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平成27年 11月27日（金）時点

概要 募集期間
年間公募スケジュール

※執行状況に応じて変更の可能性あ
り

入札・公募情報 担当課・お問い合わせ先

Ⅰ．現下の経済情勢等を踏まえた対策

１．エネルギーコスト対策

最新モデル省エネルギー機器等
導入支援事業

①最新モデルかつ②旧モデルと比較
して年平均１％以上の省エネ性能の
向上が確認できる機器等の導入に対
する補助。
（補助上限未定、補助率1/2、1/3
等）

公募終了 公募：3/16～12/11
https://sii.or.jp/category_a_26r

/

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課
03-3501-9726
【お問い合わせ先】
一般社団法人環境共創イニシアチブ
0570-001-290（ナビダイヤル）
IP電話からのご連絡 042-303-4200

地域工場・オフィス・店舗等省
エネルギー促進事業

工場・オフィス・店舗等の省エネや
電力ピーク対策、エネルギーマネジ
メントに役立つ既存設備等の改修・
更新に対する補助。
（補助上限未定、補助率1/2、1/3
等）

公募終了 公募：3/16～4/15
https://sii.or.jp/category_b_26r

/

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部省エネ
ルギー対策課
03-3501-9726
【お問い合わせ先】
一般社団法人環境共創イニシアチブ
03-5565-4950

省エネルギー相談地域プラット
フォーム構築事業

地域の中小企業や個人事業主におけ
る省エネや節電等のニーズに応える
べく、地域毎にきめ細かな省エネ相
談に対応する窓口の構築に対する補
助。
（補助率：定額）

公募終了
一次公募:公募終了
二次公募:5/1～6/12

http://shoene-pf.jp/

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー対策課
03-3501-9726
【お問い合わせ先】
省エネルギー相談地域プラットフォー
ム事務局
03-5533-2335
shoene-pf@nri.co.jp

２．円安による材料費高等に苦しむ中小企業・小規模事業者への支援

消費税転嫁対策普及事業等

消費税制度の改正内容や政府の講じ
る転嫁対策などについて、中小企業
向けパンフレット等の作成・配布や
メディア等を通じた広報を民間企業
等に委託。

公募終了 事業者公募：3/19～4/7 －
中小企業庁
財務課
03-3501-5803

Ⅱ．地方が直面する構造的な課題への実効ある取組を通じた地方の活性化

１．まち・ひと・しごとの創生に向けた「総合戦略」の先行的支援

企業取引情報等による地域活性化事業

地域経済に関するビッグデータを
「見える化」する「地域経済分析シ
ステム」について、各種政府統計
や、新たな民間データを追加し、機
能を強化する事業を民間団体等に委
託。

公募終了 公募：3/10～3/31
http://www.chusho.meti.go.jp/k
oukai/nyusatsu/index.html

地域経済産業グループ
地域経済産業調査室
03-3580-4987

地域中小企業・小規模事業者人
材確保等支援事業

多様な人材の中から、中小企業・小
規模事業者のニーズに即した人材を
発掘し、紹介・定着までを一貫支援
する事業者に対する補助。（補助
率：10/10）

公募終了 公募：2/10～3/3
http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/koyou/2015/150210jinzai.h
tm

中小企業庁　経営支援課
03-3501-1763
【お問い合わせ先】
北海道経済産業局　産業人材政策課
011-700-2327
東北経済産業局　産業人材政策室
022-221-4881
関東経済産業局　産業人材政策課
048-600-0358
中部経済産業局　産業技術・人材・情
報政策課
052-951-2774
近畿経済産業局　産業人材政策課
06-6966-6013
中国経済産業局　産業人材政策課
082-224-5683
四国経済産業局　産業人材政策課
087-811-8517
九州経済産業局　産業人材政策課
092-482-5504
内閣府沖縄総合事務局　地域経済課
098-866-1730

