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１．中小機構の概要
中小機構は、全国9か所に地域本部を設けています。
国・自治体、中小企業支援機関、金融機関、研究機関と連携して、ニーズに応じた複合的な支援策を提供します。



資金支援

共通

インキュベーション施設 事業承継・事業引継ぎ
事業再生TIP＊S/BusiNest

ｅコマース・展示会

Ｊ-GoodTech

海外展開支援

ハンズオン支援

新事業創出支援

人材育成

中小機構では、多様な支援メニューにより、中小企業の成長を一貫してサポート

起業相談AIチャットボット
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共済制度

経営相談

情報提供 ・ここからアプリ
・J-Net21

※その他の支援メニューは、中小機構のホームページをご参照ください。

※支援メニューには、「①中小機構本部（東京）が直接行っているもの」、②「九州本部にて直接担当しているもの」の２通りございます。
の事業が「②九州本部にて直接担当している事業」になります（①の事業については、本部の担当部署におつなぎいたします）。

地域支援機関向けのサポート

FASTAR

ＩＰＯ挑戦隊

ものづくり支援

IT経営簡易診断

事業継続力強化支援

・ファンド出資、債務保証
・高度化事業

中小機構九州の概要

起業・創業期
新事業展開 成長期 成熟期
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２．サポイン事業に関する支援

専門家からのワンポイント・アドバイス ①採択されるためには

中小機構では戦略的基盤技術高度化事業(サポイン事業)について以下の支援を行っています。

✔ 研究開発計画書作成時のアドバイス
✔ 研究開発推進・事業化に向けたアドバイス

事業計画書(研究開発内容等説明書)の内容で採択・不採択が決まる！

いかにして採択されやすい事業計画書を作成するかがポイント！！

サポイン

経済産業省（九州経済産業局）

中小機構によるプロジェクトの段階に応じた支援

採択サポイン事業計画書
（申請書）作成 事業化研究開発
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サポイン事業に関する支援
専門家からのワンポイント・アドバイス ②事業計画書作成のポイント

こんな事業計画書は採択されない！

全体として

✔ 全体的に一貫性・ストーリー性がない
✔ 字ばかりでわかりづらい
✔ 情報量が少ない（記載ページ数が少ない）
✔ 計画名だけでは全体を把握できない

技術面

✔ 専門用語が多すぎて何を言っているのかわからない
✔ 新規性、独創性、革新性が明確でない
✔ 競合他社との差別性が明確でない

事業面

✔ 「良いものは作れば売れる」わけではない
✔ ターゲット(想定顧客)が誰かわからない
✔ 売りたい数字(希望)を記載しているのみで、売れるという

根拠が明確でない

サポイン
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サポイン事業に関する支援
専門家からのワンポイント・アドバイス ③技術評価について

こんな記載内容は評価点が低くなる！～ 技術評価編

技術シーズ面（新規性等）
✔ 新規性、独創性、革新性がない
✔ 周知の技術である
✔ 原理的に困難である(実現性に疑問)

技術レベル面
✔ 技術的解決方法がわかりづらい
✔ 課題解決の方策に具体性がない
✔ 「やってみなければ分からない」ことが多い
✔ 単なる改良・改善レベルである

開発面
✔ 技術達成や目標値に根拠や妥当性がない
✔ 目標が数値的に示されていない
✔ 開発体制が弱い、開発分担が不明瞭
✔ 試験範囲が狭い
✔ 試作機というより量産機にあたる

記載面

✔ 効果が明確でない

etc.

サポイン
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サポイン事業に関する支援
専門家からのワンポイント・アドバイス ④事業化評価について

こんな記載内容は評価点が低くなる！ ～ 事業化評価編

実現性
✔ 具体化、実用化に疑問
✔ ビジネスモデルとして成立していない
✔ 事業化体制が弱い
✔ 量産時の製造体制が不安

市場性
✔ 市場規模が小さい
✔ 市場調査不足(市場規模を希望的に見積もっている)
✔ 顧客へのアプローチ(営業・販売等)方法が不明瞭

経済性
✔ コストの目標・試算が不明瞭または非現実的
✔ 収益性が低く、財務上のメリットがない
✔ 経済的波及効果が不明瞭または小さい
✔ 事業化までの期間が長すぎる

社会性その他
✔ 顧客のメリットが不明瞭
✔ 既存の製品やビジネスモデル等に対する優位性、

差別性が不明瞭(社会に及ぼす影響(インパクト)が小さい)
✔ 客観的なデータがなく、根拠が不明瞭

etc.

