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Ⅲ．未来への投資と今後を⾒据えた経済活⼒の維持・向上
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Ⅰ．災害からの復旧・復興と安心安全の確保



5

１．廃炉・汚染水対策の徹底



廃炉・汚染⽔対策事業
令和元年度補正予算額 168.6億円

資源エネルギー庁
原子力発電所事故収束対応室
03-3580-3051

事業の内容 事業イメージ

事業⽬的・概要
福島第一原子力発電所の廃止措置に向けて、中長期ロードマップに基づ

き、技術的難易度が高い課題の解決に向けた研究開発を支援し、廃炉
等の取組を円滑に進めます。

（１）廃炉・汚染水対策事業

燃料デブリの取り出しや事故廃棄物の処理・処分など、過去に前例のない
課題の解決に向けて、国からの補助により基金を造成して、民間企業が
行う工法や機器等の研究開発を支援します。

（２）放射性物質研究拠点施設等運営事業
日本原子力研究開発機構が実施する①遠隔操作装置等開発・実証

試験施設（モックアップ試験施設）及び②放射性物質分析・研究施設
の整備・運用費用に対して補助します。

成果⽬標
廃炉に向けた主要な工程ごとに、技術的課題の解決に向けた「要素技術

開発」や「実証」等の段階を着実に進め、福島第一原発の30～40年後
の廃止措置終了を目指します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 原⼦⼒安全技術センター
補助（定額）

⺠間団体等
補助（1/2以下、定額）

（１）

国 ⽇本原⼦⼒研究開発機構
補助（定額）

（２）

（２）放射性物質研究拠点施設等運営事業

（１）廃炉・汚染水対策事業

①モックアップ試験施設
原子炉格納容器下部の実寸大

模型（モックアップ）等を活用し、遠
隔操作によって汚染水漏えい箇所を
補修するロボットの実証試験や運転
員の訓練等を行うための施設を運用。

②放射性物質の分析・研究施設
放射線の遮へい機能が高く、福島第

一原子力発電所の燃料デブリや放射
性廃棄物等を分析・研究するための施
設を整備。

原子炉格納容器
下部の実寸大模型

第２棟

第１棟施設管理棟

試験棟 研究管理棟

要素技術開発

実証

廃炉に向けた
技術的難易度の高い課題

研
究
開
発
の
実
施

燃料デブリ
収納・移送・保管

燃料デブリ
性状把握

固体廃棄物の
処理・処分技術

燃料デブリ
サンプリング技術

福島第一原子力発電所

課題解決を目指す
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２．被災中小企業の生業再建支援等



中⼩企業組合等共同施設等災害復旧事業
（中⼩企業等「グループ補助⾦」 ※熊本地震）

中小企業庁 経営支援課
03-3501-1763

国 中⼩企業等
グループ

補助

事業イメージ
令和元年度補正予算額 4.5億円

事業の内容
事業⽬的・概要
熊本地震により広範囲かつ甚大な被害を受けた地域（熊本県）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または1/2（うち国が
1/2または1/3、県が1/4または1/6）を補助します。また、商業機能
回復のため、共同店舗の新設などに要する費用も補助します（補助
率は上記と同様）。これらにより、被災地域の速やかな復興の実現
を目指します。

成果⽬標
中小企業等がグループを形成して取り組む復興に係る施設復旧

等を支援し、被災地域の経済・雇用の早期の回復を図ります。

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 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）
上記以外︓1/2（国1/3、県1/6）

（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」、「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等
• 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。

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。

中
小
企
業
等

グ
ル

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

プ
の
構
成
員

県
補助金

交付申請

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
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中⼩企業組合等共同施設等災害復旧事業
（中⼩企業等「グループ補助⾦」 ※平成30年7⽉豪⾬）
令和元年度補正予算額 6.4億円

中小企業庁 経営支援課
03-3501-1763

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、設備費等（資材・工事費、設備調達や移転設置費等を含む）

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）
上記以外（中堅企業等）︓1/2（国1/3、県1/6）

事業イメージ

事業⽬的・概要
平成30年7月豪雨により特に大きな被害を受けた地域（岡山県、

広島県、愛媛県）を対象に、中小企業等で構成するグループの復興
事業計画に基づき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）または1/2（うち国が1/3、県が1/6）を補助しま
す。また、商業機能回復のため、共同店舗の新設などに要する費用も
補助します（補助率は上記と同様）。これらにより、被災地域の速や
かな復興の実現を目指します。

成果⽬標
中小企業等がグループを形成して取り組む復興に係る施設復旧等を

支援し、被災地域の経済・雇用の早期の回復を図ります。

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」、「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等
• 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機能へ

の復興等を支援します。

国 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。
※平成３０年７月豪雨以降、交付決定前に実施した施設等の復旧事業について

も遡及適用が認められる場合があります。

共同店舗の設置支援

復興事業計画等による整備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

中
小
企
業
等

グ
ル

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

プ
の
構
成
員

県
補助金

交付申請
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中⼩企業組合等共同施設等災害復旧事業
（中⼩企業等「グループ補助⾦」 ※令和元年台⾵第19号等）
令和元年度補正予算額 179.0億円

中小企業庁 経営支援課
03-3501-1763

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、設備費等（資材・工事費、設備調達や移転設置費等を含む）

３．補助率
補助上限額︓15億円
中小企業者・中小企業事業協同組合等︓3/4（国1/2、県1/4）
上記以外（中堅企業等）︓1/2（国1/3、県1/6）
※東日本大震災からの復興途上にある宮城県、福島県については、一定

の要件の下、５億円までは定額補助（国2/3、県1/3）

事業イメージ
事業⽬的・概要
令和元年台風第19号から第21号により特に大きな被害を受けた地域

（宮城県、福島県、栃木県、長野県）を対象に、中小企業等で構
成するグループの復興事業計画に基づき事業者が行う施設復旧等の
費用を補助します。これにより、被災地域の速やかな復興の実現を目
指します。成果⽬標

中小企業等がグループを形成して取り組む復興に係る施設復旧等を
支援し、被災地域の経済・雇用の早期の回復を図ります。

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」、「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等
• 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機能へ

の復興等を支援します。

国
中⼩企業等
グループの

構成員

補助
県

補助

（事業費の1/2,2/3※） （事業費の3/4,定額※）

※令和元年台風第１９号から第２１号以降、交付決定前に実施した施設等の復旧
事業についても遡及適用が認められる場合があります。

共同店舗の設置支援

復興事業計画等による整備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

中
小
企
業
等

グ
ル

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

プ
の
構
成
員

県
補助金

交付申請
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事業の内容

中小企業庁 小規模企業振興課
03-3501-2036

事業イメージ
事業⽬的・概要
地域経済、地域住民の住環境は、公共セクターのみならず、民間セク

ター、とりわけ多くの中小企業によって成り立っている側面があります。
令和元年は、台風第15号、台風第19号等の激甚災害が頻発、事

業所や生産設備の損壊等によって事業活動が制限された中小企業も
多く、この状態が長引くと、地域経済の持続性が損なわれるおそれが生
じます。

 このため、地域経済の持続性に対するダメージを防止・軽減していくため、
令和元年台風19号等の災害による中小企業被害が多大な地方公
共団体が、地域企業の復旧・再建を支援していく取組を着実に実行で
きるようにしていくため、地方公共団体に対して、その実行に係る経費の
一部を国庫補助します。

国と地方公共団体の施策が相互に補完し合うことによって、甚大な災
害被害からの復旧が迅速・円滑かつ地域の政策ニーズに合った形で進
んでいくようにしていきます。

成果⽬標
災害によって多大な中小企業被害を被った地域の経済の早期復旧を

目指します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国
地域経済に

必要不可⽋な
中⼩企業

地⽅公共団体
（都道府県）補助

(1/2又は,2/3※)

地域企業再建⽀援事業（⾃治体連携型補助⾦）
令和元年度補正予算額 41.0億円

早期の復旧を
促進・支援する

施策を実施

国（経済産業省）の取組

財源の１／２⼜は２／３を補助

地⽅公共団体の取組

地方公共団体の取組イメージ

・産地産業等、地域の外から外貨を稼ぎ、地域経済のエン
ジンとなっている中小企業の復旧支援

・地域住民の生活に必要不可欠な食品スーパーやドラッグス
トア等を経営している中小企業の復旧支援

・事業再開に向けた応急経営診断（復旧コストの分析、地
域投資リスクの分析等）

等

地域特有の課題や産業構造の特性を踏まえ、
その実態に応じた形で復旧⽀援を実施

※本激災害であり、県単位・市町村単位の被害が甚大で一定要件を満たす県 11



被災⼩規模事業者再建事業（持続化補助⾦）
令和元年度補正予算額 57.6億円

（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
被災した事業者の事業再建を支援し、約3,000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、事業所数で全企業のうち約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。

令和元年台風19号等により、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、令和元年台風19号等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）

国 ⼩規模事業者⺠間団体等
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。

補助対象者︓令和元年台風19号等の被害を受けた小規模事業者
補 助 率︓2/3

定額（宮城県、福島県の事業者で一定の要件を満たす者）
補助上限額︓
200万円（宮城県、福島県、栃木県、長野県に所在する事業者）
100万円（岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県に所在する事業者）
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）

小規模事業者の復旧・復興を推進するため、商工会等の支援機関の支援
を受けながら経営計画を作成し、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。

中小企業庁 小規模企業振興課
03-3501-2036

12



⽇本政策⾦融公庫による資⾦繰り⽀援
令和元年度補正予算額 205.7億円＜うち財務省計上 137.2億円＞

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

災害からの復旧や、生産性の向上など未来に向かってチャレンジする
中小企業・小規模事業者等の資金繰り円滑化。

令和元年台風第19号等の災害により被災した事業者や、キャッシュ
レス決済の導入、海外展開事業拡大等に取り組み生産性向上を目
指す事業者の資金繰り支援を実施するため、日本政策金融公庫の
財務基盤を強化します。

令和元年台風第19号・20号・21号により直接・間接・風評被害を
受けた中小企業・小規模事業者の復旧を支援するため、「令和元年
台風第19号等特別貸付」を創設。

⽇本政策
⾦融公庫

中⼩企業・
⼩規模事業者

融資

①激甚災害指定を受けた14都県において直接被害を受けた事業者
金利︓基準利率（災害）から▲0.9％

（▲0.9%の限度額︓中小事業１億円、国民事業３千万円）
※貸出後４年目以降及び限度額を超える分は基準利率（災害）から▲0.5％

貸付限度額︓中小事業３億円（別枠）、国民事業 6千万円（上乗せ）
②直接被害者と直接取引があり業況が悪化している事業者
金利︓基準利率（災害）
貸付限度額︓中小事業３億円（別枠）、国民事業 6千万円（上乗せ）

③風評被害等による影響を受けた事業者
金利︓基準利率
貸付限度額︓中小事業7.2億円（別枠）、国民事業4.8千万円（別枠）

（１）令和元年台⾵第19号等特別貸付の概要

※基準利率（災害）︓中小事業1.11％、国民事業1.36％（担保の有無等に関わらず適用利率一律）
基準利率 ︓中小事業1.11％、国民事業1.91％（担保の有無等によって適用利率は変動）

＜令和元年12月2日現在、貸付期間５年以内の標準的な利率＞

（３）海外展開・事業再編資⾦の拡充内容
①海外企業買収、海外生産拠点の移転等を行う事業者が必要とする設備

資金、運転資金について、基準金利 から▲0.4％
②EPA又はFTAの発効又は署名国における海外事業を行う事業者が必要

とする設備資金、運転資金について基準金利から▲0.65%
③中小事業について海外展開・事業再編資金の貸付限度額を7.2億円

から14.4億円に拡充

（２）企業活⼒強化資⾦の拡充内容
①キャッシュレス決済の導入により資金面に影響が生じる懸念を有する事業者

に対する低利融資を措置
②入金サイクルの遅れ等により必要となる運転資金について、基準金利から

▲0.4%

①令和元年台⾵第19号等特別貸付の創設

③海外展開・事業再編資⾦の拡充
海外展開事業の維持・再編・拡大等を図る事業者に対して低利融

資を措置するとともに、貸付限度額を拡充。

②企業活⼒強化資⾦の拡充
 キャッシュレスの推進は、店舗の効率化・売上拡大等に資する重要な

取組であるため、キャッシュレス決済を導入する事業者に対して低利融
資を措置。

成果⽬標

(1)中小企業庁 金融課
03-3501-2876

(2)商務・サービスG キャッシュレス推進室
03-3501-1252

(3)中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767
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事業の内容 事業イメージ