地域人材コーディネーター養成
等事業

中小企業・小規模事業者のニーズに
即した人材を発掘し、マッチングを
行う者の能力向上を図る民間企業等
に委託。

公募終了
事務局公募：2/13～3/5
事業者公募：4/30～5/25

http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/koyou/2015/140213chiikiji
nnzai26.htm

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

地域企業人材共同育成事業

地域人材育成コーディネーターを中
心とした「地域人材育成コンソーシ
アム」を組成し、地域の企業間での
人材育成を目的とした出向・他社で
のOJT研修による人材育成等の実証を
民間企業等に委託。

公募終了 公募：1/20～2/13 掲載終了

経済産業政策局
産業人材政策室
03-3501-2259

地域企業人材共同育成事業（サ
ポートセンター事業）

「地域企業人材共同育成事業」にお
ける各実施事業者間の情報共有、各
実施事業者に対する専門的・実務的
なサポートの実施、事例のとりまと
めと社会への発信のための取組等を
民間企業等に委託。

公募終了 公募：2/25～3/17
http://www.meti.go.jp/informati
on/publicoffer/kobo.html

経済産業政策局
産業人材政策室
03-3501-2259

ものづくり中核人材育成事業

ものづくり中小企業・小規模事業者
が、製造現場で働く中核人材に対し
て技能・技術の向上等に関する講習
を受講させる際の必要経費を補助。
（補助上限額：50万円、補助率：
2/3）

【指定講座公募】
募集終了

【受講生募集】
6次公募：募集終了

【事務局公募】
2/6～2/27

【指定講座公募】
1次募集：5/15～5/20
2次公募：5/21～6/1
3次公募：6/2～6/25

【受講生募集】
1次公募：5/22～6/1
2次公募：6/2～6/25
3次公募：6/26～7/27
4次公募：7/28～8/24
5次公募：8/25～9/7
6次公募：9/8～9/24

http://www.mstc.or.jp/ji
nzai/

製造産業局
参事官室
03-3501-1689

【お問い合わせ先】
製造科学技術センター　ものづくり人
材育成事業部
03-3500-4891

消費者志向型地域産業資源活用
新商品開発等支援事業

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に
基づき、中小企業者・小規模事業者
が地域資源を活用して行う新事業活
動に対する補助（補助上限：500万
円、補助率：2/3以内）。

公募終了 公募：1/30～2/27
http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/chiiki/2015/0130ChiikiS
higenKoubo26.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501－1767

低未利用資源活用等農商工等連
携支援事業

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、互いの経営資源を活用して
行う新事業活動に対する補助（補助
上限：500万円、補助率：2/3以
内）。

公募終了 公募：1/30～2/27
http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/noushoko/2015/0130No
ushokouKoubo26.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501－1767

地域間連携型新連携支援事業

中小企業の新たな事業活動の促進に
関する法律に基づき、異分野・異業
種の中小企業者同士が連携し、互い
の経営資源を活用して行う新事業活
動に対する補助（補助上限：1,000万
円、補助率：2/3以内）。

公募終了 公募：1/30～2/27
http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/shinpou/2015/0130Shinren
keiKoubo.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501－1767

小売業者連携・ふるさと名物開
発等支援事業

地域資源を活用した「ふるさと名
物」等に関する消費者嗜好の収集や
特徴を活かした販路開拓等に係る取
組みや、複数の中小企業・小規模事
業者による地域資源を活用した「ふ
るさと名物」等の消費者へのブラン
ド訴求力を高める取組等に要する経
費の一部を民間団体を通じて補助
（補助上限：1,000万円等、補助率：
1/2以内、2/3以内）。

公募終了
事務局公募：1/30～2/18
事業者公募：3/9～4/13

http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/chiiki/2015/150309huru
sato.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501－1767

