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Ⅰ．事業再生・Ｍ＆Ａ を含む事業承継の促進
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者の皆様の当面の資金繰りや事業再生を支援
します。事業承継をお考えの事業者の方には、承継希望企業とのマッチングや引継ぎ先候補の紹介
等を通じて支援します。
１． 経営改善・事業再生等に取り組む方に
① 日本政策金融公庫による資本性劣後ローン・中小企業再生ファンド
【概要】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等に対して、出資等を通じた資本増強策を強化するこ
とで、スタートアップの事業成長の下支えや事業の「再生」により廃業を防ぐとともに、V 字回復に向けた「基
盤強化」を図ります。
具体的には、日本政策金融公庫が、民間金融機関が資本とみなすことができる期限一括償還の資本性劣後ロー
ンを供給することで、民間金融機関からの円滑な金融支援を促しつつ事業の成長・継続を支援します。
・また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小企業基盤整備機構（以下、中小機構）が出資する官民
連携の中小企業再生ファンドを全地域で組成し、ファンドを通じた出資や債権買取等を行い、経営改善まで幅
広い支援を実施します。
【今後の予定】
・引き続き、資本性劣後ローンの供給による事業の成長・継続支援を実施します。
・過大な債務を抱えた中堅企業等に対し、債権買取や出資等を行い、経営改善までのハンズオン支援を実施する
中小企業再生ファンドは現在、全国に 19 ファンド存在しています。引き続きファンド組成を促しつつ、ファ
ンドを通じた出資や債権買取等による事業再生支援を実施します。
【問い合わせ先】
（資本性劣後ローンについて）
日本政策金融公庫 事業相談ダイヤル TEL：0120-154-505
（ファンドについて）
中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド事業企画課 TEL：03-5470-1672

② 雇用調整助成金
【概要】
・雇用調整助成金は、景気の変動など経済上の理由により売上高等が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、一時的に休業等を実施することにより、労働者の雇用の維持を図った場合、支払った休業手当等の
一部を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、前例のない特例措置を講じるこ
とにより、事業主の皆様の雇用の維持の取組を強力に支援しています。
【今後の予定】
・２月は、日額上限 11,000 円、３月は、日額上限 9,000 円、助成率最大 9/10 等を原則的な措置とした上で、
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・ 感染が拡大している地域の企業（※１）
・ 特に業況が厳しい企業（※２）
については、特例措置（※３）を講じる予定です。
（※１）緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域において、知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等
（※２）最近３か月の売上等の月平均値が、前年、前々年又は３年前年同期比 30％以上減少
（※３）１日１人当たり助成額の上限：15,000 円・助成率：最大 10/10

【問い合わせ先】
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

③ 中小企業再生支援協議会等による再生・経営改善計画の策定支援
【概要】
・中小企業再生支援協議会は、収益性のある事業を有しているが財務上の問題を抱えている中小企業の事業再生
を支援するために、窓口相談や再生計画の策定支援、公的な第三者の立場として金融機関調整等を実施してい
ます。各都道府県に設置されており、
「中小企業の駆け込み寺」として 18 年以上にわたり支援を行っています。
・経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者が認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画策定を支
援することにより、経営改善・生産性向上の取組を促進します。
【今後の予定】
・引き続き、中小企業の事業再生を支援します。また、事業再生が困難な場合には再チャレンジ支援を行うこと
により、広く中小企業のお悩みを解決します。
・経営改善の取組を必要とする事業者への支援を継続して行います。
【問い合わせ先】
（各地の相談窓口一覧）
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/kyogikai_ichiran.htm
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/contact_lists/17

④ 地域経済活性化支援機構（REVIC）による事業再生支援等
【概要】
・REVIC は、新型コロナウイルス感染症の影響で財務基盤が悪化した事業者等の経営改善のため、事業再生支援
やファンドを通じた支援を行います。
【今後の予定】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対し、引き続き、事業再生支援やファンドを通じた支援を
実施します。
【問い合わせ先】
内閣府 地域経済活性化支援機構担当室 TEL：03-3506-6655
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２．円滑な事業承継に向けた支援が必要な方に
① 中小企業再生支援・事業承継総合支援事業
【概要】
・各都道府県に置かれた「事業承継・引継ぎ支援センター」において、中小企業者等の円滑な事業承継や引継ぎ
（Ｍ＆Ａ）を促進するため、事業承継診断に基づく支援ニーズの掘り起こしや事業承継計画の策定支援、譲渡・
譲受事業者間のマッチング等の支援をワンストップで行います。
【今後の予定】
・引き続き、民間Ｍ＆Ａプラットフォーマーとも連携しつつ、新型コロナウイルス感染症の影響も含め増加する
支援ニーズに対応できるよう、センターの人員強化やＭ＆Ａ支援機関との連携を強化します。加えて、事業承
継・引継ぎ支援センター等において、事業承継・引継ぎ支援に関するセミナー等を地域金融機関等に向けて開
催し、連携の維持・強化を図っていきます。
【問い合わせ先】
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課 TEL：03-3501-5803
(金融機関との連携について)
金融庁 監督局 総務課 監督調査室 TEL：03-3506-6373

② REVIC による事業承継・事業譲渡等の支援
【概要】
・REVIC は、事業継続が困難な事業者に対し事業承継・事業譲渡等の支援を行うとともに、
「経営者保証に関す
るガイドライン」に沿った経営者個人の保証債務の整理を一体で行います。
【今後の予定】
・引き続き、経営者等のニーズを踏まえながら、支援を実施してまいります。
【問い合わせ先】
内閣府 地域経済活性化支援機構担当室 TEL：03-3506-6655

③ 中小機構による創業、新事業展開、事業承継等の支援
【概要】
・中小機構が、民間事業者と協力してファンドを設立すること等を通じて、中堅企業等に出資等を行います。希
望があれば、出資等のご相談の際にも、他の官民ファンドを相互に紹介します。中堅企業等の側からみれば、
長期間の出資を受け入れるため、財務の健全性を維持した経営が可能となります。同時に、多額の出資ニーズ
にも応えられるよう、ファンド資金規模の拡大も進めます。また、中小機構からの出資も呼び水に、官民連携
の中小企業経営力強化支援ファンドを組成し、ファンドを通じた出資等により、新型コロナウイルス感染症の
影響により業況が悪化した、地域の核となる中堅企業等の経営力の強化とその後の成長を全面サポートしま
す。
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・投資ファンドへの出資を通じて、ベンチャー、中小企業等へリスクマネーを提供し、新事業の創出や事業拡大、
事業承継などを支援します。また、中小企業経営力強化支援ファンドについては、6 ファンドに対して、出資
を行う組合契約を締結し、11 件に出資決定をしました（令和 4 年 1 月末時点）
。
【今後の予定】
・引き続き、ファンド組成の提案を募集しています。
【問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド事業企画課 TEL：03-5470-1672

④ 事業承継・引継ぎ支援補助事業（事業承継・引継ぎ補助金）
【概要】
・事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継・引継ぎ後の設備投資や販路開拓等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専
門家活用費用等の一部を補助する制度です。また、一定の要件のもと廃業を伴う場合は、廃業に要する費用も
支援します。
【今後の予定】
・令和３年度補正予算事業より、中小企業生産性革命推進事業に新たに位置付けることで、年間を通じて機動的
かつ柔軟な支援を可能としました。
・現在、公募に向けて準備中です。
【問い合わせ先】
経済産業省 中小企業庁 事業環境部 財務課 TEL：03－3501－5803

⑤ 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
【概要】
・第三者承継に伴い不動産の権利移転が生じる場合に、中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画を作成
し、認定を受けることにより、登録免許税などの税負担が軽減（合併の場合、登録免許税は 1/2 に軽減）され
ます。
【今後の予定】
・令和 4 年度税制改正において、本税制措置の適用期限は令和５年度末まで 2 年間延長されることとなりまし
た。
【問い合わせ先】
中小企業向け 税制サポートセンター TEL：03-6281-9821
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⑥ 農業競争力強化支援法
【概要】
・農業競争力強化支援法では、飲食料品の製造業者や流通業者等を対象に、事業合理化等に向けた再編を行う計
画の認定を受けた場合に、登録免許税の軽減や設備投資に係る割増償却、日本政策金融公庫による低利融資等
の支援を受けることができます（2017 年 8 月の法施行以降、令和 3 年 12 月末までに、飲食料品の製造業者や
流通業者等の事業再編計画を 31 件認定）
。
【今後の予定】
・日本政策金融公庫をはじめ幅広い関係者と連携した周知活動や事業者への説明等を行い、案件掘り起こしや活
用の促進を図ります。
【問い合わせ先】
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 企画グループ TEL：03-6744-2065

⑦ 法人版事業承継税制
【概要】
・法人版事業承継税制は、相続税・贈与税の支払いを 100％猶予し、承継時の税負担を実質ゼロにする制度です。
【今後の予定】
・令和 4 年度税制改正において、本措置の要件となる特例承継計画の提出期限が令和５年度末まで 1 年間延長さ
れることとなりました。
【問い合わせ先】
申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁が問合せ先になります。各都道府県の問合せ先については
以下リンクをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.htm

⑧ 中小企業の経営資源の集約化に資する税制
【概要】
・中小企業の経営資源の集約化に資する税制は、①設備投資減税、②雇用確保を促す税制、③準備金の積立を認
める措置です。
【今後の予定】
・令和 3 年 8 月より執行を開始しています。
【問い合わせ先】
中小企業向け 税制サポートセンター TEL：03-6281-9821
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Ⅱ．若手人材のＵＩＪターン等の人材確保・育成の支援
人手不足が深刻化する中で、
地域の企業が成長を続けていく鍵は、
優秀な人材の育成や獲得です。
コロナ禍の中で、首都圏の人材の UIJ ターンの気運が高まっており、地方の企業にとっては人材獲
得のチャンスでもあります。
優秀な人材を獲得したい、
育てたいと考える中堅企業等を支援します。
１．都市部からの UIJ ターン人材の獲得を目指す方に
① 地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業（若者人材確保プロジェクトの実証）
【概要】
・地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事業者等が複数の地域企業を束ね、業界団
体、経営支援機関、自治体等とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、求
人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。
【今後の予定】
・公募のスケジュール等は未定です。今後、経済産業省ウェブサイト等を通じてお知らせします。
【問い合わせ先】
経済産業省 地域経済産業グループ 地域経済活性化戦略室
TEL：03-3501-1697 e-mail：jinzai-r4@meti.go.jp

② 中途採用等支援助成金（ＵＩＪターンコース）
【概要】
・地域の企業の方は、内閣府の地方創生移住支援事業を活用した移住者を採用した場合に、中途採用等支援助成
金（ＵＩＪターンコース）として採用活動に要した経費の助成を受けることができます。
・令和 2 年 4 月から、助成対象にコンサルティング経費を追加し、民間求人サイトへの登録にあたって魅力的な
記載内容となるよう支援しています。
【今後の予定】
・令和４年 2 月以降も、引き続き、中途採用等支援助成金（UIJ ターンコース）による支援を実施します。
【問い合わせ先】
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

③ 新卒応援ハローワーク等による新卒者等に対する就職支援
【概要】
・ハローワークでは、全国 56 か所に新卒者等に対する就職支援に特化した専門の窓口（新卒応援ハローワーク）
を設け、中堅企業等に対し、相談・アドバイスから職場定着まで、一貫して支援をしています。
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・また、若者雇用促進法に基づく事業主等向けの指針により、少なくとも卒業後３年以内の既卒者も新卒枠への
応募を可能とするよう企業に求めていることを踏まえ、新卒応援ハローワーク等においては、全国のネットワ
ークを活用して、新卒者だけでなく既卒者も含めて、各地域の中堅企業等とのマッチングを行っています。
【今後の予定】
・令和４年度においても、引き続き、中堅企業等に対する支援を実施します。
【問い合わせ先】
厚生労働省 人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室 TEL：03-3597-0331

