平成２４年度 ひとめでわかる支援策（金融連携プログラム版）
中小企業者のフェーズ

創業期

安定期

成長期

再生・事業承継期

※赤い枠をクリックすると、
指定のページがご覧いただけ
ます。

ベンチャー支援

研究開発・技術開発

ビジネスマッチング・販路開拓

設備投資・コスト削減 （エネルギー関連）

海外展開

資金繰り対策

再生支援・M&A

その他

平成２４年６月
経済産業省 関東経済産業局

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

ベンチャー支援
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間

お問い合わせ先、関連URL

税 エンジェル税制

－

１．ベンチャー企業に投資を行った個人を対象に、税制上 関東経済産業局 新規事業課
TEL：048-600-0276
の優遇措置を行う投資促進制度。
担当：振興係
２．①ベンチャー企業に投資した個人投資家
②投資時点では、ベンチャー企業への投資額を所得から
又は他の株式譲渡益から控除、譲渡損失発生時点では、
当該損失と他の株式譲渡益との損益通算等、課税の特例
が受けられる。

セ ＤＲＥＡＭ ＧＡＴＥ プロ
・ ジェクト
他 （ＤＲＥＡＭ ＧＡＴＥ本
部）

－

１．年1,700回を超えるセミナー(無料・有料)の実施やWEB ＤＲＥＡＭ ＧＡＴＥ本部
サイト等を利用した400名の専門家によるインターネット無 TEL：03-3356-9121
料相談、若手起業家と投資家とのマッチングの機会を提 http://www.dreamgate.gr.jp/
供するエンジェルズゲートなど総合的な起業支援サービス
２．①創業希望者・既に事業を営んでいる者等

融 新創業融資制度
（株式会社日本政策金
融公庫）

－

１．創業者向けの無担保・無保証人融資制度
２．①創業前、または創業して税務申告を２期終えていな
い方（その他要件が有ります）
②【ご融資額】
1 500万円以内
1,500万円以内
③【ご返済期間】
運転資金７年以内（措置期間６ヶ月以内）
設備資金10年以内（措置期間６ヶ月以内）

株式会社日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル 【国民生
活事業】
TEL：0120-154-505
h //
http://www.jfc.go.jp/
jf
j /

助 地域中小企業応援ファ
ンド(スタート・アップ応
援型)
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

１．地域密着型の事業で、地域コミュニティへの貢献度が
高い新たな事業への取組み、地域資源を活用した初期段
階の取組みなど、地域経済の活性化に資する中小企業の
方が、ファンドからの助成、またはファンドから助成を受け
た支援機関からの経営支援を受けることができます。
２．
①・創業または経営の革新を行おうとするベンチャー企業
または中小企業
・ベンチャー企業、中小企業の創業または経営革新を支援
する事業を行う者
②③各ファンドによる

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 地域経済振興部
TEL：03-5470-1633
http://www.smrj.go.jp/keiei/chiki
pg/fund/035669.html

助 農商工連携型地域中
小企業応援ファンド(ス
タート・アップ応援型)
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

１．地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)の
仕組みを活用し、地域の中小企業者と農林漁業者が連携
して行う創業や経営革新を支援します。
２．
①・創業または経営の革新を行おうとする中小企業者と農
林漁業者との連携体
・創業または経営の革新を行おうとする中小企業者と農林
漁業者との連携体を支援する事業を行う者
②③各ファンドによる

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 地域経済振興部
TEL：03-5470-1633
http://www.smrj.go.jp/keiei/chiki
pg/fund/035669.html

出 起業支援ファンド出資
事業
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

１．主に設立５年未満の創業又は、成長初期の段階にあ
るベンチャー企業への投資・経営支援を目的とするファン
ドへ出資を行うことにより、ベンチャー企業を資金面及び
経営面から支援します。個別企業への投資は、各ファンド
を運営する投資会社等が行います

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 ファンド事業部
TEL：03-5470-1673
http://www.smrj.go.jp/fund/gaiyo
/053658.html

２．①主に、設立５年未満の創業又は成長初期の段階に
ある中小企業者
②③各ファンドによる

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

研究・技術開発
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間

お問い合わせ先、関連URL

関東経済産業局地域経済部産
業技術課
担当：地域イノベーション創出実
証研究補助事業担当
TEL：048-600-0237
FAX：048-601-1287
URL：
http://www.kanto.meti.go.jp/seis
aku/gizyutsu/20120427innovatio
n_koubo.html

補 地域イノベーション創
出実証研究補助事業

2.8

１．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、地域の中小企業をは
じ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支援。
２．
【早期事業化支援枠】
①中小企業、大学等、公的研究機関等からなる共同研究
体
②補助率2/3以内（800万円～2,000万円）
③1年
【技術シーズ事業化支援枠】
①中小企業、大学等、公的研究機関等からなる共同研究
体
②補助率2/3以内（800万円～3,000万円）
③１年又は２年

他 研究開発型中小企業
を対象とした審査請求
料・特許料軽減措置

－

１．研究開発型中小企業を対象として、特許の審査請求料 関東経済産業局 産業技術課
及び特許料(注)を半額軽減
特許室
TEL：048-600-0239
２ ①以下の要件を満たし 経済産業局の確認書の交付
２．①以下の要件を満たし、経済産業局の確認書の交付
を受けた中小企業
・研究開発型中小企業であること
②特許庁に納付する審査請求料及び特許料の第１０年分
までを半額に軽減(注）

委 戦略的基盤技術高度
化支援事業
(各経済産業局)

132

１．我が国製造業の国際競争力の強化と新たな事業の創 関東経済産業局 製造産業課
出を目指し、特定ものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削加 TEL：048-600-0307
工、めっき等）の高度化に資する中小企業の研究開発か 担当：サポイン班
ら試作までに取組を支援します。
２．「中小ものづくり高度化法」に基づく認定を受けた中小
企業者を含む共同体
②初年度４，５００万円（税込）以下の委託事業 ※
③２年度又は３年度

