
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業等のデジタル、グリーンに資する革新的サービスの開発等に必要な
設備投資を支援し、また業況が厳しい中で生産性向上等に取り組む事業者の
設備投資等の経費の１／２～２／３を補助します。

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他 ●

【ものづくり補助金総合サイト】

http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

（制度詳細は下記へお問い合わせ下さい。）
【ものづくり補助金事務局サポートセンター】

TEL:050-8880-4053
受付時間：１０～１７時（土日祝日を除く）

申請枠 補助上限額 補助率

①通常枠
②回復型賃上げ・雇用拡大枠
③デジタル枠
④グリーン枠
⑤グローバル市場開拓枠

①②③※１
７５０万円～１,２５０万円
④※２
７５０万円～４,０００万円
⑤
１００万円～３,０００万円

①③④⑤
大幅な賃上げの場合
補助上限額引上の特例あり

①
１／２ 小規模・再生事業者 ２／３
②③④
２／３
⑤
１／２ 小規模・再生事業者 ２／３

概要

公募
期間

お問合せ先：産業技術連携課 (082-224-5680)
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【 １４次締切分】

令和５年１月１１日(水)～令和５年４月１９日(水)17時（採択発表：R5.6月中旬予定）

※なお、応募締切日から過去３年間に、２回以上類似の補助金の交付決定を受けた事業者は応募できません。
（詳細は、ものづくり補助金総合サイトのお知らせページにて順次ご連絡をしますのでご確認ください。）

申請
要件 ①事業者全体の付加価値額(※１)を年率平均３％以上増加

②給与支給総額を年率平均１．５％以上増加
③事業場内最低賃金を、毎年、地域別最低賃金＋３０円以上の水準にする

※補助事業実施年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の付加価値額及び賃金引上げの目標を据え置きし、
その翌年度から３～５年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。（回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く。）

以下①～③の要件をすべて満たす３～５年の事業計画を策定及び実行すること。
これに加え、下記の各枠で対象となる設備投資（50万円(税抜き)以上）が必要です。

(※１)営業利益＋人件費＋減価償却費

設備投資や試作開発を行いたいR４補正

公募中

補助金

※１ 補助上限額は、従業員数により
変わります。

【申請枠】※同一法人・事業者での応募は１申請に限ります。※申請後の申請枠・類型の変更はできません。
＜通常枠＞
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等
＜回復型賃上げ・雇用拡大枠＞
業況が厳しい事業者（※）で、賃上げ・雇用拡大に取り組むための革新的な製品・サービス開発・改善等に必要な設備・システム投資等
※前年度の事業年度の課税所得がゼロであり、常時使用する従業員がいる事業者に限る。
＜デジタル枠＞
DX（デジタル・トランスフォーメーション）に資する革新的な製品・サービス開発・改善等による生産性向上に必要な設備・システム投資等
＜グリーン枠＞
：エントリー類型：スタンダード類型：アドバンス類型
温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発・改善等による生産性向上に必要な設備・システム投資等
＜グローバル市場開拓枠＞
：①海外直接投資類型②海外市場開拓（JAPANブランド）類型③インバウンド市場開拓類型④海外事業者との共同事業類型
海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」
に必要な設備・システム投資等

(①②③) 従業員数 ５人以下： 750万円、 6人～20人：1,000万円、 21人以上：1,250万円

※２ 補助上限額は、温室効果ガス
排出削減取組に応じてにより変わります。

エントリ－類型 5人以下： 750万円、 6人～20人：1,000万円、 21人以上：1,250万円
スタンダード類型 5人以下： 1,000万円、 6人～20人：1,500万円、 21人以上：2,000万円
アドバンス類型 5人以下： 2,000万円、 6人～20人：3,000万円、 21人以上：4,000万円
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小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けなが
ら取り組む販路開拓等の取り組みに係る費用の一部を補助します。

事業者名：田中商店（広島県福山市）
【事業内容】
店内空間を活用し高級感ある陳列棚を導入する
ことで、国産ワインと県内産日本酒の販売によ
る客単価と回遊性を高めた。保存機能も向上し
たことでワインの品質維持も図られた。

【事業者の声】
商工会経営指導員とともに経営計画を作成する
ことで、補助金による既存店舗の改装後には、
飲食店の新規開業につながっており、更なる事
業発展のきっかけとなっている。

