平成27年度補正予算事業

入札・公募等の状況
平成28年9月16日時点

事業名

概要

募集期間

入札・公募情報

担当課・お問い合わせ先

革新的なサービス開発・試作品開発・生産プ
ロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者
の設備投資等を補助。
・一般型
（補助上限：1,000万円、補助率：2/3以内）
・小規模型
（補助上限：500万円、補助率：2/3以内）
・高度生産性向上型（１次公募のみ）
（補助上限：3,000万円、補助率：2/3以内）

１次公募
公募終了
採択公表済
２次公募
7月8日～8月24日
10月中採択予定

http://www.chuokai.or.jp/josei
/27mh/koubo1-20160205.html

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

http://www.smrj.go.jp/keiei/ko
kusai/fs/069550.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

Ⅰ．「総合的なTPP関連政策大綱」関連
１．TPPの活躍促進
(2)新たな市場開拓、グローバル・バリューチェーン構築支援

ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

海外ビジネス戦略推進支援事業

中小企業・小規模事業者海 ECを活用した海外販路開拓支援事業
外展開戦略支援事業

ものづくりサプライチェーン再構築支援事業

地域産業資源活用事業

小売業者等連携支援事業
ふるさと名物支援事業

中小企業者と農林漁業者による連携等による
海外展開を目指す中小企業者が行う、海外市
場獲得に向けた実現可能性調査や取引体制の
整備に対して補助。
（補助上限：2百万円、補助率2/3）

公募終了
採択公表済

TPP加盟国市場の獲得を目指す中小企業・小
規模事業者による電子商取引（EC）のウェブ
サイトを活用した海外市場への販路開拓を支
援。
(補助上限：1百万円、補助率2/3)

6月30日～7月29日 公募中（1次）
8月31日～9月30日 公募予定（2次）
8月下旬 採択公表予定（1次）
10月中
採択公表予定（2次）

http://crossborder.smrj.go.jp/#
news01

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

地域のものづくり企業が、サプライチェーン
の合理化につながる産地内の事業再編や産業
間・異業種との連携を通じて、ＴＰＰ加盟国
における需要獲得を目指すに当たってのビジ
ネスモデルを検証する際の費用を補助。
（補助上限：10百万円、補助率2/3）

公募終了
採択公表済

http://www.meti.go.jp/informat
ion/publicoffer/kobo/k160307
003.html

製造産業局
生活製品課
03-3501-0969

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/2016/160722Ch
iikiShigen3koubo27.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/2016/160722Ch
iikiShigen3koubo27.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

10/14 採択公表予定

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/noushoko/2016/16072
2Noushokou3koubo27.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用
により行う、海外市場を見据えた商品・サー
ビスの開発や販路開拓の取組の費用に対して
補助。
（補助上限：5百万円（グループの場合：2千
万円､補助率2/3）
海外市場への展開を狙っ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
グ支援などの取組に対して補助。
（補助上限：10百万円、補助率2/3）

7/22-9/1

公募中(３次)

10/14 採択公表予定

7/22-9/1

公募中(３次)

10/14 採択公表予定

低未利用資源活用等農商
工等連携支援事業

中小企業・小規模事業者が、農林漁業者との
連携により行う、海外市場を見据えた加工食
品の開発、それに付随する鉱工業品の開発や
それらの組み合わせによるブランド化の取組
等の費用に対して補助。
（補助上限：5百万円､補助率2/3）

ふるさとプロデューサー
等育成支援事業

地域の関係者を巻き込み、地域資源を活かし
た魅力ある産品を「地域ブランド化」し、海
外市場を見据えて販路開拓を行う取組の中心
的担い手となることができる人材(ふるさと
プロデューサー)の育成などの取組に対して
補助。
（定額補助）

公募終了
（熊本 7/15まで）
８月中 研修生採択公表予定

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/2016/160212hur
usatopro.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

戦略策定支援事業

「ふるさと名物」などの地域産品が持つ素材
や技術等の強みを活かし、ブランドコンセプ
トの確立に向けた戦略の策定に対して補助。
（補助上限：2百万円、定額補助）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/japan_brand/201
6/160201Jbrand-koubo.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

ブランド確立支援事業

海外販路開拓に向けたブランド確立のため、
新商品開発や海外展示会出展等のプロジェク
トに対して補助。
（補助上限20百万円、補助率2/3）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/japan_brand/201
6/160201Jbrand-koubo.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

