事業の再構築に挑戦する皆様へ
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

企業の思い切った事業再構築を支援
（令和2年度第3次補正・令和3年度補正・令和4年度予備費予算
中小企業等事業再構築促進事業）
対象
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編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、以下の要件をすべて満たす中小
企業等の挑戦を支援します！
１． 2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、
コロナ以前（2019年又は2020年１～３月）の同３か月の合計売上高と比較して
10％以上減少していること。
必

※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
須
2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同
申
３か月の合計付加価値額と比較して15％以上減少していること。
請
要 ２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築
に取り組む。
件

３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

【通常枠】
補助額

従業員数20人以下
：100万円～2,000万円
従業員数21～50人
：100万円～4,000万円
従業員数51人～100人 ：100万円～6,000万円
従業員数101人以上
：100万円～8,000万円

補助率 中小企業２/３（6,000万円超は1/2）
中堅企業１/２（4,000万円超は1/3）

【大規模賃金引上枠】
必須要件１.～３.を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3～5年の事業計画期間終了までの間、事
業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること及び補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から３～5年の事
業計画期間終了までの間、従業員数を年率平均1.5％以上（初年度は1.0％以上）増員させること。
補助額

従業員数101人以上：8,000万円～1億円

【回復・再生応援枠】

補助率 中小企業２/３ （6,000万円超は1/2）
中堅企業１/２ （4,000万円超は1/3）

必須要件１.～３.を満たし、かつ以下の①又は②のどちらかを満たすこと
①2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること。
②中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）等から支援を受け再生計画等を策定していること。
補助額

従業員数５人以下 ：100万円～500万円
従業員数６～20人 ：100万円～1,000万円
従業員数21人以上 ：100万円～1,500万円

補助率 中小企業３/４
中堅企業２/３

【最低賃金枠】
必須要件１.～３.を満たし、かつ2021年10月から2022年8月までの間で、３月以上最低賃金＋30円以内で雇用している従業員
が全従業員の10％以上いること
補助額

従業員数５人以下 ：100万円～500万円
従業員数６～20人 ：100万円～1,000万円
従業員数21人以上 ：100万円～1,500万円

補助率 中小企業３/４
中堅企業２/３
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【グリーン成長枠】
以下の要件を全て満たすこと（売上高の減少は求めない）。
①事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均5.0％以上増加又は従業員一人当たり付加価値額の
年率平均5.0%以上増加の達成。
③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、
その取組に関連する2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行う。
補助額

中小企業：100万円～1億円
中堅企業：100万円～1.5億円

補助率

中小企業１/２
中堅企業１/３

【緊急対策枠】
必須要件２.～３.を満たし、かつ足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連続
する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年～2021年の同3か月の合計売上高と比較して10％以上減少していること
等。また、コロナによって影響を受けていること。
（※）売上高の減少に代えて、付加価値額の減少でも可。
（※）電子申請時に、コロナによって受けている影響を申告することが必要。
補助額

従業員数５人以下
従業員数6～20人
従業員数21人～50人
従業員数51人以上

：100万円～1,000万円
：100万円～2,000万円
：100万円～3,000万円
：100万円～4,000万円

補助率

中小企業３/４（※1）
中堅企業２/３（※2）

（※1）従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6~20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の
場合1,500万円を超える部分は2/3
（※2）従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6～20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の
場合1,500万円を超える部分は1/2

中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ
飲食業

小売業

喫茶店経営
➡飲食スペースを縮小し、新
たにコーヒー豆や焼き菓子の
テイクアウト販売を実施。

衣服販売業
➡衣料品のネット販売やサ
ブスクリプション形式のサー
ビス事業に業態を転換。

製造業
ガソリン車向け部品製造
➡グリーン課題の解決に資
する取組としてEV向け部品
製造の事業を新規に立上げ。

補助対象経費の例
建物費（建物の建築・改修等）、機械装置・システム構築費、技術導入費（知的財産権導入に要す
る経費）、外注費（加工、設計等）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出
展等）、研修費（教育訓練費等）等
【注】 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費は補助対象外です。

● 10月3日、第8回公募を開始しました（申請受付は調整中）。 締切りは1月13日です。
● 申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。公募要領に記載されている審査項目や注意事
項を確認の上、事業計画を策定してください。
※ 詳細は事業再構築補助金事務局ホームページをご確認ください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
お問い合わせ