中小企業

小規模 ●

支援機関

自治体

その他

・第12回：令和５年６月１日（木） 締切

・第13回：令和５年９月７日（木） 締切

改 装 後

類型 通常枠

特別枠

賃金
引上げ枠

卒業枠
後継者
支援枠

創業枠

補助額
（上限）

５０万円 ２００万円

補助率 ２／３ （賃金引上げ枠の赤字事業者は３／４）

【商工会議所エリアの方はコチラ】
【商工会エリアの方はコチラ】

https://r3.jizokukahojokin.info/
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

全
国
商
工
会
連
合
会
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局

商工会議所 商工会

お問合せ先：中小企業課 (082-224-5661)

小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

補助金

公募中

販路開拓を行いたい

小
規
模
事
業
者

支援

支援
概要

公募
期間

活用
事例

商
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所事業支援

計画書

【補助対象の一例】

ホームページ
の作成・改良

チラシの作成
広告掲載

店舗の改装

改 装 前

R4第2次補正

■賃金引上げ枠… 事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋30円以上とした事業者。

■卒業枠… 小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者。

■後継者支援枠… アトツギ甲子園のファイナリストになった事業者。

■創業枠… 過去３年以内に「特定創業支援等事業」による支援を受け創業した事業者。

インボイス特例：（インボイス転換事業者）を対象に、全ての枠で一律５０万円補助上限上乗せ

経営計画
書・事業
計画書

2



中小企業等事業再構築促進事業
（事業再構築補助金）

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための

新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模
の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他

【第10回公募】公募期間：令和５年３月３０日～令和５年６月３０日
サプライチェーン強靱化枠を除く https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf
サプライチェーン強靱化枠 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo_sc.pdf

補
助
金
事
務
局

お問合せ先：経営支援課［サプライチェーン強靱化枠を除く］ (082-224-5658)
産業振興課［サプライチェーン強靱化枠］ （082-224-5638）

補助金R4補正

公募中

中
小
企
業
等

支
援

支援
概要

公募
期間

活用
事例

【制度詳細について】
✔事業再構築補助金事務局ＨＰ

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
✔事業再構築補助金事務局コールセンター
・０５７０－０１２－０８８（ナビダイヤル）
・０３－４２１６－４０８０（ＩＰ電話用）

※各事業類型によって申請要件等異なりますので、公募要領を必ずご確認ください。

事業再構築補助金事務局ＨＰに、採択事例紹介や活用イメージ集がございます
のでご参考ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php

（※1）事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成すること。

（※2）成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者が申請可能。大規模賃金引上促進枠と併用不可。

（※3）成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者が申請可能。卒業促進枠と併用不可。

（※4）従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6～20人の場合600万円、従業員数21～50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合1,200万円までは3/4

（※5）従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6～20人の場合600万円、従業員数21～50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合1,200万円までは2/3