＜災害対応特枠＞
 貸付限度額︓別枠1,000万円
 貸付⾦利︓令和元年11⽉1⽇現在

0.31%（直接被害）、0.71%（間接被害）※当初3年間
 貸付期間︓設備資⾦1０年以内、運転資⾦7年以内
 据置期間︓設備資⾦2年以内、運転資⾦1年以内
 担保等︓担保・保証⼈は不要
 経営指導︓原則6か⽉以上、商⼯会等の経営指導を受けること
※直接被害の場合は、罹災証明書が必要。（状況により事後提出可）
※間接被害の場合は、商工会・商工会議所等が発行する被害証明書が必要。

＜本体枠＞
 貸付限度額︓2,000万円
 貸付金利︓令和元年11月1日現在 1.21%

（貸付期間、据置期間、担保等は災害対応特枠と同じ）

①経営指導

貸付条件

商⼯会・商⼯会議所等

商⼯会・商⼯会議所の経
営指導員等

⼩規模事業者

株式会社
⽇本政策⾦融公庫
（国⺠⽣活事業）

②融資申込み

③報告※

④推薦

⑤審査

融資制度のスキーム

⑥融資
※マル経融資については、商工会・商工会議所等において審査会を開き審査を行います。

事業⽬的・概要
小規模事業者経営改善資金融資（通称︓マル経融資）制度は、商

工会・商工会議所・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営
指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・
無保証人・低利で融資を行う制度です。

令和元年台風第19号、20号及び21号により、被害を受けた小規模
事業者の資金繰りを支援するため、災害対応特枠として、以下の措置
を実施します。

①貸付限度額について、別枠として1,000万円を措置
②貸付金利について、別枠1,000万円の範囲内で、当初3年間、

通常の金利から直接被害▲0.9％、間接被害▲0.5%引下げ
(※)災害により直接又は間接的に被害を受け、かつ、商工会・商工会議所が策

定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行うことが見込まれる方
が対象です。

成果⽬標
本融資を通じて小規模事業者の経営改善の促進を目指します。
条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
貸付対象者は、①災害救助法適用地域以外も含む14都県（岩手

県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県）に所在する
直接被害を受けた小規模事業者、②災害救助法適用地域以外も含
む14都県に所在する直接被害を受けた事業者（大企業も含む）に相
当程度依存している間接被害を受けた小規模事業者です。

国
融資株式会社⽇本

政策⾦融公庫
（国⺠⽣活事業）

⼩規模
事業者

出資金

中小企業庁 小規模企業振興課
03-3501-2036
※計上所管は財務省政府関係⾦融機関の運営に必要な経費（国⺠⼀般向け業務）

- 令和元年台⾵第19号等災害マル経 令和元年度補正予算額 9.0億円（財務省計上）
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信⽤保証による資⾦繰り⽀援（令和元年台⾵第19号等関連）
令和元年度補正予算額 156.0億円 ＜うち財務省計上 130.0億円＞

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）

事業イメージ

事業⽬的・概要
令和元年台風第19号・20号・21号により経営の安定に支障

が生じている中小企業者・小規模事業者に対して、セーフティ
ネット保証４号及び災害関係保証を通じた資金繰りの円滑化
を図り、経営の安定や事業の再建を後押しします。

このため、信用保証協会の損失の一部を補填するとともに、信
用保険を行う日本政策金融公庫の財政基盤を強化することに
より、信用保証協会による積極的な保証を促します。

成果⽬標
被災した中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援し、早期

の事業・経営の再建を図ります。

全国信用保証協会連合会

民間金融機関

損失補償

債務保証

融資

中小企業者

保証申込

日本政策金融公庫

保険金

全国の信用保証協会（51協会）

国 全国信⽤保証協会
連合会

損失補償

信⽤保証協会

国 ⽇本政策⾦融公庫

出資（130億円）【財務省計上】

補助（26億円）【経産省計上】

（定額）
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３．台風災害を踏まえた防災減災、国土強靱化の推進



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 令和元年度補正予算額 39.0億円

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
災害・停電時において、多数の避難者が発生する避難所や、生活必

需品等を扱う事業所等の社会的重要インフラの機能を維持するために
は、自家発電設備及びその稼働を確保するための燃料を「自衛的備
蓄」として確保することが必要です。

 このため、こうした社会的重要インフラにおける、自家発電設備及び燃
料タンクの導入を支援をします。

成果⽬標
多数の避難者が発生する避難所や、生活必需品等を扱う事業所等の

社会的重要インフラの災害対応力の強化を目指します。

国

補助

⺠間団体等

補助
(中小2/3、
その他1/2)

⺠間企業等

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。

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課 03-3501-1320

中小企業庁 事業環境部
経営安定対策室 03-3501-0459

需要家側への⾃家発電設備導⼊・燃料備蓄の推進

社会的重要インフラ

石油タンク 自家発電設備LPガスタンク

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

生活必需品等を扱う事業所

事業所等
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クリーンエネルギー⾃動⾞導⼊事業費補助⾦
令和元年度補正予算額 50.0億円

製造産業局 自動車課
03-3501-1690

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
台風15号などに伴う停電を踏まえ、非常用電源の確保が課題となって

いますが、電気自動車や燃料電池自動車など、非常時に外部給電可
能な電動車の活用は、その一つの手段として注目されています。

本事業では、導入初期段階にある電動車について購入費用の一部補
助を通じて初期需要の創出・量産効果による価格低減を促進するとと
もに、電動車から外部に電力を取り出す際に必要となるインフラの導入
補助を実施します。

 また、小型電動モビリティの普及促進のため、購入費用の一部を補助し
ます。

成果⽬標
本事業を通じて、災害時に、避難所、医療機関、老人福祉施設等に

おいて、住民生活や経済活動に必要な電力を確保し、エネルギー供給
源を分散化することで、災害対応能力のさらなる強化を目指します。

安全で便利な地域の移動手段として、小型電動モビリティを普及促進し
ます。

 さらに、「成長戦略フォローアップ」における、2030年までに新車販売に
占める次世代自動車の割合を5～7割とする目標の実現に向け、クリー
ンエネルギー自動車の普及を促進します。

国 ⺠間団体等
補助（定額）

購⼊者※

補助（定額）

※充放電設備（V2H、外部給電器）については、地方自治体、法人
（法人格を持たない団体等を含む）等の申請に限る。

補助対象

電気⾃動⾞(EV)

プラグインハイブリッド⾃動⾞(PHV)

燃料電池⾃動⾞（FCV）

外部給電に必要な充放電設備（V2H、外部給電器）

V2H（据え付けタイプ） 外部給電器（可搬タイプ）
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⽯油製品安定供給確保⽀援事業
令和元年度補正予算額 170.0億円

事業の内容 事業イメージ
事業⽬的・概要
 災害時には、住民生活や復旧活動を支えるガソリン・軽油等の燃料供給拠点と

なるサービスステーション（SS）の機能を確保することが重要になります。
 台風15号に伴う停電エリアにおいては、自家発電設備を備えるSSに自動車が集

中しました。また、自家発電設備を備えていないSSの一部については、千葉県外か
ら可搬式給油機を緊急配備し、燃料供給を再開しました。さらに、電源車等への
燃料供給のため、千葉県外のローリーも燃料を配送しました。

 こうした状況を踏まえ、SSの災害対応能力を更に強化するため、以下の事業を実
施します。

成果⽬標
 2020年度末までに、SSにおける自家発電設備の整備と可搬式給油機の広域融

通により、全国のSSの約7割をカバーして、災害時における地域住民への安定的な
燃料供給の実現を目指します。

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課 03-3501-1320

（1）災害時に燃料供給拠点となる「住⺠拠点SS」の整備等の推進
自家発電設備を備え、災害時に地域住民の燃料供給拠点となる「住民拠点
SS」の整備を推進するため、SSの災害対応能力の維持・機能強化に必要と
なる自家発電設備の導入を支援します。また、自家発電設備を備えないSSにお
ける早期営業再開を支援するため、可搬式給油機の導入を支援します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間
団体等

補助
（定額（10/10）） 揮発油

販売業者等

補助
（10/10,1/2）

（1）災害時に燃料供給拠点となる「住⺠拠点SS」の整備等の推進

千葉県内のSSにおいては、SSに備えている自家発電設備や、東京や埼玉から
緊急配備した可搬式給油機を利用して、住民の車両や緊急車両への給油を実施

（2）機動的燃料供給体制の確保
災害時における病院の自家発電設備や電源車等に対する燃料供給を確保する
ため、緊急配送用ローリーの配備を行います。

（2）機動的燃料供給体制の確保

千葉県内に配備された電源車への燃料供給のため、
千葉県外の石油販売業者のローリーも対応
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事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

⽯油製品販売業早期復旧⽀援事業
令和元年度補正予算額 1.1億円

事業イメージ

事業⽬的・概要
令和元年台風第19号等により、SS（サービスステーション）に

おいて、計量機などの損壊等、深刻な被害が発生しました。

被災地域におけるSSは、被災者の生活再建や被災地域の
復旧等に必要不可欠な燃料を供給する役割を担っており、これ
らを下支えする拠点として、SSの機能回復は喫緊の課題です。

 そのため、被災したSSにおける設備等の補修又は入替工事を
支援します。

成果⽬標
被災したSSの早期復旧により、被災者の生活再建や被災地域

の復旧等を下支えすることを目指します。

SSの早期復旧⽀援

• 浸水や土砂流入により損壊した、計量機等が対象となります。

国 ⺠間団体等

補助
（定額）

補助
（3/4）

⺠間企業等

（左）冠水被害を受けたSS／（右）河川の氾濫に伴うSSへの土砂流入により
押し流され使用不能となった計量機（宮城県丸森町）

（左）冠水被害を受けたSS／
（右）水に浸かり使用不能となった計量機（長野県長野市）

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課 03-3501-1320
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ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスを活⽤した
レジリエンス強化事業費補助⾦
令和元年度補正予算額 20.0億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

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
台風15号による災害を踏まえ、自然災害等に伴う長期停電リスクを回避

可能な住宅モデル等を推進していくため、停電時においても自立的に電力
供給可能な、ZEHを活用した地域防災拠点の整備及びレジリエンス性を
備えたネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）の導入を進めていくことが重
要。そこで、以下の2つの事業を行う。

 (1)コミュニティZEHによるレジリエンス強化事業
避難所等のように災害時に地域に貢献する施設等と住宅とが一体となっ
てネット・ゼロ・エネルギー達成を目指すコミュニティ（コミュニティZEH）
構築に係る環境整備に支援を行う。

 (2)ZEH＋R強化事業
ZEHビルダー/プランナーが設計、建築、販売する戸建住宅を対象に、
ZEHよりも先進的なモデルであるZEH+の定義を満足し、①蓄電システ
ム ②太陽熱利用システム ③停電自立型燃料電池のうち一つ以上の
設備を導入する住宅（ZEH+R）に対し支援を行う。

＜補助対象住宅等＞(1)コミュニティZEH(住宅、共用設備等) (2)ZEH+R
＜補助対象設備＞

(1)住宅に係る費用(高断熱外皮、空調、給湯等)
共用設備に係る費用(EV充放電設備、自営線等)

(2)住宅に係る費用(高断熱外皮、空調、給湯等)

国 ⺠間企業等 事業者等

補助 補助（定額(住宅)、1/2(共用設備)）

コミュニティZEHによるレジリエンス強化のイメージ

ZEH+Rのイメージ

+
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休廃⽌鉱⼭鉱害防⽌施設等災害対策補助事業
令和元年度補正予算額 3.0億円

