
令和元年度補正
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

近畿経済産業局
地域経済部 産業技術課

令和２年２月



注 意 事 項

令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促
進事業、および令和２年度ものづくり・商業・サービス高度連
携促進事業は、現在公募期間前であり公募要領が公表され
ておりません。本資料は、現段階で公表されている情報に基
づき作成しております。

申請を検討される際には、公募開始後に公表される公募
要領を十分にご確認頂きますようお願いします。
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ものづくり補助金について

 中小企業の革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善等を行うための
設備投資等を支援することで、中小企業・小規模事業者の生産性向上を図り、我が
国経済の発展に資する目的で、平成24年度補正より実施。

 平成31（令和元）年度からは、当初予算での措置を実施。（令和2年度も実施予
定）

H24補正 H25補正 H26補正 H27補正 H28補正 H29補正 H30補正 H31当初

予算額 1,007億円 1,400億円 1,020億円 1,021億円 763.4億円 1,000億円 800億円 50億円
申請件数 23,971件 36,917件 30,478件 26,629件 15,547件 23,630者 20,803者 436者
採択件数 10,516件 14,431件 13,134件 7,948件 6,157件 11,989者 9,531者 301者

予算額と件数
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①事業承継･再編・創業等による新陳代謝の促進 【R1補正 64億円／R2当初 148億円】

②生産性向上・デジタル化 【R1補正 3,610億円／R2当初 311億円】

③地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大 【R1補正 18億円／R2当初 261億円】

⑤災害からの復旧・復興、強靱化 【R1補正 375億円】④経営の下支え、事業環境の整備

 中小企業の今後相次ぐ制度変更（働き方改革、社会保険適用拡大、賃上げ
インボイス導入等）への対応のため、生産性向上を継続的に支援。「ものづくり
補助金」「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」を一体運用。

 専門家による、生産性向上に課題を抱える業種の特性に応じた相談対応。
 中小企業の現場へのAI導入を支援する人材の育成・普及。

 事業承継を契機とした生産性向上（ベンチャー型事業承継・第二創業）、経
営資源引継ぎ型の創業、事業承継時の一部廃業も支援。

 経営者保証の解除促進に向けた専門家支援。事業承継時に経営者保証を
不要とする新たな信用保証メニューの創設、専門家の確認を受けた場合に保証
料を最大ゼロ（管理費の一部を除く）と大幅軽減。

 事業引継ぎ支援センターにおけるマッチング支援により第三者承継を後押し。

 地域経済を牽引する企業等を重点的に支援し、 イノベーションによる新事業展
開（地域未来投資）を促進。

 訪日客目線でのコンテンツ開発、商店街等のデータ活用等によるインバウンド需
要の取込強化。

 大企業の中堅人材等による地方での起業や中小企業への就職等を後押し。
 地域・社会課題を解決するビジネスモデルや地域における創業を支援。
 海外販路開拓等に向けた商品・サービス開発やブランディング等の支援。

中小企業生産性革命推進事業（中小機構運営費交付金） 【3,600億円＜R1補正＞】

地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業 【5億円（新規）】

中小企業・小規模事業者の生産性向上支援体制強化 等 【52億円＜R1補正、R2当初
＞】

大企業人材等の地方での活躍促進事業 【5億円＜R1補正＞ 】

事業承継・世代交代集中支援事業 【51億円＜R1補正＞】

中小企業信用補完制度関連補助・出資事業 【73億円(59億円)】当初

補正
当初

当初

事業承継時の経営者保証解除に向けた専門家による支援 【13億円＜R1補正＞】

インバウンド需要拡大推進事業 【5億円＜R1補正＞】

当初 AI人材連携による中小企業課題解決促進事業 【6億円（新規）】

JAPANブランド育成支援等事業 【10億円（新規）】当初

「令和元年度補正予算案」及び「令和２年度当初予算案」について（地域・中小企業・小規模事業者関係）

 中小企業・小規模事業者は、「経営者の高齢化」、「人手不足」、「人口減少」という構造変化に直面。加えて、働き方改革、社会保険適用拡大、賃上げ、インボイス導入
などの相次ぐ制度変更に対応する必要。

