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地域未来牽引企業に対する支援策一覧（2021/11/12現在）

№ 支援分類 種類 予算年
度 事業名 事業概要 補助率

上限額 公募期間
未来企業に対する

加点措置・審査上の
考慮等

地域未来投資促進法
に基づく承認事業者

に対する加点措置・審
査上の考慮等

詳細 問い合わせ先

1 経営基盤強化/
生産性向上

税制 ー 　地域未来投資促進税制
（地域未来投資促進法）

地域経済牽引事業計画の承認事業者が、建
物等や機械装置等を取得した場合、特別償却
又は税額控除を実施。

ー ー ー 計画認定が申請要件
https://www.meti.go.j
p/policy/sme_chiiki/ch
iikimiraitoushi.html

経済産業省　地域経済産業グ
ループ　地域企業高度化推進
課
℡：03-3501-0645

2 経営基盤強化/
生産性向上

融資 ー 日本政策金融公庫の融資
（地域未来投資促進法）

地域経済牽引事業計画の承認事業者が行う
設備投資に必要な資金に対し、融資を実施。 ー ー ー 計画認定が申請要件

https://www.meti.go.j
p/policy/sme_chiiki/mi
raitoushi/file/teiriyuus
hi.pdf

日本公庫支店窓口 又は
事業資金相談ダイヤル
℡：0120-154-505

3 経営基盤強化/
生産性向上

融資 ー 　日本政策金融公庫の融資
（地域再生法）

特定業務施設整備計画の認定事業者が行う
事業に必要な設備資金や運転資金について、
融資を実施。

ー ー ー 計画認定が申請要件 https://www.chisou.go.jp/tii
ki/tiikisaisei/sakusei.html

日本公庫支店窓口 又は
事業資金相談ダイヤル
℡：0120-154-505

4 経営基盤強化/
生産性向上

税制 ー 　地方拠点強化税制
（雇用促進税制）

特定業務施設整備計画の認定事業者が本社
機能を東京２３区から地方へ移転又は、地方
にある本社機能を拡充し、雇用を増加させる場
合、税制上の優遇措置を実施。

ー ー ー 計画認定が申請要件
https://www.chisou.g
o.jp/tiiki/tiikisaisei/sak
usei.html

内閣府 地方創生推進事務局
℡：03-3501-1697

5 経営基盤強化/
生産性向上

税制 ー 　地方拠点強化税制
（オフィス減税）

特定業務施設整備計画の認定事業者が本社
機能を東京２３区から地方へ移転又は、地方
にある本社機能を拡充する場合、税制上の優
遇措置を実施。

ー ー ー 計画認定が申請要件
https://www.chisou.g
o.jp/tiiki/tiikisaisei/sak
usei.html

内閣府 地方創生推進事務局
℡：03-3501-1697

6 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R3当初

地域未来デジタル・⼈材投資促進事業
（地域企業デジタル経営強化支援事
業）

地域未来牽引企業及び地域未来投資促進
法の承認地域経済牽引事業者に対して、シス
テムを活用した経営管理体制強化のための課
題整理及び計画策定並びにシステム導入に要
する経費を補助し、地域企業の経営のデジタル
化及び規模成長を促進。

【補助率】
中小企業　1/2
非中小企業　1/3

【補助上限額】
中小企業　1,000万円
非中小企業　660万円

【補助下限額】
150万円

※公募終了 加点 加点

https://www.meti.go.j
p/information/publicof
fer/kobo/2021/k2102
10003.html

経済産業省　地域経済産業グ
ループ　地域企業高度化推進
課
℡：03-3501-0645
経済産業省　商務情報政策局
情報技術利用促進課
℡：03-3501-2646

7 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R1補正

R2補正

ものづくり・商業・サービス生産性向上
促進補助金
（補正ものづくり補助金）

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。

【補助率】
<通常枠＞
中小企業　1/2
小規模事業者　2/3
＜低感染リスク型＞
2/3

【補助上限額】
＜一般型＞
1,000万円/者
＜グローバル型＞
3,000万円/者

〈一般・グローバル型〉
【8次締切】
※公募終了

【9次公募開始】
令和3年11月11日
17:00

【9次公募締切】
令和4年2月8日17:00

審査上の考慮 ー https://portal.monodu
kuri-hojo.jp/

ものづくり補助金事務局サポート
センター
℡：050-8880-4053
中小企業庁　技術・経営革新
課
℡：03-3501-1816
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№ 支援分類 種類 予算年
度 事業名 事業概要 補助率

