経

様々な経営課題を解決して欲しい

営
支

1

よろず支援拠点事業

援

中小企業の皆様が抱える様々な課題について、それぞれ専門分野の異なるコーディネーター
が相談に応じています。

金

●山形県よろず支援拠点では、次のような経営上の悩みを解決することが
できます。相談は何回でも無料です。

融
税制／事業承継
相談／情報提供

・費用をかけないで売上げや来店客を増やしたい。
・ネットショップを開設したり、集客のできるＨＰを立ち上げたい。
・広告、宣伝を安く、有効に行いたい。事業にＳＮＳを活用したい。
・補助金の話が聞きたい。新商品の販売先を探したい。
・借入金の条件を金融機関と相談したい、あるいは経営改善をはかりたい。
・新しい店舗を開きたい、あるいは創業したい。
・生産工程を改善して生産性を上げることで原価低減をはかりたい。
・新しい商品や技術の開発をするために大学や専門家を紹介して欲しい。
・受注の拡大をはかりたい、あるいは海外展開をしたい。
・事業の承継をしたい。人材の不足を解消したい。
・売れる商品パッケージデザインにしたい。
・商標登録、意匠、特許の相談をしたい。
などなど・・・・・

●ご利用の流れ
経営者の方々と一緒になって課題を考え、解決に導くお手伝いをします！

申込み
HPフォームに入力
又は
相談申込書をFAX

相談

課題把握

提案

各窓口・オンラインで
お話を伺います

解決すべき課題を
見つけます

具体的な解決策を
ご提案します

※山形県よろず支援拠点のＨＰ（https://yorozu-yamagata.com/）
担当コーディネーター等の方から、相談日程調整の連絡をいたします。
お問い合わせ先
総合窓口 山形県産業創造支援センター２Ｆ
ＴＥＬ．０２３-６４７-０７０８ ＦＡＸ．０２３-６４３-２８８２
庄内窓口 公益財団法人庄内地域産業振興センター内
ＴＥＬ．０２３５‐２３-２２００ ＦＡＸ．０２３５-２３-３６１５
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経

様々な支援制度を紹介して欲しい

営

地域コーディネーター設置事業

金

●対象となる方
県内の中小企業者、小規模事業者
補助金等の支援制度を知りたい方、経営上の課題を抱えている方は、お近くの総合支庁に設け
ている身近な相談窓口にご相談ください。地域コーディネーターが、総合支庁職員と連携し、課
題やニーズにきめ細かく対応します。

佐藤 哲
半導体製造に係る技術部門、製造部門に長年従事。製造現場の生産性改善と業務内製化にも携
わる。電気・電子・機械等のものづくり分野を得意とする。製造業ＯＢ。

高橋 政幸
技術相談を通じて研究シーズとのマッチング、共同研究等契約の調整及びプロジェクトを推進、創
業、新分野進出、経営革新等、中小企業の課題解決や新たな取組みを支援。製造業ＯＢ。

最
上 梅津 茂裕
自動車関連製品の技術開発・生産技術・品質保証に関わる業務および新規事業開発・立ち上げに
従事。役員として会社全体の管理業務の経験も有している。電気・電子・機械等のものづくり分野を
得意とする。製造業ＯＢ。

島津 淳
半導体製造、電子機器製造現場に長年従事。その間、品質管理、環境管理、製造現場の生産革新
等ものづくり分野を得意とする。最近では経営革新計画、経営力向上計画、事業継続力強化計画、
事業再構築も多く手掛けている。製造業OB。

置
賜 伊藤 豊幸
半導体製造工場において設計、製造、品質保証及び生産技術部門の業務経験と共に生産革新活
動導入の実績あり。またシニアインストラクターとして地域企業のものづくり経営改善活動支援の経
験も有する。製造業ＯＢ。

佐藤 研二
技術開発・生産技術・海外工場支援・見える化・コストダウンに関わる業務に長年従事。開発から製
庄 造まで幅広い知識を有し、電気・電子・機械装置等のものづくり分野を得意とする。製造業ＯＢ。
内 齋藤 泰信
電子部品、機械装置の技術、ビジネスプラン作成に長年従事。電気・電子・機械等のものづくりを
得意とする。製造業ＯＢ。

【 村 山 地 区】
山形県村山総合支庁 産業経済部 地域産業経済課内
ＴＥＬ．０２３-６２１-８４３９ ＦＡＸ．０２３-６２１-８４３７

【 最 上 地 区】
山形県最上総合支庁 産業経済部 地域産業経済課内
ＴＥＬ．０２３３-２９-１０６２ ＦＡＸ．０２３３-２３-２６２８

【 置 賜 地 区】
山形県置賜総合支庁 産業経済部 地域産業経済課内
ＴＥＬ．０２３８-２６-６０９７ ＦＡＸ．０２３８-２６-６０４７

【 庄 内 地 区】
山形県庄内総合支庁 産業経済部 地域産業経済課内
ＴＥＬ．０２３５-６６-５４９４ ＦＡＸ．０２３５-６６-４９５３
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相談／情報提供

村
山 伊藤 弘昭
自動車部品製造に長年従事。新規受注開拓・現場改善にも携わる。役員として経営戦略の立案・
執行の経験あり。機械加工等のものづくり分野を得意とする。製造業ＯＢ。

税制／事業承継

●地域コーディネーター

融

●支援の内容

お問い合わせ先

援

県内４地域に配置した地域コーディネーターが巡回訪問し、補助金等のご相談に応じます。

支

2

経

経営全般について助言を受けたい

営
支

3

商工会・商工会議所経営指導員による助言

援

商工業者の経営の改善、向上を促進するため、経営指導員が経営相談、経営指導等を行
います。

金

●対象となる方
県内で事業を営む中小企業、小規模事業者、創業予定者

融

●支援の内容
税制／事業承継

金融、税務、労働、取引、経理、経営計画策定、その他経営に関して、きめ細かく相談に応じ、
下記の指導を実施します。
①経営指導員による個別指導
②研修会、講習会による集団指導

相談／情報提供

【相談料】 無 料

お問い合わせ先
最寄りの商工会・商工会議所
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
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経

経営課題を相談したい。事業計画や経営革新計画の策定に
向けて相談したい

営

経営支援アドバイザーによる支援

援

中小企業の皆様が抱える経営課題全般について、経営支援アドバイザーが相談に応じます。
また、事業者の短期・中期事業計画や経営革新計画等の策定に向けて支援します。

支

4

金

●対象となる方

融

県内の中小企業者、小規模事業者 等

●支援の内容

下記のお問い合わせ先まで、お気軽にご連絡ください。

課題の解決策を相談したい

5

専門支援コーディネーター事業

創業・創業希望者の方々が抱える課題について、専門支援コーディネーターが相談に応じま
す。

●対象となる方
創業について悩みを抱える方

●支援の内容
専門的な見地から課題（事業計画、販路確保など）を抽出し、解決策（自力改善、専門家スポット
派遣、他機関連携など）に結びつけます。
【費用】
相談に係る費用は無料です。

●ご利用の方法
専門支援コーディネーターは常勤ではないため、事前に連絡をお願いします。

お問い合わせ先
公益財団法人山形県企業振興公社
創業・経営支援部 創業・経営支援グループ
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６４ ＦＡＸ．０２３-６４７-０６６６
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相談／情報提供

●ご利用の方法

税制／事業承継

企業の相談内容に応じて、課題解決に向けた各種支援施策の活用・紹介や事業者における事
業計画の策定支援を行います。
また、これから「新しい事業活動」として、山形県知事が承認する「経営革新計画承認支援事業」
に取り組む事業者と連携して、経営革新計画申請内容のブラッシュアップに向けた支援をいたし
ます。
【費用】
相談及び事業計画内容のブラッシュアップ支援に係る費用は無料です。

経

経営革新に投資するチャンス！

営

ものづくり・商業・サービス補助金

金

●対象となる方

援

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等を支援します。

支

7

新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資及び試作開発を支援します。

融

●支援の内容
補助上限
事 業 類型

概要

一般型
（通常枠）

新製品・新サービス開発・生産プロセスの改
善に必要な設備投資及び試作開発を支援。

750万円
1,000万円
1,250万円

中小企業 1/2
小規模事業者 2/3

750万円
1,000万円
1,250万円

一律 2/3

一般型
（デジタル枠）

DXに資する革新的な製品・サービス開発や
デジタル技術を活用した生産プロセス・サー
ビス提供方法の改善による生産性向上に必
要な設備投資等を支援。

750万円
1,000万円
1,250万円

一律 2/3

一般型
（グリーン枠）

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な
1,000万円
製品・サービス開発や炭素生産性向上を伴
1,500万円
う生産プロセス・サービス提供方法の改善に
2,000万円
よる生産性向上に必要な設備投資等を支援。

一律 2/3

グローバル
展開型

海外事業（海外拠点での活動を含む）の拡
大・強化等を目的とした設備投資等の場合、
補助上限額を引上げ。

3,000万円

中小企業 1/2
小規模事業者 2/3

ビジネスモデル
構築型

中小企業30者以上のビジネスモデル構築・
事業計画策定のための面的支援プログラム
を補助。（例：面的デジタル化支援、デザイン
キャンプ、ロボット導入FS等）

１億円

大企業 1/2
それ以外 2/3
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相談／情報提供

一般型
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取
（回復型賃上げ・
り組む事業者が行う設備投資等を支援。
雇用拡大枠）

補助率

税制／事業承継

※一般型は
従業員規模に
よる

経

● 公 募 期間

営
支
援

令和4年度も通年公募で実施。10次締切後も申請受付を継続して行い、複数回の締切を設け
る予定（一般型、グローバル展開型）。なお、ビジネスモデル構築型の3次締切は5月31日まで
を予定。
（一般型、グローバル型）10次締切：令和4年5月11日（水）募集は終了しました
※11次締切以降の公募スケジュールは未定。
（ビジネスモデル構築型）３次締切：令和4年5月31日（火）17時

●補助事業実施期間
金

交付決定日から10か月以内（ただし、採択発表日から12か月後の日まで）
※事業実施期間内に事業に係る発注・納入・検収・支払等のすべての手続を完了すること。

融

●ご利用の方法
税制／事業承継

詳細につきましては、下記にお問い合わせいただくか、以下の中小企業基盤整備機構ホーム
ページ、もしくは、ものづくり補助金総合サイトをご覧ください。
中小企業基盤整備機構HP ： https://seisansei.smrj.go.jp/
ものづくり補助金総合サイトHP ： https://portal.monodukuri-hojo.jp/

相談／情報提供

お問い合わせ先
ものづくり補助金事務局サポートセンター
ＴＥＬ．０５０-８８８０-４０５３ （土日祝日を除く）
受付時間：１０：００～１２：００／１３：００～１７：００
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経

先を見据えた事業再構築の取組みを支援してほしい

営
支

山形県中小企業パワーアップ補助金
（新事業転換促進支援事業）

9

援
金

新分野展開や事業・業種転換、業態転換など、先を見据えた事業再構築に意欲を有する
地域で頑張る事業者の取組みを支援します。

●対象となる方
融
税制／事業承継
相談／情報提供

(1) 県内に事務所、事業所を有する中小企業・小規模事業者
(2) 次の①及び②を満たす事業者
① 新分野展開や事業・業種転換、業態転換など、先を見据えた事業再構築のための意欲的な
取組みであること
② 事業計画を次に掲げる支援者（事業計画策定支援者）と策定すること
・公益財団法人山形県企業振興公社
・山形県よろず支援拠点
・山形県内の商工会・商工会議所
・山形県産業技術振興機構
※ 申請前に、必ず事業計画策定支援者の支援のもと事業計画書を策定する必要があります。
※ 小規模事業者の持続的な発展を支援する観点から、小規模事業者の取組みを優先的に採択
します。

●支援の内容
【事業概要】
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、当面の需要や売上の回復が期待できない中、ポ
ストコロナに向けた県内経済の変化に対応するために、新分野展開や事業・業種転換、業態転
換など、先を見据えた事業再構築に意欲を有する地域で頑張る県内事業者の取組みに対して
補助金を交付します。
【補助内容】
① 補助率 ： ２／３以内 ※新型コロナ対策認証制度の認証取得者は３／４以内
② 補助金額 ： 10万円～100万円以内
③ 補助対象経費
建物費、機械装置・システム構築費、クラウドサービス利用費、外注費、
広告宣伝・販売促進費、研修費
【募集期間】
令和４年４月８日（金）～令和４年５月１０日（火） （※申請状況により追加募集有り）

●ご利用の方法
詳細は、山形県中小企業パワーアップ補助金（新事業転換促進支援事業）事務局（公益財団法
人山形県企業振興公社内）に掲載しております公募要領等を御確認ください。
公益財団法人山形県企業振興公社ホームページ
ＵＲＬ http://www.ynet.or.jp/power/

お問い合わせ先
山形県中小企業パワーアップ補助金（新事業転換促進支援事業）事務局
（公益財団法人山形県企業振興公社内）
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６４
山形県産業労働部 商業振興・経営支援課 企業振興担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３５４ ＦＡＸ．０２３-６３０-３２６７
20
20

【事業概要】
県内中小企業等が行う新規市場の創出や新事業展開のための研究開発の取り組みに対して、
助成金を交付します。

② 事 業 期 間 ： １年以内（交付決定日 ～ 令和５年７月末）
③助

成

率 ： １／２以内

④ 助成額（上限） ： ４００万円
⑤ 対 象 経 費 ： 謝金、旅費、物品費（機械装置・工具器具費、原材料・消耗品費、
資料購入費）、事業費（外注・委託費(※)、試験・分析費、共同研究費、
技術動向調査費、印刷製本費、通信運搬費、広報宣伝費、
会場設営運営費、翻訳料、産業財産権導入費、機器借上料）
(※)外注・委託費は助成対象経費総額の1/2以内とする。
⑥ 募 集 期 間 ： 令和４年６月１３日（月） ～ ６月１７日（金）

