
◆概要
・九州の食の輸出を加速化を目指すため、国の海外展開支援機関等で構成する「九州の食の輸出推進
チーム」を令和２年３月に結成しました。

・推進チームは、食品製造業の中小規模の生産者等が連携して行う食の輸出の取組をチームのリソースを
もちより一気通貫して支援し、継続的な海外市場への食の提供の実現をサポートします。

・輸出計画づくり、海外向け商品づくり、バイヤーとの商談、商品の輸送などの生産者の取組の課題解決を
サポートし、生産者間の連携促進を通じて九州の食の輸出拡大を目指します。

○名称：九州の食の輸出推進チーム

○目的：生産者連携による輸出取組の面的支援、地域商社と生産者を繋ぐための商社プラット
フォーム（※）の活動支援

○構成：農業・食品産業技術総合研究機構、農林中央金庫食農法人営業本部福岡支店、
九州商工会議所連合会 （福岡商工会議所 産業振興部）、中小企業基盤整備機構九州本部
日本貿易振興機構（福岡貿易情報センター）、九州経済連合会、九州経済産業局

○活動：①生産者の連携による食の輸出取組の創出と取組拡大への支援
②地域商社プラットフォーム「九州の食輸出協議会」に対する情報提供等の活動支援

※地域商社プラットフォームとは
・令和元年１月に設立された九州の地域商社による共同事業体。生産者の輸出に関する相談や輸出を目指す

生産者の育成事業、地域商社共同での展示・商談会への出展等の事業に取組みます。
協議会の事務局は、九州経済連合会が担っています。

○事務局：一般社団法人 九州経済連合会 農林水産部 [TEL. 092-761-4261]
九州経済産業局 国際部 国際企画調査課 [TEL.092-482-5423]

九州の食の輸出推進チームとは



◆九州の食の輸出推進チームの構成機関

構成機関 食の輸出支援に係る特徴

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研
究機構本部 企画戦略本部研究推進部
窓口：企画戦略本部研究推進部セグメント第3チーム
TEL: 029-838-7332  Mail：HQ_suishin_seg3@ml.affrc.go.jp

・農業や食の研究開発を行う国立研究開発法人。農産物の育種、品質保持、高付加価値化等に
関する民間との共同研究・実証事業を実施し、生産者等への研究成果の普及を積極的に推進中。
・2019年度に「九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト」にて各種の実証事業に尽力。
九州には、熊本県合志市に、九州沖縄農業研究センターの地域拠点を有する。

農林中央金庫
食農法人営業本部福岡支店
窓口：営業第一班 古角
TEL：092-271-2113 Mail：fukuoka-noukan1@nochubank.or.jp

・2016年度から「食農ビジネス」を事業の柱に据え、事業者の販路開拓や輸出取組の支援を強化。

農林水産物・食品の生産者や商社に対する海外販路開拓支援の一環として、各種媒体を通じた
輸出に関する情報発信のほか、国内外での商談機会の提供、香港・シンガポール等の海外拠点
が有するバイヤーネットワークを活用した販路支援を実施。

九州商工会議所連合会
福岡商工会議所 産業振興部
窓口：産業振興部
TEL：092‐441-1119  Mail：fkkeizai@fukunet.or.jp

・アジア等海外バイヤーネットワークを有し、「Food EXPO Kyushu」をはじめとした国内・海外向け
の商談会・展示会・セミナーを実施するなど中小企業の海外展開を支援。
・JETRO・中小機構・福岡貿易会・福岡アジアビジネスセンター・九州経産局と連携し「ワンストップ
海外展開相談窓口」を設置し、中小企業に対して実務相談から販路開拓までを一貫してサポート。