事業再構築補助金事務局コールセンター 【９:00～18:00（日祝日を除く）】
＜ナビダイヤル＞０５７０-０１２-０８８ ＜IP電話用＞０３-４２１６-４０８０

※申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。発行に時間を要する場合がありますので、未取得の方は、
速やかに利用登録を行ってください。
➡ https://www.jgrants-portal.go.jp/
※認定経営革新等支援機関をお探しの際は、検索システムをご活用ください。
➡https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
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事業再構築補助金事務局HP

中国経済産業局関連イベント・セミナー・説明会一覧【R4.12.9以降】
https://www.chugoku.meti.go.jp/event/event.html
申込方法など詳細はこちらのURLよりご確認ください
12月
12日(月)
13時30分～16時00分

令和４年度安全保障貿易管理説明会
開催概要

開催方法

中国経済産業局では、輸出管理について初級者の
方を対象に、①安全保障貿易管理（外為法関
連）の重要性、②制度の概要及び自主的な輸出
管理体制整備などのポイントなどを解説する「安全
保障貿易管理説明会」を開催いたします。
本説明会は、令和4年度に経済産業省が委託事
業として実施している中小企業等アウトリーチ事業
（受託先：株式会社船井総合研究所）の一環と
して実施されるものになります。

16日(金)
13時00分～16時30分

対面開催
【会場】中国経済産業局第１会議室
（広島県広島市中区上八丁堀6番30
号 広島合同庁舎2号館2階）
13時より広島合同庁舎2号館1階 セ
キュリティゲート前にて受付を開始し、検
温の後、入館証を交付いたします。

定員

問い合わせ先

対象

中国経済産業局 産業部
国際課 （担当：好澤、堂山）
電話：082-224-5659
FAX：082-224-5642
40名程度
（先着順）

【お問い合わせ先】
株式会社船井総合研究所
中小企業等アウトリーチ事業 事務局
電話 0120-219-560
（平日 9：45～17：30）
Email info@outreach.go.jp
URL https://r4.outreach.go.jp/

ー

つながる特許庁in広島
開催概要

開催方法

中国経済産業局では、特許庁とともに、「つながる特
許庁in 広島」を開催いたします。
今回のテーマである「ブランド戦略」は、大企業や高
級品メーカーだけのものではありません。自社自体や
商品の世界観、ストーリー、魅力を発信し、国内外
対面＋オンライン開催
の顧客から強い支持を得て、ブランド戦略に成功して
【開催場所】広島県情報プラザ（広島県
いる企業があります。また、ブランド戦略と地域貢献
広島市中区千田町3丁目7-47）
の好循環も生まれています。今回のイベントでは、専
門家やブランド戦略に力を入れている中国地域の企
業をお招きし、自社や商品ブランドを守るための知財
戦略や知財権の取得と活用に関する情報を発信し
ます。

定員

問い合わせ先

対象

中国経済産業局 地域経済部
産業技術連携課 知的財産室
電話：082-224-5680
FAX：082-224-5645

50名
（定員に達し次第
【お問合せ先】
締切ります）
令和4年度つながる特許庁運営事務局
株式会社角川アスキー総合研究所内
E-mail：support@tsunagarujpo2022.go.jp

ー

ホットな情報をお届けする、充実のコンテンツ

30

縁（ゆかり）パートナー
○地方創生の一層の推進に向け、市町村との更なる連携強化を図ることを目指し、本制度を
創設しています。縁（ゆかり）パートナーを通じて「顔の見える関係」を構築していきます。
『縁パートナーが貴市町村のご相談を伺います。』

縁（ゆかり）パートナーってどんな人？
中国地域の各市町村に、「出身地」、「学生時代に過ごし
た」などの縁（ゆかり）を持つ職員が中心です。

活動内容
「縁（ゆかり）パートナー」は、当該自治体及び自治体に
ある企業等からの相談等の一元的な窓口となるほか、施策の
紹介、各地域と連携したプロジェクトなども支援していきま
す。

活動実績
➢地方自治体職員向けRESAS（地域経済分析システム）活用研修（島根県益田市・津和野町合同開催）
➢企業等に対する経済産業省関連施策説明会（島根県出雲市、岡山県倉敷市ほか多数）
【お問い合わせ先】