●ご利用の方法
詳細や公募要領は、 （公財）山形県産業技術振興機構ホームページをご確認ください。
ＵＲＬ http://www.ypoint.jp

お問い合わせ先
公益財団法人山形県産業技術振興機構
振 興 部 プロジ ェ ク ト 推 進 課
ＴＥＬ．０２３-６４７-３１６３ ＦＡＸ．０２３-６４７-３１３９
✉ info@ypoint.jp
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相談／情報提供

【助成内容】
① 助成対象事業 ： 新たな技術等の開発や地域の資源等を活用した新製品開発など、新規市場
の創出や新事業展開のため、山形県内において研究開発に取り組む事業

税制／事業承継

●支援の内容

融

県内に事務所・事業所を有する中小企業者、ＮＰＯ法人、ＬＬＰ、起業家及びこれらの者を含むグループ等

金

●対象となる方

援

「やまがた産業技術振興基金」を活用し、地域経済と雇用を支える中小企業等の活性化を
図り、自立型の産業を強化するため、県内中小企業等が取り組む技術開発・研究開発を支
援します。

支

（山形県中小企業パワーアップ補助事業）

営

やまがた産業技術振興基金による助成金

10

経

技術開発・研究開発に対して支援を受けたい

経

売上向上、販路開拓、新製品開発の支援を受けたい

営
支

11

小規模事業者持続化補助金

援
金

小規模事業者が商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿っ
て行う販路開拓等の取組（創意工夫による売り方や商品の開発、パッケージデザイン変更、
商談会参加等）や販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（プロセスの改善、ＩＴ利活
用等）に関する費用を補助します。

●対象となる方
融

日本国内に所在する小規模事業者等（単独または複数）

税制／事業承継

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）

常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

●支援の内容

相談／情報提供

（ いず れ か 1つ ）

補助
上限額

補助率

通常枠

50万円

2/3

申 請 類型

卒業枠
200万円

雇用を増加し、事業規模を拡大すること。
2/3

アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれること。
産競法に基づく「認定市区町村による特定創業支援等
事業の支援」を受けること。

創業枠
インボイス枠

経営計画を作成し､その計画に沿って販路開拓の取組
等を行うこと。
事業場内最低賃金が地域別最低賃金より＋30円以上
となること。 赤字事業者は補助率3/4に引上げ。

賃金引上げ枠

後継者支援枠

要件
（通常枠以外はすべて通常枠の取組に加えて実施）

100万円

インボイス発行事業者として新たに登録すること。

採択審査時に、政策的観点から加点（パワーアップ型加点、赤字賃上げ加点、東日本大震災加点 、
経営力向上計画加点、電子申請加点、事業承継加点、過疎地域加点等）を行います。

●申請受付期間
通年で受付を行い、受付回ごとに審査・採択を行います。
第8回受付締切：令和4年6月3日（金）
第9回受付締切：令和4年9月中旬
第10回受付締切：令和4年12月上旬
第11回受付締切：令和5年2月下旬
※予定は変更する場合があります。

●ご利用の方法
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
商工会地区の方（全国商工会連合会HP） https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
商工会議所地区の方（補助金事務局HP） https://r3.jizokukahojokin.info/

お問い合わせ先

東北経済産業局 産業部 経営支援課
ＴＥＬ．０２２-２２１-４８０６ ＦＡＸ．０２２-２１５-９４６３
最寄りの商工会・商工会議所
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
22
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経

次世代自動車関連部品へ参入したい

営
支

15 次世代自動車参入促進プロジェクト

援
金

（公財）山形県企業振興公社では、県と連携し、次世代自動車関連分野へ参入意欲のある
企業、自動車関連分野から転換を図る企業、複数企業による協業モデルを形成したい企業
等に対し、課題解決に向けた相談に応じています。

●対象となる方
融

県内に事業所のある中小企業者・小規模事業者等
（特に、自動車関連企業、自動車産業への参入を検討している企業、自動車産業からの転換を
検討している企業、複数企業による協業モデルを形成したい企業 等）

税制／事業承継

●支援の内容
次世代自動車関連分野へ参入意欲のある企業、自動車関連分野から他分野へ進出を図りたい
企業、複数企業による協業モデルを形成したい企業等に対し、担当職員等が状況をお聴きし、
課題解決に向けた支援施策の提示を行います。

相談／情報提供

【相談方法】電話・来社による相談のほか、こちらから赴いてご相談に応じます。
【支援施策の例】
１ 共同研究事業
県工業技術センターでは、企業単独で実施できない新技術開発、新製品開発について、
企業と県とが人材・技術・経費等で協力し、連携して課題の解決に当たります。共同開発
により、技術の高度化、実用化、製品化を目指します。
２ 次世代自動車研究会
県では、次世代自動車（ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料電池
車、自動運転・高度道路交通システム等の次世代モビリティ）に関する講演会・勉強会の
開催を予定しております。
３ 次世代自動車関連ターゲットサプライヤーとの取引支援
山形県企業振興公社では、ターゲットサプライヤーとの県単独商談会の開催やターゲット
サプライヤーを招聘し、県内企業を個別訪問することを計画しております。

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
公益財団法人山形県企業振興公社 創業・経営支援部
取 引 支 援 グ ル ープ
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６２ ＦＡＸ．０２３-６４７-０６６６
山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３６９ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
山形県工業技術センター 連携支援部
ＴＥＬ．０２３-６４４-３２２２ ＦＡＸ．０２３-６４４-３２２８

26
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経

新事業の開拓や新技術を開発したい

営

新事業活動促進資金

金

●ご利用いただける方

援

経営の多角化、新事業分野の開拓、新商品または新技術の開発などを図る方向けの資金
です。

支

16

１．「経営革新計画」の承認を受けた方

融

２．「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方
３．農林水産業支援サービス業を営む方であって、農商工等連携事業を行う方のうち、

４．「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方
５．「経営力向上計画」の認定を受けた方
６．「地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方（国民生活事業のみ）
７．技術・ノウハウ等に新規性がみられる方（国民生活事業のみ）
新たな取り組みを行い、2年間で4％以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
９．１～８に該当しない方で新たに第二創業（経営多角化、事業転換）を図る方、または第二創業
後おおむね５年以内の方
※「ご利用いただける方」は中小企業事業と国民生活事業で異なる場合がございます。
詳しくは以下のフリーダイヤルにお問い合わせ下さい。

●資金の使いみち
「ご利用いただける方」に該当する方が当該事業を行うために必要とする設備資金および運転資金

●融資限度額
【日本政策金融公庫（中小企業事業）】7億2,000万円（うち運転資金2億5,000万円）
【日本政策金融公庫（国民生活事業）】7,200万円（うち運転資金4,800万円）

●ご返済期間
設備資金20年以内＜うち据置期間2年以内＞
運転資金7年以内 ＜うち据置期間2年以内＞
（参考）
○国民生活事業は、個人企業や小規模企業向けの小口資金をご融資しており、ご融資額の平
均は約1,007万円です（短期の運転資金もお取り扱いしております）。
○中小企業事業は、中小企業向けの長期事業資金をご融資しており、ご融資額の平均は約1億
500万円です（短期の運転資金はお取り扱いしておりません）。

お問い合わせ先
株式会社日本政策金融公庫（日本公庫）
国民生活事業（個人企業や小規模事業者向けの小口資金）
中小企業事業（中小企業向け長期事業資金）
事業資金相談ダイヤル：0120-154-505
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
27
27

相談／情報提供

８．中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める

税制／事業承継

3年間で2％以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方

経

基盤技術や高度なサービスに関する研究開発を行いたい

営
支

17

成長型中小企業等研究開発支援事業

援
金

イノベーションによる我が国製造業及びサービス業の国際競争力の強化を目指し、中小企
業の特定ものづくり基盤技術（情報処理、精密加工、立体造形等の１2技術分野）及びIoT、
AI等の先端技術を活用した高度なサービスに関する研究開発、試作品開発及び販路開拓
への取組みについて支援します。

● 対 象と な る 方
融

・中小企業者等を中心に、研究等実施機関、事業管理機関を含む2
2者以上で構成する共同体を
基本とします。

税制／事業承継

※中小企業者等が「主たる研究等実施機関」として参画している必要があります。また、共同体
の構成員は、日本国内において事業を営み、本社を置き、かつ研究開発等を行っていることが
必要です。
この事業への応募者は、事業管理機関です。事業管理機関は、研究開発計画の運営管理、共
・こ
同体構成員相互の調整を行うとともに、補助事業者として国と総合的な連絡窓口を担い、補助事
業の遂行・経費管理における責任を有し、研究開発成果の普及等を主体的に行うものです。

相談／情報提供

●支援の内容
「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」に基づく、特定も
のづくり基盤技術及びIoT、AI等の先端技術を活用した事
事業化につながる可能性の高い研究開
発、試作品開発及び販路開拓への取組みについて、国から補助金を受けることができます。
【補助金額】
通常枠：単年度あたり4
4,500万円以下、2年度の合計で7,500万
万円以下、3年度の合計で
9,750万円以下
出資獲得枠：単年度あたり1億
億円以下、2年度の合計で2億
億円以下、3年度の合計で
億円以下
3億
【補助率】※1
(1)中小企業・小規模事業者等：補助率2／3
(2)大学・公設試等：事業管理機関の場合－定額※2
研究等実施機関の場合－共同体全体の補助金額の1／6まで定額※2
※1中小企業が受け取る補助金額が補助金総額の2/3以上である必要あり。
定額要件については公募要領を参照
※2定
【補助事業期間】
２年度又は３年度

●ご利用の方法
（１）本事業に係る事前のご相談は、東北経済産業局産業技術革新課までご連絡ください。
（２）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で、公募期間中に提案書を提出
（３）外部有識者による採択審査委員会において提案内容が審査され、採択先を決定
（４）経済産業局から補助金の交付決定後、研究開発等を実施し、終了後、成果を報告

●令和4年
年度公募期間
令和4年2月25日（金）～令和4年4月21日（木）募集は終了しました
その他、詳しい内容は公募要領又は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
東 北 経 済 産 業局 地 域 経 済 部 産 業 技 術 革新 課
ＴＥＬ．０２２-２２１-４８９７ ＦＡＸ．０２２-２６５-２３４９
28
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経

社内ＩＴ化により生産性の向上を図りたい

営
支

19

戦略的ＣＩＯ育成支援事業

援

ＩＴを活用した課題解決やＩＴ導入の検討、実際のＩＴ導入・運用などを図りたい中小企業に対
し、専門家を派遣しアドバイスを行うと共に、企業内のＣＩＯ（Chief Information Officer） 候補
者の育成を支援します。

金

● 対 象と な る 方
融

ITを活用することにより、効率的な業務や経営戦略の実現を実施しようとしている中小企業
① 経営改革を実施するためのIT構想を固めたい中小企業
② 具体的なIT構想や導入計画を持っている中小企業

税制／事業承継

●支援の内容

相談／情報提供

１ ＩＴ化に関するアドバイス
経営戦略の実行や経営課題の解決を図るために効果を発揮する「情報を活用する仕組み」
の構築を支援します。派遣される専門家は、ＣＩＯ経験者や中小企業診断士・ＩＴコーディネー
ターなど経営とＩＴの両面において十分な実務経験・支援実績を有するアドバイザーであり、Ｉ
Ｔの企画・計画段階から、設計・開発、運用・保守まで、長期間に渡りサポートします。
２ 企業内ＣＩＯ候補者の育成
専門家によるＩＴ導入に関する具体的なアドバイスを通じて、企業内にＣＩＯ候補者を育成します。
３ 国の制度で安心、低廉な料金
国（中小機構）が運営している制度のため、安心で、しかも低廉な費用です。
（注）本事業によるアドバイスは、企業の自助努力に対して専門的見地から側面的に助言を
行うものであり、IT企画書の作成、ベンダーの決定、ベンダーとの交渉、システムの開発
など企業の実務を代行するものではありません。
【主なアドバイス内容】
・IT導入のためのIT企画立案支援
・業務プロセスの整理
・ＩＴ企画書・要件定義書作成支援
・投資対効果の検証支援
・ＩＴシステム稼動後の効果測定・検証支援
・企業内のＣＩＯ候補者育成支援
【支援の期間】
支援内容により４ヶ月～１０ヶ月程度
【 費 用】
企業が負担する費用は、17,500円/人・日（専門家派遣費用の１／３相当額）です。
残り２/３相当額は機構が負担します。
旅費その他の企業負担はありません。
【派遣する専門家】
ＣＩＯ経験者や中小企業診断士・ＩＴコーディネーターなど経営とＩＴの両面において十分な実務
経験・支援実績を有する専門家

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
企業支援部 企業支援課
ＴＥＬ．０２２-７１６-１７５１ ＦＡＸ．０２２-７１６-１７５２
30
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経

業務効率化やDXに向けてITツールを導入したい

営
支

21

援

サービス等生産性向上IT導入支援事業
（IT導入補助金）

中小企業等が、生産性向上のために導入するITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入費用、事業
費等の費用を補助します。

金

●対象となる方

融
税制／事業承継

通常枠・デジタル化基盤導入類型：
中小企業者・小規模事業者等（飲食、宿泊、小売・卸等のサービス業、製造業、建築業等）
複数社連携IT導入類型：
商工団体等、当該地域のまちづくり、商業活性化等の担い手として事業に取り組むことのできる中
小企業者又は団体、複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム

●支援の内容

相談／情報提供

1．通常枠
○A類型・B類型
【補助額】A類型：30万円～150万円未満 B類型：150万円～450万円以下
【補助率】1/2以内
【プロセス数※1】A類型：1以上 B類型：4以上
【ITツール要件（目的）】類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するIT
ツールであること
【補助対象】ソフトウェア費・導入関連費等
※1：「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
2．デジタル化基盤導入類型
【補助額・補助額】①5万円～50万円以下、3/4以内 ②50万円超～350万円、2/3以内
【対象ソフトウェア】会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト
【補助対象】ソフトウェア費・クラウド利用料（最大2年分補助）・導入関連費
【ハードウェア購入費用】PC・タブレット等：補助率1/2以内、補助上限額10万円
レジ・券売機等：補助率1/2以内、補助上限額20万円
3．複数社連携IT導入類型
①基盤導入経費
【補助額・補助率・対象ソフトウェア等】デジタル化基盤導入類型と同様
【補助上限額】3,000万円
○デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費
②消費動向等分析経費
【補助額・補助額】50万円×参加事業者数、2/3以内
【対象ソフトウェア】消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨
システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等
【補助対象】デジタル化基盤導入類型と同様
【ハードウェア購入費用】AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等※2
※2：個別の補助上限額なし
③補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費
【補助額・補助率】①＋②×10％、2/3以内
【補助上限額】200万円

●公募受付開始
通常枠・デジタル化基盤導入類型：3月31日（木）受付開始
複数社連携IT導入類型：4月20日（水）受付開始

●ご利用の方法
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
IT導入補助金2022（HP）https://www.it-hojo.jp/

お問い合わせ先
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 IP電話等からのお問い合わせ先 ０４２-３０３-９７４９
東北経済産業局地域経済部製造産業・情報政策課（デジタル政策担当）
ＴＥＬ．０２２-２２１-４８９５ ＦＡＸ．０２２-２６５-２３４９
32
32

経
営

発酵食品を試作・開発したい。乳酸菌などの微生物を迅速
に分析したい

支

26

発酵試作支援センター

援

工業技術センターでは、経済産業省「地域イノベーション基盤整備事業」を活用し導入した
発酵食品関連設備をとおし、県内企業による新規発酵食品の開発を支援します。

金

●対象となる方
融

県内外に事業所のある中小企業者、小規模事業者、個人事業主など

税制／事業承継

●支援の内容
１ 「試作ライン」による新規発酵食品の試作・開発
発酵食品・日本酒・ワインにおける「試作ライン」を導入しました。発酵食品等の試作・開発を
支援しますので、まずはご相談ください。

相談／情報提供

２ 微生物（乳酸菌、酵母、麹菌など）の分析
発酵で有用な微生物を同定する装置を導入しました。分析開始から終了まで数十秒から数
分で微生物の同定が可能になります。野生の酵母や乳酸菌など微生物を同定したいという
要望がございましたら、ぜひご相談ください。
３ 発酵食品関連の分析
〇導入した分析装置
・食品香気成分分析装置：食品の香気成分を分析
・窒素たんぱく分析装置：窒素・たんぱく質を分析
・全自動糖分析装置：グルコース濃度を分析
・醸造成分分析装置：アルコール度、酸度、アミノ酸度を分析
発酵食品に限らず、加工食品や飲料などの分析が可能です。
企業自らの利用や工業技術センター職員による分析も請け負います。
ぜひ、企業の皆様によるご利用をお待ちしております。

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県工業技術センター 食品醸造技術部
ＴＥＬ．０２３-６４４-３２２２ ＦＡＸ．０２３-６４４-３２２８

36
36

デザイン活用促進支援「デザ縁」

支
援

企業とデザイナーがお互いを知り、デザインを活用した付加価値の高い商品開発に取組むき
っかけをつくることを目的とした交流会等を行う。

営

40

経

デザイナーと協業して付加価値の高い商品を開発したい

●対象となる方
県内企業

金

●支援の内容

融

・県内外のデザイナーによる自身の仕事内容の展示
・出展デザイナーによるプレゼンテーション
・デザイナーと参加者による交流会

●開催概要
間】
場】
員】
費】

令和５年２月頃
未定
未定
無料

●ご利用の方法

お問い合わせ先

山形県工業技術センター デザイン科
ＴＥＬ．０２３-６４４-３２２２ ＦＡＸ．０２３-６４４-３２２８

ものづくり企業において障がい者福祉事業所とデザイナー
と連携した製品開発に取り組みたい

41

工福連携による製品開発への支援

県内製造業の付加価値向上を図るため、ものづくり企業と障がい者福祉事業所、デザイナ
ーと連携した製品開発を支援します。

●対象となる方
県内に事業所を有するものづくり企業等

●支援の内容
①工福連携に関するセミナー開催
工福連携の機運を醸成するため、事例紹介等を行うセミナーの開催
②製品開発に取り組むものづくり企業等に対する補助
障がい者福祉事業所及びデザイナーと連携した製品開発に取り組むものづくり企業等への補助
（新規）
・補助率：１／２
・補助上限額：２５０千円×２件
（継続）
・補助率：１／２
・補助上限額：１２５千円×２件

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
も の づ く り 振 興担 当
47
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３６９
ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
47
47

相談／情報提供

スケジュール等も含め、下記までお問い合わせください。
「やまがたのデザイン」HPに、県内デザイナーを紹介する「オンライン“デザ縁”」ページを開設しまし
た。ぜひご覧ください。
オンライン“デザ縁” → https://www.yamagatanodesign.jp/onlinedezaen

税制／事業承継

【期
【会
【定
【参 加

経

創業資金を相談したい

営
支

49

新創業融資制度

援

新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただけ
る「新創業融資制度」をお取り扱いしています。

金

● ご 利 用い た だ け る 方
融

次の1～3のすべての要件に該当する方
１．創業の要件

税制／事業承継

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
２．事業計画の要件
適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められるもの
３．自己資金要件

相談／情報提供

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時にお
いて創業資金総額の10分の1以上の自己資金（事業に使用される予定の資金をいいます。）
を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める
認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は本要件を満たすも
のとします

●融資限度額
3,000万円（うち運転資金1,500万円）

●ご返済期間
各種融資制度で定めるご返済期間以内

●制度の内容
無担保・無保証人でご利用いただける制度です。

お問い合わせ先
株式会社日本政策金融公庫（日本公庫）
国民生活事業（個人企業や小規模事業者向けの小口資金）
事業資金相談ダイヤル：0120-154-505
（ 巻 末 関 係 機 関 連 絡先一 覧表参 照）
54
54

経

起業して、新たなビジネスに取り組みたい

営

山形県スタートアップ支援事業

援

本県産業を牽引する中核的ビジネスの創出に向け、新たなビジネスアイデアの事業化に取り
組むスタートアップを支援します。

支

50

金

●対象となる方

①スタートアップ支援チーム
産学官金の関係者から構成するスタートアップ支援チームにおいて、御相談に応じます。
②スタートアップ（創業）支援事業費補助金

《実施予定内容》
創業立ち上げ事業

事業化促進事業

対象者

創業１年目

創業１～３年目

補助上限額

150万円

100万円

補助率

1/2以内

1/2以内

補助対象経費

市場調査費、専門家費用、試作
品製作費、広告宣伝費、工事費、
事務所等賃借料、人件費等

専門家費用、試作品制作費、知
的財産権関連経費、展示会出展
費用等

採択件数

３件程度

５件程度

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
ものづくり振興担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２７４９ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
55
55

相談／情報提供

創業３年までの企業の創業時や事業化に係る経費を助成します。

税制／事業承継

●支援の内容

融

県内において創業予定の方又は創業３年までの企業で、独自技術や革新的なアイデアを活か
した事業に取り組む企業

経

創業準備段階から経営安定までの一貫した支援を受けたい

営
支

51

やまがたチャレンジ創業応援事業

援
金

県内の商工会議所では、創業を支援するワンストップ窓口を開設しています。創業を志す方
が円滑な事業立ち上げを行えるように、窓口相談、立地・空き店舗相談、創業セミナー等の
開催、創業時の助成金など、充実の支援メニューで創業をサポートします。

●対象となる方
融

県内で創業を志す方、創業して間もない方

税制／事業承継

●支援の内容
創業を志す方に対して、地域を挙げてサポートすべく、商工会議所、商工会、信用保証協会、
日本政策金融公庫、中小企業団体中央会、企業振興公社等の商工支援機関等を構成員とす
る「創業支援ネットワーク」を県内７地域に組織し、各機関の得意分野を活かした支援体制を
構築しています。

【ワンストップ、ワンパッケージでの創業支援】

相談／情報提供

創業プランの策定、融資相談、税理士やコンサルタントなど専門家の無料派遣による相談な
ど、創業に関するあらゆる相談をワンストップで受けています。もちろん創業後の経営相談
にも対応しますので、創業前からの経営に関するワンパッケージでの支援を行います。
（相談内容の例）
・創業プラン（計画書）の作り方
・創業時の手続き
・創業時に必要な資金の調達方法（公的融資制度）

・立地、空き店舗の相談
・記帳、税務に関すること
・創業後の経営指導 など

【創業助成金※】
地域ニーズにマッチした事業や、街の賑わい創出につながる事業、独自性ある事業など優
れたビジネスプランには、創業経費の一部を助成します。
区 分

助成率

上限額

１／２

50万円

中心商店街空き店舗活用型

２／３

+25万円

ＵＩターン型

２／３

+25万円

女性・若者創業型

２／３

+25万円

雇用創出型

２／３

+15万円

１／２

200万円

Ⅰ 一般型

Ⅱ 地域課題解決型

・ 応募期間 ／令和４年５月１０日（火）～６月２４日（金）
・ 審査会 ／７月上旬（予定）書類審査及び応募者によるプレゼンテーション

【創業セミナー等を各地で開催】
創業セミナー（半日程度）や既創業者を対象としたフォローアップセミナー等を
県内各地で開催します。
開催日時については、ホームページにて随時お知らせします。
ＵＲＬ：https://www.yamagata-cci.or.jp/sogyo-ouen/
※ 創業助成金採択者には、県制度融資（開業支援資金）の金利優遇特典があります。

●ご利用の方法
お近くの商工会議所または商工会へお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形商工会議所 ＴＥＬ．０２３-６２２-４６６６
鶴岡商工会議所 ＴＥＬ．０２３５-２４-７７１１
新庄商工会議所 ＴＥＬ．０２３３-２２-６８５５
天童商工会議所 ＴＥＬ．０２３-６５４-３５１１

酒田商工会議所 ＴＥＬ．０２３４-２２-９３１１
米沢商工会議所 ＴＥＬ．０２３８-２１-５１１１
長井商工会議所 ＴＥＬ．０２３８-８４-５３９４
山形県商工会連合会 ＴＥＬ． ０２３-６４６-７２１１
※各商工会（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
56
56

経

創業についてアドバイスを受けたい、基礎知識を学びたい

営

山形県産業創造支援センターによる創業支援

援

創業を目指す方に対し、経営支援アドバイザ－が専門的立場で助言等を行うほか、創業塾
の開催や交流事業の実施により創業を支援します。

支

52

金

新規創業をお考えの方、創業後の課題解決に取り組んでいる方

○相談窓口を開設しています。経営支援アドバイザーやインキュベーション・マネージャー、中小
企業診断士が専門的立場でアドバイスを行うほか、相談内容に応じて関係機関と連携し支援
します。
（出張等で不在になる場合がありますので、事前にご連絡をお願いします。）

○創業に必要な考え方や基礎知識等を初歩から体系的に学べる「創業塾」や、人的ネットワーク
を築くための「創業者交流会」等を開催します。
【開催日】 令和４年度は、9月以降開催予定です。

（参考）
＜令和３年度山形元気づくり創業塾＞
10月2日（土）、10月16日（土）、10月30日（土）、11月6日（土）、
11月20日（土）、12月4日（土）
計６回開講
【時 間】
【会 場】
【定 員】
【受講料】

毎回１３時～１６時３０分
山形県産業創造支援センター
１０人程度
２，０００円

●ご利用の方法
創業等のご相談や創業塾に関するお申込み方法など、詳細については下記までお問い合わ
せください。

お問い合わせ先
山形県産業創造支援センター
ＴＥＬ．０２３-６４７-８１１１ ＦＡＸ．０２３-６４７-８１１８
（指定管理者）
公益財団法人山形県企業振興公社
創業・経営支援部 創業・経営支援グループ
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６４ ＦＡＸ．０２３-６４７-０６６６
57
57

相談／情報提供

【相談料】 無 料

税制／事業承継

●支援の内容

融

●対象となる方

経

創業等に関する基本知識を習得したい

営
支

創業人材育成事業

53

援

（創業塾、経営革新塾）

創業、起業、新事業展開を目指す方に、実際に役立つ内容で講座を開催します。
金

１ 創業塾
融

●対象となる方

税制／事業承継

創業準備中の方や、将来、創業を考えている方で、やる気のある方であれば、性別、年齢に
関わらず、どなたでも参加できます。

●支援の内容
事業を開始するための心構え、ビジネスプラン（事業計画）の作成、融資制度や創業事例の
紹介など、実際の創業に役立つ内容で行う講座です。
土日を中心に、合計30時間程度で開催します。

相談／情報提供

＜参考＞
創業塾２０２１
８月下旬～９月上旬
【時 間】 １０時～１５時
【会 場】 オンライン
【定 員】 先着５０名
【受講料】 無料
※詳細については、下記までお問い合わせください。

２ 経営革新塾
●対象となる方
現在法人又は個人事業主として事業を営んでいる経営者・後継者の方で、新事業展開を目
指す方、新市場開拓を目指す方、新商品・新技術・新サービス開発を目指す方、下請けから
の脱却を目指す方、既存事業の経営向上を目指す方などを対象とします。

●支援の内容
経営戦略、組織マネジメント、マーケティング等の知識・ノウハウを習得し、中長期的な経営
計画若しくは付加価値向上のためのビジネスプランを完成させるために行う講座です。
県内４～７箇所（予定）において、合計20時間程度で開催します。
【受講料】 ５，０００円程度
※実施時期など、詳細については下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県商工会連合会 企業支援課
ＴＥＬ．０５０-３５４０-７２１１ ＦＡＸ．０２３-６４６-７２１６
58
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経