事業類型 補助率

成長枠

・従業員数20人以下

・従業員数21～50人
・従業員数51～100人
・従業員数101人以上

100万円～2,000万円

100万円～4,000万円
100万円～5,000万円
100万円～7,000万円

・中小企業者等 1/2

（大規模な賃上げ（※1）を行う場合2/3）

・中堅企業等1/3
（大規模な賃上げ（※1）を行う場合1/2）

グリーン成長枠＜エントリー＞ 

・中小企業者等（従業員数20人以下）

・中小企業者等（従業員数21～50人）
・中小企業者等（従業員数51人以上）
・中堅企業等

100万円～4,000万円

100万円～6,000万円
100万円～8,000万円
100万円～1億円

・中小企業者等 1/2

（大規模な賃上げ（※1）を行う場合2/3）

・中堅企業等1/3
（大規模な賃上げ（※1）を行う場合1/2）

グリーン成長枠＜スタンダード＞
・中小企業者等

・中堅企業等

100万円～1億円

100万円～1.5億円

・中小企業者等 1/2

（大規模な賃上げ（※1）を行う場合2/3）

・中堅企業等1/3
（大規模な賃上げ（※1）を行う場合1/2）

卒業促進枠（※2）
・中小企業者等1/2

・中堅企業等1/3

大規模賃金引上促進枠（※3） 100万円～3,000万円
・中小企業者等1/2

・中堅企業等1/3

産業構造転換枠

・従業員数20人以下

・従業員数21～50人
・従業員数51～100人
・従業員数101人以上

100万円～2,000万円

100万円～4,000万円
100万円～5,000万円
100万円～7,000万円
※廃業を伴う場合は、廃業費

を最大2,000万円上乗せ

・中小企業者等2/3

・中堅企業等1/2

サプライチェーン強靱化枠 1,000万円～5億円
（建物費がない場合は3億円）

・中小企業者等1/2

・中堅企業等1/3

最低賃金枠
・従業員数5人以下

・従業員数6～20人
・従業員数21人以上

100万円～500万円

100万円～1,000万円
100万円～1,500万円

・中小企業者等3/4

・中堅企業等2/3

物価高騰対策・回復再生応援枠

・従業員数5人以下

・従業員数6～20人
・従業員数21～50人
・従業員数51人以上

100万円～1,000万円

100万円～1,500万円
100万円～2,000万円
100万円～3,000万円

・中小企業者等2/3（※4）

・中堅企業等1/2（※5）

成長枠・グリーン成長枠に準じる

補助金額
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中小企業 ●

小規模 ●

支援機関 ●

自治体

その他 ●

お問合せ先：流通・サービス産業課 (082-224-5655)

サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）

補助金R４補正

支援
概要

IT導入で業務効率化をしたい

公募
期間

IT導入補助金2023 事務局HP
https://www.it-hojo.jp/

IT導入補助金事務局コールセンター
Tel:0570-666-424 (IP電話:042-303-9749)

通常枠 デジタル化基盤導入枠
セキュリティ対策

推進枠類型名 A類型 B類型 デジタル化基盤導入類型 複数社連携IT導入類型

補助額

5万円
～

150万円
未満

150万円
～

450万円
以下

ITツール PC等 レジ等 ①デジタル化基盤導入類型
の対象経費
⇒補助額・補助率ともに同類型と

同じ
②それ以外の経費
⇒補助額は50万円×グループ構

成員数
補助率は2/3

（補助上限額は、3,000万円及び
事務費・専門家費）

5万円
～100万円～50万円

以下
50万円超～
350万円

～10
万円

～20
万円

機能
要件

１

プロセス
以上

４

プロセス
以上

１機能
以上

２機能
以上

ITツールの使用
に資するもの

サイバーセキュリ
ティお助け隊

サービス

補助率 1/2以内 3/4以内 2/3以内 1/2以内 1/2以内

対象
経費

ソフトウェア購入費、
クラウド利用料2年分、

導入関連費

ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大２年分)、ハードウェア購入費、導入関連費

【複数社連携IT導入類型のみ】上記に加え事務費・専門家費

サービス利用料
（最大２年分）

・中小・小規模事業者が生産性向上に資するITツール（ソフトウェア、サービス等）を
導入するための事業費等を支援します。

・インボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、「通常枠」よりも補助
率を引上げ、中小・小規模事業者における会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・
ＥＣソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、券売機等の導入費用を支援します。

・複数の中小・小規模事業者が連携してＩＴツール及びハードウェアを導入することに
より生産性の向上を図る取組に対して、「通常枠」よりも補助率を引き上げ、複数社
へのＩＴツールの導入を支援します。また、効果的に連携するためのコーディネート
費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援します。

・サイバーインシデントによる物資やサービスの安定供給に支障が生じることを防ぐた
めに、中小企業等に必要な対策をワンパッケージにまとめた「サイバーセキュリティ
お助け隊サービス（※）」について、最大２年間分のサービス利用料を支援します。

※(独)情報処理推進機構(IPA)にリストが掲載 https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/index.html

通常枠

デジタル化基盤導入類型

複数社連携IT導入類型

セキュリティ対策推進枠

公募中

通常枠（A・B類型）
１次締切日 ４月２５日（火）１７時予定

２次締切日 ６月 ２日（金）１７時予定

デジタル化基盤導入類型

１次締切日 ４月２５日（火）１７時予定

２次締切日 ５月１６日（火）１７時予定

３次締切日 ６月 ２日（金）１７時予定

複数社連携IT導入類型 １次締切日 ５月３１日（水）１７時

セキュリティ対策推進枠
１次締切日 ４月２５日（火）１７時予定

２次締切日 ６月 ２日（金）１７時予定
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国

商
店
街
、

ま
ち
づ
く
り
会
社
等

補助額

中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体

その他 ●

補助金エリアで滞留・交流空間整備や消費創出をしたい

お問合せ先：流通・サービス産業課 (082-224-5655)

R４補正

専
門
家
等

公募終了

対象
事業者

面的地域価値の向上・消費創出事業

商店街、まちづくり会社等が、自らの魅力・地域資源等を活かした、
新たな滞留・交流空間の整備や、消費を創出するための事業等を支援
します。その際、専門家等が事業効果等を定期的に確認しながら伴走
することで、地域の「稼ぐ力」の向上に繋げます。なお、事業実施に
あたっては、地方公共団体の連携・協働を要件とします。

