
九州経済産業局
産業技術革新課

経済産業省/令和3～4年度
技術開発等に使える施策・制度情報
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Ⅰ．成長型中小企業等研究開発支援事業
（旧サポイン補助金）

※令和４年度については概算要求段階であり、掲載内容から変更する可能性があります



戦略的基盤技術高度化支援事業
（サポイン事業）

4

成長型中小企業等研究開発支援事業

研究開発支援であること明確化することに加え、サポーティングインダス
トリー（サポイン）での製品開発のみならず、最終製品の製造を通じて、
中小企業が下請け構造を脱却し、成長を遂げるような取組を積極的
に支援することを明確化するため名称を変更。

名称の変更

令和４年度～
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成長型中小企業等研究開発支援事業
令和4年度概算要求額 162.6億円（109億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
中小企業者等
大学、公設試
民間団体等

委託
補助(原則2/3)

事業イメージ
事業目的・概要

成果目標
事業終了時点で以下の達成を目指します。
・個々のプロジェクトの研究開発達成度50%超
事業終了後５年時点で以下の達成を目指します。
・事業化を達成するプロジェクトが50％超
・補助事業者全体の付加価値額が15％以降向上 等

• ものづくり基盤技術の高度化及びサービスモデルの高度化を図ること
及び当該技術等を用いた最終製品の製造を通じて中小企業等が下
請け構造を脱却し、成長を遂げることを目的として、中小企業等が、
大学・公設試等と連携して行う、研究開発、その成果の販路開拓に
係る取組等に対して最大３年間の支援を実施します。

• 令和4年度からは、大学・公設試等に対し、 研究開発や事業化の
進捗状況等に応じて段階的な補助率を適用する等のインセンティブ
設計を付加します。

• また、採択された事業者を対象としてハンズオン支援や展示会を開催
することにより、研究開発成果の事業化及び販路拡大を支援します。

• 加えて、研究開発に取り組む中小企業が自立的に取組を拡大するこ
とができるエコシステム形成を目的として、民間ファンド等から一定以
上の金額の出資を受ける予定がある研究開発等について重点的に
支援を実施します。

事業イメージ
我が国製造業の国際競争力強化及び地域経済を支える

サービス業における競争力強化を図るためには、中小企業
におけるものづくり基盤技術及びサービスモデルの高度化を
図ることが重要です。
また、経済成長の源泉である研究開発を通じ、持続的に中

小企業が成長していくためには、補助金等による直接的な
支援によるイノベーション創出を図ることのみならず、補助金
等に頼らずとも自立的に中小企業における研究開発が進む
ためのエコシステムを形成することが極めて重要です。
このため、いわゆるサポイン事業を発展させ、中小企業等が

産学官連携で行う高度なものづくり基盤技術及びサービス
モデルの研究開発等を支援します。特に、民間ファンド等か
らの出資を受けるものについては、重点的に支援します。

補助上限額 ： 4,500万円（３年間の総額で9,750万円）、
補助率：原則2/3以内 ※課税所得15億円以上の中小企業等は1/2以内

※民間ファンド等からの出資を受けない通常の研究開発事業の場合

民間企業
大学・公設試等

事業管理機関

協力者

大学・公設試等

共同体
国

中小企業者

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816
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支援事業イメージ
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民
間
フ
ァ
ン
ド
出
資

民間ファンドから
出資を受けている
場合に重点的に
支援

今後の協議によって内容の見直しがございますのでご注意ください。
参考：中小企業庁 サポインマッチナビ 制度の概要

令和4年度～



サポイン事業との主な変更点（協議次第で変更されます）

民間ファンド等から出資を受けるものについては重点的に支援する。
ファンドなどから一定以上の出資を受けるか、今後受ける予定の研究開発案件には重点的に支援。
＊財務省との協議次第で変更の可能性あり。