④ 中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）
【概要】
・中途採用率の向上、中高年齢者の初採用又は中途採用に係る情報公開を行い中途採用者数の拡大により人材の
確保に取り組む中堅企業等を助成（30～80 万円）します。
【今後の予定】
・令和４年度４月以降においても、引き続き、中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）による支援を実施
します。
【問い合わせ先】
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

⑤ 地方創生移住支援事業
【概要】
・東京 23 区に在住または通勤している方が地方に移住して、①マッチングサイト掲載求人に就業する場合、②
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合、③本人の意思により移
住し、引き続き業務をテレワークで実施する場合、④移住先の地域や地域の人々と関わりを有し、移住先の市
町村が個別に強いつながりがあると認める場合に最大 100 万円※を支給する地方公共団体の取組を支援すると
ともに、移住希望者と地域の企業との就業を取り持つ各道府県のマッチングサイトの整備・運営を支援してい
ます。地域の企業の方は、道府県のマッチングサイトへ無料で求人掲載ができ、本事業を活用した移住者を採
用した場合に、採用活動に要した経費の助成を受けることができます。
※世帯の場合は最大 100 万円、単身の場合は最大 60 万円
※18 歳未満の子どもを帯同して移住した場合は、加算措置あり

【今後の予定】
・令和４年 4 月以降においても、引き続き、地方創生移住支援事業による支援を実施しています。
【問い合わせ先】
（移住支援事業・マッチングサイトについて）
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各道府県マッチングサイトをご覧ください
https://www.chisou.go.jp/sousei/shienkin_map.html
（移住者採用に係る支援について）
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html

⑥ 留学支援基準の見直しと、海外のインターンシップ参加等による留学充実の支援
【概要】
・グローバルな若手人材の育成を支援するため、学生が、可能な限り長期の留学を経験できるよう、留学支援基
準を見直しました。留学が短期間となる場合でも、海外の現地企業でのインターンシップ参加の機会を増やす
などにより、留学が充実したものとなるよう支援します。
【今後の予定】
・令和４年度については、学位取得を目的とする長期留学生及び大学間交流協定等による１年以内の短期留学者、
約 16,000 人を支援予定です。
【問い合わせ先】
（学生の海外留学支援について）
文部科学省高等教育局学生・留学生課 留学生交流室 TEL：03-5253-4111 e-mail：ryuugaku@mext.go.jp

⑦ 東京圏在住の地方出身学生や、海外留学を経た地域の学生に対する地域の中堅企業等のインタ
ーンシップへの参加促進支援
【概要】
・
「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」地域人材コースにより、延べ 549 人の学生等が、地域の中堅企
業等でインターンシップを実施しました（令和４年 2 月末時点）
。
・コロナ禍におけるインターンシップの好事例やノウハウなどを共有し、全国への普及を図ります。
【今後の予定】
・令和３年度「大学等におけるインターンシップの届出制度」の公表及び、その取組の中から、他の大学等や企
業に普及するのに相応しいモデルとなり得るインターンシップをグッドプラクティスとして、令和４年３月に
表彰し、その成果を広く普及します。
・コロナ禍におけるインターンシップの好事例やノウハウなどを共有し、全国への普及を図るため、全国のイン
ターンシップ関連の協議会等を一堂に集めたフォーラムの開催（令和４年 3 月予定）や、自治体のインターン
シップ担当者等を対象にした研修会の開催や個別の相談対応等を行います。
・
「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」地域人材コースについては、令和 2 年度の留学生派遣で終了す
る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、令和 3 年夏以降の派遣の学生募集を追加で
実施し、33 名の採用となりました。
（令和 3 年 6 月時点）
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【問い合わせ先】
（トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムについて）
文部科学省 高等教育局 学生・留学生課 留学生交流室
TEL：03-5253-4111 e-mail：ryuugaku@mext.go.jp
（インターンシップについて）
文部科学省 高等教育局 専門教育課 インターンシップ推進係
TEL：03-5253-4111 e-mail：senmon@mext.go.jp
内閣府 地方創生推進室 インターンシップ担当
TEL：03-6257-1405 e-mail：intern.sousei.t5s@cao.go.jp
（自治体のインターンシップ担当者等を対象にした研修会について）
以下のポータルサイトをご覧ください。
https://www.chisou.go.jp/sousei/internship/tokushu_index.html

⑧ 就職・採用活動に関する経済団体等への要請
【概要】
・令和５年春卒業予定の学生の就職・採用活動について、学生が学業に専念し、安心して就職活動に取り組める
よう、日本人海外留学者に対する多様な採用選考機会の提供や、そうした取組を行っている企業からの積極的
な周知を含め、政府として要請事項をとりまとめ、令和 3 年 3 月に経済団体等の 1,265 団体（経団連、日商な
ど）に要請しました。
【今後の予定】
・令和４年 3 月の要請(令和６年春卒業予定の学生対象)への対応状況については、令和４年 7 月～8 月に、経済
団体等へフォローアップ調査を実施するところであり､その結果を令和４年 10 月頃に公表します。
・令和６年春卒業予定の学生の就職・採用活動については、関係省庁で要請内容について具体案の検討を進め、
令和４年 3 月末に、経済団体等に対して要請します。
【問い合わせ先】
内閣官房副長官補付（再チャレンジ担当） TEL：03-5253-2111
文部科学省 高等教育局 学生・留学生課 TEL：03-5253-4111 e-mail：gakushi@mext.go
厚生労働省 人材開発統括官 若年者・キャリア形成支援担当参事官 TEL：03-5253-1111
経済産業省 経済産業政策局 産業人材課
TEL：03-3501-1511（内線：2671） e-mail：s-sansei-sangyojinzai-chukenkigyo@meti.go.jp
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⑨ 移住・交流情報ガーデン
【概要】
・地方の魅力や働き方、そこで暮らすための具体的な情報を発信し、都市から地方への移転、地方での就業を促
進します。
【今後の予定】
・移住に関する相談ニーズや利用者の要望に幅広く対応できるよう、関係省庁と連携した取組等の充実を図り、
都市部から地方への移住・交流の推進に取り組みます。
【問い合わせ先】
総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課 TEL：03-5253-5392

⑩ LO 活プロジェクト
【概要】
・地方自治体、大学や都道府県労働局などから収集した東京圏・大阪圏で開催される地方就職に係るイベントな
どの情報について、Web サイトなどを通じて地方への就職を希望する方に対して発信しています。また、令和
2 年度新たに中堅・中小企業向けの Web サイトを開設し、地方企業が UIJ ターン者の採用を行うに当たり、活
用可能な助成金・補助金や、ノウハウ・好事例などの情報について発信を開始し始めました。
【今後の予定】
・令和４年 2 月以降においても、引き続き Web サイトなどを通じて地方就職を希望する方、UIJ ターン者の採用
を行おうとする地方企業に対する情報発信に取り組みます。
【問い合わせ先】
厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策課 TEL：03-3593-2580

⑪ ウェブサイトでの移住等に関する情報発信
【概要】
・東京圏在住者を対象に地方暮らしへの興味関心を高めるためのウェブサイト「いいかも地方暮らし」において、
移住等に関する情報発信を行っています。
【今後の予定】
・
「いいかも地方暮らし」のコンテンツを拡充するなど、地方暮らしに関心はあるものの、まだ行動を起こしてい
ない東京圏在住者（特に若年層）に対する情報発信を強化します。
【問い合わせ先】
内閣府 地方創生推進事務局 TEL：03-5510-2167 e-mail：koho.chiiki@cao.go.jp
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⑫ 人材確保等促進税制・大企業向け賃上げ促進税制
【概要】
・令和３年度税制改正において、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業
に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除する措置（人材確保等促進税制）
を講じております。
・また、令和４年度税制改正において、賃上げに積極的に取り組む企業に対し、継続雇用者給与等支給額の給与
増加額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除する措置（賃上げ促進税制）を講じる予定です。
（※）令和３年 12 月の政府決定時点のものであり、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。

【今後の予定】
・令和４年度税制改正に係る租税特別措置法等の成立後は、人材確保等促進税制の適用期間が「令和３年 4 月 1
日から令和４年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度」、賃上げ促進税制の適用期間が「令和４年４月１日
から令和６年３月 31 日までの間に開始する各事業年度」となります。
【問い合わせ先】
経済産業省ホームページ（人材確保等促進税制・大企業向け賃上げ促進税制）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

２．即戦力人材の活用をお考えの方に
① プロフェッショナル人材事業
【概要】
・新事業の立ち上げ、販路開拓や営業のエキスパートなど即戦力となるプロフェッショナルな人材と、地域の中
堅企業等とのマッチングを、人材ビジネス事業者、地域金融機関、経済団体等と協力して支援します。
【今後の予定】
・人材の供給元となる東京圏の企業を中心に副業・兼業など多様な形態での地域への人材の送り出しに協力する
企業の開拓・連携強化、地域の企業経営者向けのセミナー（今年度もオンライン方式により開催予定）等を通
じ、多様な働き方に対する意識醸成等を進め、地域へのデジタル実装にも資する人材も含む人材還流を促進し
ます。

【問い合わせ先】
内閣府 地方創生推進室 TEL：03-6257-1412 e-mail：pro-jinzai@cao.go.jp

② 先導的人材マッチング事業
【概要】
・地域企業の多様な人材ニーズに対応すべく、日常的に地域企業と関わり、その経営課題を明らかにする主体で
ある地域金融機関等が地域企業の人材ニーズを調査・分析し、職業紹介事業者等と連携する等して経営人材や
デジタル人材等のハイレベル人材のマッチングを行う取組に対して支援を行います。
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【今後の予定】
・地域金融機関等による地域企業の人材ニーズの発掘強化により、ウィズコロナ下における地域企業の経済活動
を後押し、地域における人材ビジネスの早期市場化・自立化を図ることで、地域企業の成長・生産性向上、ひ
いては地域経済の再興・活性化を実現します。
【問い合わせ先】
内閣府 地方創生推進室 TEL：03-6257-1412

③ 地域企業経営人材マッチング促進事業
【概要】
・地域企業の経営人材確保を支援するため、REVIC に大企業の人材リストを整備し、地域金融機関等による経営
人材獲得ニーズのある地域企業とのマッチングを推進するとともに、人材リストを活用して経営人材を確保し
た地域企業に対して一定額を補助します。
【今後の予定】
・令和３年度補正予算も活用し、引き続き、地域企業の多様な人材ニーズに応える厚みのあるリストにするため、
大企業への働きかけを継続するとともに、地域金融機関の人材仲介機能の強化を図り、兼業・副業・出向を含
む大企業から中堅・中小企業への新たな人の流れを創出します。
【問い合わせ先】
金融庁 監督局 総務課人材マッチング推進室 e-mail：info.matching@fsa.go.jp

３．社内の人材を育成されたい方に
① 人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）
【概要】
・魅力ある職場づくりのため、諸手当等制度や研修制度などを導入し、従業員の離職率低下目標を達成した中堅
企業等を助成（57～72 万円）します。
【今後の予定】
・令和４年度は、整備計画の受付を休止する予定です。
令和４年 3 月 31 日までに整備計画を提出された事業主は、令和４年 4 月 1 日以降にも、雇用管理制度の導入
及び支給申請を行うことができます。
【問い合わせ先】
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/madoguchi.html
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② 人材開発支援助成金
【概要】
・中小企業等が雇用する労働者（外国人を含む）に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせる
ための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成しています。
【今後の予定】
・令和４年度においても、人材開発支援助成金による支援を引き続き実施します。
【問い合わせ先】
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