個人の創業や働く場を確保する組織を作りたい

営

企業組合制度

支

54

援

企業組合は組合員の相互扶助を目的に設立し、自らの働く場を確保するのに適しています。

金

●対象となる方

融

創業及びグループ等の法人化を目指す個人４名以上

●支援の内容
税制／事業承継

企業組合のメリット
・法人組織形態の一つ
・県知事認可による社会的信用の向上
・営利追求が可能
・税制上の優遇措置

相談／情報提供

・組合員の議決権は出資口数にかかわらず全員平等

設立から事業運営まで中央会がご支援いたします。

中央会

企業組合

グループ

お問い合わせ先
山形県中小企業団体中央会 連携支援部
TＥＬ．０２３-６４７-０３６０ ＦＡＸ．０２３-６４７-０３６２
山形県中小企業団体中央会 庄内支所
TＥＬ．０２３４-２２-４９４５ ＦＡＸ．０２３４-２２-４９５５
URL：https://www.chuokai-yamagata.or.jp/
59
59

経

インキュベート施設を利用したい

営
支

55～59

県内のインキュベート施設

援

創業者や新分野進出に取り組む方などにオフィスや各種支援サービスを提供します。

金

№

施設

所在地

入居期間・利用期間

主な特徴

融
税制／事業承継

新規創業、新分野進出やデ
ザイン・情報関連事業等の展
新規創業室：３年以内
山形県産業創造支援
55
研究開発室：３年以内 開を目指す方にオフィスを提
山形市
センター
供。創業や経営などの相談も
（更新可）
支援。

相談／情報提供

コワーキングスペース
（有料）
山形市 ・１日単位で利用可
・施設利用料は５６を
参照

起業・創業のためのマインド
サポートをはじめ、ビジネスア
イディアの具現化を進める無
料相談窓口やコワーキングス
ペースを常設。様々な分野の
ビジネスパーソンとの交流拠
点。

56

スタートアップステー
ション・ジョージ山形

57

山形県高度技術研究 山形市 原則として１年以内
開発センター
（更新可）

産学官共同研究など、高度な
工業技術に関する研究開発
の中核拠点

米沢商工会議所
原則として５年以内
58
地域産業支援センター 米沢市 （更新可）

ＩＴ､eビジネス関連､デザイン､
ビジネスコンテンツ構築等の
創業・新分野進出支援、経営
相談などの支援

庄内産業振興センター 鶴岡市 原則として３年以内
起業家育成施設
（延長可）

新規創業者や第二創業等の
新分野に進出しようとする小
規模・中小企業者を支援

59

※ 各施設の詳細は、次ページ以降をご覧ください。

60
60

経

インキュベート施設を利用したい

営

山形県産業創造支援センター

援

●対象となる方

40㎡×14室

タイプＭ

68㎡× １室

タイプＭＬ

81㎡× ６室
135㎡× ２室

◆入居室の料金
入居室の大きさ及び新規創業型、研究開発型により料金が異なります。
電気代、電話代、駐車場代等は別途負担になります。ただし、敷金・礼金は不要です。
（単位：円／月）

タイプＳ

タイプＭ

タイプＭＬ

タイプＬ

新規創業型

55,000

93,500

111,375

185,625

研究開発型

99,000

168,300

200,475

334,125

※新規創業５年以内の方には一部恩典あり。
◆施設の特徴
◆山形県が設置し、山形県企業振興公社が管理運営する公的な施設
◆自然豊かで静かな環境
◆工業技術センター等の県の産業振興関連施設が隣接
◆セキュリティシステム完備
◆駐車場完備（低料金）
◆敷金・礼金なし（光熱費等は別途）
◆会議室・研修室・開放機器が低料金で利用可能
◆経営支援アドバイザー、インキュベーション・マネージャー、中小企業診断士によるアドバイス

お問い合わせ先
山 形 県 産 業 創造支 援セ ン タ ー
（指定管理者：公益財団法人山形県企業振興公社）
ＴＥＬ．０２３-６４７-８１１１ ＦＡＸ．０２３-６４７-８１１８
61
61

相談／情報提供

タイプＳ

税制／事業承継

◆入居期間
新規創業型、研究開発型とも入居期間は原則として３年以内です。また、新規創業型での入
居終了後に、研究開発型への移行は可能です。
◆入居室のタイプ
大きさが４タイプの入居室があり、総数23室です。

融

●施設の概要

金

◆新
新規創業型（以下の条件のいずれかに該当すれば可）
・５年以内に創業した者
・これから新規に創業しようとする者又は新たな事業分野に進出しようとする者
・今後成長が見込まれる産業分野において、事業内容が特に独創性、新規性、発展性をもつ
と認められる者
研究開発型（以下の条件をすべて満たすこと）
◆研
・情報又はデザインに関する事業を行う者
・技術、業態等が高度又は先進的である者
・入居することによって県内産業の高度化の促進が図られる者

タイプＬ

支

55

経

創業についてアドバイスを受けたい、
コワーキングスペースを利用したい

金

スタートアップステーション・ジョージ山形では、創業者のビジネスアイディアの具体化のお手
伝いやセミナー等の開催により創業に関する気運醸成を図ります。また、コワーキングスペー
スとしてテレワークの際などに利用することも可能です。

支
援

営

56 スタートアップステーション・
ジョージ山形
●対象となる方

融

新規創業をお考えの方、創業後の課題解決に取り組んでいる方、多種多様な人材との交流を
したい方、ワークスペースを求めている方

税制／事業承継

●支援の内容
１ 創業相談窓口（無料）
創業に関心がある方、創業を考えている方の総合窓口として、構想段階から無料で相談に
応じます。アイデアを事業化させるための助言、創業に向けた資金調達、創業後の販売促進
策など、段階に応じた対応と支援機関への橋渡しを行います。

相談／情報提供

２ セミナー、イベント開催
女性や学生を対象としたセミナー等で創業の裾野を広げ、著名な起業家等を招いての企画
を通して、様々な人達の交流を生み出します。県内外の起業家やビジネスマン、行政など多様
な分野の人が交わり合うことで、新しいアイデアやビジネスが生まれます。
３ コワーキングスペース
創業を考えている方や、フリーランス等の仕事をしている方、学生などの活動の場として利
用できます。
①フリーアドレス・ドロップイン 最大50席
②ミーティングルーム・個室 ３部屋
③営業時間
月曜日～金曜日 午前10時～午後８時
土曜日、日曜日 午前10時～午後６時
④休館日
祝日、祭日、年末年始
⑤利用料金
会 員 区分
金 額（税込み）
500円／日
ドロップイン
3,000円／月
月会員
16,000円
半年会員
30,000円
年会員
15,000円／月
バーチャルオフィス会員
１時間あたり500円
ミーティングルーム
コワーキングエリア貸切 ４時間あたり20,000円

●ご利用の方法
詳細については、ホームページを確認いただくか下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
ス タートアップステーション・ジョージ山形
ＴＥＬ．０２３－６６６－６１００ ✉george@ynet.or.jp
ホームページURL：https://www.george.yamagata.jp
62
62

（HP QRコード）

経

研究開発・設備施設を利用したい

営

山形県高度技術研究開発センター

支

57

援

●対象となる方
高度な工業技術に関する研究開発を行う方

金

●施設の概要

お問い合わせ先

インキュベート施設を利用したい

58 米沢商工会議所地域産業支援センター
● 対 象と な る 方
新規創業や新分野への進出をお考えの個人、企業、団体等、または進出して間もない個人、
企業、団体等

●施設の概要
①レンタルルーム
小規模事業者向けのスペースです。
インターネット光回線完備
②スモールオフィス
ＳＯＨＯワーカーを中心に、小規模事業者を対象とする入居スペースです。
インターネット光回線、ＯＡデスク、ラック完備
③共有スペース（コミュニティーサロン・談話室・休憩室）もご利用いただけます。
④その他
駐車場完備
当所経営指導員や専門指導員による各種相談も受け付けています。
◆詳しくはホームページをご覧ください。
URL：http://shien-center.biz/

お問い合わせ先
米沢商工会議所地域産業支援センター
ＴＥＬ．０２３８-２８-８８１１ ＦＡＸ．０２３８-２８-８８１０
ＵＲＬ：http://shien-center.biz/
63
63

相談／情報提供

山形県高度技術研究開発センター
ＴＥＬ．０２３-６４７-３１１１ ＦＡＸ．０２３-６４７-３１３９

税制／事業承継

②交流・人材育成・情報提供機能
・多目的ホール（280席）
・研修室（100名）
・特別会議室（28名）

融

①研究開発機能
・研究室（115㎡、50㎡ 、 30 ㎡、20 ㎡ ）の使用
（使用希望の方は、お問い合わせください。）
・計測分析・加工設備の使用
（詳しくはお問い合わせください。）

経

インキュベート施設を利用したい

営
支

59 庄内産業振興センター起業家育成施設

援

● 対 象と な る 方
金

これから独立・開業しようとしている人や起業して間もない経営者

融

●施設の概要

税制／事業承継

・高い利便性と信頼性
ＪＲ鶴岡駅前に立地し、24時間／365日使用できるオフィス環境を低廉な賃料で提供します。
また、会議室、談話室も完備し、商談等で随時利用が可能です。公益法人である(公財)庄内
地域産業振興センターが施設管理や各種支援業務を行いますので、安心して入居できます。
・経営相談・指導
コーディネーターが事業者の様々な経営課題の相談に対応します。
専門家による事業サポートも可能です。

相談／情報提供

・公開セミナー／講演会への優先参加
起業家支援セミナー、経営セミナー等の各種セミナー・講演会を企画開催します。
入居者は優先的に参加できるため、ビジネススキルの向上が図れます。
・各種機関・団体との交流連携
入居者同士の交流・情報交換はもちろんのこと、地域企業や大学・研究機関等との共同研究
や連携についてもコーディネートします。新たな人脈や事業ネットワークが築けます。
・各種事業のコラボレーション
運営主体である(公財)庄内地域産業振興センターと連携し、様々な事業を実施することが可能
です。
・スモールオフィス
SOHO･小規模事業者を対象とする専用オフィスです。24時間／365日いつでも利用できます。
・共用スペース
商談・ミーティングルームを完備しており、入居者は無料で使用できます。
・ セ キ ュリ テ ィ
施設内主要箇所及び専用オフィス内にはセンサーを設置。警備会社が24時間管理しますので
安心して利用できます。

◆オフィス／全7室
室（３タイプ）

※専用オフィス内の電気料、空調費、通信料は別途入居者の負担となります。
（保証料、共益費はありません。）

オフィスタイプ

月額使用料

Ａタイプ ２５㎡（3.9m×6.5m）／ 3室

20,000 円

Ｂタイプ １５㎡（3.6m×4.2m）／ 3室

15,000 円

Ｃタイプ ３０㎡(3.6ｍ×8.4ｍ)／ 1室

23,000 円

お問い合わせ先
公益財団法人庄内地域産業振興センター
ＴＥＬ．０２３５-２３-２２００ ＦＡＸ．０２３５-２３-３６１５
64
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経

コワーキングスペースを利用したい

営

コワーキングスペース エキイチ

援

創業・起業を考えている方や、フリーランス・コンサルタント等の独立して仕事をしている方が、
オフィス環境を共有できるスペースです。様々な分野の人たちと交流したり、相互にアイディ
アや情報を交換することで、仕事上の相乗効果が期待できます。

支

60

金

●対象となる方

鶴岡駅から徒歩1分のマリカ西館2階鶴岡市起業家育成施設内にあり、オープンワークスペース
やパーソナルワークスペースのほか、ミーティングルームや応接室などのオフィス環境を共有で
きるコワーキングスペースで、ミーティングやクライアントとの打合せにも利用できます。
高速Wi-Fiが利用できるオフィスと大差ないビジネス環境で、利用者同士様々な分野の方たちと
ビジネスネットワークづくりや、相互にアイディアや情報を交換することで、新たなビジネス展開に
向けたコラボレーションも期待できます。

相談／情報提供

●施設の概要
設備 高速Wi-Fi、ビジネス図書、複合機（プリンタ・コピー）
・オープンワークスペース 10席
・パーソナルワークスペース 2席
・ミーティングルーム、応接室
利用時間 9:30～18:00
会員（利用登録）
2,000円（月額）

利用料金

ドロップイン（一時利用）
500円（1時間未満）
1,000円（1時間以上）

Wi-Fi・電源

無料

無料

ミーティングルーム・応接室

無料

利用不可

原則有料

原則有料

複合機（プリンタ・コピー）
休館日：土曜、日曜、祝日、年末年始

●ご利用の方法
詳しくはホームページをご覧の上、下記までお問合せください。
コワーキングスペース エキイチ
URL：https://eki-ichi.com/
公益財団法人庄内地域産業振興センター
URL：https://www.shonai-sansin.or.jp/

お問い合わせ先
公益財団法人庄内地域産業振興センター
ＴＥＬ．０２３５-２３-２２００ ＦＡＸ．０２３５-２３-３６１５
65
65

税制／事業承継

●支援の内容

融

創業・起業を考えている方
プログラマー、クリエーター・デザイナー、文筆・ライター系等の仕事をしている方
フリーランスや社会起業家、コンサルタントのような独立して仕事をしている方
自宅や事務所以外でも仕事をしている方（ノマドワーカー）

経

新たな事業活動を行うことで経営の向上を図りたい

営
支

61

経営革新支援事業

援
金

経営の向上を図るために新たな事業活動を行う経営革新計画の承認を受けると低利の融
資制度や信用保証の特例など多様な支援を受けることができます。
また、低利融資の適用や、一部の補助金制度における審査時の加点ポイントとなる場合が
あります。

● 対 象と な る 方
融

これから「新しい事業活動」に取り組もうとする特定事業者※。
※製造業等の場合、従業員数500人以下、卸売業の場合、従業員数400人以下、サービス業・ 小売業の場合、従業員数
300人以下の事業者