総務課（０８２－２２４－５６１５） URL：https://www.chugoku.meti.go.jp/info/partner/index.html

地域経済分析システム RESAS･V-RESAS〔出前講座･ワークショップ、経済動向等〕
○地域の経済動向や特徴を可視化し、地域における新たな政策立案等を支援します。
RESASは、産業構造や人
口動態、観光動向（イン
バウンド含む）等のビッ
グデータをマップやグラフでわかりやすく表示
できるシステムです。

V-RESAS

○新型コロナウイルス感染症 [COVID-19] 等が、
地域経済に与える影響を把握し、地域再活性化施策
の検討におけるデータの活用を支援します。

（観光マップ：目的地分析）（産業構造マップ：全産業の構造）

【ＲＥＳＡＳワークショップ】
【ＲＥＳＡＳ出前講座】
地方公共団体等に、産業・観光・人口等の
地方公共団体、地方議会、商工団体、
分野の有識者を派遣し、RESASを活用した
教育機関、金融機関等にRESAS調査員
を派遣し、出前講座を実施しています。 政策立案に関して議論を行う政策立案ワー
クショップを開催しています。

【経済動向等】
鉱工業生産、商業販売等、地域
の経済動向を情報発信します。

（岡山県立岡山城東高等学校）

【お問い合わせ先】（ＲＥＳＡＳ） 企画調査課（０８２ｰ２２４ｰ５６２６） （経済動向等） 調査室（０８２ｰ２２４ｰ５６３３）
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万博活用の支援

～万博開催を契機とした地域の活性化～

中国経済産業局では、万博開催を契機とした地域発展の取組を支援します。
セミナー・講演会

・広域エリア参加型の万博活用セミナーの開催
・自治体・企業等対象の講演会の開催
自治体・経済団体、企業等への支援

・広域観光ルートづくりに向けた、省庁・地域
横断的な情報共有
・既存イベントと博覧会のコラボレーションに
向けた取組の支援
・オープンファクトリー（生産現場の公開等）
に向けた取組の支援
・ TEAM EXPO 2025（共創チャレンジ、共創
パートナー）登録への支援

万博活用セミナー（近畿経済産業局）

情報提供・PR

・万博活用支援ホームページ（予定）等

オープンファクトリーフォーラム（近畿経済産業局、
経済産業省、中部経済産業局、九州経済産業局）

TEAM EXPO 2025プログラム

【会期前から万博のテーマを実践する行動を住民とともに開始】

自治体自らが未来共創活動へ参加することで、社会課題解決へ貢献
「TEAM EXPO 2025」プログラムは、大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現し、
SDGsの達成に貢献するために、多様な参加者が主体となり、理想としたい未来社会を共に創り上げて
いくことを目指す取組です。
「TEAM EXPO 2025」プログラムにおいて、企業、教育・学術・研究機関（大学・研究所等）、国・政府関
係機関（独立行政法人等）、国際機関、自治体、NGO、NPO法人、各種団体、個人など、 様々な主体と
の共創を進めていくこととしています。
共創チャレンジ
理想とする未来社会を実現させるように住民などがアクションを起こすのを自治体が共創
共創パートナー
実証フィールドの提供などサポーターとして共創チャレンジを創出し、支援する活動を実施 （優れた取
組はベストプラクティスとして、会場で活動を発信する機会を提供）

TEAM EXPO 2025 | 公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 https://team.expo2025.or.jp/
【中国地域を活動地域とする共創チャレンジ】（2022年5月6日現在）
・「小さなことからコツコツと～プラスチック３R活動と緑のカーテン活動～」 チーム山P（山﨑プラント水島営業所）（岡山）
・「みんなで創る ばらの未来・まちの未来」 第20回世界バラ会議福山大会2025（福山市世界バラ会議推進室）（広島）
・「福山未来共創塾×SDGｓ ～理想の未来は自分たちでつくろう！～」 福山未来共創塾（福山市協働のまちづくり課）（広島）
・「カーボン・サーキュラー・エコノミーの実現」 広島カーボンサーキュラー・エコノミー推進協議会（広島県商工労働局）（広島）
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【参 考】

２０２５年日本国際博覧会（略称「大阪・関西万博」）の概要
テーマ

いのち輝く未来社会のデザイン
Designing Future Society for Our Lives

サブテーマ

（１）Saving Lives（いのちを救う）
（２）Empowering Lives（いのちに力を与える）
（３）Connecting Lives（いのちをつなぐ）

コンセプト

People’s Living Lab（未来社会の実験場）

開催期間

2025年4月13日(日)～10月13日(月) 184日間

想定来場者数

約2,820万人

開催場所

大阪夢洲（ゆめしま)

