地域未来牽引企業に対する主な支援策一覧
支援分類

経営基盤強化
／生産性向上

人材育成
・確保

事業名

事業概要

補助率

（R1補正）
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進
補助金

新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資
及び試作品開発を支援。

中小企業：1/2
小規模事業者：2/3

1,000万円/者

（R2当初）
ものづくり・商業・サービス高度連携促進事
業

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。

中小企業：1/2
小規模事業者：2/3

（企業間連携型）
2,000万円/者
（サプライチェーン効率型）
1,000万円/者

公募期間

問合せ先

2020年3月10日～
第1回 3月31日
第2回 5月20日
中小企業庁技術・経営革新課
第3回 8月中旬（予定）
℡：03-3501-1816
第4回 11月中旬（予定）
第5回 2021年2月中旬（予定）

2020年4月28日～6月30日

経済産業省地域経済産業G地域
企業高度化課推進課
℡：03-3501-0645

2020年3月10日～
第1回 3月31日
第2回 6月5日
第3回 10月2日
第4回 2021年2月5日

中小企業庁小規模企業振興課
℡：03-3501-2036

（A類型）150万円/者
（B類型）450万円/者

2020年5月11日～
第2回 5月29日
第3回 9月（予定）
第4回 12月（予定）

経済産業省商務サービスGサー
ビス政策課
℡：03-3580-3922

2/3

（C類型）450万円/者

2020年5月11日～
第1回 5月29日
第2回 9月（予定）
第3回 12月（予定）

経済産業省商務サービスGサー
ビス政策課
℡：03-3580-3922

情報処理安全確保支援士（登録セキスペ：全国に約19,000人）を中
小企業に派遣し、セキュリティ基本方針や関連規定の策定支援を
実施

－

－

2020年7月頃（予定）

経済産業省商務情報政策局サイ
バーセキュリティ課
℡：03-3501-1253

情報処理安全確保支援士（登録セキスペ：全国に約20,000人）を中
小企業に派遣し、セキュリティ基本方針や関連規定の策定支援を
実施。

－

－

2020年9月頃（予定）

経済産業省商務情報政策局サイ
バーセキュリティ課
℡：03-3501-1253

（R1補正）
実証調査を通じて、地域未来牽引企業が求人サイトを活用して行
大企業人材等の地方での活躍推進事業（人
う、中途・転職等の有為な人材を確保するための取組を支援。
材確保手法等の調査分析）

－

実証調査にご協力いただいた場合、
求人サイトへの広告掲載費用の
一部相当額を謝礼金として支払い予定

2020年6月中旬頃（予定）

経済産業省地域経済産業G地域
企業高度化推進課
℡：03-3501-0645

(R2当初）
中小企業・小規模事業者の中核人材確保のため、地域の経営支
中小企業・小規模事業者人材対策事業（地
援機関等がセミナーや合同企業説明会等を実施。
域中小企業人材確保支援等事業）

－

－

－

中小企業庁経営支援課
℡：03-3501-1763

外国人在留資格認定証明書交付申請手続 外国人が地域未来牽引企業等に就職する際の、在留資格認定証
きの簡素化
明書の交付申請手続きを簡素化。

－

－

－

経済産業省地域経済産業G地域
企業高度化推進課
℡：03-3501-0645

（R2当初）
戦略的基盤技術高度化支援事業

2/3

4,500万円/年
（最大3年で9,750万円）

公募終了

中小企業庁技術・経営革新課
℡：03-3501-1816

3,000万円/年

公募終了

中小企業庁技術・経営革新課
℡：03-3501-1816

（R1補正）
小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を支援。

2/3

50万円/者

（R1補正）
サービス等生産性向上IT導入支援事業

中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化等の付加価値向
上に繋がるITツール導入を支援。

1/2

（R2補正）
サービス等生産性向上IT導入支援事業
（特別枠）

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及
び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策（サプライチェーン
の毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク
環境の整備等）に取り組む事業者によるITツール導入を支援。

（R2補正）
登録セキスペ派遣事業
（R2当初・補正）
サイバーセキュリティお助け隊

中小企業・小規模事業者が大学・公設試等と連携して行う、研究開
発や試作品開発、その成果の販路開拓に係る取組を支援。

（R2当初）
（一般型）1/2
中小企業・小規模事業者が、AI/IoT関連の異分野企業等と連携し
商業・サービス競争力強化連携支援事業(新
（IoT、AI等先端技術
て行う、革新的なサービスモデル開発等の取組を支援。
連携支援事業）
活用型）2/3

研究開発
／製品開発
／実証

上限額

（R2当初）
地域企業イノベーション支援事業

地域の支援機関ネットワークが、地域企業群が取り組む新事業の
立ち上げから市場獲得まで、事業の成長段階に応じた支援（研究
開発、販路開拓、ノウハウ提供等）を実施。

－

（広域型）2,800万円
（一般型）1,400万円
（集中型）1,000万円

公募終了

経済産業省地域経済産業G地域
企業高度化課推進課
℡：03-3501-0645

（R2当初）
医工連携イノベーション推進事業（開発・事
業化事業）

ものづくり企業、ベンチャー企業、医療機関等の連携により行う、医
療現場のニーズに応える医療機器の開発・事業化を支援。

2/3

1億円/課題・年

公募終了

（国研）日本医療研究開発機構
産学連携部医療機器研究課
℡：03-6870-2213

（R2当初）
地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進
事業

中小企業等が技術やビジネスの観点を取り入れながら、複数地域
に共通する地域・社会課題を解決しようとする取組に必要な設備投
資等を支援。

2/3以内

3,500万円

2020年4月22日～5月20日
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経済産業省地域経済産業G地域
産業基盤整備課
℡：03-3501-1677

