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平成24年度において講じた中小企業施策

はじめに
企業数の99.7％、雇用の約7割を占める中小企業は、我が国経済の活力の源泉である。
我が国経済や社会を支える中小企業の活性化のため、平成24年度において講じた施策を紹介する。

第1章 東日本大震災に係る中小企業対策

第1節 資金繰り対策

平成23年3月11日に発災した東日本大震災による被害を受けた中小企業にとって、資金繰りは重要
な課題の一つであり、大震災発災直後から様々な支援策を講じてきた。
平成24年度においても、大震災からの復興が本格化することを見据え、復興に伴う資金需要に対応す
るため、大震災による影響を受けた中小企業等に対する資金繰り支援策として、東日本大震災復興特別貸
付、東日本大震災復興緊急保証等につき、平成24年度も引き続き実施した。
特に、東日本大震災復興特別貸付等については、平成24年度予算において、復興枠で予算額882億
円、事業規模0.75兆円を措置し、予備費においては243億円を措置した。

【具体的施策】
1．東日本大震災復興特別貸付【24年度予備費：243.0億円】
東日本大震災により被害を受けた中小企業等を対象とした、株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公

庫」という。）、株式会社商工組合中央金庫（以下「商工中金」という。）による新たな融資制度を平成23
年度に創設し、平成24年度においても、必要な融資枠を措置した。また、原発事故に係る警戒区域等の
公示の際に当該区域内に事業所を有していた中小企業等や、地震・津波により事業所等が全壊・流失した

中小企業等に対しては、県の財団法人等を通じ、実質無利子化する措置も平成23年度に創設し（平成23
年8月22日より措置。）、平成24年度も引き続き実施した。本制度の運用を開始した平成23年5月23日か
ら平成25年3月末までの貸付実績は、57,758件、1.1兆円であった。

2．マル経・衛経融資の貸付限度額・金利引下げ措置の拡充
東日本大震災により直接又は間接的に被害を受けた小規模事業者に対し、無担保・無保証で利用できる

日本公庫によるマル経・衛経融資の貸付限度の拡充（通常枠とは別枠で1,000万円。）、金利引下げ（別枠
1,000万円につき、貸付後3年間に限り、通常金利から更に0.9％引下げ。）を行った。平成24年4月から平
成25年3月末までに、マル経・衛経融資合わせて750件、27億円の融資を実施した。
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3．災害関係保証の実施
東日本大震災により直接的に被害を受けた中小企業に対して、信用保証協会が一般保証とは別枠（セー

フティネット保証とは同枠。）で保証を実施した（100％保証。保証限度額は無担保8,000万円、最大2億
8,000万円。）。平成25年2月末までの大震災に係る保証承諾実績は、101件、14億円であった。

4．東日本大震災復興緊急保証
東日本大震災により被害を受けた中小企業等を対象に、既存の一般保証や災害関係保証、セーフティ

ネット保証とは別枠の新たな保証制度を平成23年度に創設し、平成24年度においても引き続き実施した
（100％保証。保証限度額は無担保8,000万円、最大2億8,000万円。）。本制度の運用を開始した平成23年
5月23日から平成25年2月末までの保証承諾実績は、92,821件、2.0兆円であった。

5．小規模企業者等設備導入資金貸付の償還期間延長等
東日本大震災に対処するため、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

（平成23年法律第40号）」第129条により、大震災で著しい被害を受けた者について、平成23年3月11日
以降の制度利用に係る償還期間を7年から9年に延長するとともに、「東日本大震災の被災者等に係る国税
関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律（平成23年法律第119号）」により、大震災で著
しい被害を受けた者が設備復興のために当該制度を利用する場合の消費貸借契約書に係る印紙税を非課税

とする措置を講じた。

6．原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」
福島県及び経済産業省は、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。）の高度化

融資スキームを活用し、原子力発電所事故で甚大な被害を被った中小企業等を支援するため、事業を継

続・再開するために必要な事業資金（運転資金・設備資金）を長期、無利子、無担保で融資する制度を実

施した。本制度の実績は、県内移転先での事業継続・再開向け融資が523件、110.2億円（平成23年6月1
日～平成25年3月末）、解除区域等での事業継続・再開向け融資が189件、10.2億円（平成23年11月25
日～平成25年3月末）であった。

7．建設業における金融支援の拡充【24年度補正：18.5億円】
（1）地域建設業経営強化融資制度の拡充

建設企業の資金調達の円滑化を一層図るため、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負

代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進すること等を内容とした地域建設業経営強化融資

制度について、平成23年度に講じた、施工中工事の被災に伴う損害額や災害廃棄物の撤去等（がれ
きの処理等）に係る債権を対象に追加した措置について、平成25年度末まで延長した。

（2）下請債権保全支援事業の拡充
下請建設企業等の債権保全及び資金調達の円滑化を一層図るため、下請建設企業等の有する債権の

保全を促進する下請債権保全支援事業について、平成23年度に講じた、被災地における工事及び災
害廃棄物の撤去等（がれきの処理等）に係る債権の買取を新たに実施するとともに、被災地域におけ

る災害廃棄物の撤去等及び建設機械の割賦販売・リース・レンタルに係る債権を保証対象に追加した

措置について、平成25年度末まで延長した。
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（3）建設業災害対応金融支援事業の創設
中小・中堅建設企業による災害対応のための建設機械購入の促進を図るため、中小・中堅建設企業

による災害時において使用される代表的な建設機械の購入及び東日本大震災により被災した中小・中

堅建設企業による建設機械の購入に係る借入金の金利負担を軽減するため、建設業災害対応金融支援

事業を創設した。

第2節 二重債務問題対策

被災事業者がその復興に向けて事業を再開するに当たり、既往債務が負担となって新規資金調達が困難
となる、いわゆる二重債務問題に対応するため、平成23年9月以降、被災事業者のワンストップ相談窓
口として、「産業復興相談センター」を被災各県に順次設置した。また、新規資金調達を可能とするため、
既往債務の買取と元利金返済の凍結を行う「産業復興機構」を設立した。
平成24年度においても、産業復興相談センターでは、産業復興機構と連携しながら、債権買取を含め
た様々な再生支援を引き続き行った。

【具体的施策】
1．「産業復興相談センター」及び「産業復興機構」による再生支援
被災各県の中小企業再生支援協議会の体制を強化して産業復興相談センターを設立するとともに、債権

買取等を行う産業復興機構を設立することにより、東日本大震災により被害を受けた中小企業等の再生支

援を強化した。各県の産業復興相談センターにおいては、平成25年3月末までに2,043件の事業者からの
相談に対応しており、そのうち対応を終了したものは1,774件となった。主な実績としては、金融機関等
による金融支援について合意したものは280件、うち債権買取は105件となった。

2．「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構」による再生支援
被災事業者の二重ローン問題に対応するため、東日本大震災事業者再生支援機構では旧債務に係る返済

負担の軽減等の支援を実施した。東日本大震災事業者再生支援機構では、平成24年3月5日の業務開始以
来、これまでに1,087件の相談を受け付けており、そのうち167件の事業者に対して、債権買取等の再生
支援を行う旨の決定をした（平成25年3月末現在）。

3．再生可能性を判断する間の利子負担の軽減
東日本大震災及び原子力発電所の事故により経営に支障を来した中小企業等が、産業復興相談センター

を活用して事業再建に取り組む際、相談や調整等を行っている間に旧債務の利子負担が累積し、再建が困

難になることのないよう旧債務に係る利子相当額を補給する制度を平成23年度に創設し、平成24年度も
引き続き実施した。平成24年度の実績は、107件、6億円であった。

4．被災中小企業復興支援リース補助事業の実施
被災中小企業の二重債務負担の軽減を図るため、東日本大震災に起因する設備の滅失等により債務を抱

えた中小企業に対し、設備を再度導入する場合のリース料の10％を補助した。また、平成24年10月に補
助金上限額の引上げ等の支援内容拡充を行った。
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第3節 工場・商店街等の復旧への支援

東日本大震災の影響は未だに大きく、引き続き、被災地域の本格的な復興に向けた取組を着実に進めて
いくことが重要である。特に、中小企業の工場や商店街等の復旧は、被災地域の本格的な復興を図る上で
不可欠であり、平成24年度においても、総合的な支援を講じた。
まず、東日本大震災を受けて新たに創設された、地域の復興のリード役となり得る中小企業等グループ
の施設等の復旧・整備を支援する中小企業等グループ補助金や、中小機構が仮設店舗や仮設工場等を設営
し、自治体を通じて事業者に無償で貸出しを行う事業を継続的に実施し、被災地域の本格的な復旧・復興
の推進を図った。
また、中小企業・小規模事業者の新たな販売先確保や早期の事業再開を後押しするため、被災地域に移
動販売車両を配備し、仮設住宅での販売や各種イベント等での商品販売等の支援を講じた。

【具体的施策】
1．中小企業組合等協同施設等災害復旧事業【24年度予算：500.0億円、予備費：801.0億円】
東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進するため、

①複数の中小企業等から構成されるグループが復興事業計画を作成し、地域経済や雇用維持に重要な役

割を果たすものとして県等から認定を受けた場合に、計画実施に必要な施設・設備の復旧に掛かる費

用に対して、国が1/2、県等が1/4を補助
②激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号）に基づき、事業
協同組合等が行う協同施設の災害復旧事業に掛かる費用に対して、国が1/2、県が1/4を補助
③商工会等の中小企業者のための指導・相談施設等の災害復旧事業に掛かる費用に対して、国が1/2を
補助

を実施し、被災した中小企業等のグループ、事業協同組合等の施設の復旧・整備、修繕に対し、約1,300
億円の支援を行った。

2．仮設工場・仮設店舗等整備事業【24年度予算：50.0億円】
東日本大震災の被害を受けた中小企業・小規模事業者が早期に事業再開できるよう、中小機構が仮設工

場、仮設店舗等を設置し、自治体を通じて事業者に原則無償で貸出しを行う事業を実施した。6県49市町
村において、520か所程度の工事が完成した（平成25年2月末現在）。

3．施設・設備の復旧・整備に対する貸付け【24年度予算：100.0億円】
東日本大震災により被害を受けた中小企業者が、県から認定を受けた復興事業計画に基づいて、その計

画を実施するために必要な施設・設備の復旧・整備を行う場合に、中小機構と県が協力して、必要な資金

の貸付けを行った。

4．高度化貸付の債権放棄・償還猶予・返済期限の延長
東日本大震災により被害を受けた中小企業者に対して、高度化貸付の既往債権について債権放棄を含め

その整理を円滑に進めるとともに、償還猶予や返済期限の延長について、対象の拡充、要件の緩和、手続

の簡素化を行った。
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5．軽トラックを活用した仮設住宅等への移動販売事業【24年度予算：3.0億円】
仮設住宅等の被災者の買い物環境を整備するため、また、東日本大震災により既存の販売先を失うなど

した中小企業者の販売先確保や早期の事業再開等を支援するため、被災地域に約100台の移動販売車両
（軽トラック）を配備し、中小企業者に貸出しを行うことにより、中小企業者が行う仮設住宅での販売や

各種イベント等での販売を支援した。

6．事業復興型雇用創出事業
被災地で安定的な雇用を創出するため、将来的に被災地に雇用創出の中核となることが期待される事業

を行う事業所で、被災者を雇用する場合に産業政策と一体となった雇用面での支援（雇入れに係る費用（職

業訓練・雇用管理等含む。）として助成。）を行った。また、平成24年度補正予算において、事業実施期
限を平成27年度末から平成28年度末までに延長した。

第4節 経営支援・広報相談体制の強化

【具体的施策】
1．特別相談窓口等の設置
全国の日本公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小機

構地域本部及び経済産業局に特別相談窓口を設置し、東日本大震災の被災中小企業者等からの経営・金融

相談に応じた。

2．中小企業電話相談ナビダイヤルの実施
どこに相談したらよいか困っている中小企業のために、一つの電話番号で最寄りの経済産業局につなが

る「中小企業電話相談ナビダイヤル」を実施した。

第5節 その他の対策

【具体的施策】
1．官公需における被災地域等の中小企業者に対する配慮
毎年度策定する「中小企業者に関する国等の契約の方針」において、平成24年度においても東日本大
震災の被災地域等の中小企業者に対する配慮等を盛り込んだ。

また、大震災の被災地域等の中小企業者の受注機会の増大のために、以下の施策を実施した。

①平成24年6月22日、経済産業大臣から各府省等の長、都道府県知事、人口10万人以上の市及び東京
特別区の長に対し、「中小企業者に関する国等の契約の方針」の閣議決定に係る要請を行うとともに、

中小企業者の受注機会の増大のための措置を講じるよう要請した。

②地方における「契約の方針」の周知徹底を図るための全国説明会（官公需確保対策地方推進協議会）

を7月から8月にかけて51回開催した。
③「官公需契約の手引き」を作成し、国等の機関、地方公共団体等の機関及び商工関係団体等に配布し

た。
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2．独立行政法人日本貿易保険（以下「NEXI」という。）による対応
NEXIでは、平成23年4月から、被災者対策として、罹災した中小企業を対象とした①保険契約諸手続
の猶予、②被保険者義務の猶予・減免、③被保険者の経済的負担の減免措置を実施。

また、風評被害への対応として、放射能汚染を理由とした貨物の輸入制限・禁止等による損失のうち、

新たな規制が導入されて輸入が制限又は禁止されるケースや、仕向国政府による違法又は差別的な対応を

受けるケース等貿易保険によりカバーされる具体的事例を公表した。また、相談窓口を NEXI内に設置
し、貿易保険未加入者も含め、風評被害に関する相談等に応じた。

3．外国政府・産業界向け説明会の開催
経済産業省、外務省、独立行政法人日本貿易振興機構（以下「ジェトロ」という。）等の関係省庁及び

機関が連携し、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故への対応や、国内のモニタリング及び食品・

鉱工業品の安全確保等に関する我が国の取組についての説明会等を、国内外で実施。平成25年3月末現
在、海外の産業界向け説明会（13か国・地域20都市にて23回開催。）に加え、国内の外資系企業や在京・
在関西の領事団及び国際機関向けにも説明会（東京4回、大阪2回）を開催した。
また、被災地域への海外企業の投資促進及び外国企業誘致による地域活性化と雇用創出等に貢献するた

