平成28年度補正予算事業

入札・公募等の状況
平成29年 4月 28日時点

事業名

概要

募集期間

入札・公募情報

公募期間：公募終了
採択公表：3月中

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/161114mono.htm

担当課・お問い合わせ先

Ⅰ．英国のEU離脱等に伴う不安定などのリスクへの対応
Ⅱ．中小企業・小規模事業者の経営力強化・生産性向上支援

革新的ものづくり・商業・サービス経営力向上支援
事業

中小企業・小規模事業者が、第四次産業革命
に向けて、IoT・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ・AI・ﾛﾎﾞｯﾄを活
用する革新的ものづくり・商業・サービスの
開発を支援。
（補助上限額：3,000万円 補助率：2/3）
中小企業・小規模事業者のうち経営力向上に
資する革新的ものづくり・商業・サービス開
発を支援。
（補助上限：1,000万円・500万円 補助率：
2/3）

・ITベンダー（IT導入支援事業者の募集）の募集期間
【一次公募】
公募終了
【二次公募】
２月１０日-５月３１日（予定）

サービス等生産性向上IT導入支援事業

中小企業等の生産性向上を実現するため、
バックオフィス業務等の効率化や新たな顧客
獲得等の付加価値向上に資するITの導入を支
援。
（補助上限額：調整中 補助率：2/3）

・ITツールの登録期間
随時受付

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

【お問い合わせ先】
補助事業事務局（一般社団法人
サービスデザイン推進協議会）
0570-013-330（受付時間 9:30～
17:30（土・日・祝除く））
詳細はこちら（https://www.it-hojo.jp/）

【担当課】
商務情報政策局サービス政策課
03-3580-3922
中小企業庁技術・経営革新課
03-3501-1816

・補助事業者の公募期間
【一次公募】
公募終了
【二次公募】
３月中旬-６月末（予定）

○中小企業者等の業種の垣根を越えた企業間の電子データ連
○中小企業者等の業種の垣根を越えた企業間の電子データ連携に関する
携に関する調査
調査
（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2016/161018ITkiban.
募集期間：募集終了
htm）
経営力向上・IT基盤整備支援事業

中小企業者等の業種の垣根を越えた企業間の
電子データ連携に関する調査を行うととも
○ITを活用して経営力向上を図る取組事例を紹介する相談会
○ITを活用して経営力向上を図る取組事例を紹介する相談会等の開催①
に、ITを活用して経営力向上を図る取組事例
等の開催①
公告期間：公告終了
を紹介する相談会等を開催。
（https://www.geps.go.jp/）
（委託）
○ITを活用して経営力向上を図る取組事例を紹介する相談会
○ITを活用して経営力向上を図る取組事例を紹介する相談会等の開催②
等の開催②
公告期間：公告終了
（https://www.geps.go.jp/）

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

地域未来投資促進事業

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）

IT利活用等による革新的なサービス開発や人
材育成・活用等を通じて生産性向上に取り組
む個々の中小企業・小規模事業者の要望に応
じ、専門家を派遣
（委託）

小規模事業者広域型販路開拓支援パッケージ事業

地域振興等機関が実施する、アンテナショッ
プの設置や、地方公共団体と連携して実施す
る展示会・商談会の開催などを通じた販路開
拓を支援。
（定額補助・委託）

-

公募終了

【国内共同販売拠点（アンテナショップ）支援事業】
公募終了
【地方公共団体連携型展示販売・商談会事業】
公募終了

海外展開戦略等支援事業

新市場開拓に取り組む中堅・中小企業等に対
して専門家の派遣等、海外展開への取り組み
を支援。
※現地企業との共同実証の支援については、
国際機関（AMEICC)への拠出金であるため公
募対象に含みません。

随時募集中

観光資源等を活用した地域高度化計画の策定等支援
事業

中小サービス業の活性化・生産性向上、経済
の底上げを実現するため、観光資源やスポー
ツスタジアム等を「地域の魅力を最大限に高
めるコア」として位置づけ、新たな産業・需
要・雇用等を呼び込む魅力的な街づくりに係
る高度化計画の策定等の支援を行う。
（委託）

採択済み

商店街・まちなか集客力向上支援事業（商店街集客
力向上支援事業）

商店街の中長期的な成長基盤の構築につなが
る、外国人観光客による需要を取り込むため
に行う環境や施設の整備等の事業や、消費喚
起に向けた商店街での高いセキュリティを有
するIC型ポイントカードの導入等に対して支
援。
（補助上限額：7,500万円 補助率：2/3）

商店街・まちなか集客力向上支援事業（まちなか集
客力向上支援事業）

中心市街地の中長期的な成長基盤の構築につ
ながる、外国人観光客による需要を取り込む
ために行う施設整備や、施設整備と一体的に
行う環境整備等の事業に対して支援。
（補助上限額:1.5億円 補助率：2/3又は
1/2）