 ①「事業承継・再編・創業等による新陳代謝の促進」、②「生産性向上・デジタル化」、
③「地域の稼ぐ力の強化・インバウンドの拡大」、④「経営の下支え、事業環境の整備」に
重点的に取り組む。さらに、⑤「災害からの復旧・復興、強靱化」に切れ目なく支援。

基本的な課題認識と対応の方向性

中小企業対策費 30当初
（29補正）

31当初
（30補正）

R2当初
（R1補正）

経産省計上 1,110億円
（1,976億円）

1,117億円
（2,634億円）

1,111億円
（4,067億円）

・各都道府県に設置した「事業承継ネットワーク」による事業承継診断等の掘り起こしを実施。また、事業承継を契機とした設備投資・
販路拡大支援（新事業に転換する場合は補助増額）や中小企業が外部人材を後継者とする場合の有効な教育方法の調査を行う。

・事業承継時に経営者保証の解除を目指す中小企業に対し、経営者保証ガイドラインの充足状況の確認や金融機関との交渉を支援。

・信用補完制度を通じた円滑な資金供給支援等。また、事業承継時に経営者保証を不要とするメニューの新設及びその保証料を軽減。

・中小企業等の生産性向上に資する、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資や小規模事業者の
販路開拓の取組、中小企業等のITの導入などを支援。中小機構の業務として継続的な支援を実施。

・地域・社会課題を広域的に束ねて解決する実証事業を支援すること等により、企業の創業・成長を通じた地域と企業の共生を促進する。

・大企業の中堅人材等を対象に地方でのビジネス等に必要なスキルの向上等を支援。地域企業に有効な人材確保手法の調査等を実施。

・中小企業等と外国人専門家が連携し、外国人観光客に刺さる商品・サービス開発や店舗データ分析等による効果的な商品・サービス
の提供を支援。

・海外販路開拓等のための新商品・サービス開発等の取組や、支援事業者等による海外向けＥＣサイトやクラウドファンディングの活用支援。

・AIに関する専門的知見をもった人材の育成及び中小企業とのマッチングを支援し、データ分析等を活用した経営課題解決を普及促進。

※灰色網がけ欄は対応する主な措置の例示したもの。

中小企業再生支援・事業引継ぎ支援事業 【75億円(70億円)】当初

・後継者不在の中小企業に対するマッチング支援をワンストップで行う。また、経営資源引継ぎ型の創業も後押し。

中小企業取引対策事業 【10億円（10億円）】

当初 商店街活性化・観光消費創出事業（臨時・特別の措置） 【30億円（50億円）】 等

当初

当初

消費税転嫁状況監視・検査体制強化事業 【31億円（33億円）】
当初

小規模事業対策推進等事業 【59億円（50億円）】当初

日本公庫による政策金融（マル経融資含む） 【205億円（207億円）】 グループ補助金 【190億円＜R1補正＞】

当初 中小企業強靱化対策 【独立行政法人中小企業基盤整備機構運営費交付金の内数】

地域企業再建支援事業（自治体連携型補助金） 【41億円＜R1補正＞】
被災小規模事業者再建事業（持続化補助金） 【58億円＜R1補正＞ 】
資金繰り支援（政策金融・信用保証） 【86億円＜R1補正＞】

補正

補正

補正

補正

補正

補正

補正

補正

補正

当初 地域未来投資促進事業 【143億円（159億円）】

・各都道府県に設置したよろず支援拠点の専門家等による経営相談。働き方改革をはじめとする制度変更に対応するための体制も強化。

当初 ものづくり補助金【10億円（50億円）】、 共創型サービスIT連携支援事業 【5億円（新
規）】地方公共団体による小規模事業者支援進事業 【12億円（10億円）】

