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Ⅰ．戦略的基盤技術高度化・連携支援事業
（サポイン補助金）

※令和3年度については、掲載内容から変更する可能性があります
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戦略的基盤技術高度化支援事業

（サポイン事業）

サポイン Supporting Industry
| |

中小企業の研究開発・試作品開発などを支援する事業

サポイン（戦略的基盤技術高度化支援事業）は「Supporting Industry」の略で、

中小企業・小規模事業者が大学や公設試験研究機関、他の企業などと共同で我が国産業
を支えるものづくり基盤技術の高度化に向けた研究開発や試作品開発、販路開拓などの取
組を支援するものです。
サポインでは、日本のものづくりの「競争力強化」と「新たな事業の創出」を目指しており、こ
れまで2,000件を超える中小企業・小規模事業者による研究開発プロジェクトを支援してい
ます。
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特定ものづくり基盤技術に関する研究開発や試作品開発等の取り組みを支援し、中小企業のも
のづくり基盤技術の高度化を通じて、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな産業の創出を
図ることを目的としています。

３～５年後のマーケットニーズ
川下企業の要求

開発技術シーズ
共同体を組織

川上・川下
の摺り合わせ

サポイン事業
研究開発の実施

我が国製造業
の国際競争力強化

開発技術シーズによる高度化
・微細・精密化
・小型・軽量化
・複雑形状化、
・耐久・耐熱性向上
・新素材、難加工材対応、等

３～５年後のマーケットニーズ
川下企業の具体的な要求

マッチング

【戦略的基盤技術高度化支援事業】

【中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針】

１．サポイン事業の目的

市場ニーズ
川下ニーズ

事 業 化
国 際 化

研究課題
技術目標
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我が国製造業の国際競争力を支えるものづくり基盤技術の高度化の観点から、研究開発に取り
組む中小企業が参考とするために、今後社会に求められる技術及び具体的な開発手法の情報を広
く発信するよう努めるものとする。

【特定ものづくり基盤技術（12技術分野）】１.デザイン開発、２.情報処理、３.精密加工、４.製造環境、５. 接合・実装、６.立体造形、
７.表面処理、８.機械制御、９.複合・新機能材料、10.材料製造プロセス、11.バイオ、12.測定計測

事業計画書作成
（研究開発）
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２．サポイン事業の令和３年度概算要求額



３．サポイン事業の令和２年度の主な変更点

サポイン補助金の申請に必須であった、ものづくり高度化法の認定及び地域経済牽引事業
計画の承認が、申請要件ではなくなりました。

申請に必須であった、特定研究開発等計画の認定（中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する

法律）又は地域経済牽引事業計画の承認（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律）は申請要件ではなくなりました。

具体的には、事業終了後５年以内を目処に、主たる研究等実施機関（中小企業者）の
①付加価値額が１５％以上の向上（年率平均３％以上)(※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費)

②給与支給総額が７.５％以上の向上（年率平均１．５％以上）
を達成する目標を策定する必要があります。
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事業計画書に、主たる研究等実施機関（中小企業者）の付加価値額及び給与支給総額
の向上に関する目標値を設定して提出いただくこととなりました。

本申請を行う中小企業者は他事業の共同体を兼ねることが出来なくなりました。

本事業の申請において、研究等実施機関として参画する中小企業者は、主たる、従たるを問わず

他の共同体の事業に研究等実施機関として参画することはできません。



４．サポイン事業の概要

中小企業・小規模事業者が大学、公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる
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最大３年間支援します。

あくまでも研究開発を支援するための事業であり、生産を目的とした設備備品の導入や営利活
動に関する補助事業ではありません。

国会での令和３年度予算の成立が前提となります。このため、今後、内容等変更になることも
ありますので、あらかじめご了承ください。

【申請対象者】

中小企業者を中心とした共同体を構成

中小企業者は「主たる研究実施機関」で参画

構成員は日本国内に本社を置き、事業を営み

かつ研究開発等を行うこと

【共同体の構成員】

１）事業管理機関（補助事業者）・・・必須

２）研究等実施機関（間接補助事業者)・・・必須

①主たる研究等実施機関・・・必須

②従たる研究等実施機関・・・推奨

３）アドバイザー・・・推奨

※アドバイザーは補助金交付の対象外

【補助事業期間】

２年度又は３年度

【補助金額（上限額】

初年度 ４，５００万円以下

２年度の合計で７，５００万円以下

３年度の合計で９，７５０万円以下

【補助率】

中小企業・小規模事業者 ２／３以内

大学、公設試等 定額（１０／１０）

【採択】

全国１００件程度（予定）

【公募時期】

令和３年度：未定（前年度は１月３１日～４月２４日）
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５．サポイン事業の仕組み
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（１）物品費

・事業遂行に必要な機械装置・備品・消耗品の購入経費。
・自ら部品を購入し、機械装置を組み立てる場合の購入費用も対象。
※自社調達や共同体内取引（アドバイザーは除く）は、利潤を含めることはできません。
※５０万円以上の機械装置備品は、処分制限期間内の他事業への使用はできません。
※消耗品は、使用簿を作成し実際に使用したものが補助対象となります。

（２）人件費・謝金、旅費

（３）その他経費（１／２)

