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人材育成 【 担当：九州本部 人材支援課 Tel:092-263-0320 】

-中小企業大学校による研修等-

●全国9校の中小企業大学校による豊富な研修コース
●講義形式だけでなく、実習・演習やグループ討議等も取り入れた実践的研修

〔九州本部管内には中小企業大学校直方校（福岡県）と中小企業大学校人吉校（熊本県）の２校を配置〕

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）

○異業種、人脈・ネットワークづくり

○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！

共通

【サテライト・ゼミ】

大学校が各地の支援機関・金融機関と連携し人気の研修を各機関の所
在地で校外研修として実施し、企業の皆様のお近くで受講することができます。
〔令和３年度は直方校７コース、人吉校７コースを予定〕

-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ラーニング講座です。

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）

●WEB会議システムを利用した、リアルタイムの双方向型研修スタイル
●講義形式だけでなく、実習・演習やグループ討議等も取り入れた実践的研修

2018年７月開始。経営・管理者に役立つ５分野の講義を順次開講。

●少人数制のオンラインゼミナールや動画教材を通じて、中小企業で活躍
する人材を実践的に育てます。

●ゼミの効果を高めるため、経営に役立つ講座をYouTubeで無料公
開しています。
受講を検討中の方も、メールアドレスを登録することで全ての動画の視聴が可能です。

経営戦略・経営革新

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

【博多キャンパス（校外研修）】

中小企業大学校直方校では、TKP博多駅前シティセンター（博多区博多
駅前）を研修会場として様々な分野の研修を実施します。
〔令和３年度は現時点で８コースを実施予定〕

中小企業大学校では皆様に安心して受講いただけるよう様々な感染対策を講じ
てお待ちしています。



新型コロナウイルス感染症の影響が続くことを想定し、三密対策を徹底して安全な環境下で
研修を実施することで、「安心・安全なブランド」の確立を目指す。
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新型コロナ感染症拡大対策を踏まえた研修運営

人材育成 【 担当：九州本部 人材支援課 Tel:092-263-0320 】

共通



【支援先企業の概要】
アリエス株式会社（業種：製造業（紳士服）、所在地：長崎県平戸市）
資本金４０百万円、従業員１１０人、売上高５０２百万円（２０１８年３月期）
沿革：アリエス株式会社は、イージーオーダースーツ専門店「ダンカン」を展開する尾上繊維株式会社（大阪府吹田市）の子会社であり同社の
ジャケット・パンツ等を主に生産している。

参考／人材育成及びハンズオン支援による複合支援事例

【支援のきっかけ】
社長自身が５Sの徹底を検討した際に、民間研修機関を受講。その後幹部クラスを受講させたが、上手く５Sの徹底がなされなかった。そこで、どこか良い機関が
ないか調べていた際に直方校を知った。当初は５Sだけと思っていたが、工場管理者養成コースを見て、５S、現場改善、QCDと体系的に学べるため、大学校へ
の派遣を決めた。
また、大学校で知った中小機構の経営実務支援等で、引き続きアドバイスを受けることで、着実に成果が得られ、こうした複合支援は他ではない良い仕組みだと
考えた。

【支援内容／人材支援事業及び専門家派遣事業による支援】

＜人材支援事業＞
工場管理者養成コースでの研究課題：「縫製不良を削減するためには・・・」
・全体の５S活動：作業台の上に、複数の工程の工具類が乱雑におかれていたため、いつ発生した不良かが特定しにくい環境にあった。作業台の工具類は必要箇所に整理整
頓し、必要なものだけ使用することで、不良の特定が容易になった。
・メンテの義務化：以前はミシンのメンテについて、担当者任せで実施していたため、針による傷などの不良が工程によりばらつきがあった。2回/月のメンテナンスを義務化することで、
針傷が激減した。
・しつけ糸取りの改善：プレス前のしつけ糸取りでハサミキズや糸引き不良が多数発生していた。改善前は実習生にのみで実施していたこの工程を全社員で朝の時間に実施する
ことで、実習生のスキルの向上と不良の低下が実現できた。

