
中小企業庁支援策のご案内

小規模事業者を支援します
小規模事業者（従業員数20人以下（商業､サービス業は5人
以下））を対象に､経営面や資金面で様々な施策を用意して
おります。　※一部の施策は従業員数50人以下の事業者もご利用いただけます。

平成22年度
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中小企業応援センター1

1 経営革新、農商工連携、事業承継等の
高度・専門的な経営課題を支援します！

中小企業の皆様のお悩みを解決します！

全国に約100箇所設置された中小企業応援センターは、①経営革新・農商工連携・事業
承継等、高度・専門的な経営課題への取り組みを考えている、中小企業・小規模企業の経
営支援に取り組む中小企業団体や税理士、公認会計士などの支援機関等の経営支援機
能を補完・強化するための各種専門家の派遣や、②経営革新、農商工連携などをテーマと
した相談などを行います。

ご相談内容が上記支援内容である場合、当該支援機関等から応援センターに、専門家派遣の依頼
を行い、応援センターから課題解決に適した専門家が派遣されます。

コーディネーターもしくは専門家が、課題解決に向けた支援を行います。

中小企業応援センターは、支援の一環として、講習会、研修、ビジネスマッチング会、研究会など
を開催し、中小企業・小規模企業者の課題解決に有益な情報等の普及を行います。

地域の支援機関等への相談を通じた専門家の派遣を受ける

地域の支援機関等にご相談ください！

応援センターの相談窓口に直接ご相談いただく

上記の支援内容について中小企業応援センターの
相談窓口においでください！

応援センターが開催するセミナー等の利用

セミナーなどへご参加をお待ちしております！

地元支援機関や中小企業応援センターにご相談いただければ、
色々なことが実現できます！！

◎ＩＴを使った会社経営により、経営力がアップします。

◎新しい取引先を作ることで、経営が安定します。

◎事業を見直し、新事業に挑戦することができます。

◎円滑な事業承継が行えます。

例えば・・・

経営革新・ＩＴ・知的資産の活用、農商工連
携など新事業への挑戦、事業承継、再チャ
レンジなどに対する多様な支援策の活用各

種の専門家によるアドバイス
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中小企業

支援機関

③マッチング・
セミナーの開催、
様々な支援策の
情報提供

・高度・専門的課題か
・支援による成果が見込めるか
・専門家派遣による支援が適当か　

支援（専門家派遣）
適格性の判断

②地域の支援機関等からの
　要請に基づく専門家派遣

高度・専門的相談 日常的相談・支援

高度・
専門的な
相談

支援要請
施策照会支援依頼書

支援の実施

中小企業応援センターの支援の流れ

専門家派遣の実施

事業承継 販路開拓

技術指導 資金調達

知的資産経営 マーケティング

ブランディング 労務管理

Ｉ Ｔ 人事管理

商工会議所

商工会

中央会

県センター

地域金融機関

税理士/会計士

大 学

ＮＰＯその他

経営分析による
状況把握

・経営指標分析
・同業種・規模で比較
・将来見通しの提示

①中小企業から持ち込まれる
　経営課題への対応

高度・専門的な課題を支援
○新事業展開
○創業・再チャレンジ ○事業承継○ものづくり
○新たな経営手法（ＩＴ利活用、知的資産経営）

（農商工連携、地域資源活用、経営革新）

中小企業応援センター

専門人材ＤＢ
新現役、中小機構　など

活用
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経営改善普及事業2

●最寄りの商工会・商工会議所　各都道府県商工会連合会（下記のHP参照）
●全国商工会連合会　 　　　　　　TEL.03-3503-1251  http://www.shokokai.or.jp
●日本商工会議所　中小企業振興部　TEL.03-3283-7847  http://www.jcci.or.jp

お問い合わせ

全国の商工会･商工会議所において､小規模事業者の経営に詳しく、金融･税制・法務などに精通した､

いわば経営面でのホームドクターともいうべき経営指導員が､小規模事業者の様々な相談に応じます。

●税理士、公認会計士、弁護士などによる無料相談コーナー

●各種セミナー・講演会・交流会

●技術士や店舗プランナーなど様々な分野の専門家の派遣

●年末調整や決算、申告手続きなどの記帳指導

●創業や新事業展開を目指している方への支援　　など

このほか
こんな事業を
行っています

●金融・信用保証の相談、あっせん

●税務、経理、労務、社会保障など

●経営・技術の改善、知的財産権、商取引など

ご相談に
応じます

小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資）1

●最寄りの商工会・商工会議所
●日本公庫　東京相談センター　　　　　TEL.03-3270-4649
　　　　　　ビジネスサポートプラザ名古屋　TEL.052-211-4649
　　　　　　ビジネスサポートプラザ大阪　TEL.06-6536-4649
●沖縄振興開発金融公庫　　　　　　　 TEL.098-941-1765