サポイン



3.専門家派遣の種類
以下の３つのメニューを、企業の経営課題に応じて選択、または組み合わせてご支援を提案します。

事業名事業名

対象者対象者

支援期間支援期間

アドバイザーアドバイザー

専門家継続派遣事業 経営実務支援事業 戦略的CIO育成支援事業

生産性向上・売上拡大等の目標達成、様々
な経営課題解決について組織的にPDCAをま
わしながら積極的に取り組みたい中小企業

特定の経営課題解決の為に実務面の支援を必
要とする中小企業

CIO-A型：
具体的なIT構想やIT導入
計画を持っている中小企業

数ヶ月～10ヶ月程度（20回程度）
月2～3回

5ヶ月以内
（アドバイス回数は10回以内）

CIO-A型：
数ヶ月～10ヶ月程度
（20回程度）

費用費用 専門家1人・1日あたり
17,500円

専門家1人・1日あたり
8,400円

専門家1人・1日あたり
17,500円（CIO-A型、CIO-B型共通）

大企業の経営幹部など経営経験の豊富な方、
中小企業支援の経験を積んだ中小企業診断
士、公認会計士など

特定分野の経営実務について、大手・中堅企
業等における豊富な経験を持つ実務経験者

CIO経験者、中小企業診断士、ITコーディネーターなど中小企
業のIT経営に関して十分な知見と実績がある専門家

概要概要

売上拡大・生産性向上等の目標達成、様々
な経営課題の解決を目指し、専門家を一定
期間継続して派遣。企業の発展段階に応じ
たタイムリーで適切なアドバイスにより、その成
長・発展をサポートします。

企業の抱える特定の課題（技術・マーケティン
グ等）について、実務の経験・知見が豊富なア
ドバイザーを派遣して、課題解決や社内人材の
育成を支援します。

IT企画・導入支援
（CIO-A型）：
ITを活用した課題解決を
目指し、IT活用・IT導入
への具体的なアドバイスや
企業内のIT人材の育成を
支援します。

経営課題解決

IT化計画策定支援
（CIO-B型）：
ITを活用した課題解決を目
指し、自社に最適なIT活
用・IT導入に向けた構想・計
画策定を支援します。

CIO-B型：
IT構想を固めたい中小企業

CIO-B型：
4ヶ月程度（8回程度）

9
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中小機構の専門家派遣の特徴
多様な支援ニーズに対応
中小企業が抱える様々な経営課題の解決に向けて、経営課題の重要性・緊急性などから、最適な支援を提案、
課題解決のサポートを実施します。特定テーマから、地域支援機関等では対応困難な、高度な課題解決の支援
（ ①新分野進出 ②生産性向上 ③高付加価値化 ④IT化 ⑤海外事業展開等）テーマまで、幅広く対応します

多彩な専門家と支援チームの組成
全国ベースの幅広いネットワークで最適な専門家（アドバイザー）を選定し、機構職員・ハンズオンマネージャーと
支援チームを組成し、チームでの支援を行います。支援チームメンバーには、それぞれ役割があり、役割遂行しなが
ら、複数の目で企業の状況を見て、変化を確認しながら、着実に成果を生み出す支援を行います。

案件ごとにコーディネートし、プロセスマネジメント
案件毎に「支援計画書」を作成します。支援に入る前に、事前調査やマッチング等、企業の状況を事前に十分に
調査して、目標・計画・体制などを決定し、支援中は、支援の進捗管理・成果の評価・派遣終了後のフォローまで、
プロセスマネジメントで進めます。

自立・成長の応援のために受け入れ体制を重視
最終目的は、支援終了後の自立的な成長・発展ですので、アドバイザーのノウハウを移転するメンバーを事前に
決めて、1回ごとに着実に移転が進むよう進捗管理をします。そして、そのメンバーが中心となり、社内プロジェクト
チームで実行していきます。アドバイザーは、社内プロジェクトチームに支援を行い、その後、社内プロジェクトチーム
が社内に支援内容を横展開していくことで自立化を促進するように導きます。