＜ハンズオン支援＞
経営実務支援
・５S・見える化の改善活動でものづくり基盤強化（１０回）
専門家継続派遣事業
・独自の生産システム（アリエス生産システム：APS）の立上げによる生産リードタイム（ＬＴ）短縮（1年）

大学校及び専門家派遣活用により生産関連の改善活動を支援
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【成果】
・工場管理者養成コースで学んだ５Sの活動を通じて、年間200万円程度の不良の削減を実現見込み。
・ハンズオン支援により、独自の生産システムを立ち上げ、ムラの無い作業工程、異常や進捗の見える化、パーツ工程の集約、チームプレイと多能工
化、レイアウト改善に取り組み、結果として、生産リードタイムの短縮（1着に要する作業時間16.3日→14.3日）や生産性向上（1.1着/人日
→1.25着/人日）が図られた。



営業先とのオンライン会議での営
業開拓を求められるようになった。
→オンラインに適した会議ツール、社内
外のコミュニケーションツールについて、
いくつかの提案をします。

支援対象

1.経営上の課題、業務上の課題を整理したい、ITの活用可能性を検討したい、生産性

向上を目指したい中小企業者

2.特に、以下の業務に課題がある中小企業者

1）顧客対応、営業支援業務（フロント業務）

2）総務、会計、人事、労務、在庫、物流等の間接業務（バックオフィス業務）支援

申込方法
右のQRコードのwebページからお申込お手続きいただきます。

(受付期間：2021年3月24日(水曜)～2022年1月31日(月曜)

24

共通（成果向上、投資効率化）

IT経営簡易診断 【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】

-約2時間×3回の専門家の診断で、IT経営のチェック＆見える化ができます-

✓ 専門家と３回の面談を通して、経営課題・業務課題を全体最適の視点から

整理・見える化し、IT活用可能性を無料で提案します。

ウィズコロナの新しい働き方を模索される企業に
もお使いいただけます。

テレワーク体制を構築したい。
→テレワークに適した情報管理ツール、
従業員の勤怠管理ツールについて、い
くつかを提案します。

無料とは思えないボリュームとクオリティ
でした。当社はITに疎い者も多かった
のですが、非常に分かり易く仕上げてい
ただいた資料でした

あらためて問題点を抽出・整理でき、
現状優先すべき経営課題と課題解決
のための大きな目標が見えた。その中
でITを活用することの有用性・可能性
を知ることができた。

利用した
企業の

声や効果
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参考／IT経営簡易診断 支援事例
＜事例１＞ウィズ・コロナの新しい働き方に向けた環境整備IT診断の支援ステップ

業
務
課
題
の
見
え
る
化

経
営
課
題
の
見
え
る
化

IT

活
用
可
能
性
の
見
え
る
化

IT

を
活
用
し
た

改
善
計
画
案
の
ご
提
案

自
社
に
合
っ
た

IT

ツ
ー
ル
の
ご
紹
介

業務の現状と課題を把握

自社に合ったITツールの機能や導入コストを情報提供

業務機能体系図

経営課題・業務課題解
決に向けたIT戦略を整理

IT戦略マップ

ITツール導入の優先順位、
ステップを整理

IT活用の概要計画

＜事例２＞IT化でさらなる顧客獲得

【1】企業の課題（申込のきっかけ）
◆社長をはじめ、社員の高齢化でIT化に対応できておらず、どのようなITツールがあるのか、何から始
めてよいのかわからない。セキュリティ対策にも不安がある。
◆コロナ禍に対応するための業務改革として、クラウドを活用した情報の一元化、オンライン営業に取
り組みたい。まずは会社全体のIT化ロードマップを整理したい。