上限額 公募期間
未来企業に対する

加点措置・審査上の
考慮等

地域未来投資促進法
に基づく承認事業者

に対する加点措置・審
査上の考慮等

詳細 問い合わせ先

8 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R3当初

ものづくり・商業・サービス⾼度連携促
進事業
（当初ものづくり補助金）

複数者が連携して取り組む、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。

【補助率】
＜企業間連携型＞
中小企業者　1/2以内
小規模事業者　2/3以内
＜サプライチェーン効率化型
＞
中小企業者　1/2以内
小規模事業者　 2/3以内

【補助上限額】
＜企業間連携型＞
2,000万円／者
＜サプライチェーン効率化型
＞
1,000万円／者

※公募終了 加点

ー
※加点はないが、＜企業
間連携型＞にて承認事業
計画に係る設備投資等を

支援している。

https://www.nttdata-
strategy.com/r3tousyo-
monohojo/

令和３年度ものづくり・商業・
サービス高度連携促進補助金
事務局
℡：03-5213-4058

9 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R1補正

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援
事業（通常枠）
（IT導入補助金）

中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率
化等の労働生産性向上に繋がるITツール導入
を支援。

【補助率】
1/2以内

【補助上限額】
A類型：30～150万未満
B類型：150～450万以
下

【公募開始】
令和3年4月7日

【4次公募締切】
令和3年11月17日
17:00

加点 加点 https://www.it-hojo.jp/

サービス等生産性向上IT導入
支援事業コールセンター
℡：0570-666-424
経済産業省　商務サービスグ
ループサービス政策課
℡：03-3580-3922

10 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R2補正

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援
事業（特別枠）
（IT導入補助金）

中小企業等の労働生産性の向上に加え、新
型コロナウイルス感染症の流行の長期化及びポ
ストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの
転換に向けた取組に資するITツール（複数のプ
ロセスで連携し業務を非対面化できるものや、
テレワーク環境の整備に寄与するクラウド型のも
の）導入を支援。

【補助率】
2/3以内

【補助上限額】
C類型：30～450万以下
D類型：30～150万以下

【公募開始】
令和3年4月7日

【4次公募締切】
令和3年11月17日
17:00

加点 加点 https://www.it-hojo.jp/

サービス等生産性向上IT導入
支援事業コールセンター
℡：0570-666-424
経済産業省　商務サービスグ
ループサービス政策課
℡：03-3580-3922

11 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R3当初 「共創型」サービス・IT連携支援事業

中小サービス業やITベンダー等がコンソシーアム
を組成し、API連携等により複数のITツールを
連携・組合せたものを導入するとともに、導入
後、機能向上（UIやUXの改善を含む）を行
い、パッケージ化・汎用化による業界内他社や
他地域への当該ツールの普及を支援。

【補助率】
1/2以内（コンソーシアムが
中小企業のみで構成される
場合に限り2/3以内）※

【補助上限額】
100万円～最大1億円※

※公募開始前のため変更
の可能性がある旨ご留意下
さい。

※公募終了 加点 加点 https://www.it-
renkei.jp/

経済産業省　商務サービスグ
ループサービス政策課
℡：03-3580-3922

https://www.nttdata-strategy.com/r3tousyo-monohojo/
https://www.nttdata-strategy.com/r3tousyo-monohojo/
https://www.nttdata-strategy.com/r3tousyo-monohojo/
https://www.it-hojo.jp/
https://www.it-hojo.jp/
https://www.it-renkei.jp/
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№ 支援分類 種類 予算年
度 事業名 事業概要 補助率