③ 生産性向上人材育成支援センター
【概要】
・
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構では、全国の公共職業能力開発施設 87 ヶ所（ポリテクセンター・ポリ
テクカレッジ等）に生産性向上人材育成支援センターを設置し、企業の人材育成に関する相談支援から、課題
に合わせた人材育成プランの提案、IoT 活用によるビジネス展開などの職業訓練の実施まで、中小企業等の人
材育成に必要な支援を一貫して行っています。
【今後の予定】
・令和４年度からは、全ての生産性向上人材育成支援センターに新たに DX 人材育成推進員を配置し、中小企業
における DX 人材の育成を推進します。
・令和４年度以降においても引き続き、生産性センターにおいて、企業の生産性向上に資する訓練を実施してい
きます。
【問い合わせ先】
生産性向上人材育成支援センターの人材育成支援に係る詳細は、以下のホームページまで
https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/seisansei.html

④ 中小企業大学校による研修
【概要】
・全国 9 ヶ所の中小企業大学校では、中小企業・小規模企業の管理者・経営者等に対して研修を実施しています。
【今後の予定】
・令和 4 年 2 月以降においても引き続き、中小企業大学校では、各校における研修実施に加えて、少人数制オン
ラインゼミ（WEBeeCampus）の拡充、定員を拡大したオンライン研修、大学校施設外での地域本部研修など
を実施します。
【問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構 人材支援部 人材支援企画課 TEL：03-3433-1560
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⑤ 公共職業訓練
【概要】
・公共職業訓練では、業界団体、民間教育訓練機関等から構成される協議会を通じて地域の求人・求職ニーズを
踏まえた訓練コースの設定・改善を行っています。
【今後の予定】
・令和４年度も、これらの支援を実施します。
【問い合わせ先】
厚生労働省 人材開発統括官付 訓練企画室 TEL：03-3595-3403

⑥ リスキル講座（第四次産業革命スキル習得講座認定制度）
【概要】
・IT・データを中心とした将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門
性を身に付けキャリアアップを図る、専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定します。
【今後の予定】
・令和４年 2 月以降も、引き続き、法人や団体等に対する周知を行い、講座の拡充に努めます。
【問い合わせ先＞】
経済産業省 経済産業政策局 産業人材課
TEL：03-3501-1511（内線：2671） e-mail：s-sansei-sangyojinzai-chukenkigyo@meti.go.jp

⑦ 中小企業海外ビジネス人材育成塾
【概要】
・海外展開を目指す中小企業の海外事業担当者に対し、海外展開戦略の策定、商談プレゼン能力などの海外ビジ
ネスの基礎力を身につける研修の機会を提供します。
【今後の予定】
・引き続き、日本貿易振興機構（JETRO）において海外ビジネスを中核的に推進できる人材の育成を実施します。
【問い合わせ先】
JETRO 国際ビジネス人材課 TEL：03-3582-8355 e-mail：ikusei@jetro.go.jp
https://www.jetro.go.jp/services/ikusei.html
（※最寄りの JETRO までご相談いただくことも可能です。
）
JETRO 国内事務所一覧
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html
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⑧ 職業実践力育成プログラム認定制度
【概要】
・社会人や企業等のニーズに応じて大学等が行う実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」
(ＢＰ)として文部科学大臣が認定するもので、平成 27 年度より実施されています。
・認定課程数は令和 3 年 12 月時点で 357 課程となっております。
【今後の予定】
・引き続き認定制度を継続し、プログラムの充実を図ります。
【問い合わせ先】
文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課
TEL：03-5253-4111 e-mail：syokugyou@mext.go.jp

⑨ DX 等成長分野を中心とした就職・転職支援のためのリカレント教育推進事業
【概要】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた就業者・非正規雇用労働者・失業者等に対し、デジタル等成長分野
を中心に大学・専門学校等において社会のニーズに合ったプログラムを提供し、キャリアアップや円滑な就職・
転職を支援します。
【今後の予定】
・令和 4 年 3 月頃に公募を開始し、採択大学・専門学校等が企業、業界団体等と連携して事業を進めていく予定
です。
【問い合わせ先】
文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課
TEL：03-5253-4111 e-mail：syokugyou@mext.go.jp

⑩ 社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究事業
【概要】
・社会人の学び直しのより一層の推進に向け、社会人の学びのポータルサイト「マナパス」において、社会人の
リカレント教育に関する情報発信に取り組みます。
・
「マナパス」においては、令和３年 12 月下旬時点で約 5,000 の大学・専門学校等の講座、社会的関心の高い分
野と学びを掛け合わせた特集ページ、性別・年代問わず学びのモデルを発見するためのインタビュー等を掲載
しています。
【今後の予定】
・
「マナパス」における掲載情報や検索機能の拡充、特集ページ・インタビューの充実や、DX 分野に関する講座
等の社会的ニーズの高い情報発信を行っていく予定です。
・企業が求めるプログラムについての情報提供を行うための「企業向け特設ページ」を開設する予定です。
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【問い合わせ先】
文部科学省 総合教育政策局 生涯学習推進課
TEL：03-5253-4111 e-mail：syokugyou@mext.go.jp

⑪ 数理・データサイエンス・AI 教育の推進
【概要】
・就業に先立つ高等教育においては「数理・データサイエンス・AI」の素養を身に着けた人材を育成する仕組み
として、大学・高等専門学校が実施する優れた教育プログラムを政府が認定する制度を創設しました。この認
定制度を通じ、より多くの大学・高等専門学校が当該分野の教育に取り組み、DX を担う人材を社会に輩出す
ることを後押しします。
【今後の予定】
・
「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制度」においては毎年、大学・高等専門学校より一定の要
件を満たした教育プログラムの申請を受け付け、8 月頃に認定結果を公表予定です。
【問い合わせ先】
文部科学省 高等教育局 専門教育課 情報教育推進係
TEL：03-5253-4111 e-mail：senmon@mext.go.jp

⑫ 教育訓練給付制度
【概要】
・労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講し修了した方に、
その費用の一部が支給される制度です。
【今後の予定】
・経済団体や業界団体等を通じ、労働者の方々に制度の周知を行うとともに、関係府省と連携して、デジタル関
連講座の充実に努めていきます。
【問い合わせ先】
(支給要件について）
お住まいを管轄するハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork
(対象講座について）
厚生労働省 人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室 TEL：03-3597-0331

⑬ キャリア形成サポートセンター事業
【概要】
･キャリア形成サポートセンター（キャリア形成に係る相談支援窓口）において、在職者等へのキャリアコンサル
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ティングを行います。また、企業に対して、企業内で節目ごとに行うキャリアコンサルティングとキャリア研
修等を組み合わせた仕組み（セルフ・キャリアドック）の導入支援を行います。
【今後の予定】
・令和 4 年度においても、引き続き支援を実施します。
【問い合わせ先】
厚生労働省 人材開発統括官付参事官（若年者・キャリア形成支援担当）付キャリア形成支援室
TEL：03-3502-8931

４．女性・高度外国人材等を活用されたい方に
① 高度外国人材活躍推進プラットフォーム
【概要】
・留学生を含む高度外国人材の採用を支援します。政府では、アフリカ・アジアの若者に対して、日本の大学院
教育や企業でのインターンシップを提供するなど、外国人学生等の受入を進めています。JETRO を事務局と
して「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」を設置し、採用や就労に関する企業からの問合せへのワンス
トップ対応や関連情報のポータルサイトによる提供のほか、中堅・中小企業が抱える高度外国人材の採用や就
労に関する諸課題に対して専門相談員がアドバイスを行う伴走型支援も実施しています。
・法務省も、全国の地方出入国在留管理局等で、在留資格の申請手続の相談を受け付け、法令ルールの解釈・申
請の仕方のアドバイスなどを行っています。
・また、中小企業等が外国人材を雇用する場合の在留資格関係手続の負担軽減に資するよう、就労資格に係るカ
テゴリー1 及び 2 に該当する要件を見直し、手続簡素化の対象を令和 2 年 1 月に拡大したとともに、在留諸申
請手続における提出書類について情報提供を実施しています。
・平成 31 年 4 月より、高度外国人材の採用等を希望する企業延べ 593 社に対し、専門家による伴走型支援の提
供を実施しました（令和 4 年 1 月末時点）
。
・伴走型支援を担当する専門相談員 12 名のうち、地域担当（仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡）に加え、
高度外国人材の定着・活躍を担当する専門相談員を新たに配置しました。
・令和 3 年 3 月に、中堅・中小企業および支援者の双方を対象とした、高度外国人材採用後の活躍支援のための
教材・指導カリキュラムを作成しました。
【今後の予定】
・作成した教材・指導カリキュラムを活用した高度外国人材の活躍支援セミナーや各種関連情報の発信、伴走型
支援を引き続き実施します。
・在留資格の申請手続に係る相談の受付や、提出書類についての出入国在留管理庁ホームページにおける情報提
供を引き続き実施します。
【問い合わせ先】
（伴走型支援について）
JETRO 高度外国人材活躍推進プラットフォーム事務局
TEL：03-3582-4941 e-mail：OpenforProfessionals@jetro.go.jp
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（在留資格申請時の書類簡素化について）
法務省 出入国在留管理庁 政策課 TEL：03-3592-7382

② 留学生の就職支援
【概要】
・日本の 4 年制大学を卒業した留学生が中堅企業等に就職しやすくなるよう、令和元年 5 月に、在留資格の運用
の見直しを行いました。これにより、例えば、外国人観光客が主たる顧客ではない中堅規模のホテルでも、留
学生が就職できる可能性が高くなります。
【今後の予定】
・今後も引き続き申請を受け付けます。
【問い合わせ先】
法務省 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留管理課 TEL： 03-3592-7519

③ 特定活動：製造業外国従業員受入事業
【概要】
・海外工場の外国人従業員に対しノウハウや専門技術を習得させるため、製造特定活動計画を認定することで、
在留資格「特定活動」による国内工場への転勤を支援します。
【今後の予定】
・令和 4 年 4 月以降も、これらの支援を実施します。
（※1）製造業外国従業員受入事業において、製造特定活動計画に基づいて製造特定活動に従事する者をいう。
（※2）特定外国従業員受入企業になろうとする者は、特定外国従業員を受け入れるための在留資格申請を行う前に、告示第４の規定
に基づき、計画を作成し、経済産業大臣に計画の認定の申請を行う必要がある。

【問い合わせ先】
経済産業省 経済産業政策局 産業人材課
TEL：03-3501-1511（内線：2671） e-mail：s-sansei-sangyojinzai@meti.go.jp

④ 外国人留学生に対する就職支援
【概要】
・外国人雇用サービスセンター（4 か所）
（※1）及び一部の新卒応援ハローワークに設置している留学生コーナー
（21 か所）
（※2）において、合同企業説明会の開催や企業でのインターンシップ等を通じて、企業と外国人留
学生のマッチングを支援します。
（※1）東京都、愛知県、大阪府、福岡県
（※2）北海道、宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県（千葉、松戸）
、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、静岡県、愛知県、三重県、京
都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、長崎県（20 都道府県 21 か所に配置）
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【今後の予定】
・引き続き、これらの支援を実施します。なお、合同企業説明会等については、地域の実情を踏まえ、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施方法や規模に留意しながら、順次開催してまいります。
【問い合わせ先】
厚生労働省 職業安定局 外国人雇用対策課 TEL：03-3502-6273