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
窓口：支援推進課 国際化支援担当

TEL：092-263-1535  Mail：kyushu-kokusai@smrj.go.jp

・食をはじめとする各分野に係る400名を超える専門家を抱えて海外展開を目指す中小企業に対
する窓口支援・伴走型支援を実施。

・海外展開支援にとどまらず、経営サポートや商品開発支援も行うなど、中小企業の経営に関する
課題解決を幅広くサポート。

独立行政法人 日本貿易振興機構
地域統括センター（九州・沖縄）
窓口：檀野 森
TEL：092-471-5635 Mail：FUK@jetro.go.jp

・70を超える海外事務所、50の国内拠点のネットワークを形成。
・海外ビジネス情報の蓄積を活かした輸出相談・セミナー等の情報発信、国内外での商談会開催
等により海外展開をサポート。国内外の専門家ネットワークを活用し、事業者の市場開拓ステージ
に応じたサポートも充実。

【事務局】

一般社団法人 九州経済連合会 農林水産部
窓口：農林水産部
TEL：092-761-4261  Mail：k food@kyukeiren.or.jp

・九州経済の成長の基軸となる一次産業の競争力強化を目的に、アジアへの輸出市場の開拓に
注力。中国の山東省商務庁、威海市人民政府、上港集団物流有限公司との九州の食品等の輸出
促進に関する覚書（MOU）を締結するなど、九州の食関連事業者の市場開拓のサポートに邁進中。

【事務局】
九州経済産業局 国際部
窓口：国際企画調査課
TEL：092-482-5428  Mail：kyushu-syokuyushutsu@meti.go.jp

・上記支援機関をはじめ自治体や金融機関等との連携により、事業者の海外展開や九州経済の
国際化を様々な施策活用した支援を推進。
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◆事例１
・お菓子製造メーカーA社、フルーツ生産者B社、調味料製造メーカーC社の３社が連携。お菓子メーカーA社が、他の２社の商品も含めた

統一ブランディングを行い、自らの商流を使って一括して輸出。輸出先では、A社のアンテナショップで販売を行う。

※推進チームのサポートの例
①市場情報（規制、購買層の志向や価格帯等）、②現地調査（専門家同行によるテナント物件や物流等の調査）、
③現地のバイヤーとの商談、④現地で開催するテスト販売（フェアへの出展）

◆事例４
・地域商社A社が、麺類製造業者B社、麦の生産者C社と連携し、現地ニーズに応じた商品を開発。開発商品を輸出する。

※推進チームのサポートの例
①市場情報（商品ニーズ、価格帯等）、②加工メーカーの情報提供とマッチング、③現地でのテスト販売（フェアへの出展）

◆事例２
・海外に商流を持つ製茶・販売事業者４社が連携し、日本全国の茶を揃え、日本茶の認知度が低い国に対してプロモーションから販売までの

プロジェクトを計画。統一ブランドをつくり、新たな市場での販路獲得を目指している。

※推進チームのサポートの例
①市場情報（規制、現地物流、他国の茶の消費動向、流通）、②現地調査（現地の食専門家からの情報収集、物流調査）、
③現地飲食店との商談

◆推進チームの支援対象の取組

①食品製造事業者（中小企業等）の連携体による輸出の取組
・食品製造事業者自らの海外への商流を活かして（又は今後構築し）、他社との連携によって

多様な商品群の形成や共同でのブランディング等を行う、または行おうとする輸出の取組。

②地域商社と食品製造事業者等との連携体による輸出の取組
・九州の農産物等の生産者や食品製造事業者や地域商社が連携して商品づくりや販路開拓

を行う、または行おうとする輸出の取組。

◆事例３
・地域商社A社が、複数の食品製造事業者等と連携し、ブランディングや展示会出展等を行い、一括して輸出する。

※推進チームのサポートの例
①市場情報（商品ニーズ、価格帯等）、②食品メーカーの情報提供とマッチング、③現地でのテスト販売（フェアへの出展）



●推進チームは、食品製造事業者等の生産者の連携（企業グループ）による食の輸出取組の創出と拡大をオーダー
メイド型の支援によって一気通貫してサポートします。推進チームの各機関は、以下のような支援策を通じて蓄積したノウ
ハウを活かして取組を支援します。