上限額 公募期間
未来企業に対する

加点措置・審査上の
考慮等

地域未来投資促進法
に基づく承認事業者

に対する加点措置・審
査上の考慮等

詳細 問い合わせ先

12 経営基盤強化/
生産性向上

補助金 R2補正 サプライチェーン対策のための国内投資
促進事業費補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が
国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことか
ら、生産拠点の集中度が高く、サプライチェーン
の途絶によるリスクが大きい重要な製品・部素
材、または国民が健康な生活を営む上で重要
な製品・部素材に関し、その円滑な供給を確保
するため、国内で生産拠点等の整備を行う企
業に対して、その経費の一部を補助するもの。

【補助率】
＜補助対象事業Ａ・Ｂ＞
・大企業
1/2以内~1/4以内
・中小企業等
2/3以内~1/4以内
※補助対象経費の額に応
じて補助率は段階的に低減
＜中小企業特例事業＞
2/3以内

【補助上限額】
＜補助対象事業Ａ・Ｂ＞
100億円
＜中小企業特例事業＞
5億円

※公募終了 ー ー

https://www.meti.go.j
p/covid-
19/supplychain/index.
html

サプライチェーン対策のための国
内投資促進事業事務局
℡：03-6825-5476
経済産業省　地域経済産業グ
ループ地域産業基盤整備課
℡：03-3501-1677

13 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R1補正 小規模事業者持続化補助金（一般

枠）
小規模事業者等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する。

【補助率】
2/3

【補助上限額】
50万円/者

【公募開始】
令和2年3月

【6次締切】
令和3年10月1日
※公募終了

【7次締切】
令和4年2月4日

－ ー

商工会地区
https://www.shokokai.o
r.jp/jizokuka_r1h/
商工会議所地区
https://r1.jizokukahojok
in.info/

商工会地区：全国商工会連
合会
℡：03-6670-2540
商工会議所地区：日本商工
会議所
℡：03-6747-4602
中小企業庁　小規模企業振興
課
℡：03-3501-2036

14 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R2補正 小規模事業者持続化補助金（低感染

リスク型ビジネス枠）

小規模事業者等が経営計画を作成して取り組
む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサー
ビス、生産プロセスの導入等の取組を支援し、そ
の取
組に資する感染防⽌対策への投資についても、
一部支援。

【補助率】
3/4

【補助上限額】
100万円/者
※ 感染防⽌対策費も一部
支援

【公募開始】
令和3年4月16日

【4次締切】
令和3年11月10日
※公募終了

【5次締切】
令和4年1月12日

【6次締切】
令和4年3月9日

－ ー https://www.jizokuka-
post-corona.jp/

中小企業基盤整備機構生産
性革命推進事業コールセンター
℡：03-6837-5929
中小企業庁　小規模企業振興
課
℡：03-3501-2036

https://www.meti.go.jp/covid-19/supplychain/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/supplychain/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/supplychain/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/supplychain/index.html
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
https://www.jizokuka-post-corona.jp/
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№ 支援分類 種類 予算年
度 事業名 事業概要 補助率

上限額 公募期間
未来企業に対する

加点措置・審査上の
考慮等

地域未来投資促進法
に基づく承認事業者

に対する加点措置・審
査上の考慮等

詳細 問い合わせ先

15 経営基盤強化/
生産性向上

補助金 R2補正 先端低炭素設備導入促進補償制度推
進事業

新規の先端低炭素設備の投資促進のために、
事業者とリース事業者がオペレーティングリース
契約を締結する場合において、リース期間終了
時にリース事業者がリース対象物件を第三者に
売却した際、契約締結時に想定した価額を下
回った金額の一部を、本事業の基金設置法人
が補填することで、事業者が先端低炭素設備
の導入促進を図る。

【補助率】
 リース物件売却時の損失の
1/2

【補助上限額】
リース物件の購入価額の
５%相当分

【申請開始】
令和3年3月29日

【申請締切】
令和4年3月31日

ー ー

https://www.teitanso.or
.jp/environment/advanc
ed_lowcarbon_equipme
nt/

一般社団法人　低炭素投資促
進機構　環境インフラ業務部
℡：03-6264-8522

16 経営基盤強化/
生産性向上

補助金 R3当初 省エネルギー設備投資に係る利子補給
金事業

省エネルギー設備の新設・増設などの省エネル
ギー取組に対して、予めSIIにより登録された金
融機関（指定金融機関）が行う融資につい
て、融資利息の一部を補給することで省エネ設
備投資への負担を軽減するもの。