16億円 １．新エネルギーの利用促進に資する周辺技術を開発す 独立行政法人 新エネルギー・
委 新エネルギーベン
程度 る（太陽光発電、バイオマス、燃料電池・蓄電池、その他未 産業技術総合開発機構（NEDO）
・ チャー技術革新事業
技術開発推進部技術革新・実用
利用エネルギー）。
助 （独立行政法人新エネ
化推進グループ
２．①中小企業（ベンチャーを含む。）
ルギー・産業技術総合
http://www.nedo.go.jp/koubo/C
ただし、フェーズＡは大学との連名申請が必須
開発機構）
A2_100015.html
②フェーズＡ（ＦＳ、委託費、１千万円以内）
TEL： 044-520-5171
フェーズＢ（基盤研究、委託費、５千万円以内）
フェーズＣ（実用化・実証研究、助成事業２／３、５千万
円程度）
③１年間
委 研究成果展開事業 研 調整中 １．A-STEPは大学・公的研究機関等（以下、大学等）で生 独立行政法人 科学技術振興機
まれた研究成果を基にして、効果的･効率的なイノベーショ 構
究成果最適展開支援
ン創出を目指すための幅広い研究開発フェーズを対象と 産学連携展開部 事業推進（募
プログラム A-STEP
集・探索）担当
した技術移転支援制度です。
「FS（フィージビリティス
TEL：03-5214-8994
タディ）」ステージ
E-mail：a-step@jst.go.jp
２．■「FS(フィージビリティスタディ）」ステージ
（独立行政法人 科学
◆探索タイプ
技術振興機構）
※公募情報はホームページ
研究者が中心となって実施する研究開発を支援
①大学等の研究者とコーディネータ等の共同申請、また （http://www.jst.go.jp/a-step）等
は、大学等の研究者の申請（企業の研究開発関係者によ でご案内する情報をご確認くださ
い。
る見解が必要）
②基準額170万円（～300万円まで）
③原則単年度
◆シーズ顕在化タイプ
大学等における研究成果の中に潜在しているシーズ候
補を企業の視点から掘り起こして、シーズとしての可能性
を検証し顕在化させる
①開発実施企業と大学等の研究者の共同申請
②基準額800万円（～1,000万円まで）
③原則最長1年間
委 研究成果展開事業 研 調整中 １．A-STEPは大学・公的研究機関等（以下、大学等）で生 独立行政法人 科学技術振興機
究成果最適展開支援
まれた研究成果を基にして、効果的･効率的なイノベーショ
まれた研究成果を基にして
効果的･効率的なイノベーショ 構
プログラム A-STEP
ン創出を目指すための幅広い研究開発フェーズを対象と 産学連携展開部 事業推進（募
「本格研究開発」ステー
した技術移転支援制度です。
集・探索）担当
ジ
TEL：03-5214-8994
（独立行政法人 科学
E-mail：a-step@jst.go.jp
２．■「本格研究開発」ステージ
技術振興機構）
大学等の研究成果を基に実用化に挑戦するベンチャー
企業設立のための技術移転の初･中期のフェーズ、顕在 ※公募情報はホームページ
化したシーズの実用性を検証する中期のフェーズ、さらに （http://www.jst.go.jp/a-step）等
は製品化に向けて実証試験を行うために企業主体で企業 でご案内する情報をご確認くださ
化開発を実施する後期のフェーズまで、それぞれの研究 い
開発フェーズ・研究開発リスクに応じた複数の支援タイプ
を用意しています。
※詳細はＨＰを参照ください。

税 中小企業技術基盤強
化税制

－

１．中小企業の方が研究開発を行った場合の税制の特別 最寄りの税務署の法人税課（又
は所得税課）まで
措置
２．①青色申告書を提出し、研究開発を行う資本金１億円
以下の中小企業者等（資本金がない場合は、常時使用す
る従業員1,000人以下）
②試験研究費の総額の12％を税額控除（上限は、法人税
額の20％）。
加えて、試験研究費の増加額（直近３年分の平均を超えた
分）の５％税額控除、若しくは試験研究費の額が売上金額
の10％を越える場合、その額に一定の割合（試験研究費
割合から10％を控除した割合に0.2を乗じた割合）の税額
控除のいずれかを選択し追加することが可能（上限は法
人税額の１０％まで）。

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

ビジネスマッチング・販路開拓

支援政策名
分 （ ）は実施機関
類

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間

補 新事業活動促進支援
補助金

新事業
活動促
進支援
補助金
全体
20.0

お問い合わせ先、関連URL

１．事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、そ 関東経済産業局 新規事業課
の経営資源を有効に組み合わせて新事業活動を行うこと TEL：048ｰ600ｰ0394
により、新たな事業分野の開拓を図ること（「新連携」）を 担当：新連携担当
支援
２．①中小企業新事業活動促進法の認定を受けた代表者
②3,000万円以内（2/3以内）
③24年度末まで

関東経済産業局 経営支援課
補 新事業活動促進支援 新事業 １．『地域資源活用売れる商品づくり支援事業』
TEL：048-600-0332
補助金（地域資源活用 活動促 地域の優れた資源（農林水産物、鉱工業品、観光資源
新事業展開支援事業） 進支援 等）を活用した新商品づくり・販路開拓等の取組に対する 担当：地域資源担当
補助金 支援。
全体
20.0 ２．①中小企業地域資源活用促進法の認定を受けた中小
企業者
②認定計画１件あたり3,000万円以内（2/3以内）
③24年度末まで
補 新事業活動促進支援 新事業 １．『事業化・市場化支援事業』
関東経済産業局 経営支援課
補助金（農商工等連携 活動促 中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの TEL：048-600-0428
対策支援事業）
進支援 経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しく 担当：農商工連携担当
補助金 は需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開
全体 拓を行う事業、同事業を行う連携体を構築するための事
20.0 業及び中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支
援する事業活動を支援。
２．①農商工等連携促進法の認定を受けた代表者
②認定計画１件あたり3,000万円以内（2/3以内）
③24年度末まで
新事業
活動促
進支援
補助金
全体
20.0

１．『連携体構築支援事業（支援機関型）』
中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの
経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しく
は需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開
拓を行う事業、同事業を行う連携体を構築するための事
業及び中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支
援する事業活動を支援
２．①農商工等連携促進法の認定を受けた法人
②認定計画１件あたり500万円以内（2/3以内）
③24年度末まで

補 ＪＡＰＡＮブランド育成
支援事業

3.9

１．地域の関係事業者が一体となって地域の優れた素材 関東経済産業局 経営支援課
や技術等を活かし、国際市場で通用する高いブランド力 TEL：048-600-0331
担当：JAPANブランド担当
（ＪＡＰＡＮブランド）の構築を目指す取組を支援。
２．①商工会・商工会議所・組合・NPO等
②（１）ブランド確立支援：2,000万円以内（2/3以内）
（２）戦略策定支援：500万円以内（定額）
③
③24年度末まで

補 小規模事業者地域力
活用新事業全国展開
支援事業

6.7

１．『地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト』
地域の小規模事業者が一丸となった、新たな特産品開発
や観光開発、地域の課題解決に資するコミュニティビジネ
ス（まちづくり、むらおこし、介護・福祉等）に関する取り組
み、またその改良を総合的に支援。また、地域の資源（特
産品・観光資源等）をまとめて活用して、一定期間に集中
的に行う着地型集客事業（平成23年度採択案件継続分
のみ対象）。

日本商工会議所 流通・地域振
興部
TEL：03-3283-7864
http://www.jcci.or.jp/

２．①商工会・商工会連合会、商工会議所
②（１）調査研究事業（定額）：500万円以内
（２）本体事業１年目（2/3以内）：800万円以内、複数が連
携して実施の場合1,000万円以内
（３）本体事業２年目（1/2以内）：600万円以内、複数が連
携して実施の場合750万円以内
（４）おもてなし事業（定額）：300万円以内、複数が連携し
て実施の場合600万円以内
③（１）～（４）採択決定後～平成25年２月末
補

10.9

全国商工会連合会 市場開拓支
援課
TEL：03-6268-0086
http://www.shokokai.or.jp/

他 販路開拓コーディネー
ト事業
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

１．優れた新商品（新製品・新技術・新サービス）を持つ企 各都県中小企業支援センター
業の、マーケティング企画の策定及び首都圏・近畿圏に http://www.kanto.meti.go.jp/seis
おけるテストマーケティング活動を支援。
aku/gizyutsu/20040608surportc
enter.html
または独立行政法人 中小企業
基盤整備機構 新事業支援部創
業・ベンチャー支援課
TEL：03-5470-1564
http://www.smrj.go.jp/venture/c
onsult/hannrokaitaku/054850.ht
onsult/hannrokaitaku/054850 ht
ml

展 中小企業総合展
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

１．優れた製品・技術やビジネスモデル等を有する中小企
業が広く展示。販路開拓先、事業連携先となり得る他の
出展者や来場者とのマッチングを行う機会を提供。（東
京・大阪で開催）
２．①中小企業者
②出展料有料
③東京：平成24年10月10日（水）～10月12日（金）

