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第３節 中小企業庁 

第１章 中小企業の現状 

１．業況 

 始めに、中小企業の業況について、調査対象の８割が小

規模企業である、中小企業庁・（独）中小企業基盤整備機

構「中小企業景況調査」（以下、「景況調査」という。）の

業況判断 DI の推移を確認する（図１）。 

中小企業の業況は、リーマン・ショック後に大きく落ち

込み、その後は東日本大震災や 2014 年４月の消費税率引

上げの影響でところどころで落ち込みはあるものの、総じ

て緩やかな回復基調で推移してきた。2019 年に入ると、

米中貿易摩擦の影響による外需の落ち込みや、2019 年 10

月の消費税率引上げに伴う一定程度の駆け込み需要の反

動減に加え、台風や暖冬等の影響もある中で、業況判断 DI

の低下が続いている。 

【図１：企業規模別業況判断ＤＩの推移】 

 この業況判断 DI の推移を地域別に見たものが図２であ

る。これを見ると、地域によっても推移にばらつきが見ら

れるものの、足元では、全ての地域で業況判断 DIが低下

していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２：地域別業況判断ＤＩの推移】 

続いて、業種別に、業況判断 DIを確認すると、オリン

ピック開催に伴う建設需要の拡大の影響を受けた建設業

を除き、2019 年の業況判断 DIは低下傾向で推移した。ま

た、足元の 2020 年１-３月期は小売業を除いて低下した

（図３）。 

【図３：業種別業況判断ＤＩの推移】 

 

２．売上高・経常利益 

次に、中小企業の収益の状況について、財務省「法人企業

統計調査季報」を用いて売上高と経常利益の動きについて見

ていく。 

 中小企業の売上高は、リーマン・ショック後及び 2011

年の東日本大震災発生後に大きく落ち込み、2013 年頃か

ら横ばいで推移した後、2016 年第３四半期より増加傾向

となっていた。2019 年はこの傾向に変化が見られ、中小

企業の売上高は 2019 年第３四半期に減少に転じた（図４）。 

資料：中⼩企業庁・(独)中⼩企業基盤整備機構「中⼩企業景況調査」
(注)1.景況調査の業況判断DIは、前期に⽐べて、業況が「好転」と答えた企業の割合(％)から、「悪化」と
答えた企業の割合(％)を引いたもの。
2.地域区分は、各経済産業局管内の都道府県により区分している。関東には、新潟、⼭梨、⻑野、静岡の
各県、中部には、⽯川、富⼭の各県、近畿には、福井県を含む。九州・沖縄は、九州各県と沖縄県の合計
。
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【図４：企業規模別売上高の推移】 

続いて、中小企業の経常利益は売上高同様、リーマン・

ショック後に大きく落ち込んだが、その後は緩やかな回復

基調が続いている。2019 年を通じた動きを見ると、大企

業の経常利益が 2019 年第２四半期に減少に転じた中、中

小企業の経常利益は横ばいで推移している（図５）。 

【図５：企業規模別経常利益の推移】 

 

３．設備投資・ソフトウェア投資・研究開発投資 

 次に、中小企業の投資の動向について見ていく。 

 まず、中小企業の設備投資は、2013 年以降強含みで推

移していたが、2016 年以降はほぼ横ばいで推移している

（図６）。 

【図６：企業規模別設備投資の推移】 

 また、設備の過不足感について、企業規模別、業種別に、

生産・営業用設備判断 DI の推移を確認する（図７）。全体

的に、2009 年をピークに過剰感が徐々に解消され、製造

業では 2017 年前半、非製造業では 2013 年半ばに不足に転

じた。その後、非製造業は依然として設備の不足感が続い

ている一方、製造業では 2018 年後半から不足感が弱まっ

ていることが分かる。 

【図７：企業規模・業種別生産・営業用設備判断ＤＩの推移】 

 続いて、中小企業がどのような目的で設備投資を行って

いるかについて確認する（図８）。まず直近の 2017 年度で

は、「既存建物・設備機器等の維持・補修・更新」が最も

多くなっており、10 年間でその割合が増加していること

が分かる。一方で、「既存事業部門の売上増大」、「新規事

業部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角化」、

「省力化・合理化（管理部門）」の割合は、2007 年度と比

較して減少していることが分かる。 

【図８：設備投資の目的】 

 次に、IT 関連指標としてソフトウェア投資の推移につ

いて確認する。中小企業のソフトウェア投資は長期にわた

って横ばいで推移しており、足元では大企業との差が広が

りつつある（図９）。また、ソフトウェア投資比率につい

て見ると、足元で大企業は上昇傾向で推移している一方、

中小企業は低下から横ばい傾向で推移しており、その差が

広がっている（図 10）。 
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【図９：企業規模別ソフトウェア投資額の推移】 

【図 10：企業別ソフトウェア投資比率の推移】 

 次に、新たな製品・サービスを生み出すための研究開発

活動について見ていく。図 11は、売上高に占める研究開

発費の割合の推移である。これを見ると、中小企業の売上

高に占める研究開発費の割合は、業種にかかわらず、ほぼ

横ばいで推移しており、同業種の大企業に比べて低水準に

あることが分かる。 

【図 11：企業規模別・業種別に見た、売上高対研究開発費の推移】 

 また、研究開発を実施している中小企業の割合を示した

のが図 12である。これを見ると、業種によって実施割合

の水準は異なるものの、中小企業の中でも従業員規模が大

きくなるほど実施割合が総じて高いことが見て取れる。研

究開発を行うためには、十分な設備・人材・資金などの経

営資源が必要であり、企業規模の小さな企業にとって、研

究開発に取り組むことは必ずしも容易でないことが示唆

される。 

【図 12：業種別・従業員規模別に見た、中小企業における研究開

発の実施割合(2017年度)】 

 

４．資金繰り・倒産 

 始めに、中小企業の資金繰り DIについて景況調査を用

いて確認すると、リーマン・ショック後に大きく落ち込み、

その後は東日本大震災や 2014 年４月の消費税引上げに伴

い一時的に落ち込みは見られたものの、改善傾向で推移し

てきた。2019 年に入るとこうした動きに変化があり、資

金繰り DIはやや低下傾向となった（図 13）。 

【図 13：企業規模別資金繰りＤＩの推移】 

また、中小企業向け貸出金の推移についても確認すると、

2012 年まではおおむね横ばいで推移してきたが、2013 年

以降は右肩上がりで推移しており、2019 年も堅調に増加

した（図 14）。 

【図 14：中小企業向け貸出金の推移】 

 

資料：中⼩企業庁・(独)中⼩企業基盤整備機構「中⼩企業景況調査」
(注)1.景況調査の資⾦繰りDIは、前期に⽐べて、資⾦繰りが「好転」と答えた企業の割合(％)から、「悪化」と答えた企業の
割合(％)を引いたもの。
 2.ここでは、中⼩企業とは中⼩企業基本法第2条第1項の規定に基づく「中⼩企業者」、⼩規模事業者とは中⼩企業基本法第
2条第5項の規定に基づく「⼩規模企業者」、中規模企業とは中⼩企業から⼩規模事業者を除いた企業をいう。
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 続いて、倒産件数の推移について確認する（図 15）。我

が国の倒産件数は、2009 年以来 10 年連続で減少してきた

が、2019 年の倒産件数は 11年ぶりに前年を上回った。し

かし、長期的に見ると倒産件数の最も少なかった 1990 年

以降の 30 年間で３番目に少ない水準である。また、これ

を規模別に見ると、倒産件数の大部分を小規模企業が占め

ていることが分かる（図 16）。 

【図 15：倒産件数の推移】 

【図 16：企業規模別倒産件数の推移】 

 

５．取引関係 

 ここでは、中小企業の取引環境を概観する。まず、日銀

短観を用いて企業規模別に仕入価格 DI と販売価格 DI の

動向を確認すると、2016 年頃から仕入価格 DI が上昇し、

それに応じて販売価格 DIも上昇していたが、2018 年から

足元にかけて仕入価格 DI、販売価格 DI共に低下に転じて

いる（図 17）。 

 また、販売価格 DIから仕入価格 DIを引いた数値である

交易条件指数の推移について見ると、2000 年代に入ると、

大企業と中小企業の差が徐々に開きはじめ、足元でもその

差は埋まらずに推移している（図 18）。 

 

 

【図 17：企業規模別仕入価格ＤＩ・販売価格ＤＩの推移】 

【図 18：企業規模別交易条件指数の推移】 

 

６．海外展開・インバウンド需要 

 図 19は、企業規模別の直接輸出企業の割合の推移であ

る。これを見ると、中小企業の輸出企業割合は長期的に増

加傾向にあることが分かる。また、中小企業の輸出額と売

上高に占める輸出額の割合の推移を見ると、足元では減少

が見られるものの、長期的にはいずれも増加傾向にあるこ

とが分かる（図 20）。 
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【図 19：企業規模別に見た、直接輸出企業割合の推移】 

【図 20：中小企業の業種別輸出額及び売上高輸出比率の推移】 

次に、中小企業の海外直接投資の状況を確認する。図

21は、企業規模別の海外現地法人の保有率の推移である。

これを見ると、海外子会社を保有する中小企業の割合は長

期的に増加傾向にあることが分かる。 

 また、図 22は、海外直接投資を行っている中小企業が

進出した国・地域の構成の推移である。これを見ると、2000

年代は進出先として中国が最も多かったが、近年の構成比

では減少傾向となっている。その中国に代わって ASEANへ

の進出が増加しており、2017 年は全体の約３分の１を占

めている。 

【図 21：企業規模別に見た、海外子会社を保有する企業割合の推

移】 

 

 

 

 

 

【図 22：企業規模別に見た、直接輸出企業割合の推移】 

続いて、インバウンド需要の動向について確認すると、

訪日外国者数は 2011 年以降、一貫して増加している（図

23）。これに伴い、訪日外国者の旅行消費額も年々増加し

ている。 

【図 23：訪日外国者数及び旅行消費額の推移】 

 

７．商店街の現状 

 ここでは、商店街について、その現状を見ていく。まず、

商店街の最近の景況について確認すると、2018 年度は「衰

退の恐れがある/衰退している」と回答した割合が 68％と

最も多くなっているものの、2009 年度と比べるとその割

合は低下しており、景況は一定の改善が見られる（図 24）。 

 また、これを立地市区町村の人口規模別に見ると、人口

規模が小さくなるにつれて「衰退の恐れがある/衰退して

いる」と回答した割合が高くなっている（図 25）。 
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【図 24：商店街の最近の景況】 

【図 25：立地市区町村の人口規模別に見た、商店街の最近の景

況】 

次に、最近３年間の来街者数の変化について推移を見

ると、2018 年度は「減った」と回答した割合は依然とし

て５割を超えているものの、2009 年度以降その割合は改

善傾向で推移している（図 26）。続いて、来街者が減少

した要因について見ると、2018 年度は「魅力のある店舗

の減少」が最も多くなっている。また、「地域の人口減

少」を来街者の減少要因として回答する割合が、2009 年

度から 2018 年度にかけて著しく増加していることが見て

取れる（図 27）。 

【図 26：最近３年間の商店街への来街者数の変化】 

 

 

 

 

 