経営課題解決



九州本部による専門家派遣 事例①
派遣企業 所在地 支援テーマ 派遣専門家 派遣期間

1 建設業 長崎県
人事制度全般の見直し・再設計による従業員のモチベーション
およびキャリア向上

社会保険労務士 9ヶ月

2 繊維製品製造業 長崎県 損益改善のための生産能力向上 大手電機メーカーOB 12ヶ月

3 一般管工事業 宮崎県 次の成長ステージのための中期経営計画策定 中小企業診断士 6ヶ月

4 非鉄金属製造業 福岡県
生産管理体制の再構築
（①生産管理の仕組み作り②納期設定の仕組み作り③実績把握･進捗管
理の仕組み作り）

大手製造メーカーOB 9ヶ月

5 機械製造業 佐賀県 新規事業計画立案と商品開発業務フローの構築
中小企業診断士

（大手電機メーカーOB）
9ヶ月

6 食品製造・加工 沖縄県 営業・製造一体の商品企画の作り方と手順の整備 大手食品スーパーOB 11ヶ月

7 施設運営、飲食等 鹿児島県 施設コンセプト作成と情報発信戦略の策定 大手サービス業OB 7ヶ月

8 印刷業 大分県 原価管理の仕組みづくりと損益管理体制の構築 大手製造メーカーOB 11ヶ月

9 建設業 長崎県 知財化の促進及び知財化を促進する仕組みづくり 大手サービス業OB 12ヶ月

10 環境事業 宮崎県
CIO育成（①情報化企画書②システム要件定義③システム基本設計/詳
細設計）

大手情報・通信業OB
第1期 6ヶ月
第2期 11ヶ月

経営課題解決
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九州本部による専門家派遣 事例②
派遣企業 所在地 支援テーマ 派遣専門家 派遣期間

1 不動産業 大分県 社内基盤整備のための基本方針検討
キャリアコンサルタント
（大手サービス業OB)

5ヶ月

2 食品製造・小売等 鹿児島県 HACCP認証基準を満足する食肉加工新工場の構想図作成
コンサルタント
（大手厨房機器メーカー出身）

5ヶ月

3 食料品製造 熊本県
『全員で取り組む一体感のある職場への風土改革』
５S/見える化を徹底的に実践した工場づくり

大手製造メーカーOB 5ヶ月

4
建築業、
金属製品製造業

長崎県 全員で出荷不良ゼロを目指し職場風土を改革 大手電機メーカーOB 5ヶ月

5 畜産資材製造・販売業 宮崎県
『指揮命令系統を正しく運営する組織マネジメントの構築』
組織の役割とリーダーの役割が機能する組織づくり

大手食品メーカーOB 5ヶ月

6 生産用機械器具製造業 福岡県 商品デザインとブランドイメージの形成 プロダクトデザイナー 5ヶ月

7 インテリア製造・販売業 福岡県 生産性向上に向けた出荷作業改善と生産進捗の見える化 大手製造メーカーOB 5ヶ月

8 建築物販売業 熊本県 販路開拓のためマーケティング企画策定 中小企業診断士 3ヶ月

経営課題解決
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経営課題解決 専門家派遣 –支援実績（H31年度）-
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販路開拓コーディネート事業

新市場に進出する希望を持つ中小企業に対し、マーケティング企画の立案支援、新市場におけるテストマーケティングやそ
の他の販売力強化支援、市場評価の把握や市場投入までのフローを検討する支援など、販路開拓に向けた活動をサポート