【利子補給率】
最大1％

【利子補給期間】
最大10年間

【利子補給金支払い】
年2回

【4次締切】
令和3年11月18日
17:00

ー ー
https://sii.or.jp/rishihok
yu03/financial-
loan4.html

一般社団法人 環境共創イニシ
アチブ 事業第１部
利子補給金担当
℡：03-5565-4460

17 経営基盤強化/
生産性向上

専門家派
遣 R3当初 令和3年度地域プラットフォーム構築事

業「省エネお助け隊」
中小企業等の省エネ取組に対して現状把握か
ら改善まできめ細やかなサポートを行う。

 省エネ診断：
専門家1名
9,200円（税抜き）
専門家2名の場合
14,000円（税抜き）

 省エネ支援：
省エネ支援費用の約1割を
ご負担いただきます。

【事業期間】
令和4年1月31日まで ー ー https://www.shoene-

portal.jp/

一般社団法人 環境共創イニシ
アチブ 事業第１部
地域プラットフォーム担当
℡：03-5565-3971

18 経営基盤強化/
生産性向上 補助金 R2補正 産業・業務部門における⾼効率ヒートポ

ンプ導入促進事業費補助金

現在使用している燃焼設備等（ボイラ、ガス給
湯器、石油給湯器、電気温水器等）に対し
て、ヒートポンプ設備を新設または増設する場合
等に、設備費及び工事費の一部を補助するも
の。

補助対象設備の加熱能力
（kW）に基づく定額補
助。
【上限額】１億円
【下限額】30万円

【５次公募開始】
令和3年9月3日

【５次締切】
令和3年12月10日

公募期間の間、交付申
請を随時受け付け、順
次審査を行い、審査完
了したものから速やかに
交付決定を行います。

ー ー https://sii.or.jp/hp02r/
一般社団法人 環境共創イニシ
アチブ 事業第１部
℡：03-5565-3856

https://www.teitanso.or.jp/environment/advanced_lowcarbon_equipment/
https://www.teitanso.or.jp/environment/advanced_lowcarbon_equipment/
https://www.teitanso.or.jp/environment/advanced_lowcarbon_equipment/
https://www.teitanso.or.jp/environment/advanced_lowcarbon_equipment/
https://www.teitanso.or.jp/environment/advanced_lowcarbon_equipment/
https://sii.or.jp/rishihokyu03/financial-loan4.html
https://sii.or.jp/rishihokyu03/financial-loan4.html
https://sii.or.jp/rishihokyu03/financial-loan4.html
https://www.shoene-portal.jp/
https://www.shoene-portal.jp/
https://sii.or.jp/hp02r/
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19 事業再構築 補助金 R2補正 中小企業等事業再構築促進事業
（事業再構築補助金）

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事
業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大
等、思い切った事業再構築に意欲を有する中
小企業等の挑戦を支援。

【補助率】
＜中小企業＞
（通常枠）2/3
（卒業枠）2/3
＜中堅企業＞
（通常枠）1/2（4,000
万円超は1/3）
（グローバルV字回復枠）
1/2

【補助額】
＜中小企業＞
（通常枠）100～6,000
万円
（卒業枠）
 6,000万円超～1億円
＜中堅企業＞
（通常枠）100～8,000
万円
（グローバルV字回復枠）
8,000万円超～1億円

