海
外

国
内

＜企業情報開示・評価の変化＞

＜サプライチェーン全体の脱炭素化＞

（参考）COP26終了時点のCN表明国地域

■2050年まで

■2060年まで

■2070年まで

• 商品価格・機能に加えてカーボンフットプ
リントが購買判断の基準になるような、消
費行動の変容を促す新産業が発展

• また、脱炭素関連技術の開発・社会実
装について、大企業のみならず、スタート
アップが主導するケースも増加

（出所） World Bank, World Development Indicators, GDP (constant 2015 US$)

カーボンニュートラルを巡る動向

⚫ 2020年10月、我が国は、2050年にカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言。また、翌
年4月には、2030年度において、温室効果ガスを2013年度から46％削減することを目指す、
さらに50％の高みに向けて挑戦を続けるという目標を発表。世界各国においても、カーボンニュー
トラルを宣言する国や企業が急増。

⚫ 国家・金融・産業界のそれぞれで、気候変動対策と整合的な戦略が、国際競争力の前提条件
となるGX時代に突入。
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（１）省エネによるコスト削減

➢ 計画的・効果的な投資やプロセス改善により、エネルギーコストを削減。

➢ ただし、知見・ノウハウや人材が不足しているほか、初期投資の高い設備投資は財務基盤の脆弱性
故に進みにくい。

➢ エネルギー使用量を把握して削減ポテンシャルを検証することなどを通じて、一層の省エネ・省CO2に
取り組むことが重要。

（２）資金調達手段の獲得

➢ 金融機関がESG投資を推進しているため、温暖化対策の状況を加味した融資条件の優遇等を受け
られる機会が拡大（サステナビリティ・リンク・ローン、トランジション・ファイナンス等）

（３）製品や企業の競争力向上

➢ 取引先企業から選好されやすくなり、既存の取引先との強固な関係性の構築のみならず、新規の取
引先開拓にもつながり得る。

➢ 製品単位の排出量見える化が進めば、製品の差別化を行うことができる。

➢ ＣＮに向けた取組の価値を広く浸透させるためには、例えば、製品の排出量等の表示ルールの策定
など、官民による「仕組み作り」が必要。

中小企業がカーボンニュートラルに向けて取り組むメリット

⚫ 中小企業がカーボンニュートラル（CN）に取り組むことは、省エネによるコスト削減、資金調達手
段の獲得、製品や企業の競争力向上の点において経営力強化にもつながり得る。

⚫ また、設備投資に伴う排出削減量をクレジット化して売却すれば、投資コストを低減できる。（但
し、クレジット化して売却すると、自らの削減とは主張できなくなることに留意が必要。）
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中⼩企業等向けの主な⽀援策

⽀援策の例

カーボンニュートラル
対策について知る

⾃社の排出量等
を把握する

• 中⼩機構のカーボンニュートラル・オンライン相談窓⼝（→ｐ１６）
• 省エネお助け隊（→ｐ１８）

• 省エネお助け隊（→ｐ１８）
• 省エネ最適化診断（→ｐ１９）
• IT導⼊補助⾦（→ｐ７７〜８４）

排出量等を
削減する
・

サプライチェーンに
おけるグリーン化

• 省エネ補助⾦（→ｐ２０，２１）
• 省エネルギー設備投資に係る利⼦補給⾦
（→ｐ２２）

• CEV補助⾦（→ｐ２３）
• CN投資促進税制（→ｐ２６〜２８）
• 低炭素リース信⽤保険

• ものづくり補助⾦（→ｐ６７〜７６）
• 事業再構築補助⾦（→ｐ９０〜１０６）
• ⾃動⾞部品サプライヤー⽀援事業
（→ｐ２９，３０）

• J-クレジット制度（→ｐ３１）

 GXの取組は、カーボンニュートラル対策について知る、⾃社の排出量等を把握する、排出量等を削減するとい
うステップで進めるとともに、サプライチェーンにおけるグリーン化の推進が重要。

 相談窓⼝の設置や、設備投資や事業転換に活⽤できる補助⾦等、中⼩企業等の各段階に応じた⽀援策を
展開している。

15



中小企業基盤整備機構では、中小企業・小規模事業者を対象に、カーボンニュートラル・脱炭素に関する相談について、
専門家によるweb相談を実施。

中小機構のカーボンニュートラル・オンライン相談窓口

https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/sdgs/favgos000001to2v.html
16
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※令和４年度補正予算額 20億円
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「省エネお助け隊」は、「地域プラットフォーム構築事業」で採択された地域密着型の省エネ支援団体。
中小企業等の省エネ取組に対して現状把握から改善まできめ細やかなサポートを全国各地域で実施。

省エネお助け隊

https://www.shoene-portal.jp/

工場プラン
(製造業300kl以

上)
25,520円（税

込）

支援対象設
（例）

空調(5～10台)、コンプレッサ(3台)、生産設備(1台)

支援内容
（例）

•計測による省エネ量の見える化／稼働台数の適正化支援
•全体プロセスを考慮した台数制御支援
•設備の更新計画の策定支援／エネルギー転換・ダウンサイジングに
よる負荷率変更働台数の適正化支援
•職員、専門家による報告会

ビル・店舗プラン
(製造業以外)

13,200円（税
込）

支援対象設
（例）

空調(3～5台 )、照明(5～10台)、EMS活用支援

支援内容
（例）

•設備の更新計画の策定支援／デマンド監視制御装置の活 用支
援
•職員、専門家による報告会

＜令和４年度省エネ支援メニュー例＞

※個別でプランを作成することもできます。18



省エネ最適化診断

⚫ 使用エネルギー削減に加え、「再エネ提案」を組み合わせることで、「コスト削減」と「脱炭
素化」の同時達成を支援。

⚫ 省エネ最適化診断の特徴

省エネ診断
＋

再エネ提案

１
改善提案の
ご説明

２

フォローアップ

３３つの
ステップで
支援

⚫ 省エネの徹底
⚫ 再エネの導入
⚫ IoT／AIの活用

⚫ ４つのポイント

同業他社との比較、測定器を使った
見える化、組織課題の見える化など、
様々な角度からムダを見える化します。

ムダの見える化

省エネ最適化診断は、投資改善だけ
でなく、費用のかからない「運用改善」
による省エネ提案も行っています。

費用のかからないコスト削減

省エネ最適化診断を受診した場合、
設備更新の有効性が示されることから
省エネ補助金等で加点評価の対象と
なります。

公的補助金等との連携

脱炭素化は企業経営にとって必須の
課題であり、脱炭素化に向けた様々な
アドバイスを実施します。

カーボンニュートラルへの足掛かり

⚫ 対象事業者・メニュー

中小企業者又は年間エネルギー使用量（原油換算値）が、原則として100kL以上1,500kL未満の工場・ビル等
※みなし大企業の対象外条件や、100kL未満でも対象となる条件があります。

A診断 専門家１人で診断するメニュー 9,500円(税別)／10,450円(税込)

B診断 専門家２人で診断するメニュー（説明会は専門家１人で対応） 15,000円(税別)／16,500円(税込)

診断
メニュー

活 用 事 例

コープあおもり松原店／コープあおもり浪岡物流センター

対策による効果

エネルギー使用量（原油換算）

３４kL/年 削減

エネルギーコスト

２,０４１千円/年 削減

⚫ 運用改善

・冷凍庫・冷凍庫の適切な温度管理
・冷凍ショーケースの設定温度緩和
・空調機のフィルター清掃
・エア配管のエア漏れ防止
・コンプレッサの吐出圧力の低減

⚫ 投資改善

・冷凍庫用冷凍機運転圧力の調整
・受電用変圧器の統合
・デマンド監視装置の導入

スーパーマーケットのケース

一般社団法人省エネルギーセンター https://www.shindan-net.jp/
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（参考）省エネ補助金の抜本強化

⚫ 工場等での省エネを促進するため、非化石エネルギーへの転換に資する設備も含め、省エネ性能の高い設
備・機器への更新を支援。

⚫ 企業の複数年にわたる投資計画に対応する形で今後３年間で集中的に支援し、特に中小企業の潜在的
な投資需要を掘り起こす。

事前登録されたエネマネ事業者と「エネル
ギー管理支援サービス」を契約し、 ＥＭＳを
用いてエネルギー使用量を計測することで、
より効果的に省エネルギー化及びエネル
ギー需要最適化を図る事業。

Ⓓエネルギー需要最適化
対策事業

Ⓐ先進事業 Ⓑオーダーメイド型事業 Ⓒ指定設備導入事業

外部審査委員会において、以下の先進性が
認められた設備・システムを支援。
①導入ポテンシャル
②技術の先進性（非化石転換等）
③省エネ効果

機械設計が伴う設備又は事業者の使用目的
や用途に合わせて設計・製造する設備等
（オーダーメイド型設備）の導入を支援。

予め定めたエネルギー消費効率等の基準を
満たし、 補助対象設備として登録及び公表し
た指定設備を導入する事業。

事業区分

事業要件

補助対象経費

補助金限度額
（非化石）

補
助
率

申請単位において、原油換算量ベースで以下いずれ

かの要件を満たす事業

①省エネ率＋非化石割合増加率:30%以上

②省エネ量＋非化石使用量:1,000kl以上

③エネルギー消費原単位改善率:15%以上（注）

※ 複数の対象設備（ⓐⓑⓒ）を組み合わせて申請する場合、

各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たすこと

※非化石転換の場合も増エネ設備は認めないこととする。

申請単位において、原油換算量ベースで以下いずれ

かの要件を満たす事業

①省エネ率＋非化石割合増加率:10%以上

②省エネ量＋非化石使用量:700kl以上

③エネルギー消費原単位改善率:7%以上（注）

※ 複数の対象設備（ⓐⓑⓒ）を組み合わせて申請する場合、

各設備の省エネ効果の合算値で上記要件を満たすこと

※非化石転換の場合も増エネ設備は認めないこととする。

予め定めたエネルギー消費効率等の基準を満た

す設備を導入すること

申請単位で、「ＥＭＳの制御効果と省エネ診

断等による運用改善効果」により、原油換算

量ベースで省エネルギー率２％以上を満た

す事業

省エネルギー
効果の要件※1

※2

中小企業者等

※3 ※4

大企業 、その他

設備費、設計費、工事費 設備費、設計費、工事費

2/3以内

1/2以内

1/2以内

1/3以内

1/2以内
※投資回収年数7年未満の事業は1/3以内

1/3以内
※投資回収年数7年未満の事業は1/4以内

※複数年度事業の1事業当たりの上限額は30億円(40億円)   ※複数年度事業の1事業当たりの上限額は20億円(30億円)
※連携事業は30億円（40億円）

【上限額】15億円/年度 (20億円/年度)

【下限額】100万円/年度
【上限額】1億円/年度
【下限額】３０万円/年度

※複数年度事業は認められない

【上限額】1億円/年度
【下限額】100万円/年度

設備費

【上限額】15億円/年度 (20億円/年度)

【下限額】100万円/年度

1/3以内

＜ユーティリティ設備＞
①高効率空調 ⑥低炭素工業炉
②産業ヒートポンプ ⑦変圧器
③業務用給湯器 ⑧冷凍冷蔵設備
④高性能ボイラ ⑨産業用モータ
⑤高効率コージェネレーション⑩調光制御設備
＜生産設備＞
⑪工作機械 ⑭印刷機械
⑫プラスチック加工機械 ⑮ダイカストマシン
⑬プレス機械

