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代表的な補助金
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代表的な補助金 ～全国

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり･商業･サービス補
助金

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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代表的な補助金 ～愛知県 令和5年度当初予算(県議会議決裁済)

[愛知県]
小規模事業者経営革新支援

事業費補助金
（支援補助金）

愛知県知事から「経営革新計画」の承認を受けた小規模事業者に対して、同計画
に基づき実施する新商品・新技術開発及び販路開拓に要する経費の一部を支援
する。
(補助率2/3 補助金上限100万円の見込み)

令和5年度実施内容→
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代表的な補助金 ～岐阜県

アフターコロナ対応新商品開発支援事業費補助金(R5分)

アフターコロナ対応の新商品開発に係る設備導入・改良
○対象者：県内製造業（地場産業）事業者
○補助対象経費：機械装置費、システム構築費、専門家経費
○補助率：２／３
○上限：1,000万円（下限100万円）

アパレル、陶磁器、木工、刃物、紙をはじめとする県内地場産業は、海外との激しい価格競争や人口減
少、ライフスタイルの変化等により、産業規模は縮小を続けてきた。そして、今般の新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大の影響に加え、原油価格の高騰や物価高による影響も加わり事業者は厳しい経
営環境に直面している。
中小企業は大企業に比べ労働生産性が低いこと、後継者が育たず高齢化も相まって廃業を選択する
事業者も増えていることなど、これまでも課題として挙げられてきたことが、今般顕在化している。
廃業や倒産を放置すれば、地域の経営資源が散逸し雇用不安に直結するリスクがあることから、事業
継続に前向きな事業者への支援が必要であるが、事業者は先行きへの不安から前向きな取組みを躊
躇している。
県内の地場産業が海外との激しい競争や人口減少、ライフスタイルの変化等に対応するべく努力する
中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び原油価格の高騰や物価高の影響により、売上の急減
に苦しむ状況にあるため、将来を見据えた新商品開発や設備投資などの取組みを支援することで、
事業者の事業継続を支え、地域経済の活性化を図る。

令和5年度予算
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代表的な補助金 ～三重県

エネルギー価格等高騰の影響を受けている中小企業等への経営向上の取組支援
（雇用経済部）

中小企業・小規模企業等が、エネルギー価格等高騰の影響を緩和するために行う施設・設
備の省エネルギー化・効率化や自己消費型再生可能エネルギー機器の導入などの経営向
上の取組に対し支援する。

・補助金総額：３億円

・対象者：エネルギー価格等高騰の影響を受けている中小企業・小規模企業等（全業種）
・補助率：1/2 
・補助上限額：２00万円 下限額：10万円
・補助対象事業：エネルギー価格等高騰の影響を緩和するために行う経営向上の取組

（対象事業の例）
○省エネルギー機器や自己消費用再生可能エネルギー装置の導入
○省力化、作業効率化等に向けた設備導入による生産性向上の取組 など

令和4年度2月補正予算(2023年2月15日県議会提出)

※実施予定 : 2023年3月 (県議会の議決が前提)
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考えられませんか?

どんな補助金が該当しそうか?

Q.コロナ禍で売上が低下し、新しい事業の
柱をつくりたいと考えていますか?

Q.コロナ禍の影響にかかわらず、周囲では
見たことがないような革新的な製品や

サービスを開発したいと考えていますか?

Q.現在の事業をデジタル化して、
効率化を図ったり、新しいサービスを

実現したいと考えていますか?

Q.最近、事業を引き継いだり、この1年間に
事業を引き継ぐ予定がありますか?

事業再構築補助金

ものづくり･商業･
サービス補助金

小規模事業者
持続化補助金

Q.新規のお客様を獲得したり、客単価や
取引頻度などを上げる販売活動を

考えていますか?(小規模事業者限定)

IT導入補助金

省エネ系補助金

事業承継・引継ぎ
補助金

ス
タ
ー
ト

Q.設備や機械などの更新(置き替え)を
考えていますか?

No

Yes

考えられませんか?

補助金の対象が違えば、同じ年度内に
別の補助金も申請することも可能です。

こ
の
他
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
補
助
金
が
あ
り
ま
す
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代表的な補助金の公募スケジュール 2023年3月15日現在
2023年

3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2024年
1月

2月

小規模事業者持続化補助金
6/1

第12回
締切

9/7
第13回
締切

未定
第14回
締切

事業再構築補助金

3/24
第9回
締切

3/下旬
第10回公
募開始

未定
第10回
締切

未定
第11回
公募開始

未定
第11回
締切

未定
第12回
公募開始

未定
第12回
締切

ものづくり･商業･サービス補
助金

4/19
第14次
締切

未定
第15次
締切

未定
第16次
締切

未定
第17次
締切

(令和6年
度も4回
実施予定)

IT導入補助金
3/下旬
申請受付

開始

先進的省エネルギー投資促進支
援事業費補助金(省エネ補助金)

3/27
一次公募

開始

5/下旬
二次公募
開始

事業承継・引継ぎ補助金
5/12

5次締切

以降は未発表

未発表
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代表的な補助金の公募スケジュール 参考:2022年5月～2023年4月

2022年度 2022/5 6 7 8 9 10 11 12 2023/1 2 3 4

小規模事業者持続化補助金
6/3

第8回締切
9/20

第9回締切
12/9

第10回締切

2/20
第11回締切

事業再構築補助金
6/30
第6回
締切

9/30
第7回
締切

1/13
第8回
締切

3/24
第9回
締切

ものづくり･商業･サービス補
助金

5/12
第10次
締切

8/18
第11次
締切

10/24
第12次
締切

12/22
第13次
締切

4/19
第14次
締切

IT導入補助金

5/16
通常枠
1次締切

5/16
デジタル化基盤枠

2次締切

5/30
デジタル化基盤枠

3次締切

6/13
通常枠

2次締切

6/13
デジタル化基盤枠

4次締切

6/27
デジタル化基盤枠

5次締切

7/11
通常枠

3次締切

7/11
デジタル化基盤枠

6次締切

7/25
デジタル化基盤枠

7次締切

8/8
通常枠

4次締切
デジタル化基盤枠

8次締切

8/22
デジタル化基盤枠

9次締切

9/5
通常枠

5次締切
セキュリティ対策枠

1次締切
デジタル化基盤枠

10次締切

9/20
デジタル化基盤枠

11次締切

10/3
通常枠

6次締切
セキュリティ対策枠

2次締切
デジタル化基盤枠

12次締切

10/17
デジタル化基盤枠

13次締切

10/31
通常枠

7次締切
セキュリティ対策枠

3次締切
デジタル化基盤枠

14次締切

11/14
デジタル化基盤枠

15次締切

11/28
通常枠

8次締切
セキュリティ対策枠

4次締切
デジタル化基盤枠

16次締切

12/22
通常枠

9次締切
セキュリティ対策枠

5次締切
デジタル化基盤枠

17次締切

1/19
セキュリティ対策枠

6次締切
デジタル化基盤枠

18次締切

2/16
セキュリティ対策枠

7次締切

先進的省エネルギー投資促進支
援事業費補助金(省エネ補助金)

6/30
締切

事業承継・引継ぎ補助金

R3補正予算1次

5/31締切
専門家活用
廃業再ﾁｬﾚﾝｼﾞ

R3補正予算1次

6/20締切
経営革新型

R4当初予算

8/15締切
経営革新/専門家活

用/廃業再ﾁｬﾚﾝｼﾞ

R3補正予算2次

9/2締切

R3補正予算3次

11/24

締切

R3補正予算4次

2/9

締切
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補助金等の検索 「J-Net21 支援情報ヘッドライン」

https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/support/
補助金・助成金、融資・貸付、税制、出資 も検索可能
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補助金制度の概要

※「補助金」と「助成金」の違い ～厳密には運用されていない～
「補助金」は、経済産業省系の施策に多く、国や地方公共団体が示
す、申請を出しても採択されないと受け取れない場合があります。
「助成金」は、厚生労働省系や税制の施策に多く、受給要件に満た
していれば原則だれでも受け取ることができます。
一部では、助成金という言葉の入っている「補助金」もあります。
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補助金の制度とは

①いろいろと新しいことを
やりたいけど、

お金がかかるなぁ～。

②どんなことをやろうと
しているんですか?

計画を見せてください!

③そういうことなら、
一部を補助しましょう!

④がんばって、
やってみてください!

⑥それで儲かったら、
税金という形で

貢献してくださいね!

頑張ろうとしている
事業者(会社等)を、

今、応援していますよ!

公募、条件

補助対象
補助金上限
補助率

申請→採択

⑤ちゃんとやりましたか?
では、補助しますね!

報告→補助

国、県、市町村、その他

企業、個人事業者

計画、申請

【認定経営革新等支援機関】
商工会議所・商工会・金融機関
税理士・中小企業診断士等

公益財団法人三重県産業支援センター

機械設備関係会社
ITベンダー

各種サポート会社

提案
納入

計画策定
申請等支援

金融支援

金融機関ほか
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④計画を実行!

計画の

実施

経営計画と補助金申請の関係

経営
計画

(事業計画)

一部の事業を
こうしていきたい!

③申請書をつくり申請する

経営全体を
こうしていきたい!

②補助金を探す①経営計画(事業計画)をつくる

補助金申請で
支援をもらいたい!計画の一部を

支援して欲しい!
適切な補助金は
ないかなぁ?

採択→補助対象

補助して
もらいたい
事業の計画

=補助金
申請書
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補助金4つのポイント

①それぞれの補助金ごとに目的と仕組みがある。
– 補助金は、さまざまな政策ごとに、いろいろなジャンルで募集されてい

ます。

– それぞれの補助金の「目的・趣旨」といった特徴をつかんで、事業とマッ
チする補助金を見つけましょう。

②補助を受けられるのは事業の一部の費用。
– 必ずしもすべての経費が交付される訳ではありません。

– 事前に募集要項等で補助対象となる経費・補助の割合・上限額などを
確認しましょう。

③補助の有無やその額については審査がある。
– 補助の有無・補助金額は「事前の審査」(採択)と「事後の検査」によって

決定します。審査には「申請」が必要です。ポイントをわかりやすくまと
めて申請しましょう 。

④補助金は後払い。

– 補助金は後払い(精算払い)です。事業を実施した後に報告書等の必要
書類を提出して検査を受けた後、はじめて受け取ることができます。

– 一度は支払う必要があるので、資金繰りも確認しておきましょう。
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自己
負担

(融資)

補助金の補助率と上限

②補助金上限

新しい
ことに
かかる
費用

[計画]

①
補助率 補助

金額

例:
補助率1/2
補助金額上限1,000万円
という補助金の場合...

(1)
計画している費用:3,000万円
補助金は1,000万円

(2)
計画している費用:2,000万円
補助金は1,000万円

(3)
計画している費用:600万円
補助金は300万円
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補助金の流れ

知る 申請する 審査される 採択される 交付される

実施する 報告する 検査される 確定される 請求する 入金される

申請書類
添付書類

【認定経営革新等支援機関】
税理士、商工会・商工会議所、金融機関、中小企業診断士等

支援

支援

経営計画→事業の計画
その中で必要な補助事業の計画

採択発表
(選ばれましたよ!)

交付決定
(実施してもいいですよ!)

補助金入金
(補助金入金しますよ!)