・地域でのイノベーション創出に向けた支援体制を強化するとともに、ものづくり技術・サービスモデルの開発等を支援する。



中小企業生産性革命推進事業
令和元年度補正予算案額 3,600億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

事業イメージ
事業目的・概要
中小企業は、人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の
適用拡大、賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり相次ぐ制度変更に
対応することが必要です。

 このため、中小企業基盤整備機構が複数年にわたって中小企業の生産性向
上を継続的に支援する「生産性革命推進事業（仮称）」を創設し、中小企
業の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、IT
導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施します。

当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。なお、積極的な賃上
げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者は優先的に支援します。

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後３年以内
に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が９％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が4.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、販路開拓及び生産性向上を支
援し、販路開拓につながった事業の割合を80%とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後３年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の９％以上向上を目指します。

中小
企業等

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3501-3922

（使い勝手向上のポイント）
• 通年で公募し、複数の締め切りを設けて審査・採択を行うことで、予見可能性を高め、十
分な準備の上、都合のよいタイミングで申請・事業実施することが可能になります。

• 補助金申請システム・Jグランツによる電子申請受付を開始します。
• 過去３年以内に同じ補助金を受給している事業者には、審査にて減点措置を講じることで、
初めて補助金申請される方でも採択されやすくなります。

民間
団体等

定額
補助

補助
(1/2等)

※事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低賃金＋
30円以上」を満たすこと等を申請要件とします。（持続化補助金及びIT導入補助金の一部事業者は加点要件）

※要件が未達の事業者に対して、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合や、付加価値額が向上せず賃上げ
が困難な場合を除き、補助金額の一部返還を求めます。

【基幹業務①】補助事業の一体的かつ機動的運用

①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）
（補助額：100万～1,000万円、補助率:中小1/2 小規模2/3）

中小企業等が行う、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。

②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助額：～50万円、補助率:2/3 ）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支
援します。
③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円、補助率1/2）
中小企業等が行う、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。

【基幹業務②】先進事例や支援策の周知・広報
生産性向上に関する中小企業の先進事例を収集し、上記以外の支援
策とともに、ホームページ等で幅広く情報発信します。

【基幹業務③】相談対応・ハンズオン支援
制度対応にかかる相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内外の事
業拡大等にかかる専門家支援やIT化促進支援を提供します。
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ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業費
令和2年度予算案額 10.1億円（50.0億円）

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

地域経済産業グループ
地域企業高度化推進課
03-3501-0645

(1)中小企業等
国

(2)幹事企業等

高度化を図る。

事業イメージ

１．企業間連携型
（補助上限額：2,000万円／者、 補助率 中小 1/2 小規模2/3）
複数の中小企業等が連携して行う、以下のプロジェクトを最大２年間支援し
ます。（連携体は５者まで。）
①事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の
創造や生産性の向上を図るプロジェクト
②地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けて連
携して新しい事業を行い、地域経済への波及効果をもたらすプロジェクト
＜想定される取組例＞
• 複数のクリーニング店が、24時間365日の店舗併設型受付ボックスの設置・自動
引取システムの構築を共同で実施。顧客データの共有・分析により、無人化への
シフト、顧客引っ越し時の顧客維持や営業力強化等を図る。

• 「地域の特産品を売りとした新しい観光コース創設」をテーマに地域経済牽引事業
計画の認定を受けた事業者グループが、共同で新商品開発と製造推進を図る。

２．サプライチェーン効率化型
（補助上限額：１,000万円／者、 補助率 中小 1/2 小規模2/3）
幹事企業・団体等（大企業含む）が主導し、中小企業等が共通システムを
面的に導入し、データ共有・活用によってサプライチェーン全体を効率化する取
組等を支援します。（連携体は１０者まで。）
※幹事企業が大企業の場合は、補助金支給の対象外。
※企業間連携型は、参画企業全ての事業計画の策定が必要である一方、サプライチェーン型
は、幹事企業が代表して事業計画を策定することが可能。