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間団体
１／２補助

（中小企業２／３補助）

事業イメージ

事業⽬的・概要
金属鉱山等は、採掘活動終了後もカドミウム、鉛、ヒ素等の重金

属を含む排水（坑廃水）が流出する場合があり、民間団体が所
有する鉱害防止施設において、水処理を継続的に行っています。

自然災害によって鉱害防止施設の機能が停止し、排水が河川等
に流出すれば、人の健康、農作物、漁業被害等の深刻な問題
（鉱害）を引き起こすことになります。

 このため、停電や道路不通などの不測の事態が発生しても、継続
的に機能を維持するため、非常用発電設備・燃料保管庫（防災
タイプ）の設置、非常用排水施設の準備、薬剤等資材搬入方法
の確保など、施設等の整備を実施します。

成果⽬標
災害時においても鉱害の発生を防止し、坑廃水処理の排出基準

等管理基準の確実な遵守を目指します。

産業保安グループ
鉱山・火薬類監理官付
03-3501-1870

災害に備えた対策

⾮常⽤発電設備

燃料保管庫

予備⽤⽔中ポンプ

台風１９号の被害事例（岩手県の鉱山）

電⼒供給の確保が必要 坑廃⽔処理⽤の資材
搬⼊ルート確保が必要

倒壊した電柱 崩落した道路 ⽔没したポンプ

予備⽤ポンプ
が必要

資材搬⼊⽅法の確保
(簡易型モノレール)
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国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所
施設整備費補助⾦（防災対策）令和元年度補正予算額 6.0億円

産業技術環境局
産業技術総合研究所室
03-3501-1366

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 国⽴研究開発法⼈
産業技術総合研究所

補助金（10/10）

事業イメージ

事業⽬的・概要
国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）は、世界最高

水準の研究開発等を実施するため、中長期目標において、「特定法人と
して特に体制整備等を進めるべき事項」として、「施設・整備の維持管理
に係る負担を軽減し、研究に専念できる環境を確保する」と定めています。

一方、施設の多くは、1979年頃に集中して建設され、研究の基盤インフ
ラの老朽化が進み、大規模災害が発生した際に設備停止・研究実施不
能状態に陥りかねない状況となっています。

今般、産総研東北センターでは、台風19号に伴う大雨により、舗装路の
亀裂や陥没による雨水の滞留や大量の雨水流入による排水管詰まりな
どから大規模な冠水が発生し、実験装置が使用不能となるとともに保管
部品の廃棄が必要となる事態も発生しています。

産総研の研究施設は、耐用年数の超過により劣化が著しいことから、大
規模な災害が発生した場合、研究施設への浸水・漏水による研究機器
の故障や漏電による火災・感電などの人身事故が発生する恐れもあるた
め、施設の屋根・外壁、舗装路等の改修を行い、研究開発環境の維持
及び安全対策の強化を図ることで業務停滞による企業の社会経済活動
への影響等を防止します。

台風時に産総研東北センター施設内に雨
水が流入し、敷地内が冠水。

外構関連

敷地内が冠水したことにより、研究設備等が設置されている
建物内も10センチ超冠水し、実験装置、保管物品を廃棄。

冠水跡

金属製の外周フェンスについて、隣地よりも高地まで
の塀とすることで、隣地からの雨水流入を防止。

施設内舗装路に生じている亀裂及び陥没等を改修
することにより、側溝への雨水誘導を円滑に行い、施
設内の雨水滞留を防止。

亀裂箇所 陥没箇所
雨水流入箇所

屋根・外壁

防水層の劣化により亀裂から植物が繁茂。台風
等の際に、亀裂から雨水等が流入しやすい状況。

植物を撤去し、ウレタン塗装防水を施行すること
で雨水等の流入を防止。

台⾵19号の影響に基づく改修箇所

＜施設整備の対象＞ 屋根・外壁（外構関連）

台⾵19号による被害状況

劣化による浸⽔・漏⽔防⽌の改修イメージ

＜対象となる施設＞ 東北センター、つくばセンター、臨海副都心センター
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事業イメージ

NITEバイオテクノロジーセンター災害対応強化事業
令和元年度補正予算額 8.0億円

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 （独）製品評価技術基盤機構

事業⽬的・概要
 (独)製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター（木更津

市）（以下「NBRC」という。）では、関係法令等の要請に基づき、
超低温フリーザーや液体窒素タンクで生物遺伝資源（微生物）
の保管を行っています。

NBRCでは、災害時に備え、冷凍保管施設を稼働する非常用電
源等の設備を有していますが、今般の台風１５号による長期の停
電では、その燃料備蓄に脆弱性が露呈したことを受け、電気等のイ
ンフラ切断や燃料供給の途絶が発生しても、最低１週間は冷凍
保管が可能となるよう施設を整備します。

また、NBRCには3つの建屋がありますが、災害時の導線確保のた
めの1号棟と3号棟の間に非常用運搬路を整備します。

産業技術環境局
基準認証政策課 NITE室
03-3501-9279

施設整備費補助金
（10/10）

自家用発電機用貯蔵燃料タンクの増設

超低温フリーザー関連施設

自家用発電機及び超低温フリーザー

液体窒素タンク用定置式超低温貯槽の増設

液体窒素タンク関連施設

超低温貯槽

成果⽬標
NBRCが行う法執行支援業務に必要な生物遺伝資源の保存環
境を整備し、事業継続性を強化することにより、バイオ産業基盤で
ある微生物の損失を防止し、国の責務を果たします。

１号棟から３号棟への非常用運搬路建設

災害時に、設備管理の人員や生物遺伝資源を安全に移動でき
るようにするための非常用運搬路を建設します。

自家用発電機用貯蔵燃料タ
ンクを増設します。

液体窒素タンク用定置式超低
温貯槽を増設します。

24



事業イメージ

⼯業⽤⽔道事業費補助⾦
令和元年度補正予算額 7.0億円

地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課
03-3501-1677

事業の内容

国 ⼯業⽤⽔道事業者
補助（30％ 等）

事業⽬的・概要
台風１５号や台風１９号等による工業用水道施設への被害を踏まえ、

電源喪失や浸水被害を防止するための施設、設備への更新等が新たな
課題となっています。

災害等による工業用水の長期的な給水停止がもたらす発電所、製油所、
製鉄所をはじめとする企業の操業停止を回避するため、工業用水道施設
の強靱化も喫緊の課題となっています。

 これらの課題に対し、防災対応力強化を図るため、工業用水道施設の電
源喪失防止対策等を推進し、工業用水の安定供給の確保対策の加速
化を図ります。

成果⽬標
工業用水道施設の基幹管路の耐震化適合率を令和5年度までに

54％以上にする目標を早期実現し、防災対策の強化を加速化させま
す。

貯⽔池

ダム

取⽔堰

導⽔
ポンプ

取⽔⼝

薬品注⼊設備

着⽔井 沈でん池 送⽔ポンプ沈砂池

管理施設

配⽔池

浄⽔場

配⽔管
取⽔施設

導⽔施設

浄⽔施設

送⽔施設

配⽔施設

導
⽔
管

貯⽔施設

送
⽔
管

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
対象施設

⼯場 発電所 製油所

・貯水施設 ・取水施設 ・導水施設
・浄水施設 ・送水施設 ・配水施設

施設強靱化の例

⼯業⽤⽔道の概要

被災状況（令和元年台⾵19号）

管の更新工事

⼯業⽤⽔道施設の強靱化を加速 → 防災対策の強化

ポンプ室の浸水（提供）福島県
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停電復旧⾒通しの精緻化・情報共有システム等整備事業費
令和元年度補正予算額 5.9億円

商務情報政策局 産業保安G 電力安全課
03-3501-1742
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課
03-3501-1749

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間企業等
委託

事業イメージ
事業⽬的・概要
 令和元年台風第15号による千葉県を中心とした大規模停電においては、多

数の倒木等により現場状況の把握が困難であったことなどにより、その復旧見
通しについて不正確な情報が発せられ、適切な情報が適時に関係者に届けら
れなかったために、多くの人の不満や不安を巻き起こすことになりました。

 この課題を克服するためには、現場状況の把握が困難な場合にも衛星画像や
ドローン撮影画像、センサ情報、国・自治体・インフラ事業者の保有する現況
情報、過去の停電復旧データなど、活用可能な情報を検討の上、これらで情
報を補完し、高度な解析技術でより精緻な見通しを算出しながら、関係者に
適時・適切に関連情報を届ける必要があります。

 このため、停電復旧見通しをより精緻化して関係者に迅速に関連情報を共有
するためのモデルとなるシステムの構築を行います。

成果⽬標
 本事業を通じ、停電復旧見通しをより精緻化し、各関係者が迅速にその見

通しに係る情報を把握するためのモデルとなる官民情報共有システムの構築
を行います。

１．停電復旧⾒通しの算出⼿法等の開発

２．早期電⼒復旧情報プラットフォームの構築

• 官民で共有するべき情報の抽出のため、衛星画像やドローン撮影画像、センサ情
報、国・自治体・インフラ事業者の保有する現況情報、過去の停電復旧データや
AI等、活用可能な情報や解析技術を検討した上で、これらを解析し、より精緻な
停電復旧見通しを算出／情報共有・発信するための手法を開発する。

• 停電復旧見通しに係る情報を迅速に関係者間で共有するために構築する早期電
力復旧情報プラットフォームを構築する。

システムのイメージ
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災害時における⽣活環境の確保に資する天然ガス利⽤
設備導⼊⽀援事業費補助⾦
令和元年度補正予算額 19.0億円

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
ガス市場整備室 03-3501-2963

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課 03-3580-2492

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

令和元年台風第15号において、長期間にわたる大規模な停
電が発生し、市民生活環境へ甚大な影響を及ぼしました。こう
した事態に備え、耐震性を向上させた低圧ガス導管でガスの供
給を受ける施設に、災害時にも対応可能な停電対応型の天然
ガス利用設備を普及させることが重要です。

 また、天然ガスは化石燃料の中で燃焼時の単位あたりのCO2
排出量が最も低いなど、優れた環境特性を持っており、環境対
策の観点からも、天然ガス利用設備の普及促進も着実に進め
ていくことが重要です。

本事業では、災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス
利用設備導入等に対し補助することで、停電時の生活環境の
確保及び平時からの環境対策を図ります。

成果⽬標
避難所や防災上中核となる施設等の社会的重要インフラの災害

対応力の強化を目指します。

国 ⺠間団体等
補助

（定額）

⺠間団体等
補助

（中小企業等2/3、中小企業等以外1/2）
※燃料電池は中小企業等以外も2/3

ガス導管

民間事業者等

ガス製造事業者のLNG基地等

＜補助対象＞
低圧ガス導管でガス供給を受けている、避難所や防災上中核となる
施設等に、災害時にも対応可能な天然ガス利用設備の導入等を行
う民間事業者等。

＜災害時にも対応可能な天然ガス利用設備＞

ガスコージェネレーションシステム GHP 燃料電池
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Ⅱ．経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への支援
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１．中小企業の生産性向上



中小企業生産性革命推進事業
令和元年度補正予算額 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

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年で、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
企業等

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

（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。
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中⼩企業・⼩規模事業者の⽣産性向上⽀援体制強化事業
令和元年度補正予算額 10.0億円

１，２．中小企業庁経営支援課
03-3501-1763

３．中小企業庁小規模企業振興課
03-3501-2036

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
令和2年4月の中小企業への時間外労働の上限規制の適用開始が

迫る中、より一層、業務効率化等を迫られている中小企業・小規模
事業者の生産性向上や人手不足等の経営課題解決を促進し、働き
方改革の対応に向けた支援を実施する必要があります。

 そのため、中小企業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、各都道府県に設置されている「よろず支援拠点」の
体制強化を図ります。

成果⽬標
中小企業・小規模事業者の生産性向上に関する課題解決を支援

します。

中小企業庁経営支援課
03-3501-1763

中⼩企業・
⼩規模事業者

支援
⽀援拠点

委託

委託

支援等国
全国本部

よろず⽀援拠点事業
よろず支援拠点において、中小企業・小規模事業者の生産性向上等の経営課

題に集中的に対応するため、以下の体制強化を行います。
①働き方改革対応に向けた集中支援のため、人手不足対応アドバイザー等を増
員し、支援に必要な体制を構築します。