必要なら”つなぎ融資”(金融機関)

【金融支援】 金融機関など
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代表的な補助金

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり･商業･サービス補
助金

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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小規模事業者持続化補助金 ①概要

小規模事業者が直面する制度変更(働き方改
革や被用者保険の適用拡大、賃金引上げ、イ
ンボイス導入等)等に対応するため、経営計
画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓
の取組み等の経費の一部を補助する。

「小規模事業者」とは:
・商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く） 常時使用する従業員の数 ５人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下
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小規模事業者持続化補助金 ①概要 (第12回～)
概要・対象者条件

地道な販路開拓等（生産性向上）のため
の取組、あるいは、販路開拓等の取組と
あわせて行う業務効率化（生産性向上）

のための取組

条件 補助対象内容 補助率
補助金
上限額

インボイス
特例

小
規
模
事
業
者

通常枠
機械装置等
費、広報費、
ウェブサイト
関連費、展
示会等出展
費、旅費、開
発費、資料
購入費、雑
役務費、借
料、専門家
謝金、専門
家旅費、設
備処分費、
委託費、外

注費

2/3 50万円 100万円

特
別
枠

成長･分
配

強化枠

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（既に達成し
ている場合は、現在支給している、
事業場内最低賃金より＋30 円以
上）

2/3
赤字事業
者は3/4

200万円250万円

2/3卒業枠
常時使用する従業員を増やし、小
規模事業者の従業員数を超えて
規模を拡大する事業者

新陳代謝
枠

後継者支援
枠

将来的に事業承継を行う予定が
あり、新たな取組を行う後継者候
補としてアトツギ甲子園のファイ
ナリストになった事業者

2/3 200万円250万円

創業枠

産業競争力強化法に基づく認定
市区町村や認定連携創業支援等
事業者が実施した「特定創業支援
等事業」による支援(創業塾等)を
過去３か年の間に受け、かつ、過
去３か年の間に開業した事業者

※「インボイス特例」対象:2021年9月30日から2023年 9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業
者であることが見込まれる事業者のうち、 インボイス発行事業者に登録した事業者
※「ウェブサイト関連費」は、 補助金交付申請額の １／４を上限とします。また、 交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金
総額の １／ ４ が上限となります。 例えば、補助金確定額を５０万円とした場合、そのうち１２．５万円までが ウェブサイト関連費として
計上可能です。なお、ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
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小規模事業者持続化補助金 ①概要 加点審査

加点項目 概要

重
点
政
策
加
点

赤字賃上げ加
点

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加
点

事業環境変化
加点

ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けて
いる事業者に対して加点

東日本大震災
加点

福島第一原子力発電所による被害を受けた水産加工業者等に対して
加点

政
策
加
点

パワーアップ
型加点

①地域資源型 地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供し、
付加価値向上を図るため、地域外への販売や新規事業のたち上げを
行う計画に加点
②地域コミュニティ型 地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサー
ビスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした
取組等を行う計画に加点

経営力向上計
画加点

中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けてい
る事業者に対して加点

事業承継加点
代表者の年齢が満６０歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事
業を中心になって行う場合に加点

過疎地域加点
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域
に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に
対して、加点
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小規模事業者持続化補助金の採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食店

バースディケーキやクリスマスケーキなどにお客様の好きな写真や絵を、
可食シートを使って印刷できるサービスを提供するために、フードプリン
ターを購入。他店との差別化を行うとともに新規顧客の獲得により業績向
上を図った。

フードプリンター

総合工事
業

公共工事への偏りという経営課題解消の為に、小規模工事民間需要者を
ターゲットにした活動を展開するため、施工実績や強みを掲載したwebサ
イト構築、インターネット広告、Facebookページ製作した。社内運営やノウ
ハウ蓄積の為に専門家指導による若手人材育成も実施した。

webサイト構築、インター
ネット広告、Facebook
ページ製作

自動車整
備業

定期的来店の頻度を高め、商品の販路を開拓するとともに作業効率の向
上と安全性の確保のために、車両を素早く持ち上げることが出来るトータ
スリフトを導入。作業効率が上がることにより新たな顧客獲得だけでなく、
顧客満足度向上にも繋げ、売上増加かつ経営の安定化を目指す。

トータスリフト

自動車整
備業

事業用車両整備のお客さまを獲得するため、大型車両用リフト（２柱リフト）
を導入し、一般車両はもとより建設・一般事業所用のトラックも受入整備が
可能となる体制を整えた。

大型車両用リフト（２柱リフ
ト）

洗濯・理
容・美容・
浴場業

20～40代の新規顧客を獲得するために、炭酸ヘッドスパを導入。チラシ
のポスティングのほか、無料体験による集客を試みた。

ヘッドスパ機器、チラシ配
布

運輸に附
帯する
サービス
業

個人の土地オーナーや、スーパーマーケット等の集客施設向けに、洗車機販
売、洗車場経営支援を販売拡大していくために、洗車場運営をパッケージ
化し、土地オーナーの手を煩わせずに運営をできるような体制を構築。そ
のための専用のＷＥＢページを立ち上げ、チラシ・パンフレットを作成し、個
別の営業活動に利用して、洗車機導入、洗車場経営を提案し販売。

専用のＷＥＢページを立ち
上げ、チラシ・パンフレット
を作成
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小規模事業者持続化補助金の採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

洗濯・理
容・美容・
浴場業

それまで外注に頼っていた衣類等のリペア（修理）を本店工場で行うことで、
納期の短縮とプライスダウンを図り、サービスの向上に繋げるために、種類
の異なる３台の業務用ミシンを導入し、リペアサービス告知用のスタンド看
板を作成し、来店されたお客様にＰＲを行う。また、リペアサービスの情報を
掲載した。ニューズレターを各店頭及びＤＭで配布し、新規顧客の創出と既
存顧客のリピート率アップを図る。

業務用ミシン、スタンド看
板、ニュースレター

総合工事
業

自動車愛好家をターゲットとしたガレージハウス（自宅の一階部分に車用
のガレージを設けた家）のサービスを開始するために、モデルルームを自社
敷地内に設置した。広告活動として、ガレージハウスやＤＩＹサポートに関す
る看板設置と佐伯市内向け集合広告への出稿を行った。

ガレージハウス、看板、集
合広告

金属製品
製造業

一般個人・小規模事 業者等からの手工芸品、芸術作品などに必要とされ
るネジ部品から競技用自転車、旧車の部品等一点物の受注をめざすために、
個人向けオーダーメイド製品受注サイトを開設すると共に、自社のロゴマー
クも開発。

個人向け受注サイト、企業
ロゴマーク開発

総合工事
業

新築購入需要のある新規の若いファミリー層の獲得を図るため、新たに作
成した会社ロゴマークで、会社看板と車輌ロゴステッカーを設置、また感謝
祭イベントを自社敷地内にて行い、事業内容の認知度及びイメージの向上
を図った。

企業ロゴマーク開発、看板、
ステッカー、イベント

食料品製
造業

おかずの移動販売による新規販路拡大のため、移動販売車両にマイク及び
スピーカーを取り付け、移動販売の際の周知に利用。車両荷台部分のクー
ラーボックス化を行い、商品の傷み・色落ちを防ぐ効果や、夏季の高温対策、
衛生面の対策に役立て、かつ、商品自体の見栄えも良くなる効果を出す。移
動販売用の体制を整えた後、チラシを作成し、同一地域内新聞折込及び周
辺事業所への配布を実施。

マイク・スピーカー、クー
ラーボックス、チラシ配布
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小規模事業者持続化補助金の採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食料品
小売業

お客さんが商品を選びやすくするため、対面販売が可能となる冷蔵ショー
ケースを導入。冷凍商品の販売を強化するために、お客さんが手にとりや
すいような冷凍用のショーケースを導入。さらに、これらのサービスをPR
するために商工会の１００万会員ネットワークホームページの活用。

冷蔵・冷凍ショーケース、
ホームページ

その他の
製造業

オリジナルの化粧品ポーチを販売するため、ホームページにキャンペーン
ページと女性経営者へのインタビューページを設置。モデルを使い、ポーチ
を実際に使う動画とリーフレットを作成。完成したリーフレットと共に、ＤＭ
を百貨店、小売店、通販会社など 全１４８件へ送り、数社と商談を実施。
ポーチに使うオリジナルの生地の試作及び著作権譲渡契約書を締結。

ホームページ制作、リーフ
レット、DM、試作、契約書
作成

専門サー
ビス業（他
に分類さ
れないも
の）

「ウェブコンテンツ向け動画」を手掛け、新しいマーケットの開拓を図るため
に、動画撮影に強い新型カメラを中心にレンズやモニターなど、4Kで撮影
可能な即戦力の機材を導入した。

カメラ機材

電気機械
器具製造
業

海外顧客獲得のため、オーディオ新興国である「ベトナム」、「インド」、「フィ
リピン」の3国におけるオーディオ市場に食い込める低価格帯 (300万～
500万／標準装備は1,000万円)の ユニット（スピーカーを構成する部
品）やエンクロージュア（ユニットが取り付けられる箱）の新製品開発のため
の試作品開発を実施した。

試作品開発

飲食料品
小売業

高年齢者人口が５４％と高く、生鮮食料品を取扱う店舗も店主の高齢化に
より廃業が相次いでいることや集落の路地が細く車の行き来ができず、訪
問不可能であった足の不自由な高齢者に直接販売を行うため、冷蔵設備付
き小型販売車（軽トラック）を導入し、移動販売を実施。

移動販売車
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小規模事業者持続化補助金の採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食店

自家焙煎コーヒー店としての宣伝効果、他店との差別化を図るために、さ
らに、原価を下げながらも品質向上とコーヒー豆の販売による収益性の向
上を図るために、コーヒー豆の焙煎機を導入。また、店内が全席禁煙のため、
店舗前のスペースにオーニングテント、雨風よけカーテンと野外照明を取付
け、喫煙可能なテラス席を新設することで、サービス向上を図る。

自家焙煎機、テラス席設置

その他の
製造業

当社の開発商品や従来から販売している製品を展示し、新しい販路を拡大
するために、国際福祉機器展（日本最大の介護用品展示会）に出展。

展示会出展

織物・衣
服・身の
回り品小
売業

市内過疎地区に対し販路開拓を行うために、検眼車を活用したメガネの出
張販売や修理を広くＰＲ。チラシ作成やフリーペーパーへ掲載。併せて、既存
客（4,000件）へのＤＭを発送。

チラシ配布、フリーペー
パー広告、DM

食料品製
造業

「ドレッシング」製造を新しく開始するために、ドレッシングに関する専門の
コンサルタントより、県内で生産されるあらゆる野菜や果物に対してのド
レッシング加工に関する製法や長期保存方法についての教授を受けた。

専門家活用

飲食店

「長時間でも疲れない快適な椅子に座る宴会」を可能とし、受注拡大と売上
を確保するために、宴会用テーブルと椅子を購入。新しい宴会スタイルの写
真入り大判ポストカードのＤＭと地元紙への記事広告と枠広告掲載により
ＰＲ強化を図る。

テーブル・椅子、DM、新聞
広告

洗濯・理
容・美容・
浴場業

既存の総合調髪にヘッドスパを加えると共に、新規ヘッドスパメニューを開
始するため、蒸気ミストスチーマー、遠赤外線促進器、マイクロスコープを導
入。「頭皮ケア」「心身ケア」を重視する調髪サービスを充実させ、「散髪の床
屋」事業から「リフレッシュ提供のサロン」事業へ方針を転換する象徴の事業
として実施。

蒸気ミストスチーマー、遠
赤外線促進器、マイクロス
コープ
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小規模事業者持続化補助金の採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

洗濯・理
容・美容・
浴場業

クリーニング屋と修理屋を一つにした『洗うだけじゃない！衣類の修理で
街中ワンストップメンテナンス店』を目指す事とし、そのため「工業用ミシ
ン・職業用すくいミシン・職業用ロックミシン」を導入し販路の拡大を図った。

工業用ミシン・職業用すく
いミシン・職業用ロックミシ
ン

木材・木
製品製造
業（家具
を除く）

地元木材をベースに地元異業種（鉄工所や建具店）との連携によるコラボ
商品など、独自の商品開発に取り組み、また木工体験をしていただきなが
ら、個人や企業との直接取引を増やすため、「旋盤機械の導入」と「木材食
器類の開発」、「ワークショップの開催」に取り組む。

旋盤機械の導入、試作品開
発、ワークショップの開催

飲食料品
小売業

人口1500人弱の小さな町ではあるものの、デッドスペースの有効活用し、
弁当・惣菜など、中食の販売拡大に取り組むため、イートインスペースを開
設。。

イートインスペース

飲食店
今まで店頭でしか販売していなかったハーブ茶葉を地域外へも発信して、
売上増を図るため、「自家製ハーブ茶葉」のネット通販サイト開設や販売促
進を実施。

通販サイト開設

道路旅客
運送業

看護師である従業員を活用した「看護師添乗型」のオリジナルツアーを新
サービスとして企画し、モニタリングツアーを実施。広報活動としては、「動
く広告塔」として自社バスの車体に看板を設置。また、地元タウン誌や新聞
等にも広告を掲載し、「看護師添乗型バスツアー」を訴求。