【図 27：最近３年間の商店街への来街者数の減少要因（上位五

つ）】 
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第２章 事業承継・再編・統合等による新陳代

謝の促進 

第１節 事業承継支援 

１．中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業（事業引継

ぎ支援事業） 

後継者不在等の問題を抱える中小企業・小規模事業者に

対し、各都道府県に設置されている「事業引継ぎ支援セン

ター」において、事業引継ぎ等に関する情報提供・助言等

を行うとともに、Ｍ＆Ａ等によるマッチング支援を実施し

た。（継続） 

 

２．個人版事業承継税制【税制】 

令和元年度税制改正において、個人事業者の事業承継を

促進するため、2019 年からの 10 年間限定で、多様な事業

用資産の承継に係る相続税・贈与税を 100％納税猶予する

制度を創設した。（新規） 

 

３．法人版事業承継税制【税制】  

平成 30 年度税制改正において、「法人版事業承継税制」

を抜本拡充し、2018 年からの５年以内に特例承継計画を

提出し、10 年以内に実際に承継を行う者を対象に、非上

場株式に係る贈与税･相続税の納税を猶予・免除する特例

措置を講じた。（継続） 

 

４．中小企業･小規模事業者の事業再編等に係る税負担

の軽減措置 

Ｍ＆Ａにより経営資源や事業の再編・統合を通じて事業

の継続・技術の伝承等を図る事業者を支援するため、中小

企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基

づいて再編・統合を行った際にかかる登録免許税・不動産

取得税を軽減した。（継続） 
 

５．小規模企業共済制度 

小規模企業共済制度は、小規模企業者である個人事業主

や会社等の役員が掛金を積み立て、廃業や引退をした際に

共済金を受け取れる制度であり、いわば小規模企業の経営

者のための「退職金制度」である。2020 年３月末現在で

147.5万人が在籍しており、2019 年４月から 2020 年３月

までの新規加入者は 10.4万人に上った。（継続） 

６．経営承継円滑化法による総合的支援 

経営承継円滑化法には遺留分の制約を解決するための

民法の特例をはじめとした総合的支援が盛り込まれてお

り、民法特例の適用の基礎となる経済産業大臣の確認を実

施した。また、Ｍ＆Ａによる事業引継ぎに際して、社外第

三者（後継予定の者）に生じる株式買収資金等の資金ニー

ズに対応するための金融支援を実施した。（継続） 

 

７．事業承継円滑化支援事業 

全国各地で中小企業の事業承継を広範かつ高度にサポ

ートするため、中小企業支援者向けの研修や事業承継フォ

ーラムによる中小企業経営者等への普及啓発を実施した。

（継続） 

 

８．事業承継・世代交代集中支援事業（プッシュ型事業

承継支援高度化事業）【令和元年度年度補正予算：64.0億

円の内数】 

早期・計画的な事業承継の準備に対する経営者の「気付

き」を促すため、各道府県の地域内の金融機関や商工団体

等で構成する事業承継ネットワークにおいて、経営者に対

するプッシュ型の事業承継診断による事業承継ニーズの

発掘や地域の専門家派遣による支援等を実施した。2019

年度は 46道府県で実施し、2019 年４月～2020 年３月の間

に 169,675件の事業承継診断を実施した。（継続） 
 

９．事業承継・世代交代集中支援事業（事業承継補助金）

【令和元年度年度補正予算：64.0億円の内数】 

事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換

に挑戦する中小企業に対し、設備投資・販路拡大・既存事

業の廃業等に必要な経費を支援した。（継続） 

 

第２節 創業支援 

１．地域創業機運醸成事業創業支援事業者支援事業（創

業支援等事業者補助金）【Ｈ31年度当初予算：3.8 億円の

内数】 

産業競争力強化法における認定連携創業支援等事業者

が認定創業支援等事業計画に基づき行う特定創業支援等

事業（創業スクールの開催、起業相談会の設置等）・創業

機運醸成事業（起業家教育・ビジネスプランコンテストの

開催等）に対し、82 事業者が実施する特定創業支援等事
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業の取組を支援した。（新規） 

 

２．新創業融資制度【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、新たに事業を開始する者や事業を

開始して間もない者に対し、無担保・無保証人で貸付制度

を利用できる特例制度を整備した。（継続） 

 

３．女性、若者/シニア起業家支援資金【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、女性や 35歳未満の若者、55歳以

上の高齢者のうち、新規開業する者や、開業して概ね７年

以内の者を対象に融資を実施した。（継続） 

 

４．再挑戦支援資金【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、事業に失敗した起業家の経営者と

しての資質や事業の見込み等を評価することにより、再起

を図る上で、困難な状況に直面している者に対して融資を

実施した。（継続） 

 

５．創業者向け保証 

民間金融機関による創業者への融資を後押しするため、

信用保証協会において、これから創業する者または創業後

５年未満の者等を対象とする保証制度を実施した。（継続） 

 

６．ファンド出資事業（起業支援ファンド、中小企業成

長支援ファンド） 

民間の投資会社が運営する投資ファンドについて、中小

企業基盤整備機構が出資（ファンド総額の１/２以内）を

行うことで、民間資金の呼び水としてファンドの組成を促

進し、創業又は成長初期の段階にあるベンチャー企業（中

小企業）や新事業展開等により成長を目指す中小企業への

投資機会の拡大を図った。起業支援ファンドについては、

累積出資先ファンド数 118件、出資約束総額 3,134億円、

累積投資先企業数 3,197社に至った。また、中小企業成長

支援ファンドについては、累積出資先ファンド数 119件、

出資約束総額 9,030億円、累積投資先企業数 1,718社に至

った（両ファンドともに 2020年３月末時点）。（継続） 

 

７．地域創業機運醸成事業（潜在的創業者掘り起こし事

業）【Ｈ31年度当初予算：3.8億円の内数】 

「創業無関心者」層を「創業関心者」層に引き上げるこ

とを目的に、創業に対する理解及び興味関心を深めるため

の全国的な普及啓発イベントを開催した。（新規） 

 

８．エンジェル税制【税制】 

令和２年度税制改正において、対象となるベンチャー企

業の要件緩和や、クラウドファンディング事業者を経由し

た投資について手続き要件を緩和しエンジェル税制の利

用に係る利便性の向上をはかる措置を講じた。 

また、本税制の普及啓発を実施し、起業促進に向けた環

境整備を行った。（継続） 

 

９．経営革新支援事業 

中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が新たな事業

活動を行うことで経営の向上を図ることを目的として作

成し、承認された経営革新計画に対し、低利の融資制度や

信用保証の特例等の支援策を通じ、その事業活動を支援し

た。（継続） 

 

10．中小企業・小規模事業者経営力強化融資【財政投融

資】 

日本政策金融公庫が、認定経営革新等支援機関による指

導及び助言を通じ経営革新又は異分野の中小企業と連携

して新分野の開拓等を行う中小企業の経営力や資金調達

力の強化を支援するため、必要な資金の貸付を行った。（継

続） 

 

第３章 生産性向上、人手不足対策 

第１節 人材・雇用対策 

１．地域中小企業人材確保支援等事業【Ｈ31 年度当初

予算：13.7億円の内数】 

経営資源の乏しい中小企業・小規模事業者の人材の確保

を支援することを目的に、地域特性に合わせ、各地の中小

企業・小規模事業者が必要とする人材を地域内外から発掘、

確保、定着等人材確保支援を実施した。また、2018 年度に

構築を行った中核人材確保スキームの横展開や、経営支援

機関等と人材紹介会社等が連携したプラットフォーム構

築の実証事業を行った。（新規） 

 

２．地域小規模事業者支援人材育成事業【Ｈ31 年度当

初予算：5.4億円】 
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地域の小規模事業者を磨き上げ、地域の未来をデザイン

していくことができる人材を育成するために以下の事業

を実施した。①商工会・商工会議所や地方公共団体を対象

とした小規模事業者の支援手法を享受する研修を全国で

実施した（小規模事業者支援手法研修）。②地域の抱える

課題にアプローチし、ビジネスとして成功に導く「デザイ

ンプロデュースができる人材(ローカルデザイナー)」の育

成を支援するため、ワークショップ等研修を開催した（ロ

ーカルデザイナー育成事業）。③まちづくりの専門知識等

を習得する研修等を実施し、タウンマネージャー等の地域

の小規模事業者支援人材を育成した。（新規） 

 

３．サプライヤー応援隊事業【Ｈ31年度当初予算：13.7

億円の内数】 

民間団体等が、中小企業・小規模事業者の次世代自動車

への対応等を支援する人材（サプライヤー応援隊）を育成

し、派遣することにより、自動車産業の底上げを図る事業

を支援した。事業実施にあたり、初年度である 2019 年度

においては、計８拠点を整備した。（新規） 

 

４．中小企業大学校における人材育成事業 

全国９か所にある中小企業大学校において、中小企業の

経営者、管理者等を対象に経営課題の解決に直接結びつく

ような研修等を実施した。また、地域中小企業等からのア

クセス改善に向けた「サテライト・ゼミ」等の実施や、豊

富なメニューを揃えたウェブ活用型研修「WEBee Campus」、

ケースメソッド型の高度実践プログラムを行った。（継続） 

 

５．人材確保対策推進事業【Ｈ31年度当初予算：34.1億

円】 

人材不足分野における人材の安定的な確保のため､全国

の主要なハローワークに設置する｢人材確保対策コーナ

ー｣を中心に、きめ細かな職業相談・職業紹介、求人者へ

の助言・指導等を実施した｡（継続） 

 

６．賃上げの促進に係る税制【税制】 

給与等支給総額が前年度を上回っており、①前年度から

継続雇用者給与等支給額が 1.5％以上増加している場合

には、給与等支給総額の前年度からの増加額に対して、

15％の税額控除、さらに、②継続雇用者給与等支給額が対

前年度比で 2.5％以上増加しており、人材投資や生産性向

上に取り組む場合には、給与等支給総額の前年度からの増

加額に対して、25％の税額控除をすることとした。（所得

拡大促進税制）（継続） 

 

第２節 生産性向上・技術力の強化 

１．戦略的基盤技術高度化・連携支援事業【Ｈ31年度当

初予算：130.9億円】 

中小ものづくり高度化法の計画認定又は地域未来投資

促進法の計画承認を受けた中小企業・小規模事業者が大学、

公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発等に関す

る取組を支援した。また、中小企業等経営強化法に基づい

て認定された異分野連携新事業分野開拓計画に従って行

う中小企業・小規模事業者が、産学官連携して行う新しい

サービスモデルの開発等を支援した。（採択件数：ものづ

くり 137件、サービス 34件）（継続） 

 

２．中小企業のものづくり基盤技術の高度化に向けた総

合支援 

中小ものづくり高度化法に基づき、高度化指針に沿った

特定研究開発等計画について認定を行い、計画が認定され

た中小企業・小規模事業者に対して戦略的基盤技術高度化

支援事業や、融資、保証の特例等により総合的な支援を実

施した。（2019 年新規認定件数：298件）（継続） 

 

