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平成２３年度中小企業支援計画【解説】 

 

Ⅰ．中小企業を取り巻く環境 

平成２２年度の中小企業の現況は総じて持ち直しの動きが見られていたが、東日本

大震災の発生により、東北地方沿岸部を中心に、甚大な被害を受けたばかりでなく、

原子力発電所の事故や電力供給制約等、様々なマイナス要因が生じ、業況は大幅に悪

化した。 

 

足下においては持ち直しの動きが見られるものの、依然として円高の進行や原油価

格の高騰等の先行きへのリスクもあり、予断を許さない状況が続いている。今後、中

長期的には人口減尐・尐子高齢化に伴い国内市場の伸び悩みが見込まれる一方、新興

国の台頭や市場拡大の動きが加速しており、中小企業にとっても、グローバル化への

対応が不可欠となってきている。 

 

中小企業は我が国経済の活力の源泉であるとともに、地域経済社会や雇用を支える

存在でもある。我が国経済が各種の困難や制約要因に直面している中、これを乗り越

え、再生を果たすためには、中小企業の活性化が必要不可欠である。このため、中小

企業が様々な環境変化や経営課題に対応し、その持てる力を最大限に発揮し得るよう、

中小企業の経営資源の確保を引き続き積極的に支援していくことが必要である。 

 

Ⅱ．平成２３年度の基本方針 

平成２３年度の中小企業支援計画（以下「本支援計画」という。）においては、平成

２２年６月に閣議決定された「中小企業憲章」の行動指針に示された柱に沿って、中

小企業の経営資源の確保が図られるよう基本方針を定める。 

第一に、中小企業の立場から経営支援を充実・徹底するとともに、起業・新事業展

開のしやすい環境を整えるため、中小企業の経営力の向上を図る経営支援体制の強化

事業、中小企業の技術力向上のための研究開発事業及び中小企業の新分野への進出を

促進する中小企業の販路開拓事業等を実施する。 

第二に、中小企業の人材の育成・確保を支援するため、中小企業人材対策事業を実

施する。 

第三に、中小企業の海外展開支援体制の充実を図るため、海外展開等支援事業を実

施する。 

第四に、公正な市場環境を整え、中小企業が地域及び社会に貢献できるような体制

を整備するため、中小企業取引適正化対策事業や地域コミュニティを担う商店街の活

性化事業等を実施する。 

 

また、中小企業の経済的社会的環境変化への適応の円滑化を図るため、事業再生支
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援事業等を重要な政策課題として支援するとともに、東日本大震災からの早急な復

旧・復興を図るための取組を強力に推し進め、中小企業の着実な成長を確保する。 

 

なお、本支援計画の実施に当たっては、国、都道府県（政令で指定する市を含む。

以下同じ。）及び独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）が、

「対話と協力」という基本的な考え方の下で情報交換を行い、それぞれの施策につい

て理解を深め、適切な役割分担の下で緊密に連携し、施策の効果を最大化することが

重要である。今後とも、都道府県において地域の特性を踏まえた多様な取組みが行わ

れていくことを考えれば、その重要性は高まっていくものである。 

 

Ⅲ．国の事業 

 １．事業の実施体制 

国においては、中小企業の経営資源の確保を支援するため、全国レベルのモデル事

業や経営基盤強化のための相談・情報提供事業等を都道府県、中小機構、都道府県中

小企業支援センター等の中小企業支援機関（以下「地域支援機関」という。）との連携・

協力により実施し、その成果の普及に努めるとともに、政策評価による事業の見直し

を行うものとする。 

 

２．事業の概要 ※数字は２３年度予算額 

（１）中小企業の立場からの経営支援の充実・徹底 

①中小企業経営支援等対策 

ア 中小企業支援ネットワーク強化事業 

４０．０億円（新規） 

幅広い中小企業支援機関から成るネットワークを経済産業局を中心に構築し、

中小企業支援の専門知識だけでなく実績豊富な相談員が、ネットワークを構成する

支援機関を巡回し、支援機関の相談対応の一環として、高度・専門的な経営課題に

直接対応し、必要な場合はさらに専門家の派遣により、中小企業が抱える経営課題

への支援体制の強化を図る。 

解 説 

本事業は、中小企業が抱える経営課題が高度化する中で、個々の中小企業支援機

関の日常的な相談のみでは十分な対応が困難なことから、経済産業局を中心とした、

幅広い支援機関から成るネットワークを構築し、支援機関の連携の強化、支援能力

の向上を図ることにより、中小企業が抱える経営課題への支援体制を強化するもの。 

具体的には、経済産業局が、中小企業支援の専門知識だけでなく豊富な実績を有

する専門家を巡回対応相談員として選定し、当該巡回対応相談員が、ネットワーク

を構成する支援機関を巡回し、支援機関の相談対応の一環として、高度専門的な相

談に直接対応するとともに、必要な場合はさらに専門家の派遣により、中小企業が
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抱える高度・専門的な課題の解決を図るもの。 

また、支援機関の相談員は、巡回対応相談員とともに相談事案に参加し、現場の

経験を通じて能力向上を図るとともに、集積された相談事例の知見・ノウハウ等を

ネットワーク内で広く共有することで、支援機関の能力向上を図る。 

 

イ 特許等取得活用支援事業 

１８．５億円（新規） 

中小企業におけるアイデア段階から事業展開までの知的財産権に関する悩みや

課題をその場で解決するため、都道府県ごとに知的財産に関する相談を一元的に受

け付ける専門の相談窓口を設け、同窓口に解決を支援する専門人材を配置してワン

ストップで解決するための取組に対して支援する。 

解 説 

中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産の悩みや課題をその場で解決を図

るワンストップサービスを提供し、中小企業等における知的財産活用・事業化促

進に繋げ、地域活性化に資するため、各都道府県に知財に関する専門の相談窓口

を設置し、次に掲げる支援事業を実施する。 

ⅰ 利便性が高く中小企業等の集客に優れたところで知的財産に関する課題等

を一元的に受け付ける窓口を開設。 

ⅱ 上記ⅰに支援担当者を配置し、中小企業等が企業経営の中で抱えるアイデ

ア段階から事業展開、海外展開までの幅広い知的財産の課題等をその場で解

決支援。 

ⅲ 上記ⅱによる解決が困難なより高度な知的財産の課題等に対して、知財専

門家の活用や支援機関との連携による解決支援。 

ⅳ 知的財産を活用していない中小企業等の発掘及び知的財産の活用促進。 

ⅴ 知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明、特許等の産業財産権に関す

る出願等手続支援（電子出願支援を含む）。 

 