モニタリングツアー、車体
看板、広告

その他の
製造業

獣害対策として「サル捕獲囲いワナ」を製品開発し、販売していくために、
試作開発（実証実験）とともにホームページを制作して、市場導入した。

試作品開発、ホームページ

各種商品
小売業

学習に困っている子供へ効率よく楽しくビジョントレーニングができるよ
うに、また保護者からはトレーニング効果の評価をわかりやすくし満足度
を高めるために、視機能トレーニング機「スプリュームビジョン」を導入

トレーニング機

その他の
製造業

大漁旗製造体験をした観光客にその場で渡すために、乾燥用にジェット
ヒーターを購入。また、同体験事業を広く周知するためにチラシを作成。

ヒーター
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小規模事業者持続化補助金の採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

飲食料品
小売業

店舗の認知度アップとお店への入りやすさや賑わいを演出するために、店
舗入口の暖簾・看板・照明を補助事業で設置。豆類の賞味期限切れや品切
れによる販売機会の損失を抑えるために、真空包装機の導入。仕入先開拓
のための農家視察・問屋イベントへの参加を実施。真空包装機で新たに開
発したギフト用商品のＰＲを補助事業で新設の店舗ホームページで行った
ほか、地域タウン誌に販売告知広告も掲載。

看板、照明、イベント、真空
包装機

宿泊業

宿泊客・顧客満足度の向上を図るとともに、当空間で集客イベントを開催し
地域住民の交流の場を創出するために、食堂スペースを改装しWifi環境・
プロジェクター・スクリーン等のシアター設備を整えるシアタースペースを新
設する。

シアタースペース

宿泊業
現在顧客のうち35％を占め、年々率の上昇している高齢者にターゲットを
して売上を伸ばすため、既存の和室をバリアフリー対応の洋室にすること
で販路開拓を図る。

バリアフリー化

飲食店

十千木鶏による味噌味の焼き鳥「謙信焼き」を商品化、生産体制を確立す
るために業務用グリルを購入。新商品PRと新規顧客獲得のためのパンフ
レットを作成。ランディングのためのホームページを作成公開し、同時に、リ
スティング広告の掲載を行い、新規顧客の集客を図った。

業務用グリル、パンフレット、
ホームページ

食料品製
造業

地元産果物をドライフルーツにし、当社商品のお茶を組み合わせた「和風カ
クテルティーバッグ」の試作開発を進めていくために、果物をドライフルー
ツにする「食品乾燥機」とドライフルーツを粉砕する「ハンマーミル」を購入。
更に「新商品パッケージ」を開発することで、訴求力の強い商品となった。

食品乾燥機、食品用ミル、
パッケージ開発

自動車整
備業

レース会場で行える作業サービスメニューの充実を実現するために、バイ
クメンテナンス用の「移動作業車の機能を向上」させる。

移動作業車の機能向上
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小規模事業者持続化補助金の採択例
業種 何を実現するために 何に活用したか

その他の
小売業

素材の花を長時間ストックすることで新商品（フラワーアレンジメントや
ブーケ）の作成を可能とし、また、シーズン毎に多品種の花の提供も積極的
に行うため、花用冷蔵庫を導入。同時に、新商品作成のための作業スペース
及び販売スペース拡充のための店舗改装を行い、同店舗内でフラワーアレ
ンジメント教室も行える環境も併せて整備する。

業務用冷蔵庫、店舗改装

食料品製
造業

長年の醤油製造工程における麹づくりを通して、蓄積した酵素の働きや、
発酵のノウハウを活かして開発した「冷凍甘酒」の販路拡大を図るため、業
務用の大型冷凍庫を導入。弊社の「生の甘酒」を安定した品質で提供できる
ため、引き合いのある新規販路開拓先への安定出荷体制が実現。

業務用冷凍庫

その他の
小売業

個人宅の灯油残量管理を行い、適宜給油するという新サービス「お任せ配
達サービス」を実現するため、補充用タンクの製造、灯油の残量管理補充シ
ステム開発、および新サービスを広報するための看板とチラシ・ＤＭを作成。

補充用タンク、システム開
発、看板、チラシ、DM

飲食店

明るい雰囲気で子供からお年寄りまで使いやすい環境で満足度を高める
ために、和式トイレを洋式に改修。あわせて、洗面台や照明器具も改修し、。
トイレ改修後の当店を広く周知するために手書きのチラシを作成し、周辺地
域に配布した。

洋式トイレ、洗面台改修、チ
ラシ

プラス
チック製
品製造業
（別掲を
除く）

得意とするなわとび作成技術を用いて「小学生でも回しやすいダブルダッ
チロープ」の開発と、今までの玩具・文具ルートだけでなく、教育現場及び
スポーツ関連施設への販路拡大のために、切れないビニールロープ作成の
ための素材・形状の試作、新商品の特徴を明確にしたチラシの作成・配布、
チラシ配布をしていないエリアの消費者に新商品をアピールするための
ホームページの作成、ラーニングＤＶＤの作成・配布を行った。

試作、チラシ、ホームページ、
DVD作成

織物・衣
服・身の
回り品小
売業

獣害駆除された鹿の皮をブランド化し、皮革製造業者と連携して原材料の
供給側として販路を広げるために、鹿皮の加工施設の整備と業務用冷凍庫
の導入を行った。

加工施設、業務用冷凍庫
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小規模事業者持続化補助金 ③対象経費

①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために
支払われる経費

③ウェブサイト関連
費

ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する経費(ウェ
ブサイト関連費は、補助金交付申請額の１／４を上限)

④展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(オン
ラインによる展示会・商談会等を含む）

⑤旅費
補助事業計画に基づく販路開拓（展示会等の会場との往復を含む）等を行う
ための旅費

⑥開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザ
イン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑦資料購入費 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧雑役務費
補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助す
るために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者
の派遣料、交通費として支払われる経費

⑨借料
補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払
われる経費

⑩設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事
業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた
設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑪委託・外注費
上記①から⑩に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一
部を第三者に委託（委任）・外注するために支払われる経費（自ら実行するこ
とが困難な業務に限ります。）
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小規模事業者持続化補助金 ④公募期間

• 申請受付締切：

–第12回：２０２3年6月1日(木)
• 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２3年５月25日（木）

–第13回：２０２3年９月7日(木)
• 事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則２０２3年8月31日(木)

–第１4回以降は未発表

※事業支援計画書（様式４）の発行に時間を要する場合があるので、余裕
をもって手続きする必要あり。

商工会議所地区 https://r3.jizokukahojokin.info/
商工会地区 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
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小規模事業者持続化補助金 ⑤申請内容

• 申請内容

– 経営計画
1. 企業概要

2. 顧客ニーズと市場の動向

3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み

4. 経営方針・目標と、今後のプラン

– 補助事業の内容
1. 事業名

2. 具体的内容

3. 効果

– 経費明細表

• 相談先

– 商工会・商工会議所
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小規模事業者持続化補助金 ⑥審査項目

Ⅰ.基礎審査
次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の
審査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「２．補助対象者」・「３．補助対象事業」 ・「４．補助率等」の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

Ⅱ.書面審査 経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な
評価が高いものから順に採択を行います。
①自社の経営状況分析の妥当性
• 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
②経営方針・目標と今後のプランの適切性
• 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
• 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場（商圏）の特性を踏まえているか。
③補助事業計画の有効性
• 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
• 地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するた

めに必要かつ有効なものか。（共同申請の場合：補助事業計画が、全ての共同事業者における、それ
ぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。）

• 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
• 補助事業計画には、ＩＴを有効に活用する取り組みが見られるか。
④積算の透明・適切性
• 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
• 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。
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小規模事業者持続化補助金 ⑦申請様式

表紙

申請者の情報

経費明細

資金調達

経営計画

交付申請書

補助事業の計画

企業概要

顧客ニーズと市場の動向

自社や自社の提供する
商品・サービスの強み

経営方針・目標と
今後のプラン

補助事業で行う事業名

販路開拓の取組内容
(必須)

業務効率化の取組内容
(任意)

補助事業の効果

支援計画書
(支援機関記載)

宣誓書
同意書
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小規模事業者持続化補助金 ⑧記載例(カフェ) 2021年度の例
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小規模事業者持続化補助金 ⑧記載例(カフェ) 2021年度の例
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【参考】
申請書作成のポイント
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持続化補助金申請書の例 ～記載例(カフェ)の改善例
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持続化補助金申請書の例 ～記載例(カフェ)の改善例
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持続化補助金申請書の例 ～記載例(カフェ)の改善例
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持続化補助金申請書の例 ～事例 あまりよくない例
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持続化補助金申請書の例 ～事例 改善例
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持続化補助金申請書の例 ～事例 改善例



Page 41
©(株)道家経営･法務事務所

持続化補助金申請書の例 ～事例 改善例
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事業計画ワークシート ～カフェの事例 前半
現在の事業概要はどういう内容ですか?

強化する内容は、具体的にどのような内容ですか?

現在の事業は、どんな状況ですか?

強化する内容は、競合と比べ、どのような点で違いますか?

顧客から、自社がなぜ選ばれているのでしょうか?(自社の強み) とはいえ、なんとかしたいが、自社ではできないことはありますか?(自社の弱み)

現在の業界やお客様の動きで、自社にプラス(機会)なのは? [裏付けデータも] 現在の業界やお客様の動きで、自社にマイナス(脅威)なのは? [裏付けデータも]

今後の業界やお客様の動きで、自社にプラス(機会)なのは? [裏付けデータも] 今後の業界やお客様の動きで、自社にマイナス(脅威)なのは? [裏付けデータも]

特に、「強み」と「機会」を活用してどのような方向ですすめていきますか?

当社株式会社△△は、地域の人口減少などの環境の変化もあり
2016年から喫茶部門を立ち上げ、地域内外のお客様へのサービ
スを開始した。
2018年には、地元の老舗ホテル内にカフェを出店し、全国から観光目
的で来訪されたお客様にもご利用いただいている。
営業時間11：30～19：00週6日営業 ※木曜休業
役員１名、正社員3名、パート4名

平日ランチは下記のメニューが人気。
午後2時からはデザートと紅茶のセットが女性客に人気
景色の良い、ゆったりとした環境にある山小屋風の店舗が女性客に人
気。平日のランチは平均1,000円程度。午後は3時前後をピークに紅茶
とケーキのセットが主力となるが、価格帯は700円前後となる。

令和2年の実績
売上高 28,901,234円 営業利益 23,456円 / 客数 34,567人・12,345組
売上高前年比 76.5% 営業利益前年比 12.3%
原価率 24.5% 人件費率 45.6%

(1)地元食材については、農家から直送
当店は、県内の農家と専売契約を結ん
でおり、地元の野菜を使ったメニューが
地域紙にも取り上げられ、ローカル放送
で紹介されたことから、客足も増えてい
た。お客さまからも「この店の野菜は、地
産地消で新鮮なものが多いので、野菜
の歯触り、舌触りまで感じられる」(30代
女性)、「中には、農家の方が野菜を納品
されて、同時に、その野菜を使った料理

を食べていく、ということもあるらしいで
すよ。顔が見えるだけでなく、味について
の信頼度も高いみたいです」(20代女
性)などといった書き込みがネット上で配
信されています。

(2)高速道路からのアクセスが良い
当店は、高速道路のインターチェンジか
ら車で5分程度の立地にあり、他県から
車で訪れることも容易なため、コロナ禍

でも予想ほど客数が減っていないという
実感がある。
(3)地元のリピート客が新型コロナ禍で
もあまり減らなかった
当店のリピート客は、地元の人で、コロ
ナ禍前は、全体の4割程度を占めていた。
しかし、コロナ禍で、その割合は8割以上
となっていたが、このリピートしていただ
けるお客さまがいたことで、危惧してい
たほど売上が下がらなかった。

カフェの店舗が自然の中にあるため、冬場は日が早くなり客足も減少するため、夏場での売上拡
大の機会を検討することが課題である。

(1)飲食業界は、新型コロナで大打撃
日本フードサービス協会の調査によると、右のグラのように、新型コロナに
よって、2020年の2月以降、大幅に売上が下がっており、それに合わせて、
店舗数も減ってきている。

(1)新業態での展開を計画する動きも
店舗数が激減する中で、ワクチン摂取が始まったころから
不動産業界では、飲食店の店舗が買われ、リノベーショ
ンして新店舗に生まれ変わる動きがでているという話を
聞くことが多くなっている。各社とも、新しい切り口での飲
食サービスの可能性を模索し始めているということがう
かがわれる。

