
中小企業庁支援策のご案内

人材確保・育成を支援します
日本を支える大きな源泉は中小企業です。
中小企業を支えているのは「人」です。
「人」を育て、その雇用を守る中小企業の想いにお応えします。

平成22年度



働く従業員を守りたい1

助成金・税制 情報提供・相談 セミナー・研修・イベント
利用者ニーズ

支援制度

青文字の施策は厚生労働省の助成制度です（抜粋）
詳しくは厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html）を御覧下さい。

景気の変動などにより、売上高や生産量が減少し、一時的に休業等を実施する場合、
支払った休業手当等の一部を助成します。

●ハローワーク　　 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
●都道府県労働局　http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/

お問合わせ

中小企業緊急雇用安定助成金（厚生労働省施策）1

　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.htmlH  P
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【休業・教育訓練の場合】
休業手当又は賃金相当額の4／5
　（教育訓練を行った場合は一人一日6,000円を上乗せ）

【出向の場合】
出向元事業主が負担した賃金相当額の4／5
※教育訓練費を除く一人一日辺りの助成額は、7,685円（平成21年8月1日現在）が限度となります。

【実績】（平成22年1月速報値）
届出事業者数合計83,142事業所
対象者数1,727,215人
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よい人材を確保したい2
地域の中小企業と就職活動中の学生や求職者とのマッチングをお手伝いします。

人材橋わたし事業1

新分野進出や生産性の向上に必要な基盤人材（中小企業の経営基盤の強化に資する
人材）などを雇用保険の一般被保険者として雇い入れた中小企業の事業主は助成を
受けることができます。

●雇用・能力開発機構の各都道府県センター　TEL.0570-001154
　http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-1.html

お問合わせ

H  P

中小企業基盤人材確保助成金（厚生労働省施策）2

ものづくりやサービス業などの分野において、採用意欲があり、か
つ人材育成に優れる企業1,443社（1月21日時点）の企業概要及
び製品紹介、人材育成方針、キャリアプランなどの魅力をウェブサ
イトを中心に情報発信を行います。
●ウェブサイトに掲載された企業に代表される鋳造や鍛造、金型といった人材確保に難を抱える中小企業性の
高い業種に光を当て、それらの魅力を紹介することで、雇用のミスマッチ解消を図ります。

●大学、ハローワーク、ジョブカフェなどで積極的に紹介し、魅力ある企業の情報発信を行います。

●新卒者就職応援プロジェクト
　今春の新卒者5,000人を対象に、原則6ヶ月間の職場実習（いわゆるインターンシッ
プ）を行っています。受入中小企業には日額3,500円の教育訓練費および寮費（必要な
場合）、実習生には日額7,000円の技能習得支援金を支給するとともに、キャリアカウ
ンセラー等の専門家が職場実習を支援します。

●合同就職説明会
　商工会議所や大学などと連携して、地域ごと、学校ごとに合同就職説明会を開催して
います。

●中小企業等の採用力強化支援
　中小企業の求人開拓や魅力発掘、求人企業に対する選考活動の支援、採用に関するコンサルティング、求人企業
や学生に向けたセミナーの開催等を採用支援会社などに委託し、求人と求職のマッチングを図ります。

（新卒者就職応援プロジェクト）
●株式会社　学情　TEL.03-5288-8851
●株式会社　パソナ　TEL.03-6734-1055
●中小企業庁　経営支援課　TEL.03-3501-1763
　http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/jinzai.htm

（合同就職説明会）
●中小企業庁　経営支援課　TEL.03-3501-1763
　http://www.hashiwatashi.net/
（中小企業等の採用力強化支援）
●産業政策局　人材産業政策室　TEL.03-3501-2259（直通）
●各経済産業局　人材産業政策室　（最終頁参照）

雇用創出企業3

お問合わせ

【実績】（平成22年2月現在）開催数：255回 参加企業：5,493社 参加者：36,834人

●経済産業省　製造産業局　素形材産業室　TEL.03-3501-1063
　http://www.meti.go.jp/interface/php/honsho/policy/mono_info_service/mono/sokeizai/koyou/index.phpH  P

お問合わせ
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企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働
者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発
の支援又は職業能力検定を受けさせる事業主は助成を受けることができます。