（公社）２０２５年日本国際博覧会協会ＨＰ
開催概要 https://www.expo2025.or.jp/overview/

万博参加のスケジュール
2022 4月

2023 4月

2025 4月

2024 4月

催事計画

催事
コンテンツ

催事運営体制整備等
自治体等が主催する催事の募集

万
博
開
催

①参加催事募集

主催者催事 協賛募集

営業出店

【参 考】

（公社）２０２５年日本国際博覧会協会 資料等を参考に作成

②営業出店募集
①地域の文化、芸術、伝統芸能、祭り、食、産品、観光サービスについての商談・プロモーション
・・・会場での参加催事（PRイベントや展示商談会）の実施 ※2023年度以降募集予定
②会場にてアンテナショップ的な営業施設の出店（売店、レストラン）、又は、提携する営業施設出店者への地域食材や
器等の提供
※上記は現時点での想定スケジュールであり、今後検討を進める中で変動していく可能性があります。

お問合せ先：中国経済産業局 万博チーム
担当 小川、中原
（電話）082-224-5638 (産業振興課内）
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中国経済産業局

組織図
令和4年4月1日現在

課 名

総
務
企
画
部

総務課
TEL(082)224-5615
参事官（広報・防災担当）
TEL(082)224-5618
広報・情報システム室
TEL(082)224-5618
企画調査課
TEL(082)224-5626
参事官（調査担当）
TEL(082)224-5633
調査室
TEL(082)224-5633
会計課
TEL(082)224-5622
参事官（電力・ガス取引監視担当）
TEL(082)205-5360
電力・ガス取引監視室
TEL(082)205-5360

地域経済課
TEL(082)224-5684
競争環境整備室
TEL(082)224-5684

業 務 内 容
経済産業局行政の総合調整、人事、文書、秘書、庶務、情報公開、個人情報保護、防災、危機管理

政策普及、広報、局内業務の情報処理の推進、情報システムの開発、運用管理

地域経済活性化に関する施策の企画立案・総合調整

景気動向分析、地域経済動向分析、商工業統計、鉱工業指数
予算、決算、出納、物品管理、契約参加資格の受付

電気事業者及びガス事業者に対する監査・報告徴収・立入検査、苦情の申出等の受付

部の総合調整、金融、税制、商工会議所、経済構造改革の推進、新規・成長分野展開支援
競争紛争の処理

参事官（地域企業支援担当）
TEL(082)224-5734

地

地域企業支援室
TEL(082)224-5734

域

製造・情報産業課
TEL(082)224-5630

産業（基礎、生活、繊維、住宅、窯業建材、伝統的工芸品、情報・通信、電子・電気機器、医療・福祉機器・ヘルス
ケア 等）の振興、地域情報化及び情報活用力の推進、化学物質の安全管理、化学兵器禁止条約関連

経

参事官（自動車・航空機・産業機械担当）
TEL(082)224-5760

産業（機械関連）の振興、中核企業を中心とした関連企業群によるプロジェクト支援（自動車、航空機、ロボット関
連分野）

済
部

自動車関連産業室
TEL(082)224-5760

中
国
経
産

産

業

業

局

産業人材の育成、雇用の促進

産業技術連携課
TEL(082)224-5680

技術振興、試験研究の企画立案・振興・成果普及、産学官連携の推進、工業標準化の推進、各種助成制度によ
る事業化支援
工業所有権の指導・奨励、普及、特許等情報の閲覧

地域未来投資促進室
TEL(082)224-5684

地域未来投資に関する総合調整

産業振興課
TEL(082)224-5638

部の総合調整、産業立地、工業団地・用水、車両競技

アルコール室
TEL(082)224-5681

工業用アルコールに関わる流通管理（使用などの許認可、報告徴収、立入検査など)