(2)当店周辺は、新型コロナで一時休業が相次ぐ
当店周辺の類似の競合店では、コロナ禍で、一時休業な
どの対応になっており、当店のみ継続営業しています。
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売上高と店舗数の伸び率推移

店舗数 売上高

Café A シアトル系コーヒーを意識した店だが、日替わりランチが人気。新型コロナ

で、客数が激減し、ティータイム以降は休業。 

喫茶 B 老夫婦による経営で地元密着。モーニングセットなどでファンが多いが、新

型コロナで休業し、そのままになっている。 

C コーヒー ドリンクメニューが豊富で、子供から高齢者まで幅広く対応でき家族連れが

中心。カラオケ可能だが、新型コロナでイメージダウン。 

 

客が
てい

大
品
、

全体の51.0%となっており、すでに地元食材については、単に関心
だけでなく、行動としても拡がってきていると考えられる。

(3) 近くの山のピクニック客・キャンプ客は、前年比120%で増加中
○○市観光連盟によると、新型コロナ禍でも、近くの山でのピクニッ
ク・キャンプ客が絶対数は少ないが、前年比120%と増加傾向にある
との結果が出ている。観光連盟の担当者からの話によると、今後も
その傾向は続くと見られている。

度、当店の強みである地元野菜の鮮度と季節感と、風景
の回復の段階に入っても、現在のお客さまだけでなく、新

PR
ニック・キャンプ客
イクアウト用のメ

中にはホームペー

②感染対策も含めた屋外カフェ開設で、風景の
店舗外の空いたスペースにもカフェ席を設置し
で風通しも良く景色も楽しめる屋外カフェとし
涼しくなり、外で食事が楽しめる10月までには
る。
また、立地を生かした絶景カフェとしてホームペ
県外客にもアピールして地域外の客を呼び込

 

 

(1)一般
日本政策
の景況判
増加に転
では▲
今後の景
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事業計画ワークシート ～カフェの事例 後半
強化するのは、どんな部分ですか?

調達方法は?

提供方法は?

店舗設備は?

人材能力は?

どのような点が強化されますか?

サービス内容
は?

顧客は?

収益モデルは?

お客さまに、どんなメリットが強化されることになりますか?

品質は?

コストは?

タイミング
は?

どのようなスケジュールですすめていきますか? (仕様,見積,発注,設置,納品,検査,支払,研修,検証,報告等)

設備や活動 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

だれが、どんな担当をして推進していきますか?
担当 役職 氏名 実績・資格等

事業が強化された後は、どんな将来像を描いていますか?

強化するのに必要となる活動等は、具体的にどんな内容で、どれくらいの費用ですか?

設備
活動

内容

費用
等

財務計画は? 2期前 1期前 基準年 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後

年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期

① 売上高

うち、既存事業

うち、強化分

② 営業利益

うち、既存事業

うち、強化分

③ 人件費

④ 減価償却費

付加価値額(②+③+

④)

上記の売上や利益等の根拠は?

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

• ピクニック・キャン
アウトメニ
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事業計画ワークシート

下記にアップしています。

参考:
https://www.dohke.net/?p=288
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事業計画ワークシート
現在の事業概要はどういう内容ですか?

強化する内容は、具体的にどのような内容ですか?

現在の事業は、どんな状況ですか?

強化する内容は、競合と比べ、どのような点で違いますか?

顧客から、自社がなぜ選ばれているのでしょうか?(自社の強み) とはいえ、なんとかしたいが、自社ではできないことはありますか?(自社の弱み)

現在の業界やお客様の動きで、自社にプラス(機会)なのは? [裏付けデータも] 現在の業界やお客様の動きで、自社にマイナス(脅威)なのは? [裏付けデータも]

今後の業界やお客様の動きで、自社にプラス(機会)なのは? [裏付けデータも] 今後の業界やお客様の動きで、自社にマイナス(脅威)なのは? [裏付けデータも]

特に、「強み」と「機会」を活用してどのような方向ですすめていきますか?
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事業計画ワークシート
強化するのは、どんな部分ですか?

調達方法は?

提供方法は?

店舗設備は?

人材能力は?

どのような点が強化されますか?

サービス内容
は?

顧客は?

収益モデルは?

お客さまに、どんなメリットが強化されることになりますか?

品質は?

コストは?

タイミング
は?

どのようなスケジュールですすめていきますか? (仕様,見積,発注,設置,納品,検査,支払,研修,検証,報告等)

設備や活動 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

だれが、どんな担当をして推進していきますか?
担当 役職 氏名 実績・資格等

事業が強化された後は、どんな将来像を描いていますか?

強化するのに必要となる活動等は、具体的にどんな内容で、どれくらいの費用ですか?

設備
活動

内容

費用
等

財務計画は? 2期前 1期前 基準年 1年後 2年後 3年後 4年後 5年後

年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期 年 月期

① 売上高

うち、既存事業

うち、強化分

② 営業利益

うち、既存事業

うち、強化分

③ 人件費

④ 減価償却費

付加価値額(②+③+④)

上記の売上や利益等の根拠は?
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代表的な補助金

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり･商業･サービス補
助金

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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事業再構築補助金 ①概要

主な補助対象要件
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(または付加価値額)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(または付加価値
額)と比較して10％以上減少しており、2020年10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(または
付加価値額)が、コロナ以前の同3か月の合計売上高(または
付加価値額)と比較して5%以上減少していること。 （「グリー
ン成長枠」を除く）

② 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関
と策定すること（補助額3,000万円超は金融機関も必須） 等

計画内容の条件
• 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、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平
均3.0％(一部5.0％)以上の増加等を目指すこと。
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事業再構築補助金 ①概要(第9回まで) https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

申請類型 支援内容 補助上限額
(補助下限額は100万円)

補助率

最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受け、その原
資の確保が困難な特に業況の厳しい
事業者に対する支援

500万円、
1,000万円、
1,500万円

(従業員規模による)

中小企業 3/4
中堅企業 2/3回復・

再生応援枠
引き続き業況が厳しい事業者や事業
再生に取り組む事業者に対する支援

原油価格・物
価高騰等緊急

対策枠
(緊急対策枠)

原油価格物価高騰等の、予期せぬ経済
環境の変化の影響を受けている事業
者に対する支援
※足許で原油価格・物価高騰等により、2022年1月以降の
売上高（又は付加価値額）が、2019～2021年 同月と比較
して10％（付加価値額の場合15%）以上減少していること
[該当する場合は、他の申請枠での申請の場合でも加点]

1,000万円、
2,000万円、
3,000万円、
4,000万円

(従業員規模による)

中小企業 3/4
中堅企業 2/3

従業員規模に応じ、 500万円超、
1,000万円超、1,500万円超は

2/3 （中小）、 1/2 （中堅)

通常枠
事業再構築に取り組む事業者に対す
る支援

2,000万円、
4,000万円、
6,000万円、
8,000万円

(従業員規模による)

中小企業 2/3
中堅企業 1/2

(6,000万円超は1/2[中小のみ]、
4,000万円超は1/3[中堅のみ])

大規模
賃金引上枠

多くの従業員を雇用しながら、継続的
な賃金引上げに取り組むとともに、従
業員を増やして生産性を向上させる
事業者に対する支援

1億円

グリーン
成長枠

研究開発・技術開発又は人材育成を⾏
いながら、グリーン成長戦略「実⾏計
画」14分野の課題の解決に資する取
組を⾏う事業者に対する支援

中小企業 1億円
中堅企業 1.5億円

中小企業 1/2
中堅企業 1/3
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事業再構築補助金 ①概要 (第10回～)

申請類型 支援内容 補助上限額
(補助下限額は100万円)

補助率

成長枠
成長分野への大胆な事業再
構築に取り組む事業者向け

2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円
(従業員規模による)

※補助事業終了後 3～5 年 で 中小・中堅企業等から中堅・大企業等へ
と規模拡大する場合は、上限上乗せ

中小企業 1/2
中堅企業 1/3

グリーン
成長枠

研究開発・技術開発又は人材
育成を⾏いながら、グリーン
成長戦略「実⾏計画」14分野
の課題の解決に資する取組
を⾏う事業者に対する支援

[エントリー]中小企業:4,000 万円、 6,000 万円、
8,000万円、中堅企業 1 億円

[スタンダード]中小企業 1億円、中堅企業 1.5億円
※補助事業終了後 3～5 年 で 中小・中堅企業等から中堅・大企業等へ

と規模拡大する場合は、上限上乗せ

中小企業 1/2
中堅企業 1/3

産業構造転換枠
国内市場縮小等の構造的な
課題に直面している業種・業
態の事業者向け

2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円
(従業員規模による)

※廃業を伴う場合は、上限2,000万円上乗せ

中小企業 2/3
中堅企業 1/2

サプライチェー
ン強靭化枠

海外で製造する部品等の国
内回帰を進め、国内サプライ
チェーンの強靱化及び地域産
業の活性化に資する取組を
行う事業者向け

5億円
中小企業 1/2
中堅企業 1/3

物価高騰対策・
回復再生応援枠

業況が厳しい事業者や事業再
生に取り組む事業者向け

1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円
(従業員規模による)

中小企業 2/3
(一部3/4)

中堅企業 1/2
(一部2/3)

最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受
け、その原資の確保が困難な
特に業況の厳しい事業者向け

500万円、1,000万円、1,500万円
(従業員規模による)

中小企業 3/4
中堅企業 2/3
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事業再構築補助金 ①概要 (第10回～) 「成長枠」の対象業種
経済産業省「工業統計調査」、経済産業省「企業活動基本調査」を基に、以下①②の両者を満たす業種を指定しています。
①2009年～2019年の間に市場規模（製造品出荷額等/売上高）が10％以上拡大していること。
②2019年だけ極端に増加したため達成、2009年だけ極端に低いため容易に達成といったような推移ではなく、継続的に上昇トレンドにあると認められること。
指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。公募開始以降事務局HP
に掲載予定の様式に必要事項を記載の上提出してください。（過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。
「サプライチェーン強靱化枠」の対象業種・業態については、以下のリストのうち、「製造業」のみが対象となります。

91:畜産食料品製造業
94:調味料製造業
97:パン・菓子製造業
98:動植物油脂製造業
99:その他の食料品製造業
104:製氷業
115:綱・網・レース・繊維粗製

品製造業
119:その他の繊維製品製造業
122:造作材・合板・建築用組

立材料製造業
131:家具製造業
139:その他の家具・装備品製

造業
145:紙製容器製造業
149:その他のパルプ・紙・紙加

工品製造業
159:印刷関連サービス業
162:無機化学工業製品製造

業
164:油脂加工製品・石けん・

合成洗剤・界面活性剤・塗
料製造業

165:医薬品製造業
166:化粧品・歯磨・その他の

化粧用調整品製造業
169:その他の化学工業
172:潤滑油・グリース製造業

（石油精製業によらないも
の）

181:プラスチック板・棒・管・継
手・異形押出製品製造業

182:プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革製造

業
183:工業用プラスチック製品

製造業
184:発泡・強化プラスチック

製品製造業
185:プラスチック成形材料製

造業（廃プラスチックを含
む）

189:その他のプラスチック製
品製造業

191:タイヤ・チューブ製造業
193:ゴムベルト・ゴムホース・

工業用ゴム製品製造業
202:工業用革製品製造業（手

袋を除く）
206:かばん製造業
209:その他のなめし革製品製

造業
212:セメント・同製品製造業
214:陶磁器・同関連製品製造

業
215:耐火物製造業
216:炭素・黒鉛製品製造業
217:研磨材・同製品製造業
219:その他の窯業・土石製品

製造業
229:その他の鉄鋼業
231:非鉄金属第１次製錬・精

製業
232:非鉄金属第２次製錬・精

製業（非鉄金属合金製造業
を含む）

233:非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸、押出しを含む）

235:非鉄金属素形材製造業
242:洋食器・刃物・手道具・金

物類製造業
243:暖房・調理等装置、配管

工事用附属品製造業
244:建設用・建築用金属製品

製造業（製缶板金業を含む)
245:金属素形材製品製造業
246:金属被覆・彫刻業、熱処

理業（ほうろう鉄器を除く）
247:金属線製品製造業（ねじ

類を除く)
248:ボルト・ナット・リベット・

小ねじ・木ねじ等製造業
249:その他の金属製品製造

業
251:ボイラ・原動機製造業
252:ポンプ・圧縮機器製造業
253:一般産業用機械・装置製

造業
261:農業用機械製造業（農業

用器具を除く）
262:建設機械・鉱山機械製造

業
263:繊維機械製造業
264:生活関連産業用機械製

造業
265:基礎素材産業用機械製

造業
266:金属加工機械製造業
267:半導体・フラットパネル

ディスプレイ製造装置製造
業

269:その他の生産用機械・同

部分品製造業
273:計量器・測定器・分析機

器・試験機・測量機械器具・
理化学機械器具製造業

274:医療用機械器具・医療用
品製造業

282:電子部品製造業
284:電子回路製造業
285:ユニット部品製造業
291:発電用・送電用・配電用

電気機械器具製造業
292:産業用電気機械器具製

造業
293:民生用電気機械器具製

造業
294:電球・電気照明器具製造

業
295:電池製造業
297:電気計測器製造業
311:自動車・同附属品製造業
312:鉄道車両・同部分品製造

業
314:航空機・同附属品製造業
315:産業用運搬車両・同部分

品・附属品製造業
319:その他の輸送用機械器

具製造業
326:ペン・鉛筆・絵画用品・そ

の他の事務用品製造業
328:畳等生活雑貨製品製造

業
329:他に分類されない製造

業
331:電気業

341:ガス業
391:ソフトウェア業
392:情報処理・提供サービス

業
401:インターネット附随サー

ビス業
511:繊維品卸売業（衣服、身

の回り品を除く）
521:農畜産物・水産物卸売業
522:食料・飲料卸売業
531:建築材料卸売業
532:化学製品卸売業
541:産業機械器具卸売業
542:自動車卸売業
543:電気機械器具卸売業
549:その他の機械器具卸売