②戦略的基盤技術高度化支援事業 

１５０．０億円 

我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、特にものづく

り基盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）の高度化に資する中小企業の研究

開発から試作までの取組を支援する。 

事業の実施に当たっては、各地のものづくり中小企業の状況について、地域支

援機関との情報交換に努める。 

解 説 
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本事業は、「中小ものづくり高度化法」に基づき定められた技術別指針に沿って

策定され、同法に基づき認定を受けた特定研究開発等計画に従った取組の実施を国

が委託するものである。本事業の実施主体は、事業管理機関、研究実施機関等によ

って構成される共同体を基本としている。また、認定計画に記載された全ての者の

参加が必要である。 

 

③地域イノベーション創出研究開発事業 

１０．０億円 

研究開発を起点とした新事業、新産業創出による地域経済の活性化を図るため、

地域の中小企業をはじめとする産学官のリソースを最適に組み合わせた研究体に

よる研究開発を支援する。 

解 説 

本事業は、地域において新事業の創出に貢献しうる技術シーズを活用した、新

商品の開発を目指す研究開発を広く公募し、国からの委託により実施するものであ

る。 

企業、大学等の研究機関が共同研究体を組織し、研究開発の実施主体となる。

平成２２年度では、全国から７８件の事業を採択した。平成２３年度事業について

は、平成２２年度に採択した事業の２ヶ年目にかかる事業等を実施し、新たな公募

は行わない。 

 

④小規模企業支援対策 

ア 指導事業 

２．９億円 

商工会及び商工会議所が小規模事業者に対して行う経営改善普及事業を円滑か

つ効果的に実施するため、全国商工会連合会及び日本商工会議所が商工会等に対し

て行う指導や情報の収集及び提供等に係る事業に対して支援する。 

解 説 

本事業は、商工会及び商工会議所が小規模事業者に対して行う経営改善普及事

業の効果的な実施を図るため、全国商工会連合会及び日本商工会議所を通じて指導

や情報提供等の支援や、商工会指導員に対する研修会や都道府県連合会の役員セミ

ナー等を行い、当該指導員等の資質の向上を図るものである。 

平成２３年度においても、経営改善普及事業を円滑かつ効果的に実施するため、

引き続き、全国商工会連合会や日本商工会議所の全国団体を通じた商工会等に対す

る指導や情報提供に対して支援を行う。 

 

イ 経営安定特別相談事業 

０．４億円 
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経営の危機に直面した中小企業の経営上の様々な問題の解決に資するため、全

国の都道府県商工会連合会及び主要商工会議所に設置されている「経営安定特別相

談室」での中小企業の相談対応を円滑に実施するために全国商工会連合会及び日本

商工会議所が行う指導事業等に対して支援する。 

解 説 

本事業は、経営の危機に直面した中小企業の経営上の問題解決に資するため、

全国の都道府県商工会連合会や主要商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置し、

中小企業からの相談に応じる体制を整備するものである。平成２２年度は、２５０

ヶ所に経営安定特別相談室が設置されており、平成２１年度の相談実績は２，３７

５件となっている。 

平成２３年度においても、引き続き本事業を実施し、経営の危機に直面した中

小企業の経営上の問題解決を図る。 

 

⑤指導機関指導員能力向上研修等事業 

１．９億円 

組合を設立しようとしている中小企業や経営課題を抱えている組合等の組織連

携に対する経営指導・支援に当たる都道府県中小企業団体中央会指導員に対して、

全国中小企業団体中央会が実施する、能力向上に必要な指導・研修事業に対して支

援する。 

また、中小企業団体中央会が実施する、中小企業が経営資源の強化及び補完を

図るための多角的連携指導に関する調査や、中小企業組合の設立動向調査を始めと

する各種調査・情報提供等に対して支援する。 

解 説 

 中小企業の連携・組織化の推進、中小企業組合の運営の適正化を図るため、中小

企業組合や各都道府県中小企業団体中央会への経営指導・支援を行う全国中小企業

団体中央会に対して、経営指導・支援に係る経費を補助しているものである。 

 平成２３年度においても、これらの連携・組織化の活動に対し、引き続き支援す

る。 

なお、各都道府県における中小企業連携組織対策事業については、各都道府県か

らの補助の下、各都道府県中小企業団体中央会が実施、支援している。 

 

（２）起業・新事業展開しやすい環境の整備 

①新事業活動促進支援対策 

３１．４億円 

地域の基幹産業である商工業と農林漁業の連携を支援する農商工等連携促進法

や、異分野・異業種の中小企業の連携を支援する新事業活動促進法に基づき、中小

企業者が新商品・新サービスを開発・販売する取組を支援する。 
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解 説 

本事業は以下の支援を行うものである。平成２３年度においても都道府県の施

策と連携し、中小企業の新事業の取組促進を図る。 

➣新連携型 

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１７年度施行）に基づ

き、異分野・異業種の中小企業者同士が連携し、互いの経営資源(技術・販路等)

を活用して行う新事業活動に対する支援。 

平成２２年度末時点で、７４０件の計画を認定。 

➣地域資源活用型 

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成

１９年度施行）に基づき、中小企業者等が地域資源（産地の技術、地域の農林

水産品、観光資源、伝統文化等）を活用して行う新事業活動に対する支援。 

平成２２年度末時点で、９０７件の計画を認定。 

➣農商工等連携型 

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成

２０年度施行）に基づき、中小企業者と農林漁業者が連携し、互いの経営資源(技

術・販路等)を活用して行う新事業活動に対する支援。 

平成２２年度末時点で、４３４件の計画を認定。 

 

②地域産品販路開拓機会提供支援事業 

１．０億円 

中小企業に対して、大手流通事業者との契約締結と百貨店等における商品の試験

販売の機会を提供することにより、販路開拓ノウハウの蓄積を支援する。 

解 説 

本事業の目的は、これまで大都市圏の百貨店等への販路を持たない中小企業者

に対し、百貨店等との商品取引機会を提供することにより、百貨店等における一般

的な商慣行のもとでの営業ノウハウの獲得、消費者への商品紹介機会の拡大を図り、

中小企業者が既存の流通システムを活用した販路開拓に自力で取り組むことを促

進するものである。 

平成２２年度においては、首都圏百貨店・高級スーパーマーケット・駅構内商

業施設１１か所に販売スペースを設置し、中小企業者の新たな販路開拓の取組を支

援しているところである。 

平成２３年度においても、都道府県や市町村、また地域支援機関等との密接な連

携・協力体制のもと、本施策を通じて地域の中小企業者の販路開拓の支援を図る。 

 