①外注費
・原材料等の再加工、設計、分析、検査等を外注先に依頼するための経費。

②技術導入費
・知的財産権等の導入が必要な場合に所有権者等に支払われる経費。

６．サポイン事業の補助対象経費（１／２）

・本事業に係る研究員、進捗管理を行う管理員の人件費、旅費。
※研究員として従事した役員の労務費は計上可能ですが、役員報酬分は計上できません。

・推進委員会の委員、アドバイザー等に支払われる謝金、旅費。
※旅費は事業者の規程に基づきますが、利用可能な安価な旅券の利用に努めて下さい。
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（３）その他経費（２／２）

（４）間接経費

・直接経費（物品費、人件費・謝金、旅費、その他経費）の３０％を上限に計上できる経費。
・競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究・事業管理全体の機能の向上に
活用するために必要となる経費に充当することができる経費。
例）管理部門の人件費、研究開発設備の水道・光熱費、図書の整備等

・「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に基づき、方針等を作成し適切な執行を行う
必要があります。

③知的財産権関連経費
・知的財産権の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料。
※日本の行政庁に納付される出願手数料等は対象になりません。

④マーケティング調査費
・展示会出展、市場調査等に必要な経費。
※ 展示会出展については、出展の申込みが補助事業期間以前であっても出展料の支払いが、

補助事業実施期間内であれば対象となります。
※単なる会社のＰＲや営利活動に直結するＰＲなどは対象となりません。

６．サポイン事業の補助対象経費（２／２）



○ 九州の採択率は、約６０％で毎年推移、令和2年度は４６％と低下したが全国を上回る率。
○ 九州の採択数の全国割合は、約１０％で毎年推移、令和2年度は申請数減となり６％に低下。
○ 九州の採択数の各県別は、直近５年間においてバランスのとれた採択実績となっている。
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７．サポイン事業の採択実績

■九州・全国の採択数、申請数、採択率 ■九州各県の採択数

※県別は研究実施場所で整理

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

九
州

採択数 16 12 14 14 6

申請数 27 21 23 22 13

採択率 59.3％ 57.1％ 60.8％ 63.6% 46.2%

全国割合 14.0％ 11.1％ 11.1％ 10.2％ 5.9％

全
国

採択数 114 108 126 137 102

申請数 287 297 334 304 326

採択率 39.7％ 36.4％ 37.7％ 45.1％ 31.3％

28年度 29年度 30年度 元年度 ２年度

福岡県 11 5 6 7 1

佐賀県 1 0 1 0 0

長崎県 0 1 2 2 1

熊本県 4 2 2 0 1

大分県 0 3 1 2 0

宮崎県 0 0 2 1 1

鹿児島県 0 1 0 2 2

計 16 12 14 14 6



（平成３０年度）九州地域としては高水準の１４件の採択（採択率６０.８％）

８．サポイン事業の採択事例（平成30年度）

研究開発計画名 事業管理機関名 法認定中小企業者
主たる研究実施場所
（都道府県）

植物成長促進による植物工場の生産性向上を実現する 照射環境制御型プラズマ援用種子処
理装置開発

(公財) 九州先端科学技術研究所 株式会社新興精機 福岡県

スマートフォン用のバッテリー検査工程における品質と生産性を向上させ高度な判定を実現するマ
ルチインプット型ＡＩアルゴリズム検査システムの開発

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団
KNE株式会社

株式会社TTDesign
福岡県

配線方法で機能が変わる「マスター回路」と「ミニマルファブ」を組合せた、多品種適量半導体の短
納期・低コスト製造を実現する、新しい半導体製造技術の開発

（一財）九州産業技術センター 株式会社ロジックリサーチ 福岡県

食中毒リスクフリーのための高電圧大電流処理による革新的アニサキス殺虫装置の開発 （公財）福岡県産業・科学技術振興財団 株式会社ジャパンシーフーズ 福岡県

定年延長に繋がる健康管理のため、銀繊維ウェアにより心拍・筋電等を無線で取得し、取得した
データを元に個人ごとの健康管理・作業量負荷軽減を行うデバイス及びシステムの開発

(公財)飯塚研究開発機構 株式会社TRIART 福岡県

高齢化社会における生活習慣病の早期発見のため、老化赤血球のスクリーニング及び非老化赤
血球の変形能が測定可能な２ステップ・フィルトレーション法による自動測定装置の開発