海外専門家招聘支援事業

海外販路の開拓を目指す中小企業・小規模事
業者に対して、海外から招聘した現地の市場
ニーズに精通する専門家によるアドバイスを
通じて、海外向け商品の開発を支援。
（定額補助）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/kokusai/2016/160202kai
gai.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

日本の特色を活かした商材を有する中小企業
が、海外のニーズ等に詳しい外部人材を活用
ＴＰＰ対策ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース活動支 し、ＴＰＰ参加国の市場獲得を目指して「市
場調査、商材改良、ＰＲ活動、海外販路開
援事業
拓」を一貫してプロデュースする活動に対し
て補助。
（定額補助）

公募終了

http://www.meti.go.jp/informat
ion/publicoffer/kobo.html

商務情報政策局
生活文化創造産業課
03-3501-1750

7/22-9/1

公募中(３次)

ふるさと名物応援事業

ＪＡＰＡＮブランド育成
支援事業

1

平成28年9月16日時点

２．TPPを通じた「強い経済」の実現
(１)TPPによる貿易・投資の拡大を国内の経済再生に直結させる方策
商工会議所の管轄地域で事業
を営んでいる小規模事業者の
方の詳細はこちら
http://h27.jizokukahojokin.info
/

小規模事業者が商工会・商工会議所と一体と
なって行う販路開拓に係る費用を補助。
（補助上限：50万円・100万円・500万円、補
助率：2/3）

公募終了
(熊本：公募終了）
7/15 採択公表

国内共同販売拠点支援事業

商工会・商工会議所等の支援機関が国内で開
設する中小企業・小規模事業者の共同販売拠
点に係る費用を補助。
（補助上限：7500万円、補助率：定額）

公募終了

http://www.shokokai.or.jp/?pos
t_type=annais&p=3299

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

地方公共団体連携型広域展示販売・商談会事業

商工会・商工会議所等の支援機関が地方公共
団体と連携し実施する展示販売・商談会事業
に係る費用を補助。
（補助上限：2000万円（国内開催型）、4000
万円（海外開催型）、補助率：定額）

公募終了

http://www.shokokai.or.jp/?pos
t_type=annais&p=3296

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

中小企業・小規模事業者の課題に応じた専門
家の派遣に関する事務処理等の事業を民間団
体等に委託。

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/network/2016/160209on
estopA.htm

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

商店街インバウンド促進支援事業

外国人観光客を取り込むための環境整備等を
行う商店街組織等に対する補助。
（補助上限：7,500万円、補助率：2/3以下）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/shogyo/2016/160224i
nbound.htm

中小企業庁
商業課
03-3501-1929

【一次公募】
公募終了
【二次公募】
公募終了
【三次公募】
公募終了
【四次公募】
9/7～9/28

http://www.meti.go.jp/informati

中心市街地活性化事業

認定中心市街地活性化基本計画に記載された
外国人観光客を取り込むための環境整備等を
行う民間事業者等に対する補助。
（補助上限：1億円、補助率：2/3以下）

on/publicoffer/kobo/k16090700
1.html

地域経済産業Ｇ
中心市街地活性化室
03-3501-3754

下請中小企業の価格交渉力強化に向けた支援
を行うため、価格交渉ノウハウについての個
別相談や講習会事業を実施。

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/torihiki/2016/160303shit
auke.htm

中小企業庁事業環境部
取引課
03-3501-1669

消費税軽減税率制度の趣致及び対応の促進、
相談窓口の設置、講習会の実施、巡回指導・
専門家派遣等を実施。

－

－

中小企業庁
財務課
03-3501-5803

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者支援パッケー
ジ事業

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（専門家派遣事業）

商工会の管轄地域で事業を営
んでいる小規模事業者の詳細
はこちら
http://www.shokokai.or.jp/?pos
t_type=annais&p=3224

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

(２)地域の「稼ぐ力」強化

商店街・まちなかインバウン
ド促進支援事業

Ⅱ．「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」関連
１．中小企業等による生産性向上
価格交渉サポート事業（下
個別相談及び講習会事業
請かけこみ寺の拡充）

Ⅲ．その他

消費税軽減税率対応窓口相談等事業
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平成28年9月16日時点

平成28年度当初予算事業

入札・公募等の状況
平成28年

事業名

概要

募集期間

入札・公募情報

8月 12日時点

担当課・お問い合わせ先

Ⅰ．被災地の中小企業へのきめ細かな支援

中小企業組合等共同施設等災害復旧事業

東日本大震災により甚大な被害を受け、特に
第17次公募（公募：4月28日～6月17
復興が遅れている地域（岩手県、宮城県、福
日、交付決定：8月31日）
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
公募終了
した復興事業計画に基づく施設の整備等を行 第18次公募（公募：9月1日～10月7日、
う場合に、その費用に対して補助。（補助
交付決定：12月下旬）
率：国1/2、県が1/4）