平成26年度補正予算事業　入札・公募等の状況

事業名

消費税転嫁対策窓口相談等事業

ふるさと名物応援事業

中小企業・小規模事業者人材対策事業

地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導
入補助金

https://sii.or.jp/category_a_26r/
https://sii.or.jp/category_a_26r/
https://sii.or.jp/category_b_26r/
https://sii.or.jp/category_b_26r/
http://shoene-pf.jp/
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/index.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/150210jinzai.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/150210jinzai.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/150210jinzai.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/140213chiikijinnzai26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/140213chiikijinnzai26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/140213chiikijinnzai26.htm
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k150206010.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k150206010.html
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/0130ChiikiShigenKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/0130ChiikiShigenKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/0130ChiikiShigenKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2015/0130NoushokouKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2015/0130NoushokouKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2015/0130NoushokouKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2015/0130ShinrenkeiKoubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2015/0130ShinrenkeiKoubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2015/0130ShinrenkeiKoubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150309hurusato.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150309hurusato.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150309hurusato.htm
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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、地域の特
色を活かした産品をブランド化する
人材の育成や、認定支援機関に対
し、海外展開事業計画の策定能力向
上のための研修を実施する事業を民
間団体を通じて実施(補助率：定
額)。

追加研修生公募：公募終了
研修実施先公募：5/1～5/28

研修生公募：6/12～7/6
追加研修生公募：8/17～9/1

http://www.smrj.go.jp/keiei/chi
kipg/information/092593.html

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構
経営支援部　経営支援課　ふるさとプ
ロデューサー育成支援事業担当

03-5470-1194

海外専門家招聘支援事業

海外展開を目指す中小企業・小規模
事業者に対して、海外現地の市場
ニーズに精通する専門家を招聘し、
継続的に商品の企画・開発のアドバ
イスを得る機会の提供等に要する経
費の一部を民間団体を通じて補助
（補助率：定額）。

公募終了
事務局公募：1/30～2/18

事業者公募予定：3/31～4/30
http://www.smrj.go.jp/keiei/kok
usai/information/087626.html

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構
販路支援部　販路支援課　「海外専門
家招聘支援事業」担当

03-5470-1529

地域ネットワーク活用海外展開
支援事業

４者以上で構成される中小企業グ
ループが、地域支援機関等による
ネットワークの支援を受けつつ、
ミッション派遣やバイヤー招聘等の
海外展開を目指す取組に対する費用
を補助（補助上限：2,000万円、補助
率：2/3以内）。

公募終了 公募：1/26～2/26
http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/kokusai/2015/150126koku
sai.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501－1767

２．地域の産業振興等による経済活性化

（１）地域における新たな産業の創出、革新を促す仕組みづくり

創業者向け

新たな需要を創造する新商品・サー
ビスを提供する創業者に対して、店
舗借入費や設備費等の創業に要する
費用の一部を補助（補助上限：200万
円、補助率：2/3）。

公募終了 創業者公募：3/2～3/31 http://sogyo-hojo.jp/

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
創業・第二創業促進補助金事務局
http://sogyo-hojo.jp/

03-5550-1311

第二創業者向け

事業承継を契機に既存事業を廃業
し、新分野に挑戦する等の第二創業
者に対して。人件費や設備費等に要
する費用の一部を補助（補助上限：
1,000万円、補助率：2/3）。

公募終了 第二創業者公募：3/2～3/31 http://sogyo-hojo.jp/

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
創業・第二創業促進補助金事務局
http://sogyo-hojo.jp/

03-5550-1311

創業支援事業者向け

産業競争力強化法の認定を受けた創
業支援事業計画に基づき、市区町村
と連携した民間事業者等が行う、創
業支援の取組を民間団体を通じて補
助（補助上限：1,000万円、補助率：
2/3以内）。

公募終了
創業支援事業者公募：3/6～5/8

第1次〆切り：4/3
第2次〆切り：5/8

http://www.smrj.go.jp/keiei/sog
yoshiensha/index.html

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
創業・第二創業促進補助金事務局
http://www.smrj.go.jp/keiei/sogyosh
iensha/index.html