３．生産性革命のための固定資産税の減免措置【税制】 

新たに導入する設備が所在する市区町村の導入促進基

本計画等に合致する先端設備等導入計画の認定を受けた

中小企業・小規模事業者等が導入する先端設備等にかかる

固定資産税を自治体の判断により最大３年間ゼロにでき

る措置を講じた。2020 年３月 31日時点で、1,642自治体

において 42,075件の計画が認定され、認定を受けた計画

に盛り込まれた設備等の数量は合計で12万9,811台あり、

約１兆 2,506億円の設備投資が見込まれている｡（継続） 

 

４．研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制)【税制】 

中小企業者等について、試験研究費の総額に応じて税額

控除を認める「総額型」に、試験研究費の増加割合に応じ

た税額控除率（12％～17％）を適用する（大企業は６％～

14％）とともに、試験研究費の増加割合が８％を超える場
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合には税額控除の上限を 10％上乗せする措置を講じた。

令和元年度改正においては、特別試験研究費（大学、国の

研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用）の総額に

係る税額控除制度、試験研究費の額が平均売上金額の

10％相当額を超える場合の控除率の一定程度割増し及び

税額控除の上限を上乗せする制度並びに研究開発を行う

一定のベンチャー企業に係る控除上限額の引上げ措置等

を講じた。（継続） 

 

５．中小企業技術革新制度(SBIR 制度)に基づく支援 

新産業の創出につながる新技術開発のための特定補助

金等の指定、支出の目標額、特定補助金等を利用して開発

した成果の事業化支援措置等の方針の作成等により、引き

続き国の研究開発予算の中小企業・小規模事業者への支出

機会拡大及び技術開発成果の事業化を図った。さらに、技

術開発成果の事業化を促進するため、特定補助金等の採択

企業の技術力を PRするデータベースや日本政策金融公庫

による特別利率による融資等の事業化支援措置を中小企

業・小規模事業者等に周知し、利用促進を図った。（2019

年度における支出目標額：460億円）（継続） 

 

６．異分野連携新事業分野開拓 

中小企業等経営強化法に基づき､異分野の中小企業が連

携し､その経営資源（技術､販路等）を有効に組み合わせて

行う新商品・新サービスの開発・販売等の事業計画に対し

て認定を行い、補助金による支援を行うとともに、融資、

保証の特例などにより総合的な支援を実施した｡（2020 年

新規認定件数：41件）（継続） 

 

７．企業活力強化資金（ものづくり法関連）【財政投融

資】 

中小企業者のものづくり基盤技術の高度化の促進を図

るため、日本政策金融公庫が必要な資金の貸付を講じた。

（継続） 

 

８．中小企業等経営強化法 

2019 年６月に成立した、中小企業の事業活動の継続に

資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する

法律に基づき、事業継続力強化に関する「基本方針」を策

定し、中小企業の事業継続力強化に関する計画の認定をす

ることした。また、中小企業等経営強化法に基づく経営力

向上計画を策定し、認定された企業に対し、中小企業経営

強化税制や日本政策金融公庫の融資制度等税制面や金融

面の支援を講じ、2020 年３月末時点において、10万 3,307

件を認定。（継続） 

 

９．中小企業経営強化税制【税制】 

中小企業等経営強化法に基づき経営力向上計画の認定

を受けた中小企業が、その経営力向上計画に基づき経営力

向上設備等を取得した場合に、即時償却又は 10％の税額

控除（資本金 3,000万円超の法人の税額控除は７％）がで

きる措置。令和元年度税制改正において、適用期限が２年

延長された。（継続） 

 

10．（再掲）賃上げの促進に係る税制【税制】 

 

11．ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業【Ｈ

31年度当初予算：50.0億円】 

複数の中⼩企業・小規模事業者等が、事業者間でデータ・

情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や

生産性の向上を図るプロジェクトを支援した（2019 年度

採択者数：301者）。（新規） 

 

12．ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業【Ｒ

１年度補正予算：3,600億円の内数】 

中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に資する革

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た。（新規） 

 

13．中小企業生産性革命推進事業【Ｒ１年度補正予算：

3,600億円】 

働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ

ス導入など相次ぐ制度変更等に対応するため、中小企業基

盤機構が複数年にわたり中小企業の生産性向上を継続的

に支援する。具体的には、①設備導入、IT導入、販路開拓

等への支援を一体的かつ機動的に実施するとともに、②先

進事例を収集し、各種支援策とともに幅広く情報発信を行

う、加えて、③制度変更にかかる相談対応や国内外の事業

拡大等にかかる専門家支援等のハンズオン支援を行う。

（新規） 
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第３節 IT化の促進 

１．政府系金融機関の情報化投資融資制度（IT 活用促

進資金）【財政投融資】 

中小企業の生産性向上に寄与する IT 活用を促進する

ため、日本政策金融公庫による融資を着実に実施した

（2019 年度の実績は 116 件､20.9 億円（2020 年３月末時

点））｡ 

 

２．サービス等生産性向上応援隊事業【Ｈ31 年度当初

予算：0.2億円】 

サービス事業者の日常的な相談先である支援機関や IT 

ベンダーに対して、IT 活用や生産性向上に関する助言、

専門家への橋渡しの役に立つオンライン講座等を提供し

た。あわせて支援機関と IT ベンダーのマッチングの機

会を提供し、地域における IT 支援関係者の連携を促進

する取り組みを本事業と並行して実施した｡（新規） 

 

３．認定情報処理支援機関（スマート SMEサポーター） 

中小企業の生産性向上に資する ITツールを提供する IT

ベンダー等を、経済産業大臣が「情報処理支援機関（スマ

ート SMEサポーター）」として 734機関を認定（2020 年８

月末時点）し、中小企業に対して IT 利活用（サイバーセ

キュリティを含む）に係る指導、助言、情報提供等に関す

る支援を行った。（継続） 

 

４．サービス等生産性向上 IT導入支援事業【Ｒ１年度

補正予算：3,600億円の内数】 

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

支援した。（新規） 

 

第４章 地域の稼ぐ力の強化、海外需要の獲得 

第１節 インバウンド需要拡大支援、地域資源の

活用 

１．認定計画推進強化事業（国内・海外販路開拓強化支

援事業）【Ｈ31年度当初予算：23.9億円の内数】 

中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用や農林漁業

者との連携により行う、新商品・新サービスの開発、販路

開拓を支援した。また、地域資源の活用や、農林漁業者と

の連携により行う商品開発等に取り組む事業者に対して、

一般社団法人等が行う消費者嗜好に関する情報提供、マッ

チング支援などの取組を支援した。（新規） 

 

２．販路開拓等サポート強化事業（国内・海外販路開拓

強化支援事業）【Ｈ31年度当初予算：23.9億円の内数】 

民間事業者等のノウハウ・ネットワークを活用して、中

小企業・小規模事業者等の新事業展開・販路開拓等の取り

組みを促進した。（新規） 

 

３．各種展示会や商談会等による販路開拓支援 

中小企業・小規模事業者が農商工連携や地域資源活用等

により開発した商品・サービス等について、中小企業基盤

整備機構が展示会や商談会等の開催を通じて、販路開拓・

拡大を支援した。（継続） 

 

４．販路開拓サポート支援事業 

中小企業基盤整備機構の全国 10 支部・事務所にマーケ

ティング等に精通した専門家を配置し、中小企業等経営強

化法、中小企業地域産業資源活用促進法、農商工連携促進

法に基づく事業計画の策定により、新事業に取り組む中小

企業等に対して一貫してきめ細やかな支援を行った。（継

続） 

 

５．販路開拓コーディネート事業 

中小企業者等が新商品・新技術・新サービスについて、

首都圏・近畿圏におけるテストマーケティング活動の実践

を通じ、新たな市場への手がかりを掴むとともに、販路開

拓の力をつけることを中小企業基盤整備機構に配置され

ている商社・メーカー等出身の販路開拓の専門家（販路開

拓コーディネーター）が支援した。 

 

６．J-GoodTech 

中小企業基盤整備機構が、ニッチトップやオンリーワン

などの優れた技術・製品を有する日本の中小企業の情報を

ウェブサイトに掲載し、国内大手メーカーや海外企業につ

なぐことで、中小企業の国内外販路開拓を支援した。（継

続） 

 

７．地域商店街の活性化に向けた総合的支援 

地域商店街活性化法に基づき、商店街活性化事業計画を
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国が認定した商店街等について、支援措置を講じた。（継

続） 

 

８．全国商店街支援センターによる人材育成等 

中小企業関係４団体が共同で設立した「全国商店街支援

センター」において、人材育成、ノウハウ提供等の支援を

行った。（継続） 

 

９．中心市街地活性化協議会運営支援事業【中小企業基

盤整備機構交付金の内数】 

中心市街地活性化協議会の設立・運営にあたって、中小

企業基盤整備機構に設置された中心市街地活性化協議会

支援センターを中心に、各種相談対応、HP やメールマガ

ジンでの情報提供、交流会の開催によるネットワーク構築

支援等を行った。2020 年（３月時点）は 179 件の相談対

応を実施した。（継続） 

 

10．中心市街地商業等活性化アドバイザー派遣事業【中

小企業基盤整備機構交付金の内数】 

中心市街地活性化協議会等が抱える様々な課題に対応

するため、中小企業基盤整備機構に登録された商業活性化

に関する各分野の専門家を派遣した。2020 年（３月時点）

は 26 地域に専門家を派遣した。（継続） 

 

11．中心市街地商業活性化診断・サポート事業【中小企

業基盤整備機構交付金の内数】 

中心市街地活性化協議会等が行う中心市街地における

商業活性化の取組を支援するため、中小企業基盤整備機構

における専門的ノウハウを活用し、セミナー等の企画・立

案支援・講師の派遣や、個別事業の実効性を高めるための

助言・診断・課題整理・情報提供等を行った。2020 年（３

月時点）は 11 地域でセミナーを開催し、３地域へ助言等

を実施した。（継続） 

 

12．企業活力強化資金(流通・サービス業関連)【財政投

融資】 

中小商業者・サービス業者等の経営の近代化及び流通機

構の合理化並びに空き店舗等の解消を図るため、日本政策

金融公庫が必要な資金の貸付を行った。2020 年（３月時

点）の貸付実績は 11,025件、1,024.6億円となった。（継

続） 

 

13．地域まちなか活性化・魅力創出支援事業【Ｈ31年度

当初予算：5.0億円】 

魅力的な生活環境、商業・サービス業等の事業・起業環

境や観光資源整備等の観点から、中心市街地・商店街を活

性化するため、波及効果の高い複合商業施設等の整備を１

地域で支援するとともに、調査事業 10 地域、専門人材活

用支援事業 18 地域、魅力向上等活動事業２地域を支援し

た。（新規） 

 

14．中心市街地活性化のための税制措置【税制】 

中心市街地活性化法による認定を受けた「特定民間中心

市街地経済活力向上事業計画」に基づいて行われる不動産

の取得等に対し、その不動産の所有権の移転登記等に対す

る登録免許税の税率を１/２とする措置を講じた。（継続） 

 

15．JAPANブランド育成支援事業（国内・海外販路開拓

強化支援事業）【Ｈ31年度当初予算：23.9億円の内数】 

中小企業の海外でのブランド確立の実現を図るため、複

数の中小企業が連携し、自らが持つ素材や技術等の強みを

踏まえた戦略の策定や、当該戦略に基づいて行う商品の開

発や海外展示会への出展等の取組を支援した。（継続） 

 