岩手県
http://www.pref.iwate.jp/sangy
oushinkou/shinjigyou/18736/0
38465.html
宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/site/
ej-earthquake/group20160831bosyu.html

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

福島県
https://www.pref.fukushima.lg.j
p/sec/32011b/group00.html

Ⅱ．中小企業の生産性向上支援

g

戦略的基盤技術高度化支援事業

戦略的基盤技術高度化・連
携支援事業

戦略的基盤技術高度化支援事業（プロジェクト委託
型）

商業・サービス競争力強化連携支援事業

中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた
事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携
して行う、製品化につながる可能性の高い研
究開発、試作品開発及び販路開拓への取組等
を支援。
（補助上限額：初年度4,500万円（補助率：
定額・2/3）
2年目は初年度の2/3、3年目は1/2を上限と
して補助）

公募終了（4/15～6/9）
（熊本 6/30まで）
採択公表済

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160415SenryakuKoubo.htm
技術・経営革新課

中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた
中小企業・小規模事業者が「橋渡し研究機
関」に認定されている大学、公設試等と連携
して、国が指定するテーマに沿って行う研究
開発・試作品開発に対する取り組みを支援。
（委託費：年間1億円以内 事業期間：２年
度又は３年度（委託契約は単年度ごと）

公募中 5/2～6/30
9月上旬 採択公表予定

http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100108.html
技術・経営革新課

新促法「異分野連携新事業分野開拓計画」の
認定を受けた事業者が、「中小サービス事業
者の生産性向上のためのガイドライン」に
沿って行う開発等を支援。
（補助上限額：初年度3,000万円（補助率：
2/3）
2年目は、初年度と同額を上限として補
助）
親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小により売上
げが減少する下請事業者が、新分野進出のた
めに行う試作開発、展示会出展などの取組を
支援。
（補助上限額：初年度500万円（補助率：
2/3）

公募終了
採択公表済

中小企業庁
03-3501-1816

中小企業庁
03-3501-1816

中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160318mono.htm
技術・経営革新課

03-3501-1816

公募終了
※採択結果公表：8月15日（月）

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/torihiki/2016/160607shit
aukekaitaku.htm

中小企業庁
取引課
03-3501-1699

下請事業者同士が連携して行う調査研究や設
備導入などを支援。
（補助上限額：初年度2,000万円（補助率：
2/3）

公募終了
※採択結果公表：8月15日（月）

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/torihiki/2016/160607shit
aukekiban.htm

中小企業庁
取引課
03-3501-1699

地域産業資源活用事業

地域資源の活用により中小企業が行う、海外
市場を見据えた商品・サービスの開発や販路
開拓の費用を補助。
（補助上限：500万円（グループの場合：
2,000万円）､補助率2/3）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/2016/0209Chiiki
ShigenKoubo28.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

小売業者等連携支援事業

地域資源の活用や農商工連携により商品開発
等に取り組む中小企業向けに一般社団法人等
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補助。（補助上限：
1,000万円、補助率2/3）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/2016/0209Chiiki
ShigenKoubo28.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1768

農商工等連携支援事業

農商工連携により中小企業が行う、海外市場
を見据えた加工食品の開発等の費用を補助。
（補助上限：500万円､補助率2/3）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/noushoko/2016/0209
NoushokouKoubo28.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1769

ふるさとプロデューサー
等育成支援事業

地域産品等を地域の関係者を巻き込んで地域
ブランド化し、海外市場を見据えた販路開拓
を行う中心的な担い手(ふるさとプロデュー
サー)育成などの取組を補助。（定額補助）

公募中：5/26～7/8
（熊本 8/31まで）
９月中 研修生採択公表予定

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/2016/160526hur
usatopro.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1770

アイヌ中小企業振興対策
事業

アイヌ中小企業の振興を図るため、アイヌ民
工芸品の生産技術の向上、製品開発の促進、
販路拡大等の事業を支援する。（補助上限：
716.5万円、補助率1/2）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/japan_brand/201
6/160418Ainu.htm

中小企業庁
財務課
03-3501-5803

戦略策定支援事業

海外販路開拓に向け、地域産品が持つ素材や
技術等の強みを活かしたブランド戦略の策定
に対して補助。
（補助上限：200万円、定額補助）

公募終了
採択公表済

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/japan_brand/201
6/160427Jbrand-koubo.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1770