（２）地域の活性化に資する企業・産業に対する支援

ものづくり・商業・サービス革新事業

革新的な設備投資やサービス・試作
品の開発、生産・業務プロセスの改
善など、中小企業者が事業革新に取
り組む費用を補助。
（補助上限：1,000万円、補助率：
2/3）

公募終了

1次公募：2/13～5/8
1次公募採択結果発表:6/19

2次公募：6/25～8/5
2次公募採択結果発表:9/30

http://www.chuokai.or.jp/josei/
26mh/koubo2-20150625.html

中小企業庁
技術・経営革新課

【お問い合わせ先】
各都道府県中小企業団体中央会

全国中小企業団体中央会
03-3523-4908

http://h26.jizokukahojokin.info/
←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

http://www.shokokai.or.jp/?pos
t_type=annais&p=2504

←商工会の管轄地域で事業を
営んでいる小規模事業者の方

全国規模物産展事業
民間団体等に、全国の中小企業・小
規模事業者を出展対象とする大規模
な物産展事業を委託。

公募終了 事業者公募：4/16～4/27 －
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：検討中、補助率：定
額）。

公募終了
事業者公募：3/9～4/23

第1次〆切り：3/23
第2次〆切り：4/23

－
中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

地域資源商品等販路開拓支援事
業

民間団体等が国内主要都市の大型小
売店舗等において、地域資源を活用
した商品を巡回販売する事業を委
託。

公募終了 事業者公募：3/5～3/24
http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/chiiki/2015/150305kaita

ku.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

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：検討中、補助率：定
額）。

公募終了
事業者公募：2/25～4/10

第1次〆切り：3/10
第2次〆切り：4/10

－
中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

海外共同販売拠点支援事業
民間団体等に、海外で開設する中小
企業・小規模事業者の共同販売拠点
に係る事業を委託。

公募終了
事業者公募（EU・北米）：3/6～3/20
事業者公募（アジア圏）:4/17～4/27

－
中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

中小企業新陳代謝円滑化普及等事業
新陳代謝にかかる施策等の講習会・
説明会の開催、個別相談員の派遣に
必要となる費用を補助

公募終了 公募：2/20～3/12
中小企業庁
財務課
03-3501-5803

支援ポータルサイト
「ミラサポ」の強化事業

全国の中小企業・小規模事業者等へ
の販路開拓支援等の各種支援発信・
普及を強化するため、ミラサポの強
化を委託。

公募終了 公募：2/27～3/18
http://www.chusho.meti.go.jp/k
oukai/nyusatsu/2015/150227pr

atform.htm

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

ITを活用した国内外の販路開拓
促進支援事業

ITを活用した販路開拓に必要なノウ
ハウ等についてセミナーや能力向上
研修を実施する実施機関に対する補
助。
（補助率：定額）
中小企業・小規模事業者、支援担当
者（経営指導員等）に対するセミ
ナー等を開催する。

公募終了 公募：3/6～3/25
http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/gijut/2015/150306jyouhou.

htm

中小企業庁
技術・経営革新課
03-3501-1816

Ⅲ．災害復旧・復興加速化など災害・危機等への対応

１．災害復興・災害対応の強化

中小企業・小規模事業者事業継続力強化支援事業

中小企業及び業界の全国団体が中小
企業・小規模事業者のＢＣＰ策定を
支援する事業を実施する際に必要と
なる費用に対する補助。（補助率：
10/10、2/3）

第５次公募：公募終了

第１次公募：2/23～3/16
第２次公募：5/19～5/29
第３次公募：6/10～6/30
第４次公募：8/20～9/14
第５次公募：10/6～10/26

http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/antei/2015/151006antei.ht