第２節 その他の地域活性化施策  

１．観光産業等生産性向上資金【財政投融資】 

観光産業等の生産性向上及び観光消費の底上げを通じ

た日本経済の活性化を図るため、品質の高いサービス等を

提供する中小企業に対して日本政策金融公庫が必要な資

金の貸付を行った 2020 年（３月時点）の貸付実績は８件、

43.9億円となった。 

 

第３節 海外展開支援 

１．現地進出支援強化事業（国内・海外販路開拓強化支

援事業）【Ｈ31年度当初予算：23.9億円の内数】 

情報提供、海外展示会や商談会等を通じた販路拡大支援、

商談後のフォローアップ、現地進出後の事業安定・拡大支

援（プラットフォーム事業）等、段階に応じた支援を提供

し、海外進出、また発展させるまでを一貫して支援する。

また、中小企業が多く進出している国の税制等について、
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セミナーや、各国税制等や税務に係る留意事項を記載した

パンフレットの配布等により、海外展開を行う中小企業の

税務に係る態勢整備を支援した。（新規） 

 

２．（再掲）JAPANブランド育成支援事業（国内・海外販

路開拓強化支援事業）【Ｈ31年度当初予算：23.9億円の内

数】 

 

３．中小企業海外ビジネス人材育成支援事業（中小企業・

小規模事業者人材対策事業）【Ｈ31年度当初予算：13.7億

円の内数】 

中小企業の海外ビジネス担当者を対象に、海外の市場情

報や制度情報の集め方、海外バイヤーとのコミュニケーシ

ョン方法などの学習に加え、グループワークを通じた海外

ビジネス戦略・方針の策定、海外でのフィールドワークに

よる市場調査経験（初級）や実践的な現場研修（上級）が

できるプログラムを提供した。また、参加者と参加者の上

長による事前評価と、事後評価を行い、事業成果を測定・

把握するとともに、参加者がプログラムへの参加報告を発

表する場を設けて、他の中小企業の参考とした。（新規） 

 

４．日本の中堅・中小企業とのグローバルアライアンス

支援 

日本の中堅・中小企業と外国企業との投資提携等を支援

すべく、JETROが窓口となり、外国企業の要望等を中小企

業基盤整備機構等の関係機関に繋ぎ、日本の中堅・中小企

業と外国企業とのマッチングや、官民ファンドの活用を図

る体制を整備した。（継続） 

 

５．海外展開・事業再編資金【財政投融資】 

経済の構造的変化に適応するために海外展開または海

外展開事業の再編を行うことが経営上必要な中小企業、も

しくは海外展開事業の業況悪化等により、本邦内における

事業活動が影響を受けている中小企業の資金繰りを支援

するため、日本政策金融公庫（中小企業事業、国民生活事

業）による融資を実施した。（継続） 

 

６．海外子会社の資金調達支援等 

中小企業経営力強化支援法に基づき、日本政策金融公庫

が新事業活動促進法の経営革新計画の承認等を受けた中

小企業者の海外子会社等の現地金融機関からの借入れに

対して債務保証を実施した。（継続） 

 

７．技術協力活用型・新興国市場開拓事業【Ｈ31年度当

初予算：44.0億円の内数】 

我が国企業の新興国市場獲得支援のため、以下の事業を

実施した。 

①経営・製造・オペレーション等に従事する開発途上国

の管理者・技術者等に対し、日本への受入研修、専門家派

遣による指導等を支援。2019 年度は 766 名の受入研修及

び 33 名の専門家派遣を実施した（2020 年３月末現在）。

②日本で働くスキルを有する外国人材の育成と日本企業

における体制強化のため、日本企業への外国人のインター

ンシップ受入を実施。③ 開発途上国の社会課題を解決す

る製品・サービスの開発等に、開発途上国現地の大学・研

究機関・ＮＧＯ・企業等と共同で取り組む日本企業への補

助。2019 年度は 13案件の補助を行った。（継続） 

 

８．中小企業等アウトリーチ事業（安全保障貿易管理対

策事業）【Ｈ31年度当初予算：0.8億円】 

各地方経済産業局や業界団体等と連携し、中小企業等を

対象とした安全保障貿易管理に係る説明会を全国で開催

した。また輸出管理体制構築を検討する中小企業等に対し

て専門のアドバイザーによる相談対応、派遣を通じて輸出

管理体制の構築を支援した。全国で説明会を 74回開催。

アドバイザーによる相談対応実績 40社。（新規） 

 

第４節 販路開拓支援  

１．小規模事業対策推進事業【Ｈ31年度当初予算：50.3

億円】 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関

する法律（以下、「小規模事業者支援法」という。）に基づ

き認定を受けた「経営発達支援計画」に沿って商工会・商

工会議所が取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、

小規模事業者の需要を見据えた事業計画の策定や販路開

拓等を支援（採択数：1,730件）した（伴走型小規模事業

者支援推進事業）。また、地域の小規模事業者による全国

規模の市場に向けた事業展開を促進するため、商工会・商

工会議所等が事業者と協力して進める、特産品開発や観光

開発及びその販路開拓等の事業（採択数：調査研究事業：
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36件、本体事業（１年目：51件、２年目：15件）に対し、

幅広い支援を行った（地域力活用新事業創出支援事業）。

（継続） 

 

２．地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【Ｈ

31年度当初予算：10.1億円】 

ビジネスプランに基づいた経営を推進していくため、地

方公共団体が、小規模事業者の経営計画作成や販路開拓等

を支援する場合に、国がその支援施策の実行に係る経費の

一部を支援（33件）した。（新規） 

 

３．小規模事業者持続的発展支援事業【Ｈ30 年度補正

予算：1,100億円の内数】 

小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって経

営計画を作成し、販路開拓等に取り組む費用を支援（採択

数：29,945件）した（小規模事業者持続化補助金）。また、

地域経済を支える小規模事業者等が互いに経営資源を補

いながら商品やサービスを展開していく取組を支援（採択

数：114件）した（共同・協業販路開拓支援補助金）。 

 

４．小規模事業者持続的発展支援事業【Ｒ１年度補正予

算：3,600億円の内数】 

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓

等の取組を支援する（小規模事業者持続化補助金）。また、

中小企業・小規模事業者等が互いに経営資源を補いながら

商品やサービスを展開していく取組を支援する（共同・協

業販路開拓支援補助金）。（新規） 

 

第５章 災害からの復旧・復興、強靱化 

第１節 2019年度発生した災害からの復旧・復興

支援 

・山形県沖を震源とする地震（2019年６月） 

１．日本政策金融公庫による資金繰り支援【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、山形県沖を震源とする地震により

被害を受けた中小企業・小規模事業者の事業再開に向けた

資金繰り支援を実施した。（新規） 

 

２．信用保証協会による資金繰り支援 

山形県沖を震源とする地震により被害を受けた中小企

業・小規模事業者を対象に、既存の一般保証とは別枠のセ

ーフティネット保証を実施。2019 年度（2020 年３月末ま

で）の保証承諾実績は、18件、約７億円となった。 

 

３．商工団体等の相談窓口の設置 

山形県及び新潟県内の日本政策金融公庫、商工中金、信

用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中

央会、中小企業基盤整備機構地域本部等及び経済産業局に

設置した相談窓口において被災中小企業者等からの経営・

金融相談等にきめ細かく対応した。（新規） 

 

・令和元年８月の前線に伴う大雨による災害 

１．商工団体等の相談窓口の設置 

佐賀県内の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、

商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企

業基盤整備機構地域本部等及び経済産業局に設置した相

談窓口において被災中小企業者等からの経営・金融相談等

にきめ細かく対応した。（新規） 

 

２．日本政策金融公庫による資金繰り支援【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、令和元年８月の前線に伴う大雨に

よる災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の事

業再開に向けた資金繰りを支援。2020 年３月末までの貸

付実績は、約 110件、約８億円となった。（新規） 

 

３．信用保証協会によるセーフティネット保証４号 

令和元年８月の前線に伴う大雨による災害により被害

を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、既存の一般保

証とは別枠のセーフティネット保証を実施。2020 年度

（2020 年３月末まで）の保証承諾実績は、９件、約 0.4億

円となった。 

 

４．小規模企業共済災害時貸付の適用 

令和元年８月の前線に伴う大雨による災害により被災

した佐賀県内の各市町の小規模企業共済契約者に対し、中

小企業基盤整備機構が当該小規模企業共済契約者の納め

た掛金の７～９割の額（上限、1,000万円）までを限度に、

原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を実施。

（新規） 

 



 455 

５．小規模事業者持続的発展支援事業（災害型持続化補

助金）【Ｈ30年度補正予算：1,100億円の内数】 

令和元年８月の前線に伴う大雨により直接又は間接的

に被害を受けた小規模事業者に対して、早期に新たな経営

計画を作成し、事業再建に取り組むにあたり、その経営計

画に沿って販路開拓に取り組むために要する経費の一部

を支援した（採択件数：87件）。（新規） 

 

６．ものづくり補助金の被災地向け公募期間延長と被災

事業者の優先採択 

令和元年８月の前線に伴う大雨による災害により被災

した佐賀県に所在する事業者について 19日間、公募期間

を延長するとともに、佐賀県武雄市、大町町に所在する事

業者の優先採択を行う支援措置を実施した。 

 

・令和元年台風第 15号（2019年９月） 

１．日本政策金融公庫による資金繰り支援【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、令和元年台風第 15号による災害

により被害を受けた中小企業・小規模事業者の事業再開に

向けた資金繰りを支援。2020年３月末までの貸付実績は、

約 450件、約 40億円となった。（新規） 

 

２．信用保証協会による資金繰り支援 

令和元年台風第 15号による災害により被害を受けた中

小企業・小規模事業者を対象に、既存の一般保証とは別枠

のセーフティネット保証及び災害関係保証を実施。2019

年度（2020 年３月末まで）の保証承諾実績は、653件、約

193億円となった。 

 

３．ものづくり補助金の被災地向け公募期間延長と被災

事業者の優先採択 

令和元年台風 15号により被災した千葉県に所在する事

業者について 19日間、神奈川県に所在する事業者につい

て７日間、公募期間を延長するとともに、千葉県鋸南町に

所在する事業者の優先採択を行う支援措置を実施した。 

 

４．小規模企業共済災害時貸付の適用 

令和元年台風第 15 号により被災した千葉県内の各 41

市町村及び東京都大島町の小規模企業共済契約者に対し、

中小企業基盤整備機構が当該小規模企業共済契約者の納

めた掛金の７～９割の額（上限、1,000万円）までを限度

に、原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を実施。

（新規） 

 

５．小規模事業者持続的発展支援事業（災害型持続化補

助金）【Ｈ30年度補正予算：1,100億円の内数】 

令和元年台風第 15号により直接又は間接的に被害を受

けた小規模事業者に対して、早期に新たな経営計画を作成

し、事業再建に取り組むにあたり、その経営計画に沿って

販路開拓に取り組むために要する経費の一部を支援した

（採択件数：514件）。（新規） 

 

・令和元年台風第 19号等（2019年 10月） 

１．日本政策金融公庫による資金繰り支援【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、令和元年台風第 19号等による災