(一財)九州産業技術センター 株式会社レオロジー機能食品研究所 福岡県

レーザ光高速走査・加工除去物の効率換気・搬送シートの連続加工による
エアバッグの生産コスト低減を目的としたエアバッグ用シートのレーザ裁断装置の開発

(公財)佐賀県地域産業支援センター 武井電機工業株式会社 佐賀県

次世代半導体製造工程等のための低GWP混合冷媒を利用した１元冷凍方式による冷却技
術を用いた小型超低温領域用温度調節機の研究開発

(公財)長崎県産業振興財団 伸和コントロールズ株式会社 長崎県

コンクリート橋梁ひび割れ等の点検のためのAI画像診断技術を用いた橋梁点検・診断支援シス
テムの開発

(公財)長崎県産業振興財団 株式会社PAL構造 長崎県

迅速かつ低コストな施工で、舗装の長寿命化を可能にする、 熊本発のひび割れ自動充填ロボッ
トの開発

(公財)くまもと産業支援財団 株式会社ジメント 熊本県

インクジェット技術を利用した次世代フラットパネルディスプレイ用フォトレジスト塗布装置及び専用
フォトレジストの研究開発

(公財)くまもと産業支援財団 ミクロ技研株式会社 熊本県

自動車等輸送機械の窓に色調豊かで高速応答性・高耐熱性をもつ調光機能を搭載するための
カラー液晶調光素子の研究開発

(公財) 大分県産業創造機構 九州ナノテック光学株式会社 大分県

途上国の子供たちが読み書き計算を学ぶための、AI技術と動画自動生成技術を有する基礎教
育タブレット「Ta-BE（タビー）」の開発

(公財)宮崎県産業振興機構 株式会社教育情報サービス 宮崎県

内視鏡外科医師の早期養成、及び手術時間短縮のため、眼電位・筋電位等の生体信号によ
る空間画像処理技術を開発し、透過型ヘッドマウントディスプレイを用いたハンズフリーコミュニケー
ション支援システムの製品化

(公財)宮崎県産業振興機構 株式会社昭和 宮崎県
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研究開発計画名 事業管理機関名 法認定中小企業者
主たる研究実施場所
（都道府県）

５G対応高周波用材料（ガラス・セラミック・テフロン等）への分子接合とメッキ技術を融合した高
周波対応次世代メッキ技術の開発

（公財）北九州産業学術推進機構 株式会社豊光社 福岡県

次世代太陽光発電向け円筒型太陽電池システムの研究開発 （公財）北九州産業学術推進機構 株式会社フジコー 福岡県

三次元技術を用いた地域社会への貢献を目的とした高度測量技術に関する研究開発 （公財）北九州産業学術推進機構 株式会社コイシ 福岡県

安全な自動運転に貢献する車載カメラレンズを製作するため、NPD(ナノ多結晶ダイヤモンド）製
工具の高精度切削加工技術を活用した広角度・超硬合金製ガラスレンズ金型の開発

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団 株式会社ワークス 福岡県

新素材を切削加工した鋳造型による低コスト小中ロット用アルミダイカスト鋳造法の開発 （公財）福岡県産業・科学技術振興財団 株式会社明和製作所 福岡県

超高画質（高精細・広色域）次世代表示装置を実現する為の新規合成技術による使用制
限特定有害物質を含まない高特性新開発ＱＤ（量子ドット）蛍光体、及び、その量産化技術
の研究開発

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団 ＮＳマテリアルズ株式会社 福岡県

日本初の機能性表示食品制度に適合した高機能性プラセンタエキスの開発 （一財）九州産業技術センター 佳秀工業株式会社 福岡県

高調波規制に適合し省エネ・小型化を実現するためブリッジレスアクティブフィルタ方式を用いた次
世代高効率三相交流電源ユニットの開発

（公財）長崎県産業振興財団 イサハヤ電子株式会社 長崎県

低コスト化・難燃化ニーズに応えるため、表面改質技術とテンション制御技術を活用した樹脂製
亀甲網の開発

（一財）九州産業技術センター 粕谷製網株式会社 長崎県

基礎杭等の健全性評価と寸法測定を目的とし自動打撃装置とAI化された衝撃弾性波解析に
より汎用性と精度が高い非破壊調査システムの開発

（公財）大分県産業創造機構 株式会社テクノコンサルタント 大分県

がん患者一人ひとりに最適な抗がん剤が投与できることを目的に、イムノクロマト技術を活用した
抗がん剤5-FUの濃度測定キットおよび至適投与量調整システムの開発

（公財）大分県産業創造機構 アドテック株式会社 大分県

電解硫酸技術を活用した屋外で白化しにくいアルミ合金製品と表面処理装置の開発 （公財）宮崎県産業振興機構 ミクロエース株式会社 宮崎県

世界初の脂溶性ポリフェノールの量産化を目的に、独自の抽出・濃縮・精製技術による焼酎かす
からの製造技術の確立

（公財）かごしま産業支援センター 薩摩酒造株式会社 鹿児島県

焼酎粕の処理費低減とオーガニックな飼料提供のための長期保存可能な焼酎粕完全利用技術
を活用した動物用サプリメント開発

株式会社鹿児島ＴＬＯ 株式会社栄電社 鹿児島県

（令和元年度）九州地域として高水準の１４件の採択（採択率６３．６％）

８．サポイン事業の採択事例（令和元年度）
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研究開発計画名 事業管理機関名
主たる研究等実施機関
（中小企業者）

主たる研究実施場所
（都道府県）

再生医療に用いる間葉系幹細胞生産性向上のため、AI による細胞品質管理技術・培養
環境制御技術・濃縮技術を活用した完全閉鎖系自動培養装置の開発 （公財）福岡県産業・科学技術振興財団 株式会社アステック 福岡県

繊維配向と充填密度の最適化により凝集剤フリーで水中の5μm未満の微粒子を除去す
る原水変動に対応した高性能繊維濾過装置の開発 （公財）長崎県産業振興財団 協和機電工業株式会社 長崎県

