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Ⅰ はじめに

現下の中小企業を取り巻く経済環境として、従来の取引関係・商慣行が大１．
幅に変化し、また、ビジネスをめぐる時間軸の短縮化が進展する中において、
独自の強みを活かし、新製品・新サービスの開発や製品の高付加価値化に意
欲的に取り組む中小企業者が増加している。

２．このような状況において、国、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、
「機構」という。）において種々の中小企業支援策が講じられている。また、
地方においてもそれぞれの独自性を高めて創意工夫に富んだ中小企業支援策を
展開する事例が増大している。

３．他方、国と地方の厳しい財政事情を背景として、それぞれの中小企業支援施
策が重複することなく効率的・効果的に実施されることが求められている。そ
のためには、国と地方がそれぞれの役割分担を明確化し、効率的・効果的に中
小企業支援を実施する観点から、中小企業支援法の運用をより一層強化してい
くことが有効である。

４．このため、中小企業支援計画において、国及び地方の中小企業支援策につい
て、具体的かつ詳細に情報を集約・整理することにより、国、都道府県及び政
令で定める市（以下「都道府県等」という。）並びに機構が相互に連携して中
小企業支援を一体的かつ効率的に実施することが一層可能となる。

５．以上を踏まえ、１７年度支援計画においては、次の方向で抜本的に見直すこ
ととしたものである。
（１）中小企業支援法第３条第１項に規定する業務 について、その体制及（注）

び事業をもれなく盛り込むこととした。

（２）内容面においても、国の行う事業について内容及び予算額を明示的に記
載するとともに、これに基づく都道府県等の支援計画においても内容及び
予算額を記載し、届け出るものとした。

（３）中小企業政策について、国及び都道府県等の支援計画を統一的、体系的
に表記し、国がそれらを集約・整理することにより、国民にとってわかり
やすく・一覧可能なものとできるようにした。

（注）中小企業支援法第３条第１項に規定する業務とは、経営の診断又は経営に関する指導助言を行う事業、

技術に関する助言又はそのための試験研究、中小企業者等に対しての研修事業、支援担当者の養成・研修

その他経営の診断又は経営若しくは技術に関する助言に関連する事業等を言う。

６．上記の観点から、本支援計画に基づいて都道府県等が中小企業支援計画を定
めるに当たり、中小企業支援法第３条第１項各号に係る事業については、支援
計画の中に盛り込むこととする。
また、都道府県等から届出のあった計画については、国において整理、集計、

公表し、都道府県にフィードバックすることにより、情報の共有化を図ること
とする。
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Ⅱ．１７年度の基本方針

１．総論

平成１７年度においては、①「市場に挑戦する中小企業の支援」を通じた経
済活性化・地域再生、②中小企業の人材育成・活用支援、③中小企業の再生支
援と中小企業金融の多様化・円滑化、④商店街・中心市街地活性化対策の４つ
の柱を中心に、地域の経済・雇用を支える中小企業に対する新たな総合的支援
を実施する。
また、中小企業支援が重複無く、効率的に実施されるよう、国、都道府県等

及び機構が協力し、３類型の支援センターからなる中小企業支援体制の連携強
化を進め、中小企業の直面する様々な経営課題に対するワンストップサービス
の提供の充実に努める。

２．国の事業

（１）国は、創業・経営革新等の推進に当たり、中小企業の経営資源の確保を支
援し、中小企業振興を図るため、基本方針に掲げる４つの柱を示し、都道府
県等、機構のほか関係機関と密接な連携と協力の下、中小企業支援を総合的
に実施する。

（２）平成１７年度においては、特に、市場に挑戦する中小企業の支援を重点的
に行うため、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律案」（以下「
中小企業新事業活動促進法」という。）の制定を通じ、新連携の支援を行う
ほか、創業、経営革新の支援策の充実を図る。また、中小企業支援人材の能
力強化を強力に推進する。

３．都道府県等の事業

（１）都道府県等は、都道府県等中小企業支援センター、地域中小企業支援セン
ターの運営を支援するととともに、国、中小企業関係団体等と緊密に連携・
協力して、効率的かつ効果的な支援を実施する。

（２）都道府県等は、国が定める柱を中心とし、国の施策との整合性を確保しつ
つ、各地域の特性に応じた施策の充実を図っていく。
都道府県等が中小企業支援事業の実施に関する計画を作成するに当たって