害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の事業再開

に向けた資金繰りを支援。2020 年３月末までの貸付実績

は、約 1,370件、約 200億円となった。（新規） 

 

２．信用保証協会による資金繰り支援 

令和元年台風第 19号等による災害により被害を受けた

中小企業・小規模事業者を対象に、既存の一般保証とは別

枠のセーフティネット保証及び災害関係保証を実施。2019

年度（2020 年３月末まで）の保証承諾実績は、1,244件、

約 225億円となった。 

 

３．小規模企業共済制度の特例災害時貸付け 

令和元年台風第 19 号により被災した 14 都県 390 市区

町村で直接的な被害を受けた小規模企業共済契約者に対

し、中小企業基盤整備機構が当該小規模企業共済契約者の

納めた掛金の７～９割の額（上限 2,000万円）までを限度

に、無利子で融資を行う特例災害時貸付を実施。（新規） 

 

４．政府関係金融機関の運営に必要な経費 ‐令和元年

台風第 19号等災害マル経【Ｒ１年度補正予算：9.0億円】 

令和元年台風第 19号等により直接又は間接的に被害を

受けた小規模事業者に対し､無担保・無保証人・低利で利

用できる日本政策金融公庫によるマル経融資の貸付限度

の拡充や金利の引下げを実施した。（新規） 
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５．下請取引についての親事業者への配慮要請 

「令和元年台風第 19号等の暴風雨による災害」に関し、

被災地域の経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に対す

る影響を最小限とするため、経済産業大臣名（他省庁所管

の業界については主務大臣との連名）で、業界団体代表者

に、不当な取引条件の押し付けが無いよう、親事業者の必

要な配慮等について要請文書を発出した。（新規） 

 

６．中小企業等グループ補助金【Ｒ１年度補正予算：179

億円】 

令和元年台風第 19号等に係る被災地域の復旧及び復興

を促進するため、複数の中小企業等から構成されるグルー

プが復興事業計画を作成し、地域経済や雇用維持に重要な

役割を果たすものとして県から認定を受けた場合に、計画

実施に必要な施設・設備の復旧にかかる費用に対して、国

が１/２、県が１/４の補助を実施した。（新規） 

 

７．被災小規模事業者再建事業（持続化補助金）【Ｒ１

年度予備費：279.1億円、Ｒ１年度補正予算：57.6億円】 

令和元年台風第 19号、第 20号及び第 21号により直接

又は間接的に被害を受けた小規模事業者に対して、早期に

新たな事業計画を作成し、事業再建に向けた取組に要する

経費の一部を支援した（採択件数：1,113件）。（新規） 

 

８．地域企業再建支援事業（自治体連携型補助金）【Ｒ

１年度予備費：52.9億円、Ｒ１年度補正予算：41.0億円】 

令和元年台風第 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支援（９件）

した。（新規） 

 

９．中小企業組合共同施設等復旧事業【Ｒ１年度予備費：

2.0億円、Ｒ１年度補正予算：0.2億円】 

令和元年台風第 19号、21号により被害を受けた、事業

協同組合等の共同施設の災害復旧事業に要する経費の一

部を補助した。（継続） 

 

10．商店街災害復旧等事業（台風第 19号）【Ｒ１年度予

備費：15.7億円の内数】 

令和元年台風第 19号による被害を受けた商店街に対し、

①被災したアーケードの改修、共同施設の改修、街路灯の

設備の改修等に要する費用に対する支援（施設復旧事業）

や、②商店街のにぎわいを取り戻すための事業に係る費用

に対し支援（にぎわい創出事業）を行った。2020 年３月末

時点において、①施設復旧事業については、11 件交付決

定し、②にぎわい創出事業については、76 件交付決定し

た。（新規） 

 

11．よろず支援拠点事業・専門家派遣事業等【Ｈ31年度

当初予算：47.8億円の内数、Ｒ１年度予備費：2.0億円、

Ｒ１年度補正予算：10.0億円】 

令和元年台風 19 号等の被災地域 14 都県のよろず支援

拠点等のコーディネータを増員し、2019 年に発生した台

風第 19号等により生じた経営相談に対応するための体制

を強化した。また、風評被害等による顧客離れ対策などの

経営課題に対応するため、被災地域 14都県の中小企業・

小規模事業者に専門家等を派遣した。（継続） 

 

12．仮設施設整備支援事業（令和元年台風第 19号）【Ｒ

１年度予備費：15.7億円の内数】 

令和元年台風第 19号の被害を受けた中小企業者等の早

期事業再開を支援するため、自治体が整備する仮設店舗等

の費用を中小企業基盤整備機構が助成する事業の受付を

行った。（新規） 

 

第２節 資金繰り支援 

１．被災中小企業への資金繰り支援（政策金融）【財政

投融資】 

東日本大震災及び熊本地震により被害を受けた中小企

業・小規模事業者への資金繰り支援として、日本政策金融

公庫及び商工中金において、「東日本大震災復興特別貸付」

及び「平成 28 年熊本地震特別貸付」を継続的に実施して

いる。本制度の運用開始後、2020 年３月末までの貸付実

績は、東日本大震災復興特別貸付が、約 30万 4,000件、

約６兆 1,000億円、平成 28 年熊本地震特別貸付が、約１

万 8,000件、約 2,400億円となった。また、東日本大震災

においては、原発事故に係る警戒区域等の公示の際に当該

区域内に事業所を有していた中小企業・小規模事業者や、

地震・津波により事業所等が全壊・流失した中小企業・小
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規模事業者に対して、県の財団法人等を通じ、貸付金利を

実質無利子化する措置を引き続き実施した。さらに、平成

30 年７月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業

者への資金繰り支援として、日本政策金融公庫において

「平成 30 年７月豪雨特別貸付」を実施。本制度の運用開

始後 2020 年３月末までの貸付実績は約 1,600 件、約 180

億円となった。（継続） 

 

２．マル経・衛経融資の貸付限度額・金利引下げ措置の

拡充【財政投融資】 

東日本大震災､平成 28 年熊本地震、平成 30 年７月豪雨

及び令和元年台風第 19号等により直接又は間接的に被害

を受けた小規模事業者に対し､無担保・無保証人・低利で

利用できる日本政策金融公庫によるマル経・衛経融資の貸

付限度の拡充や金利の引下げを実施した｡（継続） 

 

３．被災中小企業への資金繰り支援（信用保証） 

東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規模事業

者を対象に、既存の一般保証や災害関係保証、セーフティ

ネット保証とは別枠の新たな保証制度を 2011 年度に創設。

2019 年度も特定被災区域内において引き続き実施した

（保証割合 100％。保証限度額は無担保 8,000万円、最大

２億 8,000万円。）。本制度の運用を開始した 2011 年５月

23 日から 2020 年３月末までの保証承諾実績は、約 14.7

万件、約２兆 9,700 億円であった。また、2016 年４月に

発生した熊本地震により被害を受けた中小企業・小規模事

業者を対象に、既存の一般保証とは別枠のセーフティネッ

ト保証及び災害関係保証を引き続き実施した。両制度の

2020年３月末までの保証承諾実績は、合計で約 8,285件、

約 1,324億円であった。（継続） 

 

４．原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」 

原子力発電所事故の被災区域に事業所を有する中小企

業等が福島県内において事業を継続・再開する場合に必要

な事業資金（運転資金・設備資金）を長期・無利子、無担

保での融資を行った。（継続） 

 

第３節 二重債務問題対策 

１．「産業復興相談センター」及び「産業復興機構」に

よる再生支援【Ｈ31年度当初予算：9.7億円】 

東日本大震災の被災各県の中小企業再生支援協議会の

体制を拡充するかたちで 2011 年度に設置した、総合相談

窓口である「産業復興相談センター」と、債権買取等を行

う「産業復興機構」による中小企業等の事業再生支援を引

き続き実施した。各県の産業復興相談センターにおいては、

2020年３月 31日までに 6,640件の事業者からの相談を受

け付けており、金融機関等による金融支援について合意を

取り付けた案件は 1,293件、うち債権買取を決定した案件

は 339件となった。（継続） 

 

２．再生可能性を判断する間の利子負担の軽減 

東日本大震災及び原子力発電所の事故による被害を受

けた中小事業者等が産業復興相談センターを活用した事

業再生に取り組む際に、再生計画策定支援の期間中に発生

する利子を補填することにより、早期の事業再生の実現を

図ることを目的とする事業であり、2011 年度に創設した。

本施策については 2019 年度も引続き実施した。（継続） 

 

第４節 工場等の復旧への支援 

１．中小企業組合等共同施設等災害復旧事業【Ｈ31 年

度当初予算：75.8億円】 

東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進す

るため、①複数の中小企業等から構成されるグループが復

興事業計画を作成し、地域経済や雇用維持に重要な役割を

果たすものとして県から認定を受けた場合に、計画実施に

必要な施設・設備の復旧にかかる費用に対して、国が１/

２、県が１/４の補助、② 商工会等の中小企業者のための

指導・相談施設等の災害復旧事業にかかる費用に対して、

国が１/２の補助を実施し、被災した中小企業等のグルー

プ等の施設の復旧等に対して支援を行った。（継続） 

 

２．施設・設備の復旧・整備に対する貸付け 

東日本大震災により被害を受けた中小企業者が、県から

認定を受けた復興事業計画に基づいて、その計画を実施す

るために必要な施設・設備の復旧・整備を行う場合に、中

小企業基盤整備機構と県が協力して、必要な資金の貸し付

けを行った。（継続） 

３．仮設施設整備事業・仮設施設有効活用等助成事業【Ｈ

31年度当初予算：13.0億円の内数】 
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東日本大震災の被害を受けた中小企業者等の早期事業

再開を支援するため、中小企業基盤整備機構が仮設工場や

仮設店舗等を整備し被災市町村あて譲渡を行い、当該市町

村が被災事業者に原則無償で区画を貸し出す事業を実施。

2020年３月末までに６県 53市町村 648案件の施設を設置

した。また、2014 年４月より仮設施設の本設化、移設、撤

去に要する費用の助成事業を実施し、2020 年３月末まで

に 159案件の助成を行った。（継続） 

 

第５節 防災・減災対策 

１．中小企業強靱化法 

中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等

経営強化法等の一部を改正する法律案（中小企業強靱化法

案）を第 198回通常国会に提出しており、①中小企業の事

業継続力強化のために必要な計画認定制度（認定件数：

5,920件（2020 年３月末時点。））を創設し、各種支援策を

措置②商工会・商工会議所による支援体制の強化③遺留分

に関する民法特例の対象を個人事業者へ拡大するなど、中

小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を

促進するための措置を盛り込んでいる。（新規） 

 

２．中小企業防災・減災投資促進税制【税制】 

中小企業等経営強化法における「事業継続力強化計画」

又は「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた中小企業・

小規模事業者が、当該計画に記載された、自家発電設備や

止水板等の防災・減災設備を取得し、事業の用に供した場

合に、特別償却（20％）ができる措置を平成 31 年度税制

改正において創設した。（新規） 

 