道路工事現場における安全走行のための、超音波素子の革新的圧電膜スプレー塗布技
術を活用した高速道路注意喚起システムの開発

（公財）くまもと産業支援財団 天草池田電機株式会社 熊本県

精密な術野の測量やマーキングを行うための人体に安全な顔料を用いた医療機器認証
マ－カ－の開発 （公財）宮崎県産業振興機構 安井株式会社 宮崎県

ピュアなセルロースである脱脂綿を原料とする健康食品向けセロビオースの実用化
（公財）かごしま産業支援センター カクイ株式会社 鹿児島県

異種金属5層同時単打点接合技術の多打点接合化とI型リブ構造による材料費削減化の
同時実現のための低コスト・高生産性接合プロセスの開発及び安定品質化 株式会社鹿児島TLO 株式会社藤田ワークス 鹿児島県

（令和２年度）九州地域は申請数が減少し６件の採択（採択率４６．２％）

８．サポイン事業の採択事例（令和２年度）
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Ⅱ．ものづくり補助金関係

（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
（２）ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業

15



 中小企業が取り組む革新的な試作品開発・サービス開発・生産プロセスの改善を行うための設備投
資等を支援。

（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）

16

１．対象事業者

中小企業・小規模事業者等 ※ 一定の要件を満たすNPO法人も申請対象

【対象要件】3～5年で、①「付加価値額」年率3%増、②給与総額年率1.5％増、
③事業所内最低賃金が地域別最低賃金＋30円、これら3つの水準を上回る計画が
必要。なお、計画終了時点で給与支給総額及び事業場内最低賃金の増加目標が
未達の場合、補助金額の返還を求めます。

３．補助金の概要

予算 事業類型 上限額 補助率 上記【対象要件】の付加要件等 補助対象経費 公募スケジュール

①

R1年度
補正

（個者）

一般型 1000万円
１／２

小規模事業者 ２／３
ー

「２.補助対象経費」
のとおり

Ｒ２ＦＹ
4次締切：12月18日
5次締切： 2月19日

※Ｒ３ＦＹも通年で
公募受付

グローバル展開型 ３000万円
「２.補助対象経費」に加え

海外旅費

②
R３年度

当初
（複数）

企業間連携型 2000万円/者
１／２

小規模事業者 ２／３
連携体は2～5者まで

50万円以上の設備投資が必要 「２.補助対象経費」
のとおり

Ｒ２ＦＹ
4月28日～6月30日

（公募終了）

※Ｒ３ＦＹ：未定
サプライチェーン

効率化型
1000万円/者

１／２
小規模事業者 ２／３

連携体は2～10者まで
50万円以上の設備投資が必要

①R1年度補正：事務局サポートセンター TEL: 050-8880-4053  MAIL: monohojo@pasona.co.jp
②R３年度当初：事務局 未定

２．補助対象経費

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
関連経費

４．問い合わせ先

※上記のほか、中小企業30者以上の事業計画を策定する面的プログラムを支援するビジネスモデル構築型があります。

mailto:monohojo@pasona.co.jp
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中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編
令和2年度第3次補正予算案額 2,300億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

事業イメージ

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内

に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後２年で、販路開拓
で売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均３％以上向上を目指します。

※ ３事業とも、補助事業実施年度の生産性向上や賃上げは求めないこととします。

中小
企業等

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

【低感染リスク型ビジネス枠における各補助事業の拡充内容】

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率：2/3）
対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセス

の改善に必要な設備投資、システム構築等を支援します。

②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助上限：100万円、補助率：3/4 ）
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた

新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援します。

③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円、補助率：2/3）
複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なIT

ツールの導入を支援します。（調整中）

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染拡大を抑えながら経

済の持ち直しを図るため、中小企業のポストコロナに向けた経済構造の転換・
好循環を実現させることが必要です。

新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、現下及びポストコロナ
の状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援
するため、令和2年度一次・二次補正で措置した特別枠を新特別枠（低感
染リスク型ビジネス枠）に改編します。（※現行の特別枠は令和2年12月で
募集終了）

補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠

ものづくり補助金
（設備導入、システム構築）

1,000万円・
1/2(小規模 2/3)

1,000万円・2/3

持続化補助金
(販路開拓等)

50万円・2/3 100万円・3/4

IT導入補助金
（IT導入）

450万円・1/2 450万円・2/3（調整中）



これまでの採択実績（九州）

（１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

採択

累計
1次

公募

2次

公募

1次公

募1次

〆

1次公

募2次

〆

2次公募 1次〆 2次〆 3次〆

2713 263 399 451 363 232 394 297 97 305 8 222 75 306 52 119 135

503 45 72 57 66 37 96 77 19 74 2 51 21 56 11 25 20

808 58 107 117 88 75 170 127 43 128 6 83 39 65 23 22 20

999 86 129 137 199 86 163 122 41 124 6 86 32 75 11 33 31

889 73 120 149 116 78 190 160 30 107 5 77 25 56 14 27 15

893 71 128 172 135 71 140 110 30 117 6 88 23 59 12 30 17

797 102 136 144 105 69 103 74 29 84 5 52 27 54 3 23 28

7,602 698 1,091 1,227 1,072 648 1,256 967 289 939 38 659 242 671 126 279 266

80,964 10,516 14,431 13,134 7,948 6,157 11,914 9,443 2471 9,531 332 7,136 2063 7,333 1,429 3,267 2,637

応募

総数
192,743 23,971 36,917 30,478 26,629 15,547 23,467 17,112 6,355 20,803 1,111 13,816 5,876 14,931 2,287 5,721 6,923