め、海外で開催するシンポジウム・セミナーを通じて日本政府の対日投資施策、復興特区制度と投資イン

センティブ、エネルギー政策等について情報発信をした（12か国・地域にて17回開催。）。

4．雇用調整助成金の特例措置の実施【24年度予算：2,033億円の内数】
東日本大震災の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇

用を維持するために休業等を実施した場合に支給される雇用調整助成金について、支給要件の緩和を実施

した。

5．成長分野等人材育成支援事業の拡充【24年度予算：500.0億円の内数】
平成23年7月から実施している成長分野等人材育成支援事業（震災特例）を拡充し、平成24年5月から、
東日本大震災による被災離職者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う

場合の要件を緩和した。さらに、平成23年11月から、被災地の復興に資する産業分野の事業を行う岩手
県、宮城県及び福島県の中小企業事業主が、従業員を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練を県

外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、事業主が負担した受講料や住居費の一部を助成することと

した。

6．被災者雇用開発助成金【24年度予算：533.8億円】
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、

継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給し
た。また、対象労働者を10人以上雇い入れる事業主に対して助成金を上乗せする措置を講じた。

7．日本再生人材育成支援事業（被災地復興建設労働者育成支援奨励金）【24年度予算：500.0億円の内
数】
被災地の復興に必要な建設人材を育成するため、被災三県に事業所を有する建設事業主が建設技術・技
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能の取得に資する訓練を労働者に受講させた場合に、事業主が負担した訓練経費及び受講に際して負担し

た宿泊費について助成する被災地復興建設労働者育成支援奨励金を創設した。

第2章 中小企業の下支えとなる支援

第1節 資金繰り支援

これまでの中小企業金融については、急激な景気後退期における当面の中小企業の資金繰り改善や資金
調達の円滑化に寄与してきた側面があるものの、金融機関による企業の経営状況の把握や、経営支援と一
体となった金融の仕組みの構築が十分に進んでこなかったという面もある。そのため、今後は経営支援と
合わせた信用保証・政策金融による資金繰り支援を実施することが求められている。
まず、信用保証については、中小企業が、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律（平成24年法律第44号、以下
「中小企業経営力強化支援法」という。）により改正された、中小企業の新たな事業活動の促進に関する
法律（平成11年法律第18号、以下「新事業活動促進法」という。）に基づき認定された経営革新等支援
機関（以下「認定支援機関」という。）の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が
保証料を減免する経営力強化保証制度を創設し、金融面だけでなく、経営改善の取組に対する支援を実施
した。さらに、複数の借入債務を一本化し返済負担の軽減を図るため、予備費951億円、補正予算500
億円を措置し、経営力強化保証制度を中心とする借換保証制度の促進を図った。
次に、政策金融については、平成24年度補正予算により1,326億円を措置し、経営支援と一体となっ
たセーフティネット貸付を創設した。また、事業再生等に取り組む中小企業の財務基盤を強化し、民間金
融機関の資金供給を促進するため986億円を措置し、日本公庫の資本性劣後ローンを拡充・創設した。

【具体的施策】
1．セーフティネット貸付【24年度補正：1,326億円】【財政投融資】
セーフティネット貸付は、社会的、経済的環境の変化の影響等により、一時的に売上高や利益が減少し

ているなどの影響を受けている中小企業に対して、7億2,000万円（日本公庫（中小企業事業）、商工中金）、
4,800万円（日本公庫（国民生活事業））の範囲内で融資を実施するものである。また、平成24年度補正
予算で、経営環境の変化等により一時的に業況が悪化している中小企業・小規模事業者の経営改善を支援

するため、認定支援機関等による経営支援を前提としたセーフティネット貸付を創設した。セーフティ

ネット貸付の平成24年度の貸付実績は、162,732件、3.6兆円であった。

2．資本性劣後ローンの拡充・創設【24年度予算：240.0億円、補正：986.0億円】【財政投融資】
資本性劣後ローン（※）とは、新事業展開・事業再生に取り組む中小企業・小規模事業者に対して、リ

スクの高い長期・一括償還の資金（資本性資金）を供給し、財務基盤を強化することで、民間からの協調

融資を呼び込み、中小企業・小規模事業者の資金繰りを安定化するものである。平成24年度補正予算に
おいて、日本公庫（中小企業事業）では拡充を行い、日本公庫（国民生活事業）において同制度を創設し

た。平成24年度の貸付実績は、651社、405億円であった。
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（※）期限一括償還型の貸付制度で、融資を受けた中小企業・小規模事業者が法的倒産となった場合に

貸付金の償還順位を他の債権に劣後させるもの。毎期の決算の成功度合いに応じて金利を変更する

などの制度設計とすることにより、当該劣後ローンは、金融検査上自己資本とみなすことが可能と

なっている。

3．セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5％以上減少等の基準を満
たす場合に、指定業種に属する中小企業者（※）を対象として、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証

を実施するものである（100％保証。保証限度額は無担保8,000万円、最大2億8,000万円。）。平成25年2
月末までのセーフティネット保証5号の保証承諾実績は、135,825件、2.3兆円であった。
（※）過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。原則全業種指定の取扱いについて

は、平成23年3月末をもって終了する旨を同年1月28日に公表したが、その後、東日本大震災が発
生したことから、緊急避難的に原則全業種指定の運用を継続。平成24年11月1日以降は、本件に
ついて実施した業況調査の結果を受けて、業況が改善した業種については指定業種から外した。

4．借換保証の推進【24年度予備費：950.5億円、補正：500.0億円】
日本公庫の財務基盤の強化を通じて、認定支援機関の力を借りながら経営改善に取り組む場合に保証料

を減免する経営力強化保証制度を中心に、複数の借入債務を一本化し、足元の返済負担の軽減を図るため

の借換保証を推進。平成25年2月末までの保証承諾実績は170,925件、3.2兆円であった。

5．金融機関等による貸付条件の変更及びコンサルティング機能の発揮の促進等
平成24年4月20日、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21
年法律第96号、以下「中小企業金融円滑化法」という。）の最終延長を踏まえ、貸付条件の変更等にとど
まらず、中小企業の真の意味での経営改善・事業再生支援を図るため、内閣府、金融庁、中小企業庁は連

携して、以下の①～③を柱とする「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のた

めの政策パッケージ」を取りまとめて公表し、その具体化を図った。

①金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮

②企業再生支援機構及び中小企業再生支援協議会の機能及び連携の強化

③その他経営改善・事業再生支援の環境整備

さらに、中小企業金融円滑化法の平成25年3月末の期限到来後においても、金融機関に対し、貸付条件
の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促すため、金融検査マニュアル・監督指針に以下の事項を明記し

た。

・金融機関は、中小企業等の借り手に対して、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めること

・金融機関は、他の金融機関等と連携し、申込みを行った中小企業等の貸付条件の変更等に努めること

そのほか、金融機関が、中小企業等に対する経営支援等に積極的に取り組むよう促すため、経営支援等

の取組状況を公表するよう、関連府省令等を改正した。

6．マル経融資制度【財政投融資】
小規模事業者を金融面から支援するため、商工会議所、商工会、都道府県商工会連合会の経営指導を受
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けている小規模事業者に対して、日本公庫が無担保・無保証人で融資を行った。また、①貸付限度額の上

限を1,000万円から1,500万円、②貸付期間を、運転資金は5年以内から7年以内に、設備資金は7年以内
から10年以内、③据置期間を、運転資金は6か月以内から1年以内に、設備資金は6か月以内から2年以
内に、それぞれ拡充する措置を引き続き実施した。平成24年4月から平成25年3月末までに、40,047件、
1,722億円の融資を実施した。

7．小規模企業者等設備導入資金助成制度（設備資金貸付・設備貸与）
制度利用に係る基準のうち、設備貸与事業の上限額について6,000万円を8,000万円（※）に引き上げる
とともに、小規模企業者以外の中小企業者（50名以下）について利用制限をしている、経済産業大臣が
定める金融機関からの借入金の残額について、3億円を4.2億円に引き上げる措置を講じた。
（※）創業1年未満の者の上限額については、これまで3,000万円との規定がなされていたが、平成24
年度からは当該規定を設けないこととしたため、創業1年未満の者も8,000万円となった。

8．リースの支払猶予・契約期間延長等
リース事業者に対し、中小企業者からリースの支払猶予や契約期間の延長等の申込みがあった場合に

は、柔軟かつ適切に対応するよう要請を行った。

9．中小企業投資育成株式会社による支援
中小企業投資育成株式会社は、中小企業の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るため、

株式、新株予約権、新株予約権付社債等の引受けによる投資事業及び経営相談、事業承継支援等の育成事

業を実施している。平成25年1月末現在の投資残高は、2,242社、734億円となった。

10．貿易保険が付保された中小企業の輸出代金債権の流動化促進
商工中金等の関係機関と連携し、中小企業から金融機関へ譲渡した付保輸出代金債権に係る保険事故後

の回収義務（保険事故が発生し、保険金を受け取った後も、金銭の回収に努める義務。）等の被保険者義

務を NEXIが一部免除すること等により、中小企業に対する資金供給を促進した。

11．中小企業のための貿易保険の拡充
中小企業輸出代金保険について、保険料率の引下げ等の商品性の大幅な改善を実施し、貿易保険の利便

性をより一層向上させた。また、海外事業資金貸付保険について、中小企業経営力強化支援法により、本

邦銀行等又は外国金融機関による中小企業の海外日系子会社への短期貸付金への付保を一定の条件の下で

可能とした。

12．沖縄の中小企業対策【財政投融資】
沖縄振興開発金融公庫（以下「沖縄公庫」という。）を活用した沖縄の中小企業対策は、日本公庫が行

う業務・取組の沖縄公庫の業務範囲に対応するものについては、同様に行うとともに、沖縄の特殊事情を

踏まえ独自の貸付制度の拡充を実施した。
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13．「中小企業の会計に関する基本要領」の普及・活用
中小企業の経営状況の明確化、経営者自身による事業の説明能力の向上、資金調達力の強化を促す観点

から、平成24年3月に取りまとめた「中小企業の会計に関する検討会報告書」に基づき、「中小企業の会
計に関する基本要領」の普及・活用を推進した。

第2節 財務基盤の強化

1．中小軽減税率の引下げ【税制】
中小法人に係る法人税の軽減税率（年所得800万円以下の部分に適用。）について、平成24年4月1日か
ら平成27年3月31日までの時限的措置として18％から15％に引き下げた。
ただし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間、復興特別法人税として、法人税額に10％
の加算税が上乗せされている。

2．中小企業投資促進税制【税制】
中小企業投資促進税制は、中小企業の設備投資を促進し、その生産性の向上を図るため、一定の機械装

置等を取得した場合に、その基準取得価額の30％の特別償却又は7％の税額控除を認める措置である。平
成24年度税制改正により、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するなどの見直
しを行うとともに、その適用期限を平成26年3月31日まで2年延長した。

3．中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度【税制】
少額減価償却資産の特例は、中小企業者等における事務負担の軽減等を図るため、中小企業者等が30
万円未満の減価償却資産を取得した場合において全額損金算入（合計年300万円を限度。）を認める措置
である。平成24年度税制改正により、その適用期限を平成26年3月31日まで2年延長した。

4．交際費等の損金不算入の特例【税制】
法人が支出した交際費は原則損金不算入とされているが、中小法人が支出した交際費等については、

600万円を上限としてその9割の損金算入が認められている。平成24年度税制改正により、その適用期限
を平成26年3月31日まで2年延長した。

5．欠損金の繰越控除・繰戻還付【税制】
当期の事業年度に生じた欠損金については、一定期間内に限り、翌期以降の事業年度の所得金額から繰

越欠損金として控除することができる。平成24年4月1日以降に開始した事業年度においては、その繰越
可能期間を7年間から9年間に延長した。また、当期の事業年度に生じた欠損金については、1年間の繰
戻還付を受けることができるが、平成24年度税制改正により、その適用期限を平成26年3月31日まで2
年延長した。

6．消費税転嫁対策窓口相談等事業【24年度補正：42.1億円】
消費税率の二段階にわたる引上げや制度変更の円滑な実施のため、中小企業団体等と連携して、講習会

の開催、相談窓口の設置やパンフレット等による周知等のための予算措置を講じた。
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第3節 下請取引の適正化

親企業に比べて弱い立場にある下請中小企業に不当なしわ寄せが生じることがないように、適正な取引
を推進するため、不公正な下請取引を取り締まるとともに、法律違反を未然に防止することで下請中小企
業を守っていく必要がある。
平成24年度においては、公正取引委員会と連携しつつ、下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律
第120号、以下「下請代金法」という。）に基づく書面調査の実施等により、下請代金法を厳格に運用し
た。また、平成24年11月19日に年末の金融繁忙期に向けた下請事業者の資金繰りの確保について、下
請代金法及び下請中小企業振興法（昭和45年法律第145号、以下「下請振興法」という。）に基づく下
請取引適正化の要請文書をそれぞれ発出し、親事業者に対する周知徹底を図った。さらに、下請かけこみ
寺による相談体制の強化、下請適正取引等のためのガイドラインの普及啓発を実施した。

【具体的施策】
1．下請代金法の運用強化【24年度予算：5.8億円の内数】
下請取引の公正化、下請事業者の利益保護のため、公正取引委員会と中小企業庁が密接な協力関係の

下、下請代金法を執行した。また、平成24年度においても、公正取引委員会及び中小企業庁が親事業者
等に対して書面調査等を実施した。加えて、下請代金法違反事実に関する情報提供・申告等を行うための

専用フォーム「中小企業取引相談目安箱」を中小企業庁のホームページ内に設置し、下請代金法違反に関

する情報収集を強化し、これまで以上に、下請代金法の厳格な運用に努めた。

さらに、11月に実施した「下請取引適正化推進月間」においては、「過去に同様の改善指導を2回以上
受けている親事業者」等を対象に、特別事情聴取を実施し、下請代金法の厳格な運用を図った。また、年

末の金融繁忙期に向けた下請事業者の資金繰り確保の点から、親事業者代表取締役（33,065社）及び関係
事業者団体代表者（645団体）に対し、経済産業大臣、公正取引委員会委員長代理委員の連名で、下請代
金法に基づく下請取引の適正化の要請文を発出し、同法の周知徹底を図った。

2．相談体制の強化と下請取引適正化に関する普及啓発【24年度予算：5.8億円の内数】
全国48か所に設置した下請かけこみ寺において、中小企業の取引に関する相談に対応した（平成24年
度の相談件数は4,931件、無料弁護士相談751件。）。
また、下請代金法の違反行為を未然に防止するための講習会を開催した。親事業者の調達担当者を対象