３．社会環境対応施設整備基金(BCP融資)【財政投融資】 

中小企業による、災害発生時の事業継続の観点から防災

に資する設備等の整備を支援するもので、中小企業が策定

した BCP や国から認定を受けた事業継続力強化計画に基

づき、防災・減災に資する施設等の整備を行うために必要

な設備資金及び長期運転資金の貸付を行った。（継続） 

 

４．小規模事業者支援法による事業継続力強化支援計画

の創設 

小規模事業者支援法に基づき、商工会・商工会議所が、

地域の防災を担う市町村と連携し、事業継続力強化のため

の支援を行う計画を作成し、都道府県知事が認定する制度

を創設した。2020 年３月時点において、ガイドラインを

策定したのは 42都道府県。（認定計画数：265件（2020 年

３月末時点。））（新規） 

 

第６節 その他の対策 

１．特別相談窓口等の設置 

全国の日本公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、

商工会連合会、中小企業団体中央会、中小機構地域本部等

及び経済産業局に特別相談窓口を設置し、東日本大震災の

被災中小企業者等からの経営・金融相談に応じた。（継続） 

 

２．中小企業電話相談ナビダイヤルの実施 

どこに相談したらよいか困っている中小企業のために、

一つの電話番号で最寄りの経済産業局につながる「中小企

業電話相談ナビダイヤル」を実施した。（継続） 

 

３．官公需における被災地域等の中小企業者に対する配

慮 

「令和元年台風第 19号の暴風雨による災害」に関し、

被災地域の中小企業・小規模事業者に対する官公需におけ

る配慮について、11 月８日付で中小企業庁長官名にて各

府省等あて要請文書を発出した。また、引き続き、東日本

大震災、平成 28 年熊本地震及び平成 30 年７月豪雨の被災

地域等の中小企業・小規模事業者に対する官公需における

配慮等を、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」

に盛り込み、周知徹底を図った。（新規） 

 

第６章 経営の下支え、事業環境の整備 

第１節 取引条件の改善 

１．下請等中小企業の取引条件の改善【Ｈ31 年度当初

予算：9.6億円の内数】 

様々な業種の取引条件改善を目的とした対策パッケー

ジ「未来志向型の取引慣行に向けて」（2016 年９月公表）

に基づき、2020 年１月末までに自動車や電機・情報通信

機器、産業機械など 14 業種 39団体において、取引適正化

と付加価値向上に向けた「自主行動計画」が策定された。

策定団体は、毎年、自らフォローアップ調査を実施して、

その進捗状況を国に対して報告している。また、2017 年

より全国に下請Ｇメンを配置し、現在 120名体制で、年間
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4,000 件超を目標に下請中小企業へのヒアリング調査を

実施しており、2020 年３月末までに累計で１万 2,168 社

から生の声を収集した。（継続） 

 

２．下請代金法の運用【Ｈ31年度当初予算：9.6億円の

内数】 

下請取引の適正化、下請事業者の利益保護のため、公正

取引委員会と中小企業庁が密接な協力関係の下、下請代金

法を執行した。公正取引委員会及び中小企業庁が親事業者

等に対して書面調査等を実施するとともに、下請法違反事

実に関する情報収集を行い、下請代金法の厳格な運用に努

めた。（継続） 

 

３．取引適正化に向けた取組の周知徹底【Ｈ31 年度当

初予算：9.6億円の内数】 

全国 48か所に設置した「下請かけこみ寺」において、

中小企業等の企業間取引における相談に対応した。また、

下請等中小企業の経営者や営業担当者が、親事業者への価

格交渉を行う上で必要な価格交渉ノウハウについて、個別

指導やセミナー等を行った。また、下請法等の違反行為を

未然に防止するため、親事業者の調達担当者等を対象とし

た講習会を開催し、一層の周知を図るほか、全国で親事業

者の取組事例等を紹介し、広く下請法の遵守を呼びかける

シンポジウム等を開催した。さらに、親事業者と下請事業

者の望ましい取引関係を構築するためのガイドライン（下

請適正取引等の推進のためのガイドライン。経済産業省、

国土交通省、総務省及び農林水産省の所管 18 業種）につ

いて、全国で説明会を実施した。（継続） 

 

４．下請中小企業振興法「振興基準」の改正【Ｈ31年度

当初予算：9.6億円の内数】 

2020年１月 31日に、下請中小企業振興法の「振興基準」

に、①「新たな型取引のルール」に基づき、型取引の適正

化を図ること②下請中小企業の業務効率化を目的に、「受

発注システム等の電子化」に積極的に対応することなどに

ついて盛り込み、改正を行ったところ。（新規） 

 

５．下請取引あっせん、商談会による販路開拓支援【Ｈ

31年度当初予算：9.6億円の内数】 

新たな取引先を開拓したい下請中小企業・小規模事業者

に対して、販路開拓を支援するため、広域商談会を８会場

で開催した。（継続） 

 

６．下請事業者への配慮要請等 

2019 年 11月、経済産業大臣及び公正取引委員会委員長

の連名で、親事業者（約 20万社）及び業界団体代表者（約

1,100 団体）に、下請取引の適正化等について要請した。

（継続） 

 

第２節 官公需対策 

１．「令和元年度中小企業者に関する国等の契約の基本

方針」の策定及び周知徹底【Ｈ31年度当初予算：9.6億円

の内数】 

「令和元年度中小企業者に関する国等の契約の基本方

針」を９月 10日に閣議決定し、中小企業・小規模事業者

向けの契約比率を 55.1％、契約金額を約４兆 3,369 億円

と目標設定した。地方公共団体と連携した「働き方改革」

に関する取組の強化や、事業継続力が認められる中小企

業・小規模事業者に対する配慮、消費税率引き上げによる

適正な転嫁などについての措置を主に盛り込んだ。また、

基本方針を周知徹底するために以下の取組を実施した。 

(1)経済産業大臣から各府省等の長、都道府県知事、全

市町村の長及び東京特別区の長（1,805団体）に対し、文

書により「基本方針」の趣旨を説明するとともに、中小企

業・小規模事業者の受注機会の増大に努めるよう要請した。

(2)地方自治体に対する「基本方針」の周知徹底を図るた

め、説明会（官公需確保対策地方推進協議会）を９月から

11 月にかけて全国 50 箇所で開催した。(3)「基本方針」

をはじめとした国の施策や調達に関する取組事例に関す

る情報共有を行い、国と地方自治体との連携方策を協議す

るための会議（都道府県中小企業者調達推進協議会）を７

月に開催した。(4)「官公需契約の手引」を作成し、国等

の機関、地方公共団体等の機関及び商工関係団体等に配布

した。（継続） 

２．中小企業・小規模事業者の受注機会増大のための「官

公需情報ポータルサイト」【Ｈ31年度当初予算：9.6億円

の内数】 

中小企業・小規模事業者が官公需に関する発注情報を入

手しやすくするため、国等や地方公共団体がホームページ
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で提供している発注情報等を中小企業・小規模事業者が一

括して入手できる「官公需情報ポータルサイト」を運営し

た。（継続） 

 

第３節 消費税率引き上げ対応支援 

１．消費税転嫁状況監視・検査体制強化等事業【Ｈ31年

度当初予算：32.5億円】 

消費税の円滑かつ適正な転嫁を行うため、全国に転嫁対

策調査官を配置した。併せて、消費税の転嫁拒否等の行為

に関する情報を収集するため、公正取引委員会と合同で中

小企業・小規模事業者全体に対して大規模な書面調査を実

施するなど、転嫁拒否行為等の監視・取締りを行った。（継

続） 

 

２．商店街活性化・観光消費創出事業 

地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等

を行い、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的

に取り込む商店街の取組に対して支援を行った。2020 年

（３月時点）において、78件交付決定した。（新規） 

 

第４節 消費税軽減税率対策 

１．中小の小売事業者等に対するレジの導入･システム

改修等支援  

消費税軽減税率制度の実施に向け、中小企業・小規模事

業者の準備が円滑に進むように支援を行う。具体的には、

①複数税率に対応したレジの導入等の支援、②複数税率に

対応するための電子的な受発注システムの改修等の支援、

③区分記載請求書等保存方式に対応するために必要とな

る請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケー

ジ製品等の導入に要する経費の支援を行った。（継続） 

 

２．消費税軽減税率対応窓口相談等事業 

消費税軽減税率制度を円滑に実施するため、中小企業団

体等と連携して、講習会・フォーラムの開催、相談窓口の

設置や巡回指導型専門家派遣を通じたきめ細かいサポー

ト、パンフレット等による周知等を行う。また、消費税転

嫁対策窓口相談等も併せて実施した。（継続） 

 

第５節 資金繰り支援、事業再生支援 

１．セーフティネット貸付【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、社会的、経済的環境の変化等外的

要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を来たしてい

る中小企業・小規模事業者等の資金繰りを支援。2019 年

度の貸付実績は、約 3,000件、約 1,400億円となった。（継

続） 

 

２．小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融資）

【財政投融資】 

小規模事業者を金融面から支援するため、商工会、商工

会議所、都道府県商工会連合会の経営指導を受けている小

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・低利で融資を行った。（2019 年度の実績は、43,652件、

2,773億円（2020 年３月末時点））（継続） 

 

３．小規模事業者経営発達支援資金融資事業【財政投融

資】 

事業の持続的発展に取り組む小規模事業者を支援する

ため、小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の認

定を受けた商工会・商工会議所による経営指導を受ける小

規模事業者に対し、日本政策金融公庫が低利で融資を行っ

た。（2019 年度の実績は､23件、3.3億円（2020 年３月末

時点））（継続） 

 

４．資本性劣後ローンの推進【財政投融資】 

日本政策金融公庫が、新事業展開や経営改善に取り組む

中小企業・小規模事業者に対し、財務体質を強化するとと

もに、民間金融機関からの資金調達を円滑に図るため、自

己査定の債務者区分の決定に当たり自己資本とみなし得

る一括償還の資金（資本性資金）を供給することで、中小

企業・小規模事業者の資金繰りを支援。2019 年度の貸付

実績は、約 760件、約 520億円となった。（継続） 

 

５．中小企業・小規模事業者経営力強化融資 

日本政策金融公庫が、認定経営革新等支援機関による指

導及び助言を通じ経営革新又は異分野の中小企業と連携

して新分野の開拓等を行う中小企業の経営力や資金調達

力の強化を支援するため、必要な資金の貸付を行った。（継

続） 
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６．借換保証の推進 

信用保証協会が、複数の借入債務を一本化し、足元の返

済負担の軽減を図るための借換保証を推進。2019 年度

（2020 年３月末まで）の保証承諾実績は、15万 9,166件、

約３兆 316億円となった。また、経営者に事業改善の意欲

があるにもかかわらず、返済条件の緩和実施による前向き

な金融支援を受けることが困難な中小企業・小規模事業者

を支援するため、2016 年に条件変更改善型借換保証を創

設。2019 年度（2020 年３月末まで）の保証承諾実績は、

256件、約 75億円となった。（継続） 

 