③地域力活用新事業創出支援事業 

１９．９億円 
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地域経済社会の形成に大きな役割を果たしている小規模事業者等の振興と安定

に寄与することを目的とし、商工会・商工会議所等が小規模事業者等と協力し地域

資源を活用した特産品開発等やその販路開拓などの取組を支援するための事業等

に対して支援する。 

解 説 

本事業は、地域の小規模事業者による全国規模のマーケットを狙った新事業展

開を促進するため、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所が小規模事業者と

協力し地域の資源を活かした新製品開発・全国的な販路開拓等への取組みや、地域

の産品・日本の美などの価値等、その地域においてのみ体験可能な魅力を活用した

ブランド形成等に対して幅広く支援するもの。 

また、地方における、環境問題、尐子高齢化、人口の都市部偏在等の課題の顕在

化を背景に、このような諸課題解決について生活者の視点から行う事業（コミュニ

ティ･ビジネス）であり、商工団体が小規模企業、地元自治体等と一体となって取

り組むまちづくり・むらおこし、介護・福祉などの事業に対して、地域経済の活性

化及び雇用創出の観点から支援を実施する。 

※２２年度までは、小規模事業者新事業全国展開支援事業として実施。 

 

④中小企業活路開拓調査・実現化事業 

３．７億円 

全国中小企業団体中央会が効果的な経営改善・革新に取り組む組合等に対して、

組合等が行う新たな活路の開拓を図るための調査研究や実現化に向けた取組に対

して支援する。 

解 説 

効果的な経営改善・革新に取り組む組合等に対して、ビジョンの策定、試作品の

研究・開発、情報ネットワークシステムの構築等を行う事業にかかる経費等を全国

中小企業団体中央会を通じて支援する。 

 

（３）中小企業の人材の育成・確保支援 

中小企業人材対策事業 

１１５．０億円 

就職未内定の新卒者等を対象にした中小企業における職場実習（いわゆるイン

ターンシップ）や、学生向けの合同就職説明会を実施し、新卒者等に中小企業で働

く上で必要な技能・技術・ノウハウを習得してもらうとともに、若手人材と採用意

欲のある中小企業等とのマッチングを行い、雇用につなげる。また、ものづくり分

野における技術・技能指導人材、若手技術者の育成や、農商工、自然エネルギー分

野、観光分野における実践型研修の実施に対して支援する。 

解 説 
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本事業は、中小・小規模企業にとって重要な経営資源である「人材」の確保・

育成を支援するため、以下の事業を実施するもの。 

ⅰ 新卒者就職応援プロジェクト：就職未内定の新卒者等に対し、中小企業で

の職場実習を行い、社会人としての基礎知識や中小企業で必要とされる技

術・ノウハウ等を習得させる事業。 

  平成２２年度前半で約５千人の職場実習を実施したが、２２年度後半から

２３年度にかけて、さらに１万人程度の職場実習を実施する。 

 

ⅱ 合同就職説明会：中小企業と若手人材との出会いの場を創出し、地域の中

小企業と大学との連携による合同就職説明会を開催する事業。 

 

ⅲ ものづくり人材育成事業：ＯＢ人材等を活用し、ものづくり中小企業等の

技術力の維持・向上のための指導者を育成するとともに中小企業で特に不足

している若手技術者を対象に現場実習主体の研修を実施する事業。 

 

ⅳ 農商工連携人材育成事業：農林水産物の生産から加工、流通、販路開拓ま

でを１つのビジネスサイクルとしてとらえ、戦略的に農商工連携を展開でき

る人材を育成するため、講義研修、実地研修を実施する事業。 

 

ⅴ 太陽光発電システム設置工事対応人材育成事業：太陽光発電システム設置

工事に関する専門知識を付与するための研修を実施する事業。 

 

Ⅵ 観光人材育成産業支援事業：地域の観光振興を担う人材を育成するため、

講義研修、実地研修を実施する事業。 

 

（４）中小企業の海外展開支援 

中小企業海外展開支援対策 

平成２３年６月、経済産業大臣を議長とする「中小企業海外展開支援会議」に

おいて策定された「中小企業海外展開支援大綱」を踏まえ、中小企業の海外展開を

支援する。 

ア 中小企業海外展開等支援事業 

２５．０億円 

我が国中小企業の海外市場開拓の推進のため、独立行政法人日本貿易振興機構

（ジェトロ）と中小機構が密接に連携し、海外展開を国内での準備段階から海外の

ビジネスパートナーとの契約締結段階まで、国内外で一貫して支援する体制を整備

し、中小企業の海外展開に対して支援する。 

解 説 
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本事業において、ジェトロは、国内外の広範な事務所ネットワークを活用して、

中小企業による海外展示会への出展支援や海外バイヤーの招へいを行うことによ

り、商談機会を提供する。また、海外市場に精通したコーディネーターの拡充等に

より、海外市場等に関する各種情報の提供や、海外企業とのマッチング支援など、

中小企業のニーズに即した海外販路開拓支援を強化する。中小機構は、海外展開戦

略策定支援や商品紹介の外国語対応支援など、海外展開に向けた準備支援を実施す

るとともに、多数の外国人バイヤーが訪れる国内見本市における支援を実施するな

ど、経営支援の観点から国内における中小企業の支援を実施する。 

また、２２年１０月には、中小企業の海外展開支援体制強化のため、経済産業

大臣を議長とし、関係省庁や関係機関の参加を得て、「中小企業海外展開支援会議」

を設置。本年６月の第３回支援会議において「中小企業海外展開支援大綱」を取り

まとめたところ。本大綱を踏まえ、中小企業の海外展開支援を更に推し進めていく。 

今後も、都道府県や市町村、各中小企業支援機関等との密接な連携・協力体制

のもと、中小企業の海外展開の取組を支援する。 

 

イ ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業 

５．９億円 

中小企業の新たな海外販路の開拓につなげるため、地域における複数の中小企

業が協働し、自らの持つ素材や技術等の強みを踏まえた戦略の策定支援を行うとと

もに、それに基づいて行う商品の開発や海外市場開拓の取組に対して支援する。 

解 説 

本事業では、以下の支援を行うものである。 

○戦略策定段階への支援 

自らの強み・弱みを分析し、明確なブランドコンセプト等と基本戦略を固める

ため、専門家の招へい、市場調査、セミナー開催などを行うプロジェクトに対し、

１年間に限り支援を行う。 

○海外市場開拓段階への支援 

具体的な海外販路開拓を行うため、専門家の招へい、新商品開発、展示会出展

等のプロジェクトに対し、最大３年間の支援を行う。 

 