【国内共同販売拠点（アンテナショップ（支援事業】
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=4159
【地方公共団体連携型展示販売・商談会事業】
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=4260

https://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/consortium.html

-

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

通商政策局
経済連携課
03-3501-1595
アジア大洋州課
03-3501-1953

商務情報政策局
サービス政策課
03-3580-3922

【1次公募】
公募期間：公募終了
http://syoutengai-customers.jp/

中小企業庁 商業課
03-3501-1929

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k170123001.html

地域経済産業G
中心市街地活性化室
03-3501-3754

【2次公募】
公募期間：公募終了
採択公表：5月中旬予定

【1次公募】
公募終了
【2次公募】
公募終了

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://h28.jizokukahojokin.info/

小規模事業者販路開拓支援事業（小規模事業者持続化補助金）

小規模事業者が商工会・商工会議所と一体と
なって取り組む販路開拓や生産性向上の取組
を支援。
（補助上限額：50～500万円 補助率：2/3）

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

【追加公募中】
平成29年4月14日（金）～平成29年5月31日（水）

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/?post_type=annais&p=3972&preview=true

取引条件の改善について、「サプライチェー
ン全体の取引適正化に向けた取組の強化、三
次、四次下請などへの浸透」に向けて、下請
ガイドライン等の浸透を図るための広報事業
等を行う。

平成28年10月11日～平成28年10月21日
公募終了

準備中

中小企業庁
取引課
03-3501-1699

取引条件の改善について、「サプライチェー
平成２８年度取引条件の改善に関する普及事業（ハンド ン全体の取引適正化に向けた取組の強化、三
次、四次下請などへの浸透」に向けて、下請
ブック等改訂事業）
ガイドライン等の浸透を図るためのハンド
ブック等の改訂事業を行う

平成28年10月14日～平成28年10月24日
公募終了

準備中

中小企業庁
取引課
03-3501-1699

平成２８年度取引条件の改善に関する広報事業
取引条件改善事業

Ⅲ．熊本地震からの復旧・復興

【３次公募】
3月1日～4月10日

中小企業組合等共同施設等災害復旧事業

熊本地震で被災した中小企業等グループの復
興事業計画に基づきグループに参加する事業
者が行う施設復旧等の費用及び共同店舗の新
設や街区の再配置などに要する費用を補助。
（補助率：中小企業者等 国1/2、県が1/4）
（補助率：上記以外
国1/3、県が1/6）

第1回交付決定：9月30日
第2回交付決定：11月1日
第3回交付決定：11月30日（大分県）
12月15日（熊本県）
第4回交付決定：12月27日
第5回交付決定：1月31日
第6回交付決定：2月21日
第7回交付決定：3月3日
第8回交付決定：4月28日（熊本県）

平成29年度当初予算事業

熊本県
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_16808.html
中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763
大分県
http://www.pref.oita.jp/soshiki/14040/grouphojokin.html

入札・公募等の状況
平成28年 4月 14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

Ⅰ．被災地の中小企業へのきめ細かな支援
岩手県
http://www.pref.iwate.jp/sangyoushinkou/shinjigyou/18736/023133.html

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
復興が遅れている地域（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整備等を行
う場合に、その費用に対して補助。（補助
率：国1/2 県が1/4）

第19次公募（公募：4月28日～6月16日、交付決定：8月下旬予定）
第20次公募（公募予定：9月上旬～）
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宮城県
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kifuku/group-20170405.html

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

率：国1/2、県が1/4）
福島県
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/

Ⅱ．中小企業の生産性向上支援

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

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

戦略的基盤技術高度化支援事業

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：4月14日～6月8日、採択公表日：7月下旬予定

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2017/170321mono.htm

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

商業・サービス競争力強化連携支援事業

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）

公募終了、全国審査会：6月中、採択決定：6月中

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/160318mono.htm

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

下請事業者支援対策取引あっせん事業

インターネット上の取引あっせんシステム
（BMS:ビジネス・マッチング・ステーショ
ン）の運用や地域の商談会の運営を補助する
ことで、事業者同士のマッチングを支援。

未定

準備中

下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業

①親事業者の生産拠点閉鎖の影響を受ける中
小企業者が行う新分野進出や、
②下請事業者が連携して行う事業を補助する
ことにより、特定の親事業者への依存からの
脱却
を支援。

未定

準備中

中小企業庁
取引課
03-3501-1699

戦略的基盤技術高度化・連
携支援事業

中小企業取引対策事業

中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/network/2017/17022
経営支援課
2onestop.htm
03-3501-1763

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

地域産業資源活用事業

中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用
により行う、商品・サービスの開発や販路開
拓を支援。（補助上限500万円、4者以上のグ
ループの場合：2000万円）、補助率2/3、
1/2）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2017/170207ChiikiShigenKoubo29.
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