業
551:家具・建具・じゅう器等卸

売業
552:医薬品・化粧品等卸売業
559:その他の卸売業
603:医薬品・化粧品小売業
702:産業用機械器具賃貸業
704:自動車賃貸業
705:スポーツ・娯楽用品賃貸

業
743:機械設計業
744:商品・非破壊検査業
745:計量証明業
746:写真業
801:映画館
805:公園、遊園地
911:職業紹介業
912:労働者派遣業

2023年3月15日段階
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事業再構築補助金 ①概要 (第10回～) 「サプライチェーン強靭化枠」の対象業種

経済産業省「工業統計調査」、経済産業省「企業活動基本調査」を基に、以下①②の両者を満たす業種(製造業のみ)を指定しています。
①2009年～2019年の間に市場規模（製造品出荷額等/売上高）が10％以上拡大していること。
②2019年だけ極端に増加したため達成、2009年だけ極端に低いため容易に達成といったような推移ではなく、継続的に上昇トレンドにあると認められること。
指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象になり得ます。公募開始以降事務局HP
に掲載予定の様式に必要事項を記載の上提出してください。（過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。

91:畜産食料品製造業
94:調味料製造業
97:パン・菓子製造業
98:動植物油脂製造業
99:その他の食料品製造業
104:製氷業
115:綱・網・レース・繊維粗製

品製造業
119:その他の繊維製品製造業
122:造作材・合板・建築用組

立材料製造業
131:家具製造業
139:その他の家具・装備品製

造業
145:紙製容器製造業
149:その他のパルプ・紙・紙加

工品製造業
159:印刷関連サービス業
162:無機化学工業製品製造

業
164:油脂加工製品・石けん・

合成洗剤・界面活性剤・塗
料製造業

165:医薬品製造業
166:化粧品・歯磨・その他の

化粧用調整品製造業
169:その他の化学工業
172:潤滑油・グリース製造業

（石油精製業によらないも
の）

181:プラスチック板・棒・管・継
手・異形押出製品製造業

182:プラスチックフィルム・
シート・床材・合成皮革製造

業
183:工業用プラスチック製品

製造業
184:発泡・強化プラスチック

製品製造業
185:プラスチック成形材料製

造業（廃プラスチックを含
む）

189:その他のプラスチック製
品製造業

191:タイヤ・チューブ製造業
193:ゴムベルト・ゴムホース・

工業用ゴム製品製造業
202:工業用革製品製造業（手

袋を除く）
206:かばん製造業
209:その他のなめし革製品製

造業
212:セメント・同製品製造業
214:陶磁器・同関連製品製造

業
215:耐火物製造業
216:炭素・黒鉛製品製造業
217:研磨材・同製品製造業
219:その他の窯業・土石製品

製造業
229:その他の鉄鋼業
231:非鉄金属第１次製錬・精

製業
232:非鉄金属第２次製錬・精

製業（非鉄金属合金製造業
を含む）

233:非鉄金属・同合金圧延業
（抽伸、押出しを含む）

235:非鉄金属素形材製造業
242:洋食器・刃物・手道具・金

物類製造業
243:暖房・調理等装置、配管

工事用附属品製造業
244:建設用・建築用金属製品

製造業（製缶板金業を含む)
245:金属素形材製品製造業
246:金属被覆・彫刻業、熱処

理業（ほうろう鉄器を除く）
247:金属線製品製造業（ねじ

類を除く)
248:ボルト・ナット・リベット・

小ねじ・木ねじ等製造業
249:その他の金属製品製造

業
251:ボイラ・原動機製造業
252:ポンプ・圧縮機器製造業
253:一般産業用機械・装置製

造業
261:農業用機械製造業（農業

用器具を除く）
262:建設機械・鉱山機械製造

業
263:繊維機械製造業
264:生活関連産業用機械製

造業
265:基礎素材産業用機械製

造業
266:金属加工機械製造業
267:半導体・フラットパネル

ディスプレイ製造装置製造
業

269:その他の生産用機械・同

部分品製造業
273:計量器・測定器・分析機

器・試験機・測量機械器具・
理化学機械器具製造業

274:医療用機械器具・医療用
品製造業

282:電子部品製造業
284:電子回路製造業
285:ユニット部品製造業
291:発電用・送電用・配電用

電気機械器具製造業
292:産業用電気機械器具製

造業
293:民生用電気機械器具製

造業
294:電球・電気照明器具製造

業
295:電池製造業
297:電気計測器製造業
311:自動車・同附属品製造業
312:鉄道車両・同部分品製造

業
314:航空機・同附属品製造業
315:産業用運搬車両・同部分

品・附属品製造業
319:その他の輸送用機械器

具製造業
326:ペン・鉛筆・絵画用品・そ

の他の事務用品製造業
328:畳等生活雑貨製品製造

業
329:他に分類されない製造

業

2023年3月15日段階
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事業再構築補助金 ①概要 (1)新分野展開の例

【新分野展開】
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事業再構築補助金 ①概要 (2)事業転換の例

【事業転換】
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事業再構築補助金 ①概要 (3)業種転換の例

【業種転換】
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事業再構築補助金 ①概要 (4)業態転換の例

【業態転換】
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事業再構築補助金 ①概要 採択例から見る再構築の内容

第2～4回公募の申請データを分析。「有望度」は、「申請率」も高く、「採択率」も高いもの。
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事業再構築補助金 ①概要 採択例から見る再構築の内容

第2～4回公募の申請データを分析。「有望度」は、「申請率」も高く、「採択率」も高いもの。
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事業再構築補助金 ①概要 採択例から見る再構築の内容

第2～4回公募の申請データを分析。「有望度」は、「申請率」も高く、「採択率」も高いもの。
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事業再構築補助金 ①概要 通常枠の補助上限額の見直し

※2021年11月26日発表 補正予算内容を反映
詳細は未発表

 限られた政策資源でより多くの事業者を支援するため、通常枠の補助上限
額について、 従業員規模に応じ、従来の4,000万円、6,000万円、
8000万円から2,000万円、 4,000万円、6,000万円、8,000万円に
見直し。

通常枠の要件

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

② 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること（補助額3,000
万円超は金融機関も必須）

③ 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加又は従業員一人当たり付加
価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること

補助上限額・補助率

従業員規模
補助金額

補助率
第5回公募まで 第6回公募以降

20人以下 100～4,000万円 100～2,000万円
【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）

21人～50人 100～6,000万円 100～4,000万円

51人～100人
100～8,000万円

100～6,000万円

101人以上 100～8,000万円

(第9回の内容)
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事業再構築補助金 ①概要 最低賃金枠と大規模賃金引上枠

 賃上げに取り組む事業者の生産性向上について、引き続き強力に支援す
べく、最低賃金枠と大規模賃金引上枠については継続する。

通常枠の申請要件に加え、以下の①及び②を満たすこと

① 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

② 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。

最低賃金枠の要件

補助上限額・補助率

大規模賃金引上枠の要件

補助上限額・補助率

※8,000万円超は返還要件あり

従業員規模 補助金額 補助率
５人以下 100万円～500万円

中小 ３/４
中堅 ２/３６~20人 100万円～1,000万円

21人以上 100万円～1,500万円

従業員規模 補助金額 補助率

101人以上 8,000万円超
～1億円

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

通常枠の申請要件に加え、以下の①及び②を満たすこと

① 2020年10月から2021年6月までの間で、3か
月以 上最低賃金＋30円以内で雇用している従
業員が 全従業員数の10%以上いること

② 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前

年 又は前々年の同月比で30%以上減少している

こと

(第9回の内容)
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事業再構築補助金 ①概要 回復・再生応援枠の創設

 引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象として「
回復・再生応援枠」を新設し、最大1,500万円まで、中小企業については補
助率を3/4に引き上げ（通常枠は2/3）手厚く支援する。

 加えて、事業再構築指針の要件について、主要な設備の変更を求めない
こととすると いった緩和を行う。

 なお、これに伴い緊急事態宣言特別枠は廃止する。

回復・再生応援枠の対象となる事業者

通常枠の申請要件に加え、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2020年又は2019年同月比で30
％以上減少していること

②再生支援協議会スキーム等に則り再生計画を策定していること（詳細な要件は検討中）

補助上限額・補助率

従業員数 補助金額 補助率
5人以下 100万円～500万円

中小企業 3/4
中堅企業 2/36人～20人 100万円～1,000万円

21人以上 100万円～1,500万円

(第9回の内容)
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事業再構築補助金 ①概要 グリーン成長枠の創設

 グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、
補助上限額を最大1.5億円まで引き上げた新たな申請類型を創設する。売
上高10％減少要 件を課さない。

 なお、これに伴い卒業枠・グローバルV字回復枠は廃止する。

グリーン成長枠の対象となる事業者

① 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること（補助
額3,000万円超は金融機関も必須）

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%以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
（※通常はそれぞれ年率平均3.0%以上増加）

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、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こと

補助上限額・補助率

中小／中堅 補助金額 補助率

中小企業 100万円～1億円 1/2

中堅企業 100万円～1.5億円 1/3

※返還要件なし

(第9回の内容)
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エネルギー

関連産業

輸送・製造

関連産業

家庭・オフィス

関連産業

①洋上風力・
太陽光・地熱産業

（次世代再生可能エネルギー）

⑤自動車・
蓄電池産業

⑥半導体・
情報通信産業

⑫住宅・建築物産業・
次世代電力

マネジメント産業

②水素
・燃料アンモニア産業

⑦船舶産業
⑧物流・人流・

土木インフラ産業
⑬資源循環
関連産業

③次世代
熱エネルギー産業

⑨食料・
農林水産業

⑩航空機産業
⑭ライフスタイル

関連産業

④原子力産業
⑪カーボンリサイクル

・マテリアル産業

事業再構築補助金 ①概要 グリーン成長枠の14分野

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の「成長が期待される14分野」

(第9回の内容)
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事業再構築補助金 ②補助対象経費

基本的に設備投資を支援するものです。建物の建設費、システム購入費も補助対象で
す。新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

• 建物費 (原則、改修の場合に限る、新築は一定の制限)

• 機械装置・システム構築費
• 技術導入費
• 専門家経費
• 運搬費
• クラウドサービス利用費
• 外注費
• 知的財産権等関連経費
• 広告宣伝・販売促進費
• 研修費（一部の経費については上限等の制限あり）

補助対象経費

(第9回の内容)
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事業再構築補助金 ③事業計画の内容
1. 事業類型
2. 補助事業計画名（30字程度）
3. 事業計画書の概要（最大100字程度）
4. 事業再構築の類型
5. 事業計画書