⑤ 外国人に対する就職支援
【概要】
・外国人が身近な地域での就職を希望する場合には、ハローワークにおいて地元企業の求人情報の提供等を行い
ます。また、通訳員の配置や 13 か国語に対応した電話通訳を行う多言語コンタクトセンター（※）の運営等に
より、多言語による相談支援体制を確保します。さらに、定住外国人等を対象に、日 本の職場におけるコミ
ュニケーション能力の向上、日本の職場習慣や雇用慣行等に関する知識の習得を目的とした研修を行います。
（※）英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、カ
ンボジア語、ミャンマー語、モンゴル語に対応しています。

【今後の予定】
・引き続き、これらの支援を実施します。なお、研修については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に
必要な措置を講じながら、順次開催してまいります。
【問い合わせ先】
厚生労働省 職業安定局 外国人雇用対策課 TEL：03-3502-6273

⑥ 外国人受入環境整備交付金
【概要】
・地方公共団体が在留外国人への情報提供及び相談対応を多言語で行う一元的相談窓口を設置・運営する取組を
外国人受入環境整備交付金により支援しています。
【今後の予定】
・地方公共団体が一元的相談窓口を設置・運営する取組を交付金により引き続き財政的に支援します。
【問い合わせ先】
法務省 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留支援課 TEL：03-5363-3010

⑦ 外国人生活支援ポータルサイト
【概要】
・日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して有用な情報を提供するために「外国人生活支援ポー
タルサイト」を開設し、多言語の情報を集約して言語別に公開しています。
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【今後の予定】
・引き続き、関係省庁と連携をしつつ、外国人に必要とされる情報を集約し、外国人生活支援ポータルサイトで
公表していきます。
【問い合わせ先】
法務省 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留支援課 TEL:03-5363-3008

⑧ 協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金支給制度、更生保護就労支援事業
【概要】
・刑務所を出所された方等を雇用して立ち直りを支援する協力雇用主である中堅企業等に対し、就労継続のため
の助言・指導を行った場合に、奨励金（年間で最大 72 万円）を支給します。さらに、雇用された方が長く職場
で働くことができるよう、雇用された方及び協力雇用主の双方に対し，職場定着のために支援を行います。
【今後の予定】
・引き続き、奨励金支給制度、更生保護就労支援事業を実施します。
【問い合わせ先】
各保護観察所問い合わせ先一覧 (※協力雇用主への登録・問い合わせは最寄りの保護観察所まで)
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01-01.html

⑨ 技能実習における移行対象職種の追加
【概要】
・外国人の技能実習制度の２号移行対象職種の追加については、業所管省庁とも連携の上、技能移転を通じた国
際貢献という制度目的を踏まえ、適切に対応しています。また、既存の職種についても、現場の実情に応じた
運用に努めています。
【今後の予定】
・引き続き、業界団体のニーズに応じ、職種の追加を決めるための「技能実習評価試験の整備等に関する専門家
会議」を月 2 回程度で開催してまいります。
（※）
（2 号以降対象職種・作業について）
２号移行対象職種・作業とは、技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システム
として整備された技能検定等を有する職種・作業の総称を言い、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律施行規則（平成 28 年法務省・厚生労働省令第３号）別表第２に掲げられている職種・作業（令和 4 年 2 月１日時点で 85 職
種・156 作業）であり、第２・３号技能実習を行う場合は当該職種・作業に係るものでなければなりません。
（２号移行対象職
種・作業に該当しない職種・作業で技能実習を行う場合には第１号技能実習しか行うことができません。
）

【問い合わせ先】
厚生労働省 人材開発統括官海外人材育成担当参事官室 TEL：03-3595-3395
法務省 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留管理課 TEL：03-3592-7383
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⑩ 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる特定技能制度の推進
【概要】
・深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性･技能を有し即戦力となる外国人が、中堅企業等で就労でき
るよう、平成 31 年４月に新たな在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」を創設しました。これによ
り、試験合格又は技能実習２号の良好修了等によって従事しようとする業務に必要な技能等を有していること
が認められた者は、
「特定技能１号」の在留資格により通算で５年間、就労が可能となりました。
【今後の予定】
・引き続き、マッチングイベントの実施等、特定技能制度の更なる活用促進に努めます。
【問い合わせ先】
法務省 出入国在留管理庁 政策課 TEL：03-3592-6852

⑪ 新たな特定産業分野の追加及び特定技能２号の対象となる分野の拡大
【概要】
・特定技能制度について、特定産業分野の追加は、分野所管省庁において、当該分野での人手不足状況が深刻で
あること、当該分野の存続・発展のために外国人の受入れが必要であることを具体的に示した上で、出入国在
留管理庁等の制度所管省庁において適切な検討を行います。
・特定技能 2 号の対象拡大については、特定技能制度施行後 2 年を経過し在留者数も約 45,000 人（令和 3 年 9
月末現在、速報値）に上っていることから、対象分野の追加に向けて、分野所管省庁において、現場の意向や
業界団体等の意見を踏まえつつ慎重に検討を進めます。
【今後の予定】
・引き続き､現場の意向や業界団体等の意見を踏まえつつ、新たな特定産業分野の追加及び特定技能２号の対象
となる分野の拡大に関する検討を慎重に行います。
【問い合わせ先】
法務省 出入国在留管理庁 政策課 TEL：03-3592-6852

⑫ 特定技能在留外国人数の把握・分析及び提供
【概要】
・特定技能在留外国人数について、分野所管省庁における必要な措置を講じるための検討に資するよう、３か月
ごとに都道府県別の在留者数を把握・分析の上、分野所管省庁に提供しています。
【今後の予定】
・引き続き、３か月ごとに特定技能在留外国人数を分野所管省庁に提供します。
【問い合わせ先】
法務省 出入国在留管理庁 政策課 TEL：03-3592-6852
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⑬ オンラインによる在留申請手続について
【概要】
・外国人の受入れや在留の手続は、外国人を雇用する中小企業等の職員の方がオンラインで申請することが可能
です。
・オンライン申請を行うためには、あらかじめ地方出入国在留管理官署へ、在留申請オンラインシステムを利用
するための「利用申出」を行ってください。
・カテゴリー３に該当する企業（※）の職員の方がオンラインで申請する場合は、提出書類が簡素化されるなどの
メリットがあります。
※前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した企業をいいます。

【今後の予定】
・令和４年３月末までに、カテゴリー４に該当する企業（※）に在籍する外国人の方もオンライン申請の対象とな
るほか、在留申請オンラインシステムを利用するための「利用申出」について、
「所属している外国人リスト」
の提出の廃止や、承認要件の見直しを行い、オンライン申請がより便利になる予定です。
※前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出できない新規企業のことなどをいいます。

【問い合わせ先】
法務省 出入国在留管理庁 在留管理支援部 在留管理課 TEL：03-3592-7519

⑭ ユースエールやくるみん、えるぼしの認定による企業 PR 支援
【概要】
・若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業は、
「ユースエール認定企業」とし
て、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受けることで、ハローワーク等による重点的な
PR の実施、認定企業限定の就職面接会への参加など、様々なメリットを受けることができます。
・仕事と子育ての両立推進に関する一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一
定の基準を満たした企業は、
「くるみん認定企業」として、くるみん認定企業のうち特に優良な事業主は「プラ
チナくるみん認定」企業として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
・自社の女性の活躍に関する一般事業主行動計画を策定した企業のうち、女性活躍推進に関する取組の実施状況
が優良な事業主は、
「えるぼし認定」企業として、えるぼし認定企業のうち特に優良な事業主は「プラチナえる
ぼし認定」企業として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
・これらの認定マークは商品や求人広告等に掲載することで求職者にアピールすることができます。
【今後の予定】
・令和４年４月１日からくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます。また、新しい認定
制度（トライくるみん認定、不妊治療と仕事との両立に関する認定）も創設されます。
・令和４年度においても引き続き認定制度を実施し、制度周知を進めていきます。
【問い合わせ先】
（ユースエール認定について）
厚生労働省 人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室 TEL：03-3597-0331
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（くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定について）
厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課 TEL：03-3595-3274（内線 7867）
（不妊治療と仕事との両立に関する認定について）
厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 TEL：03-3595-3272（内線 7953）
（えるぼし認定について）
厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課 TEL：03-3595-3272（内線 7843）

⑮ フェムテックを活用した働く女性の就業継続支援（フェムテック等サポートサービス実証事業
費補助金）
【概要】
・本補助金では、働く女性の妊娠・出産・更年期等ライフイベントに起因する望まない離職等を防ぎ、企業の人
材多様性を高め、企業の価値創造につなげることを目指します。
・フェムテック等の製品・サービスを活用し、フェムテック企業、導入企業、医療機関、自治体等が、個別に、
または連携して実施する、妊娠・出産等のライフイベントと仕事との両立、女性特有の健康課題解決等により、
働く女性が能力を最大限発揮し、いきいきと活躍することを目的とする実証事業を一部補助します。
【今後の予定】
・4 月中に実証事業者（間接補助事業者）を公募予定です。
【問い合わせ先】
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室 TEL：03-3501-0650

５．賃上げ・テレワークなど職場環境の見直しに取り組まれる方に
① 中小企業向け賃上げ促進税制
【概要】
・中小企業向け賃上げ促進税制により、令和 4 年 4 月 1 日以降に開始する事業年度において賃上げや雇用増に
取り組む資本金 1 億円以下の中小企業者等について、法人税を減税（雇用者給与等支給額の増加額の一定割
合を税額から控除）します。
・さらに従業員に対する教育訓練に熱心な企業には、控除率をかさ上げします。
【今後の予定】
・令和 5 年度においても、同減税を続けます。
【問い合わせ先】
中小企業向け税制サポートセンター TEL：03-6281-9821（平日 9:30-12:00、13:00-17:00）
中小企業向賃上げ促進税制 HP
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
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② キャリアアップ助成金
【概要】
・契約社員やパートなどの非正規雇用従業員の処遇改善を進めるため、賃上げや正社員化に取り組む中堅企業等
には、対象人数に応じて（正社員化の場合 1 人当たり約 21～72 万円）助成します。
【今後の予定】
・令和４年度においても、引き続き支援を実施します。
【問い合わせ先】
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

③ 人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース）
【概要】
・生産性の向上のための能力評価を含む人事評価制度等の整備を実現し、賃上げ及び離職率の低下目標を達成し
た中堅企業等には、一定額を助成します。
【今後の予定】
・令和４年度は整備計画の受付を休止する予定です。
令和４年 3 月 31 日までに整備計画を提出された事業主は、令和４年 4 月 1 日以降にも、人事評価制度等の導
入及び支給申請を行うことができます。
【問い合わせ先】
都道府県労働局（雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧）
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