とした講習会を135回開催し、下請代金法及び下請振興法の一層の周知を図ったほか、全国8会場で親事
業者の取組事例等を紹介し、広く下請代金法の遵守を呼び掛けるシンポジウム等を開催した。

さらに、親事業者と下請事業者の望ましい取引関係を構築するためのガイドライン（下請適正取引等の

推進のためのガイドライン）について、平成24年度は、15業種のガイドラインの説明会を216回開催し
た。

3．下請中小企業の振興
下請中小企業の振興を図るため、以下の事業を実施した。

①下請取引あっせん、商談会による販路開拓支援【24年度予算：0.5億円の内数】
新たな取引先を開拓したい下請中小企業に対して、「ビジネス・マッチング・ステーション（BMS）
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（http://biz-match-station.zenkyo.or.jp/）」により、自社の希望する業種、設備、技術等の条件に合っ
た製造委託等の企業間取引の受発注情報の提供を行った。平成25年3月末現在の登録企業数は24,850社
である。また、新たな販路開拓を支援するため、緊急広域商談会を8会場で開催した。
②下請事業者への配慮要請等【24年度予算：5.8億円の内数】
下請振興法に基づく下請事業者及び親事業者がよるべき一般的基準（振興基準）等について、講習会

等で周知を図った。加えて、下請事業者への配慮等を行うよう、平成24年11月19日に関係事業者団体
（745団体）の代表者宛てに要請文を発出した。

第4節 官公需対策

官公需についての中小企業の受注機会の確保については、非常に重要な課題である。このため、関係府
省と連携を図り、平成24年度「中小企業者に関する国等の契約の方針」を平成24年6月に閣議決定し、
中小企業の受注機会の増大のための措置を規定するとともに、中小企業向け契約目標比率を56.3％と設
定した。あわせて、地方公共団体に対して、国の施策に準じて必要な措置を講じるよう文書による要請を
するとともに、全都道府県で説明会を開催した。

【具体的施策】
1．「中小企業者に関する国等の契約の方針」の策定【24年度予算：5.8億円の内数】
官公需における中小企業者向け契約目標比率等を策定するものであり、平成24年度においては、その
比率を56.3％とし、6月22日に閣議決定を行った。
中小企業者の受注機会増大のための措置として、小規模企業の特性を踏まえた配慮、元請事業者が外注

する際の地域中小企業者への配慮、東日本大震災の被災地域等の中小企業者に対する配慮、ダンピング防

止対策の充実及び知的財産権の取扱いの書面による明確化等を盛り込んだ。

また、中小企業者の受注機会の増大のために、以下の施策を実施した。

（1）平成24年6月22日、経済産業大臣から各府省等の長、都道府県知事、人口10万人以上の市の長及
び東京特別区の長に対し、「中小企業者に関する国等の契約の方針」の閣議決定に係る要請を行うと

ともに、中小企業者の受注機会の増大に努めるよう要請した。また、「日本経済再生に向けた緊急経

済対策」を踏まえた平成24年度補正予算の成立時（平成25年2月）にも同様の要請を行った。
（2）地方における「契約の方針」の周知徹底を図るための全国説明会（官公需確保対策地方推進協議会）
を7月から8月にかけて51回開催した。

（3）「官公需契約の手引き」を作成し、国等の機関、地方公共団体等の機関及び商工関係団体等に配布
した。

2．中小企業の受注機会増大のための「官公需情報ポータルサイト」【24年度予算：5.8億円の内数】
中小企業者が官公需に関する受発注情報を入手しやすくするため、国等がホームページで提供している

発注情報等を中小企業者が一括して入手できる「官公需情報ポータルサイト」を運営した。平成24年3月
末までのアクセス件数は198,297件に上った。
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第5節 経営安定対策

中小企業・小規模事業者の経営の安定を図るため、連鎖倒産を防止するための共済金の貸付を行う中小
企業倒産防止共済制度及び小規模企業の個人事業主又は会社等の役員に対して、廃業や転業等をした場合
等に共済金等を支給する小規模企業共済制度の両共済事業の着実な運営と推進を行った。
災害・倒産対策としては、平成24年7月九州北部豪雨等の被災中小企業等への支援措置として、熊本
県、大分県、福岡県等の商工会議所、都道府県商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、公的金融機
関等に特別相談窓口を設置するとともに、災害関係保証等の金融支援を実施した。また、東日本大震災等
の経験を踏まえ、中小企業・小規模事業者における災害等発生時における対応力強化を図るため、平成
18年に策定・公表した中小企業BCP策定運用指針の改訂・公表を行った。

【具体的施策】
1．中小企業倒産防止共済制度（経営セーフティ共済制度）【中小機構交付金】
中小企業倒産防止共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった場合に、積み

立てた掛金の額に応じて無利子、無担保、無保証人で共済金の貸付を行う制度である。平成24年12月末
現在で33万社が在籍しており、平成24年4月から平成25年1月末までの新規加入者、新規貸付金額はそ
れぞれ、3万社、116億円に上った。

2．小規模企業共済制度【中小機構交付金】
小規模企業共済制度は、小規模企業者である個人事業主や会社等の役員が掛金を積み立て、廃業や引退

をした際に共済金等を受け取れる制度であり、言わば小規模企業の経営者のための「退職金制度」である。

平成24年12月末現在で122万人が在籍しており、平成24年4月から平成25年1月末までの新規加入者は5
万人（うち共同経営者は7千人。）に上った。

3．経営安定特別相談事業【24年度予算：0.4億円】
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、全国の主要な商工会議所及

び都道府県商工会連合会に「経営安定特別相談室」が設置されている。本相談室において倒産防止に関す

る幅広い分野の経営相談が円滑に実施されるよう、日本商工会議所及び全国商工会連合会の実施する指導

事業等を支援した。

4．中小企業 BCP（事業継続計画）普及の促進【財政投融資】
災害等の緊急事態に遭遇しても、企業が製品やサービス等の供給責任を果たすための対応策を文書化し

た BCP（事業継続計画）について、中小企業における取組の裾野の拡大、経営の一環としての位置付け
の明確化を図るため、中小企業 BCP策定運用指針の改訂を行うとともに、普及支援体制の充実を図るた
め、中小企業関係団体等の支援担当者向け BCP研修を行った。また、中小企業者が策定した BCPに沿っ
た防災施設の整備に対して日本公庫（中小企業事業）において低利融資を実施した。

［融資実績］

（平成24年4月～平成25年3月末）：件数：123件、126.0億円
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第6節 事業再生・事業承継への対応

中小企業の事業再生については、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（平成11年
法律第131号）に基づき、全国47都道府県の中小企業再生支援協議会において、中小企業の事業再生に
関する相談を受け付け（第一次対応）、課題解決に向けたアドバイスを実施した。相談案件のうち、再生
計画を作成して金融機関と調整する必要があると中小企業再生支援協議会が判断した場合には、第二次対
応として資産査定を行い、また、外部専門家（弁護士、公認会計士等）から成る個別支援チームを結成し、
具体的な再生計画の策定の支援等を行い、関係金融機関との調整を通じた中小企業の事業再生支援を行っ
た。
加えて、平成24年4月20日に内閣府、金融庁、中小企業庁で取りまとめた「中小企業金融円滑化法
の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」に基づき、従来型の支援方法のみな
らず、迅速かつ簡易な再生計画策定支援の方法も導入し、従来以上に多くの中小企業・小規模事業者の事
業再生を支援した。
平成24年度補正予算では、中小企業金融円滑化法の期限到来を踏まえ、認定支援機関による中小企
業・小規模事業者への経営改善計画策定等支援を実施するとともに、認定支援機関では対応が難しい事業
者には、中小企業再生支援協議会が再生を支援するため、中小企業再生支援協議会に対する人員体制の拡
充、中小企業再生支援全国本部（中小機構に設置。）の人員体制の拡充、体制強化等を図った。
また、事業引継ぎ支援事業については、47都道府県に設置されている「事業引継ぎ相談窓口」におい
て事業引継ぎ等に関する情報提供・助言等を行うとともに、事業引継ぎ支援の需要が多く、支援体制が
整った地域に「事業引継ぎ支援センター」を設置した。
さらに、地域経済の活力維持や雇用確保の観点から、遺留分に関する民法の特例や非上場株式等に係る
相続税・贈与税の納税猶予制度（事業承継税制）等中小企業の事業承継に係る総合的な支援を実施した。

【具体的施策】
〈後継者難関連〉

1．事業引継ぎ支援事業
47都道府県の各認定支援機関に設置されている「事業引継ぎ相談窓口」において事業引継ぎ等に関す
る情報提供・助言等を行うとともに、事業引継ぎ支援の需要が多く、支援体制が整った地域に「事業引継

ぎ支援センター」を設置した。「事業引継ぎ支援センター」については、平成25年3月末現在、東京、大
阪、愛知、静岡、北海道、福岡、宮城の計7か所に設置済みである。

〈相続税・贈与税負担関連〉

2．非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度（事業承継税制）【税制】
事業承継税制は、後継者が経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から相続、遺

贈又は贈与により取得した場合において、その後継者が事業を継続することを前提に、相続税・贈与税の

納税を猶予し、後継者の死亡等の一定の場合には猶予税額を免除する制度である。平成21年度より事業
承継税制の適用の基礎となる認定を開始し、平成25年1月末までに、相続税に係る認定を396件、贈与税
に係る認定を220件実施した。
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〈個人保証関連〉

3．中小企業における個人保証等の在り方研究会の開催
平成25年1月から、中小企業における個人保証等の課題全般を、個人保証の契約時における課題（個人
保証の活用実態や保証・担保に依存しない新しい融資慣行や方法等）と、個人保証の契約後における課題

（再生局面等における個人保証の在り方等）の両局面において整理するとともに、解決に向けた具体的な

方策を検討している。

〈親族以外の後継者への自社株式の引継ぎ関連〉

4．事業承継融資【財政投融資】
日本公庫において、事業承継に要する資金（株式・事業用資産の買取資金等）を必要とする中小企業及

び代表者個人に対する低利融資を実施した。

5．中小企業再生支援協議会【24年度予算：47.0億円】
各都道府県の商工会議所等に設置した中小企業再生支援協議会において、収益性のある事業を有してい

るが、財務上の問題を抱えている中小企業に対し、窓口相談による課題解決に向けたアドバイスや、関係

金融機関等との調整も含めた再生計画の策定支援を行った。平成24年4月から12月末までの実績は、相
談件数2,554件、再生計画の策定完了件数384件となり、制度発足時から平成24年12月末までの実績は、
相談件数26,435件、再生計画の策定完了件数3,584件となった。
平成24年4月20日に内閣府、金融庁、中小企業庁において取りまとめた「中小企業金融円滑化法の最
終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」に基づき、標準処理期間を従来の処理期

間から大幅に短縮する（2か月）など、迅速かつ簡易な再生計画策定支援を導入した。
なお、多くの中小企業・小規模事業者を支援するため、中小企業再生支援協議会に対し人員体制の拡

充、再生計画支援を行うに当たり、資産査定（デューデリジェンス）及び計画策定支援を行う専門家に対

する謝金の一部補助を実施した。また、中小企業再生支援全国本部（中小機構に設置。）の人員体制の拡

充等を図った。

また、認定支援機関の事業引継ぎ支援事業については、1．を参照。

6．中小企業再生ファンド
再生に取り組む中小企業の再生計画上、資金繰り支援、経営支援や必要な資金供給等を実施するため、

中小機構と地域金融機関、信用保証協会等が一体となって、地域内の中小企業の再生を支援する地域型

ファンドや広域的に中小企業の再生を支援する全国型ファンドの組成を促進する取組を行った。平成15
年3月の創設以来、平成25年3月末までに33件のファンドが創設され、ファンドの総額は1,077億円に
上った。また、当該再生ファンドによる投資実績は平成25年2月末までに203社、458億円に上った。

7．中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成20年法律第33号、以下「経営承継円滑化
法」という。）による総合的支援
経営承継円滑化法には、遺留分の制約を解決するための民法の特例を始めとした総合的支援が盛り込ま

れており、平成25年1月末までに、民法特例の適用の基礎となる経済産業大臣の確認を57件実施した。
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8．事業承継円滑化支援事業【中小機構交付金】
全国各地で中小企業の事業承継を広範かつ高度にサポートするための事業承継支援ネットワーク体制の

形成、中小企業支援者向けの研修や事業承継フォーラムによる中小企業経営者等への普及啓発を実施し

た。

9．経営資源融合を行う中小企業の資本力強化事業【24年度予算：10.0億円】
中小企業の経営基盤の強化を図り、競争に勝ち抜くことができるようにするため、中小機構が民間投資

会社等と共に中小企業に投資を行う投資事業有限責任組合を組成し、合併により企業経営力の向上を図る

中小企業の資本増強のための支援体制を構築した。

10．認定支援機関による経営改善・事業再生支援【24年度予備費：10.0億円、補正：410.0億円】
自らでは経営改善計画の策定ができない多数の中小企業・小規模事業者（2万社を対象。）に対して、
認定支援機関（税理士、弁護士、金融機関等）による経営改善計画策定支援や当該計画に係るフォローアッ

プ等を実施した。当該計画策定支援やフォローアップ等を実施するに当たって、当該認定支援機関能力強

化のための研修や中小企業・小規模事業者が計画策定する際に要するデューデリジェンス（調査分析）、

計画策定支援及びフォローアップを行う専門家に対する謝金の一部補助（2/3）を実施している。

第3章 中小企業の潜在力活用・経営力強化

第1節 経営支援の担い手の活性化

内需減退や大震災の影響等、経済環境が変化する中、中小企業が直面する経営課題は、取引先企業の海
外流出、海外販路開拓や新事業展開等、より多様化・複雑化・高度化しており、中小企業の経営力強化を
図っていくためには、経営支援の担い手の多様化・活性化を図ることが重要である。
平成24年8月には、中小企業経営力強化支援法が施行され、高度・専門的な経営支援を行う税理士、
弁護士、地域金融機関、中小企業団体等を認定支援機関として認定し、中小企業に対して、「チーム」と
して専門性の高い支援が実施される支援体制が整備された。
また、今後、経営支援の担い手として期待される若手専門家を中心として、長期・実践的な研修を行う
とともに、創業又は経営多角化等による新たな事業活動を行う中小企業を支援するため、認定支援機関の
支援を前提に、金融と経営の一体的支援による新たな融資制度を創設した。