（５）公正な市場環境を整え、中小企業が地域及び社会に貢献できるような体制の整

備 

①中小企業取引適正化対策事業 

ア 下請かけこみ寺事業 

４．３億円 

全国４８か所に設置した「下請かけこみ寺」において、下請取引に係る各種相

談への対応や、裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）による問題解決を図るとともに、「下
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請適正取引等の推進のためのガイドライン」の普及啓発等を実施する。 

本事業を全国規模で実施するに当たっては、中小企業へのサービスを徹底する

ため、下請取引に専門的知見を有する各都道府県の下請企業振興協会等との連携を

図る。 

解 説 

本事業は、全国の中小企業が抱える下請取引に関する悩み・相談ごとに相談員や

弁護士が親身になって対応。また、取引に関するトラブルを裁判以外の手法（ＡＤ

Ｒ）で迅速に解決するとともに、「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」

を普及啓発するため、本部及び各都道府県の４８か所に「下請かけこみ寺」を設置。 

平成２３年度においても、引き続き全国の「下請かけこみ寺」と連携し、下請適

正取引の推進を図る。 

また、下請かけこみ寺の相談員が弁護士からの助言を得て、中小企業からのきめ

細やかな相談に対応できる体制の整備を図る。 

 

イ 下請取引改善事業 

０．９億円 

下請代金支払遅延等防止法（下請代金法）の違反を未然に防止する観点から、

親事業者の調達担当者や経営者層を対象とした講習会を実施する。 

解 説 

本事業は、下請代金法等の周知徹底を図るため、親事業者の調達担当者を対象

とした講習会及び経営者層を対象とした講習会を実施するものである。（なお、調

達担当者対象講習会は 1日コース及び半日コースを開設。） 

平成２３年度においても、引き続き全国で講習会を開催し、下請代金法等の周知

を図る。 

 

ウ 官公需情報提供事業 

０．２億円（新規） 

国、独立行政法人等がホームページで公開している発注情報をロボット検索で

収集、データベース化し、中小企業が自らのニーズ（地域別、発注品目別等）に合

わせて絞り込むことで、簡易に発注情報を入手できる「官公需情報ポータルサイト」

の運営や、官公需における発注事例、受注事例の中からモデルとなる事例を収集し、

他の発注者や受注者に情報提供する。 

解 説 

本事業は、官公需における中小企業者の受注機会を増大させるため、中小企業

者等に適確な情報を提供するものである。 

 

②商店街活性化対策 
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ア 中小商業活力向上事業 

２０．０億円（新規） 

商店街等が地域コミュニティの担い手として実施する、尐子化、高齢化等の社

会課題に対応した集客力向上又は売上増加の効果のある商店街活性化を図る取組

に対して支援する。 

解 説 

本事業は、地方公共団体等との役割分担を踏まえ、尐子化、高齢化等の全国的

な社会課題に対応した、集客力向上又は売上増加の効果のある商店街活性化を図る

事業に対して支援するものである。 

平成２１年度からは、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活

動の促進に関する法律」に基づく認定を受けた事業については、重点的な支援を行

っており、平成２３年度についても引き続き支援を行うものとする。 

※本事業は、平成２３年度より執行等の観点から効率化を図るため、中小商業活性

化支援補助金と中小商業活力向上施設整備費補助金を廃止した上で新設した。 

 

イ 全国商店街振興組合連合会補助事業 

２．０億円 

全国商店街振興組合連合会が行う商店街活性化に係る研究会、都道府県商店街

振興組合連合会に対する各種研修事業及び商店街が実施するコミュニティ活動等

を支援する。 

解 説 

尐子化、高齢化の進展やモノからサービスへの消費のシフト、郊外型大型店との

厳しい競争等、近年の商店街を取り巻く厳しい環境に鑑み、全国商店街振興組合連

合会への補助を通じて、商店街活性化施策等の普及・啓発を行うとともに、コミュ

ニティ活動の実践や商店街関係者の人材育成を促し、地域経済の中心的存在である

中小小売商業及び商店街の活性化を図る。 

 

③戦略的中心市街地商業等活性化支援事業 

２８．８億円 

コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実現するため、中心市街地活性化

法に規定する認定基本計画に基づき、「都市機能の市街地集約」、「中心市街地のに

ぎわい回復」等を一体的に取り組む地域において、民間事業者、商業者、まちづく

り会社等が、地域と連携を図りながら実施する商業活性化事業に対して支援する。 

解 説 

本事業は、中心市街地活性化法に基づき、認定を受けた基本計画に記載のある

商業活性化のための事業に対し、必要な経費を一部補助（補助率２／３、１／２）

するものである。平成２３年度においても引き続き、全国における中心市街地の活
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性化に向けた取組みに対して積極的に支援する。 

 

  （６）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化 

①中小企業再生支援協議会事業 

４２．０億円 

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（以下「産活法」とい

う。）に基づき、各都道府県の商工会議所等の認定支援機関に設置されている中小

企業再生支援協議会において、企業再生に関する知識と経験を持つ常駐専門家が、

中小企業再生についての相談を受け、課題解決に向けた適切なアドバイスを実施す

る。 

また、相談案件のうち、再生のために財務や事業の抜本的な見直しが必要な中

小企業については、常駐専門家が中心となり中小企業診断士、公認会計士、弁護士、

税理士等の外部専門家と支援チームを編成し、再生計画策定と金融機関との調整に

ついて支援する。 

なお、中小企業の再生においては、経営悪化時の早期対応が重要であることか

ら、地域支援機関等と協力し、中小企業の経営者等に対して中小企業再生支援協議

会の早期活用を促す。 

さらに、産活法の改正により平成２３年７月から認定支援機関に事業引継ぎ支

援業務が追加されたことを踏まえ、認定支援機関に事業引継ぎ支援センター及び事

業引継ぎ相談窓口を設置し、専門家による適切なアドバイスを実施する。 

解 説 

本事業は、企業再生に関する知識と経験を持つ常駐専門家が、中小企業からの

依頼に応じ、相談から再生計画策定支援まできめ細かく支援するものである。中小

企業再生支援協議会は、平成１５年２月の設置以来、平成２３年６月末までに２２，

５２６社からの相談に応じ、このうち約半数は、アドバイスや関係機関施策の紹介

等により相談内容が解決した。また、２，９８６社の再生計画策定支援を完了し、

その結果、約１９．２万人の雇用を確保・維持するなど、地域の中小企業の身近な

相談窓口として、また債権者間調整機能を果たすものとして重要な役割を果たして

いる。 

平成２３年度においては、産活法に基づく中小企業承継事業再生計画の活用な

ど、各再生支援協議会において再生計画策定支援をより着実に実施するための体制

を整備するとともに、これまで講じてきた各協議会の機能強化策を引き続き確実に

実行する。 

なお、中小企業の再生においては、経営悪化時の早期対応が重要であることか

ら、地域支援機関等と協力し、引き続き、中小企業の経営者等に対して中小企業再

生支援協議会の早期活用を促す。 

さらに、産活法を改正し、平成２３年７月から認定支援機関に事業引継ぎ支援
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業務が追加されたことを踏まえ、認定支援機関に事業引継ぎ支援センター及び事業

