
平成　　  年度 中小企業庁支援策のご案内

中小企業の新たな事業活動を支援します
「農商工連携」、「地域資源」、「新連携」を活用した新商
品・新サービス開発、地域ブランド創造、販路開拓、を支援
します
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中小企業者と農林漁業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して新商品・
新サービスの開発などを行う場合に総合的に支援します。
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農商工等の連携に対する支援1

○新商品・新サービスの開発などにかかる試作品開発・展示会出展などの費用の一部を補
　助します。（２／３補助、上限3,000万円）

補助金

○中小企業者と農林漁業者との連携構築を支援する際に係る費用の一部を補助します。
　（２／３補助）

補助金

○政府系金融機関による設備資金及び長期運転資金の融資制度があります。
○信用保証協会の保証限度額が2倍となります。
○機械及び装置を取得などした場合、7％の税額控除又は30％の特別償却（初年度のみ）
を受けることができます。
○この他にも、支援制度を取りそろえていますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

融資・税制など

　｢農商工等連携促進法｣に基づき、中小企業者と農林漁業者が共同で事業
計画を策定し、国の認定を受けると、次の支援を受けることができます。

　｢農商工等連携促進法｣に基づき、農商工連携を支援する一定要件を満た
す一般社団・財団法人又はＮＰＯ法人が支援事業計画を策定し、国の認定を
受けると、次の支援を受けることができます。

※各種支援策を受ける際には、別途支援実施機関の審査が必要です。

○信用保証協会の保証対象となります。
融資

●最寄りの経済産業局（最終頁参照）お問い合わせ

【例 1】 【例 2】

農林漁業者 中小企業者連携
連携

真ほっけ漁 急速冷凍技術

原材料の供給 水産加工技術

解凍後も鮮度を損なわない
新商品「刺身用ほっけ」を開発

食材の形状を残した食材の形状を残した
えん下食えん下食

薬膳がゆ薬膳がゆ食材の形状を残した
えん下食

薬膳がゆ

高付加価値型
介護食品

農林漁業者 中小企業者

食品加工技術

薬膳食材

介護食に適した
農作物

農商工等連携とは・・・・

根菜類・土物
減農薬
栽培米

特許技術
「冷凍含侵法」
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地域の「強み」である産地における伝統的産品、農林水産品、観光資源などを活用して
新商品・新サービスの開発・市場化に取り組む中小企業を総合的に支援します。

地域資源を活用した
取組に対する支援2

○地域資源を活用して行う試作品開発・展示会出展などに係る費用の一部を補助します。　
　（２／３補助、上限3,000万円）

補助金

　｢中小企業地域資源活用促進法｣に基づき、中小企業者が地域資源を活用し
た事業計画を策定し、国の認定を受けると、次の支援を受けることができます。

※各種支援策を受ける際には、別途支援実施機関の審査が必要です。

融資・税制など

○政府系金融機関による設備資金及び長期運転資金の融資制度があります。
○信用保証協会の保証限度額が2倍となります。
○機械及び装置を取得などした場合、7％の税額控除又は30％の特別償却（初年度のみ）
を受けることができます。
○この他にも、支援制度を取りそろえていますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

お問い合わせ ●最寄りの経済産業局（最終頁参照）

【例】

地域には
魅力ある農産物や観光資源、
伝統技術が数多く存在して
いる。これを事業に
活かしたい!

地域資源とは・・・・

　国や県で公表している基本構想において、活用する地域資源
が法律で特定されているか確認。
基本構想公表サイト
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/kousou/index.html

地域資源の特定の有無を確認！

地域資源のブナ材 独自の加工技術を活用

デザイン性の高いインテリア商品

地域資源
を活用
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●最寄りの経済産業局（最終頁参照）

異分野の複数の中小企業者が連携し、互いの経営資源を有効に活用して新商品・
新サービスの開発などを行う場合に総合的に支援します。

新連携に対する支援3
新連携（異分野連携新事業分野開拓）とは・・・・

○新商品・新サービスの開発などにかかる試作品開発・展示会出展などの費用の一部を補
　助します。（２／３補助、上限3,000万円）

補助金

　｢中小企業新事業活動促進法｣に基づき、異分野の複数の中小企業者が連携し
て事業計画を策定し、国の認定を受けると、次の支援を受けることができます。

※各種支援策を受ける際には、別途支援実施機関の審査が必要です。

○政府系金融機関による設備資金及び長期運転資金の融資制度があります。
○信用保証協会の保証限度額が2倍となります。
○この他にも、支援制度を取りそろえていますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

