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平成25年度において講じようとする中小企業施策

第1章 中小企業・小規模事業者に対するきめ細かい対応

第1節 経営支援体制の強化

内需減退や大震災の影響等を受け、中小企業・小規模事業者を取り巻く経済環境は依然として厳しい状
況にあり、中小企業・小規模事業者に対して、その指向・特性に応じてきめ細かな支援を行っていくこと
が必要である。そのためにまず、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
専門家等が参画し、自由に経営・起業に関する情報交換や相談等ができる ITシステムを運営するととも
に、高度な経営分析等の支援を行う専門家派遣を実施していく。
また、中小企業経営力強化支援法により改正された新促法に基づく認定支援機関の拡大に努めるととも
に、認定支援機関の支援を前提とした金融と経営の一体的支援による融資制度や信用保証協会の保証料減
額制度を引き続き実施することで、中小企業・小規模事業者に対する経営支援体制の強化を図っていく。

【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）【25年度予算：2.0億円】（継続）（p.239参照）

2．高度実践型支援人材育成事業【25年度予算：1.2億円の内数】（継続）（p.240参照）

3．中小企業連携組織のための支援【25年度予算：5.5億円】（継続）（p.253参照）

4．経営支援と一体となった高度化融資による設備資金の支援（継続）（p.253参照）

5．中小企業経営力強化資金【25年度予算：4.4億円】【財政投融資】（継続）（p.240参照）

6．中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業【25年度予算：48.0億円】
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、100万以上の中
小企業・小規模事業者や起業を目指す者と、1万以上の専門家等が参画し、時間・場所に捉われずに自由
に経営・起業に関する情報交換や相談等ができる ITシステムを運営するとともに、高度な経営分析等の
支援を行う専門家の派遣を実施する。（継続）（p.247参照）
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第2節 人材・雇用対策

中小企業・小規模事業者における職場実習（いわゆるインターンシップ）を通じた採用意欲のある中小
企業・小規模事業者と新卒者・女性等の雇用ミスマッチを解消するための取組や、地域の中小企業支援団
体と大学等が連携し、学生の採用から定着までを一貫して支援する取組を引き続き実施する。
さらに、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大企業及び中小企業・
小規模事業者の事業主に対して、雇用調整助成金を支給する。

【具体的施策】
1．中小企業・小規模事業者人材対策事業（継続）（p.245参照）

2．中小企業大学校における人材育成事業【中小機構交付金】（継続）（p.246参照）

3．労働者の雇用維持対策【25年度予算：1,175億円】（継続）（p.246参照）

4．魅力ある雇用創出に向けた雇用管理の改善の支援【25年度予算：7.3億円】
企業の雇用管理改善の取組を支援し、魅力ある雇用創出を図るため、成長分野等の中小企業団体（事業

協同組合等）が労働環境向上事業を行った場合の助成金を創設する。また、成長分野等の中小企業・小規

模事業者が就業規則・労働協約等を変更し、雇用管理制度を新たに導入して実際に適用した場合の助成金

を創設する。（新規）

5．地域雇用開発奨励金【25年度予算：80.0億円】
地域における雇用の創出及び安定を図るため、雇用機会が特に不足している地域において事業所の設置

又は整備を行い、あわせて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、施設等の費用及び雇入れ人数に応じ

て助成を行う地域雇用開発奨励金を支給する。（継続）（p.246参照）

6．戦略産業雇用創造プロジェクト【25年度予算：41.0億円】
良質かつ安定的な雇用機会の創出に向けた取組を推進するため、製造業等の戦略産業を対象として、産

業政策と一体となって実施する地域の自主的な雇用創造プロジェクトを支援する戦略産業雇用創造プロ

ジェクトを実施する。（新規）

7．日本再生人材育成支援事業【25年度予算：500.0億円の内数】（継続）（p.246参照）

8．雇用促進税制の拡充【税制】（継続）（p.247参照）
雇用者数が増加した場合等一定の要件を満たした法人に対して、法人税額等を特別控除する雇用促進税

制について、以下のとおり見直す。

①増加雇用者数一人当たり20万円の税額控除額を40万円に引き上げる。
②適用要件のうち、基準雇用者数等の計算における前期末の雇用者から適用年度終了の日において、
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「高年齢継続被保険者」に該当する者を除外する。

第3節 海外展開の支援

中小企業・小規模事業者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、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る。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ていく。

【具体的施策】
1．中小企業海外展開支援会議
中小企業・小規模事業者の海外展開支援に対するニーズの高まりを受け、平成22年10月に経済産業省
を議長とする「中小企業海外展開支援会議」を設置。第4回会議を平成24年3月に開催し、構成員に JICA
等を加え、「中小企業海外展開支援大綱」を改訂。引き続きオールジャパンで中小企業・小規模事業者の

海外展開を総合的に支援する。（継続）（p.240参照）

2．中小企業海外展開発掘・事業化支援事業【25年度予算：31.5億円の内数】
「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・小規模事業者

の海外展開を支援する。具体的には、中小機構が、海外展開を目指す中小企業・小規模事業者の裾野拡大

のため、海外展開戦略策定支援や実現可能性調査支援、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する。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・小規模事業者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する。（新規）

3．JAPANブランド育成支援事業【25年度予算：31.5億円の内数】
複数の中小企業・小規模事業者が協働し、自らが持つ素材や技術等の強み等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・小規模事

業者の海外販路開拓の実現を図るための支援をする。（継続）（p.240参照）

4．海外情報提供事業【25年度予算：0.5億円】（継続）（p.241参照）

5．新興市場開拓人材育成支援事業【25年度予算：15.1億円】
中小企業・小規模事業者等の開発途上国の現地拠点において、経営・販売・開発・設計・製造等に携わ

る現地幹部人材の育成等を支援する。（継続）（p.241参照）
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6．貿易投資促進事業【25年度予算：14.8億円】
インフラ輸出促進、中小企業海外展開、新興国におけるビジネス環境整備（公害防止管理者制度の導入