引継ぎ相談窓口を設置し、事業引継ぎの専門家が、中小企業の事業引継ぎについて

の相談を受け、課題解決に向けた適切なアドバイスを実施する。 

相談案件のうち、具体的な事業引継ぎを実施する意思がある企業については、

ⅰ）事業の強みや弱みの分析、ⅱ）実態を反映した財務諸表の整備、ⅲ）事業価値

の引き上げ方策の提案、ⅳ）事業引継ぎ先企業との引き合わせ、契約締結に向けた

支援を事業引継ぎ支援センターにて行う。 

 

②省エネルギー対策導入促進事業 

８．８億円 

省エネに関する技術と資金が十分でない中堅・中小企業に対し、省エネ技術の導

入可能性に関する診断事業等の実施や、エネルギー消費量を「見える化」する計測

監視システムの導入を支援する。 

解 説 

本事業は、エネルギー消費の約半分を占める産業部門や、近年、エネルギー消

費の伸びが著しいオフィスビル等の業務部門におけるエネルギーの有効利用及び

エネルギー管理の強化を図るためのものである。 

具体的には、工場やビル等の施設について、省エネの専門家による、原則 1日

の無料省エネ診断を受けることができる（年間約１，２００件実施予定）。また、

簡易ＢＥＭＳ等のエネルギー計測監視装置を設置し、かつ、省エネ診断を実施する

事業者は、当該装置の導入に係る費用の一部（１／２）について補助を受けること

ができる。 

 

（７）東日本大震災からの復旧・復興に関する事業 

東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業の早期の復旧・復興を図るた

め、被災中小企業等の経営資源の確保に向けた以下の事業を行う。 

①中小企業支援ネットワーク強化事業 

３．０億円（一次補正） 

東日本大震災の発生により、中小企業の日常的な経営相談窓口である地域支援

機関（商工会議所、商工会）の支援機能が大きく低下したところ。そのため、中小

企業支援ネットワーク強化事業を活用し、震災対応の相談員を被災地域の支援機関

に派遣し、これら被災地域の地域支援機関の支援機能の復旧、回復を図る。 

解 説 

災害による被害を受け本来の支援機能が大きく低下している支援機関をサポー

トするため、震災対応の相談員が被災地域の支援機関において、被災中小企業の相

談を幅広く受け付け、必要に応じて専門家を派遣する。 
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②風評被害対策 

１９．８億円（二次補正） 

東日本大震災の影響により、被災地の製品のみならず日本製品全般に対する海

外からの風評被害が生じており、海外ビジネスを展開する上で、大きな障害となっ

ている。これら障害を克服し、中小企業の海外展開を支援するため、海外バイヤー

の招へいや、国内外展示会への出展支援等の拡充を図る。 

解 説 

６月２３日に策定した「中小企業海外展開支援大綱」を踏まえ、風評被害を払

拭し、被災地域を中心とした中小企業の海外展開を強力に推し進める。具体的には、

中小機構と独立行政法人日本貿易振興機構とが連携して、国内外展示会への出展支

援、海外バイヤーの招へい、ミッション派遣などを行い、中小企業の海外展開を支

援する。 

 

③中小企業再生支援協議会の体制強化・機構設立支援 

３１．２億円（二次補正） 

東日本大震災により甚大な被害を受けた事業者の再生のためには、二重債務問

題の解決に向け、各県において、従来から事業再生を支援している、中小企業再生

支援協議会の体制を大幅に拡充することが必要。被災地域における中小企業再生支

援協議会の専門家の増員等体制整備を図り、これにより再生支援協議会の下に「産

業復興相談センター」を設けるとともに、債権買取等を行う「産業復興機構」の各

県ごとの設立を支援することにより、被災中小企業の再生を図る。 

解 説 

被災事業者が相談から具体的な支援までをワンストップで受けられる体制を構

築するため、中小企業再生支援協議会の下に、各県ごとに「産業復興相談センター」

を設置し、被災事業者の再生可能性があると判断した場合、各県に創設する「産業

復興機構」による債権買取等を実施し、地域金融機関からの新規融資を通じて、被

災事業者の迅速な再生を促進する。 

このように、中小企業再生支援協議会の体制を抜本的に拡充するため、専門家

の大幅な増員、機能強化を行うとともに、創設する「産業復興機構」の無限責任組

合員に対する人件費補助を実施する。 

 

Ⅳ．都道府県の事業 

１．事業の実施体制 

都道府県においては、国との「対話と協力」を通じて、適切な役割分担の下で必要

な連携を積極的に進めるとともに、地域の関係機関、団体等との十分な連携のもとに

地域の経済及び実情を踏まえた支援措置の効果を最大限発揮するよう事業の実施に努

めることを期待する。加えて、その効果をより確実なものとするため、国の事業との
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相乗効果を図りつつ、以下に例示する支援事業等の実施や、中小企業に対する適切な

支援が確保されるよう必要な予算の確保に努めることを期待する。 

 

２．事業の概要 

（１）中小企業の立場からの経営支援の充実・徹底 

①都道府県中小企業支援センター事業 

都道府県中小企業支援センターが実施する、中小企業の抱える専門的な経営課

題解決のための相談事業、専門家派遣事業、情報提供等事業、研修事業等。 

 

②中小企業及び支援機関の人材確保・育成支援 

ア 支援人材能力開発事業 

地域における中小企業支援機関の支援担当者の能力強化に係る研修事業。 

 

イ その他中小企業の人材確保・育成に係る支援事業 

 