【2】診断・提案の概要
①Web会議システムの提案
②WebDBの提案
③セキュリティアクション取得に向けたアドバイス
④ITサポートサービス、相談窓口の紹介

終了後のフォロー
「デジタル化応援隊事業」を活用。セキュリティ強化に向けた基本ルール策定、社員に対するセキュリ
ティー意識向上、啓蒙活動支援を実施。

【提案例】

【1】企業の課題（申込のきっかけ）
◆どこをIT化すると効率化できるのかわからない・・・
◆顧客管理を有効に販売につなげたい・・・

【2】診断・提案の概要
①webカメラによる遠隔管理
②QRコードを活用した会員登録
③スケジュールアプリを使った従業員管理

終了後のフォロー
会員登録した顧客には、SNSを活用した販売促進についても提案した。診断後、「デジタル化応援
隊事業」を活用し、インスタ等のSNSページを充実するための支援を受けた。

現在・・・
Webカメラを作業場に導入済で、他の現場にも展開を検討中。
LINEを活用した顧客管理にも連動できるようなオンラインでの受発注システムの導入に向けて具体
的な検討に入った。

【例：QRコードを活用した会員登録】
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共通（成果向上、投資効率化）

中小企業デジタル化応援隊事業 【担当：本部】

-専門家の支援を受けてIT化を推進できます-

✓全国の中小企業・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として、デジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させる

ため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定し、支援する取り組み

です。

✓ スキルや専門知識のあるIT専門家を紹介します。また、謝金制度により通常よりもリーズナブルに支援が受けられます。

相談費用の一部を国が負担！

☑～3,500円/時まで
※企業側は、500円以上/時の負担が必要
※IT専門家に対して支払い

☑1案件あたり最長6か月
1企業あたり累計30万円まで
1専門家あたり累計150万円まで
※謝金額が上記内であれば、何度でも利用可能
※2021年1月末までに申し込み、2月末までの支
援が対象

＜例＞4,000円/時間単価（税込）のIT専門
家と40時間の支援を内容とする準委任契約を締
結した場合、中小企業の費用負担は500円（税
込）×40時間＝20,000円（税込）、専門家
への謝金額は140,000円（税込）対象となる業務例

・デジタル化を伴う経営課題の分析・把握・検討

・IT導入に向けた支援（例：テレワーク、WEB会議、ECサイト、キャッシュレス決済 等）

※幅広いデジタル化関連のコンサルティングが対象（コンテンツ制作等の請負契約は対象外）
検索中小企業デジタル化応援隊事業

※お申込み・ご相談・問合せは“コチラ”から↓

http://digitalization-support.jp/



●経営に関するご相談に、各分野の経
験豊富な専門家が対応します。

WEB、電話、メール(ネット)、対面の中か
ら、ご希望に応じた方法で、無料で利用いた
だけます。
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●2019年3月にサービスを開始した、オンラインによる経営相談で、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です。

１．窓口での経営アドバイス 3．E-SODAN

E-SODANの相談画面

中小企業の経営者の皆様を対象に、チャットボットを入り口として、幅
広い経営相談に対応します。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日オンラインで相談に対応することで、経営課題のス
ピーディーな解決に繋げることが可能になります。

・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。
（平日10～17時）

共通

経営相談【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】

-専門家等への相談で経営の悩みを解決-

※ご利用は
こちらから→

●支援機関が主催する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企
業者等を対象とした相談会に対して、中小企業診断士、税理士等の様々
な分野の専門家を無料で派遣し、アドバイスを行います。

2．経営相談アドバイザー派遣（新型コロナウィルス感染症対策支援）

●WEB会議での相談対応も可能です。利用される支援機関にてシステム
をご用意ください。システムの種類は問いません。

＜相談可能分野＞
財務・資金調達、税務、創業・ビジネスプラン、マーケティング、人事労務、法務など



生産性革命推進事業に係る補助金

共通

中小機構が行っている「生産性革命推進事業」では、以下の「ものづくり補助金」、「持続化補助金」、「IT導入補助金」の３つの補助金をご用意しています。
それぞれ通年募集しております。内容は変更になる可能性がございますので、実際の応募にあたっては、専用HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

