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事業名 概要 主な対象者 募集予定時期 所管 問い合わせ先

小規模事業者持続化補助金（令和
４年度第２次補正予算）
＜補助金＞

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
するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することによ
り、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展
を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営
計画に基づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効
率化（生産性向上）の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補
助するものです。
〇補助上限
①インボイス転換事業者
［通常枠］１００万円［賃金引上げ枠］２５０万円［卒業枠］２５０万円
［後継者支援枠］２５０万円［創業枠］２５０万円
②上記以外の事業者
［通常枠］５０万円［賃金引上げ枠］２００万円［卒業枠］２００万円
［後継者支援枠］２００万円［創業枠］２００万円
〇補 助 率：２／３（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については３／４）

小規模事業者 未定 中小企業庁
商工振興課
髙垣主査
073-441-2742

IT導入補助金
＜補助金＞

中小企業・小規模事業者等がITツール（ソフトウエア、サービス等）を導
入する経費の一部を補助します。
中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申
請手続等について、ITベンダー、専門家等の支援を得ることで、目的の着
実な達成を推進します。

中小企業者

【通常枠(A・B類型)】
9次締切（最終）

　　　　 ：12月22日
【デジタル化基盤導入枠
(デジタル化基盤導入類型)】
17次締切：12月22日
18次締切：  1月19日

19次締切（最終）
　　　　 ：  2月16日

【デジタル化基盤導入枠
(複数社連携IT導入類型)】

4次締切（最終）
　　　 ：募集終了

【セキュリティ対策推進枠】

5次締切：12月22日
6次締切：  1月19日

7次締切（最終）
　　　  ：  2月16日
【R4第2次補正予算】

未定

中小企業庁
商工振興課
石坂副主査
073-441-2740
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※国の主な補正事業について情報提供させていただきます。
　今後、詳細な情報が公表され次第、順次更新していきます。
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事業名 概要 主な対象者 募集予定時期 所管 問い合わせ先

ものづくり・商業・サービス生産
性向上促進補助金
＜補助金＞

①一般型：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中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を
補助します。
＜補助率・限度額＞
 [通常枠] １／２、小規模 ２／３、750万円～1,250万円
 [回復型賃上げ・雇用拡大枠]２／３、750万円～1,250万円
 [デジタル枠] ２／３、750万円～1,250万円
 [グリーン枠] ２／３、1,000万円～2,000万円
※従業員規模により限度額が異なります。
②グローバル展開型：海外事業の拡大・強化等を目的とした設備投資等の
場合（補助率中小1／2、小規模2／3、限度額3,000万円）

中小企業者

13次締切
～令和４年12月22日

【R4第2次補正予算】
未定

中小企業庁
産業技術政策課
西山主査
073-441-2355

事業承継・引継ぎ補助金
＜補助金＞

事業承継を契機として、経営革新や事業転換等に取り組む中小企業に対し
て、設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費を支援します。

中小企業者

【R3補正予算】
4次募集：12月下旬～

令和5年2月上旬

【R4当初予算】
募集終了

【R4第2次補正予算】
未定

中小企業庁
商工振興課
城下主事
073-441-2742

事業再構築補助金
＜補助金＞

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。

中小企業者等

第8回公募
令和4年10月3日～
令和5年1月13日

第9回公募
令和5年1月中下旬予定～
令和5年3月中下旬予定

※第8回公募の採択発表
は第9回公募の応募締切
後予定であり、第8回で
申請する場合、第9回

公募での申請不可

中小企業庁
商工観光労働総務課
森主事
073-441-2725

先進的省エネルギー投資促進支援
事業
＜補助金＞

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新
等を以下の取組を通じて支援します。
支援メニューは、
(A)先進事業(B)オーダーメイド型事業(C)指定設備導入事業(D)エネマネ事業
の４タイプです。

中小企業者等

(C)指定設備導入事業のう
ち、

産業用ヒートポンプのみ
2次募集：

令和4年7月19日（火）
～令和4年12月16日

（金）
（予算に達した時点で締

め切り）

【R4第2次補正予算】
未定

資源エネルギー庁
産業技術政策課
梶本主査
073-441-2373

事業環境変化対応型支援（デジタ
ル化診断）事業

デジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」の運用を通じて、デジタル化
による事業環境変化に伴う経営課題の解決を目指す中小企業・小規模事業
者と、当該事業者の取組を支援する各種機関双方へ支援します。