m

中小企業庁
経営安定対策室
03-3501-0459

ふるさと名物応援事業

創業・第二創業促進補助金

中小企業・小規模事業者情報プラットフォー
ム活用支援事業

小規模事業者支援パッケージ事業

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

1次公募:2/27～5/27
第1次〆切り：3/27
第2次〆切り： 5/27
追加公募：7/3～7/31

中小企業庁
小規模企業振興課
03-3501-2036

http://www.smrj.go.jp/keiei/chikipg/information/092593.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/chikipg/information/092593.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/087626.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/087626.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2015/150126kokusai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2015/150126kokusai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2015/150126kokusai.html
http://sogyo-hojo.jp/
http://sogyo-hojo.jp/
http://www.smrj.go.jp/keiei/sogyoshiensha/index.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/sogyoshiensha/index.html
http://www.chuokai.or.jp/josei/26mh/koubo2-20150625.html
http://www.chuokai.or.jp/josei/26mh/koubo2-20150625.html
http://h26.jizokukahojokin.info/
http://h26.jizokukahojokin.info/
http://h26.jizokukahojokin.info/
http://h26.jizokukahojokin.info/
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=2504
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=2504
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=2504
http://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=2504
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150305kaitaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150305kaitaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150305kaitaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/2015/150227pratform.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/2015/150227pratform.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/nyusatsu/2015/150227pratform.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2015/150306jyouhou.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2015/150306jyouhou.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2015/150306jyouhou.htm
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平成27年 11月 27日（金）時点

概要 募集期間
年間公募スケジュール

※執行状況に応じて変更の可能性あ
り

入札・公募情報 担当課・お問い合わせ先

Ⅰ.福島・被災地の復旧・復興

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）

15次公募：公募終了

14次公募：5/15～6/29
15次公募：9/1～9/30
16次公募：12月上旬

　（募集期間は一ヶ月程度を予定）

－
中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

Ⅱ.円安による原材料・エネルギーコスト高対策や消費税転嫁対策等

下請小規模事業者等新分野需要
開拓支援事業

親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小
（予定含む）され、売上げが減少す
る下請小規模事業者等が行う、新た
な取引先の拡大のための設備導入、
展示会出展等の費用の一部を補助。
（補助上限：500万円、補助率2/3）

公募終了

１次公募：2/23～5/22
２次公募：5/29～7/13
３次公募：8/4～9/10

（３次公募採択日：10/6）

http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/torihiki/2015/150804shitau
kekiban.htm

中小企業庁
取引課
03-3501-1699

下請中小企業自立化基盤構築事
業

下請中小企業振興法の認定を受けた
事業計画の下で、下請企業の連携グ
ループが行う新たな取引先の拡大に
向けた取組に対し、共同受注システ
ムの構築、設備導入、展示会出展等
の費用の一部を補助。（補助上限：
2,000万円、補助率2/3）

公募終了

１次公募：2/23～5/22
２次公募：5/29～7/13
３次公募：8/4～9/10

（３次公募採択日：10/6）

http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/torihiki/2015/150804shitau
kekaitaku.htm

中小企業庁
取引課
03-3501-1699

消費者志向型地域産業資源活用
新商品開発等支援事業

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に
基づき、中小企業者・小規模事業者
が地域資源を活用して行う新事業活
動に対する補助（補助上限：500万
円、補助率：2/3以内）。

公募終了
一次公募：1/30～2/27
二次公募：8/3～9/8

http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/chiiki/2015/0803ChiikiS
higenKoubo27.htm

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

低未利用資源活用等農商工等連
携支援事業

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、互いの経営資源を活用して
行う新事業活動に対する補助（補助
上限：500万円、補助率：2/3以
内）。

公募終了
１次公募：1/30～2/27

２次公募：10/22～11/12

http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/noushoko/2015/0130No
ushokouKoubo26.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

自らの強みを分析し、明確なブラン
ドコンセプト等と海外展開の基本戦
略を固めるため、専門家の招へい、
市場調査などの取組みに係る費用を
補助します。（補助上限：200万円、
定額補助）

公募終了 事業者公募：3/3～4/3
http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/chiiki/japan_brand/2015/
150303Jbrand-koubo.htm