支援等）に向け、日本人若手人材の海外インターンシップや現地人材育成等を実施する。（新規）

7．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】（継続）（p.241参照）

8．海外展開資金【財政投融資】（継続）（p.241参照）

9．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（継続）（p.241参照）

10．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）（継続）（p.242
参照）

11．貿易保険へのアクセス改善（継続）（p.242参照）

12．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

性向上のため説明会の開催や、中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業による専門家派遣等を通

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・小規模事業者における安全保障

貿易管理に係る自主管理体制の整備を支援する。（継続）（p.242参照）

13．BOP ビジネスの推進【ジェトロ交付金】
BOPビジネスを推進するために、事業計画検討段階から確立・拡大段階まで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）の提供を引き続き実施する。

また特に関心の高いインドやケニア等に配置した、現地コーディネーターを拡充し、企業への個別支援の

強化を図る。（継続）（p.242参照）

14．ODAを活用した中小企業等の海外展開支援【25年度予算：20.0億円】（継続）（p.242参照）

15．中小企業海外高度人材育成確保支援事業【25年度予算：0.6億円】
中小企業・小規模事業者の優秀な現地人材の確保のため、海外の大学・高専等との連携による現地での

ジョブフェア、企業文化講座の実施を支援する。（新規）

16．中堅・中小・小規模事業者新興国進出支援専門家派遣事業（継続）（p.243参照）

17．中小企業ノン・プロジェクト無償資金協力【25年度予算：25.0億円】（継続）（p.243参照）

18．中小企業の製品・技術を活用した民間提案型普及・実証事業【25年度予算：20.0億円】（継続）
（p.243参照）
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第4節 技術力の強化

中小企業・小規模事業者、地域の大学等の研究機関等が連携して行う、特定ものづくり基盤技術（鋳造、
鍛造、切削加工、めっき等）の高度化に資する研究開発や優れた技術の事業化に向けた実証研究を支援す
る。また、これらの者が技術流出防止対策等を目指して行う試作開発・販路開拓を支援する。さらに、税
制上の措置等により中小企業・小規模事業者の新たな研究・技術課題への挑戦を促進する。

【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（継続）（p.243参照）

2．ものづくり中小企業連携支援事業【25年度予算：118.7億円】
特定ものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）の高度化に資する研究開発、技術流出防

止や模倣品対策を目指す試作開発・販路開拓、優れた技術の事業化に向けて行う実証等について、中小企

業・小規模事業者、地域の大学等の研究機関等が連携して行う取組を支援する。（新規）

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（平

成25年度より既存技術の転用や隠れた価値の発掘（設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。）を含
むこととした。）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実施する。（継続）（p.243参照）

4．中小企業技術革新挑戦支援事業【25年度予算：0.4億円】
中小企業・小規模事業者が、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

決可能であるかやその事業性に関して探索研究・実証実験（F/S：フィージビリティ・スタディ）を行う
ことを支援。F/Sを終了した中小企業・小規模事業者は、その成果をもとにして各省庁の補助金等に応募
する。本事業により、各省庁への多段階選抜方式の普及を図り、国等の特定補助金への中小企業・小規模

事業者の参加の拡大を通じて、中小企業・小規模事業者の技術力の強化と活用を進める。（継続）（p.244
参照）

5．課題解決型医療機器等開発事業【25年度予算：30.5億円】（継続）（p.244参照）

6．中小企業技術革新制度（SBIR 制度）に基づく支援
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、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等により、引き続き国の研究開発予算の中小企業・小

規模事業者への提供拡大、及び技術開発成果の事業化を図る。さらに、技術開発成果の事業化を促進する

ため、特定補助金等の採択企業の技術力を PRするデータベースや日本公庫による低利融資等の事業化支
援措置を中小企業・小規模事業者等に周知し、利用促進を図るとともに、特定補助金等への多段階選抜方

式の導入拡大を図る。（継続）（p.244参照）
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7．研究開発税制（中小企業技術基盤強化税制）【税制】
中小企業・小規模事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
る措置について、税額控除限度額を当期の法人税額の20％から30％に上限を引き上げる（平成26年度末
まで）。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）を引き続き実施する（平成25年
度末まで）。（継続）（p.244参照）

8．ものづくり小規模事業者等人材育成事業【25年度予算：3.5億円】
ものづくり人材を育成するため、優れた技術・技能を有するものを指導者として活用し、ものづくり小

規模事業者等における技術・技能の継承を支援する。（新規）

第5節 資金繰り支援

平成25年度予算では、信用保証において経営力強化保証制度、政策金融においては中小企業経営力強
化資金融資事業に必要な金額を措置するなど、平成24年度補正予算と合わせて、経営支援と併せた信用
保証・政策金融による資金繰り支援を引き続き実施していく。

【具体的施策】
1．セーフティネット貸付【財政投融資】（継続）（p.230参照）

2．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
中小企業金融円滑化法の期限到来後においても、平成25年3月に改正した金融検査マニュアル・監督指
針に基づく検査・監督により、金融機関の円滑化遂行の態勢の状況を検証するほか、金融機関による中小

企業等への貸付条件の変更等や円滑な資金供給に向けた積極的な取組を確認していく。また、貸付条件の

変更等の実施状況について、金融機関は自主的な開示を行う。（継続）（p.231参照）
さらに、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、平成25年3月に
関係府省令等を改正し、経営支援等の取組状況を公表するよう義務付けている（平成24年度の開示から
適用。）。（新規）