お問合わせ ●雇用・能力開発機構の各都道府県センター　TEL.0570-001154
　http://www.ehdo.go.jp/gyomu/f-3-b.htmlH  P

　http://www.meti.go.jp/policy/jobcafe/index.htmlH  P

キャリア形成促進助成金（厚生労働省施策）1

従業員を育成したい3

【労働者に職業訓練を受けさせる場合及び労働者の自発的な職業能力開発の支援を行う場合】
職業訓練に要した経費及び訓練中に支払った資金の1／3など（労働者の自発的な職業能力開発（※）に
ついては1／2など）を助成
（※）職業訓練を受けるために必要な経費の負担又は職業能力開発休暇の付与を行った場合、また、始業・終業時間の変更等又
は長期職業能力開発休暇の付与を行った場合

【職業能力検定を受けさせる場合】
受検に要した経費及び受検期間中に支払った賃金の3／4

【雇用情勢の厳しい特定の地域の事業主が求職者を雇い入れ、職業訓練を受けさせる場合】
職業訓練に要した経費及び訓練中に支払った賃金の2／3

【中小企業労働力確保法における改善計画の認定を受けた事業主などが労働者に職業訓練を受けさせる
場合及び労働者の自発的な職業能力開発の支援を行う場合】
職業訓練に要した経費及び訓練中に支払った賃金の1／2（労働者の自発的な職業能力開発(※)について

は1／2）を助成
（※）職業訓練を受けるために必要な経費の負担又は職業能力開発休暇の付与を行った場合

【事業概要】

各都道府県に設置された「ジョブカフェ（若年者のための
ワンストップサービスセンター）」では、若者へのカウンセ
リングなどの就職支援や中小企業の魅力発信などの人材
確保支援をワンストップで提供しています。

●企業の魅力情報発信
中小企業の強みや魅力などPR
したい情報の発信、知名度向
上、イメージアップなどをお手
伝いします。

●職場定着支援
中小企業の経営者、人事担当者、若
手社員などを対象に、新入社員の早
期離職を防止するため、コミュニケ
ーション力向上の研修などを実施
します。

●マッチング
中小企業の経営者・人事担当者と若者
が一堂に会する企業説明会や若者との交
流イベントの開催などにより、若者に対し
地域中小企業の魅力をＰＲする機会を提
供します。

●各経済産業局　産業人材政策課　（最終頁参照）
●経済産業政策局　産業人材政策室　TEL.03-3501-2259

お問合わせ

ジョブカフェ4
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　http://www.hashiwatashi.net/H  P

実践型研修事業～即戦力人材へのスキルアップをサポート～2
従業員の方や求職者の方を対象として、地域の中小企業が求める即戦力人材の
育成をお手伝いします。

●ものづくり
　工業高校や高専などと協力して、生徒に向けた出前講義や企業実習を行う「若者も
のづくり人材育成」と、大学生や院生を対象として、技術講座や地元企業との共同研究
などを行う「高度ものづくり人材育成」を実施します。
 

●農商工連携
　農林水産物の生産から加工・流通、消費者ニーズを踏まえた販路開拓までを1つのビ
ジネスサイクルと促え、農商工連携を戦略的に展開する上で必要な知識に関する講義
研修や、現場体験・事例研究などの実地研修を実施します。
 

●商業サービス業
　起業に必要な知識やビジネスプランづくり、実践的な店舗実習を実施するなど、商店
街における起業家を養成する研修を実施します。また、商店街内の個店の経営力向上
を目指す商店主や従業員を対象に、具体的な販売促進、接客等の経営力の向上のため
の個店経営研修などを実施します。
 

●太陽光発電システム設置工事
　一般住宅等に関する太陽光発電システムの設置を行う事業者などを対象として、住
宅用太陽光発電システムの既存構造物への設置技術や太陽光発電に関する基礎知識
などの技術的スキルの向上を図る基礎的な研修を実施します。
 

●省エネ・バリアフリー改修工事
　現場でリフォーム改修に携わる工務店等の事業者を対象として、省エネやバリアフリ
ーを通じたリフォーム事業に関する知識やスキルの向上を図る研修を実施します。

 
●観光・集客サービス業
　宿泊施設・観光関連施設の従業員などを対象として、観光サービス業務のスキル習
得や、添乗員・通訳ガイドのスキルアップ、地域の観光振興に取り組む者の養成などの
研修を実施します。
 

●総合エネルギー販売業
　既存石油販売業者や求職者を対象として、地域におけるクリーンエネルギー自動車へ
のエネルギー供給やメンテナンスなど、省エネ・新エネの推進を図る研修を実施します。

お問合わせ

（ものづくり）
●中小企業庁　創業技術課　TEL.03-3501-1816(直通）
●各経済産業局　人材産業政策室　（最終頁参照）
※関東経済産業局のみ中小企業課
（農商工連携）
●中小企業庁　新事業促進課　TEL.03-3501-1767(直通)
（商業サービス業）
●中小企業庁　商業課　TEL.03-3501-1929(直通)