１．補助対象
中小企業等が行う革新的な新製品・サービス開発・試作品開発生
産プロセスの改善に必要な設備投資等に係る経費を補助

２．補助金額
上限1,000万円または3,000万円、補助率１／２（原則）

＜低感染リスク型ビジネス枠有り＞
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、システム構築等については
補助率２／３

３．応募要件
以下の要件を満たす事業計画（３～５年）を策定・実施すること
要件①：付加価値額 ＋3 ％以上／年
要件②：給与支給総額＋1.5 ％以上／年
要件③：事業場内最低賃金 地域別最低賃金＋30 円

４．募集時期
通年募集。
※令和３年度の締切は、5月、8月、12月、令和3年2月<予定>

５．問い合わせ先
＜ものづくり補助金事務局サポートセンター＞
・電話番号：050-8880-4053
・メールアドレス：公募要領に関するお問い合わせ

monohojo@pasona.co.jp
：電子申請システムの操作に関するお問い合わせ
monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp

６．専用HP
https://portal.monodukuri-hojo.jp/otoiawase.html

ものづくり補助金

１．補助対象
小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の
取組に係る経費（補助対象：店舗改装、チラシ作成、広告掲
載など）を補助

２．補助金額
補助額：上限50万円※共同申請可能、補助率：２／３

＜低感染リスク型ビジネス枠有り＞
小規模事業者等がポストコロナ社会に対応したビジネスモデルの
転換に資する取組や感染防止対策費（消毒液購入費、換気
設備導入費等）の一部を支援（補助額：上限100万円、補
助率：３／４）

３．応募要件
地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を
作成すること

４．募集時期
通年募集。
※令和３年度の締切は、6月、10月、令和3年2月<予定>

５．問い合わせ先
・商工会地区窓口 で事業を営んでいる方
⇒各県の地方事務局（各県の商工会連合会）
・商工会議所地域で事業を営んでいる方
⇒補助金事務局 電話番号：03 – 6747 – 4602

６．専用HP
・商工会地区窓口
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka r1h/
・商工会議所地域で事業を営んでいる方
https://r1.jizokukahojokin.info/

持続化補助金

１．補助対象
サービス業、製造業、建設業等の中小企業等が行う対象に、バッ
クオフィス業務の効率化やデータを活用した顧客獲得など生産性
向上に繋がるITツールの導入に係る経費を補助

２．補助金額：

※導入するソフトウェアによりA~D類型の区分を設定

３．応募要件
以下の要件を満たす事業計画（３年）を策定・実施すること
要件①：給与支給総額＋1.5 ％以上／年
要件②：事業場内最低賃金 地域別最低賃金＋30 円

４．募集時期
複数回募集予定。
※令和３年度の締切は、5月、7月、 9月<予定>

５．問い合わせ先
＜コールセンター＞ ナビダイアル：0570-666-424

６．専用HP
https://www.it-hojo.jp/inquiry/

IT導入補助金
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C類型 D類型

（低感染リスク型ビジ

ネス類型）

（テレワーク対応類

型）

補助

下限額・

上限額

30万～150万円

未満
150万～450万円 30万～450万円 30万～150万円

補助率

補助対象経費
ソフトウェア、クラウド利用費、

専門家経費等

２/３

左記のものに加え、PC・タブ

レット等のレンタル費用が対象

事業類型

通常枠

A類型 B類型

低感染リスク型ビジネス枠

１/２
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共通

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という
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する補助金です。（中小機構は基金設置法人として本事業を実施しております）

事業再構築補助金

対象者 日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等

[通常枠] 中小企業者等：100万円 ～ 6,000万円／中堅企業等 ：100万円 ～ 8,000万円

[卒業枠] 中小企業者等：6,000万円 ～ １億円

[グローバルV字回復枠] 中堅企業等 ：8,000万円 ～ １億円

[緊急事態宣言特別枠（※１）] 中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数５人以下】 100 万円 ～ 500 万円

【従業員数６~20 人】 100 万円 ～ 1,000 万円

【従業員数21人以上】 100万円 ～ 1,500万円

[通常枠] 中小企業者等 2/3

中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)