＜想定される取組例＞
完成品メーカーが、サプライチェーン業務共通利用プラットフォームを提供し、取引先中
小企業等に導入。サプライチェーン全体で情報共有・可視化することで、業務効率化・

共通利用プラットフォーム
・受発注情報 ・設計図面 ・納期、工程管理
・在庫情報 ・品質トレーサビリティ 等

民間団体等

事業の内容
事業目的・概要
中小企業等が行う、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する、いわゆる「ものづくり補助金」を
当初予算化し、複数の事業者が連携する、波及効果の大きい取組を
重点的にします。

 「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済の足腰を支える中小
企業・小規模事業者にも広く普及させるべく、事業者間でデータを共
有・活用することで生産性を高める高度なプロジェクトを支援します。

 また、地域経済を牽引する事業がもたらす地域経済への波及効果をよ
り高めるため、地域経済牽引事業計画の承認を受け、連携して事業を
行う中小企業・小規模事業者等による設備投資等を支援します。

加えて、幹事企業が主導し、中小企業・小規模事業者等を束ねて面
的に生産性向上を推進する取組を支援します。

当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。なお、積極的な
賃上げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者は優先的に支援し
ます。

※事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均1.5%以上向上」、「事業場内最低賃金が地域別最低
賃金＋30円以上」を満たすこと等を申請要件とします。

※要件が未達の事業者に対して、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合や、付加価値額が向上せず
賃上げが困難な場合を除き、補助金額の一部返還を求めます。

成果目標
事業終了後３年以内に以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が９％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が4.5％以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均
1.5％以上向上の目標を達成している事業者割合65％以上

定額補助 補助(原則1/2)

令和2年度当初予算事業
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補助対象者（参考：平成30年度補正予算事業の場合）

資本金 従業員
（常勤）

製造業、建設業、運輸業 3億円 300人

卸売業 １億円 100人

サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除
く）

5,000万円 100人

小売業 5,000万円 50人

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製
造業並びに工業用ベルト製造業を除く）

3億円 900人

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人

旅館業 5,000万円 200人

その他の業種（上記以外） 3億円 300人

 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人に限ります。

（中小企業の定義）（抜粋）

いずれか一方が上記以下の場合が対象

※組合関連は、法律ごとに対象者が異なる
※「みなし大企業」は対象外
※財団法人・社団法人（一般、公益）、医療法人、社会福祉法人は対象外
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※ 令和元年度補正予算事業、令和2年度当初予算事業では、制度が変更される可能性があります。
正式な情報は必ず公募要領でご確認ください。



補助対象経費（参考：平成30年度補正予算事業の場合）

対象経費区分 留意事項
※補助金交付申請額は、

各科目の補助対象経費に補助率を乗じた額
一般型

機械装置費 機械装置等（専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具、器具及び専用ソフト
ウエア）の購入、製作、借用、改良又は据付けに要する経費 単価50万円以上（税抜き）の計上必須

技術導入費 本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する
経費

補助対象経費総額の
1/3まで

○

専門家経費 本事業遂行のために必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる経費 ○

運搬費 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 ○

クラウド利用費 クラウドコンピューティングの利用に関する経費 ○

【平成３０年度補正ものづくり補助金（一般型）における補助対象経費】
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※ 令和元年度補正予算事業、令和2年度当初予算事業では、制度が変更される可能性があります。
正式な情報は必ず公募要領でご確認ください。



問合せ先
施策の概要に関するお問合せは、

全国事務局

（現在公募中です）

各地域事務局（近畿管内）
（全国事務局決定後に確定します）

近畿経済産業局
［ものづくり］ 産業技術課 06-6966-6017
［商 業］ 流通・サービス産業課 06-6966-6025
［サービス］ サービス産業室 06-6966-6053
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