は、単独事業として実施するものについても、内容を記載することとし、予
算額等については、別紙様式に記載し、添付することとする。
また、過去の計画に基づき都道府県等が実施した事業等について、事後評

価を実施し、事業の効率性、効果等を把握した上で事業の見直しを行い、こ
の結果を自らが定める中小企業支援計画にも反映させる。

４．独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業

（１）機構の活動は、中期目標及び中期計画を通じた明確な目標管理と成果評価
による中小企業支援事業の効果的かつ効率的な実施が求められている。

（２）中小企業・ベンチャー総合支援センターにおいては、外部専門家を活用し、
顧客ニーズに即したワンストップサービス機能を強化する。
９支部のネットワークにより収集した情報や成功事例等の情報を共有化す

ることにより、ブロック内における中小企業支援機関の結節点機能を担うも
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のとする。
さらに、中小企業者の連携による新たな事業展開や経営革新を目指す中小

企業の販路開拓等について支援する。

（３）中小企業の多様な課題に対応していくため、中小企業大学校は、研修内容
の充実を図るとともに、校外研修の大幅な増加等による受講者の利便性の向
上、大学等との連携による研修ソフトの補強等に努めるものとする。
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Ⅲ．国

１．事業の実施体制
国においては、創業・経営革新の推進に当たり、中小企業の経営資源の確

保を支援し、中小企業の振興を図るため、関係省庁、都道府県等及び関係支
援機関と密接な連携と協力の下、各種中小企業支援施策を実施する。
さらに、平成１７年度からは、連携による新事業を行う中小企業等に対し、

ハンズオン形式で支援を行うために、全国の９箇所に「新連携支援地域戦略
会議」を設置する。
また、全国の商工会、商工会議所等のうち、１２０箇所に「シニアアドバ

イザー」を配置し、同法に基づく経営革新計画の承認獲得を目指す企業に対
し質の高い支援を行う。
依然として厳しい金融環境におかれている中小企業の再生を支援するため、

産業活力再生特別措置法に基づき、全国の４７都道府県に設置された「中小
企業再生支援協議会」による再生計画策定を支援する。

２．事業の実施概要

（１）「市場に挑戦する中小企業の支援」を通じた経済活性化・地域再生
※以下の事業費は、国が自ら
実施するための予算の額。
（ ）書きは16年度予算額

4,099,983千円（新規）① 新連携対策事業
中小企業が技術・ノウハウの緊密な「摺り合わせ」を通じて、柔軟に「

強み」を相互に補完しながら高付加価値の製品・サービスを創出するため
の新たな連携（新連携）を支援するため、中小企業新事業活動促進法の認
定を受けた連携体が行う新商品開発（製品・サービス）に係る実験、試作、
連携体内における工程管理マニュアル作成、マーケティング、市場調査等
の取組に対して助成する。
また、専門知識や高度な技術を有しながら具体的事業化を図る中小企業

が、自己の優れた機能（マーケティング、商品化等）を補完しながら、他
の企業、研究機関等と連携構築にする取組に対して助成する。

500,004千円（新規）② 新連携支援地域戦略会議事業
中小企業が技術・ノウハウの緊密な「摺り合わせ」を通じて、柔軟に「

強み」を相互に補完しながら高付加価値の製品・サービスを創出するため
の新たな連携（新連携）を支援するため、全国の各ブロックごとに有識者、
地元金融機関、各支援機関等の専門知識を結集した「新連携支援地域戦略
会議」を設置し、連携による新事業を行う中小企業等に対し、ビジネスプ
ランの作成から事業化に至るまでハンズオン形式で支援を行う。

③ 地域中小企業支援機関機能強化事業（ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ事業）
1,200,024千円（新規）

創業及び中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新を目指す企業に対
し質の高い支援を行うことを目的として、平成１７年度から商工会、商工
会議所等に所属する経営指導員を対象として実施する「全国統一演習研修
」の結果や過去の支援実績等を評価し、一定の能力を有する者を「シニア
アドバイザー」として位置付け、中小企業診断士等、優秀な支援人材を活用
して、中小企業等の創業、経営革新に向けたビジネスプラン作成、マーケテ
ィングリサーチ等を支援する。
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39,403千円（40,263千円）④ 経営革新支援事業（国補助）
中小企業の経営革新を促進するため、複数の都道府県において事業を行

う組合等が、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を国
（地方機関を含む）から受け、当該計画に従って行う経営革新のための市
場調査、新商品・新サービス開発、販路開拓等の事業に対して助成する。