経営革新計画の承認基準は以下のとおり。

税制／事業承継
相談／情報提供

（１）事業内容が以下のいずれかに該当し、自社の経営資源の現状からある程度の実現可能性が
見込まれること
①新商品の開発又は生産
②新役務の開発又は提供
③商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入
⑤技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
【ポイント】
個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技
術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。
ただし、同業者・同一地域において相当程度普及しているものは対象となりません。
（２）経営目標について以下の要件をクリアしていること
３～５年間（研究開発期間がある場合は３～８年間以内）の事業計画期間であり、付加価値額
（※１）又は従業員一人あたりの付加価値額、かつ、給与支給総額（※２）の伸び率が次表の基
準をクリアしていること。
事業計画期間

３年間の場合

４年間の場合

５年間の場合

付加価値額

９％以上

１２％以上

１５％以上

給与支給総額

４．５％以上

６．０％以上

７．５％以上

※１ 付加価値額：営業利益、人件費、減価償却費
※２ 給与支給総額：従業員や役員に支払う給与、賃金、賞与、残業・扶養・住宅等各種手当を含み、退職金や福利
厚生費など給与所得とされないものは除く。

●支援の内容
経営革新計画の承認を受けると以下の支援等を利用することができます。
（１）政府系金融機関による低利融資制度
（２）山形県商工業振興資金による低利融資制度
（３）信用保証の特例
（４）販路開拓コーディネート事業 等
※その他、一部の補助金制度において審査時の加点要件となる場合があります。
※計画の承認を受けた場合であっても、各種支援措置を活用する場合は、別途各施策実施
機関等による審査を受けることが必要となります。計画承認は支援措置を受けられることを
保証するものではありません。

●ご利用の方法
経営革新計画を作成するにあたり、計画内容のブラッシュアップ支援も行っています。詳しくは
山形県商業振興・経営支援課、（公財）山形県企業振興公社、最寄りの商工会・商工会議所な
どにご相談ください。（計画の承認は毎月行っています。）

お問い合わせ先

公益財団法人山形県企業振興公社
創業・経営支援部 創業・経営支援グループ
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６４ ＦＡＸ．０２３-６４７-０６６６
山形県産業労働部 商業振興・経営支援課 金融担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３５９ ＦＡＸ．０２３-６３０-３２６７
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経

組合で事業の再構築に挑戦したい

営

組合事業再構築支援事業

支

62

援

国の「中小企業等事業再構築促進事業」（以下、国事業）に申請する事業協同組合、企業
組合、商工組合、商店街振興組合等の中小企業組合（以下、組合）へ対する支援をおこな
います。

金

●対象となる方
融

山形県中小企業団体中央会の会員組合

税制／事業承継

●支援の内容
１ 事業対象とする要件
・国事業の申請書作成は本会支援のもとに進めること
・国事業に採択され、事業が実施期間内に完了し補助金額が確定すること
２ 事業実施期間
令和５年３月17日までに事業を完了すること

相談／情報提供

３ 補助額
１組合あたり20万円
４ 対象組合数
２組合
５ 活用例
国事業で、新規の設備投資費やシステム購入費の合計金額（税抜）150万円が補助対象経
費の場合、そのうち2/3の100万円が国の補助金となります。
補助対象経費

補助金交付額

150万円
補 助 率2 / 3

100万円

上記例の場合に、本会の補助金2
20万円が追加されると、自
自己負担30万円で150万円の事業
が可能に！
補助対象経費
150万円
補助金交付額

100万円

20万円

自己負担
30万円！

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県中小企業団体中央会 連携支援部
ＴＥＬ．０２３-６４７-０３６０ ＦＡＸ．０２３-６４７-０３６２
山形県中小企業団体中央会 庄内支所
ＴＥＬ．０２３４-２２-４９４５ ＦＡＸ．０２３４-２２-４９５５
ＵＲＬ：https://www.chuokai-yamagata.or.jp/
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経

組合等が抱える諸問題を解決したい

営
支

63

中小企業組合等課題対応支援事業

援

中小企業組合等による、新たな活路の開発や単独では解決困難な課題の解決に向けた幅
広い活動に対して支援を行います。

金

●対象となる組合等

融

協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合（各連合会を含む）、その他任意
グループ 等

●支援の内容

税制／事業承継

【中小企業組合等活路開拓支援事業】
組合等を中心に共同して調査研究、将来ビジョンの策定、試作品の開発など、様々な取組み
に対して補助します。 「活路開拓事業」では、専門家を招聘して委員会を開催するほか、市場
調査、試作品の開発、成果を発表する場を設けるなどして、課題を解決し、成果を共有していき
ます。「展示会等出展・開催事業」は、国内外の展示会出展や開催経費が対象となります。

相談／情報提供

取組みのイメージ
ⅰ）組合員の意識や経営環境を調査したい ⅱ）他業界で成功している手法を学びたい
ⅲ）厳しい環境規制に対応する方策を検討したい
ⅳ）展示会で新製品を評価してもらいたい
補助金上限（税抜き、補助率６/１０）
【大規模・高度型】２，０００万円（下限１００万円） 【通常型】１，２００万円（下限１００万円）
【展示会事業】
１，２００万円（下限なし）
【組合等情報ネットワークシステム等開発事業】
組合等が行うアプリケーションシステム開発や、情報ネットワークシステムの開発を目指した
計画立案やＲＦＰ（提案依頼書）策定に対して補助します。本事業では、外部から専門家を招聘
して設計や検討を行ったり、専門業者に対してシステムの開発を委ねた場合の経費等が対象と
なります。
取組みのイメージ
ⅰ）現状を調べ、新システムの設計書を作りたい ⅱ）スマホアプリで顧客動向を把握したい
ⅲ）入力作業をなくしてミスやロスを防ぎたい
ⅳ）既存のシステムをリニューアルして、機能を向上させたい
補助金上限（税抜き、補助率６/１０）
【大規模・高度型】２，０００万円（下限１００万円） 【通常型】１，２００万円（下限１００万円）
【募集期間（予定）】
第１次募集：３月 １日 ～ ３月３１日 募集は終了しました
第２次募集：４月 １日 ～ ５月２７日 募集は終了しました
第３次募集：７月１５日 ～ ８月１２日 ※２次募集において予算枠に到達した場合は実施なし

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県中小企業団体中央会 連携支援部
ＴＥＬ．０２３-６４７-０３６０ ＦＡＸ．０２３-６４７-０３６２
山形県中小企業団体中央会 庄内支所
ＴＥＬ．０２３４-２２-４９４５ ＦＡＸ．０２３４-２２-４９５５
ＵＲＬ：https://www.chuokai-yamagata.or.jp/
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経

組合及び組合員企業の活性化を図りたい

営

組合機能強化支援事業

支

64

援

専門家を活用して、今後の組合の方向性を策定します。

金

●対象となる組合
事業協同組合、企業組合、商工組合、商店街振興組合等の中小企業組合

融

●支援の内容
組合内で
徹底した
話し合い

課題の把握
その改善
今後の方向

組合及び組合員
企業の活性化を
目指します！

●予算
事業に必要な専門家に対する費用など、1組合あたり300,000円を上限に本会が負担します。

●対象予定組合数
４組合

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県中小企業団体中央会 連携支援部
ＴＥＬ．０２３-６４７-０３６０ ＦＡＸ．０２３-６４７-０３６２
山形県中小企業団体中央会 庄内支所
ＴＥＬ．０２３４-２２-４９４５ ＦＡＸ．０２３４-２２-４９５５
URL：https://www.chuokai-yamagata.or.jp/
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相談／情報提供

「環境変化への対応」「従来の組合事業の検証」などについて、専門家を活用してＳＷＯＴ分析や
組合事業における課題の抽出と改
組合員の意識調査、組合員同士の徹底した話し合いを行い、組
善及び今後の組合の方向性を策定、組合機能の強化を総合的に支援します。

税制／事業承継

専門家の派遣

経

中小企業・小規模事業者が連携して取引力の強化を図りたい

営
支

65

取引力強化推進事業

援

中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促
進を図るために行う特徴的又は先進的な事業に対して支援を行います。

金

●対象となる組合等

融

①事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の２分
の１以上が小規模事業者であるもの。
②企業組合

税制／事業承継

③協業組合であって、常時使用する従業員の数が５人以下のもの又は組合員の４分の３以上
が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
④事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合
の直接又は間接の構成員の総数のうち、２分の１以上が小規模事業者であるもの。

相談／情報提供

⑤その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成
員たる事業者の３分の２以上が中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定す
る中小企業者であって、構成員の２分の１以上が小規模事業者であるもの。
⑥一般社団法人（直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企業基本法第２条に規定す
る中小企業者であるものに限る。）であって、構成員の２分の１以上が小規模事業者である
もの。
※小規模事業者
常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者につ
いては、５人）以下の会社及び個人

●支援の内容
・補助率
補助対象経費の２/３以内
・補助金額
１件当たり１０万円以上１５万円以内（税抜）
・補助対象となり得る事例
販促用チラシの作成配布、商品パッケージの改良、ネット販売システムの構築
※詳細はお問い合わせください

など

●対象予定組合数
８組合程度（予定）
※当会予算枠の範囲内での採択数となります。

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県中小企業団体中央会 連携支援部
ＴＥＬ．０２３-６４７-０３６０ ＦＡＸ．０２３-６４７-０３６２
山形県中小企業団体中央会 庄内支所
ＴＥＬ．０２３４-２２-４９４５ ＦＡＸ．０２３４-２２-４９５５
URL：https://www.chuokai-yamagata.or.jp/
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経

有機エレクトロニクス分野において製品開発等に取り組みたい

営
支

67

援

有機エレクトロニクス分野における
共同研究開発支援

有機エレクトロニクス分野における共同研究開発を支援します。
金

●対象となる方
融

有機エレクトロニクス分野に関する共同研究開発などの取組みを行おうとする企業・団体

●支援の内容
税制／事業承継

有機エレクトロニクスに係る共同研究開発への支援
・山形大学との共同により、有機エレクトロニクス分野（有機EL、有機トランジスタ、有機太陽電
池 、次世代電池）の共同研究開発を行う企業に対する経費の一部を支援
【補助限度額】

150万円（補助率１／２)

【補助対象経費】 山形大学との共同研究開発に必要な経費（材料費、消耗品費等）

相談／情報提供

●ご利用の方法
詳細は、（公財）山形県産業技術振興機構より示される公募要領等をご確認ください。
（公財）山形県産業技術振興機構ホームページ
ＵＲＬ：http://www.ypoint.jp/

お問い合わせ先
山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
工業技術振興担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２１３７ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
72
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経

海外・全国展開について支援を受けたい

営

ＪＡＰＡＮブランド育成支援等事業

援

海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開発・改良、ブランディ
ングや、新規販路開拓等の取組を中小企業者が行う場合に、その経費の一部を補助します。

支

68

金

●対象となる方
海外展開を目指す中小企業者、商工会議所・商工会等（詳しくは公募要領を御覧ください）

融

中小企業者が、優れた素材や技術等を活かした自社の製品やサービスについて、新たに展開を
目指そうとする国等に関する市場調査、専門家招聘、新商品・サービス・デザイン開発、展示会
出展等を実施することにより、海外のマーケットで通用する商品力・ブランド力を確立し、新たに
海外に販路を開拓することなどを支援します。
【必要要件】
・中小企業庁が選定する「支援パートナー」の活用が必須となります。

【補助率】
1、2年目：2/3以内、3年目：1/2以内
※ただし、3年以内に海外展開を行うことを明確に示した案件は、
国内販路開拓に係る部分について補助率1/2以内で補助対象経費とします。
【補助事業期間】
交付決定日～令和4年3月末日
【公募期間】
令和4年6月下旬公募開始予定
※申請はインターネットを利用した「電子申請（Jグランツ）」のみで受け付けます。

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
東北経済産業局 産業部 経営支援課 地域ブランド連携推進室
ＴＥＬ．０２２-２２１-４９２３ ＦＡＸ．０２２-２１５-９４６３

73
73

相談／情報提供

【補助金額】
500万円以内（下限200万円）
※原則、複数者による連携体の場合、1社ごとに500万円上限額を嵩上げし、
最大4社で 2,000万円までの上限額となります。

税制／事業承継

●支援の内容

経

農林水産業者と商工業者が連携し事業に取り組みたい

営
支

69

農商工等連携の支援

援
金

中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を、法的措置や予算措置、金融措置など
により総合的に支援します。
中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サ
ービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する
法律（以下、農商工等連携促進法）」に基づく支援の他、様々な支援を受けること ができます。

融

●対象となる方

税制／事業承継

農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者及び農林水産業者であって、
「農商工等連携促進法」に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者

●支援の内容

相談／情報提供

農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発等
を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、低利融資等の各種支援施策を利用
できます。なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となります。
（１）政府系金融機関による融資制度等（海外展開に伴う資金調達支援を含む）
設備資金及び長期運転資金について融資される制度があります。
（２）信用保証の特例
保証限度額の拡大等の特例が適用されます。
（３）農山漁村振興交付金
加工・販売施設等の整備の支援
（４）食品流通構造改善促進機構による債務保証等
食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し債務保証等を受けられます。
（５）農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
計画の認定を受けた中小企業者が、農林漁業者が行う農業改良措置等を支援する場合に、農業
改良資金等の融資制度の対象とし、計画の認定を受けた中小企業者又は農林漁業者が当該計画
に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還期間及び据置期間を延長します。
（償還期間：10年→12年、据置期間： ３年→５年）

●計画策定の支援
中小機構の全国10か所の地域本部・事務所にて、無料で相談を受け付けています。
相談内容に応じて、専門家が、企業の新商品・新サービスの開発に関する事業計画策定のノウ
ハウ提供を行います。