採択

率
42.0% 43.9% 39.1% 43.1% 29.8% 39.6% 50.8% 55.2% 38.9% 45.8% 29.9% 51.7% 35.1% 49.1% 62.5% 57.1% 38.1%

熊本

大分

宮崎

鹿児

九州

全国

H29FY補正 H30FY補正 R1FY補正・R2FY補正

福岡

佐賀

長崎

H24F

Y補正

(1・2次

公募)

H25FY

補正

(1・2次

公募)

H26F

Y補正

(1・2次

公募)

H27FY

補正

(1・2次

公募)

H28F

Y補正

(1次公

募のみ)

H24FY補正：1,007億円、 H25FY補正：1,400億円、 H26FY補正：1,040億円、 H27FY補正：1,020億円、

H28FY補正：1,001.3億円、H29FY補正：1,000億円、 H30FY補正：1,100億円、R元ＦＹ補正：3,600億円、R２ＦＹ補正：４００億円(3事業合計予算)

この８カ年（平成24年度補正～令和２年度補正）で九州 7,602者（全国 80,964者）を採択
革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、試作品開発・設備投資等を支援。
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（２）ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業

これまでの採択実績（九州）

＜参考：公募案内サイト＞ ※募集は既に終了しています。（R2FY公募期間：R2.4.28～6.30)

令和２年度ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金サイト（事務局：NTTアド）
https://www.nttdata-strategy.com/r2tousyo-monohojo/

〇地域別_採択集計（九州ブロック申請分）・採択率

件数

(件)

事業者

数(者)

件数

(件)

事業者

数(者)

件数

(件)

事業者

数(者)
件数(件)

事業者数

(者)

 福岡 6 9 4 7 2 2 2 4

 佐賀 0 0 0 0 0 0 0 0

 長崎 0 0 0 0 0 0 0 0

 熊本 2 5 1 2 1 3 0 0

 大分 0 0 0 0 0 0 0 0

 宮崎 1 4 0 2 1 2 0 0

 鹿児島 0 0 0 0 0 0 0 0

 (九州外） 1 3 1 1 0 2 0 0
 九州 計 10 21 6 12 4 9 2 4

 全国 計 123 301 96 238 27 63 29 71

179 436 139 344 40 92 74 172

68.7 69.0 69.1 69.2 67.5 68.5 39.2 41.3

採

択

数

 応募総数

 採択率(全国）

（％）

R2FY当初予算

計

H31FY当初予算

計 1次公募 2次公募



【参考】ものづくり補助金申請時の留意点

１．補助金申請書作成の前に
☑補助事業の目的の確認
☑補助事業の要件確認及び申請する事業類型の確認
☑必要書類の有無について確認（期限までに準備できるか等）
☑電子申請用ID「GビズIDプライムアカウント」の取得（発行まで2週間程度）

２．補助金申請書の作成について
☑公募要項の「補助申請書類の記入・提出にかかる留意点」を遵守しているか
☑公募要項の「審査項目」に関して書き漏れはないか。
要点を押さえ、図や表を利用して分かりやすく、簡潔・明確に記載できているか
☑申請理由が「補助事業の目的」に合致しているか

３．申請手続きに関して
☑添付書類を含む申請書類に不備はないか、精査してアップロードすること
☑提出方法、提出先等に間違いがないか注意すること

※主な留意点を記載しており、これに限定するものではありません。
※応募する補助事業の公募要領記載内容を熟読し、応募要領に従って申請手続きを行ってください。
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Ⅲ．標準化、新市場創造型標準化制度等
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●乾電池の大きさ・電圧

寸法：口金
長さ（直管）
外径（丸形）
ガラス管の径

品質：色・明るさ
消費電力
寿命

【高齢者や障害者にも配慮した設計の標準化】
●蛍光灯

１．標準化とは

JISマーク JIS S4001: 安全マッチ

品質：
頭薬の付着強度、
発火性能、軸木
の折れにくさ、箱
の引出しにくさ、
など

 標準化とは、一定のルール（標準）に従って形や寸法などを定めることにより、共通して利用できる
（互換性）、安全に利用できるようにすること。【消費者等の利便性向上】

 また、産業界（ビジネスの観点）では、部品等の大きさや質、生産工程の統一化を図ることにより、
大量生産、コスト削減が可能となる。【製造プロセスの合理化、材料や労働の節約、原料・完成製品
の品目削減、製造原価の低下など】
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（英） （独） （仏） （日） （米）

（自動車） （材料） （電気電子） （機器安全）

国際規格
（国際標準化機関）

地域規格（欧州）
（地域標準化機関）

国家規格
（国家標準化機関）

団体規格
（業界団体）

（全般） （電気電子） （通信）

（全般） （電気電子） （通信）

企業規格
（企業）

【作成組織による分類】 【作成プロセスによる分類】

公的な機関で明文
化され公開された手
続により作成。

特定分野に関心の
ある企業等が集まり、
合意により作成。

市場競争の中で事
実上の標準となった
規格。

（例）Windows 

（例）Bluetooth

無線通信で接続

（例）フィルム感度

ISO100
ISO400

：

①デジュール標準

②フォーラム標準

③デファクト標準

２．標準の分類

国際規格：ＩＳＯやＩＥＣなどの場を通じて、共通の利益を持つ多数の国が協力し、合意を重ねることによって、
国際的に適用される国際規格を制定し、それを使うことによって進められる標準化