（太陽光発電システム設置工事）
●一般社団法人　太陽光発電協会　TEL.03-6268-8544
●資源エネルギー庁　新エネルギー対策課　TEL.03-3501-4031(直通)
（省エネ・バリアフリー改修工事）
●製造産業局　住宅産業窯業建材課　TEL.03-3501-9255
（観光・集客サービス業）
●中小企業庁　経営支援課　TEL.03-3501-1763
（総合エネルギー販売事業）
●資源エネルギー庁　石油流通課　TEL.03-3501-1320
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経営革新塾5
商工会・商工会議所では、経営革新を目指す経営者などを対象に「経営革新塾」を開催しています。

●最寄の商工会・商工会議所　●都道府県商工会連合会
●全国商工会連合会　TEL.03-3503-1251
　http://www.shokokai.or.jp/jigyou/semi-juku/index.html　
●日本商工会議所　　TEL.03-3283-7824
　http://www.sogyojinzai.jp/02what.html

お問合わせ

カリキュラムイメージ
内 容

STEP 1
STEP 2
STEP 3

経営革新の基本的な考え方
自社の事業構造の分析
各事業単位の評価

内 容
STEP 4
STEP 5
STEP 6

事業戦略を策定する
ビジネスプランを作成する
ビジネスプランの発表とブラッシュアップ

熟練技能者による技術指導
【事例】北海道工業高校等実践教育導入事業
（(財)北海道中小企業総合支援センター、北海道教育委員会、苫小牧工業高校、室蘭工業高校）　
自動車関連産業の集積が進む北海道胆振地域において、機械部品産業、金属加工産業、電子産業に求めら
れる技術者の育成・輩出を図るため、工業高校と地元産業界が連携し実践的な教育を推進しています。

【実績】（平成21年3月現在）　開催数1,133回、参加者29,186人

●各経済産業局　産業人材政策課　（最終頁参照）
●中小企業庁　創業・技術課　TEL.03-3501-1816

お問合わせ

工業高校等実践教育導入事業4

企業

経済産業省 文部科学省

産業振興財団・
商工会議所など

専門高校

地方自治体の
教育委員会

採
択

指
定

連携

生徒、教員の
現場実習

学校での
技術指導など

従業員の教育訓練に積極的な企業について、教育訓練費の一定割合の額が減税されます。
その事業年度（単年度）の労務費に占める教育訓練費の割合が一定水準（0.15％）以上の
場合には、当該教育訓練費の総額8～12％に相当する額を税額控除できます。

人材投資促進税制3

（制度イメージ） ★税額控除率の計算式

控除率（％）=8％＋（　　　　　　　 ー0.15％ ）×40
12％

8％

0.15％　　0.25％　　（教育訓練費÷労務費）

（
税
額
控
除
率
）

（※）労務費：給与、法定福利費、教育訓練費

労務費（※）
に対する割合に応じ、
総額×8～12％を
税額控除

単年度の
教育訓練費
総額

教育訓練費
労務費

（税額控除額のイメージ）

お問合わせ ●中小企業庁　経営支援課　TEL.03-3501-1763
　http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/jinzaitoushisokushinzeisei.htmH  P

地域の企業、工業高校、行政などが一体となった若手即戦力ものづくり人材を供給するシステムを構築
するためのモデル事業を実施します（文部科学省と共同）。
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中小企業大学校では、中小企業の経営者・経営幹部などを対象に、経営課題の解決能力の向上や新事業立ち
上げに役立つ様々なテーマについて、演習や実習などの手法で実践的な研修を実施する「まなびや」です。

※研修期間は、3日間コースが主体ですが、l日で終わるコースから、l0ヶ月に及ぶ経営後継者研修も
あり、中小企業の皆さんの都合に応じて、選択・受講することが可能です。

中小企業大学校6

三条校

関西校

広島校

直方校

人吉校

仙台校

東京校

瀬戸校

旭川校

技術系・・・7コース
生産系・・・7コース
経営系・・・8コース

遠隔地、繁忙などの理由により中小企
業大学校の合宿型研修などに参加で
きない受講者に対して、インターネッ
トを活用したＷＥＢ活用型遠隔研修も
実施しております。

階層別コース例
人財の育て方と仕組みづくり、同族企業のための事業承継講座、事業継続計画
（BCP）のつくり方、マーケティング戦略とその実践、経営管理者研修　など経営者