令和4年度採択分、大学・公設試等への補助率導入等を含めた抜本的な制度改正を実施する。
事業成功に向けたインセンティブを持たせること、及び大学・公設試等の事業形態を考慮して制度改正を
行う。
＊財務省との協議次第で変更の可能性あり。
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令和4年度からは、大学・公設試等に対し、 研究開発や事業化の進捗状況等に応じて段階
的な補助率を適用する等のインセンティブ設計を付加します。

成果目標

〇事業終了時点で、個々のプロジェクトの研究開発達成度50%超
〇事業終了後５年時点
・事業化を達成するプロジェクトが50％超
・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上 等
＊財務省との協議次第で変更の可能性あり。

中間評価

評価が極めて低かった場合には、次年度以降の計画を変更していただく又は補助事業の縮小しくは中止を
決定させていただきますのでご留意ください。



【補助事業期間】 令和３年度参照
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、大学・公設試等
原則２／３以内

【公募時期】
令和4年度：未定（令和3年度実績２／２６～４/２２）

成長型中小企業等研究開発支援事業概要
ものづくり基盤技術の高度化及び当該技術等を用いた最終製品の製造を通じて中小企業等が下請け構造
を脱却し、成長を遂げることを目的として、中小企業等が、大学・公設試等と連携して行う、研究開発、その成
果の販路開拓に係る取組等に対して最大３年間の支援を実施します。
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4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。
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【申請対象者】令和３年度参照
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】令和３年度参照
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
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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。

（参考）サポイン事業の補助対象経費（令和3年度）

・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を利用して下さい。
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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。

（参考）サポイン事業の補助対象経費（令和３年度）
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サポイン事業の採択実績

■九州・全国の申請数、採択数、採択率 ■九州各県の採択数

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

九
州

申請数 21 23 22 13 1４

採択数 12 14 14 6 6

採択率 57.1％ 60.8％ 63.6% 46.2% 42.9%

全国割合 11.1％ 11.1％ 10.2％ 5.9％ 10.0％

全
国

申請数 297 334 304 326 247

採択数 108 126 137 102 60
採択率 36.4％ 37.7％ 45.1％ 31.3％ 24.3％

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

福岡県 5 6 7 1 3

佐賀県 0 1 0 0 1

長崎県 1 2 2 1 0

熊本県 2 2 0 1 1

大分県 3 1 2 0 1

宮崎県 0 2 1 1 0

鹿児島県 1 0 2 2 0

計 12 14 14 6 6

令和３年度の全国の採択数は６０件（採択率は２４％）
令和３年度の九州の採択数は６件（採択率は４３％、全国割合は１０％）
全国の採択率より、引き続き高い採択率を維持。全国割合は10％程度で推移。
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。

＊県別の採択数は研究実施場所で整理



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％）

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たが６件の採択（採択率４６．２％）

サポイン事業の採択事例（令和２年度）
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（令和３年度）九州地域は全国採択数減も昨年同様６件の採択（採択率４２．９％）

サポイン事業の採択事例（令和３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）

車載用半導体デバイスの切断工程の工法転換を実現する刃先先端Ｒシングルナノメート
ルの刃物の開発

（一財）
九州オープンイノベーションセンター

株式会社ファインテック 福岡県

高生産性施設栽培向け新規吸着材によるIoT施用システム搭載大気中CO2濃縮・供給装
置の開発

（公財）福岡県産業・科学技術振興財団 株式会社西部技研 福岡県

要介護者のためのファインバブル技術を活用したマウスピース型口腔洗浄器のデザイン
開発

（公財）飯塚研究開発機構 株式会社豊洋製作所 福岡県

希土類合金微細化技術を用いた重希土類フリー磁石の適用によるＥＶ向け小型高効率
アモルファスモータの開発

（公財）佐賀県産業振興機構 BIZYME有限会社 佐賀県

土壌汚染を簡易・迅速に分析する重金属検出技術を活用した簡易検出材OCTES-2 の
開発

（一財）
九州オープンイノベーションセンター

有限会社坂本石灰工業所 熊本県

下水管の工事や検査を安全かつ低価格で行う国産初の高摩擦位置保持型リングチュー
ブ式止水プラグの研究開発

（公財）大分県産業創造機構 株式会社ホーシン 大分県



Ⅱ．ものづくり補助金
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 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。