事前登録されたエネマネ事業者と「エネル
ギー管理支援サービス」を契約し、ＥＭＳを用
いてエネルギー使用量を計測することで、よ
り効果的に省エネルギー化及びエネルギー
需要最適化を図る事業。

※補助金限度額等については執行団体と協議の上決定するものとする。

※複数年度事業の１事業当たりの上限額は、1億円

【令和４年度第２次補正予算額：500億円】
【国庫債務負担行為の後年度分含め1,625億円】

設備費、設計費、工事費
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※令和5年度当初予算案額 200億円

23



※令和5年度当初予算案額 100億円
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関東圏：６３箇所

茨城県 つくば市
水戸市

栃木県 栃木市
群馬県 高崎市
埼玉県 さいたま市③②

越谷市
所沢市
春日部市
狭山市
戸田市
川口市

千葉県 千葉市③
松戸市
成田市

東京都 練馬区
千代田区
港区②
江東区④
江戸川区
品川区②
大田区②①
杉並区
荒川区
新宿区
世田谷区
中央区①①
八王子市
多摩市
東久留米市
羽村市

神奈川県 川崎市②①
横浜市⑤②
相模原市①②
藤沢市
伊勢原市
海老名市
綾瀬市

山梨県 甲府市
長野県 長野市

中京圏：５４箇所

岐阜県 泉町
岐南町
八百津町
養老町
恵那市
高山市

静岡県 静岡市
御殿場市①①
浜松市①①
沼津市

三重県 四日市市①①
津市

※赤字は移動式
※下線は整備中

北海道・東北圏：１２箇所

北海道 札幌市
室蘭市
鹿追町

宮城県 仙台市
岩沼市

福島県 福島市①①
郡山市①
いわき市
浪江町①①
本宮市

H2

全国：開所１６４箇所（他１５箇所整備中） ※R5年1月末現在

関西・四国圏：２６箇所

滋賀県 大津市
京都府 京都市①①

久御山町
大阪府 大阪市②①

枚方市
茨木市②
豊中市
堺市
田尻町

兵庫県 神戸市①①
尼崎市
姫路市
三木市

和歌山県 和歌山市②
奈良県 奈良市
徳島県 徳島市②①
香川県 高松市
高知県 高知市

H2

H2
H2

H2

H2H2H2
H2
H2H2H2
H2H2H2

H2
H2

H2
H2

H2
H2

H2H2
H2H2H2

H2
H2
H2 H2 H2

H2H2H2

H2H2H2H2H2H2
H2

H2H2H2

H2
H2

H2H2
H2

H2

H2H2H2H2H2H2H2H2H2

中国・九州圏：１９箇所

岡山県 岡山市
広島県 東広島市

広島市
山口県 周南市
福岡県 北九州市②

福岡市③①
久留米市
大野城市
古賀市
宮若市
志免町

佐賀県 佐賀市
大分県 大分市
熊本県 熊本市
鹿児島県 鹿児島市

H2

H2 H2

H2
H2H2

H2

H2

H2

水素ステーションの整備状況

H2

北陸圏：５箇所

新潟県 新潟市
富山県 富山市
石川県 金沢市

輪島市
福井県 福井市

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2
H2

H2

H2
H2

H2

H2

H2 H2H2

H2
H2

H2

H2
H2

H2H2

H2
H2

H2H2

H2

H2

H2H2

H2

愛知県 名古屋市⑧②①
北名古屋市
豊橋市①①
岡崎市
刈谷市③
豊田市③
安城市
稲沢市①①
日進市
みよし市
あま市
常滑市
蒲郡市
長久手市
春日井市
大口町①①
大府市
半田市
一宮市
飛島村
豊川市
小牧市

H2

H2

H2

H2

H2

H2

H2
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対象

○温室効果ガス削減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄
与することが見込まれる製品の生産に専ら使用される設備
※対象設備は、機械装置。

○事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2
排出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備（※）
※対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物。導入に
より事業所の炭素生産性が１％以上向上。

②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上
を両立する設備導入

①大きな脱炭素化効果を持つ製品
の生産設備導入

制度概要 【適用期限：令和５年度末まで】

＜計画イメージ＞

【外部電力からの調達】

新規導入

【エネルギー管理設備】

一部再エネへ切替え

【生産工程】

生産ライン①
生産設備

生産ライン②
生産設備

生産ライン③
生産設備刷新

＜炭素生産性の相当程度の向上と措置内容＞
３年以内に10％以上向上：税額控除10％又は特別償却50％

３年以内に ７％以上向上：税額控除 ５％又は特別償却50％

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠。

⚫ このため、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。計画認定制度に基づき、①大きな脱炭素化
効果を持つ製品の生産設備、②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、
最大10％の税額控除又は50％の特別償却を新たに措置※する。

※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、DX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。

【対象製品】
✓ 化合物パワー半導体素子又は当該素子の製造に用いられる半導体基板
✓ 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車用リチウムイオン蓄電池
✓ 定置用リチウムイオン蓄電池（充放電サイクル7,300回以上を満たすもの）
✓ 燃料電池（発電効率50％以上、総合効率97％以上、純水素を燃料とす
ること、のいずれかを満たすもの）

✓ 洋上風力発電設備（１基当たり定格出力９MW以上を満たすもの）の主
要専用部品（ナセル、発電機、増速機、軸受、タワー、基礎）

燃料電池化合物パワー半導体

＜措置内容＞

税額控除10％又は特別償却50％ 26



• 当社は、機能性原料や植物活力資材の製造にあたり、工場及び事務所の屋上への太陽光パネルの増設、工場の機械室
内への蓄電池の設置、及び製造工程の見直しにより格段にエネルギー効率に優れた機械装置（スプレードライヤー機）の
導入を行います。

• これにより、製品の製造時に排出されるCO2を減少させていくことで、付加価値の創出と環境への負担低減を図ります。

１．事業適応計画の実施期間
２０２１年１１月～２０２４年５月

２．生産性向上目標
炭素生産性を２５．１％向上させる。

３．前向きな取組の内容
工場及び事務所の屋上への太陽光パネルの増設、工場
の機械室内への蓄電池の設置、及び製造工程の見直し
により格段にエネルギー効率に優れた機械装置（スプレー
ドライヤー機）の導入を行い、炭素生産性を２５．１％
向上させる。

４．支援措置
税制措置（カーボンニュートラルに向けた投資促進税制）

＜取組の内容のイメージ＞＜事業適応計画の概要＞

太陽光パネル 蓄電池 スプレードライヤー

既存の機械装置

再生可能エネルギーの活用 生産工程の脱炭素化

2021年度 2022年度 2023年度

+25.1%

炭素生産性

導入

切り替え
余剰電力

【参考】計画認定例① 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備（製造業）

株式会社アミノアップの事業適応計画のポイント
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【参考】計画認定例② 生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備（小売店）

マックスバリュ西日本株式会社の事業適応計画のポイント

• マックスバリュ西日本は、脱炭素社会の実現に向けた動きに対応していくため、省エネルギー・省資源・環境に配慮した事業
活動のための投資を実施します。

• 本計画においては、運営するスーパーで使用している冷凍・冷蔵ケースや照明設備を省エネタイプのものへと順次更新します。

• これにより、営業利益を確保しつつエネルギー消費量を削減し、それに伴いＣＯ2排出量を削減することにより、各店舗の炭
素生産性の向上を図ります。

１．事業適応計画の実施期間
2022年３月～2024年２月

２．生産性向上目標
炭素生産性を10.９％ポイント向上させる。

３．前向きな取組の内容
冷凍・冷蔵ケースや照明設備の更新をすることで、エネルギー消費量
を削減し、それに伴いＣＯ2排出量を削減する。

４．支援措置
税制措置（カーボンニュートラルに向けた投資促進税制）

＜導入する店舗＞

＜事業適応計画の概要＞
＜冷凍・冷蔵ケース＞
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中堅・中小サプライヤー

全国各地の支援拠点による伴走支援

【参考：令和４年度資料】自動車産業『ミカタ』プロジェクト、始動

自動車の電動化進展に伴い、需要が減少する自動車部品（エンジン部品等）サプライヤーの「攻
めの業態転換・事業再構築」実現を後押しする、伴走型ハンズオン支援事業を開始。
6月以降、全国各地に支援拠点を設置し、相談受付を開始。サプライヤーの状況に応じて脱炭素に
向けた「見方」を示し、強力な「味方」として経営をサポート。

ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
！

窓口相談対応
サプライヤーとの対話により

現状・課題を分析

セミナー・実地研修
電動化の見通しや

基礎知識等をレクチャー

専門家派遣
戦略策定・技術開発・設備投資等

専門家が課題を解決

業態転換に向けた
設備導入等への補助

相談！

エンジン部品の製造
EVモーターの部品・

電動車向け軽量部品の製造

事業再構築補助金「グリーン
成長枠」により、設備投資・研

究開発等を支援
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⚫ 省エネ・再エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして
認証する制度。経済産業省・環境省・農林水産省が運営。

⚫ 中小企業等の省エネ・低炭素投資等を促進するとともに、クレジットの活用により国内の資金循環を
生み出すことで、経済と環境の好循環を促進する。

Ｊ－クレジット制度

ベースライン排出量（対策を実施しなかった
場合の想定CO2排出量）と
プロジェクト実施後排出量との差である
排出削減量を「Ｊ－クレジット」として認証

クレジット認証の考え方

ベースライン アンド クレジット

31



※令和5年度当初予算案額 105億円
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現在の各地域における区域の状況
促進区域、有望な区域等の指定・整理状況

（2022年9月30日）

⑳岩手県久慈市沖

㉑福井県あわら市沖

⑨青森県沖日本海（北側）

⑮北海道岩宇・南後志地区沖

⑭北海道檜山沖

⑤秋田県八峰町・能代市沖

⑦秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖

⑩青森県沖日本海（南側）

⑥長崎県西海市江島沖

⑪山形県遊佐町沖

⑧新潟県村上市・胎内市沖

①長崎県五島市沖

④千葉県銚子市沖

③秋田県由利本荘市沖（北側・南側）

②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖

㉔富山県東部沖

⑲青森県陸奥湾

⑯北海道島牧沖

⑱北海道石狩市沖

⑰北海道松前沖

⑫千葉県いすみ市沖

㉒福岡県響灘沖

㉓佐賀県唐津市沖 ⑬千葉県九十九里沖

【凡例】
●促進区域
●有望な区域
●一定の準備段階に進んでいる区域
※下線は令和４年度新たに指定・整理した区域

区域名

促進
区域

①長崎県五島市沖（浮体）

②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖

③秋田県由利本荘市沖

④千葉県銚子市沖

⑤秋田県八峰町・能代市沖

⑥長崎県西海市江島沖

⑦秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖

⑧新潟県村上市・胎内市沖

有望
区域

⑨青森県沖日本海（北側）

⑩青森県沖日本海（南側）

⑪山形県遊佐町沖

⑫千葉県いすみ市沖

⑬千葉県九十九里沖

一定の
準備段
階に進
んでい
る区域

⑭北海道檜山沖
⑳岩手県久慈市沖
（浮体）

⑮北海道岩宇・
南後志地区沖

㉑福井県あわら市沖

⑯北海道島牧沖 ㉒福岡県響灘沖

⑰北海道松前沖 ㉓佐賀県唐津市沖

⑱北海道石狩市
沖

㉔富山県東部沖
（着床・浮体）

⑲青森県陸奥湾

事
業
者
選
定
済
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中小企業・小規模事業者の経営支援関係
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税制