3．資本性劣後ローンの推進【財政投融資】（継続）（p.230参照）

4．セーフティネット保証5号（継続）（p.231参照）

5．借換保証の推進（継続）（p.231参照）

6．マル経融資制度【25年度予算：36.0億円】【財政投融資】（継続）（p.231参照）

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）（継続）（p.232参照）
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8．中小企業投資育成株式会社による支援（継続）（p.232参照）

9．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（継続）（p.232参照）

10．沖縄の中小企業対策【財政投融資】（継続）（p.232参照）

11．「中小企業の会計に関する基本要領」の普及・活用
中小企業・小規模事業者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・活用を推進していく。

平成25年4月からは、「中小企業の会計に関する基本要領」を会計ルールとして採用する中小企業・小
規模事業者に対して、信用保証料率を0.1％割り引く制度を開始する。（継続）（p.233参照）

第6節 女性の起業・創業、若者の起業・創業、転業・新事業展開の支援

起業・創業、転業・新事業展開を促進するため、公的金融機関による融資・保証制度を着実に実施する
とともに、中小機構による民間の投資ファンドへの出資を着実に行う。また、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を引き続き活用する。
また、新たなイノベーションを生み出し得る中小企業・小規模事業者の新たな事業活動を促進していく
ため、農商工連携等の枠組みを活用して、中小企業・小規模事業者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ていく。
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、引き続き、中小企業・小
規模事業者の販路開拓を支援していく。

【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（再掲）

〈資金調達関連〉

2．新創業融資制度【財政投融資】（継続）（p.247参照）

3．創業者向け保証（継続）（p.248参照）

4．地域需要創造型等起業・創業促進（継続）（p.248参照）

5．エンジェル税制（継続）（p.248参照）
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〈経営ノウハウ不足関連〉

6．〝ちいさな企業”成長本部（継続）（p.248参照）

〈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（継続）（p.248参照）

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（継続）（p.249参照）

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・農商工連携等促進支援事業
①新連携支援事業【25年度予算18.6億円の内数】
新事業活動促進法に基づき、異分野の中小企業・小規模事業者が連携し、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・販路開拓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に支援する。（新規）

②地域資源活用新事業展開支援事業【25年度予算18.6億円の内数】
中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域産業資源（農林水産物、鉱工業品、観光資源等）を活用

して行う新商品・新サービスの開発・販路開拓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に支援する。（新規）

③農商工等連携促進対策支援事業【25年度予算18.6億円の内数】
農商工等連携促進法に基づき、中小企業・小規模事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・販路開拓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に支援する。（新規）

14．新事業創出支援事業【25年度予算：185.0億円の内数】（継続）（p.249参照）
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15．地域力活用新事業創出支援事業【25年度予算：14.6億円】（継続）（p.250参照）

16．各種展示会や商談会等による販路開拓支援【25年度予算：185.0億円の内数】（継続）（p.250参照）

17．販路開拓コーディネート事業【25年度予算：185.0億円の内数】（継続）（p.250参照）

18．販路ナビゲーター創出支援事業【25年度予算：185.0億円の内数】（継続）（p.250参照）

〈経営ノウハウ不足関連〉

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推進（再掲）

22．女性、若者／シニア起業家支援資金【財政投融資】
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し、多様な事業者による新規事業の創出・育成を

支援する。（継続）（p.251参照）

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】（継続）（p.251参照）

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）（継続）（p.251参照）

25．小規模事業者活性化事業【25年度予算：30.0億円】
小規模事業者が認定支援機関たる金融機関等と連携して行う新商品・新サービスの開発、販路開拓の取

組に対し補助金による支援を行う。（新規）

26．経営革新支援事業（継続）（p.251参照）

27．地域新産業戦略推進事業【25年度予算：6.4億円】
広域経済圏において、国際競争力のある新産業構造への転換を図るため、地域産業の強み・特性を踏ま

え、新たな市場を開拓するプロジェクトに対して、総合特区制度等とも連携しつつ、地域において一貫し

た支援を行う。平成25年度においては、約30事業を採択予定。（継続）（p.251参照）

28．農業成長産業化実証事業【25年度予算：6.8億円】
農業の成長産業化を促進するため、中小企業・小規模事業者を含む民間事業者を対象に、工業の技術、

商業のネットワーク等を活用した先端農業システム（植物工場等）の実証を支援する。ターゲット市場を
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明確にし、国内外での実証補助を行い、新規市場の獲得を目指す。（新規）

29．地域の企業立地の促進【25年度予算：10.5億円】（継続）（p.251参照）

30．伝統的工芸品の指定
伝産法に基づき、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、伝統的工芸品の指定及び指定の変更を行う。（継続）（p.252参照）

31．伝統的工芸品産業振興関連補助事業【25年度予算：10.6億円】（継続）（p.252参照）
（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う。
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う。
①被災地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・啓発事業を実施する。（継続）（p.252参照）

第7節 商店街・中心市街地の活性化対策

小売業を巡る事業環境が厳しさを増している中、少子高齢化が進み地域コミュニティの機能低下も懸念
されており、地域住民からは、商店街が地域に根ざした存在として、地域コミュニティを維持・発展させ
る役割を担うことへの期待が高まっている。こうした状況を踏まえ、引き続き商店街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事業を行う。また、地域商店街活性
化法を柱に「地域コミュニティの担い手」としての機能を発揮することにより活性化を図ろうとする商店
街の意欲ある取組を、各種の支援策により引き続き積極的に支援を行う。
また、コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりを実現するため、中心市街地活性化法に基づき、「都
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市機能の市街地集約」と「中心市街地のにぎわい回復」に一体的に取り組む地域において、まちの魅力を
高めるための事業化調査、先導的・実証的な取組、専門人材の派遣に対して支援を行う。