[卒業枠] 中小企業者等 2/3

[グローバルV字回復枠] 中堅企業等 1/2

[緊急事態宣言特別枠（※１）] 中小企業者等 3/4

建物費、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、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、海外旅費

通年募集

※令和3年度内に合計5回の申請受付を予定

問い合わせ先 ＜コールセンター＞ ナビダイアル：0570-012-088

専用HP https://jigyou-saikouchiku.jp/

補助上限額

補助率

補助対象経費

募集時期
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共通

事業継続力強化支援事業【担当：九州本部 企業支援部 企業支援課 Tel:092-263-0300】

-複数事業者で行う「連携事業継続力強化計画」の策定支援-

✓ 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。

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



参考／事業継続力強化支援事業による支援事例

【支援先企業の概要】
熊本輸送団地協同組合（業種：事業協同組合、所在地：熊本県上益城郡益城町）
１９７４年１１月に、貨物自動車ターミナル等集団化組合としてスタート。
熊本県に拠点を持つ運輸業９社と自動車整備業１社からなる事業協同組合で、物流の
面から地域経済と雇用を支えている。

【策定支援申込のきっかけ】
熊本県は近年、地震や豪雨などの大規模な自然災害の被災に直面しており、これらの経験
は、物流というライフラインの重要性を改めて再認識する機会となった。
今後、同様な自然災害が発生した場合には、食料品、生活雑貨、燃料などの安定供給に
向け、様々な荷主企業を抱える組合員企業が連携して取り組み、同組合は情報収集・提供
などの補佐をより早く確実に行うことを目的に、本計画の策定支援申込へと至った。

【連携体組成 ～ 策定支援】
①連携体の組成
同組合を申込企業とし、組合員企業（運送業９社、自動車整備業１社）及び関連企業
（ガソリンスタンド１社）を連携企業とする、合計１２社からなる連携体を組成。
②アドバイザーによる策定支援（令和２年９月～１０月に３回実施）
連携事業継続力強化計画に盛り込むべき、災害の想定、強化の目標・内容、推進体制の
整備など、全体構成を具体的に検討し、その中の課題解決をアドバイス。
また、その内容に沿って認定申請書の作成を支援。

【連携事業継続力強化計画の認定（令和２年１１月１９日付）】※認定申請は申込企業が実施
協力関係の構築により、平時から、事前対策のコスト抑制や顧客への供給責任の強化などが
図られ、地域経済の安定にも大きく貢献するものと期待される。

複数事業者で行う「連携事業継続力強化計画」の策定支援

【熊本輸送団地協同組合】

【認定ロゴマーク（令和２年度）】

31



商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、金融機関など各地域の中小
企業支援機関に対して、専門家によるアドバイスや支援ツールの提供、支援
機関職員の人材育成などの支援を行っています。

＜支援機関向けガイドブック・マニュアルなど＞

●専門家によるアドバイス

現場での支援活動に役立つガイドブックや支援ツール、また地域支援機関の活動
事例を研究・ノウハウ化したレポートを公開しています。

地域本部の専門家が地域支援機関を訪問し、支援施策情報や支援に役立つ
ツール、コンテンツなどを提供するとともに支援上の課題に関するご相談に対してア
ドバイスを行います。

http://www.smrj.go.jp/tool/supporter/

以下サイトでは、経営指導員の方々にご活用いただける各種ガイドブックやマニュ
アル等の資料を紹介しています。

中小機構
九州本部
連携推進課

支援 地域支援機関等
（商工会・商工会議所等
中小企業支援機関、地域
金融機関、認定支援機関

等）

中小企業・
小規模事業者

支援

地域支援機関等サポート事業

ビジネス用アプリ（クラウド型）
導入支援サポートブック

小規模事業者の経営課題の解決策となり得る業務用アプリ
導入支援の基本的流れを、支援ステップごとにポイントをまとめ
た地域支援機関の方向けの手引書です。
業務用アプリを紹介する情報サイト「ここからアプリ」と併せてご
活用ください