【具体的施策】
1．中小企業経営力基盤支援事業（リレーションシップ・バンキング等に係る中小企業の信用保証料の引
下げ）【24年度予算：2.0億円】
認定支援機関が、中小企業に対して事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を

行う場合に、中小企業に対して、経営力強化保証制度により信用保証協会の保証料を減額し、金融面だけ

でなく、経営状態を改善する取組を支援した。
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2．高度実践型支援人材育成事業【24年度予算：2.0億円】
経営支援に実績のある優れた支援機関が、地域金融機関等から研修生を受け入れて実践的な研修事業を

行う際に、必要な経費を補助した。

3．中小企業経営力強化資金【24年度補正：5.0億円】【財政投融資】
創業又は事業拡大、新分野開拓等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者に対

し、それぞれの企業の段階・形態・指向に応じたきめ細かな支援を行うため、認定支援機関の支援（事業

計画の策定支援・実行支援等）を受けることを前提とした、日本公庫の低利融資を創設し、中小企業・小

規模事業者の経営力や資金調達力の強化を支援した。

第2節 海外展開の支援

中小企業の更なる海外展開支援ニーズの高まりを受け、平成24年3月に改定した「中小企業海外展開
支援大綱」を踏まえ、クール・ジャパンを活かしたサービス、食品、環境等、日本の知恵、技・感性を通
じた業種別・分野別のマーケティング支援を強化するとともに、平成24年8月には、中小企業経営力強
化支援法が成立し、海外展開に要する資金調達の多様化・資本の充実化を進めた。また、我が国若手人材
を始めとする海外展開人材の育成強化やハード・ソフト両面における政府開発援助（ODA）の活用も含
めた現地事業環境の整備等を推進した。

【具体的施策】
1．中小企業海外展開支援会議
「中小企業海外展開支援会議」に新たに独立行政法人国際協力機構（JICA）や日本弁護士連合会等を
加え、オールジャパンでの支援体制を確立し、中小企業の海外展開を総合的に支援した。

2．中小企業海外展開等支援事業【24年度予算：27.6億円】
「中小企業海外展開支援大綱」を踏まえ、ジェトロ及び中小機構が連携して、中小企業の海外展開を支

援した。具体的には、中小機構が、海外展開を目指す中小企業の裾野拡大のため、経験の少ない中小企業

に対し、海外展開戦略策定支援や商品の外国語対応支援等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した。また、ジェトロにおいては、広

範なネットワークを活用し、中小企業に対する海外見本市への出展支援や海外バイヤーを招へいした商談

会の開催、ビジネスマッチングの機会提供、海外市場等に関する各種情報の提供や現地における各種支援

等を実施した。

3．JAPANブランド育成支援事業【24年度予算：3.9億円】
複数の中小企業が協働し、自らが持つ素材や技術等の強み・弱みを踏まえた戦略を策定し、当該戦略に

基づいて行う商品の開発や海外見本市への出展等のプロジェクトを支援し、中小企業の海外販路開拓の実

現を図るための支援を行った。平成24年度においては、59件のプロジェクトを支援した。



平成24年度において講じた中小企業施策

第
３
章

241中小企業白書 2013

4．海外展開を行う中小企業の経営基盤強化事業【24年度予算：24.0億円】
経営基盤が脆弱な中小企業の海外展開（現地販売会社の設立、内外生産体制の強化等）を支援するため、

中小機構が民間投資会社等とともに海外展開を行う中小企業に投資を行う投資事業有限責任組合を組成

し、海外展開を行う中小企業の資本増強のための支援体制を構築した。

5．海外情報提供事業【24年度予算：0.6億円】
日台間の産業協力を促進するため、交流協会が行う台湾企業の情報収集・提供や日台間の企業連携のた

めのセミナー・商談会を支援した。

6．経済産業人材育成支援事業【24年度予算：21.6億円】
開発途上国における産業人材の育成と我が国企業の海外事業展開を支援するため、経営・製造・オペ

レーション等に従事する開発途上国の管理者・技術者等に対し、官民連携のもと、日本への受入研修を

2,202人実施し、127人の専門家派遣による指導等を支援した。

7．インフラビジネス等展開支援人材育成事業【24年度予算：7.0億円の内数】
インフラ案件の獲得や中小企業の海外展開等に必要となる我が国グローバル人材の育成に向け、開発途

上国へ若手人材を86人派遣した。

8．青年海外協力隊事業の活用及び民間連携ボランティア制度【JICA 運営費交付金】
国際協力機構においては青年海外協力隊事業を活用し、特定の途上国を熟知した人材と企業が必要とす

る人材のマッチング促進を行うとともに、各企業のニーズに合わせ、社員を青年海外協力隊・シニア海外

ボランティアとして途上国に派遣する民間連携ボランティア制度を新たに開始し、グローバル社会で活躍

できる人材の育成に努めた。

9．海外展開資金【財政投融資】
経済の構造的変化に適応するために海外展開をすることが経営上必要な中小企業の資金繰りを支援する

ため、日本公庫（中小企業事業、国民生活事業）による融資を実施。平成24年度の貸付実績は、1,087件、
369億円であった。

10．海外子会社の資金調達支援等
中小企業経営力強化支援法において、新事業活動促進法等の承認又は認定を受けた中小企業に対し、海

外子会社等の現地金融機関からの資金調達の円滑化を図るため、日本公庫の債務保証業務、NEXIの保険
業務を拡充した。また、海外展開のための国内金融機関からの資金調達（親子ローン等）を支援するため、

中小企業信用保険の保証限度額を増額した。

11．中小企業の貿易保険利用における企業信用調査料の減免措置
中小企業の貿易保険の利用者を拡大するため、貿易保険を利用する際に必要な取引先の信用情報の提供

について、NEXIがその費用を負担する措置を引き続き講じた。平成24年度は160社から284件の申請が
あった（平成25年3月末現在）。特に、提携地銀からの利用者に対しては、無料化を3件から6件に拡大し、
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利用促進を図った。

12．中小企業による貿易保険の利用促進のための普及・広報活動（セミナー・相談会等）
中小企業による貿易保険の利用を促進するため、平成24年度は NEXIが主催するセミナーや個別相談
会を26回開催するとともに、中小企業関係機関等が主催するセミナーに NEXIから講師を派遣し、貿易
保険の普及啓発を行った（派遣回数は18件。）。また、地方銀行との業務提携を進めることにより、これ
らの銀行を通じた貿易保険の広報や商品説明を行った。

13．貿易保険へのアクセス改善
NEXIは、平成23年12月に、中小企業を始めとする地域企業の海外展開を一層積極的に支援するため、
地方銀行11行との提携を通じた、全国的な海外ビジネス支援のネットワーク（中小企業海外事業支援ネッ
トワーク）を発足させた。平成24年度は新たに18行と提携を行ったため、平成25年3月末現在、計29行
と提携を行った。

両者が提携して全国的なネットワークを形成することを通じて、地域の中小企業の貿易保険へのアクセ

ス改善等、利便性の向上を図った。

14．安全保障貿易管理の支援
外国為替及び外国貿易法が求める安全保障上懸念のある貨物の輸出や技術の提供についての管理の実効

性向上のため、全国各地で説明会を約80回開催した。その他、中小企業支援ネットワーク強化事業等と
連携し専門家派遣等を通じ、大量破壊兵器等の開発等に転用可能な製品・技術を有する中小企業における

安全保障貿易管理に係る自主管理体制の整備を支援した。

15．BOP ビジネスの推進等【24年度予算：1.6億円】
BOPビジネスを推進するために、ジェトロに相談窓口を設置し、事業計画検討段階から確立・拡大段
階まで、企業個別の事業フェーズに応じた支援策（ビジネスミッション、現地試行展開支援、個別案件ス

ポット調査等）を提供した。また、特に関心の高いインド、バングラデシュ、ケニア、タンザニア等の9
か所においては、現地コーディネーターを配置し、企業への個別支援体制を強化した。

16．ODAを活用した中小企業等の海外展開支援【24年度予算：20.0億円】
ODAによる途上国支援に貢献する優れた製品・技術等を有する中小企業等の海外展開を、途上国にお
けるニーズ調査、事業計画の立案支援、途上国政府関係機関における試用・導入の働きかけにより支援し

た。平成24年度は、169件の応募があり、採択件数は50件。

17．中小企業・小規模事業者海外展開事業化・研修支援【24年度補正：20.0億円】
中小企業・小規模事業者が行う海外展開に係る実現可能性調査（F/S（フィージビリティ・スタディ）
調査）、官民の現地支援機関が連携した現地支援プラットフォームの構築等により、海外事業展開実現ま

での一貫した支援や、中小サービス業等の海外展開を支える現地従業員を育成するために日本で行う研修

等について支援を行うこととした。
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18．中堅・中小・小規模事業者新興国進出支援専門家派遣事業【24年度補正：42.0億円】
新興国進出に取り組もうとする中堅・中小・小規模事業者に対し、新興国でのビジネス経験・ノウハウ

が豊富な企業 OB等のシニア人材を派遣し、事業リスクの高い新興国への進出支援を行うこととした。

19．中小企業を活用したノン・プロジェクト型無償資金協力【24年度予算：20.0億円】
途上国の経済社会開発に必要な物資の輸入のための資金を途上国政府に無償で供与する ODA事業で、
我が国の中小企業の製品を途上国に供与した。具体的には、途上国の開発ニーズに基づく中小企業の製品

リスト（個別の商標名のリストではない。）を医療や農業、職業訓練等の分野ごとにパッケージとして途

上国側に提示し、途上国側の要請内容に基づいた製品を供与した。途上国で当該製品が使われることで、

認知度の向上等の効果も期待できる。

平成24年7月に調達品目リストの作成を行い、平成24年10月から対象国に対する要望調査を実施した。

20．中小企業の国際展開支援【24年度補正：20.0億円】
中小企業からの提案に基づく、途上国の開発課題への早期適用可能性の高い優良な製品・技術について

の普及・実証事業として、中小企業職員の出張旅費、製品・機材の運搬費、据付費等を支援した。

第3節 技術力の強化

我が国製造業の国際競争力の強化及び新事業の創出のため、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に
関する法律（平成18年法律第33号、以下「中小ものづくり高度化法」という。）に基づき、中小企業の
研究開発から試作までの取組を引き続き支援した。また、税制上の措置や、地域の産学官の研究体による
実用化技術の実証研究の支援、ものづくり中小企業・小規模事業者の行う試作品の開発や設備投資等を支
援した。

【具体的施策】
1．中小企業のものづくり基盤技術の高度化に向けた総合支援
中小ものづくり高度化法に基づき、高度化指針に沿った特定研究開発等計画について認定を行い、認定

された中小企業に対して戦略的基盤技術高度化支援事業や日本公庫による低利融資等の支援を実施した。

平成24年度の実績は、特定研究開発等計画の認定が581件（累計3,721件）、戦略的基盤技術高度化支援事
業の新規採択件数が134件、融資実績：48件（累計557件）となっている（平成25年1月末現在）。

2．戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）【24年度予算：132.0億円】
我が国経済を牽引していく重要産業分野の競争力を支える特定ものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削

加工、めっき等の22技術）の高度化等に向け、中小企業等から成る共同研究体が行う研究開発から試作
までの取組を支援した。平成24年度においては、134件の認定計画に従って行われる取組を採択した。

3．新製品・新技術の試作開発や販路開拓等に取り組む中小企業への低利融資【財政投融資】
中小ものづくり高度化法に規定する特定ものづくり基盤技術を活用し、新製品・新技術の試作開発及び

当該試作開発の成果に係る販路開拓等に取り組む者に対し、事業計画の審査により日本公庫が低利融資を
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実施した。平成24年度は3件（累計279件）の融資を実施した（平成25年1月末現在）。

4．中小企業技術革新挑戦支援事業【24年度予算：0.5億円】
中小企業者が、自社の有する技術及び技術シーズを用いて国等における技術開発課題が解決可能である

かどうかやその事業性に関して探索研究・実証実験（F/S）を行うことを支援。本事業により、国等の特
定補助金等への中小企業者等の参加機会の拡大及び研究開発成果の事業化の拡大を図った。

平成24年度は、本事業の成果をもとにして厚生労働省「障害者自立支援機器等開発促進事業」と連携
し、16件の F/Sを実施した。

5．地域イノベーション創出実証研究補助事業【24年度予算：2.8億円】
地域の資源や技術を活かした新事業、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

を始めとする産学官のリソースを最適に組み合わせた共同研究体による実証研究を計16件支援した。

6．イノベーション拠点立地支援事業（企業等の実証・評価設備等の整備事業）【24年度予算：100.0億
円】
これまでに実施されてきた研究開発の成果の実用化に向け、実証研究、試作品製造又は性能・安全性評

価等に必要な設備等の整備又は開発を行う中小企業等に対する支援を実施した。

7．課題解決型医療機器等開発事業【24年度予算：25.0億円】
優れたものづくり技術を有する中小企業等と、医療現場の課題を有する医療機関等との医工連携による

医療機器の開発・改良について、臨床評価、実用化までの一貫した取組を実施した。平成24年度は前年
度からの継続分とあわせて40件の医療機器開発案件を支援した。

8．中小企業技術革新制度（SBIR 制度）に基づく支援
新事業活動促進法に基づき、新産業の創出につながる新技術開発のための特定補助金等の指定、支出の

目標額の設定、特定補助金等を利用して開発した成果の事業化支援措置等の方針の作成により、国の研究

開発予算の中小企業者への提供拡大及び技術開発成果の事業化を図った。また、SBIR段階的競争選抜技
術革新支援事業を継続して実施したほか、本制度における多段階選抜方式の普及のため、中小企業技術革

新挑戦支援事業を実施した。

9．研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制）【税制】
中小企業者等が行う研究開発活動に対して、試験研究費の12％相当額の税額控除ができる措置（税額
控除限度額は当期の法人税額の20％を上限。）を引き続き講じた。また、平成21、平成22年度に生じた
税額控除限度超過額については、平成23、平成24年度における税額控除の対象とする措置（平成21年度
経済対策の一部）を引き続き講じた。上記に加え、要件を満たす場合において、試験研究費の増加額の5
％を税額控除できる制度又は平均売上金額の10％相当額を超える試験研究費の額の一定割合を税額控除
できる制度のいずれかを選択して適用できる措置（税額控除限度額は当期の法人税額の10％を上限。）を
平成24年度から2年間延長した。
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10．グローバル技術連携支援事業【24年度予算：6.0億円】
中小企業の海外への展開を図るため、ニッチ分野等の世界市場獲得を目指す中小企業の共同体が、オン