【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

援を行う。（継続）（p.254参照）

2．地域中小商業支援事業【25年度予算：38.7億円】
地域住民のニーズを踏まえた施設の整備、店舗の集約化等、商店街等による地域コミュニティ機能再生

に向けた取組を支援するとともに、空き店舗活用事業や地域資源を活用した集客事業等の商店街活性化に

向けた取組を支援する。（新規）

3．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
等の支援を行う。（継続）（p.255参照）

4．中心市街地魅力発掘・創造支援事業【25年度予算：10.0億円】（継続）（p.256参照）

5．中心市街地活性化協議会運営支援事業【中小機構交付金】（継続）（p.255参照）

6．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】（継続）（p.255参
照）

7．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】（継続）（p.255参照）

8．土地譲渡所得の特別控除【税制】（継続）（p.255参照）

第8節 審議会等における政策の検討等

1．〝ちいさな企業”成長本部（再掲）

2．小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案（小規模企業
活性化法案）の閣議決定
中小企業・小規模事業者の約9割を占める小規模企業は、経営資源が脆弱なため、近年、企業数・雇用
者数共に大幅に減少している。他方、小規模企業は地域経済の安定と我が国経済社会の発展に寄与すると

いう観点から重要な意義を有している。このため、小規模企業に焦点を当てた中小企業政策の再構築を図

り、施策を集中して講ずることが急務となっている。

そのため、中小企業基本法の「基本理念」に、地域経済の安定と経済社会の発展に寄与するという小規
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模企業の意義を規定し、また、海外展開の推進等、中小企業施策として今日的に重要な事項を新たに規定

する等の措置を講ずるとともに、小規模企業の活性化に資する施策として、①ITを活用した経営支援の
推進、②下請中小企業の取引先開拓支援、③資金調達の円滑化等の措置を講ずること等を内容とする法案

を閣議決定した。

3．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
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に関する、今後10年の新たな整備計画及び利用促進方策を検討する。（継
続）（p.257参照）

第2章 中小企業・小規模事業者の下支えとなる支援

第1節 財務基盤の強化

【具体的施策】
1．中小軽減税率の引下げ【税制】（継続）（p.233参照）

2．中小企業投資促進税制【税制】（継続）（p.233参照）

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】（継続）（p.233参照）

4．欠損金の繰越控除・繰戻還付【税制】（継続）（p.233参照）

5．商業・サービス業・農林水産業活性化税制
平成25年度改正により、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業・小規模事業者等の活性化に
資する設備投資を促進し、これらの産業の活性化を図るために、商業・サービス業・農林水産業を営む中

小企業・小規模事業者等が経営改善に関する指導及び助言を受け、その指導及び助言を受けて一定の金額

以上の建物附属設備又は器具・備品を取得した場合に取得価格の30％の特別償却又は7％の税額控除を認
める措置を創設する。（新規）

6．中小法人の交際費課税の特例の拡充
法人が支出した交際費等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90％の損金算入が認められている。平成25年度税制改正により、定額控除上
限を600万円から800万円に引き上げるとともに、定額控除上限までの損金不算入措置（10％を損金不算
入とする措置。）を廃止する。（新規）

7．消費税転嫁対策窓口相談等事業【24年度補正（基金）：42.1億円】（継続）（p.233参照）



284 2013 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan

第2節 下請取引の適正化／下請中小企業の振興

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、下請代金法を厳格に運用することにより、引き続き不公正な下請取引を取り締まるととも
に、下請代金法違反を未然に防止することで下請中小企業を守るため、講習会等を実施し、下請代金法の
普及啓発等に取り組む。
また、親企業の海外展開や国内での集約化等が進み、下請中小企業は厳しい状況に直面していることを
踏まえ、下請中小企業が連携して課題解決型ビジネスにより、自立的に取引先の開拓を図る取組等を支援
する。
さらに、新たな取引先を開拓したい下請中小企業に対しての受発注情報の提供、商談会開催を通じた販
路開拓支援等の事業を行い、下請中小企業の振興を図る。

【具体的施策】
1．下請代金法の運用強化【25年度予算：5.8億円の内数】
下請代金法に基づく書面調査や立入検査を引き続き実施する。下請代金法の執行を強化し、これまで以

上に、同法の厳格な運用に努めていく。（継続）（p.234参照）

2．相談体制の強化と下請取引適正化に関する普及啓発【25年度予算：5.8億円の内数】（継続）（p.234
参照）

3．下請中小企業・小規模事業者の自立化支援【25年度予算：7.0億円】
小規模企業活性化法案（4月16日閣議決定）による改正下請中小企業振興法に基づき、取引依存度の高
い下請中小企業・小規模事業者が連携して課題解決型ビジネスを行う事業計画の認定を行い、補助金、融

資、保証の特例により支援を実施する。また、親事業者の生産拠点が閉鎖（予定も含む。）された地域に

おける下請小規模事業者等が行う新分野進出等に対する補助金により、支援を実施する。（新規）

4．下請取引あっせん、商談会による販路開拓支援【25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・ステーションによる取引

あっせんを行う。また、広域的に新たな販路開拓を支援するため、広域商談会も開催する。（継続）

（p.234参照）

5．下請事業者への配慮要請等【25年度予算：5.8億円の内数】
下請中小企業の経営基盤の強化を図るため、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る。（継続）（p.235参照）

第3節 官公需対策

官公需に係る中小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図るため、平成25年度「中小企業者に関す
る国等の契約の方針」を定めるとともに、施策の周知徹底を図る。
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【具体的施策】
1．「中小企業者に関する国等の契約の方針」の策定及び周知徹底【25年度予算：5.8億円の内数】
官公需における中小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図るため、「中小企業者に関する国等の契