＜各機関の主な施策・支援名称（１）＞

3



4

＜各機関の主な施策・支援名称（２）＞



①国内の連携事業者を確保する
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆食農ネットワーク会議 【農林中金】

農林中金は、食農バリューチェーン構築による農業者・地域の成長支援にかかる取組みとして、川中・川下企業と川上企業
（農業者）との架け橋・コーディネート機能を担うため、農林中金各拠点および各信連を参集範囲とした「食農ネットワーク会
議」を定期的に開催しております。当該会議を活用して、国内の事業者とのマッチング・連携に向けた支援を実施します。

◆ワンストップ海外展開相談窓口【福岡商工会議所】

海外展開を希望する企業が、複数の支援機関に足を運ぶことなく「ワンストップ」で、企業進出・販路開拓・貿易実務手続ま
で、海外展開で直面するあらゆる課題について相談が可能です。奮ってご活用ください。

◆新輸出大国コンソーシアム【JETRO】

全国に配置された海外展開支援のための「新輸出大国コンシェルジュ」が、皆様のご相談に応じ、最適なサービスをご紹
介いたします。コンシェルジュのナビゲートにより、海外展開を目指す皆様には、海外ビジネスに精通した専門家（パート
ナー）が、継続的な企業訪問・海外出張同行を通じて、海外展開の作成支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで
一貫して支援します。

◆九州の食輸出協議会事業（地域商社プラットフォーム）【九州経済連合会】

海外へ販路を持つ国内地域商社とのマッチングを行うとともに、グループとして共に輸出を目指す食品製造事業者の紹介
を行います。



②市場を知る・調べる
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆「輸出の芽（いぶき）」刊行およびAgriweBでの輸出コラム配信【農林中金】

農林中金は、農林水産業者の輸出拡大に向けた取組み支援の一貫として、輸出に挑戦する生産者の裾野を広げることを
目的に、海外情勢や輸出実務等の情報を掲載した輸出広報物「輸出の芽」の刊行のほか、より多くの輸出を志向する生産
者・系統団体等に気軽に閲覧していただくことを目的にAgriweB（アグリウェブ）からのコラム配信を通じた海外の消費者の
購買動向調査など現地の生きた情報を配信してきました（2019年度で終了）。これまでの刊行物・配信内容についてはイン
ターネットにて下記リンク先から閲覧可能です。
輸出の芽：https://www.nochubank.or.jp/about/library/public_information.html
AgriweB（輸出コラム）：https://www.agriweb.jp/column/processing/

◆MOU提携先商工会議所を通じた市場調査【福岡商工会議所】

韓国、中国、台湾など8か国12地域の商工会議所等経済団体とのMOUを活用し現地のマーケット情報などを収集すること
が可能です。奮ってご活用ください。

◆国際化支援アドバイス 【中小機構】

中小機構九州（福岡市）では、海外業務の経験豊富なアドバイザーが、中小企業の経営者、担当者等の方を対象に海外
投資・国際取引等に関するご相談に「無料」でアドバイスを行っています。
中小企業の皆さまで、海外で事業を展開している方、これから検討される方は、納得いくまで「何度でも」ご活用ください。

◆海外ビジネスナビ（海外情報サイト）【中小機構】

中小企業の海外展開事例紹介をはじめ、海外展開Q&Aやお悩み解決のヒントとなるノウハウブックなど海外ビジネスに関
する様々な最新情報を掲載している情報サイトです。
このサイトでは、海外展開を検討・実施している中小企業の皆様に、海外への事業展開に関する実務情報・取組事例をタ
イムリーに掲載しています。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆海外EC相談 【中小機構】

中小企業の皆様がECを通じて、国内はもとより海外の販路が拡大できるようEC（越境EC）に関するアドバイスを常時行っていま
す。
東京本部での面談のほか、地方の中小企業の皆様もアドバイスが受けられるよう中小機構の各地域本部において通話アプリ
を活用したアドバイス面談（※）やメールでのアドバイスも実施しています。
※地域本部での相談は通話アプリを活用した相談になります。
※通話アプリを活用した相談時のPCは機構側で準備しております。