④ テレワークマネージャー相談事業
【概要】
・テレワークの導入を検討している企業・団体に対し、テレワークの専門家（テレワークマネージャー）が、シ
ステムや情報セキュリティ等について無料で助言や情報提供等を行っています。
【今後の予定】
・厚生労働省と連携し令和４年度においても、引き続き、専門家による相談対応を実施します。
【問い合わせ先】
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 TEL：03-5253-5748
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⑤ テレワーク・サポートネットワーク
【概要】
・地域の中小企業を支える団体と協力し､各地域におけるテレワーク導入の支援やサポートを行っています。
【今後の予定】
・厚生労働省と連携し令和４年度においても、引き続き、支援体制を構築します。
【問い合わせ先】
総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 TEL：03-5253-5748
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Ⅲ．Ｄ Ｘ 、研究開発、海外展開等の新たなビジネス展開の支援
地域の中堅企業等が、さらなる飛躍を図るためには、製品開発力を高め、また、新たな事業分野
に打って出ることが重要です。コロナ禍において、新しい生活様式やサプライチェーンの見直しな
どにより、新たに顕著化したり重要性が高まったニーズも出てきています。自治体や地域の産業支
援機関から国の研究機関までが一体となって、企業の目線で、研究開発や事業化などをお手伝いし
ます。
１．IT 導入等による生産性向上やＤＸをお考えの方に
① ローカル 10,000 プロジェクト
【概要】
・中堅企業等が、地域金融機関の融資を受け、地域の資源を活かした事業を立ち上げる場合、国と地方自治体が
一体となって支援します。生産性向上に資する ICT 技術を導入して行う事業でも、ご活用いただけます。
【今後の予定】
・令和４年度においても引き続き、ICT 技術を導入して行う事業を含め地域密着型事業の立ち上げを支援するほ
か、重点支援項目として、生産性向上に資するデジタル技術の活用に関連する事業等について、公費交付額の
全額を国費で支援します。
【問い合わせ先】
総務省 地域力創造グループ 地域政策課 TEL：03-5253-5523

② ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
【概要】
・中小企業・小規模事業者等が取り組む新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援し
ます。
【今後の予定】
・通年で公募し、年度内に複数回の締切を設ける予定です。
【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 TEL：050-8880-4053
ものづくり補助金総合サイト https://portal.monodukuri-hojo.jp/

③ 小規模事業者持続化補助金
【概要】
・小規模事業者が経営計画を作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援します。（例：チラシ作成、
ウェブサイト作成、店舗改装 等）
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【今後の予定】
《一般型》補助上限：最大 200 万円

補助率：2/3（賃金引上げ枠のうち赤字事業者は 3/4）

公募開始：令和４年 3 月以降
8 次締切：未定
（※）通常枠（最大 50 万円）、インボイス枠（最大 100 万円）、賃金引上げ枠・小規模事業者からの卒業枠・後継者支援枠・創
業支援枠（各最大 200 万円）。
（※）8 次締切以降も申請受付を継続し令和 4 年度内には、複数回の締切を設ける予定です（制度内容は変更になる場合がござい
ます。）。

《低感染リスク型ビジネス枠》補助上限：100 万円 補助率：3/4
ポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に取り組む小規模事業者を支援。
6 次締切：令和４年 3 月 9 日（最終締切）
（※）6 次締切が最終受付となり、以後公募を行いません。

【問い合わせ先】
（一般型）
全国商工会連合会（所在地によって連絡先が異なりますので、下記 URL からご確認ください。 ）
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
（低感染リスク型ビジネス枠）
小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター TEL:03-6731-9325
補助金事務局サイト
https://www.jizokuka-post-corona.jp/

④ IT 導入補助金
【概要】
・経理ソフト、給与管理システムなど、バックオフィス業務の効率化や、新たな顧客獲得等の付加価値向上に資
する IT ツールの導入を支援します。
【今後の予定】
・公募開始：令和４年 3 月以降
【問い合わせ先】
（令和４年 3 月まで）
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業 コールセンター TEL：0570-666-424
（令和４年 4 月以降）
現在未定です。HP で追ってお知らせいたします。
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⑤ デジタル化診断
【概要】
・中小・小規模事業者が、自身のデジタル化の課題を明確化できるよう「デジタル化診断ツール」を開発するほ
か、診断結果に基づく適切な支援（コールセンターにおける対応等）を行います。
【今後の予定】
・事務局やコールセンター等の情報について HP 等で追ってお知らせ致します。
【問い合わせ先】
中小企業庁 経営支援部 経営支援課 TEL：03-3501-1763

⑥ DX 認定制度
【概要】
・
「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」になっている事業者を認定しま
す。
【今後の予定】
・中堅・中小企業等がＤＸ認定を取得しやすくするためのガイダンスを、令和 3 年度中に策定します。
【問い合わせ先】
経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 TEL：03-3501-2646
(ＤＸ認定制度の具体的な内容の問い合わせ)
ＤＸ認定事務局 e-mail：ikc-dxcp@ipa.go.jp

⑦ 標準化された電子インボイス（デジタルインボイス）の普及等
【概要】
・デジタル庁は、バックオフィス業務の効率化・生産性の向上等を図る観点から、官民連携の上、電子インボイ
スの標準仕様の策定と普及等に向けた取組を進めており、令和 3 年 12 月 15 日、日本のデジタルインボイス
（※1）の標準仕様のドラフト（Peppol BIS Billing JP Ver.0.9）
（※2）を公表しました。
（※1）デジタルインボイスとは、構造化され、標準化された電子インボイスであり、売り手のシステムから、買い手のシステムに、
人の手を介することなく、直接データ連携することが可能となります。
（※2）Peppol（ペポル）とは、請求書（インボイス）など電子文書をネットワーク上でやり取りするための「文書仕様」
「ネットワ
ーク」
「運用ルール」に関するグローバルな標準仕様です。

【今後の予定】
・民間事業者は、今秋を目途に、Peppol に対応したデジタルインボイス（※2）のサービス提供等を行う予定。そ
のために必要な対応について、官民連携の上、引き続き行っていきます。
【問い合わせ先】
デジタル庁 国民向けサービスグループ 電子インボイス班 e-mail：JP-Peppol@digital.go.jp
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⑧ 加工食品の国際競争力強化に向けた食品製造イノベーション推進事業
【概要】
・AI、ロボット、IoT 等の先端技術を実際の製造現場等にモデル的に導入、実証する取組を支援します（採択実
績：9 件）
。
【今後の予定】
・本事業の取組等の成果を報告するセミナーを全国 4 か所で開催します（3/1 名古屋（ウインクあいち）
、3/2 大
阪（大阪国際会議場）
、3/4 福岡（福岡エルガーラホール）
、3/8～3/11 千葉（幕張メッセ）
）
。
【問い合わせ先】
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課 食品企業行動室 TEL：03-6738-6166

⑨ スマート食品産業実証事業
【概要】
・AI、ロボット、IoT 等の先端技術を実際の食品製造や飲食店等の現場にモデル的に導入、実証する取組や、先
端技術の低コスト化や小型化に関する改良の取組を支援します。
【今後の予定】
・モデル的な実証や改良の取組を行う事業者の公募を 2 月下旬～5 月頃で行う予定です。
【問い合わせ先】
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課 食品企業行動室 TEL：03-6738-6166

⑩ スマート食品産業安全確保推進事業
【概要】
・食品産業の現場における自動化技術等の現場実装に向けては、人とロボットが安全に協働できるよう、ルール
メイキングが必要なため、現場の環境等に応じた安全確保ガイドラインを作成します（委託事業）
。
【今後の予定】
・委託候補先の公募を 5 月 2 日（月）まで行います（2 月中旬より受付中）
。
（公示ページ）https://www.maff.go.jp/j/supply/itaku/tyosa/
【問い合わせ先】
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品製造課 食品企業行動室 TEL：03-6738-6166
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２．新たな分野への挑戦をお考えの方に
① 地域未来投資促進法による支援
【概要】
・地域の特性を生かした、成長性の高い新たな分野への中堅企業等の挑戦を応援します。地域未来投資促進法に
基づき、地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県の承認を受けた事業者（承認地域経済牽引事業者）に対し､
予算や税制措置などにより支援しています。
【今後の予定】
・令和４年度予算事業により、地域の中堅企業等の DX を推進するため、地域の特性や強みとデジタル技術をか
けあわせた新たなビジネスモデルの構築に取り組む実証プロジェクト（試作品制作、事業性評価等）を支援し
ます。
・承認地域経済牽引事業者に対する法人税等の特別償却・税額控除（地域未来投資促進税制）について、適用期
限を 2 年延長（令和４年度末まで）しており、こうした支援措置等により、引き続き承認地域経済牽引事業者
の設備投資等を支援します。
【問い合わせ先】
経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課

TEL：03-3501-0645

② 中小企業等事業再構築促進事業
【概要】
・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編また
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。
【今後の予定】
・令和４年 1 月 20 日から 3 月 24 日までの第 5 回公募について、申請を受け付けているところであり、5 月下旬
～6 月上旬頃に採択発表を行う予定です。なお、第 5 回公募締め切り後も令和 4 年にさらに 3 回程度の公募を
予定しています。
【問い合わせ先】
事業再構築補助金事務局コールセンター（受付時間：9：00～18：00 日祝日を除く）
TEL：＜ナビダイヤル＞0570-012-088 ＜IP 電話用＞03-4216-4080

３．研究開発を考えの方に
① 国立の研究機関による技術支援
【概要】
・産業技術総合研究所（産総研）
、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）
、土木研究所、科学技術振興機
構（JST）が、全国各地の公設試験研究機関等とも連携して、中堅企業等の研究開発を支援します。
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【今後の予定】
・産総研：令和 3 年度に産総研の技術シーズ等を紹介するイベントをオンライン主体で４回開催見込。引き続き、
中堅企業等に対し、連携制度や事例等をパンフレットやホームページ、イベント等を通じ周知広報を行うと
ともに、企業・団体等の課題・ニーズの内容や事業化に向けたフェーズに応じて、技術相談、共同／受託研
究、試料・データ等の提供、人材育成等の幅広い支援を行います。
・農研機構：第 5 期中長期計画では、対象を明確にした、効果的な情報発信を行うこととしており、令和４年も
引き続き、共同研究や技術相談等の実施と併せて、ホームページ等を通じて研究成果を中堅企業等に紹介し
ます。
・土木研究所： 中堅企業等に対し成果事例等の周知広報として、土研新技術ショーケースの開催を検討予定。引
き続き土木研究所として、共同研究等の民間支援について周知を行います。
・JST：全国 5 か所に配置されたマッチングプランナーによる企業との面談や関連機関への訪問等により、企業
ニーズを把握するとともに、研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)への申請相談の対応や、産学連携
活動の展開に向けた助言を行い、地域の優良案件の発掘を図ります。また、A-STEP 相談窓口を通じて、業
界や地域のニーズと大学の技術シーズのマッチングや最適な支援制度の紹介等も行います。
【問い合わせ先】
（産総研について）
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 技術相談窓口一覧
https://www.aist.go.jp/aist_j/inquiry/inquiry_main2.html
技術相談問合せフォーム
https://www.aist.go.jp/aist_j/collab/inquiry/technical_consultation.html
TEL：029-862-6201
（農研機構について）
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 事業開発部 企業連携課
TEL：029-838-6959、029-838-6960
（土木研究所について）
国立研究開発法人 土木研究所 企画部 研究企画課 TEL：029-879-6751
（JST について）
国立研究開発法人 科学技術振興機構 産学連携展開部 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)
お問い合わせ : https://form.jst.go.jp/enquetes/a-step_inquiry
A-STEP 相談受付フォーム ： https://form.jst.go.jp/enquetes/consul/
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② 研究開発税制
【概要】
・研究開発に取り組む企業は、試験研究費の一定割合を法人税額から控除できます。
※制度の詳細は経済産業省ホームページをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax.html
【今後の予定】
・引き続き同税制を実施します。
【問い合わせ先】
経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 TEL：03-3501-1778