支援分類

事業名

（R2当初）
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業
（中小企業等外国出願支援事業）

事業概要

補助率

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

1/2以内

①海外での模倣品に関する調査から模倣品業者に対する警告・行
政摘発手続までの費用を補助することにより、模倣品対策を促進。
（R2当初）
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業
（中小企業等海外侵害対策支援事業）

300万円/企業
（特許）150万円/案件
（意匠・商標・実用新案）60万円/案件
（冒認商標）30万円/案件

公募期間

2020年4月7日～
特許庁普及支援課
（各都道府県等中小企業支援セ
℡：03-3501-5878
ンターで公募中ないし開始予定）

②海外で現地企業から知財侵害により訴えられた場合の弁護士へ
の相談や訴訟準備・訴訟に係る費用を補助することにより、中小企
業等の知財係争を支援。

2/3

500万円

2020年4月27日～
10月末まで
予算内で随時採択

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

（1年目）1/2
（2年目以降の更新の
場合）1/3

－

2020年7月1日（予定）～
予算内で随時採択

（R2当初）
日本発知的財産活用ビジネス化支援事業

中堅・中小・ベンチャー企業の知的財産を活用した海外展開促進
のため、知的財産を活用したビジネスプラン・PR資料等作成支援、
技術流出防止のための海外権利化助言・交渉戦略等知財支援か
ら、海外での見本市出展や商談会開催等による商談機会提供、契
約交渉等支援まで、準備段階から商談成功に至るまでに必要な支
援を提供。

1/3、定額

－

2020年4月～

＜全国・海外展開等事業＞
中小企業等の海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得に関
する取組（新商品・サービス開発や展示会出展等）を支援。

（１、2年目）2/3
（3年目）1/2

500万円/者
（最大4者・2000万円）
中小企業庁創業・新事業促進課
℡：03-3501-1767

－

2020年2月17日～
予算内で随時対応

（独）日本貿易振興機構新輸出
大国コンソーシアム事務局
℡：03-3582-8333

－

－

特設ページ開設
随時登録受け付け

J-GoodTech運営事務局
℡：03-5470-1538

1/2

－

2020年4月24日～5月27日

ジェトロEC・流通ビジネス課
E-mail：DNB-project@jetro.go.jp

1,200万円
(600万円廃業を伴う場合の
上乗せ額も含む）

2020年4月10日～5月29日

中小企業庁財務課
℡：03-3501-5803

200万円
(売り手側企業が廃業に伴う費用も申
請する場合、上限650万）

2020年6月下旬頃（予定）

中小企業庁財務課
℡：03-3501-5803

（1、2年目）2/3
（3年目）1/2

2,000万円

（R1補正、R2当初）
新輸出大国コンソーシアム

海外市場への販路開拓を目指す中堅・中小企業等に対し、海外展
開計画策定から海外販路開拓、拠点の立ち上げなどを専門家が
「伴走型」で支援。

－

J-GoodTech（ジェグテック）

国内大手企業から海外企業まで2万社以上が登録するWEB上のビ
ジネスマッチングサイト（中小機構が運営）で、地域未来牽引企業
の特設ページを開設。未登録の企業には、担当者が登録をサポー
ト。
特設ページ：https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/chiiki_kenin_kigyou

地域商社などの地域の中堅・中小企業者の輸出支援する民間事
(R2当初）
中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調査・実 業者が行う、ECサイト構築、プロモーション、商談会開催などを支
援。
証事業
（R1補正）
事業承継補助金

（ベンチャー型事業承
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 継、生産性向上に資
業に対し、設備投資・販路拡大等に必要な経費を支援。
する取組）2/3
（その他）1/2

（R2補正）
経営資源引継ぎ補助金

中小企業におけるM&A等を通じた事業再編、事業統合に伴い、当
事者となる企業の経営資源のの円滑な引継ぎを支援。

※ 詳細な補助要件等については各補助金の公募情報等を御参照ください。
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特許庁企画調査課
℡：03-3592-2910

公募終了

＜全国・海外展開等サポート事業＞
民間事業者や地域の支援機関等が、複数の中小企業者に対して
海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得を支援（調査研究
や新商品・サービスの開発の支援、効果的なツールの提供等）す
る取組を支援。

事業承継

特許庁普及支援課
℡：03-3501-5878

500万円

（R2当初）
中小企業等海外出願・侵害対策支援事業
（海外知財訴訟保険事業）

（R2当初）
JAPANブランド育成支援等事業

問合せ先

400万円

③冒認商標に対する異議申立や取消審判請求、訴訟等冒認商標
の無効・取消係争に係る費用を補助することにより、中小企業等の
海外展開を支援。

販路開拓

上限額

2/3