１．経営力向上計画

２．先端設備等導入計画

３. 事業継続力強化計画認定制度

４. 中小企業向け賃上げ促進税制

38



申請事業者

特定事業者等

認定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

⚫ 「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、自社の経営力を向上させるための計画。計画に
は、自社の概要、現状認識、経営力向上の目標とする指標値、経営力向上のための取
組内容などを記載。

⚫ 事業分野別指針を基に策定した経営力向上計画を事業分野別の主務大臣に申請し、
認定を受けることにより、税制や金融支援などを受けることができる。

経営力向上計画の概要
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⚫ 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。

※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。

その他要件 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

税制措置以外の支援 金融支援（融資及び信用保険等）、法的支援（許認可承継、組合発起人数特例等）

類型 確認者 対象設備要件

生産性向上設備
（A類型）

収益力強化設備
（B類型）

デジタル化設備

（Ｃ類型）

経営資源集約化に
資する設備（D類型）

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

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

①経営強化法の認定
②修正ROAまたは有形固定資産回転率
が一定割合以上の投資計画に係る設備

工業会等

経済産業局

経済産業局

経済産業局

◆機械・装置（１６０万円以上）

◆工具（３０万円以上）
※A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る

◆器具備品（３０万円以上）

◆建物附属設備（６０万円以上）

◆ソフトウェア（７０万円以上）
※A類型の場合、設備の稼働状況等に係る
情報収集機能及び・分析・指示機能を有する
ものに限る

中小企業経営強化税制
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⚫ 「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現する
ための計画。

⚫ この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当
該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能。認定を受けた場合は税制支援や金融
支援などの支援措置を活用することができる。

先端設備等導入計画の概要

【支援措置】
➢ 生産性を高めるための設備を取得した場合、

固定資産税の軽減措置により税制面から支援

（地方税法に基づき課税標準を1/2~1/3に）

➢ 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（信

用保証）

（必須）

認定経営革新等支援機関

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 等

申請事業者
（中小企業者（詳細右図））事前確認

経済産業大臣
（ 基本方針の策定 ）

（ 導入促進基本計画の策定）

申請 認定

先端設備等導入計画

協議 同意

市区町村

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第１項

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

小売業 5千万円以下 50人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

政
令
指
定
業
種

ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下

＊自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
（注）税制支援を受けられる中小企業者の詳細について次ページ参照。

～先端設備等導入計画のスキーム～

①計画内で賃上げ表明無し：３年間、課税標準を１／２に軽減
②計画内で賃上げ表明有り：4又は5年間、課税標準を１／３に軽減

～計画認定の対象者「中小企業者」～
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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る。

令和5年4月から制度運用開始予定

対象者
（中小事業者等）

資本金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

投資利益率が年率５％以上の投資計画に記載された①～④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件（最低取得価格）】
① 機械装置（160万円以上）
② 測定工具及び検査工具（30万円以上）
③ 器具備品（30万円以上）
④ 建物附属設備（60万円以上）

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
①賃上げ表明無し：３年間、課税標準を１／２に軽減
②賃上げ表明有り：4又は5年間、課税標準を１／３に軽減
※雇用者全体の給与が1.5％以上増加することを従業員に表明 42



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（経済産業局）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。

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。

●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想定被害。

●発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）。
●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。
●(連携をして取り組む場合)連携の体制と取組、取組に向けた関係社の合意。

事業継続力強化計画の記載（策定）項目

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
で認定を受けた
企業名を公表

●認定企業は
ロゴマークの活用
でPRが可能
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事業継続力強化計画認定者に対する税制措置（中小企業防災・減災投資促進税制）

⚫ 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
ための税制措置。

⚫ 事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者が取得等した防災・減災関連の設
備について、特別償却を適用。

【税制の概要】
○対象者：令和５年３月３１までに、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

○支援措置：特別償却20%（令和5年4月1日以降に取得等をする資産は18％）

○対象設備：「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

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、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、制震・免震装置、（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：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全ての設備
感染症対策：サーモグラフィ装置（同等に感染症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。）

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、架台、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。）

※ 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。
44



【上乗せ要件：人的投資】

【賃上げ要件】

oｒ

⚫ 「成長と分配の好循環」に向けて、中小企業全体として雇用を確保しつつ、積極的な賃上げや
人材投資を促すことが必要

⚫ 一人一人の賃上げや雇用の確保により給与総額を増加させる中小企業を支援。特に、より大
幅な賃上げや人的投資を行う企業については、大胆な税額控除を適用。

中小企業向け賃上げ促進税制（所得税・法人税・法人住民税）

雇用者全体の給与（給与等支給総額）が

前年度比2.5％以上

⇒ 給与増加額の30%税額控除※

雇用者全体の給与（給与等支給総額）が

前年度比1.5％以上

⇒ 給与増加額の15%税額控除※

※ 控除上限は法人税額等の20％。また、税額控除の対象となる
給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られない。

教育訓練費が

前年度比10％以上増加

⇒ さらに税額控除率を10%上乗せ※

適用対象：青色申告書を提出する中小企業等（資本金1億円以下の企業など）

適用期間：令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

（個人事業主は、令和5年から令和6年度までの各年対象）
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円安環境への対応

１．新規輸出１万者支援プログラム
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ジェトロによる支援【ポータルサイトで登録して個別カウンセリング】

https://www.jetro.go.jp/ichiman-export.html

プログラムへの登録はこちらから（JETROホームページ）
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ジェトロによる支援
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取引適正化への取組

１．パートナーシップ構築宣言
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「パートナーシップ構築宣言」とは

⚫ 「パートナーシップ構築宣言」は、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小
企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言するもの。

（１）サプライチェーン全体の付加価値増大と、新たな連携（IT実装、BCP策定、グリーン調達の支援等）

（２）下請企業との望ましい取引慣行（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5分野
（①価格決定方法、②型管理の適正化、③現金払の原則の徹底、④知財・ノウハウの保護、⑤働き方改革に
伴うしわ寄せ防止）

⚫ 「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」（2020年5月）において、導入を決定。

✓ 【共同議長】経産大臣、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）

【構成員】厚労大臣、農水大臣、国交大臣、内閣官房副長官（政務）、経団連、日商、連合

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議

親会社・発注者下請け・受注者

宣言！

価格転嫁の要望等

１．宣言のイメージ

労務費・原料価格の上昇等

望ましい取引慣行

製造業だけでなく、多様な業種に宣言
いただけるものです。
部品製造委託等に限らず、社内のIT
システム運用や清掃・メンテナンス業
務委託、備品調達等も含めた、幅広
い委託・調達の場面が想定されます。

✓ 第1回は2020年5月、第2回は2020年11月、第3回は2022年2月、第４回は2022年10月11日に開催。
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パートナーシップ構築宣言の宣言数

⚫ 2023年２月17日時点で18,633社が宣言（うち、資本金3億円超の大企業は1,139社）

■宣言数の推移
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「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義①

⚫ 宣言は、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載・公表されます。

⚫ 宣言を行った企業は、パートナーシップ構築宣言の「ロゴマーク」を使用することができ、名刺などに記
載することで取組をPRできます。

■「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

【URL】 https://www.biz-partnership.jp

■ロゴマーク

（参考）「SDGs」の目標

3.すべての人に健康と福祉を
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう

10.人や国の不平等をなくそう
13.気候変動に具体的な対策を
17.パートナーシップで目標を達成しよう

宣言を行った企業は、パートナー
シップ構築宣言の「ロゴマーク」を
使用することができます。
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「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義②

⚫ 以下などの補助金で加点を受けることができます。加点される補助金は、今後追加見込みです。

●事業再構築補助金

➡新分野展開、業態転換、事業・業種転換、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
る中堅・中小企業等を支援

※現在公募中（～４月１９日（水）まで）

●ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

➡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
な中小企業等の設備投資等を支援

※現在公募中（～３月２４日（金）まで）

●省エネルギー投資促進支援事業費補助金

➡省エネルギー設備に入れ替える企業を支援
※３月以降公募開始予定

※加点措置のある補助金については、ポータルサイトで随時更新します。

●ワクチン生産体制強化製造拠点等整備事業補助金

➡平時には企業が普段から生産しているバイオ医薬品を、パンデミック等の有
事の際には感染症に対するワクチンを製造することができる、 両用性を
備えたデュアルユース設備の導入等を支援

※３月以降公募開始予定

●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

➡避難所や避難困難者が多数生じる施設等に設置するＬＰガスタンク、石
油タンク等を導入する者に対し、ＬＰガスタンク等の購入や設置工事費に
要する経費を支援

※２月末以降公募開始予定

●①需要家主導型太陽光発電及び②再生可能エネル

ギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金

➡①需要家が小売電気事業者及び発電事業者と一体となって取り組
む太陽光発電の導入や当該太陽光発電設備への蓄電池の併設を
支援。 ※現在公募中（～３月２４日（金）まで）

➡②FIPの認定を受ける案件であること等を条件に、一定の容量・価格の
上限のもと、蓄電池の導入を支援

※現在公募中（～３月３１日（金）まで）

●バイオものづくり革命推進事業補助金
➡バイオものづくりの原料と製品の多様化に向けたプラットフォーム事業

者と素材・化学等メーカーとの共同開発等を支援

※３月以降公募開始予定

●中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等

導入等支援補助金

➡中小トラック運送事業者に対するテールゲートリフター、トラック搭載型ク
レーン、トラック搭載用２段積みデッキの導入等を支援
※公募期間（２月２７日（月）～３月２２日（水）まで）

●食品原材料調達安定化対策事業補助金
➡食品製造事業者等が原材料の調達に関するリスクを把握し、それに対応

するために行う調達先の多角化、原材料の切替及び製造コスト削減等の

取組等を支援

※３月以降公募開始予定
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「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義③

⚫ 資本金10億円以上・従業員数1,000人以上の企業は、賃上げ促進税制を活用時に宣言が必
要です。2022年度から拡充された税制は、2023年3月末以降の税務申告から適用されます。

■賃上げ促進税制

継続雇用者の賃金を引き上げた場合、増加分の15％以上（最大30％）を法人税額等から控除。

（適用期間：2022年 4月～2024年3月に始まる事業年度）

マルチステークホルダー方針の中で、パートナーシップ構築宣言を公表していることが必要
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「パートナーシップ構築宣言」を公表する意義④

⚫ コーポレートガバナンス・コードでは、サステナビリティを巡る課題として、「取引先との公正・適正な取
引」が新たに位置づけられた。

⚫ また、コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針においては、取締役会の役割として、
「パートナーシップ構築宣言」の宣言状況・実行状況を監督することが新たに位置づけられた。

■コーポレートガバナンス・コード
（東京証券取引所 令和３年６月改訂） 抜粋

【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ
を巡る課題】 上場会社は、社会・環境問題をはじめとする
サステナビリティを巡る課題につい て、適切な対応を行うべ
きである。

補充原則 ２－３① 取締役会は、気候変動などの地球環
境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健 康・労働環
境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正
な取引、自然 災害等への危機管理など、サステナビリティ
を巡る課題への対応は、リスクの 減少のみならず収益機
会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的
な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・
能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。

■コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務
指針（ＣＧＳガイドライン）

（平成29年３月策定・平成30年9月、R4年7月改訂）

※2022年7月19日改訂ＣＧＳガイドライン抜粋

取引先との公正・適正な取引については、監督の具体
的な方法の一つとして、「パートナーシップ構築宣言」を
行っているかどうかについての状況や、宣言している場
合にはその実行状況について取締役会が監督すること
が有益である。
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登録の流れ ポータルサイト・https://www.biz-partnership.jp/index.html

⚫ 宣言の登録はポータルサイト上で行います。ポータルサイトからひな型をダウンロードして宣言文の作成し、
完成した宣言文をPDF形式でポータルサイト上アップロードし、必須項目を入力して登録します。

⚫ 登録後、3日程度でポータルサイト上に宣言文が公表されます。（宣言文に不備がある場合は事務局からご連絡します。）

①ページ上部のメニューから「登録」をクリック

…

②ひな形をダウンロードし、宣言文を作成
（宣言文の作成は次ページ以降をご参照ください。）

③企業名や業種等、必須項目に入力

④作成した宣言文をPDF化し、アップロード

⑤入力内容の確認→「登録する」をクリックして登録完了

①

②

③

④

⑤
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生産性革命推進事業に係る補助金

１．事業承継・引継ぎ補助金

２．小規模事業者持続化補助金

３．ものづくり補助金

４．ＩＴ導入補助金
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生産性革命推進事業に係る補助金

⚫ 生産性革命推進事業では、事業承継・引継ぎ補助金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補
助金、IT導入補助金の４つの補助金をご用意しています。

⚫ 従来の補助金からの変更点として、通年での公募となるため、十分な準備をした上で、都合の良いタイ
ミングで、申請・事業実施が可能です。（締切日は複数回設けられます。）

中小機構ホームページ
https://seisansei.smrj.go.jp/ より

補助上限金額 750万円
～3,000万円、 補助率
１／２～２／３ で新製
品・サービス開発や生産プロ
セス改善等のための設備投
資を支援します。

小規模事業者等が経営計画を
自ら策定し、商工会・商工会
議所の支援を受けながら取り
組む販路開拓等の取組を支援
補助額：上限50～200万円
補助率：２／３
補助対象：チラシ作成、広告
掲載、店舗改装など

ITで業務効率化・データ活用
をしたい インボイス制度への対
応も進めたい 複数社で連携し、
DX（デジタルトランスフォーメー
ション）を進めたい セキュリティ
対策を進めたい企業の方へ
※複数の枠があり、補助額、
補助率が異なります

①経営革新事業
事業承継・M&A後の経営革新
（設備投資・販路開拓等）に係る
費用を補助します
②専門家活用事業
M&A時の専門家活用に係る費用
を補助します
③廃業・再チャレンジ事業
事業承継・M&Aに伴う廃業等に
係る費用（原状回復費・在庫処分
費等）を補助します

ものづくり補助金

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。

持続化補助金

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。

IT導入補助金

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。

事業承継・引継ぎ補助金

中小企業等の事業承継・
引継ぎ後の設備投資等の
新たな取組や、事業引継
ぎ時の専門家活用費用等
を支援します。
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１．【事業承継】 経営者の高齢化、後継者不在による黒字廃業の増加

⚫ 中小企業は経営者の高齢化が年々進んでおり、2019年の全国の経営者の平均年齢は62.2歳
と、高齢化が止まらない状況である。

⚫ 休廃業・解散事業者の損益を見ると黒字廃業の比率は依然として6割を占め、後継者不在の中小
企業は、仮に黒字経営であっても廃業等を選択せざるを得ない状況であることが分かる。

⚫ このような背景から、事業承継支援は待ったなしの状況である。

休廃業・解散事業者の損益別比率

【資料】(株)東京商工リサーチ「2021年『休廃業・解散企業』動向調査（2022年1月）

56.5%

61.5%

61.4%

61.6%

61.9%

64.0%

63.7%

62.6%

43.5%

38.5%

38.6%

38.4%

38.1%

36.0%

36.3%

37.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

黒字 赤字

経営者平均年齢の推移

59.6 
59.9 

60.0 
60.2 

60.4 
60.6 

60.9 
61.2 

61.5 
61.7 

62.2 

58

59

60

61

62

63

【資料】 中小企業白書（2021）より（株）東京商工リサーチ「全国社長の年齢調査」（2019年12月
31日時点）再編 60



１．【事業承継】 事業承継・M&Aに関する支援策（一覧）

⚫ 「引継ぎの準備」から、「円滑な引継ぎ」、「引継ぎ後の経営革新等」まで切れ目なく支援。

M&A支援機関の登録制度
⚫ 「事業承継・引継ぎ補助金」による補助対象を、登録支援機関による支援に限定

（登録事業者：2,823者 R4年3月時点） M&A支援機関に係る自主規制団体
⚫ 自主規制団体において、適切なルールの徹底、M&A支援人材の育成、苦情相談等を実施

引継ぎの準備 引継ぎ後の経営革新等円滑な引継ぎ

○気づきの提供 ○事業承継の相談／M&Aのマッチング ○引継ぎ後の設備投資等

⚫

事
業
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継
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事業承継診断
事業承継・引継ぎ補助金（設備投資、販路開拓等）
⚫ 事業承継やM&A後の設備投資や販路開拓等を支援
⚫ R3年度補正予算では、生産性革命推進事業に位置付け、年間を

通じた機動的かつ柔軟な支援を実施。

経営資源集約化税制②（設備投資）
⚫ M&Aに係る投資額の10％を税額控除 又は 即時償却

（参考）H29年度補正：797件 H30年度補正：797件
R元年度補正：468件 R2年度3次補正：354件
R3年度当初：75件

事業承継・引継ぎ支援センター
⚫ 各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターで、事業承継の相談、

M&Aに係るマッチング支援等を実施。R4年度当初予算で大幅拡充。

事業承継・引継ぎ補助金（専門家活用）
⚫ M&A時の専門家活用を支援（仲介手数料、DD費用等）

⚫ R3年度補正予算では、生産性革命推進事業に位置付け、年間を通
じた機動的かつ柔軟な支援を実施。

経営資源集約化税制①（準備金）
⚫ M&A後のリスクに備えるため、据置5年の準備金を措置
⚫ M&A実施時に、投資額の70％以下の金額を損金算入

○M&A後のリスクへの備え

○M&A時の費用負担軽減

事業承継税制（法人版、個人版）
⚫ 事業承継時の相続税・贈与税を実質負担ゼロに
⚫ R4年度税制改正において、法人版の特例承継計画の確認申請の期

限を１年延長

○事業承継時の相続税・贈与税の実質負担ゼロ

(参考) H20~H30年度：2,500件、R1年度：3,451件、R2年度：2,776件

(参考) R2年度1次補正：1,639件 R2年度3次補正：676件
R3年度当初：236件

中小M&Aガイドライン
⚫ 契約書のひな形、手数料の判断基準、M&A支援機関の行動指針等を提示

○円滑な事業承継やM&Aを進めるための指針

事業承継ガイドライン
⚫ 中小企業における円滑な事業承継やM&Aのために必要な取組、活用すべきツール、注意すべきポイント等を紹介

（凡例）

事業承継とM&Aの両方に適用

事業承継のみに適用

M&Aのみに適用
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１．【事業承継】 事業承継ネットワークによる事業承継診断の取組

⚫ 平成29年度から早期・計画的な事業承継に対する経営者の「気付き」を促すため、全都道府県に、商
工会・商工会議所、金融機関等の身近な支援機関から構成される「事業承継ネットワーク」を構築。

⚫ プッシュ型の事業承継診断により、経営者の事業承継に係る課題やニーズの掘り起こしを行い、過去
4年間累計で約54万件の事業承継診断を実施。

49,899

157,981
169,675

162,311

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

（19地域）

（44地域）
（46地域）

（注）東京都は独自の支援体制を構築しているため含まず。

事業承継診断の実績構成メンバーと支援スキーム

（件）

（46地域）

中小機構地域本部
診断の方法等、

支援機関への研修等を実施

信用保証協会
連携して金融支援

経済産業局・財務局
施策情報の提供等

中小企業

金融機関、商工会・商工会議所、中央会、顧問先を有する士業専門家等

①事業承継診断実施の指示・スキルアップ

事業承継・引継ぎ支援センター
（令和3年度4月より事業承継ネットワークの機能を事業引継ぎ支援センターに統合）

ネットワーク会議の開催等、連携体のとりまとめ、
専門家育成や専門家リストの作成、

専門家派遣の実施

よろず支援拠点・
再生支援協議会等

連携して再生支援

③具体的な支援の実施

②事業承継診断

取次ぎ

※この金融機関等が、事業承継診断を行った中小企業に対して、必要に応じて直接支援を行う。

62



１．事業承継・引継ぎ補助金 （令和4年度第2次補正）

⚫ 中小企業生産性革命推進事業に位置付け。令和４年度補正において 2,000 億円を積み増し、さ
らに令和４～６年度の国庫債務負担行為を確保。継続的な切れ目ない支援を実現 。

⚫ ①事業承継・M&A後の新たな取組（設備投資、販路開拓等）、②M&A時の専門家活用（仲
介・フィナンシャルアドバイザー、デューデリジェンス等）、③廃業・再チャレンジの取組を支援。

支援類型 補助率 補助額

①事業承継・M&Aを契機とする新たな取組に係る費用の補助

経営革新 1/2～2/3 600～800万円

②M&A時の士業等専門家の活用に係る費用の補助

専門家活用 1/2～2/3 ～600万円

③事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に関する廃業費用等の補助

廃業・再チャレンジ 2/3 ～150万円

＜補助率・補助額＞（令和４年度第2次補正）

＜支援類型＞（令和４年度第2次補正）

経営革新

事業承継・M&A後の経営革新（設備投資・
販路開拓等）に係る費用を補助
＊一定の賃上げを実施する場合、補助上 限
を600万円から800万円に引き上げ

創業支援型 他の事業者が保有している経営資源を引継いで創業した場合

経営者交代型
親族内承継等により経営資源を引継いだ場合（後継者が引継ぎ予定の場合
を含む）

Ｍ＆Ａ型 Ｍ＆Ａ（株式譲渡、事業譲渡等）により経営資源を引継いだ場合

専門家活用
M&A時の専門家活用に係る費用（フィナン
シャル・アドバイザー(FA)や仲介に係る費用
等）を補助

買い手支援型 Ｍ＆Ａに伴い経営資源を譲値受ける予定の中小企業等

売り手支援型 Ｍ＆Ａに伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等

廃業・再チャレ
ンジ

事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃
業等を行う者

事業承継・M&Aに伴い一部事業の廃業を行う場合、Ｍ＆Ａが成約せずに廃業せざるを得ず、再チャ
レンジに取り組もうとする場合等（経営革新事業もしくは専門家活用事業との併用が可能）

※FA・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に
登録されたFA・仲介業者による支援に係る費用だけが補
助対象

登録M&A
支援機関
（一覧）
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１．事業承継・引継ぎ補助金 【活用事例①】