問題解決力向上研修、リーダーシップと問題解決力、顧客の信頼を得る提案営
業の進め方、新規顧客開拓の進め方、工場管理者養成研修　など中堅社員

若手社員 「報・連・相」による社内活性化、新任管理者研修、決算書の見方と財務分析の
基礎、人事労務・実務研修、コミュニケーションスキル習得講座　など

中小企業の経営者の悩みや課題を解決する能力を有する者と認め、経済産業省が登録した方々です。
中小企業診断協会が悩みや課題の内容に応じた適切な中小企業診断士を紹介します。

中小企業診断士（国家資格）2

経営の相談相手を見つけたい4
中小企業応援センターは支援機関を通じて、農商工連携・経営革新などをテーマとした中小企業への
専門家派遣や、窓口相談などにより、中小企業の経営力向上をお手伝いします。

お問合わせ

中小企業応援センター1

●中小企業庁　小規模企業政策室　TEL.03-3501-2063
●各経済産業局　中小企業課　（最終頁参照）
　※九州経済産業局のみ中小企業経営支援室

お問合わせ ●最寄りの中小企業大学校　各校　（最終頁参照）
　http://www.smrj.go.jp/jinzai/inst/035768.htmlH  P

お問合わせ ●中小企業診断協会　  TEL.03-3563-0851
　http://www.j-smeca.jp/contents/004_goshoukai.htmlH  P



お問い合わせ先

担当部署

地方経済産業局　URL http://www.meti.go.jp/network/data/b100001j.html

北海道経済産業局

東北経済産業局

関東経済産業局

中部経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局

四国経済産業局

九州経済産業局

沖縄総合事務局

産業人材政策課

産業人材政策課

産業人材政策課

産業人材政策課

産業人材政策課

産業人材政策課

産業人材政策課

産業人材政策課

産業人材政策室

TEL.011-700-2327（直通）

TEL.022-221-4881（直通）

TEL.048-600-0358（直通）

TEL.052-951-0412（直通）

TEL.06-6966-6013（直通）

TEL.082-224-5683（直通）

TEL.087-811-8517（直通）

TEL.092-482-5504（直通）

TEL.098-866-1730（直通）

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業経営支援室

中小企業課

TEL.011-709-1783（直通）

TEL.022-221-4923（直通）

TEL.048-600-0321（直通）

TEL.052-951-2748（直通）

TEL.06-6966-6023（直通）

TEL.082-224-5661（直通）

TEL.087-811-8529（直通）

TEL.092-482-5491（直通）

TEL.098-866-1755（直通）

中小企業大学校　URL http://www.smrj.go.jp/jinzai/index.html

中小企業大学校

中小企業大学校

中小企業大学校

中小企業大学校

中小企業大学校

中小企業大学校

中小企業大学校

中小企業大学校

中小企業大学校

旭川校

仙台校

三条校

東京校

瀬戸校

関西校

広島校

直方校

人吉校

TEL.0166-65-1200

TEL.022-392-8811

TEL.0256-38-0770

TEL.042-565-1192

TEL.0561-48-3400

TEL.0790-22-5931

TEL.082-278-4955

TEL.0949-28-1144

TEL.0966-23-6800

支援機関

全国商工会連合会

日本商工会議所

中小企業診断協会

TEL.03-3503-1251（代表）

TEL.03-3283-7824（代表）

TEL.03-3563-0851（代表）

厚生労働省関係

厚生労働省

雇用能力開発機構

TEL.03-5253-1111（代表）

TEL.0570-001154

●経済産業省  経済産業政策局  産業人材政策室　TEL.03-3501-2259（直通）
●中小企業庁  経営支援課　　　　　　TEL.03-3501-1763（直通）
●中小企業庁  創業・技術課　　　　　 TEL.03-3501-1816（直通）

なんでも相談ホットライン

0570-009111 ※通話料は発信者側の負担となります
※携帯電話（一部除く）、IP電話、PHSからはご利用になれません

全国共通　受付時間　  月～金　9：00～19：00　土 10：00～15：00

2010-広報室-一般-初-003 2010年4月

編集・発行
中小企業庁広報室  〒100-8912  東京都千代田区霞が関1-3-1　TEL.03-3501-1709

中小企業庁ホームページ  http://www.chusho.meti.go.jp

中小企業相談官が、中小企業施策や経営に関する相談などに応対します。

●中小企業庁  相談室　TEL.03-3501-4667（直通）

相談室
モバイル中小企業庁
http://chusho.mjmk.jp

中小企業庁 検 索
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