７．セーフティネット保証 

取引先の倒産、自然災害、取引金融機関の経営合理化等

により経営の安定に支障を生じている中小企業・小規模事

業者に信用保証協会が通常の保証枠とは別枠での保証を

実施した（保証割合 80％または 100％。保証限度額は無担

保 8,000 万円、最大２億 8,000 万円。）。2019 年度は、令

和元年台風第 15号（４号）、令和元年台風第 19号（４号）、

新型コロナウイルス感染症等により発動されている。また、

セーフティネット保証５号は、引き続き最近３か月間の月

平均売上高等が前年同期比で一定割合以上減少等の基準

を満たす業種を指定した。2019 年度（2019 年３月末まで）

のセーフティネット保証全体の保証承諾実績は、28,224

件、約 7,428億円となった。（継続） 

 

８．信用保証協会による経営支援【Ｈ31年度当初予算：

11.0億円の内数】 

信用保証協会の利用者又は利用予定している創業（予定）

者、経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者に加えて、

2017 年度より事業承継を予定している場合や生産性向上

を目指す中小企業・小規模事業者についても新たに支援の

対象として追加。これらの中小企業・小規模事業者に対し

て、信用保証協会が地域金融機関と連携して、専門家派遣

をはじめとした経営支援を実施し、資金繰り支援と一体と

なった支援を実施した。2019 年度（2020 年３月末まで）

は、約２万 2,000回の専門家派遣を実施している。（継続） 

９．認定支援機関による経営改善計画策定支援事業 

借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を

伴う本格的な経営改善を必要とする中小企業・小規模事業

者等に対して、中小企業等経営強化法に基づく認定支援機

関（税理士、公認会計士、地域金融機関等）による経営改

善計画策定支援や当該計画に係るフォローアップに要す

る費用の一部を負担（２/３）した。2019 年４月から 2020

年３月末における相談件数は 4,385 件、新規受付件数は

1,650件となり、制度発足時（2013 年３月）から 2020 年

３月末までの実績は、相談件数５万 6,173件、新規受付件

数は１万 8,529件となった。また、資金繰り管理や採算管

理などの早期の経営改善計画の策定を必要とする中小企

業・小規模事業者に対して、認定支援機関による早期経営

改善計画策定支援に係る費用の一部を負担（２/３）した。

2019 年４月から 2020 年３月末における相談件数は 3,546

件、新規受付件数は 1,714件となり、制度発足時（2017 年

５月）から 2019 年３月末までの実績は、相談件数１万

5,273件、新規受付件数１万 1,793件となった。（継続） 

 

10．中小企業再生支援協議会【Ｈ31年度当初予算：70.1

億円の内数】 

各都道府県の商工会議所等に設置した中小企業再生支

援協議会において、事業の収益性はあるが、債務超過等の

財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者に対し、

窓口相談による課題解決に向けたアドバイスや、関係金融

機関等との調整も含めた再生計画の策定支援を行った。

2019 年４月から 2020 年３月末までの実績は、相談件数

2,247件、再生計画の策定完了件数 1,032件となり、制度

発足時から 2020 年３月末までの実績は、相談件数４万

4,391件、再生計画の策定完了件数１万 5,185件となった。

（継続） 

 

11．事業再生ファンド 

事業再生に取組む中小企業への経営支援や資金供給等

を実施するため、中小企業基盤整備機構と地域金融機関、

信用保証協会等が一体となって、中小企業の再生を地域内

で支援する地域型ファンドや広域的に支援する全国型フ

ァンドの組成・活用を促進する取組みを行った。2020 年

３月末までに 61件のファンドが創設され、ファンドの総

額は約 1,898億円に上った。また、当該再生ファンドによ

る投資実績は 2020 年３月末までに 584社、約 1,216億円

に上った。（継続） 
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12．「経営者保証に関するガイドライン」の利用促進等 

2013 年 12月５日に公表された「経営者保証に関するガ

イドライン」の利用促進を図るため、相談窓口設置と、ガ

イドライン利用希望者への専門家派遣、弁護士・税理士等

の支援専門家向けセミナーを、引続き実施した。また、2019

年６月に取りまとめた「事業承継時の経営者保証解除に向

けた総合的な対策」及び 2019 年 12月 24日に公表された

「事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイド

ライン」の特則」について、事業者及び支援機関向けのパ

ンフレットを作成し、周知・普及に取り組んだほか、全国

紙への広告掲載を実施した。（継続） 

 

第６節 経営改善支援、再生支援の強化 

１．（再掲）認定支援機関による経営改善計画策定支援

事業 

 

２．経営支援と一体となった高度化融資による設備資金

の支援 

工場団地・卸団地、ショッピングセンター等の整備、商

店街のアーケード・カラー舗装等の整備などを行う中小企

業組合等に対して、都道府県と中小企業基盤整備機構が一

体となってその設備資金を長期・低利（又は無利子）で貸

付けた。貸付けに際しては、事前に事業計画について専門

的な立場から診断・助言を行った。（継続） 

 

第７節 小規模事業者の持続的発展支援 

１．（再掲）小規模事業者経営改善資金融資事業（マル

経融資）【財政投融資】 

 

２．（再掲）小規模事業者経営発達支援資金融資事業【財

政投融資】 

 

３．小規模事業者支援法による経営発達支援計画の認定 

小規模事業者支援法に基づき商工会・商工会議所が小規

模事業者の技術の向上、新たな事業分野の開拓、その他の

小規模事業者の経営の発達に資する計画を作成し、経済産

業大臣が認定する。2020 年３月末で、1,753件（うち、2019

年７月に施行された改正小規模事業者支援法に基づく計

画は 426件）の認定を行った。（継続） 

 

４．（再掲）小規模事業者持続的発展支援事業【Ｈ30年

度補正予算：1,100億円の内数】 

 

５．（再掲）小規模事業者持続的発展支援事業【Ｒ１年

度補正予算：3,600億円の内数】 

 

第８節 経営安定対策 

１．中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済制

度)【中小企業基盤整備機構交付金の内数】 

中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により

売掛金債権の回収が困難となった場合に、積み立てた掛金

の額に応じて無利子、無担保、無保証人で共済金の貸付け

を行う制度。2020 年３月末現在で 50.7 万社が在籍。（継

続） 

 

２．経営安定特別相談事業 

経営の危機に直面した中小企業の経営上の様々な問題

の解決に資するため、全国の主要な商工会議所及び都道府

県商工会連合会に「経営安定特別相談室」が設置されてい

る。本相談室において経営安定に関する幅広い分野の経営

相談が円滑に実施されるよう日本商工会議所及び全国商

工会連合会の実施する指導事業等を支援した。（継続） 

 

３．中小企業等強靱化対策事業【Ｈ30年度補正予算：15

億円の内数】 

2019 年７月に施行された中小企業強靱化法に基づく

「事業継続力強化計画」等認定制度や BCP（Business 

Continuity Plan：事業継続計画）に基づき、優良事例や

早期復旧事例等の周知・普及、及び計画の策定支援、また、

防災・減災に係る指導人材の育成を実施し、中小企業の防

災・減災意識の啓発、事業継続力の強化に向けた取組を促

進した。 

 

４．中小企業・小規模事業者自家用発電設備等利用促進

対策事業【Ｒ１年度補正予算：58億円の内数】 

大規模災害時等に系統電力や都市ガスの供給が途絶し

た際に、生活必需品の供給やサプライチェーン維持等のた

めに重要な中小企業・小規模事業者の事業の中断を未然に

阻止する体制を確保するため、石油製品等を用いる自家発

電設備等の設置に要する経費に対して、当該経費の一部を
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助成する事業に要する経費を補助した。（新規） 

第９節 財政基盤の強化 

１．法人税の軽減税率【税制】 

中小企業の年間 800 万円以下の所得金額に対する法人

税率を、19％から 15％に引き下げる措置。令和元年度税

制改正において、適用期限を２年延長することとされた。

（継続） 

 

２．中小企業投資促進税制【税制】 

機械装置等を取得した場合に、取得価額の 30％の特別

償却又は７％の税額控除（税額控除は資本金 3,000万円超

の法人を除く）ができる措置。令和元年度税制改正におい

て、適用期限を２年延長することとされた。（継続） 

 

３．中小企業の少額減価償却資産の損金算入の特例制度 

取得価額 30万円未満の減価償却資産を取得した場合、

年間 300万円を限度に、全額損金算入することができる措

置（従業員 1,000 人超の法人を除く）。（継続） 

 

４．欠損金の繰越控除・繰戻還付 

欠損金の繰越控除は、当期の事業年度に生じた欠損金を

繰り越して翌期以降の事業年度（繰越期間：10 年間の所

得金額から控除することができる措置。また、欠損金の繰

戻還付は、当期の事業年度に生じた欠損金を１年繰戻して

法人税の還付を請求することができる措置。（継続） 

 

５．商業・サービス業・農林水産業活性化税制【税制】 

商業・サービス業等を営む中小企業が商工会議所等の経

営改善指導に基づき設備を取得した場合、取得価額の

30％の特別償却又は７％の税額控除（税額控除は資本金

3,000万円超の法人を除く）ができる措置。令和元年度税

制改正において、適用期限を２年延長することとされた。

（継続） 

 

６．交際費等の損金不算入の特例【税制】 

交際費等を支出した場合、①定額控除限度額（800万円）

までの損金算入または②支出した接待飲食費の 50％まで

の損金算入のいずれかを選択適用できる措置。（継続） 

 

７．中小企業投資育成会社による支援 

中小企業投資育成株式会社において、中小企業の自己資

本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、株式、

新株予約権、新株予約権付社債等の引受けによる投資事業

及び経営相談、事業承継支援等の育成事業を実施した。（継

続） 

 

第 10 節 人権啓発の推進 

１．人権教育・啓発活動支援事業【Ｈ31年度当初予算：

1.9億円】 

健全な経済活動の振興を促進するため、事業者を対象と

した人権啓発のためのセミナー等の啓発事業を実施した。

また、小規模事業者等が多く、特に重点的な支援が必要な

地域又は業種に係る小規模事業者等の活性化のため、経営

等の巡回相談事業及び研修事業を実施した。（継続） 

 

第 11 節 経営支援体制の強化 

１．中小企業連携組織支援対策推進事業【Ｈ31 年度当

初予算：6.7億円】 

中小企業組合を支援する専門機関の全国中小企業団体

中央会を通じて、経営革新・改善に取り組む中小企業組合

等に対して、中央会指導員がサポートしつつ、その実現化

に向けた取組を支援した。さらに、外国人技能実習生受入

事業を行う中小企業組合（監理団体）等の事業が適正に行

われるように支援を行った。（継続） 

 

２．中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業

【Ｈ31年度当初予算：47.8億円、Ｒ１年度予備費：2.0億

円、Ｒ１年度補正予算：10.0億円】 

中小企業・小規模事業者等が抱える様々な経営課題に対

応するワンストップ相談窓口として、各都道府県に「よろ

ず支援拠点」を設置し、一歩踏み込んだ専門的な助言を行

うとともに、特に高度・専門的な経営課題に対応するため

に専門家派遣を実施した。（継続） 

 

第７章 その他の中小企業施策 

第１節 調査・広報の推進 

１．施策の広報 

中小企業施策を普及・広報するため、施策のポイントを

まとめたガイドブックやチラシ等を作成し、各地方公共団
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体や中小企業支援機関、金融機関等に配付したほか、中小

企業支援ポータルサイト「ミラサポ」を通じた情報発信に

より、広く普及・広報を実施した。（継続） 

 