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 新事業支援部販路開拓
支援課
TEL：03-5470-1525
http://sougouten.smrj.go.jp/
中小企業総合展ＪＩＳＭＥＥ事務
局
ＴＥＬ：03-5324-4688

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

設備投資
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類
補 革新的低炭素技術集
約産業国内立地推進
事業

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間
78.0

１．リチウムイオン電池やＬＥＤなどの低炭素製品のうち、
CO2削減効果の高い革新的な製品について、生産技術を
確立するため必要となる最初の生産ライン（いわゆる１号
ライン）の国内立地を推進するため、必要な設備投資に対
する補助を行うもの。

お問い合わせ先、関連URL

関東経済産業局 地域経済部
企業立地支援課
TEL：048-600-0269
HPhttp://www.kanto.meti.go.jp/i
ndex.html

２．①民間企業
②中小企業以外の企業1/3以内、中小企業1/2以内
③25年度末まで
税 企業立地促進税制

－

１．中小企業等の方が工場・事業所の新増設を行った場合 関東経済産業局 地域経済課産
の税制の特別措置
業立地室
TEL：048-600-0272
２．①青色申告書を提出する事業者が、企業立地に関す 担当：立地指導係
る計画書（企業立地計画）を作成。立地する都県へ申請し
承認を受ける（計画されている生産事業が、新製品・商品
の生産又は一定の生産性向上が見込まれるものであるこ
とが必要）。
②承認を受けた計画に基づき立地を行った事業者の基準
建物
械
農
連携
額（建物５億円／機械設備３億円。ただし、農商工連携に
資する業種の立地については建物５千万円／機械設備４
千万円）を超える投資について、建物等への投資総額
８％、機械装置への投資総額15％相当額を控除。
なお、償却対象資産の取得価額の合計額が同一事業年
度当たり50億円（農商工連携業種は30億円）を限度とす
る。

税 中小企業投資促進税
制

－

１．中小企業等が特定の機械、装置等を導入した場合の
税制の優遇措置

国税庁、国税局（事務所）または
税務署の税務相談窓口

２．①資本金１億円以下の法人及び個人事業者等が対象 中小企業庁 財務課
設備の投資を行った場合に適用
TEL：03-3501-5803
②取得価額の税額控除（７％）又は特別償却（30％）の選
択適用
③平成25年度末まで
税 中小企業投資促進税
制

－

※中小企業情報基盤
強化税制の廃止にとも
ない、中小企業投資促
進税制の対象に情報
基盤強化設備等の一
部を追加
融 政府系金融機関の情
報化投資融資制度（ＩＴ
資金）
（株式会社日本政策金
融公庫）

－

１．中小企業等が特定の機械、装置等（パソコン、一定の
ソフトウェア等）を導入した場合の税制の優遇措置

国税庁、国税局（事務所）または
税務署の税務相談窓口

２．①資本金１億円以下の法人及び個人事業者等が対象
設備の投資を行った場合に適用。
②取得価額の税額控除（７％）又は特別償却（30％）の選
択適用
③平成23年度末まで

中小企業庁 財務課
TEL：03-3501-5803

１．中小企業のＩＴ化促進のための資金貸付

株式会社日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
TEL：0120-154-505
http://www.jfc.go.jp/
各都道府県等中小企業支援セン
ター
株式会社商工組合中央金庫の
各支店
※㈱商工組合中央金庫では、同
趣旨の独自制度あり
http://www.shokochukin.co.jp/

２．①情報化投資を行う中小企業の方
②【ご融資額】
中小企業事業：7億2,000万円以内
国民生活事業：7,200万円以内
③【ご返済期間】
運転資金７年以内（据置期間１年以内）
設備資金15年以内（据置期間２年以内）

経済産業省 情報処理振興課
TEL：03-3501-2646

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

エネルギー環境分野
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間

お問い合わせ先、関連URL

補 自家発電設備導入促
進事業費補助金

80程度 １．電力需給が逼迫するおそれがある地域（沖縄県を除
く。）において、自家発電設備（コージェネレーションシステ
ムにおける発電設備を含む）の新増設・増出力、休止・廃
止設備の再稼働に対して、設備の導入補助や燃料費の補
助を行うことにより電気の供給力を強化し、もって電力需
給状況の安定化に資することを目的とします。

関東経済産業局 電力事業課
TEL：048-600-0383
HPhttp://www.kanto.meti.go.jp/inde
x.html

２．①民間企業 等
②補助率（1/2又は1/3 上限：5億円）
③交付決定日から平成25年3月29日まで
助 国内排出削減量認証
制度活性化事業

10.0

１．低炭素型設備を導入した中小企業等に対し、実際に削 一般社団法人低炭素投資促進機
減されたCO2の量に相当する国内クレジットと引き替えに 構
TEL：03-6280-5798
助成金を交付。
E-mail：green＠teitanso.or.jp
２．①低炭素型投資を行う中小企業等（自主行動計画非参 HPhttp://teitanso.force.com/green
/toppage
加者）
②認証された国内クレジットと引き替えに１㌧あたり1,500
円の助成金
③設備を稼働した日から平成25年3月31日まで。
※平成23年4月1日以降に設備導入の契約を行っており、
原則として平成24年12月末日までに設備の稼働を開始す
ること。

他 国内排出削減量認証・
取引制度基盤整備事
業

6.1

１．国内クレジット制度の活用が期待される中小企業等を
対象に、排出削減事業計画の作成支援、排出削減事業計
画の審査必要の一部支援等を内容としたソフト支援を実
施。

経済産業省
産業技術環境局
環境ユニット
環境経済室
TEL：03-3501-1679

２．①国内クレジット制度の活用が期待される中小企業等
（自主行動計画非参加者）
②(1)排出削減事業計画・実績報告書の作成支援
(2)排出削減事業計画の審査費用・実績報告書の確認
費用支援
税 グリーン投資減税

－

１．エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネル
資源エネルギー庁
ギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等を 総合政策課調査広報室
取得した場合30％特別償却又は中小企業については法人 TEL：03-3501-5964
税額（所得税額）の７％税額控除
(※平成25年3月31日までに再エネ特措法の認定を受けた
一定規模以上の太陽光発電設備・風力発電設備に限り、
100％即時償却が可能）

補 住宅用太陽光発電導
入支援復興対策基金
造成事業

869.9
※23年
度補正
～25年
度分の
合計

１．高い普及効果が見込まれる住宅用太陽光発電システ 一般社団法人太陽光発電普及拡
ムを導入する際に当該設備設置者に対し定額の補助を行 大センター（J-PEC)
TEL：043-239-6200
うもの。
HP：http://www.j-pec.or.jp/
２．①居住として使用する建物に対象システムを新たに設
置する個人または法人（個人事業主を含む）で、電灯契約
をしている方。
②１kW当たりのシステム価格が 55万円以下のもの 3万円
/kWを補助
１kW当たりのシステム価格が47.5万円以下のもの 3.5万円
/kWを補助
③原則単年度

補 独立型再生可能エネル
ギー発電システム等導
入支援対策費補助金

9.8

１．［地域再生可能エネルギー発電システム等導入促進対
策事業］
地方自治体等による再生可能エネルギー発電システム設
備導入及び地方自治体と連携して行う設備導入に対する
補助を行う。