【4次締切】
令和3年12月21日
18:00

※R3年度4回程度実
施

審査上の考慮 ー

https://www.meti.go.jp
/covid-
19/jigyo_saikoutiku/ind
ex.html

事業再構築補助金事務局コー
ルセンター
＜ナビダイヤル＞
℡：0570-012-088
＜ＩＰ電話用＞
℡：03-4216-4080

20 販路開拓 補助金 R3当初 中小企業等海外出願・侵害対策支援
事業（外国出願補助金）

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。

【補助率】1/2
【補助上限額】特許150万
円、実用新案・意匠・商標
60万円、冒認対策商標30
万円
※1企業あたり上限額300
万円（複数案件の場合）

【公募開始】
令和3年4月より順次公
募開始予定

【公募締切】
各実施機関により異なり
ます。詳細はHPをご確
認ください。

一部実施機関にて加点 ー 準備中 特許庁　普及支援課
℡：03-3501-5878

21 販路開拓 補助金 R3当初 中堅・中小企業輸出ビジネスモデル調
査・実証事業

民間事業者間の連携による新たな輸出ビジネ
スモデルを創出するため、民間事業者による有
望な輸出支援の取組を実証的に支援。

【補助率】
1/2、1/3 ※公募終了 ー ー

https://www.jetro.go.jp
/news/announcement/2
021/e80f1dae132daf9e.
html

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

22 販路開拓 補助金 R3当初 JAPANブランド育成支援等事業

中小企業等の海外展開やそれを見据えた全国
展開のために、新商品・サービスの開発・改良、
ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを
支援。

【補助率】
2/3以内（国内販路開
拓、計画期間3年⽬の場合
1/2以内）

【補助上限額】
500万円
※複数者による共同申請の
場合は1社ごとに500万円
上限額を嵩上げし、最大4
社で2,000万円まで

※公募終了 加点 ー
https://www.chusho.
meti.go.jp/shogyo/chii
ki/japan_brand/

中小企業庁　創業・新事業促
進課
℡：03-3501-1767

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/e80f1dae132daf9e.html
https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/e80f1dae132daf9e.html
https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/e80f1dae132daf9e.html
https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/e80f1dae132daf9e.html
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/
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23 販路開拓 専門家派
遣 R3当初

新輸出大国コンソーシアム
専門家による海外展開支援
（パートナーによるハンズオン支援）

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。

ー

【公募開始】
令和３年2月9日

【公募締切】
予算内で随時対応

加点 ー
https://www.jetro.go.
jp/consortium/apply/p
artner.html

（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

24 販路開拓 マッチング
サイト ー 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。

ー 随時 特設ページ開設
随時登録受け付け ー

https://jgoodtech2.sm
rj.go.jp/lp/chiiki_kenin
_kigyou

J-GoodTech運営事務局
℡：03-5470-1538

25 販路開拓 補助金 R2補正
コンテンツグローバル需要創出促進・基
盤強化事業
（Ｊ-ＬＯＤ補助金）⑤

企業のブランディングに資する映像コンテンツの活
用を促すため、デジタル配信を念頭に置いた顧
客の共感を呼ぶストーリー性のある映像の制
作・発信の支援。

【補助率】 1/2

【上限】1,000万円
※公募終了 加点 加点 https://www.vipo.or.jp/

project/j-lodr2/

J-LOD補助金 コンテンツグロー
バル需要創出促進・基盤強化
事業費補助金事務局
Email：question@j-
lodr2.jp

26 販路開拓 技術情報
調査支援 R3当初

特許情報分析支援事業
(知財戦略、事業戦略へ活用する「特
許マップ作成」「先行技術調査」等の知
財面から見た技術情報の提供)

知財情報を事業戦略へ活かすビジョンを持った
企業へ、特許情報分析を提供し企業の経営判
断や事業戦略への有効活用を支援する事業。

【補助上限額】
100万円／１件 ※公募終了 ー ー

https://www.inpit.go.jp
/katsuyo/patent_analys
es/index.html

(独)INPIT知財戦略部（営業
秘密管理担当）
℡：03-3581-1101　内線
3841
（申込手続等に関するお問い
合わせ先）
一般社団法人発明推進協会
℡：03-3502-5448
Email：bunseki@jiii.or.jp

27 販路開拓 越境EC支
援 R3当初 越境EC等利活用促進事業

（JAPAN MALL事業）

ジェトロが海外のECサイトに「ジャパンモール」を
設置し、日本の商品の販売促進を支援。また、
BtoBオンライン展示会への出展支援や日本企
業の特集等の広報支援。