融資など

お問い合わせ

A社 コア中小企業
不燃液の製造技術木製ドア製造技術

薬液を木材へ
福含浸させる技術

C社 中小企業

D社
マーケティング

B社
研究所・大学など

高機能型木製ドア

新事業分野の
注文住宅市場開拓

【例】 2社以上の異分野の
中小企業者同士の連携
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新事業を促進するために、様々な支援を受けることができます。

新事業の促進・掘り起こし・
ブランド化・販路開拓などの支援4

●中小企業庁　経営支援課　　TEL.03-3501-2036お問合わせ

新事業の掘り起こしを支援2

中小企業の日常的な経営支援に取り組む中小企業団体や税理士・公認会計士などの支援機関の経営支
援機能を補完・強化するため、その後方支援機関として「中小企業応援センター」を全国84カ所に設置
し、支援機関を通じて、農商工連携・経営革新等をテーマとした中小企業への専門家派遣や、窓口相談等
により、中小企業の経営力向上を図ります。

●中小企業応援センター

H  P http://www.hashiwatashi.net/category_j_02

農商工連携を促進させる人材の育成3

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と
らえ、農商工連携を戦略的に展開する人材を育成するため、農商工連携に必要な知識に関する講義研修
や、現場体験・事例研究等の実地研修を実施します。

●農商工連携等人材育成事業

トータルサポート支援トータルサポート支援トータルサポート支援

新事業の促進を支援1

中小機構の全国１０支部・事務所にマーケティング等に精通した専門家を配置し、地域資源活用、農商工
連携、新連携の枠組みにより、新事業に取り組む中小企業等に対して一貫してきめ細かな支援を行いま
す。

（独）中小企業基盤整備機構支部
◆相談など窓口の設置　　◆フォローアップ支援
◆ブラッシュアップ支援（事業計画作成のアドバイス、商品
　企画、市場調査の支援など）　◆事業性の評価

農商工
連携

地域資源
活用

新連携

新事業開拓などに
意欲のある中小企業

事業
計画策定

事業計画
認定

認定を受けた
計画に沿って
事業を実施

事業化・市場化事業化・市場化
の実現の実現

事業化・市場化
の実現

●新事業創出支援事業

●最寄りの中小企業基盤整備機構支部（最終頁参照）お問い合わせ

地域資源を活用し、最終顧客を見据えた上で先進的かつ戦略的な商品役務の開発や販路開拓に取り組む
団体などに対し、必要費用の一部を補助します。（１／２補助、1,000万円）

地域産品の販路開拓を支援4

●最寄りの経済産業局（最終頁参照）お問い合わせ

●地域資源販路開拓等支援補助金
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展示・商談会の開催や、百貨店など小売店舗における中長期の販売スペースの設置を通
じて、バイヤーとの商談機会の提供、消費者への商品紹介の機会拡大を支援します。本事
業により、中小企業の皆さんが開発された魅力ある商品の更なる販路開拓の促進を目指
します。

地域の資源を活用した新たな魅力の創出や発信など、全国的なマーケットを切り開いて行
こうとする取組や日本中から人々を呼び寄せ、地域全体に活力を与えて行こうとする取組に
対して総合的な支援を行います。