一般社団法人 新エネルギー導入
促進協議会（nepc）
TEL：03-5979-7788
HP：http://www.nepc.or.jp/

２．①地方自治体等
②1/2以内
③原則単年度
１．［再生可能エネルギー発電システム等導入促進対策事
業］
民間事業者による再生可能エネルギー発電システム設備
導入に対する補助を行う。

一般社団法人 新エネルギー導入
促進協議会（nepc）
TEL：03-5979-7788
HP：http://www.nepc.or.jp/

２．①民間事業者等
②1/3以内
③原則単年度
補 再生可能エネルギー熱
利用加速化支援対策
費補助金

40.0

１．［地域再生可能エネルギー熱導入促進対策事業］
一般社団法人 新エネルギー導入
地方自治体等による熱利用設備導入及び地方自治体と連 促進協議会（nepc）
携して行う熱利用設備導入に対する補助を行う。
TEL：03-5979-7788
HP：http://www.nepc.or.jp/
２．①地方自治体等
②1/2以内
③原則単年度

１．［再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業］
民間事業者による熱利用設備の導入に対する補助を行
う。

一般社団法人 新エネルギー導入
促進協議会（nepc）
TEL：03-5979-7788
HP：http://www.nepc.or.jp/

２．①民間事業者等
②1/3以内
③原則単年度
補 クリーンエネルギー自
動車等導入促進対策
費補助金

444.1
※エコ
カー補
助金と
23年度
からの
繰越分
含む

１．電気自動車、プラグインハイブリット自動車の導入及び 一般社団法人 次世代自動車振興
充電設備の設置に対する補助を行う。
センター CEVグループ
TEL：03-3503-3782
２．①地方公共団体、その他法人（独立行政法人を除
HP：http://www.cevく。）、個人事業者及び個人
pc.or.jp/index.html
②a．電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車…補
助金額＝同格のガソリン車との価格差の1/2以内
b．充電設備…補助金額＝1/2以内
③原則単年度
１．クリーンディーゼル自動車（乗用車）の導入に対する補 一般社団法人 次世代自動車振興
助を行う。
センター CEVグループ
TEL：03-3503-3782
２．①地方公共団体、その他法人（独立行政法人を除
HP：http://www.cevく。）、個人事業者及び個人
pc.or.jp/index.html
②同格のガソリン車との価格差の1/2以内
③原則単年度

補 民生用燃料電池導入
支援補助金

90.0

１．平成21年度から世界に先駆けて本格販売が開始され
た家庭用年用電池コージェネレーションシステム（エネ
ファーム）の普及促進及び早期の自立的な市場の確立を
目指し、設備費用の一部を補助。
２．①家庭用燃料電池システムを設置する者又は、リース
等により家庭用燃料電池システムを提供する者。
②従来型給湯器との価格差の1/2＋設置工事費の1/2、上
限70万円。
③原則単年度

一般社団法人燃料電池普及促進
協会（FCA）
TEL：03-5472-1190
HP：http://www.fca-enefarm.org/

補 エネルギー使用合理化
事業者支援補助金

298.0 １．事業者が計画した省エネ取組のうち、「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導入費（リプレースに限
る）について補助。また、電力需給対策として、節電効果の
高い事業に重点支援。

一般社団法人 環境共創イニシアチ
ブ
審査第一グループ
TEL：03-5565-4463
HP：http://sii.or.jp/

２．①全業種、設備を設置・所有する事業者（法人格を有
すること）
②単独事業 1/3以内、連携事業（※） 1/2以内
③原則単年度
（※）コンビナート等における資本関係の異なる者同士
の連携
補 エネルギー使用合理化
事業者支援補助金（天
然ガス分）

39.6

１．工業炉、ボイラ等のエネルギー多消費型燃焼設備の省 一般社団法人都市ガス振興セン
エネ、CO2削減に寄与する、天然ガスの高度利用を行う事 ター
業者に対する設備補助。
TEL：03-3502-5596
HP：
２．①民間企業等
http://www.gasproc.or.jp/index.html
②1/3以内
③原則単年度

補 ガスコージェネレーショ
ン推進事業補助金

33.0

１．コジェネレーションの加速的な導入促進をするために、 一般社団法人都市ガス振興セン
高効率の天然ガスコジェネレーション設備を導入する地方 ター
TEL：03-3502-5550
自治体や事業者に対する補助を行う。
HP：
http://www.gasproc.or.jp/index.html
２．①地方自治体、民間企業等
②1/3又は1/2（上限5億円）
③原則単年度

補 住宅・建築物のネット・
ゼロ・エネルギー化推
進事業

補 省エネルギー対策導入
促進事業費補助金（省
エネルギー無料診断）

40程度 ○建物単体よりZEB化することにより一定の波及効果が見
込まれる事業及び面的なエネルギー利用を行うことでZEB
を実現する事業に対し、最大で事業費の３分の２を補助。
また、既築の住宅をZEHに改修する事業に対し、事業費の
2分の1の補助を、新築でZEHの住宅を建てる事業に対し、
事業費の3分の1の補助を行う。

6.0

２．①民間事業者
②ZEB実証事業2/3以内（上限5億円）
ZEH改修支援事業1/2以内
③原則単年度

【ZEH】
一般社団法人 環境共創イニシア
チブ
TEL：03-6741-4544
HP：http://sii.or.jp

１．ビル・工場におけるエネルギーの有効利用、エネル
ギー管理の強化を促進するため、省エネ診断を行う

一般財団法人省エネルギーセン
ター 診断指導部
TEL：03-5543-3016
HP：http://www.eccj.or.jp/

２．①民間企業等
②－（診断費無料）
③通年
補 エネルギー管理システ
ム（BEMS・ＨＥＭＳ）導
入促進事業費補助金

【ZEB】
一般社団法人 環境共創イニシア
チブ 審査第二グループ ZEB担
当
TEL：03-5565-4063
HP：http://sii.or.jp/

300.0 【ＢＥＭＳ（建築物のエネルギー管理システム）導入支援】
【支援政策概要】
中小企業等の高圧小口の需要家に対して、スマートメー
ター導入と連携した電力需要抑制の取組を促進するため、
ＢＥＭＳの導入を補助
【支援条件】
①ＢＥＭＳを導入する高圧小口の事業者
②１／３又は１／２
③平成26年2月28日までに事業完了報告が必要
【ＨＥＭＳ（家庭のエネルギー管理システム）導入支援】
【支援政策概要】
電力需給対策の一環として、民生部門の節電・ピークカット
等を推進するため、家庭等においてスマートメーターを導
入する等の際に、その導入効果を高めるＨＥＭＳの導入を
補助
【支援条件】
①家庭等においてＨＥＭＳを導入する者
②定額（10万円）
③平成26年1月31日まで

一般社団法人環境共創イニシアチ
ブ
審査第二グループ BEMS担当
TEL：03-5565-4773
審査第二グループ HEMS担当
TEL：03-5565-4773
HP：http://sii.or.jp

補 定置用リチウムイオン
蓄電池導入支援事業
費

210.0 １．定置用リチウムイオン蓄電池について、家庭及び事業
者への導入を促進することにより、需要サイドにおける電
力使用のピークカットを実現するとともに、停電時のバック
アップ対策を図る。
２．①定置用リチウムイオン蓄電池を設置する者
②１／３
③平成26年1月31日まで