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
企業支援部 支援推進課
ＴＥＬ．０２２-３９９-９０３１ ＦＡＸ．０２２-３９９-９０３２
東北経済産業局 産業部 経営支援課 地域ブランド連携推進室
ＴＥＬ．０２２-２２１-４９２３ ＦＡＸ．０２２-２１５-９４６３
東北農政局 経営・事業支援部 地域食品・連携課
ＴＥＬ．０２２-２２１- ６４０３ ＦＡＸ．０２２-７２２-７３７８
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援
金

多様な事業者がネットワークを構築して取り組む新商品開発や販路開拓、農林水産物の加
工・販売施設の整備等を支援します。

支

農山漁村振興交付金
（農山漁村発イノベーション対策）

営
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経

多様な事業者のネットワークを構築し事業に取り組みたい

●対象となる方

【農山漁村発イノベーション推進支援事業】
要件の地域（※2）において、多様な事業者とネットワークを構築して実施する取組み及び市町
村が定める農山漁村発イノベーション等の取組に関する戦略（※3）に基づいて地域ぐるみで行
う以下の取組みを支援します。
①２次・３次産業と連携した加工・直売の推進
②新商品開発・販路開拓の実施
③直売所の売上向上に向けた多様な取組
④多様な地域資源を新分野で活用する取組
⑤多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の取組
（※2）特定農山村地域、振興山村、過疎地域、特別豪雪地帯、中間農業地域又は山間農
業地域の基準に該当する地域、農業振興地域 等
（※3）市町村が区域内における農林漁業及び農山漁村発イノベーションについての現状・
課題、取組方針、今後（５年後程度）の売上等の目標を定めるもの。（＝市町村戦略）
◆交付率 ①～④については１/２（上限500万円）
⑤については定額（上限500万円）
※①～④と⑤を併せて行う場合は総額で500万円を超えない額
【農山漁村発イノベーション等整備事業】
農山漁村発イノベーションに取り組む場合に必要な加工施設・機械等の整備に対して支援しま
す。
◆交付率：３／10以内（上限額１億円）
（但し、中山間地において要件を満たす事業等については１/２以内、一次加工品の企業間の
取引に供する一定の場合は上限２億円）
※交付金額は以下のＡ～Ｃの最も低い額
〔Ａ．事業費×交付率、Ｂ．融資額、Ｃ．事業費－融資額－地方公共団体等による助成額〕

75
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相談／情報提供

●支援の内容

税制／事業承継

【農山漁村発イノベーション等整備事業】
総合化事業計画若しくは農商工等連携事業計画の認定を受けた農林漁業者団体又は農商工等
連携事業計画の認定を受けた中小企業者であって、民間金融機関（消費者金融は除く。）又は日
本政策金融公庫等からの融資を受けることが確実と見込まれる方

融

【農山漁村発イノベーション推進支援事業】
・農林漁業者、商工業者の組織する団体、民間事業者等で、多様な事業者（事業実施主体を含
む３者以上）が連携するネットワークを構築している又は構築する見込みがある方）
・市町村、市町村協議会（※1） 、市町村協議会の構成員
（※1）市町村内の農林漁業者、食品産業の事業者その他商工業者、金融機関、国等の関係行
政機関等で構成する任意団体

経

多様な事業者のネットワークを構築し事業に取り組みたい

営

●ご利用の方法

支
援
金

【交付までの流れ】
①事業実施の前年度に市町村等を通じて県に要望を提出します。
②国から予算割当の内示があった事業について、県に実施計画の承認申請を提出します。
③県は、実施計画の内容について国と協議のうえ計画承認及び割当内示を通知します。
④計画承認を受けた事業者は、県に交付申請を行い、県は国に交付申請を行います。
⑤県は、国からの交付決定を受け、事業実施主体に交付決定を通知します。
⑥事業完了後、実績報告書を提出し、完成検査を受けた後、交付金の支払いを受けます。

融

【募集期間】
令和４年度当初の募集は終了しました。
ただし、追加募集の可能性もありますので、ご相談は随時受け付けます。

お問い合わせ先
税制／事業承継

山形県農林水産部 農業技術環境課
米・米粉食品開発担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-３０７６ ＦＡＸ．０２３-６３０-２４５６

加工品販路開拓等に関し支援を受けたい

相談／情報提供

71

山形のうまいもの販売力強化事業

農林漁業者自ら、あるいは食品製造業者等と連携して取り組む県産農林水産物を活用した
加工商品の販路の開拓・拡大に向けた取組を支援します。

●対象となる方
ブランド力のある県産農林水産物を使用した加工食品を製造し、販路の開拓・拡大に取り組む県
内の農林漁業者、食品製造業者。

●支援の内容
●加工食品ブランド力向上支援事業
【主 催】
【内容等】

やまがた食産業クラスター協議会
（１）事前セミナーの開催
食品業界の現状や市場動向、自社商品の強み等の分析、効果的な商談方法
など、商品開発力や販売力の向上に向けたセミナーを開催します。
時期：令和４年11月～12月（予定）
（２）第57回スーパーマーケット・トレード2023「山形県ブース」への出展
第57回スーパーマーケット・トレードショー2023に「山形県ブース」を出展し、全
国のバイヤーと商談を行います。
時期：令和５年２月15日（水）～17日（金）（予定）
（３）事後セミナーの開催
スーパーマーケット・トレードショーでの商談を成約に結び付ける具体的な方
法を学ぶとともに、成果を参加者で共有し、今後の商品開発、販路開拓等に
つなげるセミナーを開催します。
時期：令和５年２月～３月（予定）

お問い合わせ先
やまがた食産業クラスター協議会
ＴＥＬ．０２３-６７９-５０８１ ＦＡＸ．０２３-６７９-５０８２
76
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経

機械等の導入に対する支援を受けたい

営

山形のうまいもの創造支援事業

援

本県の優れた農林水産物を活用した食品製造業者の取組みに対し、支援します。

支

72

金

●対象となる方

●支援の内容
県産農林水産物の利用拡大プロジェクトに必要な機械等の導入に要する経費の助成
※国庫事業や他の県単独事業を活用して実施する内容は対象外です。
【対象経費】
200万円以上3,000万円以下

●ご利用の方法
【補助金交付までの流れ】
①プロジェクト計画書を市町村に提出します。
②県は、市町村を通じて提出されたプロジェクト計画書の内容を精査する事前相談会を開催し
ます。
③県は、相談会終了後プロジェクトの内容を外部委員等で構成する「プロジェクト審査会」で審
査します。
④審査を経て採択の可否が決定し、採択プロジェクトを公表します。
⑤プロジェクトの採択後、事業実施計画の承認申請をします。
⑥採択されたプロジェクトに必要な事業か、経費が適正かを審査のうえ、補助金の交付決定を
行います。
⑦事業完了後、確認検査が適正と判断された後、事業実績報告書を提出し、補助金の支払い
を受けます。
【評価報告書の提出】
・プロジェクト期間の間（３年間）は毎年度、報告書の提出が義務づけられています。
・事業実施年度の翌年度から３年間、プロジェクトの実施状況について、指導・助言を行うため
にアドバイザーを派遣します。
【募集期間】
2022年４月下旬～2022年６月上旬（予定）

お問い合わせ先
山形県農林水産部 農業技術環境課 米・米粉食品開発担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-３０３１ ＦＡＸ．０２３-６３０-２４５６
各総合支庁 地域産業経済課（最上は農業振興課）
ＴＥＬ．（村山）０２３-６２１-８４３２ （最上）０２３３-２９-１３１７
（置賜）０２３８-２６-６０９２ （庄内）０２３５-６６-５４９０
各市町村（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
77
77

相談／情報提供

【補助率】
１／３以内

税制／事業承継

※産出額や県産農林水産物の使用割合、農林漁業者との連携等について、目標をたてて取り
組むことが必要です。

融

県内に主たる事業所を有する食品製造業者（新たに食品製造を行おうとするものを含む）で、農
林水産業を起点とした産出額の増加や県産農林水産物の利用を拡大するプロジェクトに取り組
む者。

経

加工品開発等に関し支援を受けたい

営
支
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山形のうまいもの商品力強化事業

援

農林漁業者自ら、あるいは食品製造業者等と連携して取り組む県産農林水産物を活用した
加工食品の新商品開発、既存商品のブラッシュアップに向けた取組等を支援します。
金

● 対 象と な る 方

融

ブランド力のある県産農林水産物を使用した加工食品の新商品開発、既存商品のブラッシュアッ
プに取り組む農林漁業者、食品製造業者、販売者（県内の農林漁業者又は食品製造業者に製
造委託する者に限る。以下同様とする。）

●支援の内容
税制／事業承継

●加工品開発支援事業

【補助事業】

【事業概要】 県産農林水産物を使用した県内製造の加工品開発・改良の取組みを伴走型で
支援
※補助要件：加工食品開発支援対象者は下記の事前相談・個別相談を受けること。

相談／情報提供

【対象者】

ア.農林漁業者
イ.農林漁業者又は県内に主たる事業所を有する食品製造業者
（両者の連携によるもの）
ウ.県内に主たる事業所を有する販売業者のうち、ア又はイに製造を委託する事業者

【補助率】

１／２以内

【補助上限額】500千円。ただし、パッケージ改良のみの場合は、200千円が上限。
【対象経費】 材料費、調査検討費、市場調査費、パッケージデザイン費 等
事前相談・個別相談（やまがた食産業クラスター協議会）
商品開発・改良に取り組む事業者に対し、専門家（プロデューサー）による事前相談や指導専門
家（アドバイザー）による個別相談（２回）を実施。
※事前相談経費９万円の1/2の事業者負担あり
（山形県食品産業協議会会員の場合、助成制度あり）
●持続可能社会に向けた商品開発支援事業

【補助事業】

【事業概要】 県産有機農産物等の使用や、食品ロス等廃棄物の削減につながる県内製造の
加工食品開発・改良の取組みを支援
【対象者】
【補助率】

県内に主たる事業所を有する食品製造業者（従業員20人以下の小規模事業者を除く）
１／２以内

【補助上限額】500千円
【対象経費】 材料費、調査検討費、市場調査費、パッケージデザイン費、商談会出展経費 等
●商品力強化支援
県産農産物等を使用した県内製造の加工食品のコンテスト等を開催し、優良事例の顕彰及び県
内外に向けた情報発信を行う。 （主催：やまがた食産業クラスター協議会）

お問い合わせ先
山形県農林水産部 農業技術環境課
米・米粉食品開発担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-３０７６ ＦＡＸ．０２３-６３０-２４５６
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経

新商品・新サービスの開発に向けた支援を受けたい

営

新事業創出支援事業

援

地域資源の活用や異なる事業分野の企業との連携を通じて新たな商品やサービスを創出、
さらなる成長を目指す中小企業をバックアップします。

支

74

金

●対象となる方

＜支援する専門家＞
製造業、商社、金融機関の出身者や、中小企業診断士をはじめとしたビジネスコンサルタン
トなど、様々なバックグラウンドの専門家を揃え、皆様のニーズにお応えします。

●ご利用の方法
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
企業支援部 支援推進課
ＴＥＬ．０２２-３９９-９０３１ ＦＡＸ．０２２-３９９-９０３２

79
79

相談／情報提供

中小企業基盤整備機構の各地域本部・事務所に設置する窓口相談において、マーケティング
等に精通した専門家が、事業段階に応じ以下のような支援を行います。
○窓口相談対応
・支援制度の内容
・ビジネスアイディアの構想→具体化
○事業計画のブラッシュアップ支援
・事業計画の策定
・商品企画
・市場調査等のアドバイス・評価
・事業性・市場性の評価
○計画実行のフォローアップ支援
・定期的なアドバイス
・支援策活用サポート
・販路開拓サポート
※支援開始にあたり、審査があります。

税制／事業承継

●支援の内容

融

国による「農商工等連携」の認定制度を活用し、新事業展開を目指す中小企業者

経

工場の進出等について相談したい

営
支
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山形県企業立地ワンストップサポートセンター

援

県では、企業の立地に伴う課題解決を総合的にサポートする窓口として、山形県企業立地
ワンストップサポートセンターを開設しています。立地に関するあらゆるご相談に応じます。

金

●支援の内容

融

◆ニーズに応じたサービスを提供します。
①工場用地の選定の支援
要望に応じて山形県内の工場用地をご紹介します。
現地視察についてもお気軽にご相談ください。

税制／事業承継

②各種支援制度のご案内
融資制度、税制上の優遇措置、補助制度等、立地に伴う支援策をご紹介します。
③行政手続支援
立地に伴う各種申請・届出のスムーズな手続きのお手伝いをします。
◆その他、立地に関するあらゆる相談に応じます。 詳しくはお問い合わせください。

相談／情報提供

お問い合わせ先

山形県産業労働部 産業創造振興課
産業立地室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２６９０ ＦＡＸ．０２３-６３０-２１２８

次世代自動車等の最新動向を知りたい

76

次世代自動車研究会の開催

次世代自動車（ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車）等に関
する講演会・勉強会を開催します。

●対象となる方
県内自動車関連企業、自動車産業への参入を検討している企業、産業支援機関、団体等

●支援の内容
ＣＡＳＥ技術（つながる・自動化・利活用・電動化）の急速な進展に伴う県内企業の構造転換に
的確に対応するため、次世代自動車に関する技術動向や自動車部品のサプライヤー企業等
を招いての部品・工法別の勉強会をシリーズ化して開催します。

お問い合わせ先
山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
次世代産業振興室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３６９ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
80
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経

自動車関連産業へ参入したい

営

山形県自動車産業振興会議

援
金

県内における自動車関連企業等の交流と連携の場を創出し、自動車関連産業の振興と集
積の促進を図ることを目的に、平成１８年５月に山形県自動車産業振興会議を設立しました。
販路開拓・取引拡大などにつながるよう講演会・事例発表会・交流会を開催するとともに、
自動車関連産業に関する情報提供を行っています。