※M-Cの支援は原則、M-A、M-Bのいずれかの支援後に選択が可能。※M-Cの支援は原則、M-A、M-Bのいずれかの支援後に選択が可能。

マーケティング企画立案、テストマーケティング、販売力強化等をサポートします。

M－B
テストマーケティ

ング支援

地域本部 地域本部
関東・近畿本部
（地域本部）

M－C
フォローアップ支援

販路開拓

●新市場進出の
ための営業体制
構築、商品企画
等、M-A、M-B後
の新たな課題に
対する各種支援

●新市場進出の
ための営業体制
構築、商品企画
等、M-A、M-B後
の新たな課題に
対する各種支援

M－Ａ
ブラッシュアップ

支援

●マーケティング
企画の策定支援

●プレゼン資料
作成支援

●マーケティング
企画の策定支援

●プレゼン資料
作成支援

●想定市場の企業
への同行訪問に
よるテストマー
ケティング支援

●想定市場の企業
への同行訪問に
よるテストマー
ケティング支援

①プロジェクトチームによる支援

中小機構の支援チームが、支援先の実情に合わせてお手伝いします。

②業界に精通したアドバイザー

マーケティング全般に精通したアドバイザーがマーケティング企画の立案・見直し等を

お手伝い。 また、M-Bでは商社、メーカー、小売のＯＢなどネットワークをもつアドバ

イザーが想定市場の企業に同行訪問してテストマーケティングのお手伝いをします。

③自力で販路開拓を実施できるよう支援

支援終了後に自社単独で販路開拓に取り組むことができるようお手伝いします。

①プロジェクトチームによる支援

中小機構の支援チームが、支援先の実情に合わせてお手伝いします。

②業界に精通したアドバイザー

マーケティング全般に精通したアドバイザーがマーケティング企画の立案・見直し等を

お手伝い。 また、M-Bでは商社、メーカー、小売のＯＢなどネットワークをもつアドバ

イザーが想定市場の企業に同行訪問してテストマーケティングのお手伝いをします。

③自力で販路開拓を実施できるよう支援

支援終了後に自社単独で販路開拓に取り組むことができるようお手伝いします。

Ｍ－Ａ

Ｍ－Ｂ

販路開拓Co 費用支援期間

8,400円(税込)/日

4,200円(税込)/回

8,400円(税込)/日

4ヶ月(８日以内)

5ヶ月(15回)

5ヶ月(10日以内）Ｍ－Ｃ

販路開拓
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販路開拓コーディネート事業のイメージ販路開拓



技術提携、販売提携、共同開発、購買、生産・開発委託

ジェグテックは優れた技術・製品を有し、販路開拓に意欲的なものづくり中小企業、
サービス業、卸売業などを集めた無料のBtoB(企業間取引)マッチングサイト。

販路開拓
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企業検索 /
製品検索

フリーワードで、ジェグテック登録企業を検索できます。

自社
アピール

自社ページで製品や技術情報を国内外の企業に向けて発信。

ニーズ
発信

中小企業からニーズ情報を発信。
中小機構のコーディネーターによる公開や提案のサポートもあります。

大手パートナー企業・中小企業からのニーズ情報へ提案。

ニーズ
提案

【ジェグテックトップページ
（ログイン不要）】

ニーズ
公開 提案

登録中小企業 へ
配信

ニーズ一覧

ニーズを
抱える企業

J-GoodTechの 4 つの主要機能

ベトナムで日本製の発電機を販売したい。
電圧等のカスタマイズに対応できる
国内調達先を確保したい。

中小商社

加工外注先が廃業して困っている…
近隣で信頼できる受託加工先候補を
１０件程度ピックアップしたい。

中小メーカー

販路開拓



①ジェグテックHPトップ画面の右上
「非会員の方新規登録」をクリック

②「ジェグテックへのご登録を希望される
中小企業の皆様へ」の下部にある赤色の
「お申し込み」ボタンをクリック

③ STEP1～4の必要項目(会社概要、主要製品,
サービスの活用事例、大手企業との取引・開発実績 等々)

をHPに入力※

④中小機構より約１ヶ月以内に
採択結果を通知（東京本部で審査）

※必要に応じて機構の専門家が申請項目記載をサポートします

ジェグテック 検索
【ジェグテックHPトップ画面】
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販路開拓



経営力の強化 事業継続力強化支援事業
自然災害の頻発、感染症の蔓延など、事業活動の継続に支障をきたす事態に直面する中小企業・小規模
事業者の皆さまの経営力を強化するため、「事業継続力強化計画」の策定を支援します。
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国の認定を受けた企業は、取引先などからの信用力が向上！

●認定ロゴマークが使用可能！ ●防災・減災設備の税制優遇
●補助金の優先採択（ものづくり補助金等） ●信用保証額の拡大
●日本政策金融公庫による低利融資
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経営相談

資金調達、労務、税務、知財、販路開拓、
事業承継、ＩＴなど、あらゆる経営に関する
お悩みを、経験豊富な専門家が対応します。

ご利用は何度でも無料。
相談時間は、１回あたり１時間程度。
どの専門家も親身に対応。
原則、事前予約制。
電話、メール（ネット）、対面の中から、ご
希望に応じて相談可能。

※メールでのご相談もOK！
『メール経営相談』

１．窓口での経営アドバイス ３．国際化アドバイス
オンラインによる経営相談。
経営相談に関するチャットボットと専門家
が対応する有人チャットを組み合わせた
自動応答経営相談システム。

チャットボットでは、中小機構が保有する膨大
な経営相談Q&Aデータや知識データを活用し、
AIが瞬時に最適な回答を行います。

＜主な特長＞
・24時間365日オンラインでご相談可能。
・質問内容によっては、専門家とチャットでの
相談も可能です（原則、平日10～17時）

２．E-SODAN

海外投資、輸出入や海外企業との業務
提携など、海外展開に関するお悩みに対
し、海外ビジネス経験の豊富な専門家が
何度でも無料で個別にアドバイス。

海外で事業を展開している方、これから検
討される方は、納得されるまでご活用くだ
さい。

相談方法は、対面、Emailや電話等。

ご予約は、下のQRコードからお申込み
ページにアクセスください。

 