225,000千円（新規）⑤ 中小企業新事業展開支援普及促進事業
中小企業新事業活動促進法の目的・趣旨を周知し、法の趣旨に沿う企業

輩出の土壌を整備するため、都道府県等中小企業支援センターにおいて、
経営革新、新事業展開及び新連携を目指す者に対し、セミナー、講習会、
研修会等を通じて法律上の概念、成功事例、成功への鍵となる要素等の啓
蒙普及を図る。

⑥ 中小企業・ベンチャー挑戦支援事業（国補助）
3,297,000千円（2,565,000千円）

事業性・新規性の高い技術シーズ、ビジネスアイディアを持った中小・
ベンチャー企業等を対象として、事業化に向けた技術開発等に対し助成す
るとともに、ビジネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング
を一体的に実施する。

60,000千円（新規）⑦ 中小企業技術革新成果事業化促進事業
優れた技術を持つ中小企業が、事業化に当たっての技術課題を解決する

ため、中小企業のニーズに積極的に対応する公設試等による技術支援を受
け、技術の事業化を図る取組を支援する。

（２）中小企業の人材育成・活用支援

509,757千円（443,285千円）① 企業等ＯＢ人材活用推進事業
大企業や研究機関で培ってきた、優れた経営ノウハウや、技術開発能力

等を持った退職ＯＢ等が、中小企業の経営課題解決のための外部人材とし
て広く活躍することを促進するため、企業等ＯＢ人材の全国レベルでのデ
ータベースの構築と地域におけるマッチングのための体制を支援する。

1,639,926千円（1,297,662千円）② 創業人材育成事業
創業、新事業展開等を促進するため、全国の商工会・商工会議所等にお

いて、創業に向けて具体的な行動計画を有するもの（創業予備軍）に対し
創業のための実践的な能力を修得させる「創業塾」及び新事業展開等を目
指す経営者や若手後継者等（第二創業予備軍）に対し経営戦略等の知識・
ノウハウの体得を支援する「第二創業コース」の実施に対して助成する。

113,759千円（182,493千円）③ 全国統一演習研修事業
小規模事業者の高度化・多様化するニーズに対応し、創業、経営革新に

つながる提案型指導を一層充実させるため、全国の商工会・商工会議所等
に配置された経営指導員に対して、全国統一のカリキュラムによるインタ
ーネット上での能力開発システムを開発し、経営指導員を対象に研修、研
修評価試験を実施する事業に対して助成する。

（３）中小企業の再生支援
2,973,930千円（2,666,775千円）・中小企業再生支援協議会事業

厳しい金融環境におかれている中小企業の再生を支援するため、産業活
力再生特別措置法に基づき、各都道府県ごとに「中小企業再生支援協議会
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」を設置し、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
の再生についての相談を受け、課題解決に向けたアドバイスを実施すると
ともに、再生のために抜本的な見直しが必要な企業については、中小企業
診断士、弁護士等の外部専門家と支援チームを編成し、再生計画策定を支
援する。

（４）商店街・中心市街地活性化対策

① 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業
4,103,000千円（新規）

中心市街地や地域の中小商業・サービス業の活性化のため、地域経済圏
の産業等の動向、来街者や居住者の増加等のための都市計画等との整合性
等の観点から、多くの地域中小商業等支援施策の範となる地域における先
駆的、広域的な連携等の取組に対し関係省庁と連携し、国が直接・重点的
に助成する。

30,465千円（30,815千円）② 全国商店街振興組合連合会事業
全国商店街振興組合連合会が都道府県商店街振興組合連合会に対して行

う指導事業等に対して助成する。

107,370千円（109,570千円）③ 商人塾事業
商工会、商工会議所、商店街振興組合等が行う経営ノウハウ（顧客開発

等）や店づくりを習得する座学講習事業、空き店舗や繁盛店を活用して技
を習得する体験実習（修行）事業等に対して助成する。

（５）その他

550,477千円（550,239千円）① 商工会等指導事業
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経営改善