消費者嗜好に関する情報提供等を通じて事業
者を支援する一般社団法人等の取組を支援し
ます（補助上限1,000万円、補助率2/3,1/2）

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2017/170207ChiikiShigenKoubo29.
htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

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、商品・サービスの開発や販
路開拓を支援（補助上限500万円（機械化・
IT化の場合：1000万円、補助率2/3,1/2）。

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2017/170207NoushokouKoubo
29.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

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、魅力ある地域資源
をブランド化して、国内外に売り出す取組の
中心的人材をOJT研修等により育成し、その
活動を支援（定額補助）。

公募終了

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2017/170203hurusatopro.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

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。（補助上限：
716.5万円/件、補助率1/2）

未定

戦略策定支援事業

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
の策定を支援する（補助上限200万円、定額
補助）。

公募終了

ＪＡＰＡＮブランド育成
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準備中

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2017/170213Jbrandkoubo.htm

中小企業庁
財務課
03-3501-5803

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1770

ＪＡＰＡＮブランド育成
支援事業
海外展示会出展等を通じてブランド確立や海
外販路開拓に取り組む事業を支援する（補助
上限2,000万円、補助率2/3）。

公募終了

ＪＡＰＡＮブランド等プロデュース支援事業

海外のニーズ等に詳しい外部人材を活用し、
日本の特色を活かした商材の開発、ブラン
ディング、PR・流通までのプロデュース活動
を支援。（補助率2/3）。

【事務局公募】
公募終了

産地ブランド化推進事業

伝統工芸や繊維等の産地への観光客誘致・海
外販路開拓を後押しするため、各産地にデザ
イナー等の外部人材を招聘する取組等を支援
する（補助上限5,000万円、定額補助）。

公募終了

海外ビジネス戦略推進支援事業

海外展開戦略策定につなげるため、海外現地
における事業の実現可能性調査やWebサイト
の外国語化等を支援する（①輸出企業の場
合：補助上限50万円、補助率1/2 ②直接投資
の場合：補助上限140万円、補助率1/2）。

公募中（平成29年2月28日(火)～ 平成29年4月28日(金)17:00）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2017/170228business.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

海外事業の課題解決のため、経営診断や事業
再編による海外進出先の移転の際の周辺国の
情報を提供（補助上限160万円、補助率
2/3)。

公募中（平成29年2月28日(火)～ 平成29年4月28日(金)17:00）

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2017/170228saihen.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

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、 個別相談
窓口の設置等を行う（委託）。

一部事業公告終了

－

貿易経済協力局 貿易管理部
原産地証明室
電話：03-3501-0539

ローカルファイル作成・
保存支援事業

移転価格文書化制度に基づく文書の作成・保
存に向けて、文書作成に必要な情報の把握を
行う態勢整備を支援。（委託）

未定

－

貿易経済協力局
貿易振興課
電話：03-3501-1662

海外輸出に係る認証取得支援事業

海外展開を目指す中小企業等を対象に、海外
認証に関する情報提供体制の整備等を通じ
て、認証取得支援を行う。（委託）

未定

－

産業技術環境局
基準認証政策課
電話：03-3501-9232

商工会・商工会議所が認定を受けた「経営発
達支援計画」に基づき実施する小規模事業者
の事業計画の策定・実施支援など伴走型の小
規模事業者支援を推進。
（補助上限：700万円、定額補助）

公募終了

-

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

公募終了

-

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

ブランド確立支援事業

中小企業・小規模事業者海 経済連携協定利用円滑化促進事業
外展開戦略支援事業

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2017/170213Jbrandkoubo.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1770

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k170302001.html

商務情報政策局
生活文化創造産業課
03-3501-1752

製造産業局
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k17021300
生活製品課 伝統的工芸品産業室
1.html
03-3501-3544

Ⅳ．小規模事業者の持続的発展支援

伴走型小規模事業者支援推進事業

商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者
と連携して行う特産品開発・販路開拓や観光
集客の取組等、複数の事業者の売上増大につ
ながる取組を支援します。
小規模事業対策推進事業
地域力活用新事業創出支援事業

＜地域力活用新事業全国展開支援事業＞
①調査研究事業（事業可能性調査
(F/S)）
補助上限500万円、定額補助
②本体事業（特産品開発、観光開発な
ど）
1年目：補助上限800万円、補助率
2/3
2年目：補助上限600万円、補助率
1/2