③中小小売商業の振興支援 

ア 商店街振興組合指導事業 

都道府県商店街振興組合連合会が各商店街振興組合等に対し指導等を行う事業。 

 

イ その他の中小小売商業の振興に係る支援事業 

 

④小規模事業者に対する支援 

ア 経営改善普及事業 

全国の商工会、商工会議所及び都道府県商工会連合会が実施する、小規模事業

者からの様々な相談に対するきめ細かな対応や、ニーズに応じた専門家の派遣や若

手後継者等の人材育成の推進など、小規模事業者の経営改善や経営革新を支援する

ための事業。 

 

イ 小規模企業者等設備資金貸付・設備貸与事業 

小規模企業者等の創業及び経営基盤強化に必要な付加価値額の向上等が見込ま

れる設備の導入を促進するための設備資金の無利子貸付並びに設備の割賦販売及

びリース事業。 

 

ウ その他小規模事業者の経営力向上等に対する支援事業 

 

⑤中小企業連携組織対策事業 

組合等の活性化に資する事業を円滑かつ効果的に実施するため、都道府県中央
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会指導員等の人材育成事業や各組合等の実施している取組事例、官公需に関する情

報等を収集・加工し、各組合等に広く情報提供する事業。 

 

⑥その他の経営基盤の強化に資する事業 

その他、地域の実情に応じ、必要となる支援事業。 

 

（２）起業・新事業展開しやすい環境の整備 

①経営革新支援事業 

中小企業の経営革新を促進するため、中小企業新事業活動促進法に基づき、経

営革新計画の承認を受けた中小企業等が当該計画に従って行う経営革新の取組を

支援する事業。 

 

②その他の経営の革新や新事業展開への支援事業 

その他、地域の実情に応じ、地域資源活用、農商工連携などの新たな事業の取

組に対する支援事業。 

 

（３）中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化 

①経営安定特別相談事業 

経営の危機に直面した中小企業の円滑な問題解決を図るため、全国の都道府県

商工会連合会及び主要商工会議所に「経営安定特別相談室」を設置し、中小企業か

らの相談に応じる体制を整備する事業。 

 

②その他の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に資する事業 

その他、地域の実情に応じ、中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円

滑化のために必要となる事業。 

 

Ⅴ．独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業 

１．事業の実施体制 

中小機構は、第二期中期目標（平成２１年２月２７日、財務大臣及び経済産業大臣

指示）に基づき、全国的視点に立って、中小企業の高度な専門性を有する経営課題等

に対し、多様な支援ツールを活用しつつ機動的に支援を行うとともに、中小機構の支

部等と地域支援機関等との連携強化や中小機構の培った支援ノウハウの提供等を通じ

て、全体としての相乗効果が発揮できる実施体制を整備する。 

また、中小企業大学校等において、地域の中小企業、地方公共団体及び地域支援機

関等、大学等との連携体制を構築の上、中小企業が抱える現下の高度な経営課題に対

応した実践的な研修を実施する。 
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２．事業の概要 

平成２３年度の事業実施にあっては、上記の観点を踏まえ、本部・支部が有する支

援ツールを有効に活用し、高度な専門性を要する経営課題等への支援や地域支援機関

等との連携強化を図ることとする。 

なお、具体的な事業の実施については、以下のとおりとする。 

 

（１）中小企業の新たな価値を創造する事業展開の促進 

①新事業創出・販路開拓等支援事業等 

中小企業の新事業活動を効果的・効率的に支援するため、地域支援機関等と緊

密な連携を図りながら、支部等が、農商工等連携促進法、地域資源活用促進法、中

小企業新事業活動促進法（異分野連携）に係る事業活動に取り組む中小企業者に対

して計画策定等の支援を行うとともに、ものづくり分野の高度な技術の事業化、広

域的な販路開拓や国際展開など高度な専門性を要する経営課題を抱える中小企業

者等に対して課題解決に向けた経営支援を行う。 

また、中小企業の販路開拓等を支援するため、首都圏等を中心とした全国規模

の商談会等、ビジネスマッチングの場を提供するとともに、新商品等についての市

場調査、テストマーケティング、バイヤー等への情報提供等を行う。 

さらに、中小企業の国際化に対する支援を行うため、中小企業が海外展開（海

外進出、海外企業との業務提携・国際取引等）を図る上で生じる経営課題を解決す

るための有益な情報提供、アドバイス等を実施する。本事業を円滑に推進するため、

地域支援機関等との連携によるセミナーや個別相談会等を開催する。加えて、海外

市場開拓を志向する中小企業に対して、日本貿易振興機構等関係機関と連携し、海

外展示会への出展支援を行う。 

解 説 

本事業は、中小機構の支部等が、農商工連携、地域資源活用、新連携の枠組み

を活用した事業活動に取り組む中小企業者等に対して、マーケティングや事業計画

の作成等、法認定に向けたブラッシュアップ支援から、法認定後の事業計画に沿っ

た商品企画、試作品開発及び販路開拓等に係るフォローアップ支援を実施するもの

である。加えて、新たな商品・サービスの開発や新分野・新市場の開拓等、新たな

事業展開に挑戦する中小企業に対して、企業ニーズや経営課題に応じた支援を行い、

他の中小企業のモデルとなる企業や事業を育成する。 

また、中小企業の販路開拓等を支援するため、首都圏等におけるビジネスマッ

チングやテストマーケティング機会の提供、大手流通事業者等との連携による新商

品の販路開拓、大規模展示会・商談会、投資家等へのビジネスプラン発表会等の活

用によるビジネスマッチング等、全国ベースでの効果的な支援を実施するとともに、

テストマーケティングショップの活用等により、地域中小企業等の販路開拓を支援

する。加えて、販路開拓に関して豊富な情報を有する企業ＯＢ等を販路ナビゲータ
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ーとして登録し、商品の評価及び販路先に係る情報提供を行う販路ナビゲーター創

出支援事業を実施する。その際、地域支援機関等が手がけた支援企業の出口支援と

して活用できるよう地域支援機関等と連携を図る。 

さらに、国際化に取り組む中小企業に対して、海外展開に関するアドバイスや

セミナー等の支援を実施する。具体的には、専門家によるアドバイスを行うほか、

地域支援機関等が行う各地域の特性を活かした海外展開セミナーや個別相談会等

の開催を支援する。また、地域支援機関等が窓口となって取りまとめられた相談案

件について、中小機構からアドバイザー等を派遣し、当該機関等において面談アド

バイス（出張アドバイス）を実施する。加えて、海外市場開拓の支援事業として、

日本貿易振興機構等国内外の関係機関との密接な連携・協力体制のもと、海外市場

ニーズに合った製品等を有する中小企業の発掘を推進するとともに、これら発掘し

た企業を始め海外市場開拓に意欲的に取り組む企業に対して、海外展示会及び多数

の海外バイヤーが訪れる国内展示会への出展支援として、「出展サポート事業」を

実施する。具体的には、出展前・出展後の企業が抱える問題点の解決に向けたアド

バイスの実施、出展ノウハウの習得を目的とした研修事業等を実施する。 

 