国家規格：国家規格を作成又は発行することを正当に認められている機関が、一国の領土内で適用される
国家規格を利害関係者の合意を得た上で制定し、それを使うことによって進められる標準化

25



３．経済産業省関係の標準化の体制

 日本産業規格（JIS）は、産業標準化法に基づき、日本産業標準調査会（JISC）の審議を経て
制定。 平成31年3月末時点で10,773規格。

 ISO/IECは、各国一標準化機関によって構成。我が国はJISCが代表（昭和27年閣議了解）。

JISC傘下で国内関係団体（約300）が分野毎の専門委員会（約900）に対応。

日本産業規格（ＪＩＳ）

国際標準化機構（ISO）
［理事国数20 （日本は常任理事国）］

国際電気標準会議（IEC）
［評議国数15 （日本は常任評議国）］

専門委員会数 759
（うち日本が幹事 74）

専門委員会数 187
（うち日本が幹事 23）

＜共管＞経産省
厚労省・国交省
農水省・文科省
総務省・環境省

ＩＳＯ／ＩＥＣ国内審議団体
工業会・学会等（約３００）

事務局：経済産業省 基準認証ユニット

★ＩＳＯ／ＩＥＣの各委員会
等には、個々の国内審議団体、
関係企業、研究機関等が、Ｊ
ＩＳＣの名の下で対応

民間企業

研究機関 学会・大学

会長 遠藤 信博 氏

（日本電気(株) 会長）

工業会

日本産業標準調査会
Japanese Industrial Standards Committee（ＪＩＳＣ）

＜常任理事国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国

＜常任評議国（６ヶ国）＞
米国、ドイツ、フランス
英国、日本、中国
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標準化特許（権利化）

デメリット メリット メリット デメリット

市場
規模

全体としての製品市場が
拡がらないおそれ

自社シェア拡大
（フォロワが追随困難）

製品市場拡大 他社参入容易
自社シェア減少

コスト 特許取得・維持コスト負担 ライセンス収入大 製造コストダウン 製品価格低下
規格作成コスト負担

他社
技術との
関係

独占弊害（競争阻害によ
る技術進化鈍化等）のお
それ

製品差別化
他者模倣防止

製品共通化
技術移転容易化

有位性保てず

・特許技術と標準化技術を戦略的に組み
合わせてビジネス戦略に相乗効果を

・ただし、特許（権利化）と標準化のデメリットも
考慮する必要あり

差別化する部分を
標準化してはいけない

９．知財と標準化との戦略的組合せ - 特許と標準化との関係

※オープン・クローズの意味は人によって異なって使われている場合がある。
・ 開示する ＝ オープン ／ 開示しない ＝ クローズ
・ 利用させる ＝ オープン ／ 利用させない ＝ クローズ

オープン・クローズ戦略
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 標準化官民戦略に基づき、２０１４年７月、業界団体を通じたコンセンサスを求めない「新市場創
造型標準化制度」を創設。

 例えば、とがった技術があるものの、
・中堅・中小企業等で原案作成が困難な場合、
・複数の産業界にまたがる場合に、

従来の業界団体でのコンセンサス形成を経ずに、迅速なＪＩＳ化や国際標準提案を可能に。

10．新市場創造型標準化制度 – 制度概要

必ずしも従来の工業会での国
内調整を経ずとも、標準化を可
能とするプロセスの確立

企業
／

グループ

通
常
の
ル
ー
ト

に
よ
る
標
準
化

新
市
場
創
造
型

標
準
化
制
度

国
際
標
準
化

（Ｉ
Ｓ
Ｏ
／
Ｉ
Ｅ
Ｃ
）

企業
／

グループ

通
常
の
ル
ー
ト

に
よ
る
標
準
化

新
市
場
創
造
型

標
準
化
制
度

国
内
標
準
化

（Ｊ
Ｉ
Ｓ
）

国内標準の場合

ＪＩＳＣ
（日本工業標準調査会）

ＪＩＳＣ
（日本工業標準調査会）

国際標準の場合

企業
／

グループ

企業
／

グループ

国内コンセンサス形成
原案作成

国内調整／原案作成

日本規格協会
３～５ヶ月

国内審議団体
２～３年

日本規格協会
１～２年

国内コンセンサス形成

業界団体
２～３年

国内調整

国際コンセンサス形成

国際コンセンサス形成

国内審議団体／
ＩＳＯ（国際標準化機構）

ＩＥＣ（国際電気標準会議） ３年

国内審議団体／
ＩＳＯ（国際標準化機構）
ＩＥＣ（国際電気標準会議） ３年

原案作成

原案作成 審議

審議

業界団体
原案作成委員会

１年

日本規格協会
１年
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Ⅳ．その他（販路開拓、デジタル化等）



JAPANブランド育成支援等事業
令和3年度概算要求額 10.6億円（10.0億円）

中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要
人口減少による国内市場の縮小や、新型コロナウイルスによる事業への