新型コロナウィルス感染症対策支援
経営相談アドバイザー派遣

支援機関が実施する経営相談会に対して、
専門家を無料で派遣しアドバイスを行います。
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-中小企業大学校による研修等- -WEBee Campus-

-ちょこっとゼミナール（ちょこゼミ）-
●小規模事業者や起業を目指す方が、
仕事後やちょっとした休憩時間に気軽に学べる10分程度のeラーニング講座
＜テーマ例＞
「できるかも 小規模事業者の輸出」、「聞いているかな 消費者の声」（著名経営者の言葉に学ぶシリーズ）

工場に訪問し演習グループディスカッション

○中小企業支援政策課題への対応
（海外展開、ＩＴ活用、生産性向上等）

○実践・参加型の研修

○自社課題の解決に向けた研修

【中小企業者等研修の体系】 【特色】

わかる
できる
やってみる！

経営戦略・経営革新
研
修
分
野
例

研
修
分
野
例

生産･技術力強化
販売･営業力強化

財務管理
経営者等の能力開発

工場管理者研修
経営管理者研修

経営後継者研修

研修期間研修（例）

1～15日

3日×6 ヵ月

10ヵ月

5日×12ヵ月
4日× 6ヵ月

高度実践型研修 13日

○異業種、人脈・ネットワークづくり
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●中小企業の連鎖倒産を防止する制度

■ 税制メリット（掛金は損金又は必要経費に算入）
■ 無担保・無保証人の貸付
■ 掛金総額の10倍まで貸付

●小規模企業経営者向けの退職金制度

■ 税制メリット（掛金の所得控除や受取時の退職所得扱い）
■ 事業資金の貸付制度
■ 共済受給権の差押禁止

〔加入資格〕
業種により常時使用する従業員数が20人又は5人以下の個

人事業主、共同経営者及び会社等の役員

〔掛金月額〕
1,000円から70,000円（500円きざみ）

制度のメリット 制度のメリット

経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、その取引先事
業者との間に回収困難な売掛金等が生じた場合、納付済掛金総
額の10倍又は被害額のいずれか少ない額の貸付を無担保・無保
証人で行う共済制度です。

小規模企業共済制度は、個人事業主、共同経営者及び会
社等の役員が、将来に事業をやめられる場合や退任される場合
に備え、資金を準備しておくための共済制度です。

〔加入資格〕
継続して1年以上事業を行っている中小企業者

〔掛金月額〕
5,000円から200,000円（5,000円きざみ）
掛金の積立限度額は800万円

〔貸付金〕
共済金貸付限度額8,000万円（回収困難となった売掛金債権
等の額と掛金総額の10倍とのいずれか少ない額）

○制度概要○制度概要



情報提供

◆ここからアプリ（ITプラットフォーム）
生産性向上でお困りの中小企業・小規模事業者が使いやすい・導入しやすい
業務用アプリを紹介する情報サイト

◆J-Net21
経営に役立つ情報を提供する中小企業ビジネス支援ポータルサイト。
全国の補助金・助成金・セミナーなど役立つ支援情報等も紹介

◆起業ライダーマモル
起業に関する質問にＡＩが自動応答するサービス「起業相談チャットボット」
ぜひ を！
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◆中小企業の生産性革命を応援する特設サイト
生産性向上や制度変更への対応に取り組む中小企業者が利用できる
補助金・助成金をご紹介します。
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九州本部 管轄事務所へのアクセス
九州本部 南九州事務所

中小企業大学校直方校 中小企業大学校人吉校

JR博多駅
博多口より徒歩10分
or
地下鉄空港線
祇園駅5番出より徒歩5分

高見馬場駅より徒歩5分
or
天文館通駅より徒歩5分

JR線 直方駅
からタクシーで約20分

※無料の駐車場もあり

JR肥薩線 人吉駅
からタクシーで約10分
or
人吉IC（バス停）
からタクシーで約3分

※無料の駐車場もあり



経営に関することでお困りの際は、
お気軽にご相談ください

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

【九州本部 企業支援部企業支援課】
〒812-0038 福岡市博多区祇園町４－２ サムティ博多衹園BLDG.2F

電話：092-263-0300 FAX：092-263-0310

【南九州事務所】
〒892-0842 鹿児島市東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル6階

電話：099-219-7882 FAX：092-219-7884