200万円～3,000万円（補助率は2/3）

制度
概要

①商店街等組織（中小小売業・サービス業のグループ等）
※商店街、飲食店街、温泉組合 等

②まちづくり会社等

面的伴走支援補助金交付

専門的支援
経費負担

事業
内容 域外需要を取り込むための体験事業、回遊促進事業、HP改修等

滞留・交流スペース整備、エリア景観整備等

※地方公共団体との連携が要件

公募
期間

令和5年3月6日(月)～令和5年4月10日(月)15時まで（終了）

事業イ
メージ

（予定）

（予定）

（予定）

https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2023/230208menteki.html
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中小企業 ●

小規模 ●

支援機関

自治体 ●

その他 ●

・公募期間：令和５年３月２７日（月）～令和５年度４月２４日（月）１７：００必着

・補助対象事業の申請要件、補助対象設備等の詳細は（一社）環境共創イニシアチ
ブの公募要領等を御覧ください。

・令和３年度「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」
新規採択件数 １，３００件（申請２，３９３件）
※申請・採択とも７割以上が中小企業。

事業者名：気高電機株式会社（鳥取県鳥取市）

高効率全電動射出成形機

（担当者の声）
省エネ補助金を活用することにより、旧式で効率の悪かった油圧式射出
成形機を入れ替え、全電動式射出成形機へと更新することができ、省エ
ネと生産効率の向上の相乗効果で６０％の節電が実現出来た。大型消費
電力機器だったので工場全体の節電への寄与は大きかった。

【（一社）環境共創イニシアチブ】

https://sii.or.jp/senshin04r/

https://sii.or.jp/shitei04r/

お問合せ先：エネルギー対策課 (082-224-5741)

令和4年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造
転換支援事業

補助金R４補正予算

公募中

省エネ設備に更新したい

（
一
社
）
環
境

共
創
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
、

大
企
業
等

支援

支援
概要

公募
概要

参考
情報

活用
事例

・工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等と
いった、みなさまの省エネルギー対策を支援します。

（※詳細は、上記URLまたはQRコードからご確認ください。）

先進事業 オーダーメイド型事
業

指定設備
導入事業

エネルギー需
要最適化対策
事業

補
助
率

大企業等 １／２以内 １／３以内（※１） １／３以内 １／３以内

中小企業等 ２／３以内 １／２以内（※１） １／２以内

＜令和４年度補正予算補助事業の概要＞

（※１）投資回収年数が７年未満の省エネ投資事業は大企業等１／４以内、中小企業
等１／３以内

【先進設備】 【指定設備】
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目的別支援施策一覧　　目的別に補助金等の施策を掲載しています。

起業・創業

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○起業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク ●

　　お問い合わせ先：経営支援課（０８２－２２４－５６５８）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○中国地域女性ビジネスプランコンテストＳＯＥＲＵ ●

　　お問い合わせ先：経営支援課（０８２－２２４－５６５８）

新商品・新技術・新サービスの開発
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

● ● ● ●

○成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）＜補助金＞

　　お問合せ先：産業技術連携課（０８２－２２４－５６８０）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○中小企業組合等課題対応支援事業＜補助金＞ ● ●

　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)
　　URL：https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/kadaitaiou-index.html

　　中小企業組合が単独では解決困難なテーマ（新たな活路開拓・付加価値の創造等）について改善・
　　解決を目指すプロジェクトを支援します。

　　公募期間：令和4年3月1日（火）～8月12日（金）
　　　　　　　　第1次募集：令和4年3月1日（火）～3月31日（木）
　　　　　　　　第2次募集：令和4年4月1日（金）～5月27日（金）
　　　　　　　　第3次募集：令和4年7月15日（金）～8月12日（金）
　　補助率：6/10以内
　　補助金額：活路開拓事業…大規模・高度型（上限20,000千円）、通常型（上限12,000千円）
　　　　　　　　 展示会等出展・開催事業（上限12,000千円）

対象者

　　公募期間：令和5年2月22日（水）～4月20日（月）17時まで（公募終了）
　　補助率：●中小企業者(補助率：2／3以内)、●大学・公設試等※(補助率：定額,2/3) 、
　　　　　　　●課税所得15億円以上の中小企業等(補助率：1/2以内)
　　補助額：単年度4,500万円以下、2年度合計7,500万円以下、3年度合計9,750万円以下