普及事業に関する指導や情報の収集及び提供等に係る事業に対して助成す
る。

905,209千円（1,124,713千円）② 中小企業連携組織対策推進事業
全国中小企業団体中央会が都道府県中小企業団体中央会及び全国地区の

組合に対して行う、組合等の動向の把握及び組合等の活性化と組織化の一
層の推進を図るため実施する指導・連絡に係る事業に対して助成する。

242,900千円（268,917千円）③ 下請中小企業振興事業
財団法人全国下請企業振興協会が、都道府県の下請企業振興協会との密

接な連携、協力の下に実施する下請取引のあっせんに係る事業等に対して
助成する。
また、下請中小企業の経営者等を対象として、脱下請企業として自立化

するためのノウハウを高めるための製品開発力、マーケティング・経営戦
略等を修得させるための短期集中研修を実施する。
さらに、下請取引の適正化を図るため、下請代金支払遅延等防止法及び

下請中小企業振興法の普及事業を行う。
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Ⅳ．都道府県等

１．事業の実施体制

（１）都道府県等の実施体制
都道府県等においては、国と適切な役割分担の下、地域経済及び地域産

業の実情に応じた特色ある事業の実施に努めるとともに、商工会・商工会
議所等を積極的に活用し、機能的な予算の執行に努め、中小企業者に対し
てワンストップサービスの提供に努めるものとする。
また、各都道府県等は、中小企業支援事業の実施に関する計画を作成す

るに当たっては、独自に実施する事業についても、その計画に定めること
とし、予算額等については、別紙様式に記載し、添付して届け出るものと
する。

（２）都道府県等中小企業支援センターの実施体制
都道府県等は、経営の診断、助言、相談、情報の提供、あっせん等の事

業等を総合的に実施するために、都道府県等中小企業支援センターを指定
するものとする。
また、都道府県等中小企業支援センターと中核的支援機関（新事業創出

促進法第１９条第１項（中小企業新事業活動促進法施行後は第２６条第１
項）が同一の機関である都道府県等においては、新事業創出促進法第１８
条第１項に規定する基本構想（中小企業新事業活動促進法施行後は第２５
条第１項に規定する事業環境整備構想))と連携した計画とするものとする。

① プロジェクトマネージャー等配置
都道府県等中小企業支援センターが行う中小企業支援事業を効果的かつ

効率的に実施するため、事業を一貫して管理するプロジェクトマネージャ
ーを少なくとも１名配置するものとする。
また、経営、技術及びＩＴなどの専門的な面からプロジェクトマネージ

ャーを代理、補佐する者として、サブマネージャー数名程度を各都道府県
等の実情に合わせてふさわしい配置を行うものとする。

② 事業可能性評価委員会
事業可能性評価委員会は、診断助言等を希望する企業を審査し、事業の

成長可能性が高く、将来的に有望な企業を発掘して、その企業に対する総
合的継続的な「育て上げ」型支援の提供に結び付け、ほかの支援事業も活
用することにより、施策効果の高い、継続的な診断助言等の支援の提供を
決定するものとする。

③ 中小企業との情報交流体制の整備
都道府県等中小企業支援センターは、都道府県等レベルの中小企業支援

体制の中心として、中小企業者、民間支援事業者等の交流拠点として機能
するものとする。

（３）地域中小企業支援センター実施体制
地域中小企業支援センターは、地域における創業者や地域の中小企業者

に対して、きめ細やかな支援の拠点として設置されるものであり、地域経
済の新たな活力となる創業者や、地域の中小企業者等の発展を支援するも
のとする。

① 地域中小企業支援センターの選定
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都道府県は、地域において継続して実施する能力と意欲のある団体のう
ちから、その申請に基づき、経済的諸条件や偏在性等を考慮し、身近な支
援拠点としての機能の発揮が可能となるよう適切な配置に努めるものとす
る。

② コーディネーター等の配置
きめ細かく創業や経営革新について支援を行うために、地域中小企業支

援センターには、企業経営について十分な知見を有し、幅広い分野に精通
するとともに高度な専門性を有するコーディネーターを配置するものとす
る。

③ 関係支援機関との連携
地域中小企業支援センターは、事業の実施に際しては、中小企業・ベン

チャー総合支援センター及び都道府県等中小企業支援センターや商工会・
商工会議所等、都道府県中小企業団体中央会を始め、地域における中小企
業支援機関等と緊密な連携の下、広範な中小企業施策情報等の経営資源に
ついて情報の共有化を図り、情報提供におけるワンストップサービス体制
の構築を図るものとする。
また、支援課題に応じて、民間専門家の派遣による指導・助言が必要な

場合、あるいは、高度かつ専門的な案件については、都道府県等中小企業
支援センター、中小企業・ベンチャー総合支援センター等への案件のスム
ーズな引継ぎに努めるものとする。

