補正予算事業

公募等の状況
平成26年2月13日(木)時点

事業名

概要

募集期間

入札・公募情報

中小企業・小規模事業者が試作品・
新商品の開発や生産プロセスの改
善、新しいサービスや販売方法の導
入などの事業革新に取り組む費用に
対する補助（補助上限1,000万円等、
補助率２／３）

2/17～5/14

準備中

中小企業庁
創業・技術課
【お問い合わせ先】
全国中小企業団体中央会
０３－３５２３－４９０８

取引先の事業所の閉鎖・縮小により
１０％以上売上減少が見込まれる中
小企業・小規模事業者が、新たな事
業展開をするために必要な費用に対
する補助（補助上限1,000万円、補助
率２／３）

2月下旬開始予定

準備中

中小企業庁
取引課
【お問い合わせ先】
中小企業庁取引課
０３－３５０１－１６６９

中小企業・小規模事業者設備
新陳代謝促進事業費補助金

中小企業・小規模事業者が金融機関
から借入を行い、老朽化に対処した
大規模設備投資を行う場合、金融機
関のモニタリング実績に応じ、借入
額の１％相当を上限に設備投資費を
補助。

3月中開始予定

準備中

中小企業庁
金融課
【お問い合わせ先】
全国中小企業団体中央会
０３－３５２３－４９０１

商店街まちづくり事業
（まちづくり補助金）

中小企業庁
商店街組織等が行う安心・安全な生 第四次公募（24年度分）
http://www.syoutenga 商業課
12/26～2/14
活環境を守るための商店街施設・設
i.or.jp/machi/index. 【お問い合わせ先】
備の整備等を支援（補助上限原則1.5 次回公募：2月下旬開始
商店街まちづくり事業事務局
html
億円、補助率２／３）
予定
０３－５５５１－９２９１

地域商店街活性化事業
（にぎわい補助金）

商店街組織等が行う集客力・販売力
の向上に資するイベントなどの取組
を支援（補助上限400万円等、補助率
１０／１０）

担当課・お問い合わせ先

中小企業対策事業

中小企業・小規模事業者ものづくり・商
業・サービス革新事業
中小企業・
小規模事業
者ものづく 取引環境改善型需要開拓支援事業
り・商業・
サービス革
新事業

商店街活性
化支援事業

小規模事業者持続化
補助金

地域力活用
市場獲得等
支援事業
経営者保証に依存しな
い資金調達のための
専門家派遣

小規模事業者が、商工会・商工会議
所と一体となって作成した経営計画
に基づく、販路開拓等に取り組む費
用を補助（補助上限50万円等、補助
率２／３）

「経営者保証ガイドライン」に基づ
き経営者保証を提供せずに資金調達
を希望する方や保証債務の整理を希
望する方に対しアドバイスをする専
門家紹介。

2月下旬開始予定

2/27開始予定

2/24開始予定
（相談受付は
既に実施済）

中小企業庁
商業課
http://www.syoutenga 【お問い合わせ先】
各都道府県の商店街振興組合連合
i.or.jp/chiiki/
会
※電話番号は公募情報URL先に記載

準備中

中小企業庁 小規模企業政策室
【お問い合せ先】
日本商工会議所 中小企業振興部
０３－３２８３－７８７９
全国商工会連合会 組織運営課
０３－６２６８－００８８

準備中

中小企業庁 金融課
【お問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構 地域本部
等
北海道 ☎ 011-210-7471
東 北 ☎ 022-716-1751
関 東 ☎ 03-5470-1620
中 部 ☎ 052-220-0516
北 陸 ☎ 076-223-5546
近 畿 ☎ 06-6264-8611
中 国 ☎ 082-502-6555
四 国 ☎ 087-811-1752
九 州 ☎ 092-263-0300
沖 縄 ☎ 098-859-7566
商工会議所一覧
http://www.cin.or.jp/cincgi/me_list99open.asp
商工会一覧
http://www12.shokokai.or.jp/hps
earch/top/php/zyokensentaku.php
中小企業団体中央会一覧
http://www.chuokai.or.jp/link/l
ink-01.htm

小規模事業
者パッケー
ジ事業

海外市場獲得を目指す中小企業・小
規模事業者に対し専門家による海外
向け販路の構築支援を行い、それに
伴うホームページの外国化、代金決
済システム構築に係る経費を補助
（補助上限100万円、補助率２／
３）。

2/3～3/31

ASEAN等キャラバン
事業

複数の販路開拓支援ツール（展示商
談会やモニタリング調査、ネット等
の活用）を組み合わせ、中小企業・
小規模事業者による中国、ASEAN等へ
の販路開拓を支援。

2月中旬～
3月中旬を予定

準備中

通商政策局
通商政策課
【お問い合わせ先】
（独）日本貿易振興機構
生活文化産業企画課
０３－３５８２－５３１３

海外専門家派遣事業

海外市場に精通した現地の専門家を
国内に派遣して、中小企業・小規模
事業者が行う海外向け商品開発を支
援。

3月上旬受付開始予定

準備中

中小企業庁
新事業促進課
【お問い合わせ先】
（独）中小企業基盤整備機構
販路支援部販路支援課
０３－５４７０－１６１９

創業者向け補助金

新たな需要を創造する新商品・
サービスを提供する創業に対して、
店舗借入費や設備費等の創業に要す
る費用の一部を補助（上限200万円、
補助率２／３）

3月上旬開始予定

準備中

中小企業庁
経営支援課
【お問い合わせ先】
独立行政法人中小機構基盤整備機
構
０３－５４７０－１６７５

創業支援者向け補助金

産業競争力強化法の認定を受けた創
業支援事業者が、認定創業支援事業
計画に基づき行う創業者支援の取組
（創業者への継続的な経営指導やビ
ジネススキルアップ研修など）に係
る経費の一部を補助（上限1,000万
円、補助率２／３）

準備中

中小企業庁
新事業促進課
【お問い合わせ先】
（独）中小企業基盤整備機構
経営支援部 経営支援企画課
０３ー５４７０ー１５２０

準備中

中小企業庁
経営支援課
【お問い合わせ先】
岩手県 商工労働観光部 経営支援
課
０１９－６２９－５５４６
宮城県 経済商工観光部 新産業振
興課 ０２２－２１１－２７６５
福島県 商工労働部 産業創出課
０２４－５２１－７２８３

小規模事業
者販路開
パッケージ型海外展開
拓・支援基 支援事業
盤整備事業

中小企業・
小規模事業
者海外展開
支援事業

創業・ベン
創業促進
チャー支援
補助金
事業

中小企業組合等共同施設等災害復旧事業

東日本震災により甚大な被害を受け
た岩手県、宮城県、福島県の津波浸
水地域及び福島県の避難指示区域等
を対象に中小企業等グループが作成
した復興事業計画に基づく施設の復
旧等を支援（上限無し、補助率２／
３）

2月下旬開始予定

3月中開始予定

中小企業庁
新事業促進課
http://www.smrj.go.j
【お問い合わせ先】
p/keiei/kokusai/info
（独）中小企業基盤整備機構
rmation/085313.html
販路支援部販路支援課
０３－５４７０－１６１９