一般社団法人環境共創イニシアチ
ブ
リチウムイオン蓄電池補助金事務
局
TEL：0570-200-017
HP：http://sii.or.jp

委 新エネルギーベン
・ チャー技術革新事業
助

16億円 １．新エネルギーの利用促進に資する周辺技術を開発す
程度 る（太陽光発電、バイオマス、燃料電池・蓄電池、その他未
利用エネルギー）。
中小・ベンチャー企業を育成し、技術選択肢の多様化、関
連産業の担い手を創出する。
２．①中小企業（ベンチャーを含む。）
ただし、フェーズＡは大学との連名申請が必須
②フェーズＡ（ＦＳ、委託費、１千万円以内）
フェーズＢ（基盤研究、委託費、５千万円以内）
フェーズＣ（実用化・実証研究、助成事業２／３、５千万
円程度）
③１年間

独立行政法人 新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）技術開
発推進部技術革新・実用化推進グ
ループ
TEL：044-520-5171
HP：
http://www.nedo.go.jp/koubo/index
.html

助 戦略的省エネルギー技 100億円 １．「省エネルギー技術戦略2011」で掲げる重要技術を中
術革新プログラム
程度
心とすると共に、公募要領で示した特定技術課題などを対
象として、2030年には高い省エネ効果が見込まれる省エネ
ルギー技術について、事業化までシームレスに技術開発
を支援します。
２．①民間企業、大学等
②、③については、フェーズ毎に異なる。
・インキュベーション研究開発フェーズ
② ２千万円程度／件・年（２／３以内助成） ③１年以内
・実用化開発フェーズ
② ３億円程度／件・年 （２／３以内助成） ③原則２年
以内
実証開発
ズ
・実証開発フェーズ
②１０億円程度／件・年 （１／２以内助成） ③原則２年
以内

独立行政法人 新エネルギー・産業
技術総合開発機構（NEDO）
http://www.nedo.go.jp/
TEL： 044-520-5100（代表）
「戦略的省エネルギー技術革新プ
ログラム」事務局
TEL: 044-520-5180 （省エネルギー
部）
http://www.nedo.go.jp/koubo/DA1_
100017.html

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

海外展開支援
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間

お問い合わせ先、関連URL

他 世界各国の貿易制度
や投資制度、海外展示
会などの情報提供
（ジェトロ）

－

１．世界各国の貿易制度や投資制度、海外展示会などの 独立行政法人 日本貿易振興機
情報提供
構（ジェトロ）
http://www.jetro.go.jp/indexj.htm
l

他 輸出有望案件発掘支
援事業
（ジェトロ）

－

１．優れた技術力や製品を持つ中小企業に対し、海外販 独立行政法人 日本貿易振興機
路開拓・輸出成約のための専門家等による各種アドバイ 構（ジェトロ） 開拓案件支援課
ス。
TEL：03-3582-5015
または最寄りのジェトロ貿易情報
２．①中小企業者等（事前審査有）
センター
②ジェトロによるアドバイスに関する経費、専門家の海 http://www.jetro.go.jp/services/
外出張費等
export/
は定額補助（無料）
③随時、受付

他 引き合い案件データ
ベース（TTPP）
（ジェトロ）

－

１．ウェブサイト上で国内外約20,000件のビジネス案件が 独立行政法人 日本貿易振興機
閲覧でいる他、自社のビジネス案件も紹介可能。
構（ジェトロ） 貿易投資相談課
TEL：03-3582-5215
２．①中小企業者等
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/i
②定額補助（無料）
ndexj.html
③随時、ＨＰにて利用可能

他 海外コーディネーター
による輸出支援相談
サービス（海外展開
コーディネーターリテイ
ン事業）
（ジェトロ）

－

１．中小企業を対象に製品・商品の輸出可能性につきアド
バイス。ジェトロが海外に配置する各分野の専門家（海外
コーディネーター）が、中小企業の皆様の海外ビジネス展
開に関するお問い合わせについて、
現地の感覚・目線で回答。本サービスは、「国・地域」と
「産業分野」が限定。ご利用は「中小企業」に限定。

独立行政法人 日本貿易振興機
構（ジェトロ） 海外市場開拓課
TEL：03-3582-5313
http://www.jetro.go.jp/services/
coordinator/

２．①中小企業者等
②ジェトロによるアドバイスに関する経費、専門家の海
外出張費等
は定額補助（無料）
③随時、受付中

他 貿易投資相談
（ジェトロ）

－

１．輸出入に係る手続き、現地の規制などに関する情報
提供

独立行政法人 日本貿易振興機
構（ジェトロ） 貿易投資相談課
TEL:03-3582-5171
または最寄りのジェトロ貿易情報
センター
http://www.jetro.go.jp/basic_ser
vice/export/

展 中小企業海外見本市
事業
（ジェトロ）

－

1．ジェトロが主催・参加する海外展示会のブースへの出 独立行政法人 日本貿易振興機
展サポート（費用の一部補助あり。出展企業・団体を公
構（ジェトロ） 担当課は分野に
募）。
よって異なります。HPをご参照下
さい。
２．①中小企業者等
または最寄りのジェトロ貿易情報
②展示会によって異なる。（出展料金は、公募時に案内） センター
③平成24年度出展展示会（予定：一部抜粋）
http://www.jetro.go.jp/services/
・MTAベトナム（金型・工作機械・工具等） 2012年7月3日- tradefair/
6日
・FOOD TAIPEI 2011（農林水産・食品）
2012年6月27日-30日
・ニューヨーク国際ギフトフェア2012-夏展（ギフト関連）
2012年8月18日-22日 等

他 中小企業国際化支援
アドバイス
(独立行政法人 中小
企業基盤整備機構)

－

１．海外投資や国際取引などの海外ビジネスに悩みを持
つ中小企業に対し、豊富な実務知識・経験・ノウハウを持
つ海外ビジネスの「エキスパート」がアドバイス。個別具体
的なご相談に対し、国・地域別担当の国際化支援シニア
マネージャー（常設）が、内容に応じて各分野で専門性の
高いスキルを持つ「国際化支援アドバイザー及び海外販
路開拓支援アドバイザー（現在約300人）」と連携しなが
ら、経営支援の観点に立ったアドバイスを無料で実施。

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 国際化支援センター
海外展開支援課
TＥＬ：03-5470-1522
http://www.smrj.go.jp/keiei/koku
sai/advice/

展 「海外展示会出展サ
ポート」事業
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

-

１．海外で開催される展示会への出展など、海外への販
路開拓に取り組む中小企業を募集し、展示会の準備段階
から海外現地の出展、さらには、出展後の国内でのフォ
ローまでを一貫して支援。

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 国際化支援センター
海外展開支援課
TEL：03-5470-1522
http://www.smrj.go.jp/keiei/koku
sai/

展 「国内展示会出展サ
ポート」事業
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

-

１．国内で開催される、海外バイヤー等の来場が見込ま 独立行政法人 中小企業基盤整
れる展示会を活用して海外への販路開拓に取り組む中小 備機構 国際化支援センター
企業を募集し、展示会の準備段階から出展、さらには、出 国際企画課
展後の国内でのフォローまで一貫して支援。
TEL：03-5470-2375
http://www.smrj.go.jp/keiei/koku
sai/

他 中小企業海外展開支
援体制整備事業
(独立行政法人 中小
企業基盤整備機構)

－

１．自社の海外プロジェクトは実現可能か、採算が取れる
か、などを多角的に調査するF/S（フィージビリティ・スタ
ディ）を支援。
具体的には、海外現地調査前の情報収集・分析の支援
や、現地に精通した専門家が現地調査に同行し、実務的
なアドバイス等の支援を実施。

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 国際化支援センター
海外展開支援課
TEL：03-5470-1522
または
国際企画課
TEL：03-5470-2375
http://www.smrj.go.jp/keiei/koku
sai/065503.html