ブランド確立支援事業

海外販路開拓に向けたブランド確立のため、
新商品開発や海外展示会出展等のプロジェク
トに対して補助。
（補助上限2,000万円、補助率：2/3）

公募終了
採択公表済

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/chiiki/japan_brand/201
6/160427Jbrand-koubo.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1770

ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース活動支援事業

地域産品等の磨き上げや海外向けPRに取り組
む中小企業向けに、海外現地のニーズ等に詳
しい外部人材を活用して行う、日本の特色を
活かしたブランディングなどのプロデュース
活動や販路開拓、外国人観光客による国内消
費の喚起に向けた活動を補助。（定額補助）

公募終了
9月下旬 採択公表予定

https://travelminejapan.com/

商務情報政策局
生活文化創造産業課
03-3501-1752

伝統的工芸品の産地ブランド化推進事業

伝統的工芸品の産地への観光客誘致・海外販
路開拓を後押しするため、伝統的工芸品の産
地にデザイナー等の外部人材等を招聘する取
組を支援。（定額補助）

公募終了
採択公表済

http://www.meti.go.jp/informat
ion/publicoffer/kobo/k160405
001.html

製造産業局
生活製品課 伝統的工芸品産業室
03-3501-3544

下請小規模事業者・新分野需要開拓事業
中小企業取引対策事業

下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業

Ⅲ．中小企業の海外展開支援

ふるさと名物支援事業

ふるさと名物応援事業

ＪＡＰＡＮブランド育成
支援事業
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海外ビジネス戦略推進支援事業

新規に海外展開を目指す中小企業を対象に、
戦略策定に繋げるための海外現地における事
業の実現可能性調査やWebサイトの外国語
化、物流体制の構築等を支援。（補助上限：
140万円、補助率2/3）

公募終了
採択公表済

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/kokusai/2016/160427kok
usai.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

事業再編支援事業

事業再編による海外進出先の移転の際の経営
診断や周辺国の情報を提供します。（補助上
限：160万円、補助率2/3）

公募終了
採択公表済

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/kokusai/2016/160427sai
hen.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

地域ネットワーク活用海外展開支援事業

地域の支援ネットワークの協力を得つつ行う
現地調査等の取組を支援。
（補助上限：1000万円、補助率2/3）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/kokusai/2016/160201kok
usai.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

経済連携協定利用円滑化促進事業

EPAに基づく原産地証明制度等に係るセミ
ナー開催による普及啓発活動や、EPAの利用
に係る個別相談窓口を設置。

公募終了

http://www.meti.go.jp/informat
ion/publicoffer/kobo/k160212
001.html

貿易経済協力局 貿易管理部 原産
地証明室
電話：03-3501-0539

伴走型小規模事業者支援推進事業

商工会、商工会議所が、経済産業大臣の認定
を受けた「経営発達支援計画」に基づき実施
する、伴走型の小規模事業者支援を推進す
る。
（補助上限：700万円、補助率：定額）

公募終了

―

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

地域力活用新事業創出支援事業

商工会、商工会議所が、小規模事業者と連携
し、地域資源を活用した新たな特産品・観光
商品の開発並びに開発した商品の販路開拓を
支援する。
（補助上限：500万円、800万円、600万円、
補助率：定額、2/3、1/2）

公募終了

―

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

地域商業自立促進事業

地域コミュニティ機能、買物機能の維持、強
化を図る全国モデル型の「商店街」におけ
る、各種サービスの提供に向けた取組に対し
て支援を行う。
（調査分析事業 補助上限：500万円、補助
率：2/3以下
支援事業
補助上限：2億円、補助
率：2/3以下）

【一次公募】
公募終了
【二次公募】
8/1～10/7（先行案件：9/7まで）
※調査分析事業のみ

http://www.chusho.meti.go.jp/
shogyo/shogyo/2016/160801
machinaka.htm

中小企業庁
商業課
03-3501-1929

中心市街地再興戦略事業

コンパクトシティ化に取り組む「まち」にお
ける、周辺地域の経済活力を向上させる波及
効果の高い民間プロジェクト（商業施設等の
整備）に対して支援を行う。
（調査事業 補助上限：1000万円、補助率：
2/3以下
先導的・実証的事業 補助上限：1億円
or2.5億円
補助率：2/3以下
or1/2以下
専門人材活用支援事業 補助上限：1000万
円or1500万円
補助率：2/3以下
or1/2以下）