（４）中小企業関係団体の実施体制

① 商工会・商工会議所（経営改善普及事業）
商工会及び商工会議所は、当該地区内の小規模事業者の経営の改善発達

を図るため、個別の相談・指導事業を中心とした経営改善普及事業を実施
するものとする。
商工会及び商工会議所は、経営改善普及事業を円滑かつ効果的に実施す

るため、経営指導員等を配置する等、実施体制の運営を支援するとともに、
経営指導員等が経営改善普及事業に専念することができるよう、一般管理
事務の責任者として事務局長等を配置し、商工会及び商工会議所の事業環
境整備を図るものとする。
なお、事務局長等の配置に当たっては、別途、通知する文書に基づき整

備・維持するものとする。

② 都道府県中小企業団体中央会
都道府県中小企業団体中央会においては、都道府県地区の組合等の設立

指導や組合の運営を支援するための情報提供、調査研究等の事業を実施す
るものとする。

③ 都道府県商店街振興組合連合会
都道府県商店街振興組合連合会においては、商店街振興組合等の設立、

運営等の支援及び商店街の活性化のための支援を行う等、事業の実施体制
の運営支援をするものとする。

④ 関係支援機関との連携
地域の中小企業関係団体においては、地域の実情に合わせ、各団体にお

いて適切な支援体制の整備を構築するとともに、都道府県等と緊密に連携
し、中小企業者等の多様なニーズにきめ細かく対応した事業の実施に努め
るものとする。
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２．事業の概要

（１）中小企業の経営資源確保のための総合的支援
※以下の事業費は、国が都道府県等
向けに確保した予算の額。
（ ）書きは16年度予算額

2,951,656千円（2,982,297千円）① 都道府県等中小企業支援センター事業

ａ．相談事業
中小企業者や創業者等の抱える種々の経営課題の解決や中小企業に不足

する経営、人材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保を支援するため、
民間専門家等による窓口相談を実施するものとする。

ｂ．専門家派遣事業
中小企業者、創業者等の抱える種々の経営課題の解決や中小企業に不足

する経営、人材、情報、資金等の経営資源の円滑な確保の支援に加えて、
技術力の向上等、より高度な経営課題の解決のため、民間専門家等を中小
企業へ直接派遣し、診断・助言等を実施するものとする。

ｃ．情報提供等事業
中小企業者や創業者等を対象とする中小企業施策の普及啓発等のための

セミナー等を開催するとともに、都道府県等が作成する中小企業支援計画
及び中小企業支援施策の企画・立案等のために必要な地域における中小企
業に関する経営動向等の調査・分析等を実施するものとする。
また、下請中小企業の自立化等の経営基盤の強化を支援するため、下請

取引のあっせん、商談会等による販路拡大の支援等の事業を、国及び財団
法人全国下請企業振興協会と密接な連携と協力を図りつつ実施するものと
する。

ｄ．事業可能性評価委員会事業
事業可能性評価委員会は、創業者、創造的な事業活動を行う中小企業者

等からの求めに応じて、事業化に向けてのシーズの有望性、技術の先進性、
ノウハウの独自性、事業の発展性等に関する事業の可能性について評価を
行うものとする。
そのほか、ＩＴ貸付けの推薦等のための審査、ビジネスプランの評価・

審査など中小企業支援事業に関する審査・評価を行うものとする。

ｅ．中小企業者に対する研修事業
中小企業の経営者又はその従業員並びに創業者に対し、経営方法又は技

術及びＩＴ革命への啓発普及などに関する基本的な知識等の習得のための
研修を行うものとする。

626,918千円（1,086,657千円）② 地域中小企業支援センター事業
地域中小企業支援センターにおいては、コーディネ－ターや民間専門家

による相談事業、中小企業施策等の情報の収集・提供事業などを、創業者
や地域の中小企業者のニーズに応じてきめ細かく実施するものとする。
コーディネーターは、創業者や地域の中小企業者の求めに応じて、創業

準備の手順・ポイント、会社経営のノウハウ、成功事例、事業資金の調達
方法など創業に当たっての課題や、経営、金融、技術、情報化、マーケテ
ィングなど経営革新等の課題について、個別面接を行うなどきめ細やかな
相談を行うものとする。
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10,403,180千円（10,403,180千円）③ 経営改善普及事業
経営改善普及事業は、商工会・商工会議所が行う主として以下の各項目