補 グローバル技術連携
支援事業

6

１．厳しいグローバル競争に打ち克つため、複数の中小
企業者等から構成される共同体が、オンリーワン技術の
獲得や技術流出防止、模倣品対策を図りながら海外展開
を目指して取り組む試作品開発と、その成果に係る販路
開拓を支援。
２．
① 製造業や情報サービス業等の中小企業者を中心とし
た共同体（中小企業者を2者以上含む）。
②補助率：補助対象経費の3分の2以内
補助限度額：共同体1事業当たり5千万円(単年度：共同体
1事業当たり2千万円)
③最長３年

関東経済産業局地域経済部産
業技術課
担当：グローバル技術連携支援
事業担当
TEL：048-600-0236
FAX：048-601-1287
URL：
http://www.kanto.meti.go.jp/seis
aku/gizyutsu/20120413global_giz
yutsushien.html

補 中小企業高度グロー
バル経営人材育成事
業費補助金（２次公
募）

3.7

１．中小企業者が海外における新たな事業展開を図る場
合の専門人材招へいを補助。事業計画の策定等の段階
から専門人材の知識やノウハウ等の習得を通じた社内人
材の育成を支援し、東日本大震災等の厳しい内外環境下
における中小企業のグローバルな活動の促進、経営力の
強化を図る。
２．
①中小企業者等。
②３分の２以内。ただし、補助金額の総額が１００万円に
満たないものは対象外
③交付決定日～平成２５年３月３１日

中小企業庁 経営支援部 新事業
促進課
TEL：03-3501-1763
担当：小林、諏訪

他 ＡＯＴＳの受入研修事
業

－

関東経済産業局 中小企業課
TEL：048ｰ600ｰ0321

１．現地日系企業等から技術者・管理者を日本に受け入 財団法人海外産業人材育成協
れ、研修によって日本の技術・ノウハウの習得を目指す。 会
ＡＯＴＳ事業部 業務グループ
TEL：03-3888-8221
２．
http://www.aots.or.jp/jp/use/ko
①大企業、中小企業
②研修生の受入にかかる費用（滞在費、実地研修費）の
②研修生の受入にかかる費用（滞在費 実地研修費）の kunai/gaiyou.html
kunai/gaiyou html
一部をＡＯＴＳが補助（補助率は企業規模によって異な
る）。また、受入賛助金、研修賛助金、運営賛助金は企業
が負担。
③随時、受付

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

資金繰り対策
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類
保 経営承継関連保証制
度
（各都県信用保証協
会）

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間
－

お問い合わせ先、関連URL

１．中小企業経営者の死亡や退任等によって経営を承継 関東経済産業局 中小企業課
する場合に必要な議決権株式や事業用資産等の取得資 TEL：048-600-0323
金に関する保証制度
担当：事業承継担当
２．①中小企業経営承継円滑化法第12条第１項の認定を 各都県信用保証協会
受けた中小企業者（法人または個人事業主）
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
②一般保証限度に加え、別枠で普通２億円、無担保8,000 ccess.htm
万円、特別小口1,250万円
③保証期間：運転資金10年以内、設備資金15年以内

融 小規模企業設備資金
貸付制度
（各都県貸与機関）

－

１．小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要
な設備資金の貸付
２．①小規模企業者等
創業者（創業１ヶ月（法人設立の場合は２ヶ月）以内の個
人と創業後５年以内の小規模企業者等）も対象
②限度額：4,000万円（創業後１年を経過した創業者・経営
革新計画承認企業者、農商工等連携事業計画認定企業
者、商店街活性化事業計画認定企業者は6,000万円）
者 商店街活性化事業計画認定企業者は 000万円）
＊無利子、必要資金の1/2以内（経営革新計画承認企業
者、農商工等連携事業計画認定企業者、商店街活性化
事業計画認定企業者は2/3以内）（連帯保証人又は担保
必要）
③貸付期間：７年以内（据置期間１年以内）

各都県中小企業支援センター
http://www.kanto.meti.go.jp/seis
aku/gizyutsu/20040608surportc
enter.html

設 小規模企業設備貸与
制度
（各都県貸与機関）

－

１．小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要
な設備の貸与
２．①小規模企業者等
創業者（創業１ヶ月（法人設立の場合は２ヶ月）以内の個
人と創業後５年以内の小規模企業者等）も対象
②限度額：8,000万円
＊割賦損料：年３％以下 保証金：10％以下 月額リース
料：３年リースは約3.0％、５年リースは約1.8％
③貸付期間：７年以内

各都県中小企業支援センター
http://www.kanto.meti.go.jp/seis
aku/gizyutsu/20040608surportc
enter.html

保 新規創業者を対象とし
た債務保証制度［創業
等関連保証］
（各都県信用保証協
会）

－

１．創業時及び創業後の設備資金、運転資金調達
２．①１ヶ月以内に事業開始予定の個人、２ヶ月以内に会
社を設立し事業開始予定の個人、創業５年未満の中小企
業者（分社化前の親会社も含む）
②限度額：1,500万円（ただし創業前の個人は自己資金と
同額以内）
＊無担保、無保証人（ただし、法人の場合は代表者が保
証人）
③保証期間：10年以内

関東経済産業局 中小企業金融
課
TEL：048-600-0425
担当：金融係、信用保証係
各都県信用保証協会
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
ccess.htm

保 セーフティーネット保証
（各都県信用保証協
会）

－

１．中小企業に対する円滑な資金供給

保 流動資産担保融資保
証
（各都県信用保証協
会）

－

１．中小企業が保有する売掛債権や棚卸資産（在庫）を担 関東経済産業局 中小企業金融
保とした借入に対する信用保証制度
課
TEL：048-600-0425
２．①事業者に対する売掛債権や棚卸資産（在庫）を保有 担当：金融係、信用保証係
する中小企業者
②２億円（保証割合80％）
各都県信用保証協会
③保証期間：１年以内
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
ccess.htm

保 中小企業特定社債保
証制度
（各都県信用保証協
会）

－

１．資金調達手段の多様化のため、中小企業が発行する 関東経済産業局 中小企業金融
社債に対する信用保証制度
課
TEL：048-600-0425
２．①純資産額5000万円以上の中小企業であって、財務 担当：金融係、信用保証係
指標について一定の要件を満たす者
②４億5000万円（保証割合80％）
各都県信用保証協会
③保証期間：７年以内
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
ccess.htm

保 借換保証制度
（各都県信用保証協
会）

－

関東経済産業局 中小企業金融
課
TEL：048-600-0425
２．①保証付きの既往借入金のある中小企業者
②保証付きの借入金の借換や複数の保証付き借入金の 担当：金融係、信用保証係
債務一本化等
③保証期間：原則として10年以内
各都県信用保証協会
③保証期間 原則として10年以内
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
ccess.htm

保 小口零細企業保証制
度
（各都県信用保証協
会）

－

１．責任共有制度導入による小規模事業者への影響を緩 関東経済産業局 中小企業金融
和するための措置
課
TEL：048-600-0425
２．①従業員数20人以下（商業またはサービス業の場合 担当：金融係、信用保証係
は従業員数５人以下）の小規模事業者
②1,250万円（保証割合100％）
各都県信用保証協会
③保証期間：協会所定
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
ccess.htm