1. 補助事業の具体的取組内容
1. 事業再構築要件について

1. 事業再構築の類型ごとに必要となる要件とその内容
2. 具体的な取組の内容

1. 現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容
（提供する製品・サービス、導入する設備、工事等）、今回の補助事業で実施する新分野展開や業態転換、
事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組

2. 事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番、取得時期や技術の導入や
専門家の助言、研修等の時期

3. 補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、
その方法や仕組み、実施体制など

4. 既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業
員への適切な配慮の取組

2. 将来の展望（事業化に向けて想定している市場及び期待される効果）
1. 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の

価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法など
2. 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等

3. 本事業で取得する主な資産
4. 収益計画

1. 事業終了後３～５年で、付加価値額の年率平均3.0％（【グローバルV字回復枠】については5.0％）以上、又は
従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％（【グローバルV字回復枠】については5.0％）以上の増加を見
込む事業計画を策定

2. 収益計画（表）における「付加価値額」の算出根拠
5. 本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等

1. 事業計画書作成支援者の情報
2. 経費明細表
3. 資金調達内訳

(第9回の内容)
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事業再構築補助金 ④スケジュール

フォローアップ内容:
(1)事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認
(2)補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認、会計検査への対応

※不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。

交付決定 補助金の支
払

確定検査
補助額の確定

補助事業期間（1年程度）
（設備の購入等を行う期間）

実績報告 精算払請求

次年度から事業計画期間

●フォローアップ期間は5年間。
●年次報告が必要。

①通常 公募開始 締切り 採択 交付申請 交付決定

設備の購入等が可
能

事前着手
申請

②事前着手 事前着手承認

不採択となるリスクあり

公募開始 締切り 採択 交付申請 交付決定
事業再構築補助金
の概要公表

公募開始以降の設備の購入
契約等が補助対象に可能

2021年度の例
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事業再構築補助金 ⑤申請方法

申請は全て電子申請

• 電子申請には、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。申請は
jGrants（電子申請システム）での受付を予定。

• GビズIDプライムアカウントの発行に２～３週間要する場合があります
ので、事前のID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以
下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成するこ
とができます。

• https://gbiz-id.go.jp/top/
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事業再構築補助金 ⑤申請方法

採択状況 第１回 第２回 第３回 第４回 第5回 第6回 第7回

通常枠

申請者数 16,968 14,859 15,423 15,036 16,185

通常枠

11,653

通常枠

9,292

採択者数 5,104 5,388 5,713 5,700 6,441 5,297 4,402

採択率 30.1% 36.3% 37.0% 37.9% 39.8% 45.5% 47.4%

大規模賃
金引上枠

申請者数 20 12 13
大規模賃
金引上枠

9
大規模賃
金引上枠

11

採択者数 12 6 8 5 5

採択率 60.0% 50.0% 61.5% 55.6% 45.5%

卒業枠

申請者数 80 48 44 17 21
緊急対策

枠

2,980

採択者数 45 24 20 8 9 1,652

採択率 56.3% 50.0% 45.5% 47.1% 42.9% 55.4%

緊急事態
宣言特別

枠

申請者数 5,181 5,893 4,351 4,217 4,509
回復・再
生応援枠

2,933
回復・再
生応援枠

2,144

採択者数 2,866 3,924 2,901 2,806 3,006 1,954 1,338

採択率 55.3% 66.6% 66.7% 66.5% 66.7% 66.6% 62.4%

最低賃金
枠

申請者数 469 290 306
最低賃金

枠

252
最低賃金

枠

162

採択者数 375 290 243 216 131

採択率 80.0% 100.0% 79.4% 85.7% 80.9%

グローバ
ルV字回
復枠

申請者数 2 0 0 0 1
グリーン
成長枠

493
グリーン
成長枠

543

採択者数 1 0 0 0 0 197 217

採択率 50.0% - - - 0.0% 40.0% 40.0%
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事業再構築補助金 ⑥審査項目

【事業化点】
①本事業の目的に沿った事業実施のための体制（人

材、事務処理能力等）や最近の財務状況等から、補
助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、
金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。

②事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること
等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事
業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット
及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証
できているか。

③補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益
性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及び
スケジュールが妥当か。補助事業の課題が明確に
なっており、その課題の解決方法が明確かつ妥当
か。

④補助事業として費用対効果（補助金の投入額に対し
て増額が想定される付加価値額の規模、生産性の
向上、その実現性等）が高いか。その際、現在の自
社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用すること
や既存事業とのシナジー効果が期待されること等
により、効果的な取組となっているか。

【再構築点】
①事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全

く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い
切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。

②既存事業における売上の減少が著しいなど、新型
コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、
事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。

③市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」
を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取
組であるか。

④先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデ
ルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献
し得る事業か。

【政策点】
①先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、

経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じ
て、我が国の経済成長を牽引し得るか。

②新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り
越えてV字回復を達成するために有効な投資内容
となっているか。

③ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自
性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理など
により差別化を行い、グローバル市場でもトップの
地位を築く潜在性を有しているか。

④地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地
域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすこ
とにより雇用の創出や地域の経済成長を牽引する
事業となることが期待できるか。

⑤異なるサービスを提供する事業者が共通のプラッ
トフォームを構築してサービスを提供するような場
合など、単独では解決が難しい課題について複数
の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性
向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数
の企業等（大学等を含む）が共同体を構成して製品
開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。

(第9回の内容)
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事業再構築補助金 ⑦事例 2021年度の例
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事業再構築補助金 ⑦事例 2021年度の例
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事業再構築補助金 ⑦事例 2021年度の例
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事業再構築補助金 ⑦事例 2021年度の例
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事業再構築補助金 ⑦事例 2021年度の例
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補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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補助金申請書の例 ～事業再構築補助金～
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php#dc2
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代表的な補助金

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり･商業･サービス補
助金

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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ものづくり･商業･サービス補助金 ①概要
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ものづくり･商業･サービス補助金 ①概要 https://portal.monodukuri-hojo.jp/

型 枠 補助対象経費 補助率 補助金額

一
般
型

通常枠

機械装置・システム構築費、技術導入
費、専門家経費、運搬費、クラウド
サービス利用費、原材料費、外注費、
知的財産権等関連経費

※単価50万円(税抜)以上の設備投資が必
要

中小企業

1/2
小規模事業者・
再生事業者

2/3

従業員数
(5人以下)

100万円～750万円、
(6～20人)

100万円～1,000万円、
(21人以上)

100万円～1,250万円

※大幅な賃上げをする事
業者は、100万円～1,000 万円

の補助上限を上乗せ
(回復型賃上げ・雇用拡

大枠を除く)

回復型賃上げ・雇
用拡大枠

※前年度の課税所得がゼロ以下か
つ常時使用する従業員がいる事業

者が対象

2/3
デジタル枠

グリーン枠

（温室効果ガス排出削減取組に応じて）

エントリー
750～1,250万円以内

スタンダード
1,000～2,000万円以内

アドバンス
2,000～4,000万円以内

グローバル市場開拓枠

類型①:海外直接投資
類型②:海外市場開拓

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

機械装置・システム構築費、技術導入
費、専門家経費、運搬費、クラウド
サービス利用費、原材料費、外注費、
知的財産権等関連経費、海外旅費
※単価50万円(税抜)以上の設備投資が必要
※海外市場開拓 (JAPAN ブラン
ド 類型では、ブランディング・プロモーション
等に係る経費も対象化

中小企業

1/2
小規模事業者・
再生事業者

2/3

100万円～3,000万円
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ものづくり･商業･サービス補助金 ①概要

申請数と採択率の推移
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ものづくり･商業･サービス補助金 ②事業計画の要件
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ものづくり･商業･サービス補助金 ③対象経費
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ものづくり･商業･サービス補助金 ④回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠
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ものづくり･商業･サービス補助金 ④グリーン枠
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ものづくり･商業･サービス補助金 ④グローバル市場開拓枠
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ものづくり･商業･サービス補助金 ④大幅賃上げに係る補助上限額引上の特例
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑤スケジュール
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑥フォローアップ
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑦審査の観点
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑥活用事例
成果事例集 より
http://www.monodukuri-hojo.jp
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑥活用事例
成果事例集 より
http://www.monodukuri-hojo.jp
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑦特定ものづくり基盤技術

デザイン開発
製品の審美性、ユーザーが求める価値、使用によって得られる新たな経験の実現・経験の質的な向上等を追求
することにより、製品自体の優位性のみならず、製品と人、製品と社会との相互作用的な関わりも含めた価値
創造に繋がる総合的な設計技術。

情報処理
ＩＴ（情報技術)を活用することで製品や製造プロセスの機能や制御を実現する情報処理技術。製造プロセスに
おける生産性、品質やコスト等の競争力向上にも資する。

精密加工
金属等の材料に対して機械加工・塑性加工等を施すことで精密な形状を生成する精密加工技術。製品や製品
を構成する部品を直接加工するほか、部品を所定の形状に加工するための精密な工具や金型を製造する際に
も利用される。

製造環境 製造・流通等の現場の環境（温度、湿度、圧力、清浄度等)を制御・調整するものづくり環境調整技術。

接合・実装
相変化、化学変化、塑性・弾性変形等により多様な素材・部品を接合・実装することで、力学特性、電気特性、光
学特性、熱伝達特性、耐環境特性等の機能を顕現する接合・実装技術。

立体造形
自由度が高い任意の立体形状を造形する立体造形技術。（ただし、３精密加工に係る技術に含まれるものを除
く。)

表面処理 バルク（単独組織の部素材)では持ち得ない機能性を基材に付加するための機能性界面・被覆膜形成技術。

機械制御
力学的な動きを司る機構により動的特性を制御する動的機構技術。動力利用の効率化や位置決め精度・速度
の向上、振動・騒音の抑制等を達成するために利用される。

複合・新機能材料
部素材の生成等に際し、新たな原材料の開発、特性の異なる複数の原材料の組合せ等により、強度、剛性、耐
摩耗性、耐食性、軽量等の物理特性や耐熱性、電気特性、化学特性等の特性を向上する又は従来にない新しい
機能を顕現する複合・新機能材料技術。

材料製造プロセス
目的物である化学素材、金属・セラミックス素材、繊維素材及びそれらの複合素材の収量効率化や品質劣化回
避による素材の品質向上、環境負荷・エネルギー消費の低減等のために、反応条件の制御、不要物の分解・除
去、断熱等による熱効率の向上等を達成する材料製造プロセス技術。

バイオ
微生物を含む多様な生物の持つ機能を解明・高度化することにより、医薬品、エネルギー、食品、化学品等の製
造、それらの評価・解析等の効率化及び高性能化を実現するバイオ技術。

測定計測
適切な測定計測や信頼性の高い検査・評価等を実現するため、ニーズに応じたデータを取得する測定計測技
術。

特定ものづくり基盤技術の指定(平成27年2月9日 12の技術分野)
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑧中小サービス事業者の生産性向上のための具体的手法
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑨事業内容の全体像

経費明細

事業計画のタイトル(30字以内)

資金調達

会社全体の事業計画(数値)

申請する事業類型

導入設備内容

事業の具体的内容

将来の展望

事業分野(ものづくり/サービス)

事業計画の概要(100字以内)
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ものづくり･商業･サービス補助金 ⑩事業内容の全体像

その１：補助事業の具体的取組内容
① 本事業の目的・手段について、今までの自社での取組みの経緯・内容をはじめ、今回の補助事業で

機械装置等を取得しなければならない必要性を示してください。また、課題を解決するため、不可
欠な工程ごとの開発内容、材料や機械装置等を明確にしながら、具体的な目標及びその具体的な
達成手段を記載してください（必要に応じて図表や写真等を用い具体的かつ詳細に記載してくだ
さい）。
事業期間内に投資する機械装置等の型番、取得時期や技術の導入時期についての詳細なスケ
ジュールの記載が必要となります。

② 応募申請する事業分野（「試作品開発・生産プロセス改善」又は「サービス開発・新提供方式導入」）
に応じて、事業計画と「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」又は「中小
サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」との関連性を説明してください。

③ 本事業を行うことによって、どのように他者と差別化し競争力強化が実現するかについて、その
方法や仕組み、実施体制など、具体的に説明してください。

その２：将来の展望（事業化に向けて想定している市場及び期待される効果）
① 本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、