お問い合わせ

商工会･商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者は､日本公庫(沖縄県は沖縄振興開発金

融公庫)より経営改善のための資金を無担保･無保証人･低利で利用することができます。

貸付限度額

貸付期間

貸付利率

貸付条件

1,500万円

運転資金7年以内、設備資金10年以内

1.85％（平成21年12月9日現在）※利率は変動します。詳しくはお問い合わせ先にご確認下さい。

無担保・無保証人

小規模事業者向けの
金融制度があります2
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小規模企業者等設備導入資金制度2

●各都道府県中小企業支援センター（下記のHP参照）
●全国中小企業取引振興協会　 TEL.03-5541-6688  http://www.zenkyo.or.jp

お問い合わせ

信用力や資金調達力の脆弱である小規模企業の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導入を支援

するために、都道府県中小企業支援センターでは、2つの事業を実施します。

小規模企業共済制度1

●中小企業庁　経営安定対策室　　　　　　　TEL.03-3501-0459
●中小企業基盤整備機構　共済相談室　　　　TEL.050-5541-7171

お問い合わせ

経営者のための
退職金制度があります

●1 設備購入代金の半額を無利子で借り入れられる設備資金貸付事業

●2 設備を割賦販売やリースで導入できる設備貸与事業

利用できる方

※従業員50人以下の企業者、または創業者が利用の対象となります（従業員20人を超える企業は一定の要件を満たすことが必要）

貸付限度額   原則4,000万円

※各都道府県で利率など、利用条件が異なります。貸付限度額   原則6,000万円

加入できる方

●常時使用する従業員が20人以下
　（商業･サービス業では5人以下）の個人事業主及び会社の役員
●事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
●常時使用する従業員が20人以下の農業の経営を主としている
　農事組合法人の役員

掛金月額は自由に設定

●1,000円～70,000円までの範囲内（500円単位）

共済金などのお支払い方法

●廃業､死亡､老齢または役員を退職した場合にお支払い
●共済金は、「一括」｢分割（10年・15年）｣、「一括と分割の併用｣
　から選択
●掛金納付月数が240か月（20年）未満での解約の場合
　（解約手当金）は､掛金合計額を下回ります

無担保･無保証人で事業資金などの貸付

●納付された掛金の範囲内で事業資金などを貸付

※詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。

一般貸付け
傷病災害時
貸付け

創業転業時
貸付け

新規事業展開など
貸付け 福祉対応貸付け 緊急経営安定

貸付け

税制面のメリット

●掛金は､全額が課税対象所得から控除
●一括して受け取られる共済金　　退職所得扱い
●分割で受け取られる分割共済金
　　　　　　　　　　　公的年金などの雑所得扱い

3

※本事業を実施していない都道府県がありますので、詳しくはお問い合わせ先にご確認下さい。
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新商品開発・販路開拓支援

地域資源＆全国展開プロジェクト1

4

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

お問い合わせ

地域の資源を活用した特産品開発・販路開拓や観光集客などの取組を、地域の小規模事業者等
と連携して行う商工会・商工会議所・都道府県商工会連合会。

対象となる方

（1）特産品開発・観光資源開発及びその販路開拓
①本体事業（１件あたり800～900万円程度）

商工会・商工会議所等が、小規模事業者等と協力して行う、地域の資源（農水産品、文
化、技術、産業など。以下同じ。）を活用した特産品開発や販路開拓など、国内のマーケ
ットを狙った新事業展開を幅広く支援します。

②調査研究事業（１件あたり200万円程度）
①の事業の計画立案に係る調査研究事業に対し支援します。
※①、②を合わせて全国約200ヶ所程度補助

③地域の魅力でおもてなし事業（１件あたり500万円程度）　
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に対し支援します。
※全国約30ヶ所程度補助

（2）商品開発・販路開拓支援のための専門家派遣
百貨店のバイヤーなどの専門家をアドバイザーとして商工会・商工会議所に派遣。各地の小規
模事業者等が行う商品開発や販路開拓を支援します。

（3）商談・展示会
全国の百貨店のバイヤー
や流通業者の担当者等を
招いて、各地で開発された
特産品等を一堂に会した
商談・展示会を開催。商品
等の情報提供や消費者ニ
ーズの調査など、販路開拓
を支援します。