保 予約保証制度
（各都県信用保証協
会）

－

１．中小企業の将来の資金需要に応え迅速な資金調達を 関東経済産業局 中小企業金融
支援するため、将来の保証付き融資の予約を行う制度
課
（予約期間１年）
TEL：048-600-0425
担当：金融係、信用保証係
２．① 同一事業の業歴が３年以上。申込金融機関との与
信取引が１年以上等
各都県信用保証協会
②2,000万円（保証割合80％）。ただし、小口零細保証制 http://www.zenshinhoren.or.jp/a
度を利用する場合、そのうち500万円（保証割合100％）。 ccess.htm
③保証期間：協会所定

関東経済産業局 中小企業金融
課
２．①一時的な業況悪化、取引先企業の倒産、取引先金 TEL：048-600-0425
融機関の破綻や経営の合理化、災害等により資金調達 担当：金融係、信用保証係
に支障を来たしており、市区町村の認定を受けた中小企
業者
各都県信用保証協会
②一般保証限度に加え、別枠で普通２億円、無担保8,000 http://www.zenshinhoren.or.jp/a
万円
ccess.htm
③保証期間：協会所定

１．資金繰りに苦しむ中小企業支援

融 企業再建・事業承継支
援資金
（株式会社日本政策金
融公庫）

－

１．中小企業経営者の死亡や退任等によって経営を承継 関東経済産業局 中小企業課
する場合に必要な議決権株式や事業用資産等の取得資 TEL：048-600-0323
金や、相続税の納税資金等の融資制度
担当：事業承継担当
２．①事業承継を行う中小企業者（代表者個人への融資
については中小企業経営承継円滑化法第12条第１項第1
号の認定を受けた中小企業者に限ります）
②【ご融資額】
中小企業事業：7億2,000万円以内
国民生活事業：7,200万円以内（うち運転資金4,800万
円以内）
③【ご返済期間】
運転資金７年以内（措置期間２年以内）
設備資金15年以内（措置期間２年以内）

株式会社日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
TEL：0120-154-505
http://www.jfc.go.jp/

融 地域活性化・雇用促進
資金
（株式会社日本政策金
融公庫）

－

１．中小企業者・小規模事業者の工場建設等に必要な設 株式会社日本政策金融公庫
備資金・運転資金の貸付
事業資金相談ダイヤル
TEL：0120-154-505
２．①中小企業者等であって、企業立地促進法に基づく地 http://www.jfc.go.jp/
域の基本計画で定められた集積区域内で、都県の承認を
受けた「企業立地計画」又は 「事業高度化計画」（ともに
計画事業が新製品・商品の生産又は生産性向上が見込
まれるものであることが必要）に従って企業立地又は事業
高度化への取組みを行う方及び行おうとする方
②【ご融資額】
中小企業事業：7億2,000万円以内（うち運転資金2億
5,000万円以内）
国民生活事業：7,200万円以内（うち運転資金4,800万円
以内）
③【ご返済期間】
運転資金７年以内（据置期間１年以内）
設備資金20年以内（据置期間２年以内）

融 セーフティネット貸付
（株式会社日本政策金
融公庫）

-

１．景況悪化等の影響により、資金繰りに苦しむ中小・小 関東経済産業局 中小企業金融
規模企業者に対する融資制度
課
TEL：048-600-0425
２．①社会的・経済的環境の変化（ｱ．経営環境変化対応 担当：金融係、信用保証係
資金）、金融機関との取引状況の変化（ｲ．金融環境変化
対応資金）、取引企業の倒産（ｳ．取引企業倒産対応資 株式会社日本政策金融公庫
金）により、資金繰り等に困難を来している中小・小規模 事業資金相談ダイヤル
企業。
TEL：0120-154-505
②【ご融資額】
http://www.jfc.go.jp/
中小企業事業：ｱ．7億2,000万円以内、ｲ．別枠3億円以
内、ｳ．別枠1億5,000万円以内。
国民生活事業：ｱ．一般貸付と別に4,800万円以内、
ｲ．別枠4,000万円以内、ｳ．別枠3,000万円以内
③【ご返済期間】
ｱ、ｲ．運転資金８年以内（据置期間３年以内）
設備資金15年以内（据置期間３年以内）
ｳ．８年以内（据置期間３年以内）

融 経営改善貸付
（株式会社日本政策金
融公庫）

-

１．小規模事業者の経営改善に必要となる無担保・無保
証の融資制度
２．①商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会
の実施する経営指導を受けている方で、商工会議所等の
長の推薦を受けた方
②【ご融資額】
1,500万円以内
③【ご返済期間】
運転資金 ７年以内（据置期間１年以内）
設備資金 10年以内（据置期間２年以内）

株式会社日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
TEL：0120-154-505
http://www.jfc.go.jp/

出 中小企業成長支援ファ
ンド出資事業
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

１．新事業展開、転業、事業の再編、承継等により新たな
成長、発展を目指す中小企業に対して、経営実態に即し
た多様な資金供給と踏み込んだ経営支援を行うことを目
的とするファンドへ出資を行うことにより、中小企業の新
事業展開・事業再編等を支援します。
個別企業への投資は、各ファンドを運営する投資会社等
が行います。

独立行政法人 中小企業基盤整
備機構 ファンド事業部
TEL：03-5470-1672
http://www.smrj.go.jp/fund/gaiy
o/053660.html

２．①新事業展開、転業、事業の再編、承継等により新た
な成長・発展を目指す中小企業者
②③各ファンドによる

出 中小企業投資育成株
式会社による投資
（東京中小企業投資育
成株式会社）

－

１．中小・中堅企業への投資、成長発展支援

保 東日本大震災復興緊
急保証
（各都県信用保証協
会）

－

１．被災中小企業者等が、金融機関から事業の再建又は 関東経済産業局 中小企業金融
経営の安定に必要な資金の借入を行う場合、信用保証 課
TEL：048-600-0425
協会が保証する制度
担当：金融係、信用保証係
２．①震災被害により、経営に支障を来している中小企業
者等が対象で売上高等の減少について市区町村等の認 各都県信用保証協会
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
定が必要。
※地震・津波等により直接被害を受けた方は、市区町村 ccess.htm
等の罹災証明の提出のみで可。
・原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避
難準備区域の区域内の方は 納税証明、商業登記簿等の
確認書面が必要。（写しで可）
※特定被災区域外の方の 認定申請には、震災による売
上高等の減少事由を説明する「理由書」が必要。
②普通：２億円、無担保：８千万円、無担保無保証人：
1,250万円、
※災害関係保証、セーフティネット保証と合わせて、無担
保で１億６千万円、最大５億６千万円（ 一般保証と別枠。）
③保証期間：協会所定

保 災害関係保証
（各都県信用保証協
会）

－

１．震災により直接被害を受けた中小企業者が、金融機 関東経済産業局 中小企業金融
関から事業再建資金の借入を行う場合、信用保証協会が 課
保証する制度
TEL：048-600-0425
担当：金融係、信用保証係
２．①東日本大震災により直接の被害を受けた中小企業
者、原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時 各都県信用保証協会
避難準備区域内の中小企業者
http://www.zenshinhoren.or.jp/a
・地震・津波等により直接被害を受けた方。
ccess.htm
→ 市区町村等の罹災証明が必要。（写しで可、事後提出
可）
・原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避
難準備区域の区域内の方。
→ 納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。（写しで
可、事後提出可）
②無担保：８千万円、最大２億８千万円（ 一般保証と別
枠。セーフティネット保証と同枠）
③保証期間：協会所定