＜専門家による支援者向け講習会（九州本部企画）＞

○商工団体職員対象
『経営革新計画作成支援』研修

「商工会・商工会議所の経営指導員や経営支援員等向けに、経営革新支援制度の
仕組み、経営革新支援の意義や支援を行う際の目利き等、支援の考え方・進め方の
ポイントを演習にて修得する研修です。

○「付加価値」と「業務効率」の向上に関する支援研修
『生産性向上』の支援に関する考え方・進め方

生産性向上に関する支援の全体像と具体的手法を、講義及びワーク（ロールプレイング、
グループワーク）で学んでいきます。また実際に生産性向上に取り組み、成功した企業の
事例を紹介します。

○商工団体職員向け
『事業継続力強化計画作成支援』研修

事業継続力強化計画の作成支援を、初めて実施する商工団体職員向け。
制度内容、申請のポイント、事業計画（BCP）との違い等について紹介します。

地域支援機関向けのサポート【担当：九州本部 連携支援部 連携推進課 Tel:092-260-1355】

共通
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●ガイドブックなど経営支援コンテンツの提供

●講習会を通じた支援機関職員の人材育成
地域支援機関の方々のご要望にそって、支援に役立つツール・コンテンツを活用
し、支援活動事例を紹介しながら、学習支援（講習会）を行います。また、必
要に応じて地域支援機関の研修に講師を派遣します。
開催テーマ例
◾ITを活用した生産性向上支援
◾事業継続力強化計画作成支援
◾経営革新計画作成支援 など
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-アプリ紹介サイト「ここからアプリ」-

●中小企業・小規模事業者のＩＴ導入による生産性向上を支援するた
め、サイトでビジネスアプリ紹介サービスを提供します。

紹介しているビジネス用アプリは、そのまま導入できる業務用の製品
で、中小企業・小規模事業者が比較的導入しやすいものとなっていま
す。

＜紹介しているアプリの特長＞
・価格が明示されており初期費用及びランニングコストが安価
・企業での導入実績あり
・オンラインの試用やデモにより使い勝手が確認できる

「ここからアプリ」サイト

業種やお困りごとに
応じて、適切なアプリ
を検索できます

共通

検索中小機構 ここからアプリ
※コチラ→
で検索ください

-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

情報提供【担当：本部】

「J-Net21」トップページ
検索Ｊ－Ｎｅｔ２１

※コチラ→
で検索ください

●掲載コンテンツ

①トピックス
⇒注目テーマの特集や最新の取組み事例を紹介

＜掲載コンテンツ例＞
・コロナ禍でがんばる中小企業・商店街
・新型コロナウイルス関連（都道府県別）

②課題別・情報別メニュー
⇒課題解決に役立つノウハウや情報を主要な経営課題ごとに集約、掲載

＜課題一覧＞
・人材不足を解消したい/強い組織を作りたい/生産性を高めたい/
商品開発・市場開拓をしたい/資金繰りを改善したい/
事業承継を進めたい

③中小企業NEWS
⇒最新の補助金情報や支援情報を掲載

④おすすめコンテンツ
⇒特集・事例/
ビジネスQ&A/
中小タスクが行く！



■ 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

■ 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

小規模企業共済 【担当：九州本部 連携支援部 連携推進課 Tel:092-263-1532】 経営セーフティ共済 【担当：九州本部 連携支援部 連携推進課 Tel:092-263-1532】

-退職後の経営者の生活資金等をサポート- -中小企業倒産防止共済制度による連鎖倒産の防止-

●中小企業の連鎖倒産を防止する制度
●昭和53年の制度発足以来、順調に普及し、在籍件数は約54万件
●共済金の貸付けは累計で約27万件、約1兆9千億円（R2年3月末）
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●小規模企業経営者向けの退職金制度
●昭和40年の制度発足以来、順調に普及し、在籍者数は約153万人

〔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）

〔運用資産額〕
資産運用残高 約10.5兆円（R3年3月末）

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

共通

新規加入件数 105,237件〔全国〕、15,033件〔九州・沖縄〕 （R2年度)