ダメージが継続する中、中小企業者にとって、新事業展開や販路開拓
により新たな需要を獲得することが極めて重要となっています。

特に、市場や社会のあり方は大きく変化しており、例えば、コロナ危機で

の生活のあり方の変化による社会ニーズの変化や、電子商取引（Ｅ
Ｃ）やオンライン商談の浸透をはじめとしたビジネス手法の変化などが急
速に発生しています。

 こうした市場や社会の変化はさらに加速していくと想定される中、本事業

では新たな市場の獲得に向けて新商品・サービスの開発、販路拡大、ブ

ランディング等に取り組む中小企業者や、そうした中小企業者の取組を

後押しする民間支援事業者や商工会・商工会議所等に対して、それら

の取組に係る費用について一部補助を行います。

特に、ECやクラウドファンディングなどを活用した非対面・遠隔のビジネス

様式に対応した取組や、社会ニーズの変化に対応した新事業への転換

を重点的に支援します。

成果目標

事業期間中に海外との継続的な取引を実現したプロジェクトの割合を

50％以上とする。

・海外展開等を図る中小企業者を支援する①事業型と、こうした中小
企業者を支援する民間支援事業者等を支援する②支援型により、中
小企業者の新市場獲得を支援します。また、本補助事業の採択事業
者向けに、ケーススタディを用いたマーケティング戦略の学習プログラムを
提供することにより、補助事業の実現可能性を向上させます。

①事業型：

中小企業者自らが、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得
のための新商品・サービスの開発による販路開拓やブランディング等の取
組を行う場合、その経費の一部を補助します。

令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展
開の取組や、コロナ危機による社会変化を捉えた事業・業種転換の取
組を重点的に支援します。

（補助上限：①500万円※1 、補助率※2 ：2/3、1/2以内）

（※1）複数者による共同申請の場合は上限2,000万円

（※2）国内販路開拓、計画期間3年目の場合、1/2以内
その他の場合は2/3以内

②支援型：

民間支援事業者や、商工会・商工会議所等が、複数の中小企業
者に対して、海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に関する
支援（調査研究や新商品・サービス開発の支援、効率的なツールの
提供、セミナー・研修等）を行う場合、その経費の一部を補助します。

令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展
開の取組や、コロナ危機による社会変化を捉えた事業・業種転換の取
組を重点的に支援します。

（補助上限額：2,000万円 補助率：2/3以内）
中小企業者、民間支援事業者 等

補助（2/3、1/2）

国

補助（定額）

民間団体等

JAPANブランド育成支援等事業



地域未来デジタル・人材投資促進事業
令和3年度概算要求額 30.0億円（新規）

  

事業の内容

国 民間企業等
委託

事業イメージ

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、非接触・リモート社会の基礎と

なるデジタル投資や、若年層・テレワーク経験者の地方移住への機運が

高まっています。

地域未来牽引企業を中心とした地域経済を牽引する企業のデジタル化

を支援し、地域における高生産性・高付加価値企業群を強化・創出す

るとともに、若者人材の地域企業への移動を支援し、地方への人流を創

出するために以下の取組を推進します。

①地域未来牽引企業等の経営のデジタル化

②地域未来牽引企業等とIT企業等による新事業実証と事例普及

③デジタルツールを戦略的に用いた地域中堅企業等への若者人材移転

成果目標

①デジタルツールを導入した企業全体の、各事業年度終了後2年目までの

労働生産性の変化率を、平均3%/年以上とします。

②各事業年度終了後2年目に、3年目までに売上計上が予定される

新たなビジネスモデルの件数割合を、50%以上とします。

③予算活用企業のうち、各事業年度終了後2年以内に若者人材年間採

用数を事業前年度⽐で増加させた企業数を、50%以上とします。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

②地域産業デジタル化支援事業

１．地域未来牽引企業等とIT企業等が連携して取り組む、新事業
実証（試作、顧客ヒアリング、事業性評価と改善）による地域産
業のデジタル化のモデルケースの創出、地域へのモデルケースの
横展開に要する経費を補助します。

２．地域での新事業実証の環境整備として、経産省HPで公開中の
公設試験研究機関の保有機器等の検索システムを改修するととも
に、地域未来牽引企業の経営状況の調査等を実施します。

③戦略的ツール活⽤型若者人材移転支援事業

• 地方の中堅企業等による若者人材の求人手法を高度化すべく、
自社分析、採用・育成戦略から、民間求人サイト掲載、リモート
セミナー・面接等まで、一気通貫で総合支援を行います。

• 創出される先進事例をイベント等で周知啓発し、横展開を図ります。国 民間企業民間団体等

補助（定額） 補助（2/3, 1/2, 1/3）
①-1
②-1
③

①-2
②-2

①地域企業デジタル経営強化支援事業

１．地域未来牽引企業等が、生産性向上・規模成長に向けて、デ
ジタルをベースとした経営管理体制強化のための課題整理・計画
策定・システム導入に要する経費を補助します。

２．デジタル経営の普及啓発に向けたセミナー開催、優良事例の
調査事業等を実施します。

地域経済産業グループ
地域企業高度化推進課 03-3501-0645
地域経済活性化戦略室 03-3501-1697  

商務情報政策局

情報技術利用促進課 03-3501-2646
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中小企業等事業再構築促進事業
令和2年度第3次補正予算案額 1兆1485億円