東京中小企業投資育成株式会
社
２．①資本金３億円以下の株式会社、又は資本金3億円 TEL：03-5469-1811
以下の株式会社を設立しようとしている方（特例法による http://www.sbic.co.jp/
例外有り）
②１）審査を通過した企業の、株式、新株予約権、新株予
約権付社債を引き受ける ２）原則として増資後の議決権
総数の50％以内 ３）投資先企業への各種経営支援等

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

再生支援・M&A
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間

お問い合わせ先、関連URL

税 事業承継税制

－

１．中小企業の自社株式に係る後継者の贈与税及び相 関東経済産業局 中小企業課
TEL：048-600-0323
続税に関する納税猶予制度
担当：事業承継担当
２．①中小企業経営承継円滑化法第12条第１項の認定
を受けた中小企業者（原則、計画的な承継に係る取組に
関し事前の大臣確認が必要）
②贈与・相続等により取得した議決権株式（総株式数の
2/3に達するまでの部分）に係る課税価格の納税猶予

他 中小企業倒産防止共
済制度
（愛称：経営セーフティ
共済）
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

委 中小企業再生支援協
議会事業

－

出 中小企業再生ファンド
出資事業
（独立行政法人 中小
企業基盤整備機構）

－

１．取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に コールセンター（共済相談室）
直面してしまったときに資金を借入れることができる制度 050-5541-7171
です。
（平日：午前9時～午後7時 土
曜日：午前10時～午後3時）
２．①加入できる方は、中小企業者で引き続き１年以上 http://www.smrj.go.jp/kyosai/in
事業を行っている方です。
dex.html
②取引先が倒産した場合、無担保・無保証人で、積み立
②取引先が倒産した場合、無担保
無保証人で、積み立
てた掛金の１０倍の範囲内（最高8,000万円）で被害額相
当の共済金が借入れ可能。毎月の掛金（5千円～20万円
（5千円きざみで選択可能））も税法上、必要経費または
損金に算入できるため節税効果があります。また、40か
月以上掛金を納付している場合、任意解約で100％の掛
金が戻ってきます。
１．中小企業の事業再生に向けた取組を支援するため、 関東経済産業局 中小企業金
都道府県ごとに設置されている公正中立な公的機関で 融課
す。事業の収益性はあるものの、財務上の問題を抱えて TEL：048-600-0425
いる中小企業を対象に、きめ細かい相談対応、再生支援 担当：再生支援係
を行います。
各都県中小企業再生支援協議
会
２．①再生を目指す中小企業者
http://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/saisei/kyogikai_ichiran.htm
１．中小企業の再生支援を目的として設立されるファンド 独立行政法人 中小企業基盤
へ出資を行うことにより、事業再生に取り組む中小企業 整備機構 ファンド事業部
の資金調達の円滑化及び再生支援を行います。なお、 TEL：03-5470-1570
個別企業への投資は、各ファンドを運営する投資会社等 http://www.smrj.go.jp/fund/gaiy
o/053664.html
が行います。
２．①再生を目指す中小企業者
②③各ファンドによる

委 事業引継ぎ支援セン
ター事業

－

１．公正中立な公的機関である「事業引継ぎ支援セン
ター」（東京、静岡において開設済み）が、後継者の不在
や、事業引継ぎの進め方等に悩みを抱える中小企業を
対象に、きめ細かい相談対応、事業引継ぎの支援を行い
ます。
２．①事業の引継ぎに悩みを抱える中小企業者等

関東経済産業局 中小企業金
融課
TEL：048-600-0425
担当：再生支援係
東京都事業引継ぎ支援センター
TEL：03-3283-7555
http://www.jigyohikitsugi.jp/index.php
静岡県事業引継ぎ支援センター
TEL：054-275-1881
http://www.shizuokacci.or.jp/sbsc/

ひとめでわかる支援策
分類

補：補助金 助：助成金 委：委託費 融：融資 出：出資 保：債務保証 設：設備貸与 税：税制 展：展示会 セ：セミナー 他：その他
※支援条件等の細部が変更、追加される場合があります。詳細についてはお問い合わせ先までご連絡下さい。
※金利水準は市場の動向によって変動する場合があります。また資金使途及び返済期間により利率が異なります。
詳細は各金融機関にお問い合わせください。

その他
支援政策名
分 （ ）は実施機関
類
他 地域間交流支援（RIT）
事業
（独立行政法人 日本
貿易振興機構（ジェト
ロ））

他 中小企業支援ネット
ワーク強化事業

予算額 １．支援政策概要
（億円） ２．支援条件
①支援対象者 ②支援額等（補助率等）
③事業実施期間
－

１．技術連携や新製品・サービス開発のための日本と海
外の地域・企業間の技術・ノウハウなどの交流を支援。
２．①メンバーの2/3以上が中小企業である地場産業の
業界団体、協議会、研究会等
②最大800万円程度
③１年間～３年間

39.6

補 高度実践型人材育成
事業

2

補 地域商業再生事業

15

お問い合わせ先、関連URL

独立行政法人 日本貿易振興機
構（ジェトロ） 機械・環境産業企
画課
TEL：03-3582-5314
または最寄りのジェトロ貿易情報
センター
http://www.jetro.go.jp/jetro/acti
vities/high-tech/rit/

１．中小企業が抱える経営課題が高度化する中で、個々 関東経済産業局 産業部 中小
の中小企業支援機関の日常的な相談のみでは十分な対 企業課
応が困難なことから、幅広い支援機関から成るネットワー TEL：048-600-0322
ク（全国で約3,000機関目標）を経済産業局を中心に構
築。支援機関の連携の強化、支援能力の向上を図ること
により、中小企業が抱える経営課題への支援体制を強化
する。
具体的には経済産業局が中小企業支援の専門知識だ
けでなく豊富な実績を有する専門家を上級アドバイザー
（仮称）として選定。上級アドバイザーが、ネットワークを
構成する支援機関を巡回し、支援機関の相談対応の一
環として、高度専門的な相談に直接対応。必要な場合は
さらに専門家の派遣により、中小企業が抱える高度・専門
的な課題の解決を図る。
支援機関の相談員は上級アドバイザーの相談対応に参
加し、現場の経験を通じて能力向上を図るとともに、相談
対応による知見・ノウハウ等をネットワーク内で広く共有
し、支援機関の能力向上を図る。
１．経営支援に実績のある優れた支援機関等が、今後、
経営支援に取り組む地域の新たな担い手となる支援人材
を受け入れ、個々の企業支援を通じた実践的な研修事業
を行う場合に、必要な経費を補助。
２．
①金融機関を含む支援機関等未定 ②３／４ ③６月頃
～
１．商店街等とまちづくり会社等やNPO法人等とが一体と
なって、地域の状況等を丁寧に調査し、地域のまちづくり
計画と整合的な地域コミュニティの機能再生に取り組む
場合に支援を行う。

未定

関東経済産業局 産業部 流
通・サービス産業課 商業振興
室
TEL：048-600-0317

２．①商店街と民間事業者との連携対
②2／3
③24年度末まで
他 （株）全国商店街支援
センター事業

－

１．地域の課題解決に取り組む商店街に向け、支援人材 （株）全国商店街支援センター
の派遣、個店の魅力アップや人材育成など研修を柱とし TEL：03-6228-3061
た地域ニーズや課題に応じた支援メニューを用意し、商
（関東経済産業局 産業部 流
店街を支援
通・サービス産業課 商業振興
２ ①商店街等 ②無料（一部有料）、
２．①商店街等
②無料（一部有料）
室
TEL：048-600-0317）
③24年度末（適宜、公募）

