


中小企業は、我が国経済を牽引する力
であり、社会の主役として地域社会と住
民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承
に重要な機能を果たしています。

世界経済の構造的な変化は激しく、我
が国では尐子高齢化が進む中、一人ひと
りが、力を伸ばし発揮することが、かつ
てなく重要性を高め、国の死命を制しま
す。起業、挑戦意欲、創意工夫の積み重
ねが一層活発となるような社会への変革
なくしては、国の将来はありません。

変革の担い手としての中小企業への大
いなる期待と、中小企業が果敢に挑戦で
きるような経済社会の実現に向けて、全
力で取り組みます。

企業数 従業員数

我が国全体 421万社 4,013万人

中小企業 420万社 2,784万人

中小企業の割合 99.7% 69%

我が国経済を支える中小企業

国は、全力で中小企業を応援します！
～中小企業憲章ができました～

資金繰り対策に万全を期しています

雇用を守り、新卒者の就職を応援しています

仕事創りを支援します。
官公庁からの受注機会を増やします！

共済制度が充実します！

海外への販路開拓を支援しています！

相談体制に万全を期しています

適正な下請取引の推進を徹底しています
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中小企業は国家の財産ともいうべき存在

中小企業は、

■経済を牽引する力であり、社会の主役です。

■これまで、常に時代の先駆けとして積極

果敢に挑戦を続け、多くの難局を乗り越え

てきました。

■ 尐子高齢化、経済社会の停滞など将来への

丌安が増している中、丌安解消の鍵となる

医療、福祉、情報通信、環境ヷエネルギヸ

などの分野において、変革の担い手である

中小企業が力を発揮されてこそ、我が国の

新しい将来像が実現します。

政府も全力で支援することを宣言しました。

「中小企業憲章」を、是非ご一読ください。

「中小企業憲章」は、中小企業庁ＨＰに掲載しています。

中小企業憲章 閣議決定 検索
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中小企業倒産防止共済制度を充実します！

○個人事業主の配偶者や後継者などの「共同経営者」
も加入できるようになります。個人事業主の方の
親族でなくとも、「共同経営者」であれば加入でき
ます。

■改正内容

※年収500万円、掛金月額3.6万円
のモデルケース

納税額 減税額

非加入者 53万円 －

加入者 44万円 9万円

◆減税効果（年間）

①後継者が事業主になる前か
ら制度に加入できるので、
十分な老後の資金を確保す
ることが可能に。

②共同経営者の掛金は全額
所得控除の対象に、受け取
る共済金も退職所得控除等
の対象に。

③この結果、長期の定期預金
を上回る利回りが期待でき
ます。

◆メリット

■ この共済制度は、小規模企業者のための
「退職金制度」です。

■ 個人事業主の場合、加入対象者を拡大し
ます。

■ 平成23年1月1日から加入できます。

小規模企業共済制度の加入対象が拡大！

【現行】 【改正】

法的整理

銀行取引停止処分

法的整理

銀行取引停止処分

私的整理の一部

※掛金は、これまでと同様、全額、損金ヷ必要経費に算入可能。

■改正内容

【現行】 【改正】

掛金総額 320万円上限

掛金月額 5千円～8万円 掛金月額 5千円～20万円

掛金総額 800万円上限

貸付限度額 3,200万円 貸付限度額 8,000万円

■ この共済制度は、取引先が倒産した場合に、
積み立てた掛金総額の10倍を上限に、無利子ヷ
無担保ヷ無保証人で貸付け、中小企業の連鎖
倒産を防止する制度です。

■ 貸付限度額の引上げなど制度を充実します。

【平成２２年７月１日から可能となりました】
取引先の私的整理の開始を知らせる「通知」が届いた場合※

にも、共済金の貸付けを受けることができます。

【平成２３年１０月までに制度を整えます】
共済金の貸付限度額を引き上げます。

※弁護士や認定司法書士からの支払停止通知があった場合が対象です。

追加

中小機構小規模共済 検索

詳しい情報は、中小企業基盤整備機構「小規模共済」サイトへ

経営セーフティ共済 検索

詳しい情報は、中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済」サイトへ

事業主 配偶者 後継者

加入できない

事業主 配偶者 後継者

加入できる
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（ご相談）お近くの日本公庫、商工中金、信用保証協会などへ