中小企業者 随時 中小企業庁
企業振興課
矢野副主査
073-441-2760
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事業名 概要 主な対象者 募集予定時期 所管 問い合わせ先

中小企業等に向けた省エネルギー
診断拡充事業

エネルギー価格高騰等の影響を受ける中小企業等の工事・ビル等のエネル
ギー管理状況の診断を実施し、運用改善や設備投資等の提案に係る経費及
び専門人材育成に係る経費を支援します。

中小企業者 未定
資源エネル

ギー庁

産業技術政策課
梶本主査
073-441-2373

地域の中核大学等のインキュベー
ション・産学融合拠点の整備

大学等や民間企業におけるインキュベーション・産学融合拠点の整備を支
援します。
1. 地域の中核大学等におけるインキュベーション産学融合拠点の整備
2. 民間企業におけるインキュベーション拠点の整備

大学、民間企業等 未定 産業技術環境局
産業技術政策課
山田副主査
073－441-2355

バイオものづくり革命推進事業
バイオものづくりにおける原料の多様化・製品利用のための社会実装を進
めるための補助を行います。

未定 未定 商務情報政策局
産業技術政策課
西山主査
073-441-2355

資源自律に向けた資源循環システ
ム強靭化実証事業

電気電子製品やバッテリー等を構成する金属類（レアメタル・レアアース
等）、自動車、包装、プラスチック、繊維について、自律型資源循環シス
テムを構築するために必要となる資源循環のための技術開発や実証にかか
る設備投資等の支援を実施します。

中小企業者等 未定 産業技術環境局
産業技術政策課
梶本主査
073-441-2373

ワクチン生産体制強化のためのバ
イオ医薬品製造拠点等整備事業

ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づき、ワクチン製造に不可欠な製剤
化・充填設備や、医薬品製造に必要な部素材等の製造設備への支援を行い
ます。

中小企業者等 未定 商務情報政策局
産業技術政策課
西山主査
073-441-2355

創薬ベンチャーエコシステム強化
事業

創薬に特化したハンズオン支援による事業化のサポートを行う機能を有す
るものとして国等の認定を受けたベンチャーキャピタルによる一定以上の
出資を要件として、創薬ベンチャーが実施する、前臨床、治験第1相、第2
相期の実用化開発等を支援します。

中小企業者等 未定 商務情報政策局
産業技術政策課
西山主査
073-441-2355

グリーンイノベーション基金事業

2050年カーボンニュートラルに向けて、政策効果が大きく、長期間の継
続支援が必要な領域において、意欲的な2030年目標を設定した上で、こ
れに経営課題として取り組む企業等に対して、最大10年間、研究開発・実
証から社会実装までを継続して支援します。

中小企業者等 未定 産業技術環境局
産業技術政策課
梶本主査
073-441-2373

若手研究者によるスタートアップ
課題解決支援事業

（１）研究開発型スタートアップ等のニーズに対して、自身の研究力を生
かして職的な共同研究の実施を希望する若手研究者に研究費を支援しま
す。
（２）スタートアップのニーズと若手研究者のマッチングを行うととも
に、必要なアドバイスやハンズオン支援を実施します。

大学、民間企業等 未定 産業技術環境局
産業技術政策課
山田副主査
073－441-2355

需要家主導型太陽光発電及び再エ
ネ電源併設型蓄電池導入支援事業
費補助金

地域共生を前提に、需要家が小売電気事業者及び発電事業者と一体となっ
て取り組む太陽光発電の導入や再生可能エネルギー設備への蓄電池の併設
を支援します。
（１）需要家主導型太陽光発電導入支援
（２）再エネ電源併設型蓄電池導入支援

中小企業者等 未定
資源エネルギー庁

産業技術政策課
梶本主査
073-441-2373

新規輸出１万者支援プログラム

経済産業省、中小企業庁、ジェトロ及び中小機構が一体となり、全国の商
工会・商工会議所等とも協力しながら、①新たに輸出に挑戦する事業者の
掘り起こし、②専門家による事前の輸出診断、③輸出用の商品開発や売込
みにかかる費用への補助、④輸出商社とのマッチングやECサイト出展への
支援、などを一気通貫で実施します。

中小企業者等 随時
（独）

日本貿易振興機
構（ジェトロ）

ジェトロ和歌山
073-425-7300
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