リーワン技術獲得や技術流出防止等のために取り組む試作品開発やその販路開拓等を支援した。平成24
年度の採択件数は51件であった。

11．ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業【24年度補正：1,007億円】
きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、認定支援機関等と連携しつつ、ものづく

り中小企業・小規模事業者が実施する試作品の開発や設備投資等を支援した。

第4節 人材・雇用対策

採用意欲の高い中小企業が若手人材の採用に苦戦する一方で、若年者の雇用情勢は厳しい状態であり、
ミスマッチが生じている。
こうした状況の中、中小企業・小規模事業者における優秀な人材の確保を後押しすべく、育児等で一度
退職し、再就職を希望する女性や新卒者等に対して、中小企業・小規模事業者が行う職場実習支援や、大
学等での中小企業・小規模事業者の魅力発信から、学生と中小企業・小規模事業者とのマッチング、新卒
者の採用・定着までの一貫した支援に着手した。
また、中小企業・小規模事業者における即戦力人材・中核人材等を育成するための研修事業を行うとと
もに、景気の変動や経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合における失業の予防や雇用
の安定を図るため、休業や出向を行うことにより労働者の雇用維持を図る事業主に対して、雇用調整助成
金を支給するとともに、中小企業に特化した制度として、中小企業緊急雇用安定助成金を支給した。

【具体的施策】
1．中小企業・小規模事業者人材対策事業【24年度補正：281.8億円】
中小企業・小規模事業者の優秀な人材の確保を支援するため、

①新卒者及び平成22年3月以降に大学等を卒業した未就職者等に対し、中小企業・小規模事業者の事業
現場で働く上で必要な技能・技術・ノウハウを習得する機会を提供するため、中小企業・小規模事業

者が実施する職場実習を支援

②育児等で一度、退職し、再就職を希望する女性等（新戦力）に対し、職場経験のブランクを埋める機

会を提供するために、中小企業・小規模事業者が実施する職場実習を支援

③中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保していくため、中小企業・小規模事業者を支援する機関

と大学等が連携し、経営者による出前講座を行うなど、中小企業・小規模事業者と学生の日常的に顔

が見える関係構築から両者のマッチング、新卒者等の採用・定着までの一貫した支援体制の構築に着

手した。

2．ものづくり指導者養成支援事業【24年度予算：0.5億円】
ものづくり企業 OB等をものづくり現場等における指導者として多数輩出することで、技術流出を防止
しつつ、ものづくり中小企業の技術力維持・向上を支援するため、指導者養成事業運営主体で指導者養成

プログラムを実施する際の費用への補助を行った。
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3．中小企業大学校における人材育成事業【中小機構交付金】
全国9か所にある中小企業大学校において、中小企業支援人材の能力向上のための研修を実施するとと
もに、中小企業の経営者、管理者等を対象に経営課題の解決に直接結びつくような研修を実施した。平成

24年度は、中小企業支援担当者と中小企業の計26,500名を対象に990回の研修を実施した。

4．労働者の雇用維持対策【24年度予算：2,033億円】
景気の変動等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出

向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、雇用調整助成金（大企業事業主向け）及び中小企業緊急

雇用安定助成金（中小企業事業主向け）を支給した。

また、本助成金については不正受給防止対策にも積極的に取り組んでおり、不正受給を行った事業主名

等の公表、積極的な実地調査の実施等、本助成金のより一層の適正な支給に努めた。

5．中小企業の活力を活かした新たな雇用機会の創出支援【24年度予算：17.0億円】
中小企業が新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境及び関連するものづくり分野に

おける創業・異業種進出に伴い必要な労働者を雇い入れた場合や、これらの分野に該当する事業を営む中

小企業を構成員とする団体が雇用管理の改善の取組を行った場合に助成を行うことにより、雇用機会創出

の担い手である中小企業の人材の確保や魅力ある職場作りを支援した。

6．地域再生中小企業創業助成金
地域における新たな雇用創出を図るため、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、当該地域に

おける重点分野で創業し労働者を雇い入れる事業主に対して、創業経費及び雇入れについて助成を行う地

域再生中小企業創業助成金を支給した。

7．起業支援型地域雇用創造事業【24年度補正：1,000億円】
依然として厳しい雇用情勢が続く中、失業者を事業の対象とし、工場の閉鎖等により雇用情勢が著しく

厳しいと都道府県が認める地域等において、地域の産業・雇用振興策に沿って、雇用創出に資する事業を

民間企業、NPO等へ委託し、失業者を雇い入れて実施する起業支援型地域雇用創造事業を創設した。

8．成長分野等人材育成支援事業【24年度予算：500.0億円の内数】
健康、環境分野及び関連するものづくり分野等の事業主が、雇用期間の定めのない労働者の雇入れや他

分野からの配置転換を行い、通常の業務を離れて行う職業訓練（Off-JT）を実施した場合、その訓練の実
費相当分を助成した。

なお、制度創設の平成22年11月から平成25年2月末までの受給資格認定申請数は、5,012件となってい
る。

9．日本再生人材育成支援事業【24年度予算：500.0億円の内数】
成長が期待できる健康、環境、農林漁業分野及び関連する分野の人材育成を支援するため、当該分野の

事業主が、雇用する非正規雇用労働者に対して一定の職業訓練を実施した場合の助成措置を創設した（平

成25年1月）。
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また、正規雇用労働者に対しても、当該分野の事業主が、一定の職業訓練を実施した場合の助成措置を

創設する（同年1月）とともに、同年3月には制度を拡充し、事業主都合で離職した者を雇い入れ、また
は労働者を出向により受け入れ、当該労働者に対して一定の職業訓練を実施した場合に助成することとし

た。

10．雇用促進税制【税制】
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用保険の一般被
雇用者数が5人（中小企業者等は2人。）以上、かつ、10％以上増加等の要件を満たす企業に対し、増加
した雇用保険の一般被保険者一人当たり20万円を税額控除することができる税制措置である。
平成23年度制度創設時から平成25年2月末までの雇用促進計画の受付件数は56,136件、382,842人の雇
用者の増加が予定されている。

第5節 起業・転業・新事業展開の支援

起業・転業・新事業展開を促進するため、公的金融機関による支援、中小機構による民間の投資ファン
ドへの出資、個人投資家から創業間もない企業への投資を促すエンジェル税制の活用を引き続き実施し
た。また、新たに起業・創業や第二創業を行う事業計画を募集し、計画の実施に要する費用の一部を助成
することで、地域需要を興すビジネス等を支援した。
また、新たなイノベーションを生み出し得る中小企業の新たな事業創出を図っていくため、農商工連携
等の枠組みを活用して、中小企業による創意工夫を凝らした新商品・新サービスの開発等の取組を積極的
に支援した。
加えて、中小企業総合展等の見本市への出展支援等を積極的に実施するなど、中小企業の販路開拓を支
援した。

【具体的施策】
Ⅰ．起業・創業
○地域に身近な事業展開を目指す起業・創業

〈各種手続関連〉

1．中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業【24年度補正：14.8億円】
中小企業・小規模事業者の成長を後押しするため、起業・安定化・成長・事業承継の各段階の経営課

題・相談ニーズに応じたきめ細かく対応できる経営支援体制の再構築のため、100万以上の中小企業・小
規模事業者や起業を目指す者と、1万以上の専門家・先輩経営者等が参画し、時間・場所にとらわれずに
自由に経営・起業に関する情報交換や相談等ができる ITシステムの構築に着手した。

〈資金調達関連〉

2．新創業融資制度【財政投融資】
新たに事業を開始する者や事業を開始して間もない者に対し、無担保・無保証人で日本公庫が融資を行

う制度である。平成24年度は1月末までに、8,097件、287億円の融資を実行し、平成13年度の制度創設
から平成25年1月末までの融資実績は、100,202件、3,366億円となった。
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3．創業者向け保証
民間金融機関による創業者への融資を後押しするため、信用保証協会において、これから創業する者又

は創業後5年未満の者等を対象とする保証制度である。平成25年2月末までの保証承諾実績は、10,838
件、519億円であった。

4．地域需要創造型等起業・創業促進【24年度補正：200.0億円】
新たに起業・創業や第二創業を行う女性や若者等に対して事業計画を募集し、計画の実施に要する費用

の一部を助成することで、地域需要を興すビジネス等を支援した。

5．エンジェル税制【税制】
創業間もない中小企業等への個人投資家（いわゆる「エンジェル」）による資金供給を促進するため、

一定の要件を満たす中小企業等に対して、個人投資家が投資を行った時点と、当該株式を譲渡した時点に

おいて所得税の減税を受けることが出来る制度である。平成9年の制度創設から、平成24年12月末まで
に、322社に対し、81.6億円の投資が行われた。

〈経営ノウハウ不足関連〉

全国の拠点をフル活用して支援施策を広く展開し、地域から成長の芽を発掘する。

6．〝ちいさな企業”成長本部
“ちいさな企業”未来会議での成果等も活かしつつ、中小企業・小規模事業者政策を実行していくため、

「“ちいさな企業”成長本部」を新たに設置した。

同本部では、支援を受ける側、支援を行う側双方の参加のもと、

①中小企業・小規模事業者政策とその実施方針を説明、

②政策を効果的に実行するため、関係者の意見を聴取、

③関係者全てが今後の具体的な行動を持ち寄って、意見交換を行い、「行動計画」を約束（コミットメ

ント）する。

〈人材確保関連〉

7．中小企業・小規模事業者人材対策事業（再掲）

○全国・海外市場を目指す起業・創業

〈各種手続関連〉

8．中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業（再掲）

〈資金調達関連〉

9．起業・創業時に必要となるリスクマネーの供給強化
産業革新機構におけるベンチャー投資事業部門の創設、日本政策投資銀行や商工中金の活用等により、

起業・創業時及び事業化に必要となるリスクマネーの供給を強化するとともに、個人投資家からの資金調

達の円滑化や民間企業のベンチャー投資を促すための環境整備に取り組むこととしている。また、資金調
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達時の個人保証の見直しなど、起業者の再チャレンジを促す仕組みも強化していく。

10．エンジェル税制（再掲）

〈経営ノウハウ不足・人材確保関連〉

11．新事業創出のための目利き・支援人材育成等事業【24年度補正：7.3億円】
ベンチャーファンド、金融機関、税理士・会計士等の官民の起業支援人材の連携を強化し、成長可能性

の高いビジネスアイディアやシーズに対する徹底したハンズオン支援を行うことを通じ、優秀な起業支援

人材の育成、成功事例やノウハウの共有・周知を行うことにより、成長する創業・ベンチャーの創出を促

進するための措置を講じた。

Ⅱ．新事業展開
〈人材確保関連〉

12．中小企業・小規模事業者人材対策事業（再掲）

〈販路開拓関連〉

13．新事業活動促進支援事業【24年度予算：20.0億円】
中小企業の新事業展開を支援するため、以下の事業を実施した。

①新連携支援事業

新事業活動促進法に基づき、異分野の中小企業が連携し、その経営資源（技術、販路等）を有効に組

み合わせて行う新商品・新サービスの開発・販売等の事業計画に対して認定を行い、補助金、融資、保

証の特例等により総合的な支援を実施した。平成25年2月末までに、859件の事業計画が認定された。
②地域資源活用新事業展開支援事業

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（平成19年法律第39号、以下
「地域資源活用促進法」という。）に基づき、地域産業資源（農林水産物、生産技術、観光資源等）を

活用して行う新商品・新サービスの開発・販売等の事業計画に対して認定を行い、補助金、融資、保証

の特例等により総合的な支援を実施した。平成25年2月末までに、1,097件の認定を行った。
③農商工等連携促進対策支援事業

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（平成20年法律第38号、以下
「農商工等連携促進法」という。）に基づき、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれ

の経営資源を有効に活用した新商品・新サービスの開発・販売等を行う事業計画に対して認定を行い、

補助金、融資、保証の特例等により総合的な支援を実施した。平成25年2月末までに、546件の事業計
画の認定を行った。

14．新事業創出支援事業【中小機構交付金】
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、地域資源活用促進法、
農商工等連携促進法、新事業活動促進法の枠組みにより、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った。平成24年度の支援件数は17,186件であり、内訳は、支援事務局における窓口
相談2,785件、事業者の認定計画をサポートするブラッシュアップ支援3,508件、販路開拓支援等のフォ
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ローアップ支援10,893件である（平成25年2月末現在）。

15．地域力活用新事業創出支援事業
地域の小規模事業者による全国規模の市場に向けた事業展開を促進するため、商工会・商工会議所等が

事業者と協力して進める、特産品開発や観光開発及びその販路開拓等の事業（調査研究事業：106件、本
体事業（1年目：93件、2年目：40件））に対し、幅広い支援を行った。また、地域の資源を活用した複数
の特産品、観光資源等を束ねて一定期間に集中的に行う新たな集客型の販路開拓又は普及に関する事業

（集客型事業：25件）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した。

16．各種展示会や商談会等による販路開拓支援【中小機構交付金】
農商工連携や地域資源活用等により開発した商品・サービス等や、魅力ある隠れた地域産品等につい

て、展示会や商談会等の開催を通じて、販路開拓・拡大を支援した。中小企業総合展 JISMEE 2012（ベ
ンチャーフェア同時開催。）においては、728社が出展し、48,346人が来場した。

17．販路開拓コーディネート事業【中小機構交付金】
新事業活動促進法に基づいて経営革新計画の承認を受けた中小企業者等に対し、中小機構に配置されて

いる商社・メーカー等出身の販路開拓の専門家（販路開拓コーディネーター）が新たな市場開拓につなげ

るための支援を行った。具体的な取組として、開発した新商品等を商社・企業等に紹介又は取次ぎを行

い、新商品・新サービスを持つ企業のマーケティング企画から、首都圏・近畿圏を舞台に想定市場の企業

へのテストマーケティング活動までの支援を行った。平成25年1月末までに、延べ2,799件の相談に応じ、
878件の支援を行った。

18．販路ナビゲーター創出支援事業【中小機構交付金】
中小機構が、豊富なネットワークを有する企業 OB等を販路ナビゲーターとして登録し、販路紹介や販
売代行業務等につなげるための中小企業と販路ナビゲーターとのマッチングの機会を提供した。中小機構