中小企業金融検査室
TEL(082)224-5661

信用保証協会法の施行に関する事務のうち検査に関する事務

国際課
TEL(082)224-5659

通商、輸出入・地域の国際交流・対内対外投資等の推進

流通・サービス産業課
TEL(082)224-5655

物流の効率化・適正化、サービス産業の振興、中心市街地の活性化支援、卸・小売業の振興、商店街振興、デ
ザインの指導・奨励

大規模小売店舗立地法相談室
TEL(082)224-5655
消費経済課
TEL(082)224-5671

部

自動車関連産業の振興、支援

産業人材政策課
TEL(082)224-5683

知的財産室
TEL(082)224-5680

済

地域における企業の成長支援及び未来投資の促進に関する事務

大規模小売店舗立地法に関する情報の提供、相談、苦情の処理
割賦販売・特定商取引の適正化、計量士試験に関すること

消費者相談室
TEL(082)224-5673

消費者相談

製品安全室
TEL(082)224-5671

製品安全、家庭用品品質表示の指導

中小企業課
TEL(082)224-5661
TEL(082)224-5653

中小企業の金融・税制、再生支援、小規模事業者対策
平成３０年７月豪雨からの産業復興に係る総括事務,、事業継続力強化計画

参事官（下請取引適正化・
消費税転嫁対策担当）
取引適正化推進室
TEL(082)224-5745
経営支援課
TEL(082)224-5658
新事業支援室
TEL(082)224-5658

資源エネルギー環境課
TEL(082)224-5713

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
部

カーボンニュートラル推進・エネル
ギー広報室
TEL(082)224-5713

下請取引適正化、官公需、消費税転嫁対策
中小企業の経営支援、経営革新、新連携、地域資源活用、農商工連携、事業承継
中小企業の新事業創出、創業支援

部の総合調整、熱供給事業に関すること
カーボンニュートラル推進、エネルギーに関する広報

環境・リサイクル課
TEL(082)224-5676

資源リサイクル、産業公害の防止、循環型地域システムの構築

エネルギー対策課
TEL(082)224-5741

エネルギー使用合理化の推進、省エネルギーの普及・啓発

TEL(082)224-5818

新エネルギーの導入促進、エネルギー社会システムの構築、固定価格買取制度（FIT法）

資源・燃料課
TEL(082)224-5722

鉱物資源の開発、鉱業の振興、鉱業権・租鉱権の出願・登録、採石・砂利採取業の振興、石油製品販売業の振
興（石油製品の需給・品質確保、石油製品等の備蓄、揮発油販売業の登録）

電力・ガス事業課
TEL(082)224-5736

電気事業の許可届出（特定供給、発電事業）、ガス事業の許認可届出、電気・ガス事業の統計調査、電力の需給
調整、電源地域の振興、電気取引の適正な計量の実施確保
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支援機関一覧

こちらでもご相談を承ります

商工会議所
会議所名

郵便番号

鳥取商工会議所

〒680-8566

鳥取市本町３－２０１ (鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル４階)