③ NEDO による研究開発支援
【概要】
・新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、中堅企業等の研究開発を支援します。支援に当たっては、
ビジネス化や資金調達を後押しするため、他の企業や金融機関との橋渡しも行います。
【今後の予定】
・コロナ禍の状況を踏まえ、当面オンラインで公募説明会を開催する予定です。また今後の説明会については、
確定次第、NEDO ホームページでお知らせいたします。
・中堅企業等が行う、革新的な省エネルギー技術の開発、新産業創出事業などを支援予定です。
【問い合わせ先】
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 川崎本部
イノベーション推進部 TEL：044-520-5170 e-mail：inv-caravan@nedo.go.jp
省エネルギー部 TEL：044-520-5281 e-mail：shouene@nedo.go.jp
関西支部 TEL：06-4965-2130 e-mail：kansai@ml.nedo.go.jp

④ 知財総合支援窓口/営業秘密・知財戦略知財支援窓口
【概要】
・研究開発の成果を、秘密情報（営業秘密）として秘匿するか、あるいは、知的財産権を取得するかは企業にと
って重要な知的財産戦略です。全都道府県に設置された「知財総合支援窓口」を活用ください。
【今後の予定】
・引き続き、
「知財総合支援窓口」における個別相談とセミナーの 2 本立てで対応します。
【問い合わせ先】
（相談について）工業所有権情報・研修館(INPIT) 知財総合支援窓口
TEL:（全国共通ナビダイヤル）0570-082100
※全国 47 都道府県のお近くの窓口におつなぎします。
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※知財に関する一元的な窓口として、各窓口（海外展開知財支援窓口、営業秘密・知財戦略知財支援窓口）のご紹介も承ります。

（セミナーについて）工業所有権情報・研修館(INPIT) 営業秘密・知財戦略相談窓口
TEL：03-3581-1101（内線 3844）
（お電話が繋がらない場合）
工業所有権情報・研修館（INPIT） 地域支援部 e-mail：ip-si01@inpit.go.jp

⑤ 産学融合拠点創出事業
【概要】
・産学融合を通じた共通価値の創造を目指し、大学と産業界が役割分担論を超えて、一体的・融合的に研究開発・
人材育成を行う産学連携の新たなステージへと転換することが求められています。本事業では、大学を起点と
するオープンイノベーションの深化とさらなる拡大を実現するため、産学融合の先導的取組とモデル拠点構築
に向けた取り組みを支援します。
【今後の予定】
・選定拠点での活動を引き続き支援するとともに、さらなる支援の拡充に取り組みます。
【問い合わせ先】
経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進室 TEL：03-3501-0075

４．サプライチェーン強化のための設備投資をお考えの方に
① サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
【概要】
・新型コロナウイルス感染症の影響の拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、国
内の生産拠点の確保等を進めます。具体的には、海外の生産拠点の集中度が高い製品・部素材、または国民が
健康な生活を営む上で重要な製品・部素材について、国内で新たに生産拠点等を整備しようとする場合に、そ
の設備導入等を支援します。
【今後の予定】
・令和 4 年 2 月下旬以降に新たな公募を実施する予定です。
【問い合わせ先】
経済産業省 地域経済産業グループ 地域産業基盤整備課

TEL：03-3501-1677

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業事務局（みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱）
TEL：03-6825-5476 e-mail：kokunaitoushi@mizuho-ir.co.jp
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② 海外サプライチェーン多元化等支援事業
【概要】
・新型コロナウイルス感染拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、海外の生産拠
点の多元化を進めます。具体的には、生産拠点の集中度が高く、サプライチェーンの途絶によるリスクが大き
い重要な製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材等について、海外で生産拠点
を多元化しようとする場合に、その設備導入を支援します。
【今後の予定】
・令和４年 1 月 31 日に第 5 回（設備導入補助型）の公募を開始しております。公募〆切は令和４年 3 月 31 日
（木）17：00 必着です。なお、6 月上旬以降に採択発表する予定です。
【問い合わせ先】
経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課
TEL：03-3501-6759 e-mail：kaigai-supplychain@meti.go.jp
日本貿易振興機構（ジェトロ） 海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局
TEL : 03-3582-5410

e-mail：scs@jetro.go.jp

お問い合わせ専用フォーム； https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bda/sc-contact

③ 「事業継続力強化計画」認定制度
【概要】
・中堅企業等における、近年頻発している自然災害のリスクや感染症のリスクへの事前の備え（防災・減災対策）
の取組を支援します。中小企業等経営強化法に基づき、事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画を
策定し、経済産業省の認定を受けた中小企業者等に対し、金融支援や税制措置などにより支援しています。
【今後の予定】
・一層の多くの中堅企業等に防災・減災対策に取り組んでいただくため、事前対策に関する相談をワンストップ
で対応する「強靱化支援人材」を中小機構の地域本部に配置するとともに、専門家を無料で事業者に派遣する
ハンズオン支援等を実施します。
【問い合わせ先】
中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室 TEL：03-3501-0459

５．海外に製品や技術を展開されたい方に
① 大使館・総領事館における日本企業支援窓口
【概要】
・世界各地の日本の大使館･総領事館に、｢日本企業支援窓口｣を設置し､海外展開に関する相談を受けています｡
現地における日本製品・技術のプロモーションにも協力します｡
・また、一部の公館では、インフラプロジェクト専門官や日本企業支援担当官（食産業担当）が海外展開に関す
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る分野ごとの相談も受けています。
【今後の予定】
・積極的な支援を行いますので、引き続き、大使館や総領事館をご活用ください。
【問い合わせ先】
外務省 経済局 官民連携推進室 TEL：03-5501-8336

e-mail：business-support@mofa.go.jp

日本企業支援窓口：https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/page22_000526.html
インフラプロジェクト専門官：https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/infrastructure/senmonkan.html
日本企業支援担当官（食産業担当）
：https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page25_000259.html

② 海外見本市・展示会
【概要】
・日本貿易振興機構(JETRO)もご活用ください｡JETRO には､全国 49 拠点(主に都道府県の県庁所在地)と海外
55 ヶ国 76 都市に事務所があります｡海外での展示会やメッセなどへの参加、海外でのパートナー探し、市場
調査など、海外展開の第一歩から幅広くお手伝いします。海外訪問もサポートしますし、日本に進出する海外
企業も紹介します。
【今後の予定】
・新型コロナウイルスの影響により対面型の展示会が続々と中止される状況を受け、オンラインを活用した展示
会による商談の支援を実施します。
・オンラインを活用しつつ引き続き、中堅企業等の展示会等への出展を支援します。
【問い合わせ先】
（JETRO のサービス全般について）
JETRO 総合案内

TEL：03-3582-5511

※最寄りの JETRO までご相談いただくことも可能です。
JETRO 国内事務所一覧

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html

（海外の見本市・展示会について）
JETRO 市場開拓・展示事業課

TEL：03-3582-5541 e-mail：faa@jetro.go.jp

③ ジャパン・ハウス事業
【概要】
・政府は、日本の多様な魅力を発信する拠点として、サンパウロ、ロンドン、ロサンゼルスにジャパン・ハウス
を設置しました。ジャパン・ハウスには、日本の製品や技術を展示するスペース、物産を販売するショップや、
和食を提供するレストランを設けています。情報発信や販路開拓の拠点として、ご活用ください。
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【今後の予定】
・ジャパン・ハウスでは、引き続き、日本各地の製品や技術、コンテンツに関する企画展示やオンライン発信を
行ってまいります。
・場所（多目的スペース部分等）の貸し出しも行っています（有料）
。
（新型コロナウイルス感染症対策により、令和４年 2 月現在、各館とも時間・入場者数の制限等を設けて開館
しております。今後も、現地の感染状況を見つつ、運営してまいりますので、最新の開館状況は、各拠点のウ
ェブサイトでご確認ください。
）
【問い合わせ先】
外務省 大臣官房 戦略的対外発信拠点室 TEL：03-5501-8092 e-mail：co-japanhouse@mofa.go.jp

④ 経済ミッションによるトップセールス
【概要】
・内閣総理大臣によるトップセールスを始め、閣僚の外国訪問に同行する経済ミッションを今後とも派遣します。
【今後の予定】
・参加に関心のある方は、関係省庁にお尋ね下さい。
【問い合わせ先】
経済産業省 通商政策局 総務課 TEL：03-3501-1654

⑤ 訪日観光客が利用する施設における情報発信
【概要】
・訪日観光客が利用する施設（空港、ホテル、クルーズ埠頭、飛行機のモニターなど）での情報発信をご活用で
きるようにします。皆様の製品・技術・農産物等を幅広く紹介しています。
・クルーズ埠頭 3 港（長崎、那覇、平良）で免税店を出店（令和元年度）
。本邦大手航空会社の機内誌の特集等
での地域の魅力を紹介しました。
【今後の予定】
・新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、引き続きこれらの支援を実施します。
【問い合わせ先】
（空港・航空機について）
国土交通省 航空局 総務課政策企画調査室 TEL：03-5253-8695
（ホテルについて）
国土交通省 観光庁 観光産業課 TEL：03-5253-8330
（クルーズ埠頭について）
国土交通省 港湾局 産業港湾課 TEL：03-5253-8672
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⑥ インセンティブセミナー・商談会(日本政府観光局(JNTO)）インセンティブ旅行支援事業
【概要】
・海外からのインセンティブ旅行等（※）の誘致活動において、我が国の中堅企業等の視察等を紹介し、旅行の
行程に視察を組み込むことを促すことで、外国からの訪問者に、中堅企業等の製品・技術等を知らせる機会
を作ります。
（※）企業が従業員やその代理店等の表彰や研修などの目的で実施する旅行のことで、企業報奨・研修旅行と呼ばれる。

【今後の予定】
・JNTO 主催のインセンティブセミナー・商談会についてはオンラインで実施します。
・観光庁では、昨年度に引き続き実施するインセンティブ旅行誘致支援事業を通じて、自治体に対して、地元
の中堅企業の視察なども含めたインセンティブ旅行開発のトレーニングを実施します。
【問い合わせ先】
日本政府観光局(JNTO) TEL：03-5369-6015
国土交通省 観光庁参事官（MICE 担当）付 TEL：03-5253-8938

⑦ 自治体国際化協会（CLAIR）と連携した海外展開支援
【概要】
・CLAIR は、海外展開支援や訪日観光 PR 等の分野で、42 ヶ国から招致した国際交流員 385 人を地方自治体
等に配置しています（令和 2 年 9 月時点）
。
【今後の予定】
・地方自治体等からの要望を踏まえ、引き続き CLAIR が国際交流員を配置します。
【問い合わせ先】
総務省 自治行政局 国際室 TEL：03-5253-5527 e-mail：soumu-jichi@ml.soumu.go.jp

⑧ 金融機関による企業の海外展開支援
【概要】
・海外進出による新市場開拓や事業環境の変化に対応するための経営改革を行おうとする中堅・中小企業等に
対して、金融機関による適切な融資や支援等の金融仲介機能の発揮を促進します。
【今後の予定】
・引き続き、地域金融機関のニーズを踏まえながら、企業・事業者の海外展開支援を行う上で有益な情報の共
有などを図ってまいります。
【問い合わせ先】
金融庁 監督局 総務課監督調査室 TEL:03-3506-6373
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⑨ 放送コンテンツによる地域情報発信力強化
【概要】
・自治体、地場産業、ローカル放送局等地域の関係者が連携して、地域の魅力を伝える放送コンテンツを制作
し、海外で放送又は動画配信する取組及びこれと連動して行う取組への支援等を行います。
【今後の予定】
・令和４年度においても、地域の魅力を紹介する放送コンテンツを制作・海外発信する取組及びこれと連動し
て行う取組等を支援する予定です。
【問い合わせ先】
総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課（コンテンツ振興課）放送コンテンツ海外流通推進室
TEL：03-5253-5739