主な資金繰り支援策

上限額 その他 問合せ先

景気対応
緊急保証

※急激な経営
環境の変化に
対応するため
の資金を提供

無担保で８千万円
担保付で更に２億円
(８千万円超の無担
保保証も相談可)

対象業種：
例外業種を除き、
原則として、
全業種
※23年3月末まで
利用できます。

お近くの
金融機関、
信用保証協
会

セーフティ
ネット貸付
※資金繰りに
困っている方
を支援

[経営環境変化対応
資金]

7億2千万円
（中小企業事業）
4千8百万円
（国民生活事業）

※金利負担を軽減
○業績が特に悪化
している企業：

▲0.3％
○雇用維持・拡大
に取り組む企業：

▲0.2％
※23年3月末まで
利用できます。

日本公庫、
沖縄公庫

※物価が下落する経済状況の下で、長期の設備投資を行う企業に対して、
金利負担が軽減されます（日本公庫、商工中金の危機対応業務）
：▲0.5％（最初の２年間）（制度の期限は、２２年９月末まで）

■小規模事業者向けには、｢マル経融資｣も用意しています。
貸付限度額 1千5百万円
融資期間 運転資金 ７年、設備資金 10年

（ご相談）お近くの商工会、商工会議所などへ

詳しい情報は、｢資金繰り｣特設サイト上で、更新します。

中小企業資金繰り 検索

貸付条件の変更に柔軟に対応！

■公的金融（日本公庫、商工中金、信用保証

協会など）では、返済条件の緩和などの

条件変更の相談に柔軟に応じています。

50万円

５年 １０年１年８ヶ月

20万円

毎月30万円の
余裕が生まれる。

融資開始

※なお、支払金利は元本返済猶予により増加します。

50万円

3,000万円を５年返済で借り入れたが、途中（1年
8ヶ月）で10年返済に変更したケヸス

毎月の元本
返済額

条件変更の効果のイメージ（元本均等返済の場合）

■「中小企業金融円滑化法」により、金融機関

（銀行、信金ヷ信組など）は、借り手の中小企業

から申込みがあった場合には、できる限り、

元本の返済猶予などの貸付条件の変更などを行

うよう努めます。

■ また、金融機関は、他の金融機関ヷ公的金融

機関、信用保証協会などとも連携し、貸付条件

の変更などを行うよう努めています。
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＜企業の声＞

ヷ非常にやる気、熱意があり、他の社員にもよい影響を
不えている。

ヷコヸディネヸト機関が研修を実施してくれるため、
新人教育のコスト低減になり、ありがたい。

支援策 支援内容 問合せ先

雇用調整
助成金

（中小企業向け）

３年間で300日を支給限度日数

として、休業手当などの相当額
の4/5 (解雇などを行わない場合
9/10)を支給。

都道府県労働
局、全国の
ハローワーク

地域活性化・
雇用促進資金

融資

雇用調整助成金・中小企業緊急
雇用安定助成金及び残業削減雇
用維持奨励金の実施計画の届出
が受理された中小企業に対し、
基準利率より0.4%金利を引下げ。

日本公庫
経営環境変化
対応資金・金
融環境変化対
応資金融資

雇用の維持・拡大に努めている
中小企業に対し、基準利率より
0.2%金利を引下げ。

（人材対策事業）

橋わたし事業

普段は大企業に向かいがちな人
材を、中小企業の魅力に触れて
もらうことなどを通じて、地域
の中小企業に「橋わたし」する
ため、合同就職説明会、新卒者
就職応援プロジェクトなどの事
業を実施。

人材橋わたし
特設サイト
参照

（人材対策事業）

実践型研修

職を求める方や従業員の方に、
地域の中小企業が求める人材に
スキルアップしてもらうため、
ものづくり、農商工連携、商業、
観光、太陽光発電システムの設
置など分野別の研修を実施。