約の方針」を定めるとともに、地方公共団体に対する要請、説明会の開催等を通じて施策の周知徹底を図

る。（継続）（p.235参照）

2．中小企業の受注機会増大のための「官公需ポータルサイト」【25年度予算：5.8億円の内数】（継続）
（p.235参照）

第4節 経営安定対策

今後も中小企業・小規模事業者の経営の安定を図るため、中小機構が運営する中小企業倒産防止共済制
度と小規模企業共済制度の着実な運営と推進を行う。
また、経営の危機に直面した中小企業・小規模事業者の経営上の様々な問題の解決に資するため、引き
続き全国の主要な商工会議所及び都道府県商工会連合会に設置されている経営安定特別相談室による相談
事業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を通じて支援する。
さらに、災害等緊急時の中小企業・小規模事業者等の対応力の向上に資するため、BCP（事業継続計
画）策定運用を始めとする事業継続に関する取組の一層の普及促進を図るとともに、BCPに基づく防災
施設整備に対する低利融資を実施する。

【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】
取引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い、連鎖倒産を防止する中小企業倒産防止共済制度について、引き

続き、制度への加入促進や共済金の貸付を着実に実施する。（継続）（p.236参照）

2．小規模企業共済制度【中小機構交付金】
小規模企業の個人事業主、個人事業主の共同経営者又は会社等の役員が事業の廃業、引退等をした場合

に共済金等を受け取れる小規模企業共済制度について、引き続き、制度への加入促進や共済金等の支給を

着実に実施する。（継続）（p.236参照）

3．経営安定特別相談事業【25年度予算：0.4億円】
全国の主要な商工会議所及び都道府県商工会連合会に設置されている「経営安定特別相談室」による相

談事業を円滑に実施するため、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引き続き支

援する。（継続）（p.236参照）

4．中小企業 BCP 普及の促進【財政投融資】
中小企業・小規模事業者への BCPの普及促進の取組を引き続き実施する。また、中小企業・小規模事
業者が自ら策定した BCPに沿って行う防災施設等の整備に対して日本公庫（中小企業事業）において低
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利融資を引き続き実施する。（継続）（p.236参照）

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。

平成25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する。（継続）（p.253参照）

第5節 事業再生・事業承継への対応

中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生支援については、引き続き中小企業再生支援協議会が中
小企業・小規模事業者から事業再生に関する相談を受け、課題解決に向けたアドバイスを実施する。さら
に、再生のために財務や事業の抜本的な見直しが必要な企業に対して、再生計画策定と金融機関との調整
を、平成25年度も引き続き支援していく。なお、この際、必要に応じて、常駐専門家と外部専門家（弁
護士、公認会計士等）とで編成される支援チームにより、具体的な再生計画の策定の支援等を行う。
中小企業・小規模事業者の事業引継ぎ支援については、引き続き事業引継ぎ支援に対する需要に対応す
るための体制整備を進めるため、事業引継ぎ支援の需要が多い地域を中心として「事業引継ぎ支援セン
ター」を全国的に拡充していく。
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・小規模事業者の事業承継に係る総合的な
支援を、引き続き実施していく。
なお、事業承継税制については、平成25年度税制改正において親族外承継の対象化や雇用8割維持要
件の緩和等、制度の使い勝手を高める見直しがなされ、平成27年1月からの施行に向けて、より一層の
制度の普及に努め、引き続き中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継に向けた支援を実施していく。

【具体的施策】
〈後継者難関連〉

1．事業引継ぎ支援事業（継続）（p.237参照）

〈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】（継続）（p.237参照）

3．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）の拡充【税制】（新規）
平成25年度から、納税猶予の要件となっていた経済産業大臣の事前確認手続きを廃止する。また、平
成27年1月より親族外承継の対象化、雇用8割維持要件の緩和など、使い勝手が大幅に改善されることか
ら、施行に向けて制度の周知を行っていく。

〈個人保証関連〉

4．中小企業における個人保証等の在り方研究会の開催（継続）（p.238参照）
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〈親族以外の後継者への自社株式の引継ぎ関連〉

5．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）の拡充【税制】（再掲）

6．事業承継融資【財政投融資】（継続）（p.238参照）

7．中小企業再生支援協議会【25年度予算：43.4億円】（継続）（p.238参照）

8．中小企業再生ファンド（継続）（p.238参照）

9．認定支援機関による経営改善・事業再生支援【平成25年度予算：1.2億円の内数】（継続）（p.239参
照）

10．経営継承円滑化法による総合的支援（継続）（p.238参照）

11．事業承継円滑化支援事業【25年度予算：1.9億円】（継続）（p.239参照）

第3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

東日本大震災の復興に伴う資金需要に引き続き対応するため、被災事業者の資金繰りに支障が生じない
よう、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の資金繰り支援策を、被災地の直接被災
者を中心として、平成25年度においても継続して実施していく。

【具体的施策】
1．東日本大震災復興特別貸付【25年度予算：805.0億円】
平成25年度からは、特定被災区域の復旧・復興を加速させていくため、特定被災区域内に事業所を有
する中小企業・小規模事業者を対象に、引き続き実施する。（継続）（p.224参照）

2．マル経・衛経融資の貸付限度額・金利引下げ措置の拡充（継続）（p.224参照）

3．東日本大震災復興緊急保証
平成25年度からは、特定被災区域の復旧・復興を加速させていくため、特定被災区域内に事業所を有
する中小企業・小規模事業者を対象に、引き続き実施する。（継続）（p.225参照）

4．災害関係保証の実施（継続）（p.225参照）

5．小規模企業者等設備導入資金貸付の償還期間延長等（継続）（p.225参照）
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6．原子力災害に伴う「特定地域中小企業特別資金」（継続）（p.225参照）

7．建設業における金融支援の拡充（継続）（p.225参照）

第2節 二重債務問題対策

二重債務問題については、被災各県に設立した「産業復興相談センター」及び「産業復興機構」や「株
式会社東日本大震災事業者再生支援機構」による支援を引き続き講じていく。

【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【25年度予算：31.3億円】（継続）
（p.226参照）