Ⅴ．地域経済の活性化・新陳代謝の促進

地域商業自立促進事業

商店街等における子育て・高齢者支援サービ
スの提供や空き店舗への店舗誘致などの取組
に対して支援。
（補助上限額：2億円 補助率：2/3）

公募期間：公募終了
採択公表：6月下旬予定

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/170331machinaka.htm

中小企業庁
商業課
03-3501-1929

個店連携モデル支援事業

商店街内の個店が連携して行う販路開拓や新
商品開発に対して支援。
（補助上限額：補助事業者数×100万円 ※た
だし500万円が上限 補助率：1/2以内）

公募期間：4月14日（金）～5月15日（月）

http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2017/170412machinakako
ten.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 補助上限額：1000万円、補助
率：2/3以内
先導的・実証的事業 補助上限額：1億円
又は2.5億円
補助率：1/2以内又
は2/3以内
専門人材活用支援事業 補助上限額：1000
万円又は1500万円
補助率：1/2以内
又は2/3以内）

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k170405001.html

地域経済産業Ｇ
中心市街地活性化室
03-3501-3754

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2017/170330sogyoshoukei.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2017/170207sogyoshien.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2017/170213Sogyo.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

地域・まちなか商業活性化
支援事業

【2次公募】
4月5日（水）～4月26日（水）
採択公表：5月下旬予定

創業・事業承継補助金

・創業に要する経費の一部を補助し、地域の
活性化を促します。平成29年度からは、事業
実施期間中に一人以上の雇用を要件化すると
ともに、民間金融機関等からの外部資金の活
用が見込まれ、経営安定化のために継続して
第三者からの支援が期待できる事業に対して
重点的に支援を行う。 (補助上限200万円※
外部資金調達の確約がない場合100万円、補
助率1/2）
・事業承継（事業再生を伴うものを含む）を
契機として、①経営革新等に取り組む中小企
業、②事業転換に挑戦する中小企業に対し、
設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必
要な経費を支援する（補助上限①200万円、
②500万円、補助率2/3）。

【事務局再公募】
公募期間：3月30日(木)～年4月14日(金)
採択公表：4月下旬予定

創業支援事業者補助金

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
（兼業・副業を通じた創業ニーズにも対応）
や創業支援の質の向上を図る取組等を支援す
る。（補助上限1,000万円※小規模な事業計
画向け補助上限100万円、補助率2/3）

【事務局公募】
公募終了

潜在的創業者掘り起こし事業

国で定めた一定水準のカリキュラムを実施す
る創業スクールを公認し、創業者の基礎的な
知識習得を支援する。
創業スクール選手権を創業スクール受講者以
外にも拡大することで、創業の意義を全国的
に広め、潜在的創業者の掘り起しを行う。

公募終了

地域中小企業人材確保支援等事業

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

創業・事業承継支援事業

中小サービス業中核人材の育成支援事業

ものづくり中核人材育成事業

中小企業・小規模事業者人
材対策事業

【1次公募】
公募期間：公募終了
採択公表：3月31日（金）

スマートものづくり応援隊事業

次世代の経営者を育成するため、サービス産
業の次世代の経営人材等と、優れた取組を行
う企業等をマッチングし、実地研修を組成す
る。
(補助、補助率1/2)
生産現場の工程改善やIoT・ロボット導入
に知見を有する専門家（スマートものづくり
応援隊）の人材育成・中小企業への派遣、高
度なサービススキルの習得の支援を通じた人
材育成、製造現場の中核人材の外部講習受講
を支援することで、生産性向上や技能・技術
の伝承を促進する

公募終了
（公募期間：平成28年9月2日～平成28年9月21日）

未定

スマートものづくり応援隊事業

本省直轄事業
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2017/170316chiikijinzai.html

公募概要：
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k16090500 商務情報政策局
1.html
サービス政策課
採択結果：
03-3580-3922
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/s161011
001 html

準備中

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k170220003.html
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中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

製造産業局
参事官室
03-3501-1689

製造産業局
参事官室
03-3501-1690

スマートものづくり応援
隊事業

生産現場の工程改善やIoT・ロボット導入
に知見を有する専門家（スマートものづくり
応援隊）の人材育成・中小企業への派遣、高 公募期間：平成29年2月20日（月曜日）～平成29年3月17日（金曜日）17
時必着
度なサービススキルの習得の支援を通じた人
公表：平成29年4月5日（水）
材育成、製造現場の中核人材の外部講習受講
を支援することで、生産性向上や技能・技術
の伝承を促進する。

カイゼン指導者育成事業（サービス業スクール）

民間団体等が「カイゼンスクール」を運営
（講師招聘、カリキュラム作成等）し、サー
ビススキル習得のための講座を開設する。
(補助、補助率1/2)

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が行う、
経営指導の能力向上に向けた研修を全国各地
で開催。

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）

未定

準備中

事務局の公募
公募終了

【事務局公募中】
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2017/170302shokibo.htm

平成29年2月8日（水）～4月28日（金）消印有効
第1次締切り 平成29年3月10日（金）消印有効（公募終了）
第2次締切り 平成29年4月28日（金）消印有効

4

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k170220003.html

http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29katsuro-project.html

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

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