(参考）｢雇用調整助成金｣を、平成22年４月時点では、68,631事業所、
106万6千人が新たに受けています。

○ 雇用調整助成金や融資で資金面から、人材

確保や人づくりを各種事業で支援しています。

＜実習生の声＞

ヷ正社員と同じように働くということはよい経験。
会社の一員としての意識も持つようになった。

ヷアルバイトでは経験できない仕事に携わることができる。
職種の選択肢も広がった！

「新卒者就職応援プロジェクト」
多くの新卒者が中小企業で実習！
マッチングが進んでいます！

くわしい情報は
｢新卒者就職応援プロジェクト｣へ

雇用調整助成金ヷ中小企業緊急雇用安定助成金について
（厚労省HP）

新卒者就職応援プロジェクト 検索

雇用調整助成金 検索

実習生や実習先の経営者からの声
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①入札参加資格を取得しましょう

国（全府省）や独立行政法人（19８法人）が公開
している入札情報は、インタヸネット上の｢官公需
情報ポヸタルサイト｣から簡単に検索ヷ 閲覧でき
ます。
「物品ヷ役務ヷ工事」といった受注内容別、
「納品ヷ工事場所等」の地域別、発注機関別など、
個別のニヸズに合わせた検索が可能です。

サイト登録料ヷ利用料は一切丌要！

面倒な会員登録もありません！

受注機会を増やします！

入札に参加するためには、参加資格が必要です。
申請書は各府省の窓口やＨＰで入手できます。

官公需契約の入札に参加するにはヷヷヷ

②入札（発注）情報を入手しましょう

国の入札に参加してみませんか？

受注しやすくします！

■官公庁（各府省の本省ヷ本局、地方出先事務所、

国立大学法人を含む独立行政法人）などが民間

事業者の方々と取引することを「官公需契約」

といいます。

■官公需契約には、

① 事務用品や制服などの物品の調達、

② 庁舎の清掃や警備、印刷などを委託する

役務契約、

③ 道路建設などの工事契約

などがあります。

代金の支払いについても、会計法などの法令に

基づき遅延などはなく、経営面に及ぼす効果も

大きなものがあります。

■この官公需契約の中小企業向け契約目標比率を

本年度は過去最高の５６．２％としました。

■分離ヷ分割発注を推進します。

■適正な納期ヷ工期ヷ価格で契約を行います。

■技術力のある中小企業を評価します。

■ダンピング防止対策の充実を徹底します。

■高速道路（株）や日本郵政（株）など

政府１００％出資の特殊会社も同様の措置を実施

するよう要請します。
官公需ポータルサイト 検索

まずは、「官公需ポータルサイト」に
アクセスしてみてください。
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中小
機構

中小企業大学校において海
外市場開拓支援研修を実施

国際化研修

ＪＥＴＲＯ

海外見本市 出展募集

・海外見本市等への出展費用の一部を補助
（まとまった出展場所の確保、出品物の輸送
・梱包、共用通訳の手配 等）

アドバイス支援

支援計画策定支援

販促資料やパッケージデザイ
ン、知財対策等に対してのア
ドバイス支援を実施

企業個別事業に応じた支援
方法を提案

出展

応募

海外展示会出展サポヸト

応募

海外見本市出展 事前募集

中小企業

・更に多くの中小企業
者の海外展開ニーズに
応えることを目的に、
中小機構が見本市出展
に必要な事前支援を実
施する。

・海外見本市で引き合いのあった海外バイヤー
等との継続的な商談をサポート
・商談成立後の経営支援や輸出（出荷、通関、
物流手配等）手続に関する個別指導助言

海外展示会出展後のフォロヸ

中小機構海外支援 検索

詳しい情報は、中小基盤整備機構｢国際支援｣サイトへ
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見本市名 都市 分野 会期
出展募集

(予定)時期

IGEM 2010

マレヸシ
アヷクア
ラルン
プヸル

環境関連
10月14日
～17日

募集中～
7/30

CEEA（Clean 
Energy Expo 
Asia） 2010

シンガ
ポヸル

環境ヷ省エネ
機器関連

11月2日～
4日

6月下旬～
7月下旬

中国国際工業博
覧会2010

中国ヷ上
海

環境関連
11月9日～
13日

募集中～
7/16

Food &
Hospitality 
China2010

中国ヷ
上海

加工食品関連
2011年
11月11日
～13日

6月下旬～
7月下旬

バンコク国際金
属加工展2010
（METALEX 
2010）

タイヷ
バンコク

金型ヷ金属工作
機械、金属加工
機械関連

11月24日
～27日

募集中～
7/9

2010日系自動
車部品調達販売
展示会
(JAPPE広州)