支

77

●対象となる方

・自動車関連産業に関する講演会・事例発表会・交流会の開催
・自動車関連産業に関する情報提供（国・県等の補助金公募、各種セミナーの案内等）
・自動車メーカー、サプライヤーを対象とした技術展示商談会への出展
・その他自動車関連産業に関する事項

●ご利用の方法
お問い合わせ先

山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
次世代産業振興室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３５８ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５

自動車産業に関する困りごとを解決したい

78

自動車産業ディレクターによる支援

経験豊富なトヨタ自動車（株）のＯＢが皆様のもとを訪問し、お困りごとをお聞きしながら、課題
解決に向けたお手伝いをいたします。

●対象となる方
県内に事業所のある企業など

●支援の内容
生産技術（機械加工、鋳造、熱処理等）、製造現場管理（ＱＣ、ＴＰＳ、コスト計算など）、
開発設計に関する課題、新規参入（次世代自動車関係を含む）、販路拡大、見積書作成、
人材育成、他社との比較による強み・弱みの分析、各種改善の仕組み・手法の評価など

●ご利用の方法
派遣に要する費用は全額県が負担し、訪問回数は個別に調整いたします。

お問い合わせ先

山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
次世代産業振興室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３６９ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
81
81

相談／情報提供

入会申込書をご提出ください。様式は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

税制／事業承継

●支援の内容

融

県内の自動車関連企業及び参入に意欲的な企業、研究教育機関、産業支援機関、行政機関、
金融機関 等

経

航空機産業に新規参入・取引拡大したい

営
支

79

山形県航空機産業地域戦略研究会

援

県内企業と航空機関連企業との情報交換会や航空機分野の取引条件の理解を深める勉
強会などを行う研究会を設立しています。

金

●対象となる方
航空機産業への新規参入や取引拡大を希望する県内製造業者
◆会員は随時受付中です。会費は無料です。

融

●支援の内容

税制／事業承継

航空機産業に関するセミナーや支援策などの情報提供や工場視察会などを行っています。
１．航空機産業の動向に関する会員企業への情報提供
２．会員企業と航空機関連企業との情報交換、商談会の開催
３．航空機分野の取引条件、加工技術、品質管理、認証資格等の理解を深める勉強会
４．航空機関連企業の工場視察会の開催

●ご利用の方法

相談／情報提供

入会手続きについては以下県ＨＰをご覧ください。
(https://www.pref.yamagata.jp/110002/sangyo/shokogyo/kogyogijutsu/koukuukisangyou
/kenkyukai.html）

医療・福祉・健康機器関連産業へ参入したい

80

山形県次世代医療関連機器研究会

県内における医療・福祉・健康機器関連産業の振興を図ることを目的に、山形県次世代医
療関連機器研究会を設立しました。
研究会では、医療・福祉・健康機器関連産業に関する勉強会や現場ニーズに基づく新たな
医療・福祉・健康機器の開発に取り組んでまいります。

●対象となる方
山形県内に事業所を有する医療機器関連産業に関わる企業及び医療機器関連産業に関心
を持つ企業、大学、試験研究機関、行政機関 等

●支援の内容
医療・福祉・健康機器関連産業への参入、取引拡大を支援するため、以下のような事業を実
施します。
①産学官連携による相互交流、情報交換、各種連携の促進に資する事業
②医療機器関連産業に関連する人材の育成に資する事業
③本県企業の技術及び医療関連機器の高度化等に向けた技術開発の促進に資する事業
④本県企業の情報発信等による販路開拓に資する事業
⑤その他研究会の目的を達成するために必要な事業

●ご利用の方法
入会手続きについては以下県ＨＰをご覧ください。
（https://www.pref.yamagata.jp/110002/sangyo/shokogyo/kogyogijutsu/gijutsushinkou
/iryokenkyukai.html）

お問い合わせ先
山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
も の づ く り 振 興担 当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３５８ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
82
82

経

半導体関連産業の情報を得たい

営
支

82

半導体関連産業集積促進事業

援

半導体関連企業と関連機関で組織する山形県半導体関連産業振興協議会を通じて、半
導体関連産業に関する情報提供を行います。

金

●対象となる方
山形県半導体関連産業振興協議会会員（会員は随時受付中、会
会費無料）

融

●支援の内容

税制／事業承継

山形県半導体関連産業振興協議会が以下の事業を実施します。
①セミナー・事例発表会などの開催
②国や県からの告知など、会員に有用な情報のメール等による提供
（国・県等の補助金公募情報、各種セミナーの案内等）

●ご利用の方法
具体的な日程や内容については、下記までお問い合わせください。

相談／情報提供

お問い合わせ先

山形県半導体関連産業振興協議会事務局
（山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
工業技術振興担当）
ＴＥＬ．０２３-６３０-２１３７ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５

ロボット関連産業の情報を得たい

83

やまがたロボット研究会

県内におけるロボット関連産業の振興を図ることを目的に、平成２７年１０月２６日にやまがた
ロボット研究会を設立しました。
研究会では、メーリングリストによる会員企業への情報提供、機運醸成のためのセミナー等を
実施しています。

●対象となる方
ロボット産業に関心のある県内企業、ロボット関連の研究に取り組む大学等の研究教育機関、
行政機関、産業支援機関、金融機関 等

●支援の内容
・ロボットに関する情報提供
・ロボットに関するセミナー等の開催
・ロボット関連技術に関する勉強会の開催

●ご利用の方法
入会申込書をご提出ください。様式は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

山形県産業労働部 産業技術イノベーション課
ものづくり振興担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３６９ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
84
84

経

ものづくりについて情報交換したい（村山地域）

営
支
援

86

村山インダストリー倶楽部
「企業経営セミナー」
「企業間連携グループ勉強会」

金

「企業経営セミナー」の開催により、経営者が経営方針を決定するための知見を高め、不断
のイノベーションを創出していくための基盤づくりを推進するとともに、「企業間連携グループ
勉強会」の開催により、地域の中で受注できる環境づくりを推進します。

融

● 対 象 と な る方
税制／事業承継

村山地域の企業

●支援の内容
「企業経営セミナー」

相談／情報提供

これからの企業経営に求められる様々な課題に即したテーマに関する研修会の開催
「先進企業視察・情報交換会」
先進企業の視察及び参加者の情報交換会を開催
「企業間連携グループ勉強会」
地域の中で連携し、受注できる環境づくりを推進するため、企業間連携や業界の将来
動向などの最新情報を踏まえた勉強会を開催

【会費】 無料

お問い合わせ先
山形県村山総合支庁 産業経済部 地域産業経済課
ＴＥＬ．０２３-６２１-８４３８ ＦＡＸ．０２３-６２１-８４３７
86
86

経

連携や情報交換を行いたい

営

もがみイブニングサロン

援

最上地域の産学官金の連携と首都圏や地域内外、異業種間の企業交流、情報交換を行う
場を提供するものです。
企業の経営力強化とビジネスマッチングの推進を図ります。

支

87

金

●対象となる方
融

どなたでもご参加いただけます。

●支援の内容
（１）企業からの事例発表
（２）交流会、情報交換会
【参加費用】
軽食・ドリンク等代として概ね3,000円（交流会参加の場合）

山形県最上総合支庁 産業経済部 地域産業経済課
ＴＥＬ．０２３３-２９-１３０7 ＦＡＸ．０２３３-２３-２６２８

連携や情報交換を行いたい

88

最上夜学

最上総合支庁では、山形大学サテライト・鶴岡工業高等専門学校サテライトを設置し、大学
教授等による最新の研究シーズの紹介等を行い、産学官連携のきっかけづくりとなる場を提
供しています。
大学等の「知」を活用した課題解決や新商品開発等の推進を図ります。

●対象となる方
どなたでもご参加いただけます。

●支援の内容
下記内容により平日夕方開催（年５回予定）
（１）大学教授等からの最新の研究シーズの紹介等
（２）交流会、情報交換会
【参加費用】
軽食・ドリンク等代として概ね５００円（交流会参加の場合）

お問い合わせ先
山形県最上総合支庁 産業経済部 地域産業経済課
ＴＥＬ．０２３３-２９-１３０７ ＦＡＸ．０２３３-２３-２６２８
87
87

相談／情報提供

お問い合わせ先

税制／事業承継

下記内容により平日夕方開催（年２回予定）

経

新商品・サービス等の販路開拓に向けたマーケティング
企画の策定やテストマーケティングの支援を受けたい

営
支

93

販路開拓コーディネート事業

援

優れた商品・サービスを持つ中小企業者の、マーケティング企画からテストマーケティング活
動、売上拡大のためのフォローアップまでを支援し、新たな市場開拓に繋げます。
金

●対象となる方
融

・新市場における販路開拓が困難で、「事業・商品展開のためのマーケティング企画を検討した
い」「テストマーケティングの実行により新事業展開・新規顧客開拓の可能性を見出したい」中小
企業・小規模事業者

税制／事業承継

・過去に販路開拓コーディネート事業を活用したことがあり、販路開拓において新たな課題が見
つかり、営業力、マーケティング力、商品企画力等の面で課題解決を志向する中小企業・小規
模事業者

●支援の内容

相談／情報提供

商品・サービスを持つ企業のマーケティング企画から、首都圏・近畿圏を舞台に想定市場の
企業へのテストマーケティング活動までを支援します。商社・メーカー等出身で広範囲な販路ネ
ットワークを持つ専門家（実務支援アドバイザー）が市場へのアプローチ等を支援します。

●ご利用の方法
(１)本事業の支援を希望する時は、中小機構の東北本部に相談してください。
(２)中小機構の地域本部は、支援内容（ブラッシュアップ支援、テストマーケティング支援、フォロ
ーアップ支援）に応じた専門家を選定し、支援を行います。その際、専門家の謝金の一部に
ついては、申込企業の負担となります。
なお、テストマーケティング支援においては、専門家は想定市場の企業への同行訪問を行い
ます。中小機構が商品の販売代行、販売先紹介、取引斡旋を行うものではありません。申込
企業にも同行をお願いします。
＜販路開拓コーディネート事業の基本スキーム＞

中

小

企

中小機構

中小機構
東北本部

（関東本部・近畿本部）

【ブラッシュアップ支援】

【テストマーケティング 支援】

中小機構
東北本部

相談

・マーケティング企画 の
策定を支援
・プレゼン資料作成支援

・想定市場の企業への
同行訪問による
テストマーケティン
グ支援

【フォローアップ支援】
・新市場進出のため
の営業体制構築等、
Ｍ-Ａ、Ｍ-Ｂ後の新
たな課題に対する各
種支援

8,400円/日

4,200円/回

8,400円/1日

4か月・8日以内

5か月・15回以内

5か月・10日以内

業

※テストマーケティング 支援は販売代行ではありませんので、申 込企業にも同行していただきます。

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
企業支援部 企業支援課
ＴＥＬ．０２２-７１６-１７５１ ＦＡＸ．０２２-７１６-１７５２
92
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経

雇用情勢が特に厳しい地域で事業所を設置・整備して従業員を
雇いたい

営
支

地域雇用開発助成金

127

援

雇用機会が特に不足している地域において、雇用機会を創出し、雇用を維持する事業主に
対して助成します。創業の場合は、支給額に上乗せがあります。

金

● 対 象と な る方

融

○雇用機会が特に不足している地域、または「山形県地域活性化雇用創造プロジェクト」で指定
された分野において、事業所設置・整備を行い、ハローワークなどの紹介により地域の労働者
を雇い入れた事業主
○まち・ひと・しごと創生寄附活用事業（地域的な雇用構造の改善を図る事業に限る。）に関連す
る寄附をし、当該事業が実施される区域において、事業所設置・整備し、地域の労働者を雇い
入れた事業主

税制／事業承継

●支援の内容

相談／情報提供

【支給要件】
・事業所の設置・整備を行う前に、管轄の都道府県労働局長に計画書（※１）を提出すること
・雇用保険の適用事業所を設置・整備すること（事業所非該当の施設は助成対象になりません）
・ハローワーク等（※２）の紹介により地域求職者を雇い入れること
・事業所の被保険者数が増加していること
・労働者の職場定着を図っていること
・労働者を解雇など事業主の都合で離職させていないこと
・労働関係法令をはじめ法令を遵守していること
・地域の雇用構造の改善に資すると認められること
※１ 計画期間（計画書の提出から事業所の設置・整備および雇入れ完了まで）は最大18か月
※２ ハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出して
いる有料・無料職業紹介事業者
【支給額（一回の支給額）】
対象

対象労働者の人数に応じた支給額（万円） ※（ ）内は創業の場合

設置・設備費用

3（2）～4人

5～9人

10～19人

20人以上

300万円以上
1,000万円未満

48、＜60＞
(100)

76、＜96＞
(160)

143、＜180＞
(300)

285、＜360＞
(600)

1,000万円以上
3,000万円未満

57、＜72＞
(120)

95、＜120＞
(200)

190、＜240＞
(400)

380、＜480＞
(800)

3,000万円以上
5,000万円未満

86、＜108＞
（180）

143、＜180＞
(300)

285、＜360＞
(600)

570、＜720＞
(1,200)

5,000万円以上

114、＜144＞
(240)

190、＜240＞
(400)

380、＜480＞
(800)

760、＜960＞
(1,600)

※生産性の向上が認められない場合は左側の額を、認められる場合は右側＜ ＞の額を支給。
※中小企業の場合は1回目の支給時に支給額の１／２の額を上乗せ、創業の場合は1回目の支給時に支給額と
同額を上乗せ。

◆「雇用機会が特に不足している地域」とは
「雇用機会が特に不足している地域」とは、求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地
域（同意雇用開発促進地域）と、若年層・壮年層の流出が著しい地域等（過疎等雇用改善地域）
をいいます。
地域名