－

【公募開始】
令和3年4月19日

【公募締切】
未定

ー ー
https://www.jetro.go.
jp/services/japan_mal
l/

ジェトロデジタル貿易・新産業部
EC・流通ビジネス課
℡：03-3582-5227
ジェトロ国内事務所一覧
URL：
https://www.jetro.go.jp/j
etro/japan/list/

28 販路開拓 マッチング R3当初 国際連合工業開発機関を通じた日本
企業の途上国進出支援

・日本企業からアフリカ等の開発途上国への投
資や技術移転を促進するため、日本企業の優
れた技術をプラットフォームにとりまとめ、プロモー
ションやマッチング等を支援。
・アフリカ進出支援のため、アドバイザーデスクを
設置し情報提供や現地企業とのマッチング等を
支援。

－ 随時情報提供中 ー ー http://www.unido.or.j
p/activities/

UNIDO東京投資・技術移転
促進事務所

https://www.jetro.go.jp/consortium/apply/partner.html
https://www.jetro.go.jp/consortium/apply/partner.html
https://www.jetro.go.jp/consortium/apply/partner.html
https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/chiiki_kenin_kigyou
https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/chiiki_kenin_kigyou
https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/chiiki_kenin_kigyou
https://j-lodr1.jp/subsidy5/
https://j-lodr1.jp/subsidy5/
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html
https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
http://www.unido.or.jp/activities/
http://www.unido.or.jp/activities/
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29 研究開発/製品
開発/実証

補助金 R3当初
技術協⼒活用型・新興国市場開拓事
業(社会課題解決型国際共同開発事
業)

・現地の企業等と共同で、アフリカ・インド等の現
地ニーズを踏まえた製品・サービスの開発等に取
り組む中堅・中小企業に対する補助。
・製品・サービスの開発や実証等に取り組む際
にかかった経費の一部を補助。

【補助率】
2/3

【上限】
1件あたり1,500万円程度

※公募終了 ー ー https://www.icnet.co.jp
/tobidase-japan/

アイ・シー・ネット株式会社　グ
ローバルビジネス支援事業部
飛び出せJapan!事務局
Email：
tobidase@icnet.co.jp

30 販路開拓 委託 R3当初
技術協⼒活用型・新興国市場開拓事
業費補助金（国際化促進インターン
シップ事業）

 日本企業における高度外国人材の活用を進
めるため、開発途上国の優秀な学生等の活用
に関心のある日本の中堅・中小企業に対しオン
ラインでのインターン受入れ機会を提供。
・対象国：ODA対象国

ー ※公募終了 ー ー https://www.icnet.co.jp
/tobidase-japan/

国際化促進インターンシップ事
業　事務局

31 人材育成・確保 補助金 R3当初
地域新成長産業創出促進事業費補助
金（戦略的ツール活用型若者⼈材移
転支援事業）

都市部の若者人材の獲得に向け、地方の中
小・中堅企業等が採用活動を支援する事業者
や地方自治体と一体となって取り組む、デジタル
ツールを戦略的に用いた採用活動を支援。

【補助率】
1/2

【補助上限額】
100万円/社

※公募終了 加点 ー https://strategic-
tools.jp/

株式会社ジェイアール東日本企
画 ソーシャルビジネス・地方創
生本部
「戦略的ツール活用型若者人
材移転支援事業」 事務局
E-MAIL：info@strategic-
tools.jpメールリンク
※現在は、メールのみでお問合
せ頂いております
（受付時間 10時00分～17
時00分 土・日・祝日・年末年
始を除く）

32 人材育成・確保 窓口手続
き ー 外国⼈在留資格認定証明書交付申請

手続きの簡素化

外国人が地域未来牽引企業等に就職する際
の、在留資格認定証明書の交付申請手続き
を簡素化。（カテゴリー１に地域未来牽引企
業が該当）

ー 随時 手続きの簡素化 ー

http://www.moj.go.jp
/nyuukokukanri/kouho
u/nyuukokukanri07_0
0089.html

経済産業省　地域経済産業グ
ループ地域企業高度化推進課
℡：03-3501-0645

33 人材育成・確保 研修 ー 中小企業大学校
中小企業の経営者・管理職、個人事業主な
ど、企業の明日を担う人材の育成のための研修
を実施。

ー 随時 ー ー https://www.smrj.go.jp
/institute/

お近くの中小企業大学校に直
接申し込みください。

34 人材育成・確保 研修 ー WEBee Campus
（ウェビーキャンパス）

中小企業大学校で行っている研修をオンライン
で受講できるサービス。中小企業大学校の特徴
である演習を多く取り入れた実践的な内容の研
修を、分野別・階層別（例：財務、人事・組
織、営業、SDGs等）に多数実施。