中国ヷ
広州

自動車部品関連
12月21日
～23日

募集中～
9/30

インド逆見本市
(ＩＥＴＦ2011)

インドヷ
ニュヸデ
リヸ

①機械部品関連
②環境ヷ省エネ
機器関連

2011年
2月

8月初旬～
10月初旬



中小企業応援センタヸをご活用ください！ 商店街活性化への取り組みを「商店街支援
センタヸ」が応援します！
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■全国84ヵ所に設置しております「中小企業

応援センタヸ」では、

専門家派遣を通じて、５つの高度ヷ専門的な

経営課題にワンストップで対応します。

① 経営革新、農商工連携などの新たな事業

の展開

② 創業や事業の再生、再チャレンジ

③ 後継者などへの事業の承継

④ 技術開発などのものづくり力の向上

⑤ ＩＴや知的財産を活用した新たな経営

手法の導入

■身近な商工会、商工会議所や支援センタヸ、

地域の金融機関などの中小企業支援機関か、

直接最寄りの「中小企業応援センタヸ」に、

お気軽にご相談ください。

【中小企業応援センタヸが用意する支援ツヸル】

◎ 専門家の派遣

○ ビジネスマッチングや各種講習会の開催

○ 窓口での経営課題の相談への対応

中小企業応援センターネット 検索

詳しい情報は、「中小企業応援センターネット｣へ

全国商店街支援センター 検索

詳しい情報は、全国商店街支援センターへ

■「(株)全国商店街支援センタヸ」では、

ヷ参考となる全国各地の商店街の取組事例ヷ

ノウハウ、国ヷ自治体の支援措置などの

情報提供

ヷ商店主、従業員などの研修

ヷ専門家を派遣し、商店街の取組を支援

ヷ法律の認定や補助金活用のアドバイスなど

を通じ商店街活性化への取組を応援します！



下請代金法を厳格に運用します！

■ 下請代金支払遅延等防止法（下請代金法）に基づく書面

調査や立入検査を強化し、違反行為を発見した際は、改

善するよう指導し、減額した下請代金も返還させます。

■ 悪質な違反行為の場合には、中小企業庁幹部が直接に

指導したり、公正取引委員会に対する措置請求を行い、

企業名も公表するなど、違反行為に厳正に対応します。

弁護士の無料相談を実施中！

■本部及び47都道府県に設置しております下請

かけこみ寺では、４００名を超える弁護士に

よる無料相談を行っております。

■最寄りの「下請かけこみ寺」に、お気軽に

ご相談ください。

【下請かけこみ寺で対応できること】

ヷ取引に関する様々な相談への対応

ヷ裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）による調停

ヷ下請ガイドラインの普及ヷ啓発

【下請かけこみ寺本部】

TEL:  03-5541-6655 平日9:00～12:00 13:00～17:00

最寄りの下請かけこみ寺は、以下から検索ください。

【建設業取引適正化センター 】

TEL:  03-6229-1488（センター東京）

06-6767-3939（センター大阪）

平日10:00～12:00 13:00～16:00

【トラック輸送】

国土交通省自動車交通局貨物課または地方運輸局自動車交通
部貨物課などに相談窓口を設置しています。

お問い合わせ先

下請かけこみ寺 検索

トラック輸送 相談 検索

平成21年度 平成20年度 平成19年度

書面調査
（親事業者）

39,624社 27,743社 18,241社

書面調査
(下請事業者)

189,764社 174,410社 112,636社

立入検査 1,052社 1,117社 979社

改善指導 977社 1,004社 903社

警告文発出 8,720社 8,329社 6,954社

返還指導 257社 270社 238社

返還額 約4億500万円 約12億4,500万円 約2億3,100万円

公取への
措置請求

2社 4社 1社

-17- -18-

■ 下請ガイドラインは業種特有の事例も織り交ぜ、違反

行為や理想的な取引方法を分かりやすく説明していま

す。6月には、「鉄鋼、化学、紙ヷ加工品、印刷」の

４業界でも新らたにガイドラインが作成されるなど、

作成業界が１５業界に拡大しています。

ぜひ、ご活用ください。

下請ガイドライン 業種別一覧 検索