その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や現在の市場規模も踏まえて記載してください。
② 本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等に

ついて簡潔に記載してください。
③ 必要に応じて図表や写真等を用い、具体的かつ詳細に記載してください。

事業の具体的内容

将来の展望

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/shishin.html
https://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf
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代表的な補助金

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり･商業･サービス補
助金

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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IT導入補助金 ①概要

通
常
枠

種類 対象システム等 プロセス数 補助率 補助金額 賃上げ目標 補助対象

A類
型

類型ごとのプロセス
要件を満たすもので
あり、労働生産性の
向上に資するITツー

ル

1以上 1/2
5万円～
150万円

加点 ソフト
ウェア
費・導入
関連費等B類

型
4以上 1/2

150万円
～450万

円
必須

種別 Pコード プロセス名

業
務
プ
ロ
セ
ス

共通プロセス

共P-01 顧客対応・販売支援

共P-02 決済・債権債務・資金回収管理

共P-03 調達・供給・在庫・物流

共P-04 会計・財務・経営

共P-05 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス

業種特化型
プロセス

各業種P-06 業種固有プロセス

汎用プロセス 汎P-07
汎用・自動化・分析ツール（業種・業務が限定されないが生産
性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用

のソフトウェア）

• 「業務プロセス」とは、ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定
の業務の労 働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。

• 「汎用プロセス」とは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入すること
で更に労働 生産性を向上させるものを

【A類型】
必ず“共P-01～各業
種P-06“の内、1種類
以上の業務プロセスを
保有するソフトウェア
が対象

【B類型】
必ず“共P-01～汎P-
07“の内、４種類以上
のプロセスを保有する
ソフトウェアが対象

【通常枠】 https://www.it-hojo.jp/2023/
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IT導入補助金 ①概要

デ
ジ
タ
ル
化
基
盤
導
入
枠

対象 対象システム等 補助率 補助金額 補助対象

ITツール
会計ソフト、受発注シス
テム、決済ソフト、ECソ

フト等

3/4

1円～50万円
以下部分

(対象システムの
うち1機能以上)

ソフトウェア費・
クラウド利用料
（最大2年分補
助）・導入関連費

2/3

50万円～350
万円部分

(対象システムの
うち2機能以上)

+

PC、タブレット、プ
リンター、スキャ
ナー、複合機

ハードウェア 1/2 上限10万円

レジ・券売機等 ハードウェア 1/2 上限20万円

【デジタル化基盤導入枠】
中小・小規模事業者に、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、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、レジ・券
売機等の導入費用を支援

https://www.it-hojo.jp/2023/
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IT導入補助金 ①概要

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
推
進
枠

機能要件 補助対象 補助率 補助金額 補助対象

独立行政法人情報
処理推進機構が公
表する「サイバーセ
キュリティお助け
隊サービスリスト」
に掲載されている
いずれかのサービ

ス

サービス利用料 1/2
5万円～
100万円

サービス利用料
（最大2年分補助）

【セキュリティ対策推進枠】
中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントが原因で事業継続が困難と
なる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き
起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減する。

■サイバーセキュリティお助け隊サービス 2022年8月8日時点
【サービス名称 (事業者名)】
• 商工会議所サイバーセキュリティお助け隊サービス (大阪商工会議所)
• 防検サイバー (MS&ADインターリスク総研株式会社)
• PCセキュリティみまもりパック (株式会社PFU)
• EDR運用監視サービス「ミハルとマモル」 (株式会社AGEST)
• SOMPO SHERIFF（標準プラン） (ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社)
• ランサムガード (株式会社アイティフォー)
• オフィスSOCおうちSOC (富士ソフト株式会社)
• セキュリティ見守りサービス「＆セキュリティ＋」 (株式会社BCC)
• CBM ネットワーク監視サービス (中部事務機株式会社)

• 中部電力ミライズサイバー対策支援サービス (中部電力ミライズ株式会社)
• CSPサイバーガード (セントラル警備保障株式会社)
• PCお助けパック PC定期侵害調査プラン (沖電グローバルシステムズ株式

会社)
• ネットワークセキュリティ見守り隊＆PCセキュリティ見守り隊サービス (株

式会社コハマ)
• マイセキュア ビジネス (NTTコミュニケーションズ株式会社)
• セキュアエッジMDR99 (セキュアエッジ株式会社)
• Cloud Edge運用支援 EasySOC Plus パック (株式会社大塚商会)
• アクロネットサイバーセキュリティサービス (株式会社アクロネット)
• ビジネスサポートサービス (コスモテレコム株式会社)

https://www.it-hojo.jp/2023/
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IT導入補助金 ①概要

複
数
社
連
携
Ｉ
Ｔ
導
入
類
型

補助金額 補助率
補助

上限額
対象ソフトウェア

賃上げ
目標

補助対象
(システム)

補助対象
(ハード)

デジタル
化基盤導
入類型の
要件に属
する経費

（1）基盤
導入経費

1円～50
万円以下
の部分

3/4以内

3000
万円

会計ソフト、受発注
ソフト、決済ソフト、

ECソフト

なし

ソフトウェ
ア費・クラ
ウド利用料
(最大2年
分)、導入
関連費

PC・タブ
レット等:補
助率1/2、補
助上限10万

円
レジ・券売機
等:補助率

1/2、補助上
限20万円

50万円
～350万
円の部分

2/3以内

デジタル
化基盤導
入類型の
要件に属
さない複
数社類型
特有の経

費

（2）消費
動向等分
析経費

50万円
×参加事
業者数

2/3以内

各種システム（消費動

向分析システム、経営分
析システム、需要予測シス
テム、電子地域通貨システ
ム、キャッシュレスシステ
ム、生体認証決済システム

等）

AIカメラ・
ビーコン・デ
ジタルサイ
ネージ等(個
別の補助上
限なし)

（3）補助
事業者が
参画事業
者をとり
まとめる
ために要
した事務

費

（1）+
（2）

×10％
2/3以内

200
万円

対象事業者は、①商工団体等(商店街振興組合、商工会議所、
商工会、事業協同組合等)、②当該地域のまちづくり、商業活
性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができ
る中小企業者又は団体（例）まちづくり会社、観光地域づくり
法人（DMO）等、③複数の中小企業・小規模事業者により形
成されるコンソーシアム、で10者以上であること等が要件

【複数社連携IT導入類型】

https://www.it-hojo.jp/2023/
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IT導入補助金 ①補助金の対象・補助率・補助金額

2022年度
採択状況

2023年1月4日時点

通常枠
A類型

通常枠
B類型

デジタル化
基盤導入類型

セキュリティ
対策推進枠

申請数 18,678 546 13,442 90

実績 10,391 260 10,804 87

採択率 55.6% 47.6% 80.3% 96.6%
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IT導入補助金 ②取組イメージ



Page 109
©(株)道家経営･法務事務所

IT導入補助金 ③補助申請等のフロー
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IT導入補助金 ③補助申請等のフロー



Page 111
©(株)道家経営･法務事務所

IT導入補助金 ③事例
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IT導入補助金 ③事例
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IT導入補助金 ③事例
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代表的な補助金

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり･商業･サービス補
助金

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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省エネ補助金 ①概要 (2023年3月～)

• 工場等での省エネを促進するため、非化石エネルギーへの転換に資する設備も含め、
省エネ性能の高い設備・機器への更新を支援。

• 企業の複数年にわたる投資計画に対応する形で今後３年間で集中的に支援し、特に
中小企業の潜在的な投資需要を掘り起こす。
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省エネ補助金 ①概要～3年間継続事業へ (2023年3月～)
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省エネ補助金 ②指定設備導入事業 対象設備

[ユーティリティ設備] 
① 高効率空調
② 産業ヒートポンプ
③ 業務用給湯器
④ 高性能ボイラ
⑤ 変圧器
⑥ 高効率コージェネレーション
⑦ 低炭素工業炉
⑧ 冷凍冷蔵設備
⑨ 産業用モータ
⑩ 調光制御設備

[生産設備] 
① プラスチック加工機械（射出

成形機）
② 工作機械（レーザー加工機

等）
③ プレス機
④ 印刷機械
⑤ ダイカストマシン
(※必要となる付帯・関連設備

を含む)

(2023年3月～)
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省エネ補助金 ③スケジュール

2月10日～

先進設備・システムの公募開始

2月10日～27日
エネマネ事業者の

公募

3月27日

1次公募開始

5月下旬

2次公募開始

(2023年3月～)

2月27日～
補助対象設備の製
品型番登録開始
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省エネ関連の補助金 環境省①
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省エネ関連の補助金 環境省②
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省エネ関連の補助金 環境省②
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令和2年度までの申請・採択件数

省エネ補助金 令和2年度の状況
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令和2年度の設備単位の設備別採択概要(令和3年度の指定設備導入事業に該当)

省エネ補助金 令和2年度の状況
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代表的な補助金

小規模事業者持続化補助金
地道な販路開拓等（生産性向上）のための取組、あるいは、販路
開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための
取組

事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又は
これらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新
たな挑戦を支援

ものづくり･商業･サービス補
助金

革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うた
めの設備投資等を支援

IT導入補助金
経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率
化・売上アップといった経営力の向上・強化を図る

先進的省エネルギー投資促進
支援事業費補助金
(省エネ補助金)

省エネルギー性能の高い機器及び設備並びに電力ピーク対策に資する機器及び設備
の導入に要する経費を補助することにより、各部門の省エネルギーを推進し、安定的か
つ適切なエネルギーの需給構造の構築を図る

事業承継・引継ぎ補助金
M&A時の専門家活用を支援
事業承継・引継ぎ後の新たな取組の支援
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要

概要・対象者条件 型・枠 補助対象内容 補助率 補助金上限額

M&A時の専
門家活用を支

援
(専門家活用型)

経営資源の譲渡しを検
討している方／着手し
ている方

専門家活用型(売り
手支援型)

謝金、旅費、外注費、委
託費、システム利用料

委託費のうち、中小M&Aの

仲介・FA業務に係る、相談料・
着手金・中間報酬・成功報酬等
の手数料に関しては、経済産
業省の「中小M&A支援機関に
係る登録制度」の登録業者が
行うものが対象。

2/3

600万円
補助事業期間中に成
約に至らなかった場
合は、補助上限を

300万円以内に減
額

経営資源の譲受けを検
討している方／着手し
ている方

専門家活用型(買い
手支援型)

事業承継・引継
ぎ後の新たな
取組の支援

(経営革新型)

他社の経営資源を引き
継いで創業した方

創業支援型

人件費、店舗等借入費、
会場借料費、設備費、原
材料費、産業財産権等関
連経費、謝金、旅費、外注
費、委託費、マーケティン
グ調査費、広報費

2/3

600万円
※生産性向上要件
(付加価値額また
は1人あたりの付
加価値額の伸び率
が3%/年)を満た
さなかった場合は、
補助上限が400

万円以内

800万円
※一定の賃上げを
する事業者の上限
を200万円上乗せ
(上乗せ分のみ補

助率1/2)

親族内承継等で経営者
交代をされた方

経営者交代型

M&Aにより経営資源
を引き継いだ方

M&A型

廃業・再チャレンジ支援型 (上記の型との併用可)
廃業登記費、在庫処分費、
解体費、原状回復費、移
転・移設費

2/3 150万円
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要(経営革新型)

補助対象となる事業承継

2017年4月1日から2024年1月22日に、中小企業者等間における事業
を引き継がせる者(被承継者)と事業を引き継ぐ者(承継者)の間でM&A等を含む事業の
引き継ぎを行った又は行うこと。

ただし、経営者交代型（Ⅱ型）における同一法人内の代表者交代による事業承継においては、将来経
営者となることが十分見込まれる後継者（後継者候補）が選定されており、下記の要件を満たす場合、
事業承継対象期間以降の事業承継においても、本補助事業の対象となる。

【事業承継の要件】
• 同一法人内の代表者交代による事業承継であること。
• 交付申請時点で、6.3に定める要件を満たす将来経営者となることが十分見込まれる後継者（後

継者候補）が選定できていること。
• 当該法人の承継予定者である後継者候補が、該当法人に在籍していること。
• 別途提出を求める事業承継計画から、補助事業期間が終了する事業年度から5年後の事業年度末