ー 随時 ー ー https://webeecampus.s
mrj.go.jp/

（独）中小企業基盤整備機
構　中小企業大学校web校
web研修課
℡：03-5470-1823

https://www.icnet.co.jp/tobidase-japan/
https://www.icnet.co.jp/tobidase-japan/
https://www.icnet.co.jp/tobidase-japan/
https://www.icnet.co.jp/tobidase-japan/
https://strategic-tools.jp/
https://strategic-tools.jp/
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html
https://webeecampus.smrj.go.jp/
https://webeecampus.smrj.go.jp/
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35 人材育成・確保 補助金 R3当初 技術協⼒活用型・新興国市場開拓事
業(研修・専門家派遣事業)

・海外進出先での事業を担う現地人材の育成
のため、日本企業による日本国内での受入研
修、現地への自社専門家派遣等の取組に対し
て補助。
・対象国：ODA対象国

【補助率】
2/3

【公募開始】
令和3年4月

【公募締切】
未定

ー ー

https://www.aots.jp/h
rd/technology-
transfer/receiving/oda
/

一般財団法人　海外産業人材
育成協会（AOTS)研修・派遣
業務グループ
℡：03-3549-3051

36 人材育成・確保 情報発信
相談 R3当初 ⾼度外国⼈材活躍推進プラットフォー

ム

 日本企業における高度外国人材の採用から
活躍を支援するため、関連施策・セミナー等のイ
ベント情報をプラットフォームに集約し、一元的に
情報発信を実施。
・また、専門相談員による伴走型支援にて、個
別企業の課題に対応。

－ 随時情報提供中 ー ー https://www.jetro.go.jp
/hrportal

ジェトロ国際ビジネス人材課
 「高度外国人材活躍推進プ
ラットフォーム」事務局
℡：03-3582-4941

37 研究開発/製品
開発/実証 補助金 R3当初 地域未来デジタル・⼈材投資促進事業

（地域産業デジタル化支援事業）

地域経済を牽引する企業のデジタル技術を活
用した新事業実証（試作、顧客ヒアリング、事
業性評価と改善等）を支援し、地域産業のデ
ジタル化のモデルケースの創出、地域への横展
開を図る。

【補助率】
事業管理機関：定額
実証企業：
中小企業者　2/3
非中小企業者　1/2

【補助上限額】
類型Ａ：１コンソーシアム
当たり1,800万円
類型Ｂ：１コンソーシアム
当たり1,400万円
※うち、実証企業への補助
上限額：
中小企業者　200万円/者
非中小企業者　150万円/
者

※公募終了 加点 加点

https://www.meti.go.j
p/information/publicof
fer/kobo/2021/k2102
05004.html

経済産業省　地域経済産業グ
ループ　地域企業高度化推進
課
℡：03-3501-0645
経済産業省　商務情報政策局
情報技術利用促進課
℡：03-3501-2646

38 研究開発/製品
開発/実証 補助金 R3当初 地域・企業共生型ビジネス導入・創業

促進事業

・ベンチャー・中小企業等が、自らもしくは複数
社で連携し、複数地域（5地域以上）で抽出
して束ねられた課題解決・付加価値向上に資
する取組に必要な経費の一部を支援。

【補助率】
＜通常事業＞
※5地域以上への展開
中小企業等　2/3以内
＜広域展開事業＞
※10地域以上への展開
中小企業等　2/3以内
地域未来牽引企業等（大
企業）1/2以内