左記ホームページに記載されている各
経済産業局の問い合わせ窓口、又は、

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

具体的なブランド確立や海外販路開
拓を図るため、新商品開発、海外展
開出典等を行うプロジェクトに係る
費用を補助します。（補助上限：
2,000万円、補助率 2/3）

公募終了 事業者公募：3/3～4/3
http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/chiiki/japan_brand/2015/
150303Jbrand-koubo.htm

左記ホームページに記載されている各
経済産業局の問い合わせ窓口、又は、

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

ＪＡＰＡＮブランドプロデュー
ス支援事業

海外現地のニーズ等に詳しい外部人
材の活用による、日本の生活文化の
特色を活かした魅力ある商材の海外
需要獲得に向けた市場調査、商材改
良、ＰＲ・流通まで一貫したプロ
デュース活動に係る費用を補助。
（定額補助）

公募終了
事務局公募：2/24～3/17
事業者公募：4/24～5/18

http://www.loftwork.jp/home/id
eas/morethan.aspx

経済産業省
商務情報政策局生活文化創造産業課
03-3501-1750

海外展開戦略策定支援

本格的な海外展開に向けた戦略策定
や販路開拓につなげるたのパッケー
ジ支援（F/S支援、ＨＰの外国語化、
物流体制の構築等）にかかる費用を
補助。（補助上限：160万円、補助
率：2/3）

公募終了
事業者公募：3/6～5/29

1次〆切り：4/10
2次〆切り：5/29

http://www.smrj.go.jp/keiei/kok
usai/fs/boshu.html

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
独立行政法人中小企業基盤整備機構
販路開拓支援部販路支援課
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/
kokusai/2015/150306kaigai.htm

03-5470-1522

事業再編支援

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。（補助上限：200万円、補助率：
2/3）

公募終了
第1回事業者公募：4/20～5/29
第2回事業者公募：6/9～7/31

http://www.smrj.go.jp/keiei/kok
usai/information/092443.html

中小企業庁
創業・新事業促進課
03-3501-1767

中小企業活路開拓調査・実現化
事業

中小企業・小規模事業者の連携・組
織化の推進等を図るため、全国中小
企業団体中央会を通じて、効果的な
経営改善・革新に取組む組合等に対
して、事業に係る経費の補助を行
う。（補助上限額：11,588千円、補
助率：6/10）

第4次公募：公募終了

第2次公募：5/20～7/21
第1次締切：6/22
第2次締切：7/21

第3次公募開始:7/22
第3次公募1次締切:8/25

第3次公募1次採択公表:9/11
第3次公募2次締切:9/29
第4次公募：10/2～10/22

第4次公募採択公表:11月18日

http://www2.chuokai.or.jp/hotin
fo/27katsuro-project.htm

中小企業庁
経営支援課
03-3501-1763

地域商業自立促進事業

少子高齢化や外国人への対応、創業
支援など、社会構造の変化の中で商
店街が中長期的に発展していくため
の商店街組織やＮＰＯ法人等との連
携体等の取組に対して補助。
（補助上限：5億円、補助率：2/3）

３次公募：10/13～12/18
先行締切：11/10

１次公募：2/18～6/29
第１次先行案件採択結果発表：4/15
第２次先行案件採択結果発表：6/10

通常案件採択結果発表：7/31

２次公募：8/3～9/2
採択結果発表：10/9

３次公募：10/13～12/18
先行締切：11/10

http://www.chusho.meti.go.jp/s
hogyo/shogyo/2015/151013jirit
u.htm

中小企業庁
商業課
03-3501-1929

地域中小企業・小規模事業者UIJ
ターン人材確保等支援事業

地域の中小企業・小規模事業者の魅
力を発信するとともに、都市部の若
手人材等の地域の中小企業・小規模
事業者への定着を支援する事業者に
対する補助。（補助率：10/10）

公募終了 公募：2/10～3/3
http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/koyou/2015/150210jinzai.h
tm