までに事業承継を完了する予定であり、その蓋然性が高いことが確認できること。
• 認定経営革新等支援機関より、事業承継の蓋然性につき確認を受けた計画書に限る。

【補助対象事業の要件】交付申請時の補助事業計画から以下のいずれも満たすことを確認できること。
• 後継者候補が主導して取り組む事業であること。
• 承継予定の中小企業等における事業であること（事業計画期間5年）において当法人の存続を前

提とすること）。
• 承継予定である中小企業の経営資源を有効活用した事業であること。
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要(経営革新型)
令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要(経営革新型)
令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要(廃業・再チャレンジ型)

令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要(廃業・再チャレンジ型)

令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要(専門家活用型)

令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
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事業承継・引継ぎ補助金 ①概要(専門家活用型)

令和3年度補正予算 事業承継・引継ぎ補助金
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事業承継・引継ぎ補助金 ②事例 フラワーカドヤ(福井県)

生花・観葉植物のサブスクリプションサービス体制の構築による販路拡大事業

■事業承継の実施目的・経緯
お花はお家に飾るもの、季節を
感じるものとして古くから愛さ
れてきた。近年、人々は様々な社
会問題を抱え、日々のストレスや
不安を抱きながら過ごしている。
そんな日々の不安を和らげ癒し
を与えるお花の持つ力で、フラ
ワーカドヤは「花のある暮らし
を」提案し皆様にやすらぎ・幸せ
を提供し続けていきたい。しかし、
昨年から蔓延している新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、店舗
売上が激減しており、このままで
は事業継続が困難になる可能性
があった。一方で、ご自宅やご贈
答にお花を楽しみたいと考える
方もおられるため、新たなイベン
トを考え、花き農家を巻き込んだ、
生花の需要拡大のチャンスであ
るとも考えた。こうした新たな取
り組みを行うため、事業承継を
行った。

■実施した内容
店舗内にサブスクリプションサービス用のスペースを整備し、本店の魅せる展示
の一部としても役立て、販売促進につながるよう整えた。来店型及び展示型の店
舗として、人目を集めていきたい。また、中心街に立地する店舗のショールーム
化を図った。これにより弊社のブランド価値を高め、生花の需要拡大策の促進及
びサブスクリプションサービスの強化とあわせた販路拡大を図っていく。

■補助事業対象経費 外注費100% 2021年10月本店リニューアルオープン。

花・植木小売業(売上:1億円未満、従業員数:10人以下) 前代表:91歳、承継者・現代表:32歳 親族内承継

■補助事業の効果
現在のコロナ禍の外出自粛により消費者ニー
ズの高まっている、観葉植物を中心としたサ
ブスクリプションサービスの強化により、既存
事業の景気や来店客数に大きく左右される
店舗販売とは異なり、新事業では定期的な売
上の確保及び販路の拡大を図り、事業の収益
体制の改善を図ることが可能となった。また、
福井市内の中心街に立地する店舗のショー
ルーム化も行い、花のある暮らしや楽しむ習
慣づくりを地道に根付かせていくことにより、
長期的な販売促進を図っていく。

■今後の展望
コロナ禍により生花小売需要が減少する一方、在宅時間の増
加に伴う室内向け観葉植物のニーズや、緑に癒しを求める
ニーズは高まっている。生花・観葉植物のサブスクリプション
サービス体制の構築と、店舗ショールーム化及び新たな販売
促進により、市場ニーズ獲得を図る。
法人を対象とした商品開発、品目数の拡充、店舗のショー
ルーム化による魅せる展示やブランド価値の向上等による
様々な点からの差別化による利益の向上をねらう。
生花・観葉植物のサブスクリプションサービス体制の構築と
全国の花き生産者と連携した新たな販売促進を行う中で、安
定した生花・観葉植物の提供及び売り上げの拡大はもちろん、
地域の生産者及び全国の生産者の所得増にも貢献し、生活
文化の振興を図っていく。

(事業承継・引継ぎ補助金ホームページ等より)
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事業承継・引継ぎ補助金 ②事例 まつうら電器(石川県)

街の家電・新家電のホームドクター整備事業

■事業承継の実施目的・経緯
金融機関からの紹介にて事業承継引継ぎセン
ターのアドバイスを受けて現代表が元気なうちに
事業承継を行うことの必要性を認識した。事業
承継引継ぎセンターのアドバイスを受け、現代表
者が元気なうちに事業承継を行うことの必要性
を認識した
取引金融機関「興能信用金庫高浜支店」から案
内を受け、「石川県事業承継・引継支援センター」
の指導により「事業承継計画書」を作成する（令
和3年10月作成）

＜早期承継理由＞
創業者である現社長の経営ノウハウを承継者へ
伝承していく必要性・固定客、外部連携者（メー
カー系列店会、取引金融機関、商工会、同業者団
体組合、会計事務所等）とのコミュニケーションを
とる必要性がある。

■実施した内容
ネットを活用したサービスの展開ができるような設備に変更。さらに、店舗内
で、パソコン・スマホ教室を開催できる環境を整備。
代表者交代を行い円滑な引継ぎが行えるように外部連携者に協力を仰いだ。
固定客及び新規顧客に対して代表者交代したことを周知した。

■補助事業対象経費 設備費100%

■補助事業の効果
新規顧客から家電製品に対しての問い合わせが増加した。来店客が増加した。

■今後の展望
現役世代にネットを活用した情報発信、販路の拡大、高齢者に情報発信、パソ
コン・スマホ教室を開催し顧客満足を一番に考え、「お客様の困ったことを解
決する」をモットーに街の電気屋さんとして安心・安全で迅速なサービスを提
供する。
新規顧客を固定客として出来るようにお客様に安心・安全なサービスを提供
していきます。

電気機械器具小売業(売上:1億円未満、従業員数:5人以下) 前代表:75歳、承継者・現代表:40歳 親族内承継

(事業承継・引継ぎ補助金ホームページ等より)
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事業承継・引継ぎ補助金 ②事例
令和元年度補正予算

経営承継補助金事例集より
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事業承継・引継ぎ補助金 ②事例
令和元年度補正予算

経営承継補助金事例集より
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事業承継・引継ぎ補助金 ②事例
令和元年度補正予算

経営承継補助金事例集より
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事業承継・引継ぎ補助金 ②事例
令和2年度補正予算

経営資源引継ぎ補助金事例集より
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事業承継・引継ぎ補助金 ②事例
令和2年度補正予算

経営資源引継ぎ補助金事例集より
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エネルギー価格等高騰の影響を受けている中小企業等への経営向上の取組支援
（雇用経済部）

中小企業・小規模企業等が、エネルギー価格等高騰の影響を緩和するために行う施設・設
備の省エネルギー化・効率化や自己消費型再生可能エネルギー機器の導入などの経営向
上の取組に対し支援する。

・補助金総額：３億円

・対象者：エネルギー価格等高騰の影響を受けている中小企業・小規模企業等（全業種）
・補助率：1/2 
・補助上限額：２00万円 下限額：10万円
・補助対象事業：エネルギー価格等高騰の影響を緩和するために行う経営向上の取組

（対象事業の例）
○省エネルギー機器や自己消費用再生可能エネルギー装置の導入
○省力化、作業効率化等に向けた設備導入による生産性向上の取組 など

令和4年度2月補正予算(2023年2月15日県議会提出)

※実施予定 : 2023年3月 (県議会の議決が前提)

三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金
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参考:三重県エネルギー価格等高騰対応生産性向上・業態転換支援補助金 (2022年10月～公募)
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事業計画をつくって、前へ進もう!
持続的な経営へ!

持続化補助金実施フォローアップ編

【参考】
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採択後の補助事業の案内

https://r3.jizokukahojokin.info/saitakuinfo
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採択後のステップとフォローアップ

採択される 交付される 実施する 報告する 検査される 確定される 請求する 入金される

期限までに支払や報告をしないと、
補助金は支払われない!

補助事業実施期限 |

報告期限 |

支出毎に、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、
領収書、預金通帳の該当部分の写し、事前事後の証
拠写真等の必要な証拠書類の提出が必要です。

精算払請求を提出。

事業効果報告

1年毎に、事業の効果や設備等の使用
状況等についての報告が必要です。

終了後毎年(5年間等)

事業効果報告 事業効果報告 事業効果報告事業効果報告

補助事業の完了年度の後、
5年間は帳簿保存。

設備等の処分は一定期間に
ついて、承認が必要。
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採択後のステップとフォローアップ ～実施から報告・申請まで～

見積書
発注書
契約書

納品書
完了報告書
完了確認書

請求書
通帳の
コピー

納品物
の写真
(事前事後)

配布先
リスト
(配布物)

受払簿
(開発費用)

事業実施期限

業者
選定

理由書

銀行振込
のみ

採択日 交付決定日

実績
報告書
経費支出管
理表および
支出内訳書

銀行振込
のみ
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採択後のステップとフォローアップ ～事業実施報告書～
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採択後のステップとフォローアップ ～事業実施報告書～
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採択後のステップとフォローアップ ～実施報告書[経費支出管理表]～
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電子申請のための「GビズIDプライム」の取得方法

補助金の申請・交付等の手続きは、電子申請に移行中です。
補助金申請だけではない事業者向けの行政サービスですので、

早期に取得されておくことをおすすめいたします。
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GビズID(gBizID)とは
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GビズID(gBizID)でできる電子申請サービス(2022年4月現在)

国 地方自治体

国

IT導入補助金2022

茨城県

いばらき電子申請・届出サービス
e-Gov 大子町電子申請届出書システム
石綿事前調査結果報告システム いばらき電子申請・届出サービス【笠間市】
ISMAPポータルサイト いばらき電子申請・届出サ－ビス【常陸大宮市】
一元的な輸出証明書発給システム いばらき電子申請・届出【結城市】
金融庁電子申請・届出システム

栃木県
栃木県地域企業感染症対策支援補助金総合サイト

経営力向上計画申請プラットフォーム 感染症対策新事業展開支援補助金申請サイト
鉱業原簿登録更新サイト うつのみやデジタルスクエア
再生可能エネルギー電子申請システム

埼玉県

さいたま市電子申請・届出サービス
Gビズフォーム 埼玉県電子申請・届出サービス
jGrants 久喜市 電子申請・届出サービス
事業継続力強化計画電子申請システム 新座市 電子申請・届出サービス
社会保険手続きの電子申請 千葉県 八千代市電子申請サービス
住宅瑕疵担保履行法 基準日届出システム 東京都 足立区オンライン申請システム
省エネ法定期報告書情報提供システム 神奈川県 e-kanagawa電子申請（神奈川県）
食品衛生申請等システム 横浜市電子申請・届出システム
情報処理支援機関【スマートSMEサポーター】認定制度 新潟県 新潟県電子申請システム
石油流通ネット 石川県 金沢市電子申請サービス
賃貸住宅管理業登録等電子申請システム

愛知県
豊田市電子申請・届出システム

DX推進ポータル 豊橋市 あいち電子申請・届出システム
TeCOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター） 岡崎市電子申請・届出システム
ドローン情報基盤システム（登録機能）

大阪府
大阪市行政オンラインシステム

認定経営革新等支援機関電子申請システム SAKACIL（さかしる）
農林水産省共通申請サービス 豊中市電子申込システム
肥料情報システム

兵庫県

e-KOBE：神戸市スマート申請システム
保安ネット アマポータル
ミラサポplus にしのみやスマート申請
令和元年度補正事業承継補助金 姫路市オンライン手続ポータルサイト

広島県 福山市電子申請システム
沖縄県 沖縄県電子申請サービス
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GビズID(gBizID)のホームページ
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法① 準備とアクセス
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法② 入力(法人の場合)
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法② 入力(個人事業主の場合)
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法③ 入力確認と印刷
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法④ 押印・記入→郵送
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GビズID(gBizID)プライムの取得方法⑤ 審査状況の確認



Page 159
©(株)道家経営･法務事務所

GビズID(gBizID)プライムの取得方法⑥ 審査結果とパスワード設定
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GビズID(gBizID)プライムのログイン方法



Page 161
©(株)道家経営･法務事務所

--------------------------------
事業に、暮らしに、まちに、元気を

株式会社 道家経営・法務事務所

道家 睦明 Mutsuaki Dohke

mutsuaki@dohke.net
www.dohke.net

〒501-6065 岐阜県羽島郡笠松町門間534
TEL.090-3569-3539,058-388-8122
FAX.058-388-8127

---------------------------------
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