アイケイ自動車（本社所在地：佐賀県、売上高：５～10億円、従業員数：40人程度）

引継ぎの内容
 先代社長が70歳になるタイミングで事業承継することを以前から
計画、計画通り社長交代（後継者は45歳・親子）

 30名を超える従業員が在籍し、自動車整備を始め地域に１店
舗しかない携帯電話ショップ運営も手がける等、地域社会に必
要とされている企業であると自負しており、現在の雇用を守ること
と地域経済発展の支えとなることに使命感を感じ事業を承継。

引継ぎにあたり実施した取組と効果
 承継を機に新たな車整備の取り組みを進めるべく、補助金により、
最新の全自動フロンガス回収再生装置などを導入。

 設備導入により、ミニバンへの対応が可能となり、エーミング及びエ
アコンのガス交換も対応可能となることから、対応車種・業務量
の増加により、売上増加を期待。

出典：事業承継・引継ぎ補助金事務局HPより抜粋

導入した全自動フロンガス回収再生装置
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１．事業承継・引継ぎ補助金 【活用事例②】

原田織物（本社所在地：和歌山県、売上高：10～20億円、従業員数：160人程度）

引継ぎの内容
 被承継者（73歳）は高齢と後継者不在のため、事業継続を
断念することとしていた。取引先として長年信頼関係のあった承
継者（44歳）は、養ってきた染色技術の損失は大きいと考え、
それらを維持、継続する必要を強く感じたため、承継することとし
た。

 承継者が従来より生産している業務用フキンやマイクロファイバー
を用いたクロス等を編み上げる技術力に、今回事業承継した原
糸の特殊加工技術（制菌・抗菌等）を組み合わせることにより、
新たな事業分野である工業用フィルターの生産にも取り組むこと
ができるようになった。

引継ぎにあたり実施した取組と効果
 環境問題に配慮した工業用フィルターの製造を行う際に、非常に
重要となる製造現場の温度及び湿度の管理を行うべく、空調設
備を補助金で導入。

 原料となる糸に精通した人員を承継先に送り込み試作品開発
に協力している。

出典：事業承継・引継ぎ補助金事務局HPより抜粋

導入した空調設備
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⚫ 免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援
する上乗せ枠を創設し、補助上限額の引き上げを実施

⚫ 補助上限額100万円、補助率2/3の新たな申請類型を創設

類型 概 要

インボイス枠

〇申請要件 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも
免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のう
ち、インボイス発行事業者に登録し、販路開拓の取り組みを行う小規模
事業者

〇補助上限 100万円
〇補 助 率 2/3

申請類型(いずれか1つのみ) 補助上限額 補助率 要件（通常枠以外はすべて通常枠の取り組みに加えて実施）

通常枠 50万円 2/3 経営計画を作成し､その計画に沿って販路開拓の取組等を行うこと。

成
⻑
・
分

配
強
化
枠

賃金引上げ枠

200万円 2/3

事業場内最低賃金が地域別最低賃金より＋30円以上となること。
赤字事業者は補助率3/4に引上げ。

卒業枠 雇用を増加し、事業規模を拡大すること。

新
陳
代
謝

枠 後継者支援枠 アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれること。

創業枠 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等事業の
支援」を受けること。

インボイス枠 100万円 インボイス発行事業者として新たに登録すること。

R4fyから新設

２．小規模事業者持続化補助金
商工会・商工会議所の支援を受けながら策定した経営計画に基づいて実施
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ものづくり補助⾦
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補正予算（１４次締切）
事業名 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦

事業内容
中⼩企業・⼩規模事業者等（１社単独）が、今後複数年にわたり相次いで直⾯する制
度変更に対応するため、⾰新的サービス開発・試作品開発・⽣産プロセスの改善を⾏うた
めの設備投資等を⽀援するもの

補助上限

枠＼従業員数 ５⼈以下 ６〜２０⼈ ２１人以上

通常枠

750万 1,000万 1,250万回復型賃上げ枠

デジタル枠

グリーン枠
①エントリー類型750万
②スタンダード類型1,000万
③アドバンス類型2,000万

①エントリー類型1,000万
②スタンダード類型1,500万
③アドバンス類型3,000万

①エントリー類型1,250万
②スタンダード類型2,000万
③アドバンス類型4,000万

グローバル市場開拓枠 3,000万

補助率
通常枠 回復型

賃上げ枠 デジタル枠 グリーン枠 グローバル
市場開拓枠

1/2
⼩規模事業者等2/3以内 2/3 1/2

⼩規模事業者等2/3以内

補助対象経費
機械装置・システム構築費、技術導⼊費、専⾨家経費、運搬費、クラウドサービス利⽤費、原材料費、外注費、知
的財産権等関連経費、海外旅費(グローバル市場開拓枠に限る)、広告宣伝・販売促進費（グローバル市場開拓
枠のうち海外市場開拓（JAPANブランド）類型に限る）

公募時期 随時公募(14次〆)︓令和5年1⽉11⽇(⽔)〜4⽉19⽇（⽔）

事務局 全国中⼩企業団体中央会

令和４年度補正予算 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦ 事業概要
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ものづくり補助⾦の全体像

概要
補助上限額

※下限額はグリーン枠スタンダード、アドバン
スを除き、全ての枠100万円

補助率

通常枠
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。

５⼈以下︓750万円
６〜20⼈︓1,000万円
21⼈以上︓1,250万円

1/2、
2/3(⼩規模・
再⽣事業者)

回復型賃上げ・雇⽤拡⼤枠
業況が厳しい事業者※が賃上げ・雇⽤拡⼤に取り組むための⾰新的な製品・
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。
※前年度の事業年度の課税所得がゼロである事業者に限る。

2/3

デジタル枠
DXに資する⾰新的な製品・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
による⽣産性向上に必要な設備・システム投資等を⽀援。

グリーン枠
温室効果ガスの排出削減に資する取組に応じ、⾰新的な製品・サービス開発⼜は
炭素⽣産性向上を伴う⽣産プロセス・サービス提供⽅法の改善による⽣産性向上に
必要な設備・システム投資等を⽀援。

エントリー
５⼈以下︓750万円

６〜20⼈︓1,000万円
21⼈以上︓1,250万円

スタンダード
５⼈以下︓1,000万円
６〜20⼈︓1,500万円
21⼈以上︓2,000万円

アドバンス
５⼈以下︓2,000万円
６〜20⼈︓3,000万円
21⼈以上︓4,000万円

グローバル市場開拓枠
海外事業の拡⼤等を⽬的とした設備投資等を⽀援。海外市場開拓（JAPANブラン
ド）類型では、海外展開に係るブランディング・プロモーション等に係る経費も⽀援。

3,000万円
(従来、補助下限額は1,000万円のところ、

100万円に引き下げ)

1/2、
2/3(⼩規模

事業者)

⼤幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
補助事業終了後、３〜５年で⼤幅な賃上げに取り組む事業者に対し、上記枠の補助上限を100万円
〜1,000万円、更に上乗せ。（回復型賃上げ・雇⽤拡⼤枠などは除く）

※⾚字箇所を令和４年度２次補正予算にて拡充
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ものづくり補助⾦の⾒直し・拡充

３．海外展開⽀援の強化

５．その他

４．認定機器・システム導⼊型の新設

１．⼤幅賃上げに係る補助上限額引上の特例

 中⼩企業の海外市場開拓を強⼒に⽀援するため、⼀部類型について、補助対象経費に新たにブランディング・プロモーション
等に係る経費を追加する。

 業種・業態に共通する⽣産性向上に係る課題を解決するため、認定を受けた設備・システムについて重点的に⽀援を⾏う類
型を創設。今年度は、まず業種・業態に共通する課題を認定し、当該課題解決のための研究開発を促す。認定を受けた設
備等への導⼊⽀援は、次年度以降実施予定。

 温室効果ガスの排出削減に資する⾰新的な製品・サービスの開発や炭素⽣産性向上を伴う⽣産プロセス・サービス提供⽅法の
改善等を⾏う事業者を対象に、温室効果ガス排出削減の取組段階に応じた３段階の⽀援類型を創設。⾼度な取組を実施し
ている場合、補助上限額を最⼤4,000万円に拡充する。

 「成⻑と分配の好循環」を⼀層強⼒に推し進めるため、⼤幅な賃上げに取り組む事業者については、補助上限を引き上げ
る（回復型賃上げ・雇⽤拡⼤枠などを除く）。

２．グリーン枠の拡充

令和元年度補正予算〜３年度補正予算を基に、13次公募まで実施済。
現在、令和4年度2次補正予算を基に、令和5年1⽉11⽇（⽔）から14次公募開始中。
その後も、令和６年度まで切れ⽬なく公募を実施予定。

 ビジネスモデル構築型については、廃⽌する。

14次公募から

14次公募から

次年度以降の予算から

14次公募から

 補助対象事業者に、「社会福祉法⼈」を追加。
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IT導⼊補助⾦
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「IT導⼊補助⾦」の概要

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・⼩規模事業者等の労働⽣産性の向上を⽬的として、業務効率化やDX等に向けた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。

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等も補助対象に含む。

３．補助額・補助率
枠名 通常枠 セキュリティ

対策推進枠 デジタル化基盤導⼊枠

類型名 A類型 B類型 ー デジタル化基盤導⼊類型 複数社連携IT導⼊類型

補助額 5万円〜
150万円未満

150万円〜
450万円以下 5万円〜100万円

ITツール PC等 レジ等 a. デジタル化基盤導⼊類型の対
象経費

⇒左記と同様
b. それ以外の経費
⇒補助上限額は50万円×グルー
プ構成員数、補助率は２／３

（１事業あたりの補助上限額は、
3,000万円（(a)+(b))及び事務費・
専⾨家費）

〜50万
円以下
※下限額

撤廃

50万円超
〜350万円

〜10
万円

〜20
万円

補助率 １／２以内 １／２以内 １／２以内 ３／４
以内

２／３
以内 １／２以内

対象
経費

ソフトウェア購⼊費、クラウド
利⽤費（クラウド利⽤料最⼤２

年分）、導⼊関連費
サービス利⽤料
（最⼤2年分）

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

【複数社連携IT導⼊類型のみ】上記に加え事務費・専⾨家費
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「IT導⼊補助⾦」の補助スキーム

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、審査、検査を⾏う

＜共同事業体＞

IT導⼊⽀援事業者
（ITベンダー・サービス事業者等）

• IT導⼊補助⾦事務局にIT導⼊⽀援事業者登録
申請・ITツール登録申請を⾏う

• 申請者／補助事業者に対してITツールを販売し、
導⼊・活⽤のサポートを⾏う

審査・登録及び
各種指導

審査・補助⾦交付

補助⾦交付申請

・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申請
ITツール登録申請

補助⾦申請者・補助事業者
(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
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各メニューの概要

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

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

 中⼩企業等の⽣産性の向上を⽬的として、業務効率化やDXに向けて⾏うITツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導⼊を⽀援
。各枠・類型に関する説明は以下のとおり。

 通常枠（A類型、B類型）

事務局に登録されたITツールを導⼊する中⼩・⼩規模事業者等に対し、当該ITツールの導⼊費⽤の⼀部を補助する
もの。「ツール導⼊により効率化する業務プロセスの数」によって類型が分かれ、補助上限額等も類型によって異なる。

 セキュリティ対策推進枠

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

【A類型】補助額30万円〜150万円未満（補助率１／２以内）
【B類型】補助額150万円〜450万円以下（補助率１／２以内）

● 中⼩企業・⼩規模事業者等が、働き⽅改⾰、被⽤者保険の適⽤拡⼤、賃上げ、インボイスの導⼊等に対応す
るため、⽣産性の向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス等）の導⼊費⽤を⽀援する。