②インキュベーション事業 

新製品・新技術の研究開発や新分野への進出を目指す中小企業等を対象とし、

インキュベーション施設の運営を行うとともに、地域支援機関等と連携を図り、イ

ンキュベーション・マネージャー等が事業化に向けた支援を実施する。 

解 説 

本事業は、新製品・新技術の研究開発等を行うための賃貸型事業施設の運営を

行うとともに、インキュベーション・マネージャー等が入居者のニーズ、課題に対

応した支援を行うものである。支援に際しては、中小機構の支援ツールや連携する

地方公共団体、地域支援機関等、大学等の持つ支援ツールを有効に活用する。 

なお、インキュベーション施設の運営に当たっては、中小機構、大学、地方公

共団体等で構成する運営委員会により施設運営方針を定め、地域支援機関等との連

携の下、中小企業等の新事業創出等を支援する。 

 

（２）中小企業の経営基盤の強化 

①中小企業支援機関連携強化事業 

地域支援機関等との連携強化、支援ノウハウの共有を図るため、支援実務者を

対象とした研修や、地域支援機関等の連携強化を目的とする連絡会議やセミナー等

を実施する。 

また、支援情報の結節点としての情報交流・情報提供により地域支援機関等と

の連携を強化し、地域における中小企業支援とのシナジー効果の向上を図る。 

さらに、国が行う「中小企業支援ネットワーク強化事業」が円滑に進むよう、
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巡回対応相談員の能力向上に向けた支援や支援事例の情報提供等を行うとともに、

地域支援機関等の連携強化に資する取組みを行う。また、中小企業の事業承継支援

が円滑に進むよう、支援事例の情報提供等を行う。 

解 説 

本事業は、地域支援機関等とのネットワークの強化を図り、支援成果、支援ノ

ウハウの提供等により、地域支援機関等の支援機能の向上を図ることを通じて、全

体としての相乗効果を発揮しようとするものである。 

中小企業の経営相談に対応する地域支援機関等の連携強化、支援能力の向上を

図ることをねらいとした、国の「中小企業支援ネットワーク強化事業」が円滑に推

進されるよう、中小機構に、同事業に係る支援を行う専門家等を配置し、経済産業

局が設置する巡回対応相談員に対して、助言・研修の実施、支援事例・新現役人材

の活用に関する情報提供や支援実務者の能力向上の取組み等の支援を行うととも

に、地域支援機関等の連携強化に係る助言等を行う。 

また、地域支援機関等による中小企業の円滑な事業承継をサポートするため、

中小機構の支部等に事業承継コーディネーターを配置し、地域支援機関等との事業

承継支援のネットワークを整備するとともに、地域支援機関等からの要請に応じて、

情報提供等を行う。 

 

②地域中小企業普及啓発事業 

中小企業施策情報、先進的な企業の事例情報等、中小企業、都道府県や地域支

援機関等の中小企業支援担当者等にとって必要な情報をワンストップで提供する

中小企業ビジネス支援サイト（Ｊ－Ｎｅｔ２１）を運営する。加えて、中小企業の

経営課題解決のための調査研究、支援ノウハウ提供のための調査研究等を行い、得

られた事例等の啓発・普及を図る。また、施策浸透フォーラムの開催を通じ、中小

企業に対して支援施策の浸透等を図る。 

解 説 

本事業は、中小企業、都道府県や地域支援機関等の中小企業支援担当者等が必

要とする国の支援・施策情報に加え、地方公共団体等が独自に実施する支援・施策

情報や地域中小企業の成功事例等を集約し、情報提供を行うものである。 

情報提供を行うに当たっては、関係機関との連携を促進し、地域の情報ニーズ

の把握に努めるとともに、地域支援機関等からの推薦等により地域において優れた

取組みをしている中小企業について取材し、成功事例として取りまとめる。 

また、地域中小企業に対して支援施策の浸透等を図るため、新事業展開等に取

り組む中小企業を対象に政策課題に対応したフォーラムを適宜開催する。 

 

③養成研修事業 

中小機構は、中小企業大学校等を活用し、経営課題の解決能力の向上を目指す
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中小企業の経営者及び経営幹部等や、中小企業に対し質の高い助言が行える支援人

材を育成するため、以下の研修を実施する。 

ア 中小企業者向け研修 

中小企業経営者や経営幹部等を対象に座学による講義に加え、自社の経営データ

を持ち寄った経営課題の解決策や製造業における現場改善実習といった実践的な

研修を実施する。 

特に、中小企業の経営管理者や後継者等を対象とした他の研修機関では実施が

困難な長期研修及び政策要請の高い研修に重点を置く。 

 

イ 中小企業支援人材向け研修 

都道府県や地域支援機関の職員等に対し、中小企業の経営診断実習や中小企業の

多種多様な事例を活用した演習等に重点をおいた実践的な研修を実施する。 

解 説 

地方公共団体や地域支援機関等の要望を積極的に取り入れながら以下の研修を

実施する。 

ア 中小企業者向け研修 

一般的に大企業と比べ経営資源に限りのある中小企業が、自ら経営課題を解決

できるよう、また、新たな事業活動へ挑戦できるようにするためには、中小企業の

経営者、経営幹部、リーダー（幹部候補）の能力向上を図ることが不可欠である。

その中小企業の経営者等に対し、経営戦略、マーケティング、財務管理、生産管理

といった経営者等として身につけるべきテーマについて、自社の課題解決等につな

がる応用力を身につけることに重点を置き、併せて、ＩＴ経営や国際化等の中小企

業の生産性向上や販路拡大といった経営課題に対応した研修を実施する。 

 

イ 中小企業支援人材向け研修 

中小企業の現場における経営の診断実習や多業種・多分野にわたる多様な事例

を用いた演習などによる実践的な研修に加え、新たな政策課題や中小企業支援施策

に関する研修を実施し、県センターの職員、経営指導員をはじめとする支援人材の

能力向上を図る。 

 