②特に生産性が低い業種やものづくり企業への支援を行うため、これらの業態への
支援ノウハウを有する専門家人材を確保し、生産性向上に資する支援ノウハウの
向上を図ります。

③各拠点に配置されているコーディネーターの支援能力を向上させるため、全国規
模で特定分野における継続的な研修や事例検討等の場の設置を通じたスキル
アップ研修やテーマ別研修を重点的に開催し、相談事業者の状況に応じ、県域
を越えた支援を可能とする体制を構築することで、集中支援を可能とする体制の
強化に取り組みます。

中⼩企業・⼩規模事業者
相談対応

ノウハウ共有・研修強化

生産性向上

コーディネーターの
⽀援能⼒向上
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⽣産設備におけるエネルギー使⽤合理化等事業者⽀援事業
費補助⾦
令和元年度補正予算額 50.0億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課
03-3501-9726

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
中小企業等の工場・事業場等における生産性及び省エネ性能の高い

生産設備投資を支援することで、エネルギーコストの低減及び生産性
の向上を促進し、競争力の強化に繋げます。

従来の事業（設備単位）では補助の対象外としていたレーザー加工
機や射出成形機など、生産性及び省エネ性能の高い特定の生産設
備を対象とし、導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行え
る制度を創設します。

成果⽬標
生産性及び省エネ性能の高い設備更新支援を通して、長期エネルギー

需給見通しにおける令和12年度の省エネ目標(5,030万kl)の達成に
寄与することを目指すとともに、中小企業者等のエネルギーコストの削減
及び生産性を向上させ、競争力を強化します。

⺠間企業等 事業者等

補助
（定額）

補助
（1/3）

省エネ性・⽣産性向上設備への更新等を⽀援省エネ性・⽣産性向上設備への更新等を⽀援

省エネ性・⽣産性の向上省エネ性・⽣産性の向上

競争⼒強化競争⼒強化

マシニングセンタ 射出成形機レーザ加⼯機

中⼩企業等の⼯場

対象者対象者

補助率補助率

国内で事業活動を営んでいる中⼩企業者等

１／３以内

国

※設備例
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２．事業承継の円滑化



事業承継・世代交代集中⽀援事業
令和元年度補正予算額 64.0億円

中小企業庁 財務課
03-3501-5803
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）

事業イメージ
事業⽬的・概要
喫緊の課題である事業承継問題を解決するため、10年程度の事業承継

の集中実施期間の中で、事業承継ニーズを掘り起こします。具体的には、
各都道府県に構築された事業承継ネットワークをベースとし、地域密着型
で専門家派遣等を行う「プッシュ型事業承継支援」の強化を図ります。

 また、承継後に行う設備投資等の新たな取組を支援するとともに、後継者
不在の中小企業の後継者教育の型を明らかにします。

後継者が経営者保証を理由に躊躇することなく円滑に事業承継を進める
観点から、経営者保証解除に向けた専門家による支援・確認を行います。

成果⽬標
平成29年度からの5年間での目標である事業承継診断件数（25～30

万件）が、令和元年度中に達成見込みであるため、令和2年度からは、
新たな目標診断件数（年間約16.8万件）を掲げるとともに、事業承継
計画策定件数や専門家派遣数も増加させ、事業承継を促進します。

事業承継補助金により、約450者の承継後の経営革新等を後押しします。

承継トライアル実証事業により、約60者の後継者教育の実証事業を行い、
円滑な第三者承継の実現に繋げます。

• 事業承継診断で堀り起こされた事業承継ニーズに対して、各県の承継コーディネータ
やブロックコーディネータが、事業承継計画策定や専門家派遣等を実施し、事業承
継を後押します。さらに、モデル事業として、①プロフェッショナル人材拠点などを活用し
ながら、後継者がその右腕人材を活用しやすくなる取組や、②サプライチェーンにおけ
る事業承継を効率的に進めるための取組などを重点的に支援します。

• M＆A等を通じた事業承継を契機に、経営革新等に挑戦する中小企業に対し、設
備投資・販路拡大等に必要な経費を支援します。また、新規事業への参入を行う場
合などには重点的に支援を行い、ベンチャー型事業承継・第二創業を後押しします。

• さらに、経営資源を譲り渡した事業者の廃業費用も補助します。

（３）事業承継補助⾦

国
⺠間事業者等

都道府県・
⺠間団体等⺠間事業者等

⺠間事業者
補助（定額） 補助（2/3,1/2）

委託委託

（２）プッシュ型事業承継⽀援⾼度化事業

• 後継者不在の中小企業が、後継者選定後に行う教育について、有効な内容や型を
明らかにし標準化を進めることで、円滑な第三者承継の実現を後押しします。

（４）承継トライアル実証事業

枠組 補助率 補助上限額 上乗せ額
※廃業を伴う場合

原則枠
経営者交代型 １/２ 225万円 +225万円

M＆A型 １/２ 450万円 +450万円
ベンチャー型事業承継枠

・生産性向上枠
経営者交代型 ２/３ 300万円 +300万円

M＆A型 ２/３ 600万円 +600万円

• 経営者保証コーディネーターが「経営者保証に関するガイドライン」の要件充足状況
を確認し、必要に応じて専門家を派遣し金融機関との目線合わせを支援します。

（１）経営者保証解除に向けた専⾨家による⽀援
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３．海外展開企業の事業円滑化



事業イメージ事業の内容

成果⽬標
 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倍にするという政府目標に貢献する。

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 令和元年度補正予算額 29.0億円

＜⽀援内容＞

（１） 日米貿易協定・日EU・EPA・TPP11締約国等への海外展開支援
①専⾨家によるサポート
• 適正支援メニューの紹介や取次ぎ
• 計画策定から商談助言までの一貫支援
• 米国、日EU・EPA、TPP11締約国等の専門家による海外展開支援の充実

（２） 地域産品等の海外需要開拓支援

②中堅・中⼩企業へのTPP等の普及・啓発
• E-learningの提供や、パンフレット・解説書等の作成・配布、専門家等を講師とした

業種別のものを含むセミナー等の開催等を実施

事業⽬的・概要
 日米貿易協定の妥結等により拡大が見込まれる海外市場への販路開拓を目指

す我が国中堅・中小企業等に対し、企業のニーズに応じたきめ細かな支援を行い
ます。

 具体的には、国、支援機関等で構成される「新輸出大国コンソーシアム」の枠組
みを活用し、海外展開のあらゆる段階における専門家のサポートを実施します。

 また、TPPや日EU・EPA、日米貿易協定等の活用を促進するため、中小企業等
に対して、実践的な内容で知識の定着を図るE-learningの提供や、パンフレット
や解説書の作成・配布、説明会の開催の拡充等を行い、きめ細やかな情報提
供等を強化します。

 英国のEU離脱に対する産業界の懸念を払拭し、離脱後の日英経済関係構築
に向けた検討を実施するため、事業者向けのセミナーや個別相談対応等を実施
します。

 利用企業の利便性と支援サービス向上のためのデータベース構築ともに、AI技術
を活用したマッチング高度化に向けた実証を行います。

 これらに加えて、海外の主要なECサイトへの「ジャパンモール」の設置・デジタル広
告・キャンペーンイベント等により、中堅・中小企業の地域産品等の販路拡大を
支援します。

国 JETRO
交付

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

③中堅・中⼩企業の海外展開⽀援の効率化事業
• 企業の商品情報やバイヤーの調達情報を一元管理するデータベースを構築
• 成約ポテンシャルの高いバイヤー・セラーを選定するためのＡＩ実証

①越境ECジャパンモール事業
• 海外の主要なECサイトに特設サイト「ジャパンモール」を設置することにより、地域の

中小企業の商品の販路開拓を支援
• 実店舗でプロモーションした後、ECサイトで販売する等のクロスマーケティング手法を実施

②地域産品の海外におけるプロモーション
• 新聞・雑誌・テレビ等での広告、SNS・WEBサイト等デジタルでの広告、キャンペーン

イベント等、プロモーション活動を支援

③外国企業と連携したオープンイノベーション⽀援
• 国内、地方の中小企業などと外国スタートアップ企業とのマッチングや、外国企業の

日本進出を支援するために国内大学へのオープンイノベーション拠点や自治体への
サポートセンターの設置・運営、外国企業に対するテンポラリー・オフィスの提供、首長
によるトップセールス等を行うイベントの開催を実施

(1)①、(2)①②貿易経済協力局 貿易振興課 03-3501-6759
(1)②通商政策局 経済連携課 03-3501-1595

(1)③通商政策局 総務課 03-3501-1654
(1)④通商政策局 欧州課 03-3501-1096

(2)③貿易経済協力局 投資促進課 03-3501-1662

④英国のＥＵ離脱に向けた対欧州ビジネス⽀援事業
• 英国のEU離脱に関する事業者向けセミナー・個別相談等を実施
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コンテンツグローバル需要創出促進・基盤整備事業
令和元年度補正予算額 31.0億円

商務情報政策局 コンテンツ産業課
03-3501-9537

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業⽬的・概要
日本のコンテンツ産業の更なる成長のためには、増大する海外需要の獲

得が重要です。コンテンツの海外展開は、市場獲得のみならず、日本ブー
ムの創出にも寄与します。

海外需要を獲得するためには、海外作品と互するべく大規模なコンテンツ
製作に資するビジネスモデルを浸透させるとともに、海外市場に挑戦するク
リエイターを後押しする必要があります。あわせて、日本の強みであるデジタ
ル技術をコンテンツ分野に導入し、日本発のコンテンツを生み出す土壌を
耕していくことが重要です。

 こうした現状を踏まえ、
１．コンテンツの海外展開におけるローカライズ・プロモーション、
２．海外向けコンテンツ製作に資する資金調達手法・人材育成、
３．デジタル技術による産業構造の強靱化・重層化、
の支援を行います。

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 ⺠間企業等⺠間団体等
補助（定額）

間接補助
（補助率1/2,2/3,1/3）

• 制作工程を効率化するシステム開発の支援により、生産性向上・制作現場
改善。

• 企業等が発信するストーリー性のある映像（ブランデッド・コンテンツ）の制
作・デジタル配信の支援により、コンテンツの新たな流通・マネタイズを創出。

• 先進技術を活用した新たな形のコンテンツの開発の促進により、競争力の高
いコンテンツを創出する基盤を形成。

事業イメージ

• 日本発のコンテンツの海外展開におけるローカリゼーション及びプロモーションを
支援し、海外需要の獲得等を促進。

• コンテンツの本格的な製作に必要な資金調達のための試作映像等の企画・
開発を支援し、①コンテンツ製作に対する外部資金の流入の確立、②企
画・開発から対外発信まで行える人材の育成・輩出を促進。

１．コンテンツの海外展開におけるローカライズ・プロモーションの⽀援

２．海外向けコンテンツ製作に資する資⾦調達⼿法・⼈材育成の⽀援

３．デジタル技術による産業構造の強靱化・重層化の⽀援

海外プロモーション

訪日観光客の増加

・海外市場の開拓
・日本ブームの創出日本発のコンテンツ 補助

本格的製作
・制作会社等
・クリエイター

海外発信資金調達

①大規模製作により世界市場獲得
②世界発信できる人材の育成・輩出

・ピッチ映像製作等
・海外企画市等
への出展等

補助

制作
BRANDED

MOVIE 配信

ストーリー性
のある映像 補助

デジタルメディア

・デジタルコンテンツ流通市場
・企業広報/PRのアップデートも

企業等

デジタルツール導入
による生産性向上

コンテンツの
製作工程 日本発のコンテンツの

持続可能な制作現場の整備⼯程B
⼯程A

⼯程C 補助
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４．イノベーションの担い手の輩出



事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国
起業家候
補⼈材等

交付金

事業イメージ

研究開発型スタートアップ⽀援事業
令和元年度補正予算額 30.2億円

産業技術環境局技術振興・大学連携推進課
03-3501-1778
産業技術環境局大学連携推進室
03-3501-0075

事業⽬的・概要
 Society5.0の実現に向け、イノベーションの担い手であるスタートアップ企業は重

要な存在です。このため、政府戦略（統合イノベーション戦略2019等）において、
「企業価値又は時価総額が10億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業（ユニ
コーン）又は上場ベンチャー企業を2023年までに20社創出」することが目標とし
て掲げられています。