(0857)-26-6666

米子商工会議所

〒683-0823

米子市加茂町２ー２０４

(0859)-22-5131

倉吉商工会議所

〒682-0887

倉吉市明治町１１３７ー１１

(0858)-22-2191

境港商工会議所

〒684-8686

境港市上道町３００２

(0859)-44-1111

松江商工会議所

〒690-0886

松江市母衣町５５ー４

(0852)-23-1616

浜田商工会議所

〒697-0027

浜田市殿町１２４ー２

(0855)-22-3025

出雲商工会議所

〒693-0011

出雲市大津町１１３１ー１

(0853)-25-3706

平田商工会議所

〒691-0001

出雲市平田町２２８０ー１

(0853)-63-3211

益田商工会議所

〒698-0033

益田市元町１２ー７

(0856)-22-0088

大田商工会議所

〒694-0064

大田市大田町大田イ３０９－２

(0854)-82-0765

安来商工会議所

〒692-0011

安来市安来町８７９

(0854)-22-2380

江津商工会議所

〒695-0016

江津市嘉久志町２３０６－４

(0855)-52-2268

岡山商工会議所

〒700-8556

岡山市厚生町３－１－１５

(086)-232-2260

倉敷商工会議所

〒710-8585

倉敷市白楽町２４９－５

(086)-424-2111

津山商工会議所

〒708-8516

津山市山下３０－９

(0868)-22-3141

玉島商工会議所

〒713-8122

倉敷市玉島中央町２－３－１２

(086)-526-0131

玉野商工会議所

〒706-8533

玉野市築港１－１－３

(0863)-33-5010

児島商工会議所

〒711-0921

倉敷市児島駅前１－３７（倉敷市児島産業振興センター2階）

(086)-472-4450

笠岡商工会議所

〒714-0088

笠岡市笠岡中央町１５－１

(0865)-63-1151

井原商工会議所

〒715-8691

井原市七日市町１３

(0866)-62-0420

備前商工会議所

〒705-8558

備前市東片上２３０

(0869)-64-2885

高梁商工会議所

〒716-8601

高梁市南町１６－２

(0866)-22-2091

総社商工会議所

〒719-1131

総社市中央６－９－１０８

(0866)-92-1122

新見商工会議所

〒718-0003

新見市高尾２４７５－７

(0867)-72-2139

広島商工会議所

〒730-8510

広島市中区基町５－４４

(082)-222-6610

尾道商工会議所

〒722-0035

尾道市土堂２－１０－３

(0848)-22-2165

呉商工会議所

〒737-0029

呉市宝町１番１０号（呉市交通局本庁舎４階）

(0823)-21-0151

福山商工会議所

〒720-0067

福山市西町２－１０－１

(084)-921-2345

三原商工会議所

〒723-8555

三原市皆実４－８－１

(0848)-62-6155

府中商工会議所

〒726-0003

府中市元町４４５－１

(0847)-45-8200

島

三次商工会議所

〒728-0021

三次市三次町１８４３－１

(0824)-62-3125

県

庄原商工会議所

〒727-0011

庄原市東本町１－２－２２

(0824)-72-2121

大竹商工会議所

〒739-0612

大竹市油見３－１８－１１

(0827)-52-3105

竹原商工会議所

〒725-0026

竹原市中央５－６－２８

(0846)-22-2424

因島商工会議所

〒722-2323

尾道市因島土生町１８０９－２０

(0845)-22-2211

東広島商工会議所

〒739-0025

東広島市西条中央７－２３－３５

(0824)-20-0301

廿日市商工会議所

〒738-0015

廿日市市本町５－１

(0829)-20-0021

下関商工会議所

〒750-8513

下関市南部町２１－１９

(0832)-22-3333

宇部商工会議所

〒755-8558

宇部市松山町１－１６－１８

(0836)-31-0251

山口商工会議所

〒753-0086

山口市中市町１－１０

(083)-925-2300

防府商工会議所

〒747-0037

防府市八王子２－８－９

(0835)-22-4352

徳山商工会議所

〒745-0037

周南市栄町２－１５

(0834)-31-3000

下松商工会議所

〒744-0011

下松市汐見町１３５０－１０

(0833)-41-1070

萩商工会議所

〒758-0041

萩市東田町１９－４

(0838)-25-3333

岩国商工会議所

〒740-0017

岩国市今津町１－１８－１

(0827)-21-4201

山陽商工会議所

〒757-0001

山陽小野田市大字鴨庄１０１－２９

(0836)-73-2525

長門商工会議所

〒759-4101

長門市東深川１３２１－１

(0837)-22-2266

光商工会議所

〒743-0063

光市島田４－１４－１５

(0833)-71-0650

小野田商工会議所

〒756-0824

山陽小野田市中央２－３－１

(0836)-84-4111

柳井商工会議所

〒742-8645

柳井市中央２丁目１５－１

(0820)-22-3731

新南陽商工会議所

〒746-0017

周南市宮の前２－６－１３

(0834)-63-3315

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広

山
口
県

住所

電話番号
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商工会連合会
機関名

郵便番号

鳥取県商工会連合会

〒680-0942

鳥取県鳥取市湖山町東４-１００

住所

（0857）-31-5555