　　地域の産業・創業支援機関や金融機関、民間事業者等により構成される
　　ネットワークにより、起業を志す女性や創業間もない女性起業家を支援します。

　　ＵＲＬ：http://woman.cnbc.or.jp/　

　　独自の審査観点（ワークライフバランス等）を取り入れたコンテストを通じて、
　　ロールモデルとなる女性起業家を発掘します。女性の活躍を応援する多くの地域
　　企業様にサポーターとして参画いただいており、受賞者は様々な支援を受けています。

　　中小企業等が大学・公設試等の研究機関と連携して行う、製品化つながる可能性の高い研究
　　開発、試作品開発等及び販路開拓への取組を支援します。

https://www.chugoku.meti.go.jp/koubo/indus_tech/230222.html
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経営改善・事業承継
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○令和４年度補正予算　事業承継・引継ぎ補助金＜補助金＞ ● ●

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○経営改善計画策定支援事業 ● ●

　補助率：２／３
　補助上限額：
　①通常枠
　　　DD・計画策定支援費用　２００万円

　　　金融機関交渉費用　１０万円
　②中小版GL枠
       DD費用等　３００万円
　　　計画策定支援費用　３００万円
　　　伴走支援費用　１００万円
　　お問合せ先：各県の中小企業活性化協議会もしくは中小企業課(082-224-5661)

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○早期経営改善計画策定支援事業 ● ●

　補助率：２／３
　補助上限額：
　①通常枠
　　　計画策定支援費用　１５万円

　　　伴走支援費用（決算期）　５万円
　②経営者保証解除枠
　　　計画策定支援費用　１５万円

　　　伴走支援費用（決算期）　５万円
　　　金融機関交渉費用　１０万円

　　お問合せ先：各県の中小企業活性化協議会もしくは中小企業課(082-224-5661)

　補助上限・補助率：
　①経営革新事業
　　　補助率：1/2～2/3　※補助額の600万円～800万円の部分の補助率は1/2
　　　補助上限：600～800万円　※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を600万円から800万円に引き上げ
　②専門家活用事業
　　　補助率：1/2～2/3
　　　補助上限：600万円　※M&Aが未成約の場合は300万円以内
　③廃業・再チャレンジ事業
　　　補助率：1/2～2/3
　　　補助上限：150万円

　事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企
業等を支援します。本補助金は、①経営革新、②専門家活用、③廃業・再チャレンジの３類型から構成されます。

　①経営革新事業
　　　事業承継やM&A後の経営革新（設備投資・販路開拓等）に係る費用を補助
　②専門家活用事業
　　　M&A時の専門家活用に係る費用（ファイナンシャルアドバイザー（FA）や仲介に係る費用（※）、デューデリジェ
　　　ンス、セカンドオピニオン、表明保証保険料等）を補助
　　　　（※）FA・仲介費用については「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援に係る費用
　　　　　　　だけが補助対象
　③廃業・再チャレンジ事業
　　　事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用（在庫廃棄費、原状回復費等）を補助

　　※③廃業・再チャレンジ事業は、①経営革新事業、②専門家活用事業と併用可能

　公募期間：類型によって異なります。以下のホームページでご確認ください。

　　資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を実施する中小企業・小規模事業者が、外部専門家（認定支援機
　　関）の助けを得て実施する早期経営改善計画の策定を支援します。

　　　伴走支援費用（モニタリング費用）　１００万円

　財務上の問題を抱えており金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が、外部専門家（認定支援機関）の助け
　を得て実施する経営改善計画の策定を支援します。

　　　伴走支援費用　５万円

　　　伴走支援費用　５万円

URL https://jsh.go.jp/r4h/

　お問合せ先：経営支援課(082-224-5658)
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中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○中小企業１１９ ● ● ●

　　お問合せ先：中小企業課(082-224-5661)

　　URL：https://chusho119.go.jp/

知的財産
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○外国出願補助金＜補助金＞ ● ●

補助率：１／２
補助上限額：１企業あたり３００万円

※特許１５０万円、商標６０万円等、１案件ごとの上限もあり
　　募集時期：随時（詳しくは下記HP参照）
　　お問合せ先：知的財産室(082-224-5680)
　　申請手続：各県中小企業支援センター等もしくは（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）（詳しくは下記HP参照）

　　URL：https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_gaikokusyutugan.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○特許料等減免制度 ● ●

お問合せ先：知的財産室(082-224-5680)

URL：https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

○もうけの花道（知的財産を学べる動画サイト） ● ● ● ● ●

お問合せ先：知的財産室(082-224-5680)

URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/ip/

知的財産（知財）をビジネスにどう活かすか。インタビューを通じて収集した中小企業の知財活用
事例動画、知財を意識しなかったことで起こりがちな失敗事例を楽しく学べるアニメ等、中国経済
産業局が自信を持って提供する、「知財を学べる」学習コンテンツです。