中小企業庁　経営支援課
03-3501-1763
【お問い合わせ先】
北海道経済産業局　産業人材政策課
011-700-2327
東北経済産業局　産業人材政策室
022-221-4881
関東経済産業局　産業人材政策課
048-600-0358
中部経済産業局　産業技術・人材・情
報政策課
052-951-2774
近畿経済産業局　産業人材政策課
06-6966-6013
中国経済産業局　産業人材政策課
082-224-5683
四国経済産業局　産業人材政策課
087-811-8517
九州経済産業局　産業人材政策課
092-482-5504
内閣府沖縄総合事務局　地域経済課
098-866-1730

カイゼン指導者育成事業

カイゼン活動の指導者を育成するた
めの研修を実施して中小企業・小規
模事業者の製造現場等に派遣する事
業を行う団体等に対する補助（補助
率：2/3）

公募終了 事業者公募：5/15～6/5
製造産業局
参事官室
03-3501-1689

下請中小企業・小規模事業者自立化支援事業

中小企業小規模事業者海外展開戦略支援事業

中小企業連携組織対策推進事業

ふるさと名物応援事業

ＪＡＰＡＮブラン
ド育成支援事業

Ⅳ.地域の中小企業・小規模事業者の活性化

ふるさと名物支援
事業

中小企業・小規模事業者人材対策事業

Ⅲ.小規模事業者支援対策の強化

平成27年度当初予算事業　入札・公募等の状況

事業名

中小企業組合等共同施設等災害復旧事業

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekiban.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekiban.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekiban.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekaitaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekaitaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2015/150804shitaukekaitaku.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/0803ChiikiShigenKoubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/0803ChiikiShigenKoubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/0803ChiikiShigenKoubo27.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2015/0130NoushokouKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2015/0130NoushokouKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/noushoko/2015/0130NoushokouKoubo26.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2015/150303Jbrand-koubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2015/150303Jbrand-koubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2015/150303Jbrand-koubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2015/150303Jbrand-koubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2015/150303Jbrand-koubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2015/150303Jbrand-koubo.htm
http://www.loftwork.jp/home/ideas/morethan.aspx
http://www.loftwork.jp/home/ideas/morethan.aspx
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/boshu.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/boshu.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/092443.html
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/092443.html
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/27katsuro-project.htm
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/27katsuro-project.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2015/151013jiritu.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2015/151013jiritu.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2015/151013jiritu.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/150210jinzai.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2015/150210jinzai.htm
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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
大学、公設試等の研究機関等と連携
して行う、研究開発等に関する取組
を支援。（補助上限額：4,500万円、
補助率：定額、2/3）

公募終了
公募:4/13～6/11

採択結果発表：7/30

http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/sapoin/2015/150413Senry
akuKoubo.htm

中小企業庁 技術・経営革新課
［お問い合わせ先］
北海道経済産業局　製造産業課
011-709-1784
東北経済産業局　産業技術課
022-221-4897
関東経済産業局　製造産業課
048-600-0307
中部経済産業局　製造産業課
052-951-2724
近畿経済産業局　ものづくり産業支援
室
06-6966-6022
中国経済産業局　次世代産業課
082-224-5680
四国経済産業局　産業技術課
087-811-8518
九州経済産業局　技術振興課
092-482-5464
沖縄総合事務局　地域経済課
098-866-1730

国（中小企業庁）が実施する「革新
的ものづくり産業創出連携促進事業
～戦略的基盤技術高度化支援事業
～」のうち、国が指定するテーマ
（以下、「特定のテーマ」とい
う。）に沿って、中小企業者等が橋
渡し研究機関の能力を活用して行う
実用化につながる可能性の高い研究
開発・試作品開発に対する支援を、
NEDOが国から委託を受けて実施する
ものです。
1億円×２年又は３年

公募終了
公募6/26～7/31正午

採択結果発表：10月2日
http://www.nedo.go.jp/koubo/C
A2_100084.html

中小企業庁　技術・経営革新課
【お問合せ先】
国立研究開発法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構
イノベーション推進部
044-520-5175