電話番号

島根県商工会連合会

〒690-0886

島根県松江市母衣町５５-４

（0852）-21-0651

岡山県商工会連合会

〒700-0817

岡山県岡山市北区弓之町４-１９-４０１

（086）-224-4341

広島県商工会連合会

〒730-0051

広島県広島市中区大手町３-３-２７

（082）-247-0221

山口県商工会連合会

〒684-8686

山口県山口市中央４-５-１６

（083）-925-8888

※最寄りの商工会でもご相談いただけます。

中小企業団体中央会
機関名

郵便番号

鳥取県中小企業団体中央会

〒680-0845

鳥取県鳥取市富安１-９６

住所

（0857）-26-6671

電話番号

島根県中小企業団体中央会

〒690-0886

島根県松江市母衣町５５-４

（0852）-21-4809

岡山県中小企業団体中央会

〒700-0817

岡山県岡山市弓之町４-１９－２０２

（086）-224-2245

広島県中小企業団体中央会

〒730-0011

広島県広島市中区基町５-４４

（082）-228-0926

山口県中小企業団体中央会

〒753-0074

山口県山口市中央４-５-１６

（083）-922-2606

産業振興財団
機関名

郵便番号

公益財団法人

〒689-1112

鳥取県鳥取市若葉台南７-５-１

（0857）-52-3011

〒690-0816

島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね内

（0852）-60-5110

〒701-1221

岡山県岡山市北区芳賀５３０１

テクノサポート岡山内

（086）-286-9664

〒730-0052

広島県広島市中区千田町３-７-４７ 広島県情報プラザ内

（082）-240-7715

〒753-0077

山口県山口市熊野町１-１０ NPYビル内

（083）-922-3700

鳥取県産業振興機構
公益財団法人

しまね産業振興財団
公益財団法人

岡山県産業振興財団
公益財団法人

ひろしま産業振興機構
公益財団法人

やまぐち産業振興財団

住所

電話番号

中小企業基盤整備機構
機関名

郵便番号

住所

電話番号

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

〒730-0013

広島県広島市中区八丁堀５-７

082-502-6300

中国本部

日本貿易振興機構（ジェトロ）
機関名
日本貿易振興機構
ジェトロ鳥取
日本貿易振興機構
ジェトロ松江
日本貿易振興機構
ジェトロ岡山
日本貿易振興機構
ジェトロ広島
日本貿易振興機構
ジェトロ山口

郵便番号
〒689-1112
〒690-0887

住所
鳥取県鳥取市若葉台南７-５-１
島根県松江市殿町8番地3島根県市町村振興センター5階 しまね海外
ビジネスサポートセンター内

電話番号
（0857）-52-4335
（0852）-27-3121

〒700-0985

岡山県岡山市北区厚生町3-1-15 岡山商工会議所ビル内

（086）-224-0853

〒730-0052

広島県広島市中区千田町３-７-４７ 広島県情報プラザ内

（082）-535-2511

〒750-0018

山口県下関市豊前田町3-3-1 海峡メッセ下関国際貿易ビル内

（083）-231-5022

認定経営革新等支援機関
以下のサイトで支援機関一覧がご覧いただけます。支援機関によって対応可能な具体的相談内容に違いがありますので、相談したい内容に
応じて支援機関をお探し頂けます。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
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中国地域の魅力

～歴史を紡ぎ、未来に挑む～

「中国地域の魅力」は、中国地域の魅力や当局が支援しているプロジェクト等を地域
内外の方々に広く知っていただけるよう、職員自らによる企業の方への取材や文献調
査を通じて収集した情報を読みやすくまとめたものです。
本冊子により中国地域をこれまでと違った視点から深く知っていただくとともに、中
国地域で展開する当局の施策にも関心を持ち御活用いただく機会になれば幸いです。

目次
第１章 中国地域の概況
Ⅰ．経済の動向
Ⅱ．人の動き
コラム 人を呼び込む地域を創る
第２章 中国地域産業の系譜
序．先人の育みを生かし、未来に挑む
Ⅰ．技術を紡ぎ、個性を育む、美しき偶然
～デニム、多様化するマーケットへの挑戦！～
Ⅱ．たたら１４００年の歴史を継いで
Ⅲ．造船と関連産業の発展
Ⅳ．１５兆円産業の目指す未来
～スポーツで稼ぐ！
中国地域をスポーツ関連産業の集積地に！～
第３章 今、ここに注力！
Ⅰ．活力ある担い手を拡大する
Ⅱ．進化するものづくり
Ⅲ．人生１００年時代に向けた社会づくり
Ⅳ．魅力みがきとブランディング
Ⅴ．持続可能な地域づくり
資料編 ビジネス環境、研究・開発支援基盤、
管内立地企業情報

PDFはこちら

QRコード
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『2050 年カーボンニュートラルに向けた支援制度』
（支援策集）を策定しました。

中国経済産業局では、カーボンニュートラルに取り組む企業や自治体の皆様を支援するため、
経済産業省の関連支援策をまとめた支援策集『2050 年カーボンニュートラルに向けた支援制度』
を策定しました。補助金の最新の公募情報や、相談窓口などの情報を掲載しています。ご活用く
ださい。

＜『2050 年カーボンニュートラルに向けた支援制度』イメージ＞
掲載ＵＲＬ：https://www.chugoku.meti.go.jp/policy/seisaku/p4.html
※ご利用の際は、ページ中程までスクロールの上、ご確認ください。
中国経済産業局 資源エネルギー環境部
カーボンニュートラル推進･エネルギー広報室
ＴＥＬ：０８２－２２４－５７１３
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