(1) 冊子類の発行 

中小企業施策を利用する際の手引き書として 200 以上

の施策を紹介した「中小企業施策利用ガイドブック」やチ

ラシ等を作成し、中小企業、地方公共団体、中小企業支援

機関（商工会、商工会議所等）、金融機関、中小企業を支

援する税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士等に

広く配布した。 

 

(2) 「一日中小企業庁」の開催  

開催地の都道府県と中小企業庁が共催し、地元中小企業

者の方々に最新の施策を紹介し、理解を深めていただくと

ともに、意見交換や交流の場を設け、今後の中小企業施策

の見直し・拡充等に反映させるイベントを開催した。1964

年度より継続しており、2019 年度は和歌山県において開

催した。 

 

(3) インターネットを活用した広報 

①ホームページによる広報：中小企業庁ホームページに

おいて、中小企業施策に関する最新情報、公募に関する情

報、広報のためのチラシ、冊子等を公表した。2019 年度は

約 4,300 万（2020 年３月末現在）ページビューのアクセ

スがあった。 

②メールマガジン：各中小企業支援機関と連携し、補助

金等の支援施策情報、地域情報、調査・研究レポート等の

情報をメールマガジン登録者に、毎週水曜日に配信した。

（配信数：約６万件(2020 年３月末現在)）  

 

(4) ミラサポ（中小企業・小規模事業者の未来をサポー

トするポータルサイト） 

ミラサポを通じて最新の支援情報や補助金申請のノウ

ハウ、活用事例などを分かりやすくタイムリーに全国の中

小企業に届けた。（会員数：約 17万 9,000、ミラサポメル

マガ配信数：約 12万 9,000 (2020 年３月末現在)） 

 

２．中小企業白書・小規模企業白書の作成 

中小企業の現状や課題を把握するため､中小企業基本法

第 11条の規定に基づく年次報告等（2019 年版中小企業白

書）を作成した｡また､小規模企業の現状や課題を把握する

ため､小規模企業基本法第 12 条の規定に基づく年次報告

等（2019 年版小規模企業白書）を作成した｡（継続） 

 

３．中小企業実態基本調査 

中小企業の売上高､従業者数等の経営･財務情報に関す

る統計を整備するため､中小企業基本法第 10 条の規定に

基づく中小企業実態基本調査を実施した｡（継続） 

 

４．中小企業景況調査の公表 

中小企業の景気動向について､四半期ごとに中小企業基

盤整備機構が実施する中小企業景況調査の公表を行った｡

（継続） 

 

第２節 新型コロナウイルス感染症対策（2020年

３月 31日時点） 

・「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」の設置 

2020 年１月 29日、日本政策金融公庫、商工組合中央金

庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業

団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組

合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等

に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し

た。 

 

・資金繰り支援 

１．信用保証協会による資金繰り支援（セーフティネッ

ト保証４号・５号） 

新型コロナウイルスによる影響を受け、売上高が減少す

る中小企業・小規模事業者に対し、セーフティネット保証

４号（全国を地域指定、100％保証）及び５号（影響を受

けている業種を追加指定、80％保証）による、一般保証（2.8

億）とは別枠（2.8億）を措置。 

 

２．信用保証協会による資金繰り支援（危機関連保証） 

全国の中小・小規模事業者の資金繰りが逼迫しているこ

とを踏まえ、売上高が減少する中小企業・小規模事業者に

対して、「危機関連保証」（全国・全業種、100％保証）に

よる、一般保証及びセーフティネット保証に対してさらな

る別枠（2.8億）を措置。 
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３．日本政策金融公庫による資金繰り支援（セーフティ

ネット貸付） 

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルスの影響を受

けた中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援。新型コロ

ナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、2020

年２月 14日より、「売上高が５％以上減少」といった数値

要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も融資

の対象として、セーフティネット貸付の要件を緩和した。 

 

４．日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症

特別貸付 

新型コロナウイルス感染症による影響を受け、2020 年

３月 17日より、売上高が５％以上減少した中小企業・小

規模事業者に対し、融資枠別枠（中小企業事業３億、国民

生活事業 6,000万）の制度を創設。信用力や担保に依らず

一律金利にした上で、融資後３年間まで▲0.9％金利引き

下げを実施（利下げ限度額：中小企業事業１億、国民生活

事業 3,000万）。据置期間も最大５年とすることで、事業

者の資金繰りを支援している。 

 

５．商工組合中央金庫による危機対応融資 

新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支

障を来している中小企業等に対し、2020 年３月 19日より

危機対応融資の受付を開始。売上高が５％以上減少した中

小企業等に対し、融資枠別枠３億円の制度を創設。信用力

や担保に依らず一律金利にした上で、融資後３年間まで

▲0.9％金利引き下げを実施（利下げ限度額１億円）。据置

期間も最大５年とすることで、事業者の資金繰りを支援す

る。 

 

６．日本政策金融公庫による生活衛生関係営業新型コロ

ナウイルス感染症特別貸付 

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症によ

る影響を受け業況が悪化した生活衛生関係営業を営む事

業者に対し、運転資金または設備資金として貸付（信用力

や担保に依らず一律金利とし、融資後の３年間まで 0.9％

の金利引き下げ。据置期間５年まで。）を実施。 

 

７．日本政策金融公庫による衛生環境激変対策特別貸付 

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況

悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業

及び喫茶店営業を営む事業者に対して、経営を安定させる

ために必要な運転資金として、日本政策金融公庫等が貸付

（振興計画に基づく事業を実施している者については、

0.9％の金利引き下げ。据置期間２年まで。）を実施。 

 

８．生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付の拡充(新

型コロナウイルス対策衛経)  

都道府県生活衛生営業指導センター等の実施する経営

指導を受けている生活衛生関係営業を営む小規模事業者

に対して、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（通称：

衛経融資）制度により、日本政策金融公庫等が無担保・無

保証人で貸付を実施。新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえた特例措置として、別枠 1,000万円の範囲内で、当

初３年間、通常の貸付金利から 0.9％の引下げを実施｡ま

た、据置期間については、設備資金を４年以内、運転資金

を３年以内に延長。 

 

９．特別利子補給制度 

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別

貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」ま

たは商工組合中央金庫による「危機対応融資」により借入

を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性の

あるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減し

た事業者などに対して、借入後３年間の利子補給を行うこ

とで資金繰り支援を実施。 

 

10．小規模事業者経営改善資金の拡充（新型コロナウイ

ルス対策マル経） 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

として、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減

少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、日本政策

金融公庫が無担保・無保証人で、別枠 1,000万円の範囲内

で、当初３年間、通常の貸付金利から 0.9％の引下げを実

施｡また、据置期間については、設備資金を４年以内、運

転資金を３年以内に延長。 

 

11．金融機関等への配慮要請 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の資金

繰りに重大な支障が生じることがないよう、関係省庁とも
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連携し、政府系金融機関等に対して計４回の配慮要請を行

った。このうち 2020 年３月６日の要請では、経済産業大

臣名で、政府系金融機関等に対して、事業者に対する審査

手続き等を最大限のスピードで対応すること等について

要請した。 

 

12．「中小企業金融相談窓口」の設置 

2020 年３月 10日に取りまとめた、新型コロナウイルス

感染症に関する緊急対応策（第２弾）で中小企業・小規模

事業者の資金繰り支援策を拡充することを受けて、2020

年３月 11日、金融関係の相談を受け付ける「中小企業金

融相談窓口」を設置した。 

 

・設備投資・販路開拓支援 

生産性革命推進事業（Ｒ１年度補正予算 3,600億円）に

おいて、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サ

プライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販

路開拓、事業継続力強化に資するテレワークの導入に取り

組む事業者を優先的に支援。新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえた特例措置として、①ものづくり・商業・サ

ービス補助、持続化補助、IT 導入補助の採択審査におけ

る加点措置、②ものづくり・商業・サービス補助における、

生産性向上や賃上げに係る目標値の達成時期の１年間の

猶予、③ものづくり・商業・サービス補助、持続化補助に

おける、交付決定日前に発注した事業に要する経費につい

ての遡及適用を行った。 

（１）ものづくり・商業・サービス補助（再掲） 

（２）持続化補助（再掲） 

（３）IT導入補助（再掲） 

 

・経営環境の整備 

１．下請取引についての親事業者への配慮要請 

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等

中小企業に対する影響を最小限とするため、経済産業大臣

名（他省庁所管の業界については主務大臣との連名）で、

業界団体等を通じ、親事業者に対して、不当な取引条件の

押し付けを行わないなど、下請中小企業への配慮について、

2020 年２月 14日及び３月 10日に要請文書を発出した。 

 

２．個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要

請 

2020 年３月 10日に取りまとめた、新型コロナウイルス

感染症に関する緊急対応策（第２弾）を踏まえ、元来事業

基盤が弱く、収入の減少が生活基盤の悪化に直結しやすい

個人事業主・フリーランスへの影響を最小限とするため、

経済産業大臣、厚生労働大臣、公正取引委員会委員長と連

名で、2020 年３月 10日以降順次、個人事業主・フリーラ

ンスと取引を行う事業者に対して、取引上の適切な配慮を

行うよう、要請を実施した。 

 

３．官公需における配慮要請 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企

業・小規模事業者と国や自治体との契約について、年度末

の納期・工期の変更や予定価格の見直し等、柔軟な対応を

行うよう、2020 年３月３日に各府省等へ配慮要請を発出。 

 

４．下請Ｇメンによる実態把握 

全国で 120名の下請Ｇメンが中小企業を訪問し、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴う取引状況の変化やその影

響など、取引実態についてヒアリングを継続的に行ってお

り、収集した現場の声を踏まえて、要請文の発出や対策の

検討に活用している。 

 

５．テレワーク等の導入支援について 

（１）テレワークマネージャー派遣事業（総務省） 

テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、

WEB及び電話によるコンサルティングを実施。 

（２）時間外労働等改善助成金（新型コロナウイルス感

染症対策のためのテレワークコース）（厚生労働省） 

新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワー

クを導入した中小企業事業主を支援するため、時間外労働

等改善助成金（テレワークコース）の特例的なコースを新

設。 

（３）IT導入補助（生産性革命推進事業の内数）（再掲） 

（４）税制面での支援（少額減価償却資産の特例） 

取得価額が 30万円未満のテレワーク用設備（パソコン

やソフトウェア）について、全額損金算入が可能。30万円

以上の設備を導入する場合には、「中小企業経営強化税制」

が利用可能。 
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（５）テレワーク導入事例の紹介 

総務省「テレワーク情報サイト」や厚生労働省「テレワ

ーク総合ポータルサイト」により、テレワーク導入企業の

事例を紹介。 

（６）テレワークについての相談窓口 

厚生労働省「テレワーク相談センター」にて、テレワー

クに関する様々な相談に無償で対応。 

（７）休業や労働時間変更への対応について 

新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者を休ませ

る場合の措置や労働時間の考え方についてのＱ＆Ａを厚

生労働省 HPにて公開。 

 

６．現地進出企業・現地情報 

新型コロナウイルス感染症の影響等に関して、JETRO の

HP にて操業再開に向けた中国の省市別支援策やビジネス

短信の発信などの情報を紹介したほか、専用窓口を設けて

中小企業からの相談に対応。 
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