【補助上限額】
＜通常事業＞
3,500万円
＜広域展開事業＞
4,500万円

※公募終了

加点
・

広域展開事業の補助対
象に地域未来牽引企業

（大企業）を追加

加点
・

広域展開事業の補助対
象に承認事業者（大企

業）を追加

http://www.chiki-lb.jp

地域・企業共生型ビジネス導
入・創業促進事業補助金事務
局（ランドブレイン株式会社）
℡:03-6272-9181

https://www.aots.jp/hrd/technology-transfer/receiving/oda/
https://www.aots.jp/hrd/technology-transfer/receiving/oda/
https://www.aots.jp/hrd/technology-transfer/receiving/oda/
https://www.aots.jp/hrd/technology-transfer/receiving/oda/
https://www.jetro.go.jp/hrportal
https://www.jetro.go.jp/hrportal
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2021/k210205004.html
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2021/k210205004.html
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2021/k210205004.html
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2021/k210205004.html
http://www.chiki-lb.jp/
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39 研究開発/製品
開発/実証 補助金 R3当初 戦略的基盤技術⾼度化支援事業

（サポイン事業）

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。

【補助率】
2/3以内
※大学・公設試等の場合
定額

【補助上限額】
4,500万円
※３年間の総額で9,750
万円、単年度で4,500万
円を超えない範囲。

※公募終了 審査上の考慮 ー

https://www.chusho.
meti.go.jp/keiei/sapoi
n/2021/210226mono.
html

中小企業庁　技術・経営革新
課
℡：03-3501-1816

40 研究開発/製品
開発/実証 補助金 R3当初

商業・サービス競争⼒強化連携支援事
業
（サービスサポイン事業）

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て行う、革新的なサービ
スモデル開発等の取組を支援

【補助率】
1/2以内
※AI・IoT等の先端技術活
用の場合は2/3以内

【補助上限額】
3,000万円
※2年度⽬は初年度の交
付決定額を上限

※公募終了 審査上の考慮 審査上の考慮

https://www.chusho.me
ti.go.jp/keiei/shinpou/2
021/210305shinpou.ht
ml

中小企業庁　技術・経営革新
課
℡：03-3501-1816

41 研究開発/製品
開発/実証 補助金 R3当初 医工連携イノベーション推進事業

(開発・事業化事業)

中小企業、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。

【補助率】
2/3

【補助上限額】
１課題あたり
5,200万円（クラスⅠ・
Ⅱ）
7,800万円（クラスⅢ・
Ⅳ）

※公募終了 審査上の考慮 ー
https://www.amed.go
.jp/koubo/12/01/1201
B_00007.html

（国研）日本医療研究開発
機構
医療機器・ヘルスケア事業部医
療機器研究開発課
℡：03-6870-2213

42 事業承継 補助金 R2補正 事業承継・事業引継ぎ補助金

事業承継を契機として新しい取り組み等を行う
中小企業・小規模事業者等及び、事業再編、
事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小
企業・小規模事業者等を支援。

【補助率】
2/3

【補助上限額】
・経営革新　400~800万
円
(上乗せ額　200万円）
・専門家活用型　400万円
(上乗せ額　200万円）

※公募終了 加点 ー https://jsh.go.jp/r2h/

℡：03-6625-8046（経営
革新）
℡：03-6625-8045（専門
家活用）

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2021/210226mono.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2021/210226mono.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2021/210226mono.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2021/210226mono.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2021/210305shinpou.html
https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201B_00007.html
https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201B_00007.html
https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201B_00007.html
https://jsh.go.jp/r2h/
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43 知財戦略構築

特許庁職
員との対
話（その
後必要に
応じて専
門家派
遣）

ー 特許庁ハンズオン支援

特許庁職員が、事業計画・研究計画といった
経営戦略の段階から複数回訪問をし、知財戦
略構築に向けた提案を実施。
課題が明確化した際には、必要に応じて
（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）
と連携をして弁理士等の専門家派遣等に繋
げ、企業の課題解決まで支援。

ー 随時 ー ー

https://www.jpo.go.jp
/support/chusho/chite
kizaisan/handson/inde
x.html

特許庁　普及支援課
℡：03-3501-5878

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/chitekizaisan/handson/index.html
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/chitekizaisan/handson/index.html
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/chitekizaisan/handson/index.html
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/chitekizaisan/handson/index.html
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