◆ｅｂｉｚ（EC活用ポータルサイト） 【中小機構】

eコマース（電子商取引；EC）市場が急拡大する中、ECに取り組む中小企業の皆様に対して、国内・海外向けのニーズに対応し
たオンライン講座（ebizオンライン講座）の配信やセミナーやワークショップ、マッチングイベントなどの開催、専門家によるアド
バイスを提供しているポータルサイトです。

◆中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 【JETRO】

ジェトロは、中小企業の皆様のビジネス展開へのご関心が高い国・地域（17の国・地域で24カ所）に「中小企業海外展開現地支
援プラットフォーム」を設置しています。 各プラットフォームには、現地での知見や地元政府当局、地場企業等とのネットワークに
強みを持つコーディネーターを配置し、皆様からのご相談に対応しています。現地の協力機関や公的機関のネットワークを有効
活用して、ビジネスの成功に向けた支援します。

◆新輸出大国コンソーシアム事業 【JETRO】（再掲）

全国に配置された海外展開支援のための「新輸出大国コンシェルジュ」が、皆様のご相談に応じ、最適なサービスをご紹介いた
します。コンシェルジュのナビゲートにより、海外展開を目指す皆様には、海外ビジネスに精通した専門家（パートナー）が、継続
的な企業訪問・海外出張同行を通じて、海外展開の作成支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで一貫して支援します。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆ミニ調査 【JETRO】

海外取引の足がかりとなる情報をジェトロ海外事務所がお調べします。現地の基本的な情報を把握したい方、海外取引のより
具体化を目指す方のご利用をお勧めいたします。（有料／ジェトロ・メンバーズ会員割引料金あり）。調査メニューは、①企業リ
ストアップ、②現地法令等検索、③統計資料検索、④店頭小売価格調査、等があります。

③計画の塾度を高める
◆九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト【農研機構】

現場ニーズと農研機構シーズのマッチングにより研究課題を設定し、事業化を加速するための開発研究を推進しています。

◆研究成果の情報提供、アドバイス【農研機構】

育種から生産、加工・流通、消費に至る農研機構の最新の研究成果等について情報提供します。

◆ワンストップ海外展開相談窓口【福岡商工会議所】

海外展開を希望する企業が、複数の支援機関に足を運ぶことなく「ワンストップ」で、企業進出・販路開拓・貿易実務手続まで、
海外展開で直面するあらゆる課題について相談が可能です。奮ってご活用ください。

◆国際化支援アドバイス 【中小機構】

中小機構九州（福岡市）では、海外業務の経験豊富なアドバイザーが、中小企業の経営者、担当者等の方を対象に海外投
資・国際取引等に関するご相談に「無料」でアドバイスを行っています。
中小企業の皆様で、海外で事業を展開している方、これから検討される方は、納得いくまで「何度でも」ご活用ください。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆海外ハンズオン支援（※審査有） 【中小機構】

海外展開を目指す中小企業の皆様に対して海外での実務経験豊富な中小機構の専門家（国内外）が経営課題の解決の観
点から、相談者の個別事情に即したきめ細かなサポートを行います。最初の海外展開を検討する段階から実際の海外市場
への進出、その後のアフターフォローまで各段階での適宜なアドバイスを通したハンズオン支援を実施します。

◆販路コーディネート事業（※審査有・有料）【中小機構】

新事業展開・新規顧客開拓による売上拡大を目指し、新事業・新商品展開のためのマーケティング企画（商品の特徴・コンセ
プト・提案用途の明確化、市場の絞込み、プレゼンテーション資料作成等）を強力にサポートをします。

◆経営実務支援（※審査有・有料） 【中小機構】

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

◆専門家継続派遣（※審査有・有料） 【中小機構】

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します。企業の発
展段階に応じてタイムリーで適切なアドバイスを行い、その成長・発展をサポートします。