中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1～10年分)」の減免措置を講じます。平成３１年
４月からは、手続方法の改定により、簡素な方法で申請を行うことができるようになります。

海外展開にあたって重要な、進出先国における特許権や商標権等の外国出願に要する費用を助成
します。

よろず支援拠点や地域プラットフォーム （地域PF）が、個々の事業者の経営課題に応じた専門家を
初回無料で派遣します。（２回目以降有料。一年度当たり５回まで）
※地域PF：商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関が中小企業支援を目的に

連携した組織
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販路開拓（国内外）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

● ●
○JLOX コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業(ライブエンタメ産業の基盤強化支援) ＜補助金＞

　URL:https://jlox.jp/

　申請期間：
　申請受付期間　　　　　　　　　　　　　　　　　/　申請可能なイベント実施日
　第1回 令和5年3月31日から4月9日まで　/　令和5年4月28日から6月30日まで
　第2回 令和5年4月14日から5月8日まで　/　令和5年7月１日から10月31日まで
　第3回 令和5年6月16日から7月7日まで　/　令和5年9月1日から令和6年1月31日まで
　第4回 令和5年8月18日から9月8日まで　/　令和5年11月1日から令和6年1月31日まで

　ライブエンタメ等のコンテンツ産業を下支えし、収益力回復に向けたイベントの実施を支援します。

　申請要件：
　①ライブエンタメイベントの主催者が、日本国内において、何らかのデジタル技術を1つ以上取り入れた「コ
ン
　　 テンツに関するイベント」を実施すること
　②計画上、上記の取組により、当該イベントの収入が支出を上回ること

　補助額：1件当たり　上限2,500万円　（1事業者につき、20件もしくは1億円まで）
　補助率：1/2
　対象となる事業：
　①音楽、演劇等をはじめとするエンターテインメントに関するイベント
　（文化芸術基本法第8条から第11条に定める文化芸術分野）
　※このうち、「実演を伴うイベント」を実施するものに限ります。
　※第9条に定める分野においては実演は必須ではありません。
　②令和5年4月28日～令和6年年1月31日に開催されるイベント

　申請主体：イベントの主催法人
　補助対象経費：イベントの実施に関する費用等
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設備投資（生産性向上・省エネ）
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

● ● ●

　　補助率：中小企業等１／２以内、大企業等１／３以内
　　※補助金額の上限：なし
　　申請手続：（一社）低炭素投資促進機構
　　お問合せ先：環境・資源循環経済課（０８２－２２４－５６７６）

　　URL:https://www.teitanso.or.jp/shigen/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
● ● ●

　　補助率：２／３以内　※補助金額の上限：５億円／年
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）

　　URL：https://sii.or.jp/zeb05/public.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
●

○住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業〈補助
金〉（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業のうち次世代ZEH＋）

　　補助率：１００万円／戸＋α　※詳細は公募要領参照
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）

　　URL：https://sii.or.jp/meti_zeh05/zeh_plus/public.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
●

○住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業〈補助
金〉（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業のうち超高層ZEH-M）

　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）

　　URL：https://sii.or.jp/meti_zeh_m05/zeh_m/public.html

　　現行の『ＺＥＨ』より省エネルギーを更に深掘りするとともに、設備のより効率的な運用等により
　　太陽光発電等の自家消費率拡大を目指したＺＥＨ（以下、ＺＥＨ＋という）に加え、ＺＥＨ＋に
　　蓄電システム、燃料電池、Ｖ２Ｈ充電設備を活用するモデル（次世代ＺＥＨ＋）の実証を支援。
　　※詳細は決定次第、以下URLの（一社）環境共創イニシアチブHP上で公表予定。

○住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業〈補助金〉（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業）

○資源自律に向けた資源循環システム強靭化実証事業費補助金

　民間企業等が電気電子製品やバッテリー等を構成する金属類（レアメタル・レアアース等）、
　自動車、包装、プラスチック、繊維について、自律型資源循環システムを構築するために
　必要な機器及び設備の導入を行う事業により、我が国が保有する先進的な資源循環技術の
　早急な社会実装を通じて、循環経済モデルのトップランナーとなる自律型資源循環システムを
　構築することで、我が国の戦略的自律性・不可欠性を確保し、国際競争力を獲得することを
　目的とする。