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（継続）（p.226参照）

3．再生可能性を判断する間の利子負担の軽減（継続）（p.226参照）

4．被災中小企業復興支援リース補助事業の実施【23年度3次補正：100.5億円】（継続）（p.226参照）

第3節 工場・商店街等の復旧への支援

東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に進めるために、引き続き被災した事業者に対する支援を実施
する。
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・設備の復旧・整備を支援する中小企業等
グループ補助金を継続して実施するとともに、被災地において、中小企業・小規模事業者等が早期に事業
を再開できるよう、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
行う事業を実施する。
仮設住宅等の買い物環境整備のため、また、被災地の中小企業・小規模事業者の事業再開等を支援する
ため、仮設住宅等への移動販売を支援する。

【具体的施策】
1．中小企業組合等協同施設等災害復旧事業【25年度予算：250.1億円】（継続）（p.227参照）
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・小規模事業者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

旧等に掛かる費用に対して、国が1/2、県が1/4を補助
②商工会等の中小企業・小規模事業者のための指導・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、修繕に対する支援を行
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う。

2．仮設工場・仮設店舗等整備事業【25年度予算：30.0億円】
平成24年度第3次補正予算等により本格復興に向けた各種の補助制度等が整備されている中、本格的な
復興の段階に至っていない地域等で事業再開を行うなど、仮設施設によらざるを得ない案件を対象として

整備を行っていく。（継続）（p.227参照）

3．施設・設備の復旧・整備に対する貸付け（継続）（p.227参照）

4．高度化貸付の債権放棄・償還猶予・返済期限の延長（継続）（p.227参照）

5．軽トラックを活用した仮設住宅等への移動販売事業【25年度予算：3.0億円】（継続）（p.228参照）

6．事業復興型雇用創出事業【25年度予算：1,510億円の内数】
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。）を行う。（継続）（p.228参照）

7．起業支援型地域雇用創造事業【25年度予算：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。（継続）（p.246参照）

第4節 経営支援・広報相談体制の強化

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

構支部及び経済産業局に設置している特別相談窓口において東日本大震災による被災中小企業者等からの

経営・金融相談等にきめ細かく対応する。（継続）（p.228参照）

2．中小企業電話相談ナビダイヤルの実施（継続）（p.228参照）

第5節 その他の対策

起業・転業を促進するため、公的金融機関による融資・保証制度を着実に実施するとともに、中小機構
による民間の投資ファンドへの出資を着実に行う。また、個人投資家から創業間もない企業への投資を促
すエンジェル税制を引き続き活用する。
また、今後も新たなイノベーションを生み出し得る中小企業・小規模事業者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・小規模事業者による創意工夫を凝らした新商
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品・新サービスの開発等の取組を積極的に支援していく。
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、引き続き、中小企業・小
規模事業者の販路開拓を支援していく。

【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【25年度予算：5.8億円】
毎年策定する「中小企業者に関する国等の契約の方針」に平成23年度から盛り込んだ「東日本大震災
の被災地域等の中小企業者に対する配慮」等について、引き続き国等の機関や地方公共団体等の機関に対

する要請や全国各地での説明会等を行い、東日本大震災の被災地域等の中小企業・小規模事業者の受注機

会の増大を図る。（継続）（p.228参照）

2．NEXI による対応（継続）（p.229参照）

3．外国政府・産業界向け説明会の開催
今後とも、経済産業省、外務省、ジェトロ等の関係省庁及び機関が連携し、東京電力福島第一原子力発

電所事故への対応や、食品・鉱工業品の安全確保等に関する我が国の取組、外国企業による被災地への投

資誘致等について、説明していく。（継続）（p.229参照）

4．被災者雇用開発助成金【25年度予算：411.3億円】（継続）（p.229参照）

5．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）【25年度予算：500.0億円の内
数】（継続）（p.229参照）

6．放射線量測定指導・助言事業【25年度予算：0.6億円】（継続）

7．工業品等に係るビジネスマッチング・商品開発等支援事業【25年度予算：2.0億円】
被災地域の風評被害を払拭し、被災地域の持続的な復興・振興や地域経済の活性化を図るため、国内外

を問わず被災地域産品の販路開拓（ビジネスマッチング、商品開発等）を支援する。（継続）

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）農林漁業成長産業化ファンドの本格始動【産投出資、産投貸付】

株式会社農林漁業成長産業化支援機構を通じて、6次産業化に取り組む事業者への成長資本の提供
と経営支援を一体的に実施する。（継続）（p.257参照）

（2）6次産業化ネットワーク活動交付金【25年度予算：21.7億円】
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地域における農林漁業者と多様な事業者とのネットワーク構築を通じた6次産業化の取組を推進す
るため、取組を先導する人材の育成・派遣、ネットワークによるプロジェクトの調査・検討、プロ

ジェクトに必要な機械・施設整備や新商品開発・販路開拓等の取組を支援する。（新規）

（3）6次産業化支援事業【25年度予算：14.4億円】
6次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、経営の発展段階に即した個別相談等を実施するための
体制整備を行うとともに、農林漁業者等による新商品開発や販路開拓等の取組や、農林水産物の加

工・販売のための機械・施設、生産機械・施設等の整備を支援する。（継続）（p.257参照）
（4）知的財産の総合的活用の推進【25年度予算：1.3億円】

知的財産を活用した地域活性化の新たなビジネスモデルの構築、知的財産の発掘・保護・活用等に

よる新事業創出、海外における我が国の地名等の第三者による商標登録の防止、農産物の DNA品種
識別技術の実用化等の取組を支援する。（新規）

（5）農山漁村における再生可能エネルギーの導入促進【25年度予算：1.7億円】
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する。（新規）

2．中小農林水産事業者向け支援
（1）木材産業等高度化推進資金、林業・木材産業改善資金（継続）（p.257参照）
（2）木材加工設備導入利子助成支援事業【25年度予算：0.1億円】