 特に、研究開発型スタートアップは、スピード感を持った果敢な研究開発により技
術的優位な立場を構築できるため、技術イノベーションの担い手として期待される
存在で、その創出や成長のための環境整備が重要です。

 しかしながら、研究開発型スタートアップを取り巻く環境は依然として厳しく、自律
的・連続的に創出・成長が繰り返される「エコシステム」の構築には未だ至っていま
せん。特に、事業化の前段階における、研究と事業化の間のGap(空白)を埋める
資金（Gap Fund）は、リスクが高く民間からの調達が困難な状況です。

 そこで、本事業において、 Gap Fundを通じてシーズ案件を重点的に支援し、創
業数を向上することで、その後の支援フェーズに繋げ、ユニコーン組成を後押ししま
す。

 具体的には、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)を通じ、優れた技
術シーズを活用した事業構想を持つ起業家候補に対し、スタートアップ立ち上げ活
動を支援します。

（研）新エネルギー・
産業技術総合開発

機構(NEDO)

補助

・ 技術シーズを活用した事業構想を持つ起業家候補に対し、スタート
アップ立ち上げ活動に係る以下の支援を行う。

 事業化支援人材（起業経験者、支援者、VC等）によるビジネスプ
ラン策定の指導やProof of Concept(PoC)の支援等

 研究開発にかかる事業費の補助

成果⽬標
 「企業価値又は時価総額が10億ドル以上となる、未上場ベンチャー企業（ユニ

コーン）又は上場ベンチャー企業を2023年までに20社創出」するため、起業数向
上を目指します。
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アジアDX等新規事業創造⽀援事業
令和元年度補正予算額 14.0億円

(1)通商政策局 アジア大洋州課
03-3501-1953
貿易経済協力局 投資促進課
03-3501-1662

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
 アジアの新興国企業との連携促進を通じ、新規事業に取組む企業の創

出・成長・海外展開を加速化するため、海外企業等の情報収集やネット
ワーキング、試行機会の拡大等を支援いたします。

 また、大企業・既存企業に埋もれている人材のスタートアップへの出向等
を支援することで、これまで十分に活用されてこなかった経営資源（人
材・知財含む）の開放を促し、新規事業に係る経営人材を育成し、新
規事業創造を促進します。

成果⽬標
 デジタル技術を活用した新興国進出を支援するとともに、現地のビジネ

ス環境整備を通して日系企業による新事業創出を目指します。
 出向等により所属組織の外で将来の新規事業創造に資する経験を積

む大企業等人材を創出するとともに、当該経験により向上する能力の
評価指標を開発します。

日系企業と新興国企業等とが連携し、デジタル技術を活用してアジアの
社会課題を解決するサービスや商品を開発する取組を促進し、事業環
境整備につなげます。また、現地への専門員派遣等を通じたネットワーク
構築により、日系企業の海外展開を支援します。

新規事業創造を促進するため、以下支援及び、事例調査・情報発信
を行い、十分に活用されてこなかった経営資源（人材・知財含む）の
開放を促します。

大企業・既存企業の人材を、既存スタートアップへ出向させるためのコー
ディネート・ハンズオン支援を行う事業への補助

大企業・既存企業の人材が、出向等の形で、自ら起業する場合の事
業費への補助 等

(２)⼤企業⼈材等の開放による新規事業創造の促進

(１)スタートアップ企業等と新興国企業との連携促進

通商政策局 南西アジア室
03-3501-1836

(２))経済産業政策局 産業創造課
03-3501-1560

(1)通商政策局 アジア大洋州課
03-3501-1953

(1)貿易経済協力局 投資促進課
03-3501-1662

(1)通商政策局 南西アジア室
03-3501-1836

(2)経済産業政策局 産業創造課
03-3501-1560

⺠間事業者

⺠間事業者
委託、補助
(1/2,1/3)

⺠間事業者

JETRO
交付金、補助（定額）

補助(定額)

委託、補助（1/2,2/3）

(1)
(1)

(2)
国

拠出 AMEICC事務局

農村部の所得改善 IoTによる
生産性向上

医療への
アクセス改善

低所得者層の機会
拡大による

Inclusive Growth

（想定事例）

⽇本企業 社会課題解決

現地企業との連携によるソリューション開発支援

海外市場
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⼈⼯知能に関する橋渡しインフラ拡張
令和元年度補正予算額 20.0億円

産業技術環境局 研究開発課
03-3501-9221

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 国⽴研究開発法⼈
産業技術総合研究所

補助金 （10/10）

事業イメージ
事業⽬的・概要
産業技術総合研究所の人工知能処理向け計算インフラである「AI橋

渡しクラウド（ABCI）」は、日本のAI研究開発を加速するオープンイ
ノベーションプラットフォームとして2018年8月より運用を開始しました。

運用開始から１年を経て、国内企業がABCIを活用して、深層学習
における世界一の計算速度を達成するなど顕著な成果をあげており、
多様な企業、大学、研究機関による利用が大幅に拡大しています。

他方で、想定を超える高い需要のため待ち時間が長く、円滑な利用に
支障が出ています。また、大規模なデータ処理が必要となる先進的な
応用実証には、現在の2倍以上の処理能力、機能拡充が必要です。

 そこで本事業により、ABCIの処理能力等の機能を拡張するため現行
施設の増強を行い、 先進的な応用実証や国内のデータ保有企業に
よるABCIの活用を加速し、AI分野での産業競争力の強化に貢献し
ます。

事業イメージ

◆⼈⼯知能に関する橋渡しインフラ拡張

AI研究開発への一層の
貢献

2018年12月 2019年10月

処理能力を２倍に

ABCI利用者数 想定を超える利用増によ
る待ち時間の増大

ABCIは現在、企業を中心に1,000人以上のユーザが利用しています。
2021年までに需要が処理能力を上回るのは確実です。高い需要に対
応した円滑な活用と、先進的なAI応用実証の加速のために、現状の
ABCIと合わせて約２倍の処理能力と、高速アクセス可能なストレージを
持つAI向け橋渡し計算インフラを整備します。

成果⽬標
本事業による研究拠点の整備後２年間で、国内の産学官による利用

プロジェクトを500件以上、利用者を5,000人以上を目指します。
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事業の内容 事業イメージ

事業内容
複数自治体の企業による共同利用が見込まれ、企業単独では十分な

活用が困難な先端技術に係る設備の導入と、当該設備を活用した企
業人材の育成を行う公設試・大学等を補助します。

導入設備の利用等に関する料金は、公設試・大学等が立地する自治
体内外の利用者間で差を設けないことを、本補助の申請要件とします。

申請内容の審査では、創出を目指すイノベーション、導入設備の想定
稼動率や収支計画等を確認し、公設試・大学等に効果的な設備導入
を促します。

地域未来投資促進法に基づく連携支援計画により、他の支援機関と
連携して、地域企業支援のプラットフォームを構築する申請は、採択審
査時に加点措置の対象となります。

国

地域イノベーション基盤整備事業費
令和元年度補正予算額 5.5億円

公設試・⼤学等※
定額補助

※ 公設試・大学等︓地域において公設試と同様の役割を果たす機関を含みます。

事業⽬的・概要
技術革新が急速に進む中でも地域企業によるイノベーション創出・生産

性向上が進むよう、公設試験研究機関（公設試）・大学等による企
業支援体制構築に資する先端設備の初期導入・人材育成を支援しま
す。

成果⽬標
導入設備を活用した人材育成イベントへの参加企業数が目標値を超

え、かつ当該イベント参加者の満足度が80%を超えること。
導入後3年度間の、導入設備の収支目標達成率が80%を超えること。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

他の支援機関公設試・大学等

自治体内 外

①支援を活用した設備導入【補助対象】
②自治体内外企業向けセミナーの開催等【補助対象】

④企業ニーズの相互
紹介・支援連携

③試験委託
設備利用
技術相談等

・地域経済産業グループ
地域企業高度化推進課
03-3501-0645

・産業技術環境局 大学連携推進室
03-3501-0075

地域企業によるイノベーション創出・⽣産性向上を⽀援
公設試・⼤学等のイノベーション創出⽀援⼒を強化

① 公設試・大学等が、先端技術に係る設備を導入します。この際、導入
に係る費用を、国が補助します。

② 公設試・大学等が、導入設備を活用して、自治体内外の企業向けに
人材育成イベントを開催します。この際、当該イベントの開催に要する
講師の謝金等を、国が補助します。

③ 公設試・大学等が、導入設備を活用して、自治体内外の企業から寄
せられる試験委託、設備利用、技術相談等に応じ、企業のイノベー
ション創出を支援します。

④ 公設試・大学等が、支援過程で把握した企業ニーズのうち自ら対応で
きないものを、他の支援機関へ紹介し、企業のイノベーション創出を連
携して支援します。

⑤ 公設試・大学等が、人材育成イベント・収支の目標達成度を国へ報
告するとともに、当該実績を踏まえて、地域企業向けイノベーション創出
支援の更なる改善を図ります。 42



事業の内容

⼤企業⼈材等の地⽅での活躍推進事業
令和元年度補正予算額 5.0億円

事業イメージ

事業⽬的・概要
• 地域における起業や、兼業・副業も含めた中小企業への人材供給を進

めることは、喫緊の課題となっています。その加速に当たっては、既に各地
域で活動している人材のみならず、大企業等において知識・スキル・経験
を蓄積した都市圏の人材等も含めて、起業・兼業・副業を後押ししていく
ことが必要となります。

• 中でも、地方創生や社会貢献への意欲が高い大企業の中堅人材等が、
人材不足に苦しむ中小企業・ベンチャー支援等で活躍するケースも存在
しており、こうした動きを起業や中小企業支援にも波及させていくことが重
要です。

• 他方、大企業人材等が外部で活躍するためには、その知識・スキル・経
験を、起業や中小・ベンチャー支援で求められる水準に向上・アジャストす
る必要があります。

• このため、大企業の中堅人材等を対象として、経営関連の知識や大企
業とは異なるコミュニケーションスキル等の習得に向けた教育を行う取組等
を支援するほか、地方の中小企業等にとっての有効な人材確保手法等
に関する調査を行うことにより、意欲のある大企業人材が地域経済という
新たな活躍の場を得る機会や、地域の中小企業等が新たな人材を獲得
する機会を提供します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

・人材支援機関等が中堅人材を抱える企業と連携等して行う、同人材に
対する知識・スキルの向上・アップデートを支援する取組等に対して補助を
行います。

・また、中堅人材を抱える他の企業の背中を押すため、上記を通じて創出
された優良事例の調査分析や周知・普及を行います。

（１）中堅⼈材等の知識・スキル向上⽀援

中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

地域経済産業G 地域経済産業政策課
03-3501-1697

地方の中小企業等にとって有効な人材確保の方法等に関する調査を行い
ます。特に、求人サイトへの掲載の有効性等について実証調査及び検証・
分析を行った上で、地域の企業に対して、有効な人材確保手法等に関す
る普及啓発活動を行います。

（２）⼈材確保⼿法等の調査分析

国

（１）補助（定額）
⺠間団体

等

（１）補助（1/2）

⺠間企業
等

（２）委託
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５．資源・エネルギー供給源の一層の多角化



ロシア・北極圏等におけるLNGプロジェクトに対する出資⾦
令和元年度補正予算額 250.0億円

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油・天然ガス課
03-3501-1817

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国

事業イメージ

事業⽬的・概要
石油・天然ガスの大部分を海外からの輸入に依存している我

が国において、我が国企業による海外における石油・天然ガス
権益の獲得は、エネルギー安全保障上極めて重要です。

昨今の中東情勢の緊迫化を踏まえ、LNGの調達先の多角
化と安定確保を図るため、ロシア・北極圏等におけるLNGプロ
ジェクトに対して、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資
源機構（JOGMEC）がリスクマネーの供給を行います。