主催のマッチングイベントであるマッチングプレゼンテーションを実施するとともに、都道府県等中小企

業支援センター主催のマッチングイベントへの販路ナビゲーター派遣等を実施し、平成24年度は170社を
支援した。

〈経営ノウハウ不足関連〉

全国の拠点をフル活用して支援施策を広く展開し、地域から成長の芽を発掘する。

19．〝ちいさな企業”成長本部（再掲）

20．中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業（再掲）

〈自己資金の不足関連〉

21．資本性劣後ローンの拡充（再掲）
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22．女性、若者／シニア起業家支援資金【財政投融資】
多様な事業者による新規事業の創出・育成を支援するため、女性や30歳未満の若者、55歳以上の高齢
者のうち、開業しておおむね5年以内の者を対象に、日本公庫（中小企業事業・国民生活事業）による優
遇金利を適用する融資制度である。平成11年の制度創設から、平成24年12月末までに、103,946件、
5,194億円の融資を実施している。また、今般貸付期間を拡充した。

23．新事業育成資金（グローバル展開志向創業支援関連）【財政投融資】
高い成長性が見込まれる新たな事業を行い、海外を含めたマーケティングを踏まえた自社製品開発や、

国内外への販路開拓等を行う中小企業者を対象に、日本公庫による優遇金利を適用する融資制度である。

平成23年12月の制度創設から平成25年1月末までの融資実績は、5件、2億1,000万円となった。

24．ファンド出資事業（起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンド）
民間の投資会社が運営する投資ファンドについて、中小機構が出資（ファンド総額の1/2以内）を行う
ことで、民間資金の呼び水としてファンドの組成を促進し、創業又は成長初期の段階にあるベンチャー企

業（中小企業）や新事業展開等により成長を目指す中小企業への投資機会の拡大を図る事業である。起業

支援ファンドについては、累積ファンド組成数88件、累積投資額1,065億円、累積投資先企業数2,243社
に至った（平成24年12月末現在）。また、中小企業成長支援ファンドについては、累積ファンド組成数51
件、累積投資額594億円、累積投資先企業数505社に至った（平成24年12月末現在）。

25．経営革新支援事業
新事業活動促進法に基づき、中小企業が新たな事業活動を行うことで経営の向上を図ることを目的とし

て作成し、承認された経営革新計画に対し、低利の融資制度や信用保証の特例等の支援策を通じ、その事

業活動を支援した。平成24年2月末までに、51,546件の計画が承認された。

26．地域新成長産業創出促進事業【24年度予算：7.3億円】
地域経済の活性化、地域の競争力強化を図るため、地域が有する多様な強みや特長、潜在力を積極的に

活用し、産学官等の様々な主体のネットワークを形成することにより、新たな成長産業群の創出・育成に

資する取組を支援した。平成24年度においては30事業を採択した。

27．地域新産業創出基盤強化事業【24年度補正：20.0億円】
地域における新産業の創出に向けて、地域ブロック毎に運営協議会を設置し、広域的に連携する公設試

に地域が技術的な強みを有する分野を中心とした試験研究・検査設備を整備することによって、地域企業

の研究利用、国際規格への対応、安全性の確認等のための評価試験を行うために必要な基盤を強化した。

28．地域の企業立地の促進【24年度予算：13.7億円】
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律（平成19年法律第40号）
に基づき、地域が自らの特色を活かした企業立地を促進し、地域産業活性化を目指す取組を支援した。予

算措置としては、ワンストップサービスの提供や人材育成・施設等整備・ネットワーク構築活動等に対し

支援した。制度面では、税制上の特例措置や工場立地法の特例措置、日本公庫を通じた中小企業向け低利
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融資制度、企業立地に係る地方交付税措置を行った。

29．地域集客・交流産業活性化支援事業【24年度予算：0.8億円】
独自の差別化戦略のある集客・交流サービス産業を構築するため、地域の特色ある伝統工芸、食、施設

等を資源として活用した広域的かつ総合的に行われる取組の支援を行った。平成24年度は4件を採択し
た。

30．伝統的工芸品の指定
伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という。）に基づき、伝
統的工芸品への指定の申出があった工芸品について調査、検討を行った後、産業構造審議会の意見を聴い

て、以下の品目について、伝統的工芸品の指定及び指定の変更を行った。

・沖縄県「知花花織」平成24年7月25日指定
・東京都「江戸切子」平成24年7月25日指定の変更（技術・技法の追加。）
・北海道「二風谷イタ」平成25年3月8日指定
・北海道「二風谷アットゥシ」平成25年3月8日指定
・和歌山県「紀州へら竿」平成25年3月8日指定

31．伝統的工芸品産業振興関連補助事業【24年度予算：10.6億円】
（1）伝産法に基づき、伝統的工芸品産業の振興のため以下の支援を行った。
①産地の製造協同組合等が実施する以下の事業に対する補助

・後継者育成事業

・原材料確保対策事業

・意匠開発事業

・連携活性化事業

・産地プロデューサー事業 等

②伝産法第23条に基づく一般社団法人・財団法人が実施する以下の事業に対する補助
・人材確保及び技術技法継承事業

・産地指導事業

・普及推進事業

・需要開拓事業 等

（2）被災地県等の国指定の伝統的工芸品の震災復興のための以下の支援を行った。
①被災地県等において実施する後継者育成・需要開拓・意匠開発・情報発信等の産地活性化事業

②特定被災区域における伝統的工芸品の生産活動を震災前の水準にまで戻すことを目的とした設備整

備や原材料確保等の生産基盤確立・強化事業

32．伝統的工芸品の普及・推進事業
伝統的工芸品に対する国民の理解を増進するため、毎年11月を「伝統的工芸品月間」とし、伝統的工
芸品月間国民会議全国大会の開催等の普及・啓発事業を実施。平成24年度においては、石川県小松市、
金沢市等で全国大会を開催した。
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33．地域力活用市場獲得等支援事業【24年度補正：200.1億円】
地域経済の下支えとともに、消費税率の引上げを見据えた体質強化を図ることを目的とし、中小企業・

小規模事業者が行う新商品開発、内外販路開拓、海外共同現地進出、統合財務管理ソフトの開発・導入等

の支援に着手した。

第6節 経営課題への対応

中小企業・小規模事業者の経営課題は、その志向・特性に応じて多様であり、きめ細かな支援を行って
いくことが必要である。そのため、経済産業局を中心に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、支援能力の向上を通じた経営支援体制の強化を図った。
また、「ネット de記帳」を活用した経営基盤インフラの強化を図り、クラウドによる中小企業の財務
管理や、経営指導員による指導を実施するための環境の整備を全国的に促進するとともに、全国中小企業
団体中央会を通じた、中小企業組合等に対する支援を講じた。さらに、中小企業・小規模事業者等の新た
なビジネス創造や、経営改革等をサポートするための ITシステム（支援ポータル）の構築に着手するな
ど、中小企業・小規模事業者の経営課題解決に対する幅広い支援を講じた。

【具体的施策】
1．中小企業連携組織のための支援【24年度予算：6.0億円】
中小企業連携組織支援のための専門機関である全国中小企業団体中央会を通じて、経営革新・改善に取

り組む組合等に対して、その実現化等に要する経費の一部を助成するなどの支援を行った。

2．経営支援と一体となった高度化事業による設備投資の支援
中小企業が事業環境の改善や経営基盤の強化を図るために、事業協同組合等を設立して協同で取り組む

事業に対し、中小機構と都道府県が協調し、事業計画への診断・アドバイスを行うとともに、必要な設備

資金について長期・低利（又は無利子）の貸付を行った。

3．中小企業支援ネットワーク強化事業【24年度予算：30.0億円】
中小企業が抱える経営課題への支援体制を強化するため、豊富な支援実績を有する相談員が商工会や商

工会議所等の中小企業支援機関を巡回して、中小企業の相談への直接対応や専門家派遣を行い、課題解決

に向けた支援を実施した。平成24年4月から平成25年3月末までに、68,901件の相談対応と31,772件の専
門家派遣を実施した。

4．IT・クラウドを活用した中小企業経営基盤強化【24年度予算：2.0億円】
中小企業の経営力向上及び円滑な資金調達の達成に不可欠な、クラウドによる中小・小規模事業者向け

の財務管理システムの普及を支援するため、その運営に必要な経費を全国商工会連合会に補助した。

5．ダンピング輸入品による被害の救済
貿易救済措置は、他国企業から我が国に対するダンピング輸入により、国内産業が損害を受けた際に、

政府が関税の賦課等による救済を行う制度である。
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平成24年度においては、出張説明会等を企業等に対して実施するとともに、WTO協定整合的に調査を
行うための調査研究、国内産業被害拡大を防止するための取組を実施した。

6．中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業（再掲）

第7節 商店街・中心市街地活性化対策

昨今の商店街は、市場競争の激化や消費者ニーズの多様化が進む中で、後継者不足等の構造的な課題を
抱えている。その中で、リーマン・ショック以降の世界的な経済危機による消費の冷え込みにも直面し、
非常に厳しい環境にある。
一方で、地域に根ざした存在である商店街に対しては、子育てや高齢者の生活を支えるなど、地域社会
からの様々な要請を実現する場としての利便を提供する、言わば「地域コミュニティの担い手」としての
役割・機能を発揮していくことが期待されている。
こうした状況を踏まえ、地域住民に役立ち、地域の魅力を発信する「商店街ならでは」の取組を支援す
ることで商店街を活性することを目的として、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（平成21年法律第80号、以下「地域商店街活性化法」という。）が平成21年7月
に成立した。あわせて、商店街振興組合等とまちづくり会社等とが連携して行う地域コミュニティの再生
に向けた取組を支援する「地域商業再生事業」を新規で実施し、また、商店街支援策強化の一環として、
全国商店街支援センターにおいて商店街の人材育成等、個々の課題に対応するきめ細やかな支援を実施し
た。
また、商店街振興組合等が行う、少子化、高齢化等の社会課題に対応する商業活性化の取組や中心市街
地の活性化を図ろうとする意欲ある取組を支援した。

【具体的施策】
1．地域商店街の活性化に向けた総合的支援
地域商店街活性化法に基づき、商店街振興組合等が作成した商店街活性化事業計画等を国が認定し、支

援措置を講じた。

2．地域商業再生事業【24年度予算：15.0億円、予備費：10.0億円】
商店街等と民間事業者等（まちづくり会社・NPO法人等）とが一体となって、子育て支援施設や高齢
者の医療補完施設等の整備等、地域コミュニティの機能再生に向けた取組に対して支援を行った。また、

商店街等が、地域のコミュニティ機能を継続的・自律的に果たしていけるよう、外部環境の変化に適合し

た形で店舗を集約化するなど、構造改革を進める取組等も対象として支援を行った。

3．中小商業活力向上事業【24年度予算：18.0億円】
商店街等が地域コミュニティの担い手として実施する、少子化・高齢化等の社会課題に対応した空き店

舗活用事業や地域資源を活用した集客力向上及び売上増加に効果のある支援を行った。
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4．全国商店街支援センターによる人材育成等
中小企業関係4団体が共同で設立した「全国商店街支援センター」において、人材育成、ノウハウ提供
等の支援を行った。

5．商店街振興組合の活動支援事業【24年度予算：1.8億円】
商店街を取り巻く環境変化に対応してその活性化を図っていくため、全国商店街振興組合連合会が行

う、商店街振興組合や商店街振興組合連合会の事業の円滑な運営を図るための指導や情報提供事業に対し

支援するとともに、全国商店街振興組合連合会を通じて、各地の商店街振興組合等が実施するコミュニ

ティ活動事業を支援した。

6．戦略的中心市街地商業等活性化支援事業【24年度予算：24.1億円】
中心市街地の活性化に関する法律（平成10年法律第92号、以下「中心市街地活性化法」という。）に基
づき、内閣総理大臣の認定を受けた市町村等の基本計画のうち、商業の活性化や中心市街地のにぎわい創

出等に資する事業に対して支援を行った。平成24年度は37件の事業を採択した。

7．中心市街地活性化協議会運営支援事業【中小機構交付金】
中心市街地活性化協議会の設立・運営に当たって、中小機構に設置された中心市街地活性化協議会支援

センターを中心に、各種相談対応、HPやメールマガジンでの情報提供、交流会の開催によるネットワー
ク構築支援等を行った。

8．商業活性化及び中心市街地商業等活性化アドバイザー派遣事業【中小機構交付金】
中心市街地活性化協議会、中心市街地内外の商店街が抱える様々な課題に対応するため、中小機構に登

録された商業活性化に関する各分野の専門家を派遣した。

9．中心市街地商業活性化診断・サポート事業【中小機構交付金】
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、セミナー等の企画・立案支援・講師の派遣や、個別事業の実効性を高める

ための助言・診断・課題整理・情報提供等を行った。

10．土地譲渡所得の特別控除【税制】
地域商店街活性化法の認定を受けた商店街振興組合等に対し、認定商店街活性化事業計画等に基づく事

業の用に供するために土地等を譲渡した場合には、土地等の譲渡所得に係る1,500万円特別控除の対象と
する措置を講じた。

11．地域商店街活性化事業【24年度補正：100.0億円】
全国商店街振興組合連合会が中心となって、商店街の集客力・販売力の向上を目的として、地域住民が

安心して生活できる環境を維持している商店街が、再生に向けた意欲的な取組を行う場合に支援を行っ

た。
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12．商店街まちづくり事業【24年度補正：200.0億円】
商店街振興組合等が、地域の行政機関等からの要請に基づいて、地域住民の安心・安全な生活環境を守

るための施設・設備（防犯カメラ、街路灯、アーケード等）の整備等を行う取組に対して、支援を行った。

13．中心市街地魅力発掘・創造支援事業【24年度補正：15.0億円】
中心市街地活性化法に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた市町村等において、まちづくり会社等が実

施する取組を支援する。具体的には、①まちの魅力を高めるための事業化調査、②先導的・実証的な取

組、③専門人材の派遣に対し、緊急に重点的支援を行った。

14．地域自立型買い物弱者対策支援事業【24年度補正：10.0億円】
地域商店の撤退等により、生活必需品（生鮮三品等）取扱い店舗が徒歩圏内に不足する地域において、