最寄りの商工会、商工会議所
●全国商工会連合会　TEL.03-3503-1256
●日本商工会議所　　TEL.03-3283-7864

お問い合わせ

●中小企業庁　新事業促進課　TEL.03-3501-1767お問い合わせ

商流ノウハウの蓄積 商談の成立

●地域産品販路開拓機会提供支援事業

●地域資源∞全国展開プロジェクト（小規模事業者新事業全国展開支援事業）

企画・開発

魅力ある商品

集客の見込まれる首都圏各地において、
地域資源、農商工連携等で開発された新
商品の展示・商談会を実施

展示・商談会
首都圏の百貨店等に一定期間の販売スペ
ースを確保し、地域資源、農商工連携等で
開発された新商品の販路開拓を実施

販売スペース設置

独自の技術・製法

展示・商談会

●◆●◆展示会
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「BITOWA from AIZU」

5
地域一丸となって、地域の特色ある素材や技術を活用し、世界に通用する高いブランド力
｢JAPANブランド｣の確立を目指すプロジェク トに対して、商工会・商工会議所、組合などを
通じて総合的な支援を行います。

（１）戦略策定段階への支援　
地域の強み・弱みなどを徹底的に分析し、明確なブランドコンセプトと基本戦略を固めるため、専門家
の招聘、市場調査、セミナー開催などを行う取組を支援します。　
補助率 ：定額　　　　補助上限額：500万円

（２）ブランド確立段階への支援
中長期的な視野に立ったブランド確立への取組を支援するため、専門家の招聘、新商品開発、展示会
出展等を行うプロジェクトに対し、最大3ヵ年に亘り支援します。
補助率 ：2/3　　　　　補助上限額 ：2,000万円

（福島県会津若松商工会議所）
「inaba ブランド」
（鳥取県商工会連合会）

●最寄りの経済産業局（最終頁参照）お問い合わせ

●JAPANブランド戦略展開支援事業

H  P http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shinjigyo/index.htm
●出会う、ふれあう、地域の魅力キャンペーン



お問い合わせ先

●中小企業庁  新事業促進課　TEL.03-3501-1767（直通）
担当部署

地方経済産業局

中小企業基盤整備機構支部

北海道経済産業局中小企業課
東北経済産業局中小企業課
関東経済産業局経営支援課（※）
中部経済産業局中小企業経営支援室
中部経済産業局北陸支局産業課(※)
近畿経済産業局創業・経営支援課
中国経済産業局中小企業課
四国経済産業局中小企業課（※）
九州経済産業局中小企業課（※）
沖縄総合事務局中小企業課

TEL.011-709-1783（直通）
TEL.022-221-4923（直通）
TEL.048-600-0331（直通）
TEL.052-951-0521（直通）
TEL.076-432-5401（直通）
TEL.06-6966-6014（直通）
TEL.082-224-5661（直通）
TEL.087-811-8529（直通）
TEL.092-482-5447（直通）
TEL.098-866-1755（直通）

北海道支部
東北支部
関東支部

中部支部

北陸支部

近畿支部

中国支部
四国支部

九州支部

沖縄事務所

経営支援部連携支援課
地域振興部地域資源活用支援課
連携支援部新連携推進課（新連携）
連携支援部地域資源活用支援課（地域資源、農商工）
地域振興部連携推進課（新連携、農商工）
地域振興部連携推進課（地域資源）
地域振興部連携支援課（新連携）
地域振興部地域振興課（地域資源）
地域振興部連携支援課（農商工）
地域連携支援部地域連携支援課（新連携、農商工）
地域連携支援部地域連携支援課（地域資源）
地域振興部連携推進課
地域振興部連携推進課（新連携）
地域振興部地域振興課（地域資源、農商工）
地域振興部新連携推進課（新連携）
地域振興部地域資源活用推進課（地域資源、農商工）
沖縄事務所（総括・新連携等担当）

（※）支援策により担当課が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせ時にご確認下さい。

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-007 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

相談室
モバイル中小企業庁
http://chusho.mjmk.jp

中小企業庁 検 索

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）

TEL.011-210-7472
TEL.022-399-9031
TEL.03-5470-1606
TEL.03-5470-1640
TEL.052-201-3068
TEL.052-218-8558
TEL.076-223-6100
TEL.076-223-5855
TEL.076-223-5573
TEL.06-6910-3865
TEL.06-6910-2235
TEL.082-502-6688
TEL.087-811-3515
TEL.087-823-3220
TEL.092-263-0325
TEL.092-263-0323
TEL.098-859-7566
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