JOGMEC
出資

プロジェクト会社
出資

成果⽬標
我が国の石油・天然ガスの自主開発比率を引き上げるととも

に、供給源の多角化により、石油・天然ガスの安定的かつ低
廉な供給の確保を目指します。

※2030年の石油・天然ガスの自主開発比率40％を目指します。

国

JOGMEC ⽯油開発企業等

出資

出資 出資

プロジェクト会社

⽯油・天然ガスの権益獲得や供給源の多⾓化

洋上油ガス⽥
LNGプラント

⽯油・天然ガスの輸出
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<具体的な対象事業（一例）>
○市場における権益の寡占化が進むコバルトを確保するため、コバルト
鉱山への日本企業の参入に向け、出資等の支援を行う。

○レアアース供給源の多角化の実現に向け、出資等を実施する。

独⽴⾏政法⼈⽯油天然ガス・⾦属鉱物資源機構出資⾦
令和元年度補正予算額 209.0億円

資源エネルギー庁 鉱物資源課
03-3501-9918

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国

事業イメージ

事業⽬的・概要
今後、脱炭素社会への転換が進み、電気自動車や再エネ機器等が

普及することで、レアメタルの需要増加が見込まれます。また、昨今の米
中貿易摩擦による供給リスクがある中でも、これらの資源の安定供給
が確保されるよう、我が国企業による上流権益・製錬能力の獲得を促
進します。

本事業では、特定国による寡占化等が進行しているコバルトやレアアー
ス等のレアメタルの供給源確保に向け、民間企業に対する出資等の支
援を行うため、JOGMECに出資します。

成果⽬標
 レアアースにおける特定国からの供給への依存度を2025年までに

50％以下に低減します。また、コバルトの自給率を2025年までに
50％まで引き上げます。

鉱⼭権益に参⼊
する⺠間企業

出資
(独)JOGMEC

出資等

＜リチウムイオン電池＞ ＜次世代自動車＞

レアメタルの権益獲得や供給源の多⾓化
銅コバルト鉱山 レアアース分離・精製プラント
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Ⅲ．未来への投資と今後を見据えた経済活力の維持・向上
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１．Society5.0時代の高齢運転者による交通事故対策



事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

サポカー補助金
令和元年度補正予算額 1126.7億円

事業イメージ

事業目的・概要

高齢運転者の交通安全対策は、政府全体の喫緊の課題です。
他方、車両や歩行者との衝突事故防止を図る装置を備える安

全運転サポート車は、高機能であるため価格が高く、そもそも買
替え需要の低い高齢運転者の買替えが進まない現状があります。

 このため、65歳以上の高齢者を対象に、対歩行者衝突被害軽
減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置を搭載した新
車または中古車に対する定額の導入補助を行うことで、高齢運
転者の安全運転サポート車導入を加速化します。

 また、既販車に対しては、後付けのペダル踏み間違い急発進抑
制装置の導入補助を行います。

成果目標
令和3年度にかけて、65歳以上高齢者が保有する車のうち、対
歩行者衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制
装置を搭載する車の割合が大幅に増加します。

（１）補助対象・単価

国 民間団体等

補助
（定額） 定額補助

購入者等

製造産業局 自動車課
03-3501-1690

※補助金申請が必要

１、①対歩行者衝突被害軽減ブレーキや②ペダル踏み間違い急発進抑制装
置を搭載する車

２、後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置

登録車 １０万円
軽自動車 ７万円
中古車 ４万円

６万円
３万円
２万円

①かつ②を搭載する車両 ①のみを搭載する車両

障害物検知機能付きペダル踏み間違い急発進抑制装置等 ４万円
ペダル踏み間違い急発進抑制装置等 ２万円

（２）対象となる性能のイメージ

車載のレーダーやカメラにより前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性
がある場合には、運転者に対して警報します。さらに衝突の可能性が高い場
合には、自動でブレーキを作動します。

●衝突被害軽減ブレーキ

（イメージ）

●ペダル踏み間違い急発進抑制装置
停止時や低速走行時に、車載のレーダー、カメラ、ソナーが前方の壁や車両を検知して
いる状態でアクセルを踏み込んだ場合には、エンジン出力を抑える等により、急加速を防
止します。 （イメージ）

※日産自動車HPより
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多様なモビリティ導⼊⽀援事業
令和元年度補正予算額 7.7億円

１．製造産業局 車両室
03-3501-1694

２．商務・サービスG 医療・福祉機器産業室
03-3501-1562

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業の内容
事業⽬的・概要
• 高齢運転者による交通事故が社会問題となる中、高齢者が自動車に

頼らずに日常生活を円滑に営むことができるよう、高齢者や地域に合わせ
た様々な移動手段の確保が課題となっています。
そこで、以下の事業を実施します。
（１）電動アシスト自転車安全対策・普及推進事業
高齢者等に対して安全講習会の実施を前提とした貸出事業を支援する
とともに、利用形態に係るデータを収集します。
（２）電動車いす等安全対策・普及推進事業
高齢運転者の自動車乗り換え対象として、電動車いす等の認知度を向
上するため、安全対策を含めた普及促進を行うとともに、利用可能性を
拡大するための実証事業を行います。

成果⽬標
自動車に代わる移動手段として、電動アシスト自転車への切り替えを促

すため、電動アシスト自転車の利用回数の増加を目指します。
自動車に代わる移動手段として、電動車いす等の認知度の向上及び利

用可能性の拡大を目指します。

事業イメージ

1．電動アシスト⾃転⾞安全対策・普及推進事業

• 電動アシスト自転車については、一般用自転車と比べて脚力を要しない等、移
動距離によっては高齢者の自動車の代替手段となりうることが期待されていること
から、高齢者に対して自転車に関する基本的な交通ルール等の再教育と、乗り
方講習を含めた安全講習会の実施を前提とした電動アシスト自転車の貸出事
業を行う民間団体等へ、支援を実施します。

• 利用者の移動形態等を収集可能な、GPSロガー等のIoT端末を搭載した自転
車を導入することで、自転車利用者の行動範囲等を取得し、今後の免許返納
の促進を見据えて、多様なモビリティ普及促進施策の検討のためのデータ収集を
行います。

２．電動⾞いす等安全対策・普及推進事業

• 電動車いすについては、運転免許が不要で運転も容易であることから、高齢者
の移動に際して自動車の代替手段になりうることが期待されています。

• 高齢者に対する電動車いす等の安全対策を含めた普及促進を行うため、都市
部や地域における実証や、空港、観光地などの施設等における利用可能性を拡
大するための実証を行います。

• また、都市部や地域における実証では、IoT端末を搭載した電動車いす等を利
用することにより、地域による利用状況の特性の違い等、多様なモビリティ普及促
進施策の検討のためのデータ収集を行います。

電動アシスト
自転車

電動車いす

製品イメージ
国

補助

(定額)
⺠間団体等

補助

(2/3)
⺠間団体等

（１）電動アシスト⾃転⾞安全対策・普及推進事業

（２）電動⾞いす等安全対策・普及推進事業

国 ⺠間団体等⺠間団体等
委託 委託
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２．今後の競争力の核となる基盤技術の開発



ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業
令和元年度補正予算額 1,100.0億円

商務情報政策局 情報産業課
03-3501-6944

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(研)新エネルギー・
産業技術総合開発
機構(NEDO)

補助
(基金造成)

事業イメージ

事業目的・概要

第４世代移動通信システム（４Ｇ）と比べてより高度な第５世代
移動通信システム（５Ｇ）は、現在各国で商用サービスが始まりつつ
ありますが、さらに超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された
５Ｇ（以下、「ポスト５Ｇ」）は、今後、工場や自動車といった多様
な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得
る技術と期待されます。

本事業では、ポスト５Gに対応した情報通信システム（以下、「ポスト
５G情報通信システム」）の中核となる技術を開発することで、我が国
のポスト５G情報通信システムの開発・製造基盤強化を目指します。

具体的には、ポスト５G情報通信システムや当該システムで用いられる
半導体を開発するとともに、ポスト５Gで必要となる先端的な半導体を
将来的に国内で製造できる技術を確保するため、先端半導体の製造
技術の開発に取り組みます。

成果目標

本事業で開発した技術が、将来的に我が国のポスト５Ｇ情報通信
システムにおいて活用されることを目指します。

（１）ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託）
• ポスト５Ｇで求められる性能を実現する上で、特に重要なシステム及び当該

システムで用いられる半導体等の関連技術を開発。

（２）先端半導体製造技術の開発（補助）
• パイロットラインの構築等を通じて、国内にない先端性を持つロジック半導体の

製造技術を開発。

民間企業・
研究機関・
大学等

委託
補助(1/2)
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安全安⼼なドローン基盤技術開発事業費
令和元年度補正予算額 16.1億円

製造産業局 産業機械課
03-3501-1691

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

国
交付

※大企業1/2補助、中小企業2/3補助

国⽴研究開発法⼈
新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NEDO)

（１）委託
（２）補助

災害時の被災状況調査や、老朽化するインフラ点検、監視や捜索
など、政府・公共部門をはじめとするドローンの業務用途ニーズが拡大
しています。こうしたニーズに対応していくためには、ドローンの安全性や
信頼性を確保していくことが重要です。

 そのため、高い飛行性能や操縦性、セキュリティ、低コストを実現する
ドローン基盤技術の開発を促進します。

具体的には、政府調達向けも想定した標準設計やフライトコントロー
ラ標準基盤設計・開発を行うとともに、主要部品に係る産業基盤の
育成やドローンの量産化に向けた取組を支援します。

 これにより、社会課題解決に向けた安全安心なドローンの利活用を
促していきます。

災害対応 インフラ点検

監視・捜索

ドローンの安全安心な利活用の拡大成果⽬標

事業終了後早期に、政府機関による調達をはじめとする市場への参入
の実現を目指します。 • 高いセキュリティを実現する技術開発・実装

• 低コストを実現するドローン標準設計・開発
• 高い飛行性能・操縦性を実現するフライトコントローラー標準基盤設計・開発

• 低コストかつ高い飛行性能・操縦性を実現する主要部品設計・開発支援
• 性能評価検証・量産体制構築等支援

（１）政府調達向け標準設計開発

⺠間企業等
（２）ドローン関連産業基盤強化
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３．Society5.0,SDGsの実現に向けたイノベーションの推進



事業の内容 事業イメージ
事業⽬的・概要
地球規模の課題である気候変動問題を解決するためには、クリーンエ

ネルギー技術の開発と実用化に向けた抜本的なコストダウンが必要です。
日本としても、世界の脱炭素化を牽引すべく、「パリ協定に基づく成長

戦略としての長期戦略」（令和元年6月11日閣議決定）において、
2050年までに80%の温室効果ガス削減目標を掲げるとともに、非連
続なイノベーションの推進を表明しました。

 また、令和元年10月の「グリーンイノベーション・サミット」では、総理から、
世界の叡智を結集するための「ゼロエミッション国際共同研究拠点」の
立ち上げと「革新的環境イノベーション戦略」の策定、今後10年間で
30兆円の官民の研究開発投資を目指すことなどが表明されました。

 このような時機を捉え、本事業では、「グリーンイノベーション・サミット」
（令和２年１月21日統合イノベーション戦略推進会議決定）におい
て提案された「ゼロエミッション国際共同研究拠点」を整備します。

ゼロエミッション国際共同研究センターの整備

産業技術環境局
エネルギー・環境イノベーション戦略室 03-3501-2067
産業技術総合研究所室 03-3501-1366

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 国⽴研究開発法⼈
産業技術総合研究所

補助金
(10/10)

成果⽬標
 「2050年までに温室効果ガス排出量80％削減」という長期的目標に

向け、世界の叡智を結集し、国際共同研究を実施する場として、（国
研）産業技術総合研究所に「ゼロエミッション国際共同研究センター」
を整備します。

ゼロエミッション国際共同研究センターのイメージ

世界有数の国立研究機関等の優れた技術・研究者を拠点に結集し、ブ
レークスルー・テクノロジーを創出する環境を整備して、「ゼロエミッション国際
共同研究センター」を立ち上げます。

 エネルギー・環境分野において、世界最先端の研究開発に取組む産業技
術総合研究所のつくばセンターを中核とし、社会実装を担う同所の福島再
生可能エネルギー研究所（FREA）、臨海センターと有機的に連携するこ
とで、ゼロエミッション研究拠点を形成します。