支援内容

地域の資源を活かした
特産品開発・観光資源開発
及びその販路開拓

全国商工会連合会・日本商工会議所

専門家派遣
（２）

商談・展示会
開催（３）

補助
（１）①、②

商工会、商工会議所、都道府県商工会連合会

小規模
企業

小規模
企業

小規模
企業

小規模
企業

小規模
企業

全国規模の市場に
向けた事業展開

地域全体のブランド
作りの促進

【採択実績】
平成18年度：207件
・商工会・・・・・・・123ヵ所
・商工会議所・・・84ヵ所
平成19年度：233件
・商工会・・・・・・・136ヵ所
・商工会議所・・・97ヵ所
平成20年度：271件
・商工会・・・・・・・174ヵ所（うち調査研究事業37ヵ所）
・商工会議所・・・97ヵ所（うち調査研究事業20ヵ所）
平成21年度：241件
・商工会・・・・・・・144ヵ所（うち調査研究事業19ヵ所）
・商工会議所・・・97ヵ所（うち調査研究事業18ヵ所）

地域一丸となって、地域の特色ある素材や技術を活用し、世界に通用する高いブランド力「ＪＡＰＡＮブラ

ンド」の確立を目指すプロジェクト（商工会・商工会議所・組合など）に対して、総合的に支援します。
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地域の魅力でおもてなし事業

●地域の産品、観光資源等の「価値」の源泉となる地域の自然、歴史、文化、伝統等の地域の様々な
魅力を体験できるイベント等を束ねて企画、実施することによる地域の市場確保のための取
組を支援。

　※補助対象経費：印刷費、webシステム費、会場借料、専門家謝金、旅費等
●公募を通じて、30件程度を採択。地域のブランド形成や地域の人材育成を通じた自立のため、
複数年の支援も可能。

●直接の支援対象は、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所。ただし、NPO、観光協会、地元
の任意団体等が関連事業者として参加することは可能。

事業の概要

事業イメージ

●イベントの体験を通じて地域のブランド形成や産品の販路開拓につなげるプランである
こと（着地型ブランド形成・販路開拓）。

●自然、歴史、文化、伝統等の魅力を幅広く束ねて価値化するプランであること（地域活性化
の波及効果、価値形成の相乗効果）。

●地域に残る人材が中心になっていること（人材育成の観点）。
●定額補助で上限は500万円（29件）。複数の商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所が
連携して行う場合は上限1,000万円（6件程度）。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

補助

公募・採択

補助（定額）（１）③
関連事業者
小規模事業者
NPO, 観光協会等

バイヤー 事業実施

補助対象事業

地域の資源（農水産品、文化、
技術、産業など）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

産品（製造体験） 農産物（収穫体験）

中小企業庁

全国商工会連合会
日本商工会議所

商工会
都道府県商工会連合会

商工会議所

○○博覧会



お問い合わせ先

地方経済産業局

北海道経済産業局

東北経済産業局

関東経済産業局

中部経済産業局

近畿経済産業局

中国経済産業局

四国経済産業局

九州経済産業局

沖縄総合事務局

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

中小企業課

TEL.011-709-1783（直通）

TEL.022-221-4922（直通）

TEL.048-600-0321（直通）

TEL.052-951-2748（直通）

TEL.06-6966-6023（直通）

TEL.082-224-5661（直通）

TEL.087-811-8529（直通）

TEL.092-482-5447（直通）

TEL.098-866-1755（直通）

支援機関など

全国商工会連合会
http://www.shokokai.or.jp

日本商工会議所
http://www.jcci.or.jp

全国中小企業取引振興協会
http://www.zenkyo.or.jp

中小企業基盤整備機構

日本政策金融公庫（日本公庫）

　

沖縄振興開発金融公庫

中小企業振興部

　

共済相談室

東京相談センター

ビジネスサポートプラザ名古屋

ビジネスサポートプラザ大阪

TEL.03-3503-1251

TEL.03-3283-7847

TEL.03-5541-6688

TEL.050-5541-7171

TEL.03-3270-4649

TEL.052-211-4649

TEL.06-6536-4649

TEL.098-941-1765

●中小企業庁  小規模企業政策室　TEL.03-3501-2036（直通）
　　　　　　  経営安定対策室　　TEL.03-3501-0459（直通）

担当部署

なんでも相談ホットライン

0570-009111 ※通話料は発信者側の負担となります
※携帯電話（一部除く）、IP電話、PHSからはご利用になれません

全国共通　受付時間　  月～金　9：00～19：00　土 10：00～15：00

2010-広報室-一般-初-002 2010年4月

編集・発行
中小企業庁広報室  〒100-8912  東京都千代田区霞が関1-3-1　TEL.03-3501-1709

中小企業庁ホームページ  http://www.chusho.meti.go.jp

中小企業相談官が、中小企業施策や経営に関する相談などに応対します。

●中小企業庁  相談室　TEL.03-3501-4667（直通）

相談室
モバイル中小企業庁
http://chusho.mjmk.jp

中小企業庁 検 索
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