新規加入件数 64,470件〔全国〕、7,049件〔九州・沖縄〕 (R2年度)



検索

ファンド出資【担当：本部】
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債務保証【担当：本部】

-事業資金の調達を債務保証を通じてサポート-

共通

-ファンドを通じた資金提供-

●新事業の創出や事業拡大・中小企業の再生に向けたリスクマネーの供給

中小機構は、ベンチャーキャピタル等の投資会社が運営するファンドへ出資
します。
ファンド総額の1/2以内を出資することで、リスクが高い新事業の創出や市
場拡大が見込まれる企業等への投資を促進します。

●事業者が金融機関からの借入により事業資金の調達を行う際に
中小機構が債務保証を実施
●最大50億円の資金調達に対応（保証割合は50％又は30％）

・特定の法律に基づく認定を受けた事業者又は法律に基づく事業が対象です。
・中小機構の審査は、主務省庁又は都道府県による計画認定審査とは
別に行います。
・信用保証協会等の保証を受けることが困難なものが対象となります。

※詳細はＨＰに掲載する「債務保証制度のご
案内」をご確認ください。

中小機構 債務保証
※中小機構の出資ファンドについては、ＨＰに掲載している「ファンド検索シス
テム」で検索できます。

検索中小機構 ファンド検索

種類 主な投資対象
中小機構が出資

したファンド数
ファンドからの投資先企業数

起業支援ファンド 設立5年未満のベンチャー企業等 118 29年度:295社、30年度:203社、令和元年度167社

中小企業成長支援ファンド
ファンド新事業展開・事業承

継・再編等に取り組む中小企業
119 29年度:189社、30年度:182社、令和元年度170社

中小企業再生ファンド 再生に取り組む中小企業 61 29年度:64社、30年度:55社、令和元年度49社
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共通

〔高度化貸付の流れ〕

●貸付条件
・貸付利率：0.35%（令和2年度貸付決定分）の固定金利 又は

無利子（特別の法律に基づく事業等）
・償還期限：20年以内（据置期間3年以内）
・貸付対象：土地、建物、構築物、設備

●主な事業例
〔集団化事業〕

市街地などに散在している中小企業者が、ま
とまって立地環境の良い地域へ工場や店舗な
どを移転する事業
（工業団地、卸団地等の整備）

〔施設集約化事業〕

中小企業者が、共同で入居するショッピングセン
ターの整備や中小製造業者が生産工程を統合
し、共同で使用する工場を整備する事業

中小機構 都道府県
中小企業者
（組合等）財源

貸付
資金
貸付

●中小企業者が経営基盤強化等のために共同で取り組む事業に対し、都道
府県と一体となって融資及びアドバイスによる支援
●工場団地、卸団地、ショッピングセンター等の施設整備を支援

-中小企業の連携・共同化による施設整備を支援-

高度化事業【担当：本部】
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■九州本部
福岡市博多区祗園町４番２号 サムティ博多祇園BLDG. TEL ：092-263-1500(代表)
・企業支援課 TEL：092-263-0300
・支援推進課
インキュベーション担当 TEL：092-263-0302
海外展開支援担当 TEL：092-263-1535 
新事業創出支援担当 TEL：092-263-0323

・連携推進課（事業承継・共済） TEL：092-260-1355
・人材支援課（WEBee・サテライト） TEL：092-263-0320

●南九州事務所（宮崎・鹿児島エリア担当）
鹿児島県鹿児島市東千石町1-38 商工会議所ビル６階 TEL：099-219-7882

●沖縄事務所（沖縄県担当）
沖縄県那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター313-1 TEL：098-859-7566

●中小企業大学校 直方校（大学校研修）
福岡県直方市永満寺1463-2 TEL：0949-28-1144(代表)

●中小企業大学校 人吉校（大学校研修）
熊本県人吉市鬼木町梢山1769-1 TEL ：0966-23-6800（代表）

中小機構九州の問合せ先