④高度化事業 

中小企業が共同して経営基盤の強化や事業環境の改善を図るために組合等を設

立して実施する事業や、第三セクター、地方公共団体、商工会等が地域中小企業を

支援するために実施する事業に対して、事業計画について都道府県及び中小機構が

診断・助言を行うとともに、施設整備に必要な資金の一部を都道府県と中小機構が

財源を出し合い長期・低利で融資する。 

また、既に融資を実行した組合、組合員等に対しては、事業目的の達成や財務
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状況の改善を支援するため、アドバイザー派遣等により、積極的な経営支援を図る。 

加えて、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に

関する法律」に基づき創設された、市町村と連携して行う高度化事業制度について、

その普及を図り、円滑な実施に努める。 

解 説 

本事業においては、都道府県等と連携し、新たなニーズ・案件の発掘に努める

とともに、大規模な設備投資の資金需要等に応える本事業の利用促進・拡大を図る。

都道府県等の財源負担割合の軽減措置（平成２６年３月３１日までの時限措置）に

ついては引き続き実施する。 

また、現下の厳しい経済情勢下では、財務状況が急変する可能性もあるため、

正常償還先であっても、経営上の問題点の把握に努め、アドバイザー派遣等により、

不良債権化の未然防止を図る。 

加えて、「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関

する法律」に基づき市町村と連携して行う高度化事業については、事業の実施を希

望する市町村に対し、事前に高度化事業の趣旨・目的、診断・助言、貸付手続きや

債権管理手法等について説明を行うとともに、逐次市町村の相談等に応じ、事業の

円滑な実施に努める。 

 

⑤中心市街地商店街等活性化支援事業 

ア 中心市街地活性化協議会運営支援事業 

中心市街地活性化の推進に当たり、その中心的な役割を果たすことが期待され

る中心市街地活性化協議会の設立等に向けたアドバイスや、既に活動している中心

市街地活性化協議会における課題の検討、ネットワーク化の推進等について、中小

機構に設置する中心市街地活性化協議会支援センターを中心とした支援を行う。 

解 説 

本事業は、中心市街地活性化の推進のため、中心市街地活性化協議会に対する

情報提供等の支援を行うものである。日本商工会議所、全国商店街振興組合連合会、

全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会など関連団体との連携の下、中心市街

地活性化協議会支援センターを設置・運営し、各地の協議会を支援する。 

  

イ 中心市街地商業活性化診断・サポート事業 

中心市街地活性化協議会等が行う中心市街地における商業活性化の取組を支援

するため、中小機構における専門的ノウハウを活用し、商業活性化に関する計画等

の診断・サポートを行う。 

解 説 

本事業は、各地の市町村の協力の下、商業活性化に関する計画等の診断・サポ

ートを行うことにより、各地の商店街・中心市街地活性化協議会等が行う商業活性
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化の取組を支援するものである。日本商工会議所など全国団体の推薦を受けた専門

家を登録し、アドバイザーとして各地の商店街・中心市街地活性化協議会等へ派遣

する。 

 

（３）中小企業の経営環境の変化への対応の円滑化 

中小企業再生支援事業  

各都道府県の商工会議所等の認定支援機関に設置されている協議会を支援する

ため、中小企業再生支援全国本部を設置し、協議会への個別の中小企業再生案件に

係るアドバイスや公認会計士等の専門家の派遣等を行うほか、協議会活動の分析や

業務標準化、関係機関等のネットワーク構築等を実施することにより、協議会をサ

ポートし、地域の中小企業の再生を総合的に支援する。 

また、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家に対し、再生

支援のノウハウ習得のための研修やセミナーを開催するほか、協議会の業務に携わ

る者に対する実践的な研修を行う。 

解 説 

本事業は、各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会の活動を支援

するため、中小企業再生支援全国本部を設置し、地域で不足している再生支援専門

家の派遣、各協議会への個別の中小企業再生案件に係るアドバイス、再生に関する

情報提供等を行うものである。 

また、協議会活動の分析や業務標準化、関係機関等のネットワーク構築等の実

施、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の専門家に対する研修やセミ

ナーを開催するほか、協議会の業務に携わる者に対する実践的な研修を行い、地域

の中小企業の再生を総合的に支援する。 

 

（４）東日本大震災からの復旧・復興に関する事業 

東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業等に対し、経営資源の確保等

を支援するための適切な措置を迅速に講じる。 

具体的には、被災地域の地方公共団体・地域支援機関や被災中小企業等に対し

て専門家を派遣し、地域経済の再生、まちづくりに向けた再建計画の策定や中小企

業の事業再建等の支援を行う。 

加えて、被災地域の中小企業等が風評被害を受けていることを鑑み、海外バイ

ヤー等が訪れる国内展示会への出展支援を行うとともに、国内で海外販路開拓のた

めの商談会を開催する。 

さらに、テストマーケティングショップを活用した被災地域の地域産品の販売

ＰＲや大規模な展示即売会・商談会の開催等による販路開拓の支援、中小企業大学

校による復興支援セミナーの実施など、機構の支援ツールを活用し、被災中小企業

等を支援するための事業を行う。 
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また、二重債務問題への対応に当たっては、債権買取等を行う「産業復興機構」

への出資等を通じて、被災中小企業の支援を行う。 

解 説 

地方公共団体・地域支援機関等への専門家の派遣については、復興計画の策定

支援（高度化事業を活用したまちづくり、地場産業の復興等）、支援機関が行う巡

回・助言への同行、セミナー・相談会の企画・講師派遣等を行う。被災中小企業へ

の専門家の派遣については、事業再建計画の策定支援、転業・新事業展開に向けた

助言、設備等の復旧・補修相談、資金調達の検討に対する助言等を行う。 

加えて、被災地域の中小企業等の風評被害を払拭するため、被災地域に事業所

を有する中小企業及びこれらの企業と取引がある中小企業を対象に、海外バイヤー

等が訪れる国内展示会への出展支援を行うとともに、国内で海外販路開拓のための

商談会を開催する。 

さらに、テストマーケティングショップを活用した被災地域の地域産品の販売

ＰＲ、大規模な展示即売会・商談会の開催、中小企業総合展での被災地支援ブース

の設置、大手小売店等との連携等による販路開拓の支援を行う。このほか、中小企

業大学校による復興支援セミナーを被災地で行うなど、機構の支援ツールを活用し、

被災中小企業等を支援するための事業を実施する。 

また、二重債務問題への対応に当たっては、債権買取等を行う「産業復興機構」

への出資等を通じて、被災中小企業の支援を行う。 

 