⑩ J－GoodTech（ジェグテック）
【概要】
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営するビジネスマッチングサイト「J－GoodTech」を通じた、企業
情報の発信や商談サポートにより、日本の中小企業と国内大手企業・海外企業との新たな取引や事業提携を支
援します。
【今後の予定】
・引き続き当サイトを通じたマッチング支援を継続します。
【問い合わせ先】
中小企業基盤整備機構 販路支援部 ジェグテック運営事務局 TEL：03-5470-1538

６．途上国でのビジネス展開に特有のサポートも
① JICA「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」
【概要】
・アジアやアフリカなどの途上国の課題解決に資する技術・製品・サービス等を通じたビジネスの調査、実証を
支援します。
【今後の予定】
・令和４年度においても、これらの支援を実施します。
【問い合わせ先】
JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援事業窓口 TEL: 03-5226-3491 e-mail：sdg_sme@jica.go.jp
外務省 国際協力局 開発協力総括課 TEL: 03-5501-8373 e-mail：odakanminrenkei@mofa.go.jp
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② JICA「協力準備調査（海外投融資）
」
【概要】
・開発途上国において、将来 JICA 海外投融資（インフラ整備、貧困削減、気候変動対策などの分野で経済社会
開発や経済の安定に寄与し、採算が見込める事業への出融資）の活用を見込む事業計画策定を支援します。
【今後の予定】
・令和４年度においても、これらの支援を実施します。
【問い合わせ先】
JICA

民間連携事業部 監理課 TEL: 03-5226-3489 e-mail：minkanshien_os@jica.go.jp

外務省 国際協力局 開発協力総括課 TEL: 03-5501-8373 e-mail：odakanminrenkei@mofa.go.jp

③ 脱炭素技術海外展開イニシアティブ
【概要】
・日本企業と日本の NGO の連携による脱炭素技術の開発途上国への展開を応援します。
【今後の予定】
・日本の脱炭素技術の海外展開促進を目的とし、日本 NGO 連携無償資金協力（N 連）等既存のスキームによる
事業形成を通じて、日本企業の技術の途上国への展開を図るイニシアティブです。
・令和 3 年 5 月上旬に本イニシアティブにより設置された外部審査委員会が、令和 3 年 6 月及び令和４年 1 月に
日本企業を対象とした脱炭素技術を活用した製品・パッケージの公開審査を行い、気候変動対策や価格の妥当
性等の観点から妥当と認められた製品・パッケージのリストを作成・公開しました。同リストには令和４年 2
月時点で 14 社 15 製品が採択されています。
・今後、日本 NGO 連携無償資金協力等による事業形成を通じ、中堅企業等の脱炭素技術の途上国への展開を進
めていきます。
【問い合わせ先】
外務省 国際協力局 気候変動課 TEL:03-5501-8493

④ J-messe による展示会情報の提供
【概要】
・
「途上国」と言っても、国によって経済発展の段階が異なり、ビジネス展開で一律のアプローチは馴染みませ
ん。例えば、アジアの途上国の多くは中進国に近く、展示会やフェアの開催が盛んです。どの展示会などが適
切か、単独での参加とグループでの参加のどちらが良いかなどの相談にもきめ細かく対応します。
【今後の予定】
・引き続き展示会データベース「J-messe」にて、世界の展示会情報を提供するとともに、全国にある JETRO の
国内ネットワークを活用し、途上国への展開に関する貿易投資相談等を通じて、中堅企業等へのきめ細かな支
援を実施します。

39

【問い合わせ先】
（海外の見本市・展示会について）
JETRO 市場開拓・展示事業課 TEL：03-3582-5541 e-mail：faa@jetro.go.jp
（途上国への貿易投資に関する相談について）
※最寄りの JETRO までご相談いただくことも可能です。
JETRO 国内事務所一覧 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html

７．農水産物や食品の輸出をお考えの方に
① 農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）
【概要】
・GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）を通じた輸出に取り組む事業者と輸出先のマッチング支援や個別
相談対応を実施します。
【今後の予定】
・令和４年度においても、上記取組のほか、GFP のネットワークを活用し、専門家の紹介・派遣、輸出診断に基
づくフォローアップを実施します。
【問い合わせ先】
（GFP について） 農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 TEL：03-6744-7172
（農林水産物・食品の輸出に係る相談窓口について）
農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 相談窓口 TEL：03-6744-7185
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/index.html

② 輸出にかかる非特恵原産地証明
【概要】
・日本商工会議所は、全国の商工会議所が共同で利用する「貿易関係証明発給システム」を構築しました。
・令和 2 年 9 月以降、準備が整った商工会議所から、当該システムを活用した電子発給業務を順次開始し、1 月
末までに 37 箇所の商工会議所で受付可能となっております。
【今後の予定】
・引き続き、更なる利便性向上と全国での発給に向けて取り組んでいただきたいと考えております。
【問い合わせ先】
日本商工会議所 国際部貿易証明担当 TEL：03-3283-7851 e-mail：trade@jcci.or.jp

③ マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業、マーケットイン輸出ビジネス拡大緊急支援事業
【概要】
・国内外の商談会の開催、海外見本市への出展、サンプルショールームの設置、セミナー開催、専門家による相
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談対応等、輸出事業者サポートを実施します。
【今後の予定】
・令和４年度は、海外での見本市出展支援や国内外での商談会等をオンラインでの開催を含め計 50 回程度予定
しています。
【問い合わせ先】
JETRO 農林水産・食品部 農林水産・食品課 TEL：03-3582-4966 e-mail：afa@jetro.go.jp
農林水産省 輸出・国際局 輸出企画課 TEL：03-3502-3408

④ 地域貢献プロジェクト
【概要】
・複数の中小企業の皆さまのグループによる海外とのビジネス交流や販路の拡大など、海外展開の取組を支援し
ます。
・ JETRO の国内事務所との協力により、複数の中小企業が地域内で連携し、ターゲットとして特定した海外の
国・地域との間でのビジネスを支援するものです。海外のマーケット調査による情報収集、海外からの有力企
業の招へい、海外への商談ミッションの派遣、あるいはオンラインでの商談会を通じ、中小企業の海外ビジネ
スをお手伝いします。
【今後の予定】
・グループ単位での海外ビジネス交流にご関心の方は、全都道府県に所在する JETRO 事務所にご相談ください。
【問い合わせ先】
JETRO 企画部 地方創生推進課 TEL：03-3582-5314
※最寄りの JETRO までご相談いただくことも可能です。
JETRO 国内事務所一覧 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html

⑤ 食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備事業、HACCP 認定加速化支援事業、規格・認証
を活用した加工食品の輸出環境整備事業
【概要】
・食品製造事業者およびサプライチェーンを構成する事業者が、輸出先国が定める輸入条件への対応並びに輸出
向け HACCP 等の認定・認証取得に必要な施設や機器の整備および体制整備をする際に要する経費（施設や機
器の整備と一体的に行うコンサルティング経費等）を支援します。
・輸出拡大を目指す食品製造事業者等に対して、一般衛生管理や HACCP に基づく衛生管理に関する研修や施設
認定に向けた現地指導等の実施を支援します。また、輸出促進法に基づき登録認定機関が行う施設認定に係る
経費を支援します。
・日本発の食品安全管理規格（JFS 規格）の更なる国際標準化に向け、同規格を活用した輸出のための環境整備
を進めます。
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【今後の予定】
・上記輸出向け HACCP 関係の支援を引き続き実施いたします。
（※）令和 3 年 12 月末現在、アメリカ向けの輸出基準を満たす牛肉施設は 15 件、水産施設は 538 件、EU 向けの基準を満たす牛
肉施設は 11 件、水産施設は 95 件あります。

・JFS 規格の国内外の普及を進めるため、特に輸出先として有望な ASEAN 諸国をターゲットに、JFS 規格に関
するセミナーや JFS 規格取得製品の商談会を実施します。
【問い合わせ先】
（輸出向け HACCP について）
農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 TEL：03-6744-2398
（JFS 規格について）
農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品製造課 食品企業行動室 TEL：03-3502-5743

⑥ 輸出物流構築緊急対策事業
【概要】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による旅客便の減便、コンテナ不足などの国際的な物流環境の変化に伴
う課題への対応が急務となっているところ、農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、大ロット・混載促進に
向けた経済的かつ安定的な輸出物流ネットワークの構築を支援します。
【今後の予定】
・引き続き、輸出物流の構築に向けた調査、実証及び設備・機器のリースによる導入を支援します。
【問い合わせ先】
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課 TEL：03-3502-8237

⑦ 農産物等輸出拡大施設整備事業
【概要】
・生鮮食料品等の輸出促進を図るため、輸出先国までの一貫したコールドチェーンシステムの確保に資する施設
や輸出先国が求める衛生基準等を満たす施設等の整備を支援します。
【今後の予定】
・引き続き、生鮮食料品等の輸出促進を図るために必要な施設整備を支援します。
【問い合わせ先】
農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部 食品流通課 卸売市場室 TEL：03-6744-2059
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８．海外展開の法律問題へのサポートをご希望の方に
① 大使館・総領事館における支援
【概要】
・外国では、州や市など自治体ごとの特有の法令、知的財産権を巡る紛争、公務員からの贈賄要求への対応など、
日本では馴染みのない法律問題や紛争への対応が必要となることがあります。日本の大使館・総領事館では担
当官を配置し、アドバイスをしています。また、日本人弁護士による法的なサポート（無料法律相談等）を行
っている大使館・総領事館もあります。
【今後の予定】
・令和 3 年度には、各国の知財担当官を地域別に集めてウェブ会議も活用し知財担当官会議を行い、ベストプラ
クティスの共有を行うことによって、知財担当官の対応能力を高め、引き続き、知財分野での支援を行います。
【問い合わせ先】
（知財問題について）外務省 経済局 知的財産室 TEL：03-5501-8350
（日本人弁護士について）外務省 経済局 官民連携推進室
TEL：03-5501-8336 e-mail：business-support@mofa.go.jp

② 知的財産権ワーキング・グループ等侵害対策強化事業
【概要】
・中国などとの間で、知的財産権の侵害事例が発生しています。政府は、二国間の定期協議などにおいて、制度・
運用に起因する典型的な侵害事例の共有、事例調査、調査結果の報告などを行い、トラブルの解決に取り組み
ます。
【今後の予定】
・令和４年度中に第 9 回日中知財 WG を実施する予定です。WG では、新興国に拡散する模倣品の取締促進を
目的とした連携強化、インターネット上の知財権侵害対策等について、問題となっている事例等への対応を協
議します。
・引き続き知的財産権侵害対策の取組を実施します。
（日中知財 WG の主な出席者）出席者は、中国側：商務部、農業農村部、公安部、海関総署、国家版権局、国
家市場監督管理総局、国家知識産権局等、日本側：経産省、内閣府、警察庁、外務省、財務省、国税庁、文化
庁、農水省等（第 8 回）
【問い合わせ先】
特許庁 国際協力課模倣品対策室 TEL：03-3581-1101（内線 2575）
問い合わせフォーム：https://www.jpo.go.jp/support/ipr/contact.html
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③ 知財総合支援窓口/海外展開知財支援窓口
【概要】
・海外の展示会等で製品や技術を紹介すると、模倣されたり、商標を先取りされるリスクもあります。製品や技
術を紹介する前に、海外での知的財産権の取得もご検討ください。工業所有権情報・研修館（INPIT）が全都
道府県に設置している「知財総合支援窓口」で、海外での知的財産権の取得に関する相談にワンストップで対
応します。
・この「知財総合支援窓口」は、INPIT の海外展開支援の専門窓口や、JETRO とも連携してトラブルの解決を
支援します。例えば、海外で知的財産権を取得しても、侵害されることがあります。
「知財総合支援窓口」では、
現地の知的財産権事情に精通した専門家などを活用することで、和解など、訴訟によらない紛争解決もサポー
トします。
【今後の予定】
・引き続き、
「知財総合支援窓口」における個別相談とセミナーの 2 本立てで対応します。
【問い合わせ先】
（相談について）
工業所有権情報・研修館(INPIT) 知財総合支援窓口 TEL：0570-082100（全国共通ナビダイヤル）
※全国 47 都道府県のお近くの窓口におつなぎします。
※知財に関する一元的な窓口として、各窓口（海外展開知財支援窓口、営業秘密・知財戦略知財支援窓口）のご紹介も 承りま
す。