● 中⼩企業・⼩規模事業者等
２．補助対象事業者

３．事業イメージ（例）
● 導⼊したITツールを活⽤して、⽣産性向上に取り組む。

４．補助対象経費（⼀例）

５．補助額・補助率

○ソフトウェア
○導⼊関連費（オプション）
機能拡張やデータ連携ツールの導⼊、セキュリティ対策実施
に係る費⽤

○導⼊関連費（役務の提供）
導⼊コンサルティング、導⼊設定・マニュアル作成・導⼊研修、
保守サポートに係る費⽤

<ITツールの要件>
【A類型】右図の内、1種類以上の業務プロセスを保有する
ソフトウェアを申請すること（汎P-07のみは不可）
【B類型】右図の内、4種類以上の業務プロセスを保有する
ソフトウェアを申請すること

１．概要

R4⼆次補正予算では下限額を引下げ、クラウド利⽤料の補助期間を延⻑。
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補助額5万円〜100万円以下（補助率１／２以内）

「セキュリティ対策推進枠」の概要

● 中⼩企業等においてサイバーインシデントにより事業継続困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が
供給制約や価格⾼騰を潜在的に引き起こすリスクや⽣産性向上を阻害するリスクを低減するための⽀援を⾏う。

● 具体的には、「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、IT導⼊⽀援事業者が
提供し、かつ事務局に事前登録されたサービスを導⼊する際、サービス利⽤料（最⼤2年分）を補助する。

● 中⼩企業・⼩規模事業者等（従来のIT導⼊補助⾦と同様）

１．概要

２．補助対象事業者

３．事業イメージ（例）
● 導⼊したサービスを活⽤して、サイバーインシデントのリスク低減に取り組む。

４．補助対象経費（⼀例）

５．補助額・補助率

〇ITツールの導⼊費⽤（サービス利⽤料（最⼤2年分））

＜留意点＞
・中⼩企業等は、登録されたIT導⼊⽀援事業者への相談を⾏い、適切なITツールを選択し、申請すること
・本事業において補助の対象となるITツールは、独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバー
セキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスのうち、本事業においてIT導⼊⽀援事業者が提供し、
かつ事務局に事前登録されたサービスを指す

【サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト】https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/index.html
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ITツール︓補助額5万円〜50万円以下（補助率３／４以内）、補助額50万円超〜350万円（補助率２／３以内）
⇒導⼊するITツールが「会計」・「受発注」・「決済」・「EC」の機能を２機能以上有する場合は、補助額350万円以下の申請が可能。

（1機能の場合は、補助額50万円以下の申請が可能。）
PC・タブレット等︓補助額10万円まで（補助率１／２以内）、レジ・券売機等︓補助額20万円まで（補助率１／２以内）

デジタル化基盤導⼊枠（デジタル化基盤導⼊類型）の概要
中⼩企業庁 経営⽀援課
中⼩企業庁 商業課

● 中⼩企業・⼩規模事業者等に、インボイス制度も⾒据えたデジタル化を⼀挙に推進するため、会計ソフト・受発
注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導⼊費⽤に加え、PC・タブレット、レジ・券売機等の導⼊費⽤を⽀援する。

● 中⼩企業・⼩規模事業者等（従来のIT導⼊補助⾦と同様）

１．概要

２．補助対象事業者

３．事業イメージ（例）
● 導⼊したITツール及びハードウェアを活⽤して、⽣産性向上に取り組む。

４．補助対象経費（⼀例）

５．補助額・補助率

350

50

対象経費
（万円）

3/4
補助

2/3
補助

補助率：2/3〜3/4補助
補助上限：最⼤350万円

補助⾦額
（万円）（１）ソフトウェア、オプション、役務

ソフトウェア購⼊費、クラウド利⽤料（最⼤2年分）、
オプション（セキュリティソフト等）、役務費（導⼊⽀援費、保守費等）
※ 「会計」・「受発注」・「決済」・「EC」の機能を有するものに限る

（２）ハードウェア
ソフトウェア・クラウドサービスの使⽤に資する機器

（PC・タブレット、レジ・券売機等）購⼊費⽤、設置費⽤

【ITツールの補助率・補助上限額の関係】

R4⼆次補正予算では下限額を撤廃。
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デジタル化基盤導⼊枠（複数社連携IT導⼊類型）の概要

（１）基盤導⼊経費
●ITツール︓会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECサイト構築に限る 【クラウド利⽤料は最⼤２年分】
●ハードウェア︓PC・タブレット、レジ・券売機等

（２）消費動向等分析経費
ITツール︓消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電⼦地域通貨システム、

キャッシュレスシステム、⽣体認証決済システム 等 【クラウド利⽤料は１年分】
ハードウェア︓AIカメラ、ビーコン、デジタルサイネージ 等

（３）参画事業者のとりまとめに係る事務費、専⾨家費

● 複数の中⼩・⼩規模事業者が連携してＩＴツール及びハードウェアを導⼊することにより、地域DXの実現や、⽣産性の向上を
図る取組に対して、複数社へのＩＴツールの導⼊等を⽀援する。

１．概要

２．補助対象事業者

３．補助対象経費（⼀例）

※事業に参加する中⼩企業・⼩規模事業者等の条件は
「10者以上」であること等を要件とする● 商⼯団体等

（例）商店街振興組合、商⼯会議所、商⼯会、事業協同組合 等
● 当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い⼿として事業に取り組むことができる中⼩企業者⼜は団体
（例）まちづくり会社、観光地域づくり法⼈（DMO） 等

● 複数の中⼩企業・⼩規模事業者等により形成されるコンソーシアム

４．補助率・補助上限額
補助率
（１）基盤導⼊経費︓1/2〜3/4（デジタル化基盤導⼊類型と同様）
（２）消費動向等分析経費︓2/3以内 、（３）事務費、専⾨家費︓2/3以内
補助上限額︓（１）＋（２）⇒3,000万円、（３）⇒200万円
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成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業
（Go-Tech事業）
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事業⽬的

事業概要

中⼩企業が⼤学・公設試等の研究機関等と連携して⾏う研究開発、試作品開
発及び販路開拓への取組を最⼤３年間⽀援します。特に、本事業で取り組む研
究開発プロジェクトに関し、ファンド等の出資者から出資を受けることが⾒込まれる
場合には、重点的に⽀援を⾏います（出資獲得枠）。

特定のものづくり基盤技術及びIoT、AI等の先端技術を活⽤した⾼度なサービス
に関する研究開発や試作品開発等の取組を⽀援し、中⼩企業のものづくり基盤
技術及びサービスの⾼度化を通じて、イノベーションによる我が国製造業及びサービ
ス業の国際競争⼒の強化を図ることを⽬的とします。

成果⽬標
○事業終了時点での以下の達成を⽬指します。
・個々のプロジェクトの研究開発達成度50％超

○事業終了後5年経過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
・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
・補助事業の総売上累計額が総予算投⼊額の150%

133 億円 105
事業の内容 事業スキーム（対象者、対象⾏為、補助率等）

中⼩企業庁経営⽀援部
技術・経営⾰新課

成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業（Go-Tech事業)
(旧戦略的基盤技術⾼度化・連携⽀援事業（サポイン事業及びサビサポ事業））
令和５年度予算案額 ( 億円 ）

補助
委託(原則2/3以内) 中⼩企業者

⼤学、公設試
⺠間団体等

国

※委託︓補助事業に係る評価・分析、販路開拓等に取り組みます。
補助︓中⼩企業が⼤学・公設試等の研究機関等と連携して⾏う研究開発等

を⽀援します。

補助事業期間︓２〜３年
補助上限額 ︓（通常枠）単年4,500万円、３年間9,750万円

（出資獲得枠）単年１億円、３年間３億円
補助率︓中⼩企業者等2/3以内 ⼤ 学 ・公設試等定額
※⼀部定額上限あり、課税所得15億円超の中⼩企業等は1/2以内
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 旧サポイン事業、旧サビサポ事業を統合。呼称【Go-Tech】（ゴーテック）。
中⼩企業者等が有するものづくり基盤技術及びサービスの⾼度化に向けて、中⼩

企業者等が、研究機関等と連携して⾏う事業化に繋がる可能性の⾼い研究開発
及びその成果の販路開拓への取組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

共同体

協⼒して、⾰新的
センサーを作りましょう︕

技術・製品

事業イメージ

⾼度なものづくり基盤技術及びサービスモデルの研究開発等を⽀援︕

成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業 【制度概要】
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令和５年度「成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業」

【補助率について】
※ 定額補助の者(2)に関しては補助⾦総額の1／3以下であることが必要
※ ⼤学・公設試等が事業管理機関として共同体に参加している場合に限り定額（ただし、補助率2／3が適⽤される場合がある(注1))

(注1) 事業管理機関である場合は、通常枠では300万円、出資獲得枠では600万円まで定額とし、それ以上については、採択審査委員会(注2)において⾼い評価を受けた
上位50％については定額とし、下位50％については補助率2／3以内を適⽤する。研究等実施機関である場合は、通常枠、出資獲得枠ともに公募申請時における
共同体全体の補助⾦額の1／6まで定額とし、それ以上については、採択審査委員会(注2)において⾼い評価を受けた上位50％については定額とし、下位50％については
補助率2／3以内を適⽤する。

(注2) 2年⽬についても採択審査委員会の結果によることとする。3年⽬については中間評価の結果によることとする。

o 公募期間：令和5年2月22日(水)～令和5年4月20日(木)【17時締切】

o 対象者：中小企業・小規模事業者等を中心とした共同体

o 補助事業期間：2年度又は3年度

o 補助率：(1) 中小企業者等(補助率：2／3以内)、(2) 大学・公設試等(補助率：定額)

(1) 通常枠
 中小企業者等が大学・公設試等と連携し、高度化指針を踏まえて行う研究開発を支援するもの
 補助上限額：単年度あたり4,500万円以下、２年間合計で7,500万円以下、３年間合計で9,750万円以下
 採択想定件数：120件程度

(2) 出資獲得枠：

 高度化指針を踏まえて研究開発等を行う中小企業者等であって、補助事業開始（初年度交付決定日）から補
助事業終了後1年までの間に、当該研究開発プロジェクトに関し、ファンド等の出資者からの出資を受ける
ことが見込まれる事業者を支援するもの

 補助上限額：単年度あたり1億円以下、2年間合計で2億円以下、3年間合計で3億円以下
ただし、補助上限額はファンド等が出資を予定している金額の2倍を上限とする。

 採択想定件数：５～１０件程度

中⼩企業者等が、ものづくり基盤技術及びサービスの⾼度化に向けて、⼤学・公設試等と連携して⾏う研究開発
等が⽀援対象。具体的には、「中⼩企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの⾼度化等に関する指針」（以
下、「⾼度化指針」という）を踏まえた研究開発等が⽀援対象となる。
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主たる研究実施場
所