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必要な借入

金の利子を助成する。（新規）

（3）森林・林業再生基盤づくり交付金による木材産業の体制整備への支援【交付金】
品質・性能の確かな地域材製品の安定的な供給を行う場合や、中小工場と中核工場等の連携により

地域材製品の安定供給に取り組む場合に必要となる木材加工流通施設等の整備を支援する。（新規）

（4）強い農業づくり交付金及び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【25年度予算：
244.2億円の内数、22.7億円の内数】（一部組替継続）（p.257参照）

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、以下の事業を実施する。
①イノベーション創出基礎的研究推進事業【25年度予算：20.6億円】（新規採択は平成24年度で終了）
（継続）（p.258参照）
②農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業【25年度予算：45.7億円】
農林水産・食品分野の諸課題の解決や革新的な技術の開発につながる技術シーズ（新技術や新事

業・アグリビジネスの創出につながる技術要素）を開発するための基礎段階、創出されたシーズをも

とに、実用化段階の研究開発に向けて発展的に進めるための応用段階、国の重要施策や農林水産・食

品分野の多様なニーズに対応した技術の実用化段階の各段階における研究開発を推進する。（新規）

③民間実用化研究促進事業（新規採択は平成22年度で終了）（継続）（p.258参照）
（2）日本公庫による各種融資【財政投融資】（継続）（p.258参照）
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第2節 中小運輸業対策

1．倉庫業への支援（継続）（p.258参照）

2．自動車分解整備事業の支援（継続）（p.258参照）

3．内航海運・国内旅客船事業対策（継続）（p.258参照）
（1）海上交通の低炭素化等総合事業【25年度予算：2.6億円】

陸上輸送と比べて環境負荷の低い内航海運・フェリーの更なる低炭素化を推進することにより、選

択される環境産業への転換を図るため、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に対

して補助を行う。

（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る。

（3）船舶共有建造制度を活用した環境にやさしく効率性の高い内航船の建造促進【財政投融資】
平成25年度においては、303億円規模（建造船価の約8割相当）の共有建造を目指す。

4．中小造船業・舶用工業対策
（1）経営の安定のためのセーフティネットの確保に取り組むほか、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実施する。
【25年度予算：0.5億円の内数】さらに、鉄道・運輸機構による新技術の実用化に向けた支援等を通
じ、技術力の強化等に取り組む。（継続）（p.259参照）

（2）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う。（継

続）（p.259参照）また、被災地域の水産業に大きく貢献する地元造船産業の復興を促進するため、地
域基幹産業である水産業に貢献し、地盤沈下により復興が困難な中小造船関連事業者の集約等に対

し、事業者により共有される建造・修繕施設、係留施設等の施設の建設費等に対して補助を行う。

【造船業等復興支援事業費補助金：160.0億円】（新規）
（3）我が国海洋産業の戦略的育成のための海洋資源開発技術と船舶からの CO2を削減する世界最先端
の海洋環境技術の技術研究開発費に対し補助を行う。【海事産業関連技術研究開発費補助金：8.1億
円】（新規）

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【25年度予算：1.9億円】
経営戦略相談窓口を設置し、中小・中堅建設企業の新事業展開、企業再編・廃業等の経営上の課題を支

援するため、中小企業診断士や公認会計士等専門家によるアドバイスを実施（相談支援）。このうち、特

に新事業展開、企業再編・廃業であり、他企業に対するモデル性のある案件に関してはこれらの専門家に

よる支援チームを組成し、経営改善計画の策定等の目標達成まで継続支援（重点支援）。
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特に、平成25年度においては、相談支援を拡充し、経営アドバイスと技術アドバイスを一体として実
施することにより、建設企業の新事業展開等の取組に対する支援を強化。加えて、重点支援を拡充し、建

設業の持つノウハウを活かした地域の課題解決に資する事業に要する経費の一部を支援。（継続）（p.259
参照）

2．建設業における金融支援（継続）（p.259参照）

3．建設業の海外展開支援【25年度予算：0.4億円】（継続）（p.260参照）
（1）海外展開支援アドバイザリー事業
（2）海外建設市場データベースの構築

4．中小不動産業者に対する金融措置（継続）（p.260参照）

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）【25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う。（継続）（p.260参照）

6．不動産流通市場の整備【25年度予算：1.0億円】（継続）（p.260参照）

7．木造住宅施工能力向上・継承事業【25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う。（継続）

（p.260参照）

第4節 生活衛生関係営業対策

1．生活衛生関係営業対策【25年度予算：4.3億円】
平成25年度においては、生活衛生関係営業の振興及び地域の活性化を図る連携促進事業等を含む健
康・福祉対策推進等事業等を実施する。（継続）（p.260参照）

2．生活衛生関係営業に関する貸付【25年度予算：17.0億円】【財政投融資】（継続）（p.261参照）

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25年度においても、中小企業・小規模事業者における省エネルギー設備・機器、再生可能エネ
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ルギー利用設備の導入支援や対策支援等、中小企業・小規模事業者における環境・エネルギー対策に引き
続き取り組む。

【具体的施策】
1．中小企業等の温室効果ガス削減量を認証する制度（新クレジット制度（仮称））における手続等支援
【25年度予算：6.8億円】
ポスト国内クレジット制度である新クレジット制度（仮称）は、中小企業・小規模事業者等の設備投資

による温室効果ガスの排出削減量をクレジットとして認証する制度であり、制度運営や事業計画の作成支

援等を実施。

また、本事業では、CFP制度で「見える化」された、製品の CO2排出量をクレジットにより埋め合わ
せるカーボン・オフセットの仕組みの基盤整備を実施し、新クレジット制度のもとで創出されるクレジッ