◆貿易投資相談【JETRO】

輸出入や海外進出の実務のご相談に対して、経験豊富なアドバイザーがお応えします。
無料のサービスです。
面談（約1時間）も可能です。
海外在住のお客様は最寄りの海外事務所までお問い合わせください。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 【JETRO】

ジェトロは、中小企業の皆様のビジネス展開へのご関心が高い国・地域（17の国・地域で24カ所）に「中小企業海外展開現地
支援プラットフォーム」を設置しています。 各プラットフォームには、現地での知見や地元政府当局、地場企業等とのネット
ワークに強みを持つコーディネーターを配置し、皆様からのご相談に対応しています。現地の協力機関や公的機関のネット
ワークを有効活用して、ビジネスの成功に向けた支援します。

◆新輸出大国コンソーシアム事業 【JETRO】

全国に配置された海外展開支援のための「新輸出大国コンシェルジュ」が、皆様のご相談に応じ、最適なサービスをご紹介
いたします。コンシェルジュのナビゲートにより、海外展開を目指す皆様には、海外ビジネスに精通した専門家（パートナー）
が、継続的な企業訪問・海外出張同行を通じて、海外展開の作成支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで一貫し
て支援します。

◆知財総合支援窓口【九州経済産業局】

中堅・中小・ベンチャー企業が抱える経営課題や、アイデア段階から事業展開までの知的財産に関する課題や相談を、ワン
ストップで受け付ける相談窓口です。全国47都道府県に設置しています。窓口の支援担当者が相談内容に応じてアドバイス
し、必要に応じて各分野の専門家が、訪問や窓口で無料アドバイスします。

◆中小企業等外国出願支援事業【九州経済産業局】

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にか
かる費用の半額を助成します。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

④商品を作る
◆九州沖縄経済圏スマートフードチェーンプロジェクト【農研機構】

現場ニーズと農研機構シーズのマッチングにより研究課題を設定し、事業化を加速するための開発研究を推進しています。

◆研究成果の利活用【農研機構】

農研機構で開発した品種や加工技術等を活用した社会実装を積極的に進めて参ります。

◆共同研究【農研機構】

事業化を加速するため、現場ニーズと農研機構シーズのマッチングによる共同研究を推進します。

◆ものづくり補助金【中小機構】

革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援します。
その内、「グローバル展開型」では海外事業の拡大や強化を目的とした設備投資等に対して補助します。

◆持続化補助金 【中小機構】

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援します。
（例）インバウンド獲得の為、補助金を活用して外国語版Webサイトや営業ツールを作成したPR活動等
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆九州の食輸出協議会事業（地域商社プラットフォーム）【九州経済連合会】

海外へ販路を持つ国内地域商社から現地の最新状況や消費性向に基づくアドバイスを行い、マーケットインの商品作りをサ
ポートします。

◆ジャパンブランド育成支援等事業【九州経済産業局】

全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新商品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を中
小企業者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のための支援を
中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一部を補助します。

◆IT導入補助金【九州経済産業局】

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するため、生産性の向上に資する
ITツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するにあたり、事業費等の経費の一部を補助します。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

⑤販路を開拓する
◆海外バイヤーネットワークによる個別マッチング支援 【農林中金】

農林中金は、国内本支店のほか海外３支店、２駐在員事務所を擁し、グローバルな業務展開を行っています。特に、香港駐
在員事務所およびシンガポール支店では、日本からの輸出の多い主要なアジア各国を所管しており、日系企業等の販路開
拓を支援しております。

◆国内外での商談会出展支援 【農林中金】

農林中金では、食品企業等の海外販路開拓支援の一環として、㈱JTB主催の「Japanese Foods Premium Trade Fair」に協
力会社として参画することで、農林中金枠を確保しております。個別商談会の事後フォローアップのほか、フードショーも開催
することで、現地消費者の嗜好調査、商品プロモーション、テスト販売等の場としても活用いただいております。