公募終了

http://www.meti.go.jp/informat
ion/publicoffer/kobo/k160208
006.html

地域経済産業Ｇ
中心市街地活性化室
03-3501-3754

創業・第二創業促進補助金

地域で新需要を創造する新商品・サービスを
提供する創業者の創業費用を補助。（補助上
限：200万円、補助率2/3）
また、事業承継を契機に既存事業の全部又は
一部を廃止し、新分野に挑戦する第二創業者
に対し、創業費用に加え、廃業費用も補助。
（補助上限：1000万円、補助率2/3）

公募終了
採択公表済
（熊本：公募終了（6/30）
採択予定日：8月中旬）

http://sogyo-hojo-28.jp/

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

創業支援事業者補助金

産業競争力強化法における特定創業支援事業
を行う創業支援事業者が、認定創業支援事業
計画に基づき行う創業支援や創業支援の質の
向上を図る取組等を支援。（補助上限：1000
万円、補助率2/3）

公募終了
採択公表済
（熊本：公募終了（申請なし））

http://www.chusho.meti.go.jp/
keiei/chiiki/2016/160401koub
o.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

創業スクール

全国の支援機関が、創業スクールを開催して
ビジネスプランの作成まで指導し、創業まで
のフォローアップを行うとともに、受講生を
対象としたビジネスプランコンテストの開催
を行う。また、新たにサービス産業等の「業
種別コース」を開催する。

公募終了
採択公表済
（熊本：公募終了、採択公表済）

http://www.pasona.co.jp/pr/so
ugyou/2016/

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

人材確保支援事業

中小企業が人材確保できるよう、民間事業者
等がセミナー、マッチングイベント等を実施
する。（委託）

公募終了

－

中小サービス業中核人材の育成支援事業

中小サービス業の次世代の経営人材が、優れ
た取組を行う企業での実地研修を受け、柔軟
な発想力を持った優れた経営者に必要な素質
を習得する場合、必要経費（研修受講料及
び、交通費、宿泊費）を補助。（補助率：定
額、2/3）

公募中
9月21日まで

準備中

ものづくり中核人材育成事業

製造現場の中核人材の外部講習受講により、
技能・技術の伝承を支援するため、受講に必
要な経費（受講料、旅費、宿泊費）を補助。
（補助率2/3）

公募終了

―

生産性向上のための指導を行う人材（カイゼ
ン指導者）の育成及び派遣を行う場合、育
成・派遣に必要な費用を補助。（補助率：
2/3）

公募終了

―

カイゼン指導者育成事業（サービス業スクール）

サービス業に特化した、生産性向上のための
指導を行う人材（カイゼン指導者）の育成及
び派遣を行う場合、育成・派遣に必要な費用
を補助。（補助率：2/3）

9月中公募開始予定

準備中

小規模事業者支援人材育成事業（経営指導員研修）

商工会・商工会議所の経営指導員等の支援能
力向上を図るための研修を実施する。（補助
率：定額）

中小企業・小規模事業者海
外展開戦略支援事業

Ⅳ．小規模事業者の持続的発展支援

小規模事業対策推進事業

Ⅴ．地域経済の活性化・新陳代謝の促進

地域・まちなか商業活性化
支援事業

地域創業促進支援事業

中小企業・小規模事業者人
カイゼン指導者育成事業（製造業スクール）
材対策事業

まちづくり特有のスキルの習得を図る研修を
中小企業等支援人材育成事業（タウンマネージャー研 実施し、まちづくりを牽引していくリーダー
等を育成を図る。また、地域と人材、人材と
修）
人材とをマッチングすることにより人材の活
用を図る。

中小企業活路開拓・実現化事業

中小企業組合等が連携して取り組む事業の調
査やその実現化を支援。
（補助上限：2000万円、補助率6/10等）
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公募期間:公募終了
審査状況：審査未完了
採択発表：6月上旬

―

公募終了

―

公募期間：2/22～7/19
一次締切3/22（公募済、採択結果
公表済）
二次締切4/25（公募済、採択結果公
表済）
三次締切6/13（公募済、採択結果
公表済）
四次締切7/19（公募済、採択結果公
表済）

http://www2.chuokai.or.jp/hoti
nfo/28katsuro-project.htm

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763
商務情報政策局
サービス政策課
03-3580-3922
製造産業局
参事官室
03-3501-1689
製造産業局
参事官室
03-3501-1690
商務情報政策局
サービス政策課
03-3580-3922
中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036
商務流通保安グループ
中心市街地活性化室
03-3501-3754

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