■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）

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

新特別枠
（低感染リ
スク型ビジ
ネス枠） 1000万円

２／３

・物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サー
ビスの開発
・物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プ
ロセス・サービス提供方法の改善
・ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的
な転換に係る設備・システム投資

「２.補助対象経費」に加
え、広告宣伝・販売促進

費
８次締切：
R3年11月11日

※以降、順次公募を実施す
る予定

通常枠
１／２

小規模事業者 ２／３

なし
「２.補助対象経費」
のとおり

グローバル展開型 ３000万円
①類型：海外直接投資
②類型：海外市場開拓

③類型：インバウンド市場開拓
④類型：海外事業者との共同事業

「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
公募受付終了

（R3年7月7日締切）
※次回公募時期は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

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

※下記のほか、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。
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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、令和元ＦＹ補正：3,600億円、令和２ＦＹ補正：4,000億円

この８カ年（平成24年度補正～令和２年度補正）で九州 8,226者（全国 88,841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。

■採択実績（九州）（一般型、グローバル展開型）

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 4次〆 5次〆 6次〆 7次〆

3062 263 399 451 363 232 394 297 97 305 8 222 75 655 52 119 135 113 61 84 91
580 45 72 57 66 37 96 77 19 74 2 51 21 133 11 25 20 26 20 16 15
902 58 107 117 88 75 170 127 43 128 6 83 39 159 23 22 20 32 15 22 25

1096 86 129 137 199 86 163 122 41 124 6 86 32 172 11 33 31 34 19 23 21
967 73 120 149 116 78 190 160 30 107 5 77 25 134 14 27 15 19 14 19 26
968 71 128 172 135 71 140 110 30 117 6 88 23 134 12 30 17 21 16 14 24
875 102 136 144 105 69 103 74 29 84 5 52 27 132 3 23 28 16 24 16 22
8,450 698 1,091 1,227 1,072 648 1,256 967 289 939 38 659 242 1,519 126 279 266 261 169 194 224

91,570 10,516 14,431 13,134 7,948 6,157 11,914 9,443 2471 9,531 332 7,136 2063 17,939 1,429 3,267 2,637 3,178 2,337 2,362 2,729

応募
総数

218,840 23,971 36,917 30,478 26,629 15,547 23,467 17,112 6,355 20,803 1,111 13,816 5,876 41,028 2,287 5,721 6,923 10,312 5,299 4,980 5,506

採択
率 41.8% 43.9% 39.1% 43.1% 29.8% 39.6% 50.8% 55.2% 38.9% 45.8% 29.9% 51.7% 35.1% 43.7% 62.5% 57.1% 38.1% 30.8% 44.1% 47.4% 49.6%

福岡

H28FY
補正
(1次公
募のみ)

H29FY補正

九州
全国

H24FY
補正
(1・2次
公募)

佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎

鹿児島

H25FY
補正
(1・2次
公募)

H26FY
補正
(1・2次
公募)

H27FY
補正
(1・2次
公募)

H30FY補正 R1FY補正・R2FY補正
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ものづくり補助金ホームページ
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
補助事業の手引き・公募要領・交付規程はHPからダウンロードしてください。

※公募要領等は都度更新される可能性がありますので逐次新着情報をご確認ください。

①R1・２年度補正：事務局サポートセンター
TEL: 050-8880-4053  MAIL: monohojo@pasona.co.jp
②電子申請システムの操作に関するお問合わせ
MAIL：monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp

問い合わせ先

■問い合わせ先等（ものづくり補助金）

情報収集
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Ⅲ．IT導入補助金



3

業務効率化やＤＸに向けて行うITツールの
導入を支援。

複数の業務プロセスを非対面化し、一層の生産
性向上を図るITツールの導入を支援。

⇒感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような 業務の非対面化 を支援

テレワーク用のクラウド対応したITツールの導入
を支援。

通常枠
A類型
B類型

低感染リスク型
ビジネス類型 C類型

テレワーク
対応類型 D類型

■「IT導入補助金」の種類（概要）

新特別枠

補助率
1/2

補助率

2/3

＜IT導入補助金2021にて創設＞

・中小企業等の生産性向上を実現するため、業務効率化や自動化を行うITツール
（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入を支援。
・補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請。

■IT導入補助金とは…
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類型 対象 補助額 補助
率

プロセス
要件

（次ページ
にて説明）

補助対象
ツール
要件

賃上
目標

ソフトウェア
費、導入
関連費等

ハードウェア
レンタル
費用

通常枠
A類型 小規模事業者

中小企業者
30万～150万未満

1/2
1以上

○ × －
加点

B類型 150万～450万以下 4以上 必須

新
特
別
枠

低感染
リスク型
ビジネス
類型

C-1類型 小規模事業者
中小企業者 30万～300万未満

2/3 ２以上 ○ 〇
※２

※３
※４

加点

C-2類型

小規模事業者
中小企業者

※１ 300万～450万以下
加点

上記以外の
中小企業者等 必須

テレワーク
対応類型 D類型 小規模事業者

中小企業者 30万～150万以下 2/3 ２以上 ○ 〇
※２

※３
※５ 加点

■「IT導入補助金」の種類（概要）

※１… 保険医療機関、保険薬局、介護サービス業者、社会福祉事業・更生保護事業を行う事業者、学校等。
※２… ハードウェアの導入にかかる費用は原則対象外だが、新型コロナウィルスが事業環境に与える影響を乗り越えるための前向きな投資を行う事業者

向けに、特例的にハードウェアのレンタル費用が補助対象。（PCやタブレット端末、Webカメラ等）
※３… 非対面化に資するITツールであること。
※４… 異なる業務プロセス間での情報共有や連携を行うことで補助事業者の労働生産性の向上に寄与するツールであること。
※５… テレワーク環境の構築に資するクラウド対応ツールであること。
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（参考）プロセス要件についてのイメージ

 導入できるITツールは、左表のような大分類・カテゴリーで登録されている。
 「ソフトウェア」に登録されているITツールは、右表のプロセス（業務・工程等）が設定されており、

申請する類型によって満たすべきプロセスの種類数が異なる。

大分類 カテゴリー

Ⅰ ソフトウェア
1 単体ソフトウエア

2 連携型ソフトウエア

Ⅱ オプション

3 機能拡張

4 データ連携ツール

5 セキュリティ

Ⅲ 役務

6 導入コンサルティング

7 導入設定・マニュアル
作成・導入研修

8 保守サポート

9 ハードウェアレンタル

プロセス
類型ごとのプロセス要件
通常枠 新特別枠

A類型 B類型 C類型 D類型

P-01 顧客対応・販売支援

P-02 決済・債権債務・資金回収管理

P-03 調達・供給・在庫・物流

P-04 会計・財務・経営

P-05 総務・人事・給与・労務
・教育訓練・法務・情シス

P-06 業務固有プロセス

P-07 汎用・自動化・分析ツール

１
種
類
以
上

４
種
類
以
上

２
種
類
以
上

２
種
類
以
上

※ P-01～P-06のプロセスは必ず１種類以上含んでいる必要がある。

（※）



2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
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■IT導入補助金公募2021のスケジュールについて

2/26
公募要領
公開

3/25
登録開始

・ITベンダ 登録（締切：6/30 17:00）
・ITツール登録 （締切：未定）

4/7
公募開始

【中小企業等公募】
１次（締切：5/14 17:00）
２次（締切：7/30 17:00）
３次（締切：9/30中 17:00
・４次（締切：11月中（予定））

IT導入補助金ホームページ
https://www.it-hojo.jp/

交付規程・公募要領・交付申請の手引き・IT導入支援事業者一覧はHPからダウンロードしてください。
※公募要領等は都度更新される可能性がありますので逐次新着情報をご確認ください。
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Ⅳ．事業再構築補助金