【国際共同研究の課題イメージ】
 カーボンリサイクル、水素

 CO2分離・回収技術、水素キャリア、人工光合成 等
 エネルギーデバイス

 高効率熱電変換素子、超高効率太陽電池 等

⾰新的環境イノベーション戦略加速プログラム
（ゼロエミッション国際共同研究拠点整備）
令和元年度補正予算額 90.0億円
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⾰新的環境イノベーション戦略加速プログラム
（⾰新的環境イノベーションの創出に向けた技術開発）
令和元年度補正予算額 37.0億円

事業の内容 事業イメージ

事業⽬的・概要
地球規模の課題である気候変動問題を解決するためには、クリーンエ

ネルギー技術の開発と実用化に向けた抜本的なコストダウンが必要です。
日本としても、世界の脱炭素化を牽引すべく、「パリ協定に基づく成長

戦略としての長期戦略」（令和元年6月11日閣議決定）において、
2050年までに80%の温室効果ガス削減目標を掲げるとともに、非連
続なイノベーションの推進を表明しました。

 また、令和元年10月の「グリーンイノベーション・サミット」では、総理から、
世界の叡智を結集するための「ゼロエミッション国際共同研究拠点」の
立ち上げと「革新的環境イノベーション戦略」の策定、今後10年間で
30兆円の官民の研究開発投資を目指すことなどが表明されました。

本事業では、「革新的環境イノベーション戦略」（令和２年１月21日
統合イノベーション戦略推進会議決定）に基づく民間投資を活用した
技術シーズの実用化に向けた開発を加速します。

産業分野等における⾰新的環境イノベーションの創出に向けた技術開発

（1）カーボンリサイクル（セメント）

（2）バイオものづくり

（3）ゼロカーボン・スチール

 バイオマス等を原料と
して、カーボンニュート
ラルな高機能化学品
等を製造する技術を
開発します。

 製鉄プロセスにおいてCO2を発生させない「ゼロカーボン・スチール」を実現する
ため、水素還元製鉄技術や製鉄プロセスで発生するCO2を分離・回収する
技術等を開発します。

 セメント製造工程の
CO2を再資源化し、
原料や土木資材とし
て再利用する技術を
開発します。

再資源化
CO2

分離・回収
カーボンリサイクル

廃コンクリートへの吸収等

産業技術環境局
エネルギー・環境イノベーション戦略室 03-3501-2067

製造産業局
素材産業課 03-3501-1737
金属課 金属技術室 03-3501-8625

商務・サービスグループ
生物化学産業課 03-3501-1794

産業分野等におけるゼロエミッションを達成するためのキーテクノロジーであ
る「カーボンリサイクル」、「バイオ」、「水素」について、技術シーズをスケール
アップさせるための研究開発・パイロット実証等を支援します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

(研) 新エネルギー・産業技術
総合開発機構 (NEDO) ⺠間企業等

交付金
委託、

補助 (1/2)

国

カーボンニュートラルな
物質生産

 バイオプラスチック
 ⾼機能化学品
 ⾷品⽤機能性物質

CO2

植物等による吸収 ⽣産プロセスの
バイオファウンドリ

成果⽬標
 「2050年までに温室効果ガス排出量80％削減」という長期的目標に

向け、「革新的環境イノベーション戦略」を踏まえ、産業分野等における
脱炭素技術の革新的なイノベーションの創出を目指します。
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規制の精緻化に向けたデジタル技術の開発事業費
令和元年度補正予算額 28.3億円

経済産業政策局
産業創造課 新規事業創造推進室
03-3501-1560 

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間企業等
交付

事業イメージ

事業⽬的・概要

成果⽬標
●各事業の結果を踏まえて、それぞれの分野における規制の精緻化を

検討します。

①AIを活⽤した⾃動⾞の完成検査の精緻化・合理化に係る技術開発
自動車の完成検査や型式指定監査を合理化するため、AIを活用した常時
監視手法の開発等を実施。

②無⼈⾃動運転⾞における運⾏時に取得するデータの活⽤と安全性評価
のための基礎システムの技術開発
将来的な無人自動運転車に関する合理的な型式認証制度のあり方の検
討に向けて、走行データの収集・分析を行うとともに、無人自動運転車の安
全性評価のためのシステムの開発等を実施。

（研）新エネルギー・
産業技術総合開発
機構（NEDO）

委託

①ドローン等を活⽤した建築物の外壁の定期調査に係る技術開発
建物外壁の調査につき、赤外線装置搭載のドローン等による調査手法を
開発し、現状の打診等の検査と同等のものと位置付けられるか検討。

②⾼精度センサーを⽤いたエレベーターの定期検査に係る技術開発
エレベーターのロープの劣化状況の検査につき、高精度センサーによる検査
手法を開発し、現状の目視検査等と同等と位置付けられるか検討。

●AIやセンシング技術等、デジタル技術が進歩する中、これらを活用した
事業活動を念頭に規制の見直しを進めることで、既存の事業の合理化
や新事業の創出を進めることが重要です。

●例えば、モビリティ分野では、自動車のソフトウェア化やコネクテッド化が進
む中、モビリティ分野における将来の規制等の在り方に係る問題点や課
題を洗い出すことが必要です。

●フィンテック/金融分野については、個人・企業の能力や資産状況等がデ
ジタル化により個別に判断できるようになってくる中で、金融関連法制の
将来の在り方に係る問題点や課題を検討することが重要です。

●建築分野については、センサー精度の向上、ドローン活用などが進む中、
これらの技術の活用により、より精緻かつ合理的な建築物の安全性確
保が可能か等を検証するべく、建築に関する制度（建築基準法等）の
将来の在り方に係る問題点や課題を検討する必要があります。

●本事業では、これら３分野において、ＡＩ等のデジタル技術の研究開発
等を通じた規制の精緻化を図るため、右に記載の事業を実施します。

（１）モビリティ分野

（２）フィンテック/⾦融分野

（３）建築分野

①プロ投資家対応・⾦融商品販売における⾼齢顧客対応に係る開発
プロ投資家や金融商品販売における高齢投資家の要件について、データを
活用することで基準を導き出すためのアルゴリズムを開発し、画一的な要件
（資産要件や年齢要件）の柔軟化を検討。

②マネー・ロンダリング対策に係るシステム開発
各金融機関が個別に取り組む、マネー・ロンダリングに関係する顧客リスク評
価、制裁対象取引の検知といった業務につき、各社共同で取り組むことでの
効率化を検討するため、AIを活用したシステムの開発等を実施。
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事業の内容

EdTech導⼊実証事業
令和元年度補正予算額 10.0億円

事業イメージ

事業⽬的・概要

成果⽬標

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間事
業者等定額補助

導⼊を⽀援するEdTechサービスのイメージ

商務・サービスG サービス政策課・教育産業室
03-3580-3922

⺠間団
体等 学校等設置者補助

(2/3)
※大企業は中小企業とコンソーシアムを

組む場合に限り対象（1/2）

導入

 Society5.0を生きる子ども達は、さらにその先の「未来社会の創り手」と
なるべく、確かな基礎学力を土台にした創造性を育む必要があります。
そのため、一人ひとりの理解度・特性に対して個別最適化され、居住地
域による格差のない公平な学びの環境を構築し、プログラミング教育をは
じめとするSTEAM※１学習の環境を構築することが必要です。

 こうした「未来の学び」を実現するためには、パソコン端末や高速通信網
等の教育ICTインフラの整備と併せ、教育産業が開発を進めている
EdTech※２サービスの学校等における積極的な導入を試行し、学び方
改革を進める必要があります。

本事業では、文部科学省・総務省が行う学校ICT環境整備に関する
事業と協調しつつ、カリキュラム・マネジメントを通じた新たな学び方の構
築を進める学校等設置者とともにEdTechサービスの導入を進めようとす
る企業への補助を行うことにより、学校等設置者と教育産業の協力によ
る教育イノベーションの普及を後押しします。

学校等におけるEdTech導入経費等を対象に、企業への補助を行い、
次年度以降の継続活用や地域への波及を図ります。

 AI型ドリル教材
１⼈１台端末環境で、個々の⽣徒の理解度・
特性に合わせた個別最適学習を提供。算数・
数学・理科等の教科で、⽣徒の解答内容から
AIが理解度を判断し、誤答の原因と推定され
る単元に誘導するなど⼀⼈⼀⼈の理解を助け
る最適な出題で学びを⽀援する教材。

 オンライン型英語教材
オンライン環境で外国のネイティブスピー
カーによる質の⾼い英作⽂添削指導を実現。
地域や担当教員の資質等の制約を受けない、
質の⾼い学びを提供。

 校務等業務効率化ツール
書類作成やデータ管理など、学校・教員の
様々な業務をシステム導⼊・デジタル化に
より効率化。
※これら教員ツールのみでの申請は不可。
⽣徒が活⽤するツールの導⼊必須。

（EdTech活⽤によるカリキュラム・マネジメントのイメージ）

（導⼊サービス事例のイメージ）

⼀⼈⼀⼈の進捗は可視化されきめ細やかなケアが可能に

ネイティブ話者による質の⾼い添削を個々の⽣徒に合わせて提供

教員負担の軽減を通じて⽣徒の学びの質を向上
※１ STEAM︓科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、リベラル

アーツ・教養(Arts)、数学(Mathematics)を活用した文理融合の課題解決型教育
※２ EdTech: Education(教育)×Technology(科学技術)を掛け合わせた造語。AI、

IoT、VR等のテクノロジーを活用した革新的な能力開発技法。。
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事業イメージ

レジ袋有料化に向けた理解促進事業
令和元年度補正予算額 2.0億円

産業技術環境局 資源循環経済課
03-3501-4978

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
委託

事業⽬的・概要
 「プラスチック資源循環戦略」では、資源・廃棄物制約、海洋ごみ対策

等の幅広い課題に対応しながら、プラスチックの資源循環を総合的に
推進するための重点戦略の１つとして、リデュース等の徹底を位置づけ
ました。その取組みの一環としてレジ袋有料化義務化を行い、消費者
のライフスタイル変革を促すこととしています。

 2020年7月1日からレジ袋有料化を円滑に実施するため、ポスターや
テレビCM等を用いた制度の普及啓発を行います。

 また、関係事業者はレジ袋有料化に対応するための準備が必要であ
るため、事業者向けの説明会やパンフレットの作成・配布、相談窓口
の設置等を通じて、関係事業者の理解促進を行います。

成果⽬標
 2020年７月１日から実施予定であるレジ袋の有料化について、広く

関係事業者や消費者へ理解が浸透し、円滑に制度が実施されることを
目指します。

•レジ袋有料化義務化に関するポスター及びテレビCM等における広告等
を通じた広報を⾏います。

•上記に併せて、説明会の開催やパンフレットの配布により、⼩売事業
者等へのきめ細かいサポートを⾏います。

１．普及啓発

•中⼩企業・⼩規模事業者からのレジ袋有料化義務化等に関する相談に
対応するため、相談窓⼝を設置します。

２．相談窓⼝の設置

レジ袋製造者

消費者⼩売事業者

２.相談窓⼝の設置

国 ⺠間企業等

1.普及啓発
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⽣活空間におけるサイバー／フィジカル融合促進事業費
令和元年度補正予算額 5.5億円

商務情報政策局 情報産業課
03-3501-6944

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間企業等
補助

（定額）
⺠間団体等

補助
（1/2以内）

事業イメージ

事業⽬的・概要
多くの家庭において、様々な家電等が利用されていますが、これらから消

費者の生活データを得ることができる環境が整備されつつあります。
 こうしたデータをうまく活用することで、社会課題の解決にも寄与するよう

な、個人の特性に応じてカスタマイズされた高付加価値なサービス等が
提供でき、我々の生活をより豊かにできる可能性があります。しかしなが
ら、これらのデータを相互に十分に活用できないため、実現が困難な状
況になります。

本事業では、多様な家電等がネットワークに接続され、プライバシーが確
保された環境の元で、生活データが流通していき、消費者のニーズを適
格に捉えたサービスが提供される市場の創出に向けた取組を促進します。

具体的には、複数の機器メーカーから得られる消費者の生活データを分
析し、複数のサービス事業者に提供する機能を担うプラットフォームと連
携したサービスの利用契約を行った消費者に対しインセンティブを付与す
る民間企業等の取組を支援します。