（セミナーについて）
工業所有権情報・研修館(INPIT) 海外展開知財支援窓口 TEL：03-3581-1101（内線 3823）
（お電話が繋がらない場合）
工業所有権情報・研修館（INPIT） 地域支援部 e-mail：ip-si01@inpit.go.jp

④ 海外建設事業における契約トラブルの解決等の支援
【概要】
・海外建設事業において、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、受発注者間での契約上のトラブルが発生し
ていることや、このような法務的トラブルへの懸念から海外進出を躊躇する企業も多いことなどから、トラ
ブルの解決や未然防止を図ることによって建設業の海外展開を支援するため、海外の法務・実務に詳しい弁
護士等が、無料で企業からの法律相談に応じます。
【今後の予定】
・令和４年３月に法務セミナー（契約トラブルの解決方法及びトラブルの事前回避について等）をオンライン
にて配信します。
【問い合わせ先】
国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課 TEL：03-5253-8280
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９．経済連携協定（ＥＰＡ）等の締結国をはじめとした輸出をお考えの方に
① 環太平洋パートナーシップ（TPP11）
【概要】
・環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（TPP11）が平成 30 年 12 月 30 日に発効しまし
た。TPP11 には､日本を含め 11 ヶ国（※）が参加しています。本協定の発効により、輸出先の国で関税が撤廃・
削減されたり、知的財産権の保護が強化されたり、コンビニエンス・ストアや金融機関の外資規制が緩和され
たりするなど、日本からの輸出や海外展開が行いやすくなります。
（※）オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベ
トナム（令和 4 年 2 月現在、下線の国で発効）

② EU との経済連携協定(EPA)
【概要】
・EU との経済連携協定(EPA)が、平成 31 年 2 月 1 日に発効しました。EU は、世界の GDP の約 2 割（約 15.3
兆ドル）
、世界の貿易額の約 3 割（約 10.6 兆ドル）を占める世界最大の単一市場です。EU では日本製品や日
本食への関心も強く、法律の透明性も確保されており、大きなビジネスチャンスがあります。協定の発効によ
り、輸出先の国で関税が撤廃・削減されたり、知的財産権の保護が強化されたりするなど、EU 向けの輸出や
EU 企業とのビジネス提携などの拡大が期待できます。

③ 日米貿易協定
【概要】
・令和 2 年 1 月 1 日には日米貿易協定が発効しました。本協定は、世界の GDP の約 3 割を占める日米の貿易を
より強力で安定的なものにする意義があります。工業品については、日本企業の輸出関心が高く貿易量も多い
品目を中心に早期の関税撤廃・削減が実現しました。また、農産品については、我が国の輸出関心が高い品目
について、関税撤廃・削減など、アクセス機会が大幅に改善しました。

④ 地域的な包括的経済連携（RCEP）協定
【概要】
・地域的な包括的経済連携（RCEP）協定（※）が、令和 4 年 1 月 1 日に、日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、
シンガポール、タイ、ベトナム、豪州、中国、ニュージーランドについて発効しました。また、同年 2 月 1 日
に韓国についても発効し、同 3 月 18 日にマレーシアについても発効することが決定しています。本協定の発
効により、日本と初めて経済連携協定を結ぶ中国・韓国への輸出関税の多くが撤廃されるほか、原産地規則の
統一による事務コストの低減が期待されます。
（※）ASEAN10 カ国（ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タ
イ、ベトナム）
、豪州、中国、インド、日本、韓国、ニュージーランドで交渉を開始し、インドを除く１５ヶ国で署名。
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⑤ 専門家によるアドバイス
【概要】
・日本は、既に 24 の国・地域との間で 20 の EPA 等（※）を発効済です。EPA 等の活用により、輸出先の国で関
税が撤廃・削減されるなどの効果があります。また、ほとんどの EPA 等では、その国でトラブルに直面した場
合に、政府レベルで調整する仕組みがあります。このような EPA 等の活用方法について専門家がアドバイス
します。
（※）シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN 全体、フィリピン、スイス､ベトナ
ム、インド、ペルー、豪州、モンゴル、TPP11、EU、米国、英国、RCEP

① ～ ⑤に関して
【概要】
・RCEP、TPP11、日 EU・EPA 等に係るセミナーを全国各地で約 250 回開催。JETRO の EPA 相談窓口や、
「新
輸出大国コンソーシアム」
（※）の取組等を通じ、EPA 等の問合せや海外展開の相談に対応しました（平成 31
年 4 月～令和 4 年 1 月）
。
（※）EPA 相談窓口等の相談件数：約 13,500 件（令和 3 年 9 月）
、
「新輸出大国コンソーシアム」の支援対象企業：9,069 社が登
録（令和 3 年 4 月 12 時点）
。

・日本から発効済 EPA の相手国へ輸出を行う企業のうち、1 カ国以上で EPA を利活用している企業の比率は
48.6％。他方、
「検討中」とした企業の比率も、13.3%です（令和 3 年 1 月現在）
。
【今後の予定】
・輸出先国の貿易データの入手・分析や JETRO によるアンケート調査等を通じた、より正確な EPA 利活用の実
態把握に引き続き取り組みます。
・その結果も踏まえつつ、RCEP や TPP11 等の活用促進のため、事業者への情報提供や相談窓口を充実、引き
続き企業の活用支援を強化します。
・具体的には、中堅企業等に対する e ラーニングを提供するほか、解説書等の作成と配布、業種別を含むセミナ
ー等を実施します。
・また、EPA 相談窓口や「新輸出大国コンソーシアム」の取組等を通じ、引き続き EPA 等の問い合わせや海外
展開の相談に対応します。
・さらに、EPA の利便性を高めるため、原産地証明書等のデジタル化を含む貿易にかかるビジネス環境の整備に
取り組みます。
（※）新輸出大国コンソーシアムとは、海外展開を図る中堅・中小企業等に対して、事業計画の策定から商談成立までの段階に応
じた専門家による支援を行う枠組みです。

【問い合わせ先】
（EPA 利活用のための相談について）
JETRO EPA 相談窓口 本部（東京）TEL：03-3582-4943 大阪本部 TEL：06-4705-8606
※最寄りの JETRO までご相談いただくことも可能です。
JETRO 国内事務所一覧 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html
ウェブによる問い合わせ：https://www.jetro.go.jp/services/advice/
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（新輸出大国コンソーシアムについて）
JETRO 海外展開支援課 「新輸出大国コンソーシアム」事務局 TEL：03-3582-8333
※最寄りの JETRO までご相談いただくことも可能です。
JETRO 国内事務所一覧 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html
（EPA の交渉、協定全般について）
外務省 経済局 経済連携課 TEL：03-5501-8341
経済産業省 通商政策局 経済連携課 TEL：03-3501-1595 e-mail：epa-soudan@meti.go.jp
問い合わせ内容毎の窓口一覧 http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/epa/contact/

10．オンライン商談や EC 販売、海外企業との協業等をお考えの方に
① オンライン等を通じた輸出支援（ジャパンモール事業、BtoB 通年型オンライン展示会、ジャパ
ンストリート、ジャパンストア事業）
【概要】
・JETRO が海外の主要 EC サイトに「ジャパンモール」を設置し、日本の商品の販売促進を行います。海外 EC
事業者が継続的な販売が見込まれる商品をリストアップし、このリストに応じて応募した日本のメーカー等の
商品を EC 事業者等が選定して買取り・販売します。商品の発送等の商流や EC サイト上の PR などについて
JETRO がサポートします。
・令和 2 年度からは JETRO が、中堅・中小企業等の海外有力バイヤーとのマッチングを目的に、複数の BtoB の
通年型オンライン展示会への出展支援や、海外 EC 事業者を含む、JETRO が招待した海外バイヤー向けオン
ラインカタログサイト「ジャパンストリート」の運営を通じて、商談等支援を実施しています。
・また、令和 3 年度からは Amazon と連携し、自ら越境 EC での販売を目指す中堅・中小企業を支援する「ジャ
パンストア」事業も展開しています。JETRO は Amazon と連携し、各企業に対し Amazon への出品を支援す
るほか、米国 Amazon 内に「ジャパンストア」を開設し、販売促進を行います。
【今後の予定】
・引き続き海外 EC サイトでの販売やオンラインでの海外バイヤーとの商談等、デジタルを活用した支援を実施
します。
【問い合わせ先】
JETRO デジタルマーケティング部
EC ビジネス課（ジャパンモール事業、ジャパンストア事業） 03－3582-5227
プラットフォームビジネス課（BtoB 通年型オンライン展示会、ジャパンストリート）03-3582-4686
※最寄りの JETRO までご相談いただくことも可能です。
JETRO 国内事務所一覧 https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html
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② J-Bridge によるビジネスマッチング
【概要】
・JETRO のビジネスマッチングプラットフォーム「Japan Innovation Bridge（J-Bridge）
」を通じて、日本企業と
の協業に関心のある海外企業との出会いや出資の機会を提供し、海外での市場開拓や海外企業との連携による
技術力・サービス向上等を目指す企業を支援します。
【今後の予定】
・引き続き、内外企業のマッチング機会を提供するとともに、専門家によるビジネス戦略策定支援や提携先発掘
支援など、より充実した支援を提供します。ウェビナーやピッチイベントも複数回実施します。
【問い合わせ先】
日本貿易振興機構 DX 推進チーム TEL：03-3582-5644 e-mail：DXPT@jetro.go.jp

③ 中堅・中小建設業海外展開推進協議会（JASMOC）等を通じた海外進出支援
【概要】
・中堅・中小建設企業や政府関係機関・金融機関等からなる中堅・中小建設業海外展開推進協議会（JASMOC）
等を通じ、海外進出に必要な情報・課題の共有を行うとともに、現地企業とのビジネスマッチング、現地人材
を採用するための就職説明会の機会等を提供し、中堅・中小建設企業等の海外進出を支援します。
【今後の予定】
・海外進出に関する情報共有のためのセミナーや、海外進出に向けた事業計画の策定支援を予定しています。ま
た、新型コロナウイルスの状況にも留意しつつ、海外訪問団の派遣（現地視察・ビジネスマッチング・ジョブ
マッチングの実施）を検討しています。
【問い合わせ先】
国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課 TEL：03-5253-8280

11．各種支援をお探しの方に
①「ミラサポ plus」による一元的な補助金等検索サービス
【概要】
・中小企業支援施策（制度）を「知ってもらう」
「使ってもらう」ことを目指し、制度をわかりやすく検索できる
機能や、各制度の説明や申請方法をご案内しています。また、申請方法や経営相談についても、サポートが可
能な支援者・支援機関のご紹介や検索機能を設けています。
【今後の予定】
・制度ナビに追加する施策を増やすともに、常に最新の施策が検索できるようメンテナンスを行います。
【問い合わせ先】
中小企業庁 広報相談室 TEL：03-3501-1709
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