（都道府県）

令和3年度
（サポイン）

令和4年度
（Go‐Tech）

増減

青森県 1（1） 0（0） ▲1（▲1）

岩手県 2（6） 2（6） ±0（±0）

宮城県 5（11） 2（10） ▲3（▲1）

秋田県 1（5） 2（3） +1（▲2）

山形県 0（2） 3（4） +3（+2）

福島県 0（3） 1（2） +1（▲1）

東北 9（28）
【倍率3.1倍】

10（25）
【倍率2.5倍】

+1（▲3）

全国 65（247）
【倍率3.8倍】

138（320）
【倍率2.3倍】

+73（+73）

単位︓件 （ ）内は申請件数

 今年度は２回公募を実施
したため、申請件数は全国
的に増加した。⼀⽅、東北
地域の申請件数は減少し
た。

 公設試の関与案件は、応
募7件、採択に⾄ったのは
4件（秋⽥2件、宮城と
⼭形各1件）

成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業 【令和４年度採択状況】

 応募件数︓（全国）320件（通常枠315件、出資獲得枠5件）
 採択件数︓（全国）138件（通常枠135件、出資獲得枠3件）

うち東北地域は応募25件に対して、10件の採択（全て通常枠）

※第１回・第２回の合計
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事業再構築補助⾦
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• 令和５年３⽉下旬頃公募開始予定
• 令和5年度末までに3回程度の公募を実施予定。
• 但し、サプライチェーン強靱化枠ついては、１〜２回程度の公募を実施予定。

令和４年度第⼆次補正予算にかかる公募

 令和5年3⽉24⽇(⾦)まで第9回公募を実施中。
 令和４年度第⼆次補正予算による公募は、3⽉下旬頃から公募開始予定。

公募期間︓ 令和5年１⽉16⽇(⽉)〜3⽉24⽇(⾦)18︓00
申請受付︓ 調整中
採択発表︓ 令和5年6⽉上旬〜中旬頃を予定

第９回公募（現在公募中）

公募スケジュール

※ 第9回公募の応募締切は第8回公募の採択発表以前になる予定のため、
第8回公募で応募された場合、第9回公募での応募はできませんのでご注意ください。
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類型 最低賃⾦枠 物価⾼騰対策
・回復再⽣応援枠

産業構造
転換枠 成⻑枠

グリーン成⻑枠 サプライチェーン
強靱化枠エントリー スタンダード

対象
最低賃⾦引上げの
影響を受け、その原
資の確保が困難な

事業者

業況が厳しい事業者や事
業再⽣に取り組む事業者、
原油価格・物価⾼騰等の

影響を受ける事業者

国内市場縮⼩等
の構造的な課題に
直⾯している業種・

業態の事業者

成⻑分野への⼤胆
な事業再構築に取

り組む事業者

研究開発・技術開発⼜は⼈材育成を⾏いなが
ら、グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14分野の課

題の解決に資する取組を⾏う事業者

海外で製造する部品
等の国内回帰を進め、
国内サプライチェーンの
強靱化及び地域産業
の活性化に資する取

組を⾏う事業者

補助
上限

最⼤
1,500万円

最⼤
3,000万円

最⼤
7,000万円

最⼤
7,000万円

最⼤
8,000万円
(中堅1億円)

1億円
(中堅1.5億円)

最⼤
5億円

補助率 3/4 2/3 (⼀部3/4) 2/3 1/2（⼤規模賃上げ達成で2/3へ引上げ） 1/2

業況が厳しい事業者向け ○⼤規模賃⾦引上︓上限3,000万円上乗せ
○中⼩企業等からの卒業︓上限を２倍に引上げ

賃上げ等へのインセンティブ

事業再構築補助⾦（令和4年度第⼆次補正予算）の全体像
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必須要件（全枠共通）

類型 最低賃⾦枠 物価⾼騰対策
・回復再⽣応援枠

産業構造
転換枠 成⻑枠

グリーン成⻑枠 サプライチェーン
強靱化枠エントリー スタンダード

付加価値額
⼜は

従業員⼀⼈
あたり

付加価値額
の年率平均

３％以上 ３％以上 3％以上 ４％以上 4%以上 ５％以上 ５％以上

A ︓事業計画を認定経営⾰新等⽀援機関や⾦融機関と策定し、
⼀体となって事業再構築に取り組む

B ︓補助事業終了後３〜５年で、
付加価値額の年率平均3.0〜5.0%（申請枠により異なる）以上増加
⼜は 従業員⼀⼈当たり付加価値額の年率平均3.0〜5.0%

（申請枠により異なる）以上増加
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１．成⻑枠
 成⻑分野に向けた⼤胆な事業再構築に取り組む事業者に対する⽀援。
 現在の必須要件を⾒直し、売上⾼減少要件を撤廃。

成⻑枠の対象となる事業者
必須要件に加え、以下の要件をいずれも満たすこと
① 取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡⼤する業種・業態（※）

に属していること
② 事業終了後3~5年で給与⽀給総額を年率平均2%以上増加させること
(※) 対象となる業種・業態は、事務局で指定します。（公募開始時に事務局HPで公開予定。）

また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。
過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。

従業員規模 補助上限額 補助率

20⼈以下 2,000万円
【中⼩企業】 1/2（⼤規模な賃上げ※を⾏う場合2/3）
【中堅企業】 1/3（⼤規模な賃上げ※を⾏う場合1/2）

※事業終了時点で、①事業場内最低賃⾦＋45円、②給与⽀給総額＋6%を達成すること。

21〜50⼈ 4,000万円

51〜100⼈ 5,000万円

101⼈以上 7,000万円

※ 事業実施期間中に中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者等に対する上乗せ枠（卒業促進枠）⼜は 継続的な賃⾦引上げに取り組むとともに
従業員を増加させる事業者に対する上乗せ枠（⼤規模賃⾦引上促進枠） に同時応募可能

⾒直し
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２-1．グリーン成⻑枠（スタンダード）
 グリーン分野での事業再構築を通じて⾼い成⻑を⽬指す事業者が対象。

＜現⾏＞
①補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均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5.0%以上増加の達成を⾒込む事業計画を策定すること
②グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であり、

2年以上の研究開発・技術開発⼜は従業員の10%以上が年間20時間以上の⼈材育成をあわせて⾏うこと

＜今後＞
現⾏の要件に加えて、以下を満たすこと
①事業終了後3~5年で給与⽀給総額を年率平均2%以上増加させること

※事業実施期間中に中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者等に対する上乗せ枠（卒業促進枠）⼜は
継続的な賃⾦引上げに取り組むとともに従業員を増加させる事業者に対する上乗せ枠（⼤規模賃⾦引上促進枠）に同時応募可能

従業員規模 補助上限額 補助率

中⼩企業 ー 1億円 【中⼩企業】 1/2（⼤規模な賃上げ※を⾏う場合2/3）
【中堅企業】 1/3（⼤規模な賃上げ※を⾏う場合1/2）

※事業終了時点で、①事業場内最低賃⾦＋45円、②給与⽀給総額＋6%を達成
すること。

中堅企業 ー 1.5億円

グリーン成⻑戦略
（令和3年6⽉18⽇策定）

⾒直し
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２-2．グリーン成⻑枠（エントリー）
 グリーン分野での事業再構築を通じて⾼い成⻑を⽬指す事業者が対象。
 要件を緩和した類型（エントリー）を創設し、使い勝⼿を向上。
＜現⾏＞
①補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均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5.0%以上増加の達成を⾒込む事業計画を策定すること
②グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であり、

2年以上の研究開発・技術開発⼜は従業員の10%以上が年間20時間以上の⼈材育成をあわせて⾏うこと

※事業実施期間中に中⼩企業から中堅企業へ成⻑する事業者等に対する上乗せ枠（卒業促進枠）⼜は
継続的な賃⾦引上げに取り組むとともに従業員を増加させる事業者に対する上乗せ枠（⼤規模賃⾦引上促進枠）に同時応募可能

＜今後＞
必須要件（Ｂについては付加価値額の年率平均4.0%以上増加）に加え、以下の要件を満たすこと
①グリーン成⻑戦略「実⾏計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であり、

1年以上の研究開発・技術開発⼜は従業員の5%以上に対する年間20時間以上の⼈材育成をあわせて⾏うこと
②事業終了後3~5年で給与⽀給総額を年率平均2%以上増加させること

従業員規模 補助上限額 補助率

中⼩企業
20⼈以下 4,000万円 【中⼩企業】 1/2（⼤規模な賃上げ※を⾏う場合2/3）

【中堅企業】 1/3（⼤規模な賃上げ※を⾏う場合1/2）

※事業終了時点で、①事業場内最低賃⾦＋45円、②給与⽀給総額＋6%を達成
すること。

21〜50⼈ 6,000万円
51⼈〜 8,000万円

中堅企業 ー 1億円

⾒直し
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⼤幅賃上げ・規模拡⼤へのインセンティブ①

 成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠に申請する事業者に対し、補助額を上乗せする、卒業促
進枠・⼤規模賃⾦引上促進枠を設け、成⻑・賃上げのインセンティブとする。
※ 卒業促進枠、⼤規模賃⾦引上枠は併⽤不可

卒業促進枠
従業員
規模 補助⾦額 補助率

成⻑枠・グリーン成⻑枠に準じる 中⼩ １/２
中堅 １/３

 補助上限額を２倍に引上げ
【要件】
補助事業の終了後3~5年で中⼩企業・特定事業者・中堅
企業の規模から卒業すること

新設

※ 卒業促進枠、⼤規模賃⾦引上促進枠とも、補助対象経費は、成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠のものと分ける必要があります。
要件達成後、実績報告を提出いただき、その確認をもって補助⾦を⽀払います。

⼤規模賃⾦引上促進枠
 補助上限額に3000万円上乗せ
【要件】
o 補助事業の終了後3~5年の間に、以下の要件をいずれも満

たすこと
①事業場内最低賃⾦を年額45円以上の⽔準で引き上げること
②従業員数を年率平均1.5%以上増員させること

従業員
規模 補助⾦額 補助率

ー 3,000万円 中⼩︓１/２
中堅︓１/３

※ 成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠のみ
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⼤幅賃上げ・規模拡⼤へのインセンティブ② 新設

成⻑枠・グリーン成⻑枠の補助率引上げ

【要件】
補助事業期間内に、以下をいずれも達成した場合、
①給与⽀給総額を年平均６％増加
②事業場内最低賃⾦を年額45円以上の⽔準で引上げ

ただし、事業終了後3〜5年で給与⽀給総額を年率平均2％以上増加させることが出来なかった場合、差額分（補助率1／6分）
の返還を求めます。

成⻑枠・グリーン成⻑枠・サプライチェーン強靭化枠の加点措置

 成⻑枠⼜はグリーン成⻑枠に申請する事業者が、⼤幅な賃上げを⾏う場合、補助率
を引き上げる。

従業員
規模 補助⾦額 補助率

成⻑枠・グリーン成⻑枠
に準じる

中⼩企業
1/2 ➡ 2/3

中堅企業
1/3  ➡ 1/2

 補助率を中⼩企業は2/3に、中堅企業は1/2に引上げ

成⻑枠・グリーン成⻑枠・サプライチェーン強靱化枠に申請し、⼤幅な賃上げを実施する事業者に対し、加点を⾏う。
①事業終了後３〜５年で、給与⽀給総額年率平均３％以上増加
②事業終了後３〜５年で、給与⽀給総額年率平均４％以上増加
③事業終了後３〜５年で、給与⽀給総額年率平均５％以上増加
※賃上げ幅が⼤きいほど追加で加点
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３．産業構造転換枠
 国内市場の縮⼩等の産業構造の変化等により、事業再構築が強く求められる業種・