 また、事業者には、プラットフォーム事業者間におけるデータ連携の仕組
みに関しての検討や消費者にとって負担感の少ないインターフェースの実
現に向けた工夫を促します。

成果⽬標
収益化を果たしたプラットフォームの担い手の創出（2022年度中に２

社を目指す）

サービス

機器

消費者

機器メーカー

サービス事業者

データ

プラットフォーム事業者

データ

データ

インセンティブ

プラットフォーム事業者間に
おけるデータ連携の仕組み
に関しての検討を促進

生活データを活用したサービ
スモデルの確立

消費者にとって負担感の少ない
ユーザーインターフェースの実現に
向けた工夫を促進
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認知症共⽣等を通じた予防・健康づくり基盤整備事業
令和元年度補正予算額 6.0億円

商務サービスグループヘルスケア産業課
03-3501-1790

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間事
業者等

（２）
定額補助

事業イメージ

事業⽬的・概要
令和元年6月に閣議決定された成長戦略実行計画にある通り、エビ

デンスに基づく予防・健康づくりの推進が重要です。
 このため、経済産業省と厚生労働省が一体となって、統計学的な正

確性を確保し、国が実証事業の対象分野・手法等を整理の上、実
証を実施することで、インセンティブの強化に向けた検討を加速します。

経済産業省においては、認知症に関する実証事業を行うこととします。

成果⽬標
令和元年度から令和4年度までの３年間の実証を実施後、その成

果を踏まえて、疾病予防や介護予防の促進等に関連したインセンティ
ブ措置の強化を検討します。

（１）予防・健康づくりの推進に向けた調査事業
• 実証事業を実施する際には、有識者の意見や過去の先行研究を踏まえ実

施することし、その検討を進めることが重要です。
• このため、国内外の先行研究の調査やそれを踏まえた実証事業の規模や統

計的なフィールド組成について、方針を示すとともに、有識者の意見を踏まえ、
各実証をマネージメントするための調査等を行うこととします。

（２）認知症共⽣社会に向けた製品・サービスの効果検証事業
• 認知症の社会的コストが増大していく中で、認知症との共生に関する製品・

サービスの開発・普及を加速するうえで、製品・サービスの質を測るうえで、自
治体、介護施設、家族等の各ステークホルダーにとって認知症フレンドリーな
ソリューションが重要です。

• このため、実証を行うことで、認知症の人が使いやすい製品・サービスの経済
的・社会的なインパクトを分析し、「標準」の作成等を通じて、社会実装を加
速化させていきます。

⺠間事
業者等

1/2補助

委託
（１）

⺠間事
業者等
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アジア健康構想等の実現に向けた各国の医療・ヘルスケアサービス
連携基盤整備事業
令和元年度補正予算額 4.0億円

商務サービスグループ
ヘルスケア産業課

03-3501-1790

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
健康・医療戦略に基づき、首脳外交等とも連携し、「アジア健康構想」

や「アフリカ健康構想」による、医療・ヘルスケア関連事業の国際展開を
積極的に推進する機運が官民双方に高まっています。

 そのために、まずはアジア各国において、相手国のニーズを踏まえ、医療・
ヘルスケア・介護・生活支援サービスに関する多様な関係者を結集し、
国際連携のための体制基盤が整備されることが必要です。

 このため、アジア各国の社会経済政策に精通する国際機関（ERIA）
に資金を拠出し、我が国とアジア各国におけるヘルスケア分野での共同
プロジェクトやネットワーク構築のための組織的基盤の構築と我が国が講
じる支援施策の効果の検証を、調査研究として一体的に実施します。

成果⽬標
各国との連携基盤としては、日本におけるInnohubやMedical

Excellence Japan等の民間主導で形成されたコンソーシアムを想定
し、5年後に、アジアの主要数か国に構築することを目指します。

国
拠出

国際機関
（ERIA)

委託
調査研究機関・

⺠間企業等

業種・分野を超えた医療・ヘルスケア産業の中核基盤（人材・
情報）を各国に構築し、その基盤間の連携を強化します。

国際機関（ERIA）の機能強化による連携基盤の整備

医療・ヘルスケア関連産業の国際展開プロジェクト

我が国推進機関（MEJ等）
と各国との連携支援

ヘルスケアサービス 医療・介護 生活基盤サービス

「アジア健康構想」「アフリカ健康構想」に基づく二国間MOC

各種連携プロジェクト（MOCに基づくものを含む）

国際機関（ERIA）の機能強化

連携支援に関して必要な調査
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世界経済フォーラム事務局拠出⾦
令和元年度補正予算額 1.0億円

大臣官房 第四次産業革命政策室
03-3501-1560

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 世界経済フォーラム
（WEF）

拠出

事業イメージ

成果⽬標
日本が第四次産業革命に関連する国際議論のイニシアチブを確保す

ることを目指します。

事業⽬的・概要
 世界では第四次産業革命が進行し、人工知能、ブロックチェーン、ド

ローン、ゲノム編集、IoTなどの技術は、生活を豊かにし、疫病を治癒し、
生態系の均衡を維持する可能性を秘めています。

他方、経済的不平等、失業、環境破壊、社会的緊張を悪化させるお
それもあり、将来世代のために正しい選択をするため、各国政府・産業
界等様々なステークホルダー間での連携が鍵となっています。

我が国が第四次産業革命の新たな汎用技術の潜在力を最大限にいか
し、生産性向上や経済成長につなげるためには、データガバナンス等第
四次産業革命に関連する国際的な議論のイニシアチブをとる必要があり
ます。

本事業は、ダボス会議（Annual Meeting）等を通じ世界情勢の改善
を目指す世界経済フォーラムに対して拠出を行い、新設されるGlobal
Technology Governance Summit（GTGS）の第二回開催地として
日本が予定される中、日本らしい価値観に基づき第四次産業革命の未
来について議論を進めることを支援します。

（２）⽬指す成果とインパクト
 世界経済フォーラムと連携し、日本らしい価値観に基づき、かつ世界に貢献でき

るアジェンダセッティングを行います。
（例）– 信頼できるデータ流通（Free Flow of Trusted Data）の促進

– プライバシーの保護とユーザーの能力強化
– アジャイルな政策立案の促進

 会合の⽬指す成果
- 技術ガバナンスの最も差し迫った課題に関する議論
- 特定の技術に関する政策枠組みやガバナンス・プロトコルに対する
共同アクションの促進

- 世界において実証・成功済の政策アプローチの拡⼤
- 新たな技術の出現を予測するための研究開発フロンティアの探求 等

 2021年4月に行われる、第２回GTGS会合（日本開催予定）において、政
府・自治体、産業界、イノベーター、NPO・アカデミア・メディア等市民社会のリー
ダーが一堂に会し、新たなテクノロジーの責任あるデザイン及び実装を官民連携
を通じて実現する方策を議論します。

Global Technology Governance Summit
（GTGS）

各国政府機関
国際機関等

各国第四次産業
⾰命センター

産業界、
スタートアップ

アカデミア・NPO
・メディア・その他
ステークホルダー

（１）Global Technology Governance Summit(GTGS）
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４．キャッシュレス・ポイント還元の消費下支え等



条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業の内容

キャッシュレス・消費者還元事業
令和元年度補正予算額 1,497億円

商務・サービスグループ
キャッシュレス推進室
03-3501-1252

事業⽬的・概要
令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策と

して、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の
観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模
事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援します。

本支援を実施することで中小・小規模事業者における消費喚起を後
押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推
進します。

令和元年10月1日の消費税率引上げ後９か月間について、消費者が
キャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・
飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗については５％、フランチャイ
ズチェーン加盟店等については２％を消費者に還元します。

 なお、決済事業者は、当該中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を
3.25％以下にしておく必要があります。

補助にあたっては、決済事業者が中小・小規模事業者に提供するキャッ
シュレス決済のプランを提示し、その中から、中小・小規模事業者が自らに
望ましいプランを選択します。

国 ⺠間団体等

補助
中⼩・⼩規模

事業者

消費者

キャッシュレス
支払

補助

（１）消費者への還元

（１）の枠組みに沿って中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導
入する際に、必要な端末等導入費用の１／３を決済事業者が負担す
ることを前提に、残りの２／３を国が補助します。

（２）決済端末等の導⼊補助

国 ⺠間団体等
補助 中⼩・⼩規模

事業者
決済事
業者等

補助

1/3

手数料の
1/3

引下げ

（１）

（２）

事業イメージ

決済事
業者等

成果⽬標
本事業の効果も含めて、2025年までに民間最終消費支出に占める

キャッシュレス決済比率40％を実現します。

（１）の枠組みに沿って中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う
際に決済事業者に支払う加盟店手数料（3.25%以下）の１／３を、
期間中補助します。

（３）決済⼿数料の補助

 キャッシュレス決済は、中小・小規模事業者にとって、レジ締めの手間やコ
ストが省けるなど生産性を高めることができ、消費者にとっても、ＡＴＭか
ら現金を引き出す手間が省けるなどのメリットがあります。

 こうしたキャッシュレス化のメリットや本事業の内容を分かりやすく周知・普
及します。

（４）キャッシュレス決済の周知・普及

ポイント
付与等

国 ⺠間団体等
補助 中⼩・⼩規模

事業者
決済事
業者等

補助

2/3

端末導入費
10/10支援

（３）

①社会通念上不適切と考えられる者、②消費税率引上げに伴い別途の支援策が講じられる取引、③消費
税非課税となっている物品やサービスの購入などの支払い手段となるものに係る取引、④一部の消費税非課
税取引がその取引の太宗を占めると考えられる者などを除き、幅広く中小・小規模事業者を対象とします。
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顧客のライフスタイル・趣向・市場動向に沿う形でインバウンド需要開
拓を行うため、国外関係者（バイヤー、デザイナー、メディア・インフル
エンサー等）を招聘。国内の事業者（小売、DMC・DMO、地域商
社等）と上記の国外関係者が連携して、国内事業者の扱う商品・
サービスに対して、PR・プロモーション手法の組み立て、魅力的な展示
を含めた各種アドバイスの提供、磨き上げ、商流構築等を実施。

また、支援事業者間でのベストプラクティスの共有、国内外のネット
ワークの構築など、事業者単独では難しい側面支援を実施。

地域の中小商業・サービス業等において、外国人観光客のニーズに
対応した商品やサービスの多言語化等や、店舗データ分析を用いた
経営の高度化による効果的な商品・サービスの提供等の推進により、
地域における訪日外国人消費の拡大に寄与する取組を支援。

インバウンド需要拡⼤推進事業
令和元年度補正予算額 5.0億円

商務・サービスグループ クールジャパン政策課
03-3501-1750

中小企業庁 商業課
03-3501-1929

事業の内容
事業⽬的・概要
訪日外国人客は増加しており、昨年は３千万人を越え、消費額

は４．５兆円に達しています。地域活性化を進めるためには、観
光消費を更に拡大していく必要があり、外国人目線で魅力ある商
品・サービスづくりや環境づくりを推し進めることが必要です。

このため、商品・サービスをまとめて提供する事業者と、外国人目線
で商品・サービスづくりをできる国外関係者との連携（マッチング）を
支援するとともに、事業者に対するアドバイス・磨き上げ・プロモーショ
ン等を支援します。

また、地域の中小商業・サービス業のグループ等が、様々な企業と
連携して、新たな商品・サービスを開発・導入する取組等を支援す
ることにより、地域での訪日外国人消費額の増加、中小商業・サー
ビス業の生産性の向上に繋げます。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国
⺠間

事業者等
① 補助（定額）

①外国⼈専⾨家との共創によるインバウンド需要拡⼤事業

サービス事
業者等

①補助
（２／３以内）

成果⽬標
地域における訪日外国人消費額の増加を通じて、訪日外国人消

費額の政府目標達成に寄与することを目指します。

協働・共創海外パートナー 国内チーム

②補助
（２／３以内）

事業イメージ

②インバウンド需要による地域消費拡⼤推進事業

中⼩商業・サービス業の
グループ 等

カメラによる入店率・購買率分析 店頭接客の多言語対応
（画像出所）株式会社EBILAB資料 （画像出所）株式会社Payke資料
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