に掲げるものとする。
ａ．金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、その他経営に関す
る指導、あっせん等

ｂ．小規模事業者の経営の改善発達に資する地域の活性化又は商工業の振
興に関する事業の実施、協力又は指導

ｃ．経営、技術、各種制度等に関する情報又は資料の収集及び提供
また、小規模事業者をめぐる新たな経営環境に対応するため、個別相談

・指導に加え、地域振興事業の実施、創業人材育成・後継者育成等人材能
力開発の推進等を図るとともに、指導ニーズの高度化、多様化等に対応す
るため、専門指導体制の整備、専門的ノウハウ等を有する者の幅広い知見
の活用等を通じ、経営改善普及事業の効果を高めるものとする。

（２）「市場に挑戦する中小企業の支援」を通じた経済活性化・地域再生

1,746,299千円（1,135,854千円）① 経営革新支援事業（県補助）
中小企業の経営革新を促進するため、単一の都道府県内において事業を

行う中小企業者等が、中小企業新事業活動促進法に基づき、都道府県から
経営革新計画の承認を受け、当該計画に従って行う経営革新のための、市
場調査、新商品・新サービス開発、販路開拓等の事業に対し助成するもの
とする。

492,773千円（739,142千円）② 地域産業集積中小企業等活性化補助事業
特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に基づき、進出計画等の承認

を受けた中小企業者等が行う新商品開発、人材育成、販路開拓等への取組
に対して助成するとともに、地場産業振興センター、公設試験研究機関等
の地域の中小企業支援機関が地域の産業集積の中小企業者等に対して行う
指導・助言、人材育成等の事業に対して助成するものとする。

（３）中小企業の人材育成・活用支援

150,149千円（62,040千円）① 経営資源強化事業
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研修への参加に

対して助成する。
また、都道府県が適当と認める機関が行う創業・経営革新を目指す中小

企業の自立化のための支援施設の提供等の事業に対して助成するものとす
る。

17,628千円（17,988千円）② 労働力確保事業
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇

用管理の改善の促進に関する法律に基づき、改善計画の認定を受けた中小
企業者等が行う職場環境の改善、福利厚生の充実、新分野進出のための人
材確保・育成等の雇用管理の改善を円滑に行うための事業に対して助成を
するものとする。

（４）商店街・中心市街地活性化事業

① 中心市街地等中小商業活性化施設整備事業
3,300,000千円（4,200,000千円）
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商店街・中心市街地の活性化を図るため、中心市街地活性化法等の認定
を受けた事業計画に基づき、アーケード、カラー舗装、商店街のテナント
ミックスに資する店舗を整備等する事業に対して助成するものとする。

678,900千円（833,884千円）② ＴＭＯ活性化等支援事業
ＴＭＯ等が中心市街地活性化法に基づくＴＭＯ計画を実施するに当たっ

て、ＴＭＯの経営基盤の確立、専門知識を有した外部人材を確保する事業、
地域住民等関係者間のコンセンサス形成を図るためのフォーラムの開催等
に対して助成するものとする。

146,988千円（149,828千円）③ 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商店街振興組合等に対し行う指導事業

等に対して助成するものとする。

（５）その他

678,389千円（678,389千円）① 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

県中小企業団体中央会指導員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
する事業に対して助成するものとする。

320,000千円（375,000千円）② 小規模企業者等設備貸与事業円滑化事業
小規模企業者等設備貸与制度の利用者の割賦損料負担増を軽減するため、

貸与機関が実施する設備貸与事業の貸倒対応のための準備金に対して助成
するものとする。

（６）事業広報及び広聴活動
都道府県等は、都道府県等中小企業支援センターが行う事業について、

多くの中小企業者による事業の利用を図り、併せて関連する事業等との一
体性を確保するため、新聞・雑誌等の広告、イベント、講習会、インター
ネット等を活用して可能な限り多くの機会に広報を行い、中小企業、民間
専門家、中小企業支援関係機関にその事業内容を周知するものとする。
また、都道府県等は、定期的に中小企業者・民間専門家に対し無作為抽