　　公募期間：令和５年３月３０日（木）～令和５年４月２８日（金）１５：００締切（公募終了）

　　ＺＥＢの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物
　　（新築：１万ｍ２以上、既築：２千ｍ２以上）について、先進的な技術等の
　　組み合わせによるＺＥＢ化を通じて、その運用実績の蓄積・公開・活用を図る実証事業。
　　※詳細は決定次第、以下URLの（一社）環境共創イニシアチブHP上で公表予定。

　　公募期間：一次公募　令和５年５月８日（月）～令和５年６月５日（月）１７：００締切
　　　　　　　　　二次公募　令和５年７月３１日（月）～令和５年８月２８日（月）１７：００締切

　　補助率：1／2以内、上限3億円/年、10億円/事業　※詳細は公募要領参照

　　公募期間：令和５年５月２５日（木）～令和５年６月２３日（金）　１７：００締切

　　公募期間：令和５年４月２８日（金）～令和５年１１月１０日（金）　１７：００締切

　　超高層集合住宅のZEH化を促進するための設計ガイドラインを策定する
　　ために必要な実証事業を公募し、ZEH化にかかる費用の一部を補助。
　　※詳細は決定次第、以下URLの（一社）環境共創イニシアチブHP上で公表予定。
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中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
●

　　補助率：1/2以内　※補助金額の上限：３００万円／戸
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５７４１）

　　URL：https://sii.or.jp/meti_material04/overview.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
●

○地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金〈補助金〉（地
域マイクログリッド構築事業）【令和3年度補正】

　　補助率：2/3以内　※詳細は公募要領参照
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５８１８）

　　URL：https://sii.or.jp/microgrid04/note2.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
●

　　補助率：2/3以内　※詳細は公募要領参照
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５８１８）

　　URL：https://sii.or.jp/microgrid04/note2.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
●

　　補助率：3/4以内　※詳細は公募要領参照
　　申請手続：（一社）環境共創イニシアチブ
　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５８１８）

　　URL：https://sii.or.jp/microgrid04/note2.html

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
● ● ●

　　地域マイクログリッド構築に向けた導入可能性調査を含む事業計画
　　「導入プラン」を作成しようとする民間事業者等に対し、プラン作成に
　　必要な費用の一部を支援。

　　公募期間：令和４年５月２５日（水）～令和４年６月３０日（木）１７：００締切（公募終了）

　　公募期間：三次公募　令和４年１０月３１日（月）～令和４年１１月３０日（水）　１７：００締切（公募終了）

　　地域にある再生可能エネルギーを活用し、平常時は下位系統の潮流を把握し、
　　災害等による大規模停電時には自立して電力を供給できる「地域マイクログリッド」を
　　構築しようとする民間事業者等に対し、構築に必要な費用の一部を支援。

　　公募期間：令和４年５月２５日（水）～令和４年６月１０日（金）１７：００締切（公募終了）

　　地域にある再生可能エネルギーを活用し、平常時は下位系統の潮流を把握し、
　　災害等による大規模停電時には自立して電力を供給できる「地域マイクログリッド」を
　　構築しようとする民間事業者等に対し、構築に必要な費用の一部を支援。

○住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業＜補助金＞ （次世代省エネ建材支援事業）

○地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金〈補助金〉（地域マイクログリッド構築事業）【令和4年度】

○地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金〈補助金〉（導入プラン作成事業）

　　公募期間：〈３次公募〉令和４年８月１５日（月）～令和４年１０月３１日（月）１７：００締切（公募終了）

　　工期短縮可能な高性能断熱建材や蓄熱、調湿等の付加価値を有する
　　省エネ建材を用いた住宅の断熱リフォーム事業を支援。
　　※詳細は決定次第、以下URLの（一社）環境共創イニシアチブHP上で公表予定。
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○需要家主導による太陽光発電導入促進補助金〈補助金〉

　再生可能エネルギーの利用を希望する需要家が、発電事業者や
　需要家自ら太陽光発電設備を設置し、FIT/FIP 制度及び自己託
　送によることなく、再生可能エネルギーを長期的に利用する
　契約を締結する場合等の太陽光発電設備の導入を支援。

　　補助率：1/2以内（自治体連携型の場合は2/3以内、蓄電池については１／３以内）※詳細は公募要領参照

　　申請手続：（一社）太陽光発電協会　

　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５８１８）

　　URL：https://jp-pc-info.jp/

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
● ● ●

○再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業〈補助金〉

　FIP 認定を受けて、FIP 認定設備を管理・運営するとともに、再生可能
　エネルギー設備への蓄電池の併設の導入を支援。
　いわゆる「FIP 認定」を受ける事業であり、令和4 年3 月31 日以前の改正
　前も含め再エネ特措法に基づくFIT認定を受けた事業がFIPに移行する事
　業を含む。