トの需要開拓も推進する。本事業により、中小企業等の低炭素投資を促進し、クレジットの活用による国

内での資金環流を促すことで環境と経済の両立を目指す。（新規）

2．CO2排出量の「見える化」とクレジットの活用による環境配慮型事業活動の促進【25年度予算：1.7
億円】
事業者が生産する製品等に関する CO2排出量を算定し、当該排出量分をクレジットで相殺する取組を
促進するとともに、相殺済みの製品等についてラベリングを通じた普及を支援することで、中小企業・小

規模事業者等の事業者や消費者が、適切に環境行動を進められる仕組みを構築し、持続的かつ自律的な低

炭素化を加速する。具体的には、CFP制度のもとで「見える化」した CO2排出量について、新クレジッ
ト制度（仮称）のもとでのクレジットによる相殺を促進。相殺済みの製品等については、専用のマークを

貼付した上で市場への普及を支援すると同時に消費者側の環境配慮製品に対する購買を促進することで、

中小企業・小規模事業者等の環境に配慮した事業活動を後押しする。（新規）

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・小規模事業者の公害防止対策を促進するため、対象設備・利率を見直した上で、日本公庫に

よる低利融資を引き続き実施する。（継続）（p.262参照）

4．公害防止税制【税制】
中小企業・小規模事業者の公害防止対策に対する取組を支援するため、本税制措置を引き続き実施す

る。（継続）（p.262参照）

5．エネルギー使用合理化事業者支援事業【25年度予算：353.4億円】（継続）（p.262参照）

6．省エネルギー対策導入促進事業【25年度予算：6.0億円】（継続）（p.262参照）

7．環境関連投資促進税制【税制】
環境関連投資促進税制を拡充し、即時償却の対象資産に熱電併給型動力発生装置（コージェネレーショ

ン設備）を加え、特別償却又は税額控除の対象資産に定置用蓄電設備等を加えた上で、適用期限を2年延
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長することを平成25年度税制改正の大綱に盛り込んだところである。（継続）（p.262参照）

8．エネルギー使用合理化事業費支援補助金（小規模事業者実証分）（25年度予算：5.0億円）
小規模事業者の省エネ対策を促進するために、その業務用設備の入替を支援する。また、小規模事業者

が自律的に省エネ対策に取り組むような仕組みづくりの検討を行う。（新規）

第2節 IT化の促進

中小企業・小規模事業者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導入の目的にすることの重要性が増してきた。
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・小規模事業者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・小規模事業者の 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
る。

【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】（継続）（p.263参照）

〈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】（継続）（p.263参照）

〈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【25年度予算：3.8億円の内数】（継続）（p.263参照）

第3節 知的財産対策

我が国の多くの中小企業・小規模事業者は世界に通用する技術を保有している。こうした中小企業・小
規模事業者が海外で権利取得し活用できるよう支援が必要である。そのため、海外展開に当たって、模倣
等のリスクの回避や冒認商標問題等への適切な対応を促進すべく、中小企業・小規模事業者に対する外国
出願の費用助成を拡充する等、知財マネジメントに関する支援を強化する。

【具体的施策】
1．特許出願技術動向調査【25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、日本の将来にわたる成長と社会の発展のための主

要な柱として定められた「グリーンイノベーション」（環境・エネルギー）、「ライフイノベーション」（医
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療・健康）関連分野を中心に選定した技術テーマについて、特許出願動向等の調査結果を、特許庁ホーム

ページ等を通じて情報発信を行う。（継続）（p.264参照）

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）【25年度予算：3.4億円】
地域の中小企業・小規模事業者における戦略的な外国への特許出願を促進するため、都道府県等中小企

業支援センターを通じて、外国への事業展開を予定している中小企業・小規模事業者の外国出願に係る費

用（外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等）の一部を助成する。平成25年度から
は、従来の特許出願、意匠出願、商標出願に加え、新たに実用新案出願と冒認商標対策のための商標出願

も助成対象に加えるとともに、複数案件を助成する場合の一企業に対する上限額の引上げを行うなど、支

援を拡充して実施する。（継続）（p.264参照）

3．知的財産権制度に関する普及【25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25年度は、初心者向け説明会を47都道府県において開催、実務者向け説明会を全国の主要都市で
開催する。（継続）（p.264参照）

4．中小企業知的財産権保護対策事業【25年度予算：0.2億円】（継続）（p.264参照）

5．特許戦略ポータルサイト【25年度予算：0.1億円】（継続）（p.264参照）

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・小規模事業者等が、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、審査請求料や特許料（第1年分
から第10年分）を半額に軽減する措置を引き続き実施する。（継続）（p.264参照）

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・小規模事業者の場合、「早期審査に関する事情説明書」や「早期審理

に関する事情説明書」を提出することにより、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。

（継続）（p.265参照）

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【25年度予算：19.4億円】
中小企業・小規模事業者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

担当者を配置する。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・小規模事業者等の発掘等を通じて、中小

企業・小規模事業者等の知財活用の促進を図る。（継続）（p.265参照）
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9．新興国等知財情報データバンク【25年度予算：0.3億円】（継続）（p.265参照）

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】（継続）（p.265参照）

第4節 人権啓発の推進

人権啓発【25年度予算：1.9億円】（継続）（p.265参照）

第5節 調査・広報の推進

1．施策の広報
（1）冊子類の発行（継続）（p.266参照）
（2）チラシの発行（継続）（p.266参照）
（3）「一日中小企業庁」の開催（継続）（p.266参照）
（4）インターネットを活用した広報（継続）（p.266参照）
（5）J-NET 21（中小企業ビジネス支援ポータルサイト）（継続）（p.266参照）

2．中小企業白書の作成等（継続）（p.266参照）

3．中小企業実態基本調査（継続）（p.266参照）

4．中小企業景況調査の公表（継続）（p.267参照）