出等の方法によるアンケート調査等を行い、中小企業支援事業そのものの
社会一般に対する認知度等を検証しつつ、中小企業支援事業を行うものと
する。

（７）事後評価
中小企業支援センターの事業運営に際しては、支援を受けた中小企業の

満足度等の意見を調査して、支援内容に関する事後評価を行うことは極め
て重要であることから、これら事業に係る事後評価を行うことにより、事
業の効率性、効果等を把握し、事業の見直しや効率的運営及び支援内容の
質的向上に努め、事業の一層の改善に努めるものとする。
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Ⅴ．独立行政法人中小企業基盤整備機構

１．事業の実施体制
新事業展開の継続的な実現のためのワンストップ支援体制を構築するため、

プロジェクトマネージャーを始めとする専門家の配置や課題対応型の研修を
行うとともに、機構が提供する様々な支援ツール（助成、専門家派遣、各種
マッチング等）を適時、適切なタイミングで提供するなど総合的に支援を行
うものとする。
また、産業クラスター計画への協力・連携や中小企業新事業活動促進法に

基づく承認企業を始めとする、創業・経営革新に取り組む中小企業者等に対
して、地域の特殊性等に配慮し、経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局や地
方自治体等との連携により、積極的な支援を行うものとする。

（１）中小企業・ベンチャー総合支援センター

① 中小企業支援体制の結節点
全国９つの機構の支部に設置された中小企業・ベンチャー総合支援セン

ターは、ブロック内における中小企業支援体制の結節点として、収集した
情報を整理・加工・価値添加し、成功事例等を共有化するとともに、都道
府県等中小企業支援センター、地域中小企業支援センター及び中小企業支
援機関と連携を図り、支援事業をサポートするものとする。

② プロジェクトマネージャー等の配置
中小企業・ベンチャー総合支援センターに中小企業支援事業を一貫して

管理するプロジェクトマネージャー及びプロジェクトマネージャーを補佐
するサブマネージャーを配置するものとする。
また、中小・ベンチャー企業のスタートアップ支援を強力に推進するた

めに配置する技術プロジェクトマネージャーに加え、経営革新承認企業等
の販路開拓支援を強力に推進するために新たに販路開拓プロジェクトマネ
ージャーを配置し、事業化及び販路開拓支援の事業実施アドバイスを行う
ものとする。

③ 機構による都道府県等中小企業支援センター、各中小企業支援機関との
相互の連携及び協力
機構は、３類型の中小企業支援センターからなる、中小企業支援体制の

結節点となるものである。
そのため、機構は、ポータルサイト（「Ｊ－ＮＥＴ２１」）を活用し、

各中小企業支援センター間の情報の共有化を進めること等により、３類型
の中小企業支援センター間の緊密な連携を図るものとする。
また、機構は、中小企業支援体制の核として、３類型中小企業支援セン

ターにおける全国レベルの専門的能力を有する民間専門家のデータベース
や経営・技術等の課題解決事例について、共用可能な各種データベースを
構築し、各センター等が行う事業の効率的な実施を支援するものとする。

（２）中小企業大学校
全国９箇所に設置されている中小企業大学校は、金融、再生、創業・経

営革新等の分野を中心とした現下の経営課題を中小企業が克服していくた
め、各地域の中小企業、地方自治体及び中小企業支援機関等との連携体制
を構築するものとする。
また、研修内容については、中小企業施策との連携を深め、研修方法に

ついても地域の中小企業者や中小企業支援機関職員、支援担当者等のニー
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ズを反映したテーマやカリキュラム等を作成するとともに、研修期間の短
縮化や校外型研修の拡大など受講生の利便性をより向上させるなど、各地
域ブロックの人材育成の中核機関として、その機能の充実強化を図ってい
くものとする。

２．事業の概要

（１）中小企業の経営資源確保のための総合的支援
※以下の事業費は、国が機構へ交付
金として交付する予算額。
（ ）書きは16年度予算額

① 中小企業・ベンチャー総合支援センター事業
1,565,922千円（1,629,855千円）

中小企業・ベンチャー総合支援センターは、株式公開を視野に入れたベ
ンチャー企業の支援や特許権の取得を絡めた経営戦略、直接金融による資
金調達など高度な経営課題や、都道府県等中小企業支援センター及び地域
中小企業支援センターでは対応が困難な、高度かつ専門的な案件若しくは
都道府県域を超えるような案件を中心に、ブロック内のほかの中小企業支
援センターと確実に連携を図り、適切な支援策を講ずるものとする。