買い物機能の確保・維持、買い物に困る高齢者等の購買意欲向上・消費喚起のため、取り組まれる新たな

事業に対して支援した。

第8節 審議会等における政策の検討等

1．〝日本の未来”応援会議～小さな企業が日本を変える～（略称：〝ちいさな企業”未来会議）の開催
次代を担う青年層や女性層の中小・小規模企業経営者を中心に、中小企業団体、税理士等の士業、商店

街関係者、生業、地域金融機関等、幅広い主体の参加のもとに、「“日本の未来”応援会議～小さな企業が

日本を変える～（略称：“ちいさな企業”未来会議）」（共同議長：経済産業大臣、日本商工会議所会頭）

を設置し、これまでの中小企業政策を真摯に見直し、中小・小規模企業の経営力・活力の向上に向けた課

題と今後の施策の在り方を討議した。本会議は平成24年3月に第1回総会を開催し、平成24年6月に取り
まとめを行うまでに、2回の総会、全国各地で31回の地方会議を開催し、のべ約4,010名の参加、のべ
1,623名から意見があった。

2．中小企業政策審議会〝ちいさな企業”未来部会及び法制検討ワーキンググループの開催
平成24年6月の“ちいさな企業”未来会議における取りまとめを受け、中小企業・小規模事業者政策の
具体的な制度改革を目指し、専門的知見に基づく審議を行うため、中小企業政策審議会に、「“ちいさな企

業”未来部会」を設置した。

また、同部会において、中小企業・小規模事業者政策の具体的な制度改革を目指した審議を行うに当た

り、中小企業基本法を始めとした中小企業関連立法の今後の在り方について、法制度的な観点から専門的

な検討を行う必要があることから、同部会のもとに、法律専門家・実務家等から成る「法制検討ワーキン

ググループ」を設置し、今後の中小企業・小規模事業者に係る法制度の在り方について検討を行った。

「法制検討ワーキンググループ」については平成25年2月に論点整理を行い、これを受け「“ちいさな
企業”未来部会」において取りまとめ、3月に答申を行った。

3．〝ちいさな企業”成長本部（再掲）
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4．産業構造審議会及び日本工業標準調査会合同会議 知的基盤整備特別委員会の開催
平成24年4月から8月にかけ、産業構造審議会及び日本工業標準調査会の合同会議である知的基盤整備
特別委員会において、中小事業者を始めとするユーザーの視点に立った、分かりやすく使いやすい、計量

標準等知的基盤の新たな整備・利用促進方針及び具体的方策について議論を行った。平成24年8月に「中
間報告 －知的基盤整備・利用促進プログラム－」を策定した。

第4章 業種別中小企業対策

第1節 中小農林水産関連企業対策

1．6次産業化の推進
（1）農林漁業の成長産業化の実現【24年度予算：95.0億円、補正：40.0億円】

6次産業化の先達・民間の専門家（ボランタリー・プランナー、6次産業化プランナー等）による
経営の発展段階に即した農林漁業者等への個別相談の実施や、輸出戦略の立て直し、新産業創出等の

総合的な支援を行った。

（2）農林漁業成長産業化ファンドの創設【産投出資、産投貸付】
6次産業化に取り組む事業者への成長資本の提供や経営支援を一体的に実施するため、株式会社農
林漁業成長産業化支援機構を設立した。

（3）農山漁村における再生可能エネルギーの導入促進【24年度予算：5.3億円、24年度補正：10.0億円】
農山漁村に豊富に賦存する地域の資源を有効活用し、地域主導で再生可能エネルギーを供給する取

組を推進し、そのメリットを地域に還元させることを通じて、地域の農林漁業の発展を促進した。

2．中小農林水産事業者向け支援
（1）木材産業体質改善対策事業【24年度予算：0.8億円】

品質・性能の確かな木材製品を低コストで安定的に供給するための機械設備の導入等に対する利子

助成やリース料への助成を行った。

（2）地域自主戦略交付金による木材産業の体制整備への支援【交付金】
地域内で生産される木材の有効な活用を図るため、効率的な木材の加工等に必要な施設の整備を

行った。

（3）木材産業等高度化推進資金、林業・木材産業改善資金【24年度融資枠：700.0億円】
木材の生産・流通を合理化するため、木材産業等高度化推進資金による融資を行うとともに、林

業・木材産業の経営改善等を実施するため、林業・木材産業改善資金を融資した。

（4）水産物フードシステム品質管理体制構築推進事業【24年度予算：0.7億円】
漁船、市場、加工場等水産物流通の全段階を通じた HACCP手法（食品の原料の受入れから製造・
出荷までの全ての行程で危害の発生を防止するための重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管

理手法。）の導入や、欧米等への輸出を目指す水産加工場等への HACCP手法の導入を支援した。
（5）産地活性化総合対策事業による乳業再編整備等への支援【24年度予算：52.9億円】

乳業工場の広域的な再編・合理化の更なる促進を図るとともに、高度な衛生管理水準を備えた乳業
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施設への生産集約等に対して支援した。

（6）HACCP対応のための水産加工・流通施設の改修支援事業【24年度補正：25.0億円】
漁港における高度な衛生管理手法が導入されている地域等において、輸出拡大を目指す水産加工・

流通業者が行う輸出先国の HACCP基準等を満たすための施設の改修整備について支援した。

3．研究開発等横断的分野等における支援
（1）競争的資金等により、以下の事業を実施した。
①イノベーション創出基礎的研究推進事業【24年度予算：40.4億円】
農林水産業・食品産業等のイノベーションにつながる技術シーズの開発及び開発された技術シーズ

を実用化に向けて発展させるための研究開発を推進するとともに、ベンチャーの育成に資する研究開

発への支援を行った。

また、東日本大震災からの復興等に資する産学官の共同研究開発への支援を行った。

②新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業【24年度予算：38.2億円】
農林水産業・食品産業の発展や地域の活性化に資するため、農商工連携にも配慮しつつ産学官連携

による実用化に向けた技術開発を推進した。

③民間実用化研究促進事業【24年度予算：3.0億円】
バイオマスの利活用等農山漁村の6次産業化を推進するため、民間における実用化段階の技術開発
及び実証試験への支援を行った。

（2）日本公庫による各種融資【財政投融資】
①特定農産加工業者の経営改善、②特定農林畜水産物の新規用途又は加工原材料用新品種の採用の

推進、③食品製造業者等と農林漁業者等の安定取引関係構築及び農林漁業施設の整備等、④乳業施設

の改善、⑤水産加工業の体質強化等の推進に対して融資した。

第2節 中小運輸業対策

1．倉庫業への支援
経済・社会環境の変化の中で高度化する物流ニーズに対応すべく、施設における物流機能の高度化の推

進を行った。

2．自動車分解整備事業の支援
自動車分解整備事業の近代化に必要な資金調達の円滑化を図るため、自動車整備近代化資金制度の適正

な活用により、債務保証及び利子補給を行った（新規貸付は平成22年度末で終了。）。

3．内航海運・国内旅客船事業対策
（1）海上交通の低炭素化等総合事業【24年度予算：3.4億円】

モーダルシフトの主要な担い手である内航海運・フェリーについて、低炭素化を通じた輸送モード

としての競争力の向上や体質強化図るため、船舶運航事業者等が行う省エネ効果の高い機器の導入等

やモーダルシフトに資する船舶関連輸送機器の導入に対して補助を行った。
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（2）内航海運暫定措置事業
内航海運暫定措置事業の円滑かつ着実な実施を図るため、同事業に要する資金について政府保証枠

の設定による支援措置を講じた。

（3）船舶共有建造制度を活用した環境に優しく効率性の高い内航船の建造促進【財政投融資】
内航海運業の活性化を図るため、鉄道・運輸機構の船舶共有建造制度を活用し、スーパーエコシッ

プ等の環境に優しく効率性の高い船舶の建造を促進した。スーパーエコシップについては、平成24
年12月末現在、23隻が就航済みであり、1隻が建造予定である。

4．中小造船業・舶用工業対策
景気対応緊急保証制度の特定業種指定を受け、経営の安定のためのセーフティネットの確保に取り組ん

だほか、経営技術の近代化に向けた講習会を全国8か所で実施するとともに労働災害の防止に向けての統
括安全衛生責任者研修会を全国6か所で実施した。【24年度予算：0.5億円の内数】
さらに、船舶からの二酸化炭素排出削減に向けた省エネルギー技術等の開発支援（技術開発プロジェク

ト全12件のうち、中小企業の参加するプロジェクトは9件【24年度予算：4.7億円】。）や、鉄道・運輸機
構による新技術の実用化に向けた支援（5件）等を通じ、技術力の強化等に取り組んだ。また、東日本大
震災で壊滅的な被害を受けた造船所や造船関連事業者に対して、「中小企業等復旧・復興支援（グループ

化）補助事業」の活用支援や、設備の早期復旧に必要な資機材の調達支援を行った。

第3節 中小建設・不動産業対策

1．成長戦略の担い手たる建設産業の育成と事業転換の促進【24年度予算：1.7億円】
（1）建設企業が連携の強化を図り、技能者等を新規に雇用することにより、維持管理、エコ建築、耐
震、リフォーム等の成長が見込まれる市場の開拓を図る事業を支援する「建設企業の連携によるフロ

ンティア事業」において、事業成果の PRと、連携体間の情報交換を支援のため、各連携体による全
国10ブロック及び東京（全体）での最終報告会を開催した。

（2）経営戦略相談窓口で相談を受け付けた建設企業に対し、建設業経営戦略アドバイザーによる電話・
訪問アドバイスを行う「建設企業のための経営戦略アドバイザリー事業」を実施。特に新事業展開、

企業再編・廃業等を目指す46企業に対しては、同アドバイザー等から構成される支援チームが一定
の目標達成まで継続的に支援した。また、33道府県、298金融機関とパートナー協定を締結し、相談
支援体制の強化を図った。

（3）中小建設企業の新事業展開、経営力の強化を支援するため、大手・中堅建設企業が有するノウハ
ウ・技術を集約し、中小建設企業に対して①技術マッチング支援、②ノウハウアドバイス支援を行う

「ノウハウ・技術移転支援事業」を実施した。

2．建設業における金融支援【24年度補正：18.5億円】
（1）建設業の資金調達の円滑化を図るため、建設企業が公共工事等発注者に対して有する工事請負代金
債権について、未完成部分を含め流動化を促進すること等を内容とした地域建設業経営強化融資制度

を実施した。本制度を利用する建設企業は、金利負担等の軽減が図られる。なお、平成24年度末ま
での事業期間を平成25年度末まで延長した。
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（2）下請建設企業又は資材業者の経営及び雇用の安定、連鎖倒産の防止等を図るため、下請建設企業等
が元請建設企業に対して有する工事請負代金債権等に係る債権の支払をファクタリング会社が保証す

る場合に、下請建設企業等の保証料負担を軽減するとともに、保証された債権の回収が困難となった

際の保証債務の履行のため、ファクタリング会社に発生する債権を保証することにより、下請建設企

業等の有する債権の保全を促進する下請債権保全支援事業を実施した。なお、平成24年度末までの
事業期間を平成25年度末まで延長した。

（3）建設業災害対応金融支援事業の創設
中小・中堅建設企業のよる災害対応のための建設機械購入の促進を図るため、中小・中堅建設企業

による災害時において使用される代表的な建設機械の購入及び東日本大震災により被災した中小・中

堅建設企業による建設機械の購入に係る借入金の金利負担を軽減するため、建設業災害対応金融支援

事業を創設した。

3．建設業の海外展開支援【24年度予算：0.2億円】
意欲・能力はあるが海外展開ノウハウが不足している地方・中小建設企業への支援として、専門家によ

る海外展開支援アドバイザー事業及び地方・中小建設企業の経営者を対象とした海外展開経営塾（計4回）
の開催、メールマガジンの配信を実施した。また、情報収集能力の脆弱さに対応するため、進出先国の市

場動向等の有益な情報を一元的に提供するためのデータベースを構築した。

4．中小不動産業者に対する金融措置
中小不動産事業者の信用を補完し金融を円滑化するため、中小不動産事業者の協業化円滑資金や地域再

生のための事業資金等に対する債務保証事業を継続実施した。

5．地域における木造住宅生産体制強化事業（地域型住宅ブランド化事業）【24年度予算：90.0億円の内
数】
地域材等資材供給から設計・施工に至るまでの関連事業者から成るグループによる、木造の長期優良住

宅の整備に対して支援を行った。

6．不動産流通市場の整備【24年度予算：1.2億円】
宅建業者とリフォーム業者、インスペクション業者等の関連事業者の連携による、中古住宅流通市場活

性化のための新たなビジネスモデルの検討、普及活動に対して支援を実施した。

7．木造住宅施工能力向上・継承事業【24年度予算：9.9億円】
木造住宅の施工に関する住宅生産事業者の能力の向上及び技術の継承に対する支援を行った。

第4節 生活衛生関係営業対策

1．生活衛生関係営業対策【24年度予算：4.3億円】
生活衛生関係営業（以下「生衛業」という。）の振興を図るため、生活衛生営業指導センターにおいて、

以下の事業を実施した。
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（1）分野調整等協議会等事業：大企業等の事業進出計画等を的確に把握し、紛争の解決を図るための相
談指導事業を行うとともに、当事者間の自主的な事業活動調整の促進及び分野調整全般についての調

査検討を実施した。

（2）情報化整備事業：これまで生活衛生営業指導センターで蓄積した融資関係、統計関係等の情報を相
互に利用できるネットワークシステムを運営し、適切かつ迅速に営業者に情報提供を実施した。

（3）後継者育成支援事業：生衛業の後継者確保に関する取組を支援するため、若年者の生衛業への就職
促進を目的としたインターンシップ制を導入するためのモデル的事業を実施した。

（4）健康・福祉対策推進等事業：近年の新型インフルエンザ、レジオネラ症等感染症の発生に対応でき
る体制を整えることにより、生衛業における衛生水準の維持向上を図る事業を実施した。

（5）相談・指導事業：経営指導員等が生衛業者に対して経営上必要な融資、税務、労務管理等の相談や
指導を実施した。

2．生活衛生関係営業に関する貸付【24年度予算：15.9億円、補正：3.1億円】【財政投融資】
日本公庫及び沖縄公庫において、振興計画に基づき営業を行う生活衛生関係営業者に対し、低利融資を