事業の内容 事業イメージ

成果目標

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％)以上の増加を目指します。

事業目的・概要

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が

期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応す

るために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転

換を促すことが重要です。

 そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業

種転換等の取組や、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中小企業等の挑戦を支援します。

 また、事業再構築を通じて中小企業等が事業規模を拡大し中堅企業に成

長することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことが特に重要であ

ることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画

を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

国
中小
企業等

民間
団体等

補助
100万～1億円

2/3又は1/2
（一部1/3）基金

①申請前の直近6カ月間のうち、売上高が低い3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3

カ月の合計売上高と⽐較して10％以上減少している中小企業等。

②自社の強みや経営資源（ヒト/モノ等）を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指

針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

 小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契
機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。

 ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが
変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部
品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入。

 航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業
の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器
部品製造の事業を新規に立上げ。

補助金額 補助率

中小企業（通常枠） 100万円以上6,000万円以下 2/3

中小企業（卒業枠）※1 6,000万円超～1億円以下 2/3

中堅企業（通常枠） 100万円以上8,000万円以下 1/2（4,000万円超は1/3）

中堅企業（グローバルV字回復枠）
※2 8,000万円超～1億円以下 1/2

事業再構築のイメージ

補助金額・補助率

補助対象要件

※１．中小企業（卒業枠）：400社限定。

計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増
やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

※２．中堅企業（グローバルV字回復枠）：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。

①直前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の合計売上高と⽐較して、

15％以上減少している中堅企業。

②事業終了後3～5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。

③グローバル展開を果たす事業であること。

※本事業では電子申請のみを受け付けます。
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Ⅴ．補助金公募等情報等の収集について



④ 電子申請サイトへのリンク（ワンストップ）

⑤ 電子申請サポート機能

⑤ 支援制度検索サービス「制度ナビ」

⑥ 事例検索サービス「事例ナビ」

⑦ サイト利用者へのおすすめ情報

⑧ 経営状況見える化（ローカルベンチマーク）
40

【参考①】 情報発信（中小企業施策を知ってもらう、使ってもらうためのサイト「ミラサポplus」）

新規提供サービス

 中小企業庁で運営する「ミラサポ」は、2020年4月から、中小企業向けの情報発信から電子申請までをワンス

トップで誘導するポータルサイト 「ミラサポplus」 としてリニューアルオープン。

 今後は、事業者に中小企業施策を知ってもらう、使ってもらう観点から、中小企業施策の情報発信はミラサポ

plusを中心に行う。

中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」 https://mirasapo-plus.go.jp/旧ミラサポ

① 更新情報周知、更新メール配信

② 専門家派遣依頼の申請

③ 経営お役立ちコンテンツ

従来提供サービス

＋

https://mirasapo-plus.go.jp/
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【参考①】 情報発信（支援制度 や 事例をより探しやすく（制度ナビ・事例ナビ））

 制度ナビ：他省庁、自治体を含めた中小企業向けの支援施策を検索・閲覧できるサイト。従来の「中小企

業施策利用ガイドブック」の内容をDB化。電子申請ができる制度は、電子申請サイトへ誘導。

 事例ナビ：中小企業向けに作成した各事例集を統一のフォーマットに集約することで、検索・閲覧できるサイト。

 ユーザーは、条件絞り込み機能によって、網羅的・効率的に、最適な支援策、事例を検索する

ことができる。また、相互に関連する制度、事例を紐づけることで、制度情報と事例情報を回遊する

ことができる。

「すべての支援制度から探す」をクリック 「事例を探す」をクリック

行き来可能



【参考②】 情報発信（メルマガ「中小企業施策『広め隊』」）

□■中小企業施策「広め隊」メルマガ 第４６８回
■□……………………………………………………………………20200904…

「台風第10号に備えて行っていただきたい５つのポイント」のご案
内

■□……………………………………………………………………………□■

近年、大規模な台風に伴う大雨、洪水等が発生しており、多く
の事業者が被災しています。
そんな中、台風が来る前に少しの事前対策を行うことで被害を
防げるケースも数多くあります。
今週末に接近・上陸のおそれがある台風第10号に備え、以下の
５つのポイントを参照に
最善を尽くし、具体的な取組を行ってください。

１．強風に備え、看板や器材など、風で飛ばされる物（部材・工具
等）がないか点検し、台風接近前に建物内に収納する
（収納が不可能な物は、飛ばされないように丈夫なロープ等で
固定する。）

２．ハザードマップの確認をお願いします

３．豪雨や氾濫等による洪水に備えるため、2階など少しでも高い
位置にパソコン等の電気機器類を移動させる
（窓にブラインドがあれば下ろし、機器類は窓から離しておき、電
源を切る。）

４．台風前に従業員への連絡体制（SNSも可）を構築し、接近・通
過中は従業員を極力出勤させないこと

５．最新の気象情報を入手し、早めの対策をとること

【メールマガジンのイメージ】

「中小企業施策『広め隊』」とは・・・
中小・小規模企業等に情報を提供していただく
広報サポーターの集合体です。 42

http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/chusho/090212_1.htm


補助金公募開始はここでチェック！九州経済産業局のホームページ

補助金の公募期間等が
一覧で表示されています。
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問い合わせ先

九州経済産業局
地域経済部 産業技術課

〒812-8546
福岡市博多区博多駅東２－１１－１
福岡合同庁舎 本館６階
ＴＥＬ：０９２－４８２－５４６４

ＦＡＸ：０９２－４８２－５３９２

お気軽にお問い合わせください。
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