　　補助率：1/4以内（発電する全量を地域新電力に供給する場合は1/3以内）※詳細は公募要領参照

　　申請手続：（一社）太陽光発電協会　

　　お問合せ先：エネルギー対策課（０８２－２２４－５８１８）

　　URL：https://jp-pc-info.jp/

　　公募期間：令和５年４月３日（月）～５月２６日（金）（令和４年度第２次補正）

　　公募期間：令和５年４月１０日（月）～６月２日（金）（令和４年度第２次補正）
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商業・まちづくり
中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他

●

　　お問合せ先： 流通・サービス産業課 （０８２－２２４－５６５５）

中小企業 小規模 支援機関 自治体 その他
● ● ●

 ○地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業〈補助金〉

　　補助上限：①消費動向等分析・テナントミックス構築事業（ソフト事業）
　　　　　　　　　　　地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の4/5、上限額400万円
　　　　　　　　　②商店街等新機能導入促進事業（ハード事業）
　　　　　　　　　　　地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の2/3、上限額4,000万円
　　　　　　　　　※地方公共団体の補助率等は、所在地の都道府県又は市区町村にお問い合わせください。

　　地域の単独もしくは複数の中小企業等が、地域内外の関係主体と連携しつつ、
　　複数の地域に共通する地域・社会課題について、技術やビジネスの視点を取り入れながら、
　　複数地域で一体的に解決しようとする事業（実証プロジェクト）を支援

　　　　商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につながる魅力的な
　　機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に取り組む事業を
　　商店街等組織又は民間事業者が行う場合に、その事業に要する経費の一部を地方公共団体と
　　ともに補助することにより、地域のニーズや新たな需要に対応しようとする取組等を後押しし、
　　商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展の促進を支援します。

　　公募期間：一次募集　令和５年２月２２日(水)～令和５年４月２４日（月）（公募終了）

　　補助対象事業者：地方公共団体（都道府県及び市町村（特別区を含む））
　　間接補助事業者：商店街等組織又は民間事業者

　　URL:　https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2023/230209kino_fukugo.html

○地域商業機能複合化推進事業（地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業）〈補助金〉

　URL：https://chiiki-ks.jp/

　公募期間：令和4年4月18日（月）～令和4年5月17日（火）　（公募終了）
 　 (1)【BtoGモデル枠】（主に地方自治体への販路獲得を想定している事業）
　　　①通常型
　　　　　要件：５市町村（東京２３区を含む）以上の地域で実証する事業であること。
　　　　　補助率：２／３以内（中小企業等）
　　　　　補助上限額（下限額）：３,０００万円（１００万円）
　　　②広域型
　　　　　要件：１０市町村（東京２３区を含む）以上の地域で実証する事業であること。
　　　　　　　　　実証を行う地域の地方自治体から、実証事業費の負担軽減に資する支援を受ける予定があること。
　　　　　補助率：２／３以内（中小企業等）、１／２以内（中小企業ではない地域経済牽引企業等※）※詳細要件あり
　　　　　補助上限額（下限額）：４,０００万円（１００万円）
　　　③さらなる広域型
　　　　　要件：１５市町村（東京２３区を含む）以上の地域で実証する事業であること。
　　　　　　　　　実証を行う地域の地方自治体と、連携協定を締結している（する予定がある）こと。
　　　　　補助率：１／２以内
　　　　　補助上限額（下限額）：４,０００万円（１００万円）

　　(2)【BtoB/BtoCモデル枠】（主に地方自治体以外の団体や企業、または個人への販路獲得を想定している事業）
　　　①通常型
　　　　　要件：５市町村（東京２３区を含む）以上の地域で実証する事業であること。
　　　　　補助率：２／３以内（中小企業等）
　　　　　補助上限額（下限額）：３,０００万円（１００万円）
　　　②広域型
　　　　　要件：１０市町村（東京２３区を含む）以上の地域で実証する事業であること。
　　　　　　　　　実証を行う地域の地方自治体から、実証事業について支援を受ける予定があること。
　　　　　補助率：２／３以内（中小企業等）、１／２以内（中小企業ではない地域経済牽引企業等※）※詳細要件あり
　　　　　補助上限額（下限額）：４,０００万円（１００万円）

　お問合せ先：企画調査課（０８２－２２４－５６２６）
　申請手続：地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業補助金事務局（株式会社ソーシャル・エックス）
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