業態の事業者に対し、補助率を引き上げる等により、重点的に⽀援。
 対象経費に廃業費を追加し、廃業費がある場合は補助上限額を上乗せする。

従業員規模 補助上限額（※） 補助率

20⼈以下 2,000万円

【中⼩企業】 2/3
【中堅企業】 1/2

21〜50⼈ 4,000万円
51〜100⼈ 5,000万円
101⼈以上 7,000万円

産業構造転換枠の対象となる事業者
必須要件（Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。）に加え、
以下のいずれかを満たすこと
① 過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮⼩する業種・業態に属していること
② 地域における基幹⼤企業が撤退することにより、市町村内総⽣産の10%以上が失われると⾒込ま

れる地域に属しており、当該基幹⼤企業との直接取引額が売上⾼の10%以上を占めること

※ 廃業を伴う場合には、廃業費を最⼤2,000万円上乗せ

新設

※ ①については、業界団体が要件を満たすことについて⽰した場合、その業種・業態を指定業種として指定します。（3⽉上旬受付開始予定）
⼜は、コロナ後〜今後の10年間で市場規模が10％以上縮⼩することについて、応募時に客観的な統計等で⽰していただき、事務局の審査で認められた
場合にも対象となります。（過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します）

※ ②については、要件を満たす地域であることについて、⾃治体が資料を作成し、証明する必要があります。（3⽉上旬受付開始予定）
公募開始時に指定された地域を公表します。
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4．物価⾼騰対策・回復再⽣応援枠
 コロナや物価⾼等により依然として業況が厳しい事業者に対して、⽀援を継続。
 第9回公募までの「回復・再⽣応援枠」と「緊急対策枠」を統合し、新たに「物価⾼騰

対策・回復再⽣応援枠」として措置。

必須要件（Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。）に加え、以下のいずれかを満たすこと
① 2022年1⽉以降の連続する６か⽉間のうち、任意の３か⽉の合計売上⾼が、2019~2021年と⽐較して

10%以上減少していること
② 中⼩企業活性化協議会等から⽀援を受け、再⽣計画等を策定していること

＜今後（物価⾼騰対策・回復再⽣応援枠）＞

※物価⾼騰対策・回復再⽣応援枠の対象となる事業者

現⾏の必須要件に加え、以下を満たすこと
（回復再⽣応援枠）①2021年10⽉以降のいずれかの⽉の売上⾼が対2020年⼜は2019年同⽉⽐で30％以上減少していること

②再⽣⽀援協議会スキーム等に則り再⽣計画を策定していること
（緊急対策枠） ① 2022年1⽉以降の３か⽉の合計売上⾼が、2019〜2021年と⽐較して10％以上減少していること

＜現⾏の「回復・再⽣応援枠」、「緊急対策枠」＞

従業員規模 補助上限額 補助率

5⼈以下 1,000万円 【中⼩企業】 2/3
（従業員数5⼈以下の場合400万円、従業員数6〜20⼈の場合600万円、従業員数21〜

50⼈の場合は800万円、従業員数51⼈以上の場合は1,200万円までは3/4）
【中堅企業】 1/2

（従業員数5⼈以下の場合400万円、従業員数6〜20⼈の場合600万円、従業員数21〜
50⼈の場合は800万円、従業員数51⼈以上の場合は1,200万円までは2/3）

6〜20⼈ 1,500万円
21〜50⼈ 2,000万円
51⼈以上 3,000万円

⾒直し

※売上⾼減少要件については、付加価値額（売上⾼×1.5）減少で代替可能 100



5．最低賃⾦枠
 最低賃⾦引上げの影響を強く受ける事業者を引き続き強⼒に⽀援すべく、最低賃⾦

枠を継続。

最低賃⾦枠の要件（変更なし）

継続

必須要件（Bについては、付加価値額の年率平均3.0%以上増加を求める。）に加え、
以下を満たすこと
① 2022年1⽉以降の連続する６か⽉間のうち、任意の3か⽉の合計売上⾼が、2019年〜2021

年と⽐較して10%以上減少していること
② 2021年10⽉から2022年8⽉までの間で、3⽉以上最低賃⾦＋30円以内で雇⽤している従業

員が全従業員の10%以上いること

従業員規模 補助上限額 補助率
5⼈以下 500万円

【中⼩企業】 3/4
【中堅企業】 2/36〜20⼈ 1,000万円

21⼈ 1,500万円

※売上⾼減少要件については、付加価値額（売上⾼×1.5）減少で代替可能 101



 海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域
産業の活性化に取り組む事業者(製造業)を対象として「サプライチェーン強靱化枠」を
新設し、補助上限額を最⼤5億円まで引き上げて⽀援。

項⽬ 内容

概要 国内サプライチェーン強靱化及び地域産業の活性化に資する中⼩企業等の取組を⽀援

補助⾦額 中堅企業、中⼩企業 1,000万円 〜 ５億円以内
※建物費を含まない場合は３億円以内

補助率 中⼩企業者等 １/２以内
中堅企業等 １/３以内

補助事業実施
期間 交付決定⽇〜28か⽉以内（ただし、採択発表⽇から30か⽉後の⽇まで）

対象業種 製造業

補助対象経費 建物費、機械装置・システム構築費
※他の枠と対象となる経費が異なりますのでご注意ください。

６-1．サプライチェーン強靱化枠 新設

102



６-2．サプライチェーン強靱化枠の対象となる事業者
項⽬ 内容

補助対象
事業の要
件

①国内回帰の取組であること（今後、事業再構築指針で⽰す「国内回帰」(※)要件に該当すること。）
②事業計画を認定経営⾰新等⽀援機関と策定すること。補助⾦額が3,000万円を超える案件は認定

経営⾰新等⽀援機関及び⾦融機関（⾦融機関が認定経営⾰新等⽀援機関であれば当該⾦融機
関のみでも可）と策定していること

③補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年率平均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5.0％以上増加する⾒込みの事業計画を策定すること

④取引先から国内での⽣産（増産）要請があること（事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの）
⑤取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡⼤する業種・業態

（※）に属していること
※対象となる業種・業態は、事務局で指定します（公募開始時に事務局HPで公開予定）。指定された業種・業態以

外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象となり得ます。
⑥下記の要件をいずれも満たしていること
⑴経済産業省が公開するＤＸ推進指標を活⽤し、⾃⼰診断を実施し、結果を独⽴⾏政法⼈情報処

理推進機構（IPA）に対して提出していること。
⑵IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ ⼆つ星」の宣⾔を⾏っていること。
⑦下記の要件をいずれも満たしていること
⑴交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦より30円以上⾼いこと。ただ

し、新規⽴地の場合は、当該新事業場内最低賃⾦が地域別最低賃⾦より30円以上⾼くなる雇⽤計
画を⽰すこと。

⑵事業終了後、事業年度から３〜5 年の事業計画期間終了までの間に給与⽀給総額を年率２％以
上増加させる取組であること

⑧「パートナーシップ構築宣⾔」ポータルサイトにて、宣⾔を公表していること。

(※)事業再構築指針の他の５類型では、サプライチェーン強靱枠に申請できません。103



補助対象経費（サプライチェーン強靱化枠を除く）

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

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

●建物費（建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し⼯場・貸店舗等の⼀時移転）
●機械装置・システム構築費（設備、専⽤ソフトの購⼊やリース等）、クラウドサービス利⽤費、運搬費
●技術導⼊費（知的財産権導⼊に要する経費）、知的財産権等関連経費
●外注費（製品開発に要する加⼯、設計等）、専⾨家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

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

（１）補助対象経費の例

（２）補助対象外の経費の例
●補助対象企業の従業員の⼈件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を⾛る⾞両、汎⽤品（パソコン、スマートフォン、家具等）の購⼊費
●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱⽔費、通信費

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

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

【注３】⼀過性の⽀出と認められるような⽀出が補助対象経費の⼤半を占めるような場合は、原則として本事業の⽀援対象にはなりません。
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７．⼀部申請類型における複数回採択
 事業再構築補助⾦では、原則として、1事業者につき採択は1回に限っているが、グリーン成⻑枠に

ついては、過去に採択された事業者であっても、再度申請し採択されることを可能としている。
 これに加え、産業構造転換枠及びサプライチェーン強靱化枠についても、⼀定の条件下で過去採

択された事業者の再申請・採択を認める。
※ただし、産業構造転換枠・サプライチェーン強靱化枠は、1回⽬の採択額（交付決定を受けている場合は交付決定額⼜は確定額）との差額分を補助上限とする。

 但し、⽀援を受けることができる回数は2回を上限とする。

追加提出資料と審査内容
通常の申請に加えて、以下の2つの資料の提出が必要。
①既に事業再構築補助⾦で取り組んでいる事業再構築とは異なる事業再構築であることの説明資料
②既存の事業再構築を⾏いながら新たに取り組む事業再構築を⾏うだけの体制や資⾦⼒があることの説明資料
→通常の審査に加え、⼀定の減点を受けたうえで、これらの資料についても考慮したうえで採否を判断する。

第1回〜第9回公募 第10回公募以降

1回⽬の申請・採択
①グリーン成⻑枠以外で１度⽬の採択を受けた事業者

②グリーン成⻑枠で１度⽬の採択を受けた事業者

2回⽬の申請・採択
①グリーン成⻑枠・産業構造転換枠・サプライチェーン強靱化枠に限り申請可能

②サプライチェーン強靱化枠に限り申請可能

（注）・⽀援を受けることができる回数は2回を上限とする。
・産業構造転換枠・サプライチェーン強靱化枠は、1回⽬の採択額（交付決定を受けている場合は交付決定額⼜は確定額）
との差額分を補助上限とする。
（例）産業構造転換枠に申請する従業員120⼈の事業者が、第６回公募通常枠で4,000万円の採択を受けている場合

従業員120⼈の事業者の補助上限7,000万円（廃業を伴う場合9,000万円）－過去採択分4,000万円
＝3,000万円 （廃業を伴う場合5,000万円） が２回⽬の補助上限となる。

新設継続
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８．その他

（１）事前着⼿制度の対象期間及び対象類型の⾒直し

 交付決定前に事業に着⼿できる、事前着⼿承認制度について、対象期間を令和4年度第⼆次
補正予算の成⽴⽇である2022年12⽉2⽇以降に⾒直します。

 また、本制度を活⽤いただける事業類型を最低賃⾦枠、物価⾼騰対策・回復再⽣応援枠、サプ
ライチェーン強靱化枠に限定します。

※交付決定前に事前着⼿が承認された場合であっても、補助⾦の採択を約束するものではありません。また、採択
された場合でも、補助対象経費については、交付申請時に認められたものに限りますので、公募要領をよくご確認く
ださい。

（２）産業雇⽤安定助成⾦との連携

 業況の厳しい事業者が⾏う事業再構築を⼈材の育成・確保の⾯から効果的に促すため、令和５
年度より産業雇⽤安定助成⾦（事業再構築⽀援コース）（仮称）との併⽤が可能です。

※令和５年度予算の成⽴、厚⽣労働省令の改正などが必要であり、現時点では予定となります。

（参考）厚⽣労働省 令和5年度予算案 概要資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001045586.pdf
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【お問い合わせ先】

地域サポーター青森県チームメールアドレス

bzl-aomori@meti.go.jp

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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