357,365千円（367,335千円）② 支援センター等交流ネットワーク事業
中小企業支援に関する各種情報の提供、検索等を総合的に行えるポータ

ルサイト（Ｊ－ＮＥＴ２１）を運営し、インターネットで中小企業者及び
中小企業支援担当者等が必要な情報を容易かつ迅速に入手できるワンスト
ップサービスを提供するとともに、３類型の中小企業支援センター間の情
報の共有化を図ることにより中小企業支援体制の連携・協力を促進するも
のとする。

（２）「市場に挑戦する中小企業の支援」を通じた経済活性化・地域再生

900,000千円（822,120千円）① 中小・ベンチャー企業支援事業
実用化開発、知的財産取得、販路開拓等に対する資金面での助成ととも

に、ビジネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体
的に実施することにより、事業性・新規性の高い技術シーズ、ビジネスア
イデアを持つ中小・ベンチャー企業等の事業化を技術面と経営面から強力
に支援するものとする。

228,352千円（195,028千円）② 中小企業海外展開支援事業
中小企業の国際化による事業展開を支援するため、中小企業の海外展開

（海外進出、海外企業との業務提携、貿易等）に係る、より効率的な海外
展開情報の提供、国際化に係る相談等を実施するものとする。

190,000千円（213,494千円）③ 中小企業環境・安全等対応情報提供事業
中小企業者が、容器包装リサイクル法、廃棄物処理法等の各種の法的環

境規制、化学物質の適正使用・適正管理及び環境管理・監査制度の国際規
格（ＩＳＯ１４０００）へ適切に対応していくための情報提供を行うもの
とする。

（３）中小企業の人材育成・活用支援

1,190,000千円（957,597千円）・中小企業大学校が行う人材養成事業
全国９箇所に設置されている中小企業大学校は、各地域ブロックの人材
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育成の中核機関としての役割を担うとともに、中小企業大学校全体として
「受講者総数の大幅な増加を目指す」「研修内容について中小企業施策と
の連携をより深める」「受講者の利便性を大幅に向上させる」ことを目標
に着実にその事業を推進するものとする。

ａ．中小企業者向け研修

イ．独自の研修施設を保有する等の中小企業大学校の特徴を活かし、他の機
関では実施できない研修サービスを地域中小企業のニーズを踏まえて行う
という観点での人材養成型研修に重点を置くこととする。

ロ. 研修テーマとしては、経営管理者や後継者の資質向上のための経営全般
に関する研修、企業戦略立案、販売・営業、生産管理といった個別経営課
題に対応する研修、創業予定者を対象とした新規創業を支援する研修等が
ある。
さらには、財務・管理会計の必要性の普及と理解を目指す「会計啓発・

普及セミナー」を校外で実施するなど、受講生の利便性に配慮した様々な
テーマ、手法で研修を実施するものとする。

ｂ．中小企業支援人材に対する研修
中小企業支援担当者に対する研修と中小企業支援協力機関職員等に対す

る研修については、「受講機会の拡大」「中小企業施策の多様化・高度化
などのニーズの変化」に対応するため、従来の都道府県等や、商工会、商
工会議所等中小企業支援機関等それぞれの機関別の研修体系を廃止する。
これらを中小企業支援人材向け研修として一元化し、機関に限らず民間

の経営コンサルタント等の支援協力者が受講できる研修とするとともに、
研修内容についてもレベル別に改編し、支援能力の段階ごとに計画的に受
講できる研修とするものとする。

（４）商店街・中心市街地活性化対策

533,732千円（255,681千円）・商店街活性化専門指導事業
中心市街地活性化を支援するためＴＭＯ等へのタウンマネージャーの派遣

や商店街活性化の計画策定等を支援するための商店街活性化シニアアドバイ
ザーの派遣等事業を行うものとする。
さらに、平成１７年度からは、市町村又はＴＭＯ等が行う中心市街地活性

化の取組を支援するため、機構における高度化融資や再開発等の専門的ノウ
ハウを活用し、同機構本部及び全国９箇所の地方支部において、地域のまち
づくりプランへの取組やハード・ソフトの両面にわたる総合的な診断・サポ
ートを実施するものとする。

（５）事後評価
中小企業・ベンチャー総合支援センターの事業運営に際しては、支援を

受けた中小企業者等に対して、満足度等の意見を調査し、支援内容に関す
る事後評価を行うことは極めて重要であることから、これら事業に対する
事後評価を行うことにより、事業の効率性、効果等を把握し、事業の見直
しや効率的運営及び支援内容の質的向上に努め、事業の一層の改善に努め
るものとする。