行った。

また、生活衛生同業組合や都道府県生活衛生営業指導センターの特別相談員や経営指導員が経営指導を

行うことによって、日本公庫が無担保・無保証人で融資を行った（衛経融資）。

東日本大震災の対応として、融資限度額及び貸付金利の引下げ等の拡充を行った。

第5章 その他の中小企業対策

第1節 環境・エネルギー対策

東日本大震災を受けて、エネルギー政策の在り方については今後総合的に検討されることとされている
が、平成24年度においても、中小企業における省エネルギー設備・機器、再生可能エネルギー利用設備
の導入支援や公害防止対策支援等、中小企業における環境・エネルギー対策に引き続き取り組んだ。

【具体的施策】
1．国内クレジット制度【24年度予算：24.9億円】
国内クレジット制度を利用する中小企業等に対し、CO2排出削減量の実績に応じた助成を平成23年度
に引き続き実施するとともに、新たに CO2の排出削減見込み量に応じて助成金を事前に支給する事業を
行った。

当該事業の活用等により、平成24年度に承認された排出削減事業の件数は230件（平成25年2月末現在）
となった。

2．「見える化」による低炭素化基盤整備事業【24年度予算：0.9億円】
事業者が国際的な仕組みに即して自らの CO2排出量を算定し情報を開示する取組を支援することで、
消費者、投資家・金融機関等が、適切に投資・消費行動を行うことができる仕組みづくりを進め、持続
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的・自律的な低炭素社会化を加速させる。そのため、本事業では、国内クレジット制度等の活用を通じた

中小企業等の低炭素投資・温室効果ガス排出削減の促進及び国内での資金還流や環境と経済の両立の実現

を図る。

平成25年3月までに、4回の研究会を開催し、既存の CFP制度と国内クレジット等のクレジット制度
とを連携した「CFPを活用したカーボン・オフセット」制度としてルールとラベルを策定した。
また、平成24年12月に開催されたエコプロダクツ2012において、参加事業者7社が策定したルールに
従って CFPを算定し、その値を活用してオフセットを実施、ラベル添付商品を展示した。エコプロダク
ツ2012開催後、試行事業として8社が実際の流通や展示会等に本制度の活用を開始した。

3．環境・エネルギー対策資金（公害防止対策関連）【財政投融資】
中小企業の公害対策を促進するため、公害防止設備を導入する事業者に対して日本公庫による低利融資

を行う制度である。平成24年度においては、対象設備・利率の一部を見直し、措置期間を平成25年3月
31日まで延長した。
［融資実績］（平成24年4月～平成25年3月末）

件数 金額

大気汚染関連 13件 388百万円
水質汚濁関連 29件 1,326百万円
産業廃棄物・リサイクル関連 116件 5,613百万円
自動車 NOx・PM法関連 14件 313百万円

4．公害防止税制【税制】
公害防止税制は、中小企業者の公害防止対策に対する取組を支援するため、公害防止設備についての固

定資産税の課税標準の特例及び、公害防止用設備を取得した場合の特別償却等の措置を講じるものであ

る。平成24年度においては、固定資産税の課税標準の特例措置について、対象設備・特例率を見直した
上で、その適用期限を2年（一部の施設については3年。）延長した。

5．エネルギー使用合理化事業者支援事業【24年度予算：343.0億円】
事業者が計画した省エネルギーに係る取組のうち、「技術の先端性」、「省エネ効果」及び「費用対効果」

を踏まえて政策的意義の高いものと認められる設備更新の費用について補助を行った。また、「先端的な

設備・技術」等に対する導入補助に重点を置いた。省エネ投資の一層の促進のため、中小企業等に対して

重点的に支援を行うとともに、電力需給対策として、節電効果の高い事業に重点支援を行った。

6．省エネルギー対策導入促進事業【24年度予算：6.0億円】
中堅・中小事業者等に対し、省エネポテンシャル等の導出を始めとした診断事業等を実施した。また、

地方公共団体等が参加費無料で開催する省エネ等に関する説明会やセミナー等に、省エネ・節電の専門家

を無料で派遣した。

7．環境関連投資促進税制【税制】
エネルギー安定供給の確保と低炭素成長社会の実現を目指し、企業に幅広く利用される省エネ効果・
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CO2削減効果の高い設備の取得に対する、環境関連投資促進税制（グリーン投資減税）を平成23年6月30
日に創設した（平成26年3月31日まで。）。30％の特別償却（青色申告をしている法人又は個人。）又は7
％の税額控除（中小企業に限定。）の選択が可能。

平成24年度税制改正において、対象資産のうち太陽光発電設備及び風力発電設備を「電気事業者によ
る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の認定設備かつ一定の規模以上で平成25年3月31
日までに取得したものに限定した上で、当該設備について即時償却が可能となった。

第2節 IT化の促進

中小企業が競争力を強化するためには、企業経営において ITを利活用することが必要不可欠である。
これまで、企業の IT導入は業務効率化が主な目的であったが、ITを活用していかに業務に付加価値を与
えるかを IT導入の目的として考える企業が増えてきた。ITを活用し、下請けからの脱却、多品種・少
量・短納期への対応、業務可視化等を行う、攻めの IT経営を実践する中小企業の表彰やベストプラク
ティスの収集、公表を行うとともに、引き続き中小企業の IT利活用を促進するため、政府系金融機関の
情報化投資融資制度等を講じた。

【具体的施策】
〈コストの負担関連〉

1．政府系金融機関の情報化投資融資制度（IT 活用促進資金）【財政投融資】
中小企業における IT・デジタルコンテンツの普及変化に関連した事業環境の変化に対応するため、日
本公庫による融資を着実に実施した。平成25年1月末現在の貸付実績は、4,384件、488.4億円である。

〈IT人材の不足関連〉
2．戦略的 CIO 育成支援事業【中小機構交付金】
ITを活用した経営戦略の策定等のアドバイスと CIO候補者育成のため、中小企業・小規模事業者に対
して中小機構が専門家の派遣を実施した。

〈その他の ITに関連した施策〉
3．中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業（再掲）

4．中小企業の IT 経営促進【24年度予算：3.8億円の内数】
ITによる地域経済の活性化を目的に、企業規模や業種、地域性等多様な環境にある地域の中小企業等
が実践する IT経営（ITを活用した企業経営、新商品・新サービスの開発、企業間連携によるイノベー
ション創出。）を持続的に推進するため、中小企業 IT経営力大賞の実施による成功事例の収集やポータ
ルサイトを通じた積極的な普及等を行った。

第3節 知的財産対策

事業展開を見据えた研究開発、戦略的な海外展開により、自らの知的財産権を効果的に保護・活用する
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ことは、大企業のみならず中小企業においても重要となっている。特許庁は、我が国企業が、新興国での
様々な知財リスクに対応するための実務情報等を提供するウェブサイト「新興国等知財情報データバンク」
の運用を、平成24年9月から開始した。また、中小企業に対し、外国出願に係る費用の助成、特許料の
軽減期間を3年から10年にするなどの軽減措置の拡充等、幅広い支援を実施した。

【具体的施策】
1．特許出願技術動向調査【24年度予算：5.7億円】
研究開発戦略や知的財産戦略構築を支援するために特許出願動向等について調査を行い、特許庁ホーム

ページ等を通じて情報発信している。

平成24年度は、「太陽電池」「リチウム二次電池」等の「グリーンイノベーション」（環境・エネルギー）
関連技術、「磁性材料」等の「未来開拓研究」（10年後の実用化を目指したプロジェクト）に関連技術等
の10の技術テーマについて実施した。

2．地域中小企業外国出願支援事業（外国出願費用負担の軽減）【24年度予算：1.5億円】
中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進するため、都道府県等中小企業支援センターを

通じて、中小企業の外国出願（特許、意匠、商標）に係る費用の一部（現地代理人費用、翻訳費用等）を

助成した。平成24年度の採択件数は203件に上った。

3．知的財産権制度に関する普及【24年度予算：0.8億円】
知的財産権制度に関する知見・経験のレベルに応じて、知的財産権制度の概要や基礎的知識について説

明する初心者向けと、特許・意匠・商標の審査基準や、審判制度の運用、国際出願の手続等、専門性の高

い内容を分野別に説明する実務者向けの説明会を行っている。平成24年度は、初心者向け説明会を47都
道府県で56回開催、実務者向け説明会を全国の19都市で59回開催した。

4．中小企業知的財産権保護対策事業【24年度予算：0.2億円】
海外展開を図る我が国中小企業の知的財産権保護を図る観点から、ジェトロが有する海外ネットワーク

を活用して、中小企業の個別要望に基づいた知的財産権の侵害状況調査等の実施を支援するとともに、調

査に要する経費の一部を補助した。平成24年度の採択件数は12件であった。

5．特許戦略ポータルサイト【24年度予算：0.1億円】
特許庁ホームページ内の特許戦略ポータルサイトでは、パスワード交付申込みのあった出願人に対し、

インターネットを通じて、自社の直近10年間の特許出願件数、審査請求件数、特許査定率等のデータが
掲載された「自己分析用データ」を提供している。パスワード交付申込みのあった企業数は、平成25年3
月末現在で1,230社となっている。

6．中小企業向けの特許料等の軽減
積極的に研究開発を行う中小企業等が、その研究開発成果の特許化を通じ新たな事業活動の展開を図る

ことを可能にするため、研究開発型中小企業等を対象に、審査請求料及び特許料の半額軽減の措置を平成

24年4月1日より特許料の軽減期間を第1年分から第10年分に延長するとともに（従前は第1年分から第3
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年分。）、設立後10年を経過していない中小企業を軽減措置の対象に加えるなど、軽減措置を拡大し、積
極的に研究開発を行う中小企業等に対し審査請求料や特許料を半額に軽減した。

7．早期審査・早期審理制度
出願人や審判請求人が中小企業者の場合、通常に比べ早期に審査又は審判を受けられるようにする早期

審査・早期審理を実施した。また、平成23年8月から1年間の運用となっていた震災復興支援早期審査・
早期審理について、平成24年8月以降も、当面の間、継続することとした。

8．中小企業の知財に関するワンストップサービスの提供【24年度予算：18.1億円】
中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する悩みや課題に対し、その場で解決を図るワンス

トップサービスを提供するため「知財総合支援窓口」を都道府県ごとに設置し、窓口に支援担当者を配置

した。また、専門性が高い課題等には知財専門家を活用し協働で解決を図るほか、中小企業支援機関等と

の連携、知財を有効に活用できていない中小企業等の発掘等を通じて、中小企業等の知財活用の促進を

図った。平成24年度の窓口利用件数は109,141件に上った（平成25年2月末現在）。

9．新興国等知財情報データバンク【24年度予算：0.5億円】
我が国企業が様々な海外知財リスクに対応するための実務情報を提供するウェブサイトであり、平成

24年9月に開設した。
本ウェブサイトは、新興国等を対象に、出願実務、審判・訴訟実務、ライセンス実務情報等を中心に、

統計・制度動向等の情報も提供しており、平成25年3月末現在で掲載情報は、中国は89件、韓国は59件、
台湾は47件、その他が13件であった。

10．知的財産情報の高度活用による権利化推進事業【INPIT 交付金】
独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT）において、海外での事業展開が期待される有望技術を
有する中小企業等に対して、知的財産マネジメントの専門家（海外知的財産プロデューサー）により、海

外での事業内容や海外展開先の状況・制度等に応じた知的財産戦略策定等、中小企業の海外における事業

展開を知的財産活用の視点から支援した。平成24年度は、6人の海外知的財産プロデューサーにより、約
190社等の新規支援を行った。

第4節 人権啓発の推進

中小企業者等に対して、人権尊重の理念を広く普及させ、人権意識の涵養を図るため、民間団体等や地
方公共団体に委託し、講演会の開催、パンフレットの作成等を実施した。【24年度予算：1.9億円】

第5節 調査・広報の推進

1．施策の広報
中小企業施策を広報するため、施策のポイントをまとめたパンフレットやチラシを作成し、各地方公共

団体や中小企業支援機関等に配付したほか、イベント「一日中小企業庁」の開催等により、広く広報を実
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施した。

（1）冊子類の発行
中小企業施策を網羅した「施策利用ガイドブック」、施策別のパンフレットを作成し、中小企業、

地方公共団体、中小企業支援機関、金融機関、中小企業を支援する税理士、弁護士、中小企業診断士

等に広く配布した。

（2）チラシの発行
「資金繰り」、「海外展開支援」、「人材支援」等、補正予算関連のチラシを作成し、冊子類と同様広

く配布した。

（3）「一日中小企業庁」の開催
開催地の都道府県と中小企業庁が共催し、地元中小企業者の方々に最新の施策を説明し、理解を深

めていただくとともに、意見交換や交流の場を設け、今後の中小企業施策の見直し・拡充等に反映さ

せるイベントを開催した。

昭和39年度以来、毎年度開催しており、平成24年度は、静岡県、滋賀県において開催した。
（4）インターネットを活用した広報
①ホームページによる広報

中小企業庁ホームページにおいて、中小企業施策に関する最新情報、公募に関する情報、印刷を

行ったチラシ、冊子等を公表した。平成24年度は、年間約2,400万ページビューのアクセスがあっ
た。

②メールマガジン

各中小企業支援機関と連携し、元気な中小企業の紹介、施策情報、地域情報、調査・研究レポート

等の情報をメールマガジン登録者に、毎週水曜日に配信した。メールマガジン登録者数は、約74,000
件（平成25年3月末現在）。
③モバイル中小企業庁

携帯電話専用の中小企業施策検索サイトを運営し、最新の中小企業支援策等の情報提供を行った。

年間約30万ページビューのアクセスがあった。また、毎週水曜日に携帯版メールマガジンを配信し
た。登録件数は約2,500件（平成25年3月現在）。

（5）J-Net 21（中小企業ビジネス支援ポータルサイト）
中小企業支援に関するポータルサイトを運営し、必要な情報源にスムーズに到達できるサービス体

制を提供した。平成24年度は、年間約5,000万ページビューのアクセスがあった。

2．中小企業白書の作成等
中小企業の現状や課題を把握するため、中小企業基本法第11条の規定に基づく年次報告等（2012年版
中小企業白書）を作成するとともに、規模別製造工業生産指数の作成等を行った。

3．中小企業実態基本調査
中小企業の売上高、従業者数等の経営・財務情報に関する統計を整備するため、中小企業基本法第10
条の規定に基づく中小企業実態基本調査を実施した。
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4．中小企業景況調査の公表
中小企業の景気動向を把握するため、四半期ごとに中小機構が実施する中小企業景況調査の公表を行っ

た。