中小企業等事業再構築促進事業
令和2年度第3次補正予算額 1兆1,485億円

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、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）

補助
（基金造成）

①申請前の直近6カ月間のうち、任意の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、任意の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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事業再構築補助金の活用イメージ

26

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

飲食業
レストラン経営

➡店舗の一部を改修し、新
たにドライブイン形式での食
事のテイクアウト販売を実施。

飲食業
弁当販売

➡新規に高齢者向けの食
事宅配事業を開始。地域の
高齢化へのニーズに対応。

飲食業
ガソリン販売

➡新規にフィットネスジムの
運営を開始。地域の健康増
進ニーズに対応。

小売業

ヨガ教室
➡室内での密を回避するた
め、新たにオンライン形式で
のヨガ教室の運営を開始。

サービス業
半導体製造装置部品製造
➡半導体製造装置の技術
を応用した洋上風力設備の
部品製造を新たに開始。

製造業

タクシー事業
➡新たに一般貨物自動車運
送事業の許可を取得し、食
料等の宅配サービスを開始。

運輸業

伝統工芸品製造
➡百貨店などでの売上が激
減。ECサイト（オンライン
上）での販売を開始。

製造業

和菓子製造・販売
➡和菓子の製造過程で生成
される成分を活用し、新たに
化粧品の製造・販売を開始。

食品製造業
土木造成・造園

➡自社所有の土地を活用し
てオートキャンプ場を整備し、
観光事業に新規参入。

建設業
画像処理サービス

➡映像編集向けの画像処理
技術を活用し、新たに医療
向けの診断サービスを開始。

情報処理業

航空機部品製造
➡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。

製造業

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための
企業の思い切った事業再構築を支援
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中小企業等事業再構築促進事業

通常枠 補助額 100万円～8,000万円
卒業枠* 補助額 6,000万円超～１億円

補助率 ２/３（6,000万円超は1/2）
補助率 ２/３

*卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、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、中小企業者等から中堅・
大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。 ※中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様。

通常枠 補助額 100万円～8,000万円
補助率 １/２ (4,000万円超は１/３)

グローバルＶ字回復枠** 補助額 8,000万円超～１億円 補助率 １/２
**グローバルV字回復枠：100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠。

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か月の合計売上高が、コロナ以前の
同３か月の合計売上高と比較して５％以上減少していること（売上高に代えて、付加価値額を用いることも可能）。

２．事業再構築指針に沿った、新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。
※事業再構築指針： https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo saikoutiku/pdf/shishin.pdf

３．認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する。

中
堅
企
業
緊急事態宣言特別枠
上記１.～３.の要件を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和３年１～８月のいずれかの
月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していること（売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可）。

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った
事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援。

中
小
企
業

最低賃金枠
上記１.～３.の要件を満たし、かつ2020年10月から2021年６月までの間で、３月以上最低賃金＋30円以内で雇用している従業員が全従業員の10％以上いること及び
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（売上高の減少に代えて、付加価値額の45％の減少でも可）。
大規模賃金引上枠
上記１.～３.の要件を満たし、かつ補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3～5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で
引き上げること及び補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から３～5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率1.5％以上（初年度は1.0％以上）増員させ
ること 。 ※これら３つの枠で不採択だった場合、通常枠で再審査を行う。

第１回公募 公募期間：3/26-5/7【終了】 第２回公募 公募期間：5/20-7/2 【終了】 第３回公募 公募期間：7/30-9/21 【終了】
※令和３年度内に全５回公募予定。

＜公募期間＞
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gBizIDプライムアカウントについて
https://gbiz-id.go.jp/top/

gBizIDプライムアカウントの取得には、申請後、一定期間の時間を要します。
補助金申請を検討中の方は、より早めの申請・取得をおすすめします。