中小企業・小規模事業者が、産学官
連携して行う新しいサービスモデル
の開発等のうち、特に地域産業の競
争力強化に資すると認められる事業
に係る費用を補助。（補助上限額：
3,000万円、補助率：2/3）

公募終了

1次公募：4/27～6/5
採択結果発表：7/10

2次公募：6/9～7/24
採択結果発表:8/28

http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/sapoin/2015/150609mono.

htm

中小企業庁 技術・経営革新課
［お問い合わせ先］
北海道経済産業局 中小企業課
011-756-6718
東北経済産業局 新事業促進室
011-211-4912
関東経済産業局 中小企業課
048-600-0322
中部経済産業局 経営支援課
052-951-0521
近畿経済産業局 産業振興室
06-6966-6054
中国経済産業局 経営支援課
082-224-5658
四国経済産業局 新事業促進室
087-811-8562
九州経済産業局 中小企業経営支援室
092-482-5508
内閣府沖縄総合事務局　中小企業課
098-866-1755

創業者向け

新たな需要を創造する新商品・サー
ビスを提供する創業者に対して、店
舗借入費や設備費等の創業に要する
費用の一部を補助。（補助上限：200
万円。補助率：2/3）

公募終了
創業者公募予定
：4/13～5/8

http://sogyo-hojo.jp/

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
創業・第二創業促進補助金事務局
http://sogyo-hojo.jp/

03-5550-1311

第二創業者向け

事業承継を契機に既存事業を廃業
し、新分野に挑戦する等の第二創業
者に対して。人件費や設備費等に要
する費用の一部を補助。（補助上
限：1,000万円、補助率：2/3）

公募終了
第二創業者公募予定

：4/13～5/8
http://sogyo-hojo.jp/

中小企業庁
財務課

【お問い合わせ先】
創業・第二創業促進補助金事務局
http://sogyo-hojo.jp/

03-5550-1311

創業スクール

地域の支援機関や産業競争力強化法
の認定を受けた創業支援事業者等
が、全国で創業スクールを開催し、
創業予備軍の掘り起こしをはじめ、
創業希望者の基本的知識の習得から
ビジネスプランの策定までを支援す
る事業を民間団体等に委託。

公募終了
実施機関公募予定

：4/13～5/20
http://www.pasona.co.jp/pr/so

ugyou/2015/

中小企業庁
創業・新事業促進課

【お問い合わせ先】
地域創業促進支援事業管理事務局
http://www.pasona.co.jp/pr/sougyou/
2015/

03-6262-3781

起業家教育事業

小中学校や大学等でのモデル的な起
業家教育の実施や事例週の作成・横
展開、大学の起業家教育講座の受講
生を対象としたビジネスプランコン
テストの開催等に係る事業を民間団
体庁に委託。

公募終了
事務局公募：公募済み

実施機関公募開始：5/15～6/12

http://www2.deloitte.com/jp/ja
/pages/strategy/articles/vs/h2

7-entrepreneur-school.html

経済産業省
経済産業政策局新規産業室
03-3501-1569

地域創業促進支援委託事業

Ⅵ.創業・事業承継の促進

創業・第二創業促進補助金

Ⅴ.中小企業・小規模事業者のイノベーションの推進

商業・サービス競争力強化連携支援事業

革新的ものづくり産業創出連携促進事業

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2015/150413SenryakuKoubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2015/150413SenryakuKoubo.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2015/150413SenryakuKoubo.htm
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100084.html
http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100084.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2015/150609mono.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2015/150609mono.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2015/150609mono.htm
http://sogyo-hojo.jp/
http://sogyo-hojo.jp/
http://www.pasona.co.jp/pr/sougyou/2015/
http://www.pasona.co.jp/pr/sougyou/2015/
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/articles/vs/h27-entrepreneur-school.html
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/articles/vs/h27-entrepreneur-school.html
http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/articles/vs/h27-entrepreneur-school.html

	作業用