◆ワンストップ海外展開相談窓口【福岡商工会議所】

海外展開を希望する企業が、複数の支援機関に足を運ぶことなく「ワンストップ」で、企業進出・販路開拓・貿易実務手続まで、
海外展開で直面するあらゆる課題について相談が可能です。奮ってご活用ください。

◆フードエキスポ九州【福岡商工会議所】

世界的にも優れた高付加価値の九州産農林水産物、加工食品を国内外に発信し、地場食品関連企業の更なる売上向上、
販路拡大及び地域経済の振興を目的に「国内外食品商談会」を開催します。
また、出展企業に対して、通年で主催団体が実施する個別コンサルティングやマーケティングのセミナー等関連事業を通じて
総合的・体系的にサポートいたします。奮ってご活用ください。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆中小企業総合展inFOODEX 【中小機構】

食品・飲料分野を対象とし、民間事業者が主催する専門展示会「FOODEX JAPAN」に中小機構がブースを設け、『中小企業
総合展inFOODEX』として中小企業の皆様が出展する場を提供します。販路開拓や業務提携等のビジネスマッチングの機会
創出を支援します。

◆展示会・商談会への出展支援（ジャパンブース）【JETRO】

ジェトロでは見本市・展示会を通じて日本企業のビジネスチャンスの拡大を支援しています。 売り込みをしようと海外に出かけ
てみても、自社でアポイントをとり商談できる数は限られています。その点、見本市・展示会に出展すれば、短期間に多くのバ
イヤーと接触することができ、効率的に商談を進めることができます。 ジェトロは海外に張り巡らしたネットワークと豊富な海外
見本市事業の経験を生かし、日本企業のニーズに応え、有望と思われる見本市・展示会を選定し、日本企業とともに参加して
います。「どういった見本市がよいのかわからない」といった場合は、先ずジェトロ募集の見本市・展示会をご検討されることを
お薦めします。

◆中小企業海外展開現地支援プラットフォーム 【JETRO

ジェトロは、中小企業の皆様のビジネス展開へのご関心が高い国・地域（17の国・地域で24カ所）に「中小企業海外展開現地支
援プラットフォーム」を設置しています。 各プラットフォームには、現地での知見や地元政府当局、地場企業等とのネットワーク
に強みを持つコーディネーターを配置し、皆様からのご相談に対応しています。現地の協力機関や公的機関のネットワークを
有効活用して、ビジネスの成功に向けた支援します。

◆ミニ調査 【JETRO】

海外取引の足がかりとなる情報をジェトロ海外事務所がお調べします。現地の基本的な情報を把握したい方、海外取引のより
具体化を目指す方のご利用をお勧めいたします。（有料／ジェトロ・メンバーズ会員割引料金あり）。調査メニューは、①企業リ
ストアップ、②現地法令等検索、③統計資料検索、④店頭小売価格調査、等があります。
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【推進チームが支援策を通じて有するネットワーク（例）】

◆新輸出大国コンソーシアム事業 【JETRO】

全国に配置された海外展開支援のための「新輸出大国コンシェルジュ」が、皆様のご相談に応じ、最適なサービスをご紹介
いたします。コンシェルジュのナビゲートにより、海外展開を目指す皆様には、海外ビジネスに精通した専門家（パートナー）
が、継続的な企業訪問・海外出張同行を通じて、海外展開の作成支援から海外販路開拓、立ち上げ、操業支援まで一貫し
て支援します。

◆九州の食輸出協議会事業（地域商社プラットフォーム）【九州経済連合会】

各国への商流を持つ九州の地域商社とマッチングを行い、海外への食品の輸出につなげます。

◆ジャパンブランド育成支援等事業【九州経済産業局】

全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のために、新商品・サービス開発や販路開拓・ブランディング等の取組を
中小企業者等が行う場合や、複数の中小企業者を対象とした全国展開や海外展開、インバウンド需要の獲得のための支
援を中小企業者や地域の支援機関等が行う場合に、その経費の一部を補助します。