公共職業安定所

指定期間

現在、指定地域はありません。

同意雇用開発促進地域

過疎等雇用改善地域

市町村名

郡名

市町村名

指定期間

西村山郡

酒田市（飛島の区域）
西川町 朝日町 大江町

令和５年３月３１日まで

◆「山形県地域活性化雇用創造プロジェクト」については、山形県（産業労働部産業創造振興課）まで
お問い合わせください（創業や事業所規模により助成額が増額される場合があります）

お問い合わせ先

県 内 ハ ロ ー ワ ーク
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
128
128

経

廃棄物の発生抑制やリサイクル等について助言を受けたい

営

186 ３Ｒ推進環境コーディネーターによる支援

支
援

３Ｒ（廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用）推進をはじめとした環境に関する必要な情報
の提供や助言、課題解決の橋渡し等を行います。

金

● 対 象と な る 方
県内に事業所を有する企業等

融

●支援の内容

税制／事業承継

１ 企業の課題やニーズの情報収集を行い、その改善や問題解決に向けて必要な助言、情報
提供を行います。
２ 企業、行政、学術研究機関等における情報や技術、ニーズ等の橋渡しを行い、環境課題に
取り組む活動を支援します。
３ 複数の企業や学術研究機関等が連携することで環境問題を解決できるよう、その連携活動
の立ち上げ支援や具体的な課題解決を支援します。
【具体的には】

相談／情報提供

・企業の実情に応じた減量・リサイクルに関するアドバイス
・企業間の資源循環のコーディネート
・県や国等の助成制度情報の提供、事業者が活用するための支援等
・リサイクル技術導入促進のための情報提供、相談、コーディネーﾄ
・排出業者、産業廃棄物処理業者、大学、研究機関をつなぐネットワーク化支援

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

山形県環境エネルギー部 循環型社会推進課
リサイクル・環境産業担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３０２ ＦＡＸ．０２３-６２５-７９９１

事業拡大、経営改善等について専門家の助言を受けたい

187

専門家派遣事業への費用補助

山形県企業振興公社が実施する専門家派遣事業の利用にかかる費用の一部を助成して、
中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

●対象となる方
山形県企業振興公社が実施する専門家派遣事業を利用している方（信用保証協会利用先）

●支援の内容
初回費用は自己負担部分の全額、２回目以降は自己負担部分の１／２について、最大２０万円
まで支援します。

お問い合わせ先
山形県信用保証協会
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
192
192

支
援
金

経営・技術・販売・労務・ＩＴ等について多くの課題を抱えている小規模事業者等の要望に応
じて、その分野の専門家（エキスパート）を直接事業所に派遣し、専門的・実践的な指導アド
バイスにより、 問題解決を図ります。

営

エキスパートバンク事業

188

経

創業や事業拡大、経営改善等について専門家の助言を受け
たい

●対象となる方

●支援の内容
企業経営に関する様々な問題、悩みに対し、適切な専門家（エキスパート）を選定し、直接事業
所に派遣して支援します。

お問い合わせ先

最寄りの商工会・商工会議所
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）

高度・専門的な経営課題を解決して欲しい

189

専門家派遣（中小企業１１９）

中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題が、内外の事業環境の変化により高度
化、複雑化している中で、事業の各段階に応じた経営課題・支援ニーズに対応するため、専
門家派遣を実施しています。

●対象となる方
中小企業・小規模事業者

●支援の内容
支援機関（派遣可能機関）を通じて、中小企業・小規模事業者が、高度・専門的な経営課題解決
を支援するための専門家派遣を５回まで受けることができます。
初回は無料ですが、２回目以降は謝金の一部を事業者に負担していただきます。

●ご利用の方法
お近くの支援機関（派遣可能機関）までご相談ください。必要に応じて専門家を派遣します。
支援機関（派遣可能機関）は、中小企業支援ポータルサイト「中小企業１１９」の「支援機関から
探す」よりご確認ください。
中小企業１１９URL ： https://chusho119.go.jp/

お問い合わせ先

中小企業庁 経営支援部 経営支援課
ＴＥＬ．０３-３５０１-１７６３ ＦＡＸ．０３-３５０１-７０９９
東北経済産業局 産業部 経営支援課
ＴＥＬ．０２２-２２１-４８０６ ＦＡＸ．０２２-２１５-９４６３
193
193

相談／情報提供

【相談料】 無 料
専門家（エキスパート)の謝金・旅費はバンクが負担します。（１企業につき１テーマ１回／年とな
ります。）
但し、これはあくまでもアドバイスに限定したものであり、例えば書類の作成、実際の手続き業
務、具体的な図面やデザイン制作、技術指導等を行う際の材料費等は実費負担していただき
ます。

税制／事業承継

○これから創業しようとする方

融

○新商品開発、アイデアの具現化、新分野進出、売上・利益の向上、販路開拓、販売促進、
ITの活用、経営の効率化、経営計画の策定、経営の見直しを図ろうとする県内の小規模
事業者等

経

事業拡大、経営改善等について専門家の助言を受けたい

営
支

190

専門家派遣事業

援

（（公財）山形県企業振興公社）

中小企業の皆様が抱える経営課題に対し、課題解決に適した専門家を派遣します。
金

●対象となる方
融

新たな取組みにより新分野進出や事業拡大、経営改善、生産現場改善、技術的な課題解決、
情報化・ＩＴ化、ＩＳＯ取得、BCP策定等により経営向上を図ろうとする中小企業者等

税制／事業承継

●支援の内容
技術士、中小企業診断士、社会保険労務士、経営士や各種実務に精通した幅広い分野の専
門家を派遣して、企業ニーズに対応した診断・指導・助言を行います。

相談／情報提供

１ 専門家派遣（一般）
経営の向上を図ろうとする中小企業者等が抱える様々な問題の解決を図るために、適
切な診断・指導・助言を行います。
２ ＢＣＰ策定支援専門家派遣事業
ＢＣＰ（事業継続計画）を策定しようとしている、または策定したＢＣＰの見直し等に取り組
む中小企業等に対して適切な診断・指導・助言を行います。
３ DX関連支援専門家派遣事業
データやデジタル技術の活用により、新製品・新サービス等のビジネスモデルの構築、
プロセスの再構築等による生産性向上等を図る中小企業者等に対して適切な診断・
指導・助言を行います。
【費用等】
○ 専門家謝金：１回（４時間相当） 38,096円(税別) 、 （２時間相当） 19,048円(税別)
○ 専門家旅費：公社旅費規程による額
【負担割合】 上記費用合計に対し
○ 上記１の場合
→ 企業負担：１／２、公社負担：１／２以内
○ 上記２～３の場合 → 企業負担：１／３、公社負担：２／３以内
【専門家の派遣回数】
○ 上記１の場合
→ １０回以内
○ 上記２～３の場合 → ３回以内

●ご利用の方法
詳しい内容、お申し込みに関しては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
公益財団法人山形県企業振興公社
創業・経営支援部 創業・経営支援グループ
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６４ ＦＡＸ．０２３-６４７-０６６６
✉haken@ynet.or.jp
194
194

援

（専門家派遣事業－山形県信用保証協会）

支

山形プロフェッショナルサポート

営

191

経

経営全般について助言を受けたい(保証利用(予定)企業)

経営改善や生産性向上、事業承継といった経営に関わる様々な課題を抱えている中小企
業・小規模事業者に対し、信用保証協会が外部専門家の選任・派遣を行います。
金

●対象となる方

・専門家の派遣回数は、１０回です（１回あたりの派遣時間限度４時間、総派遣時間限度２０時間）。
、信用保証協会が原則として全額を負担します。
・専門家派遣に係る費用については、

●ご利用の方法

創業に関する様々な課題を解決したい

192

信用保証協会による創業支援

創業者が抱える様々な課題を解決するため、信用保証協会の中小企業診断士や外部専
門家が現状の分析や創業計画策定支援、創業後のフォローアップまで一貫した創業支援を
行います。

●対象となる方
県内で創業をお考えの方（保証対象業種に限る）。
ただし、原則として創業時に信用保証協会の利用を予定している方を対象とします。

●支援の内容
【信用保証協会の中小企業診断士による診断・助言等】
信用保証協会の中小企業診断士が、適切な診断・助言を行いながら、創業予定者に対する
支援を行います。
【外部専門家による創業計画策定支援】
外部専門家による指導・助言が適切と判断した場合は、専門家から創業計画の策定支援を
受けることができます。
信用保証協会が原則として全額を負担します。
なお、専門家に係る費用は、信
【創業後のフォローアップ】
創業後も信用保証協会の中小企業診断士による、診断・助言や外部専門家を利用した
指導・助言を受けることができます。

●ご利用の方法
創業に関する様々なご相談に信用保証協会職員が応じますので、まずは信用保証協会窓口
までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

山形県信用保証協会
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
195
195

相談／情報提供

ご利用に際しては、事前に信用保証協会職員が訪問します。
WEB会議システムを利用したオンラインによる、非対面での専門家支援も行っています。
なお、詳細については、信用保証協会窓口までお気軽にお問い合わせください。

税制／事業承継

●支援の内容

融

信用保証協会を利用している、または、信用保証協会を利用する予定のある中小企業者、組合、
及び創業予定者を対象とします。

経

様々な経営課題の解決のために専門家の助言を受けたい

営
支

193

専門家継続派遣事業
（（独）中小企業基盤整備機構）

援

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について、組織的にPDCAサ
イクルをまわしながら積極的に取り組みたい中小企業に対し、半年から１年の間アドバイザー
を派遣し、成長発展段階に応じてタイムリーかつ適切な支援を行います。

金

●対象となる方

融

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について取り組み、かつ、受
け入れ体制が整っている中小企業

●支援の内容
税制／事業承継

企業の成長段階に応じた支援ニーズ・経営課題に対して、適切な専門家（中小企業診断士、税
理士、公認会計士、企業で経営幹部として実務を幅広く経験した方など）のアドバイスによる総合
的な支援を実施します。
【派遣の期間】
１０ヶ月以内・２０回以内
【派遣の費用】

相談／情報提供

企業が負担する費用は、17,500円／人・日（専門家派遣費用の１／３相当額）で、残りの２／３相
当額は中小機構が負担します。専門家に対する謝金、旅費その他の企業負担はありません。

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

特定の経営課題について専門家の助言を受けたい

194

経営実務支援事業

特定の経営課題を抱える中小企業・ベンチャー企業に、経験を通して培われた知識・ノウハ
ウが豊富な専門家を派遣し、実務的な見地からアドバイスを行います。

●対象となる方
経営課題のなかでも特定の経営課題をもち、かつ、受け入れ体制が整っている中小企業

●支援の内容
大手企業等での実務経験豊富なアドバイザーを派遣し、特定の経営課題解決に必要な実務的
な知識・ノウハウ面でアドバイスを行い、社内人材の育成や経営向上をサポートします。
【派遣の期間】
５ヶ月・１０回以内
【派遣の費用】
企業が負担する費用は、8,400円／人・回（専門家派遣費用の１／３相当額）で、残りの２／３
相当額は中小機構が負担します。専門家に対する謝金、旅費その他の企業負担はありません。

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
企業支援部 企業支援課
ＴＥＬ．０２２-７１６-１７５１ ＦＡＸ．０２２-７１６-１７５２
196
196

経

収益性改善、生産性向上に対する助言を受けたい

営

シニアインストラクター活用事業

支

197

援

シニアインストラクタ―が収益性のことで悩んでおられる企業へ訪問して、共に要因を発掘し、
「ヒト、モノ、カネ、情報の良い流れ方式」による収益性改善の指導を行います。
金
融

●対象となる方
・会社の収益性のことで悩んでいる企業の方

・生産性向上や 収益性改善等の課題解決を考えておられる企業の方

●支援の内容
山形県内企業の収益性を改善して地域産業の活性化を図る為、経営革新や生産革新を指導で

問します。企業活動全般の診断を行い、製造現場から企業経営全般にわたるシステム（よい設
計・よい流れ）の改善指導を実施します。

【活動のステップ】

経営者問診 現場診断・改善策の提案
３か月の期間に５回程度訪問

改善指導
５か月の期間に５回程度訪問

※山形県生産基盤強化支援協議会：
県内企業支援の充実を目的に、山形大学、県企業振興公社、県産業技術振興機構、県
銀行協会、山形放送株式会社の５者が参画して2022年2月に設立しました。事業環境の激
しい変化の中で、各企業のニーズに合わせた幅広い支援に対応します。

お問い合わせ先
山形県生産基盤強化支援協議会 事務局
（山形放送株式会社 ビジネス開発局 イノベーション事業部内）
ＴＥＬ．０２３-６６４-０１９０ ＦＡＸ．０２３-６２２-８４８０
199
199

相談／情報提供

きる人材として山形大学の養成スクールで育成されたシニアインストラクターが、対象企業を訪

税制／事業承継

・収益が上がらない要因がはっきりしていない、危機感はあるがどうしたら良いかわからない企業の方

経

ロボット・IoTを導入し、生産性を向上させたい

営
支

198 生産工程スマート化診断事業

援
金

中小機構の専門家チームが貴社を訪問し、生産現場の確認、ヒアリングを通じて、「生産性の
向上」「業務の効率化」「生産工程の見える化」等に向けた具体的な方策をご提案します。全
3回の無料診断となります。

●対象となる方
融

①効率性・品質・コスト・納期・安全・環境管理・省人化・見える化など課題を持っている中小企業
②ロボットやIoTの導入により、生産性向上を目指したい中小企業
③生産工程の見える化の仕組みづくりをしたい中小企業

税制／事業承継

●支援の内容
事前相談（事業説明及び事前ヒアリング）
・Web会議システム等を利用して、本事業のご説明をさせていただきます。
・事前にご意向やお困りごとを把握することで、貴社の課題に応じた専門家を選定いたします

相談／情報提供

第1回支援（経営者ヒアリング、現場調査）
・実際の生産工程を確認するため、専門家による現場調査を行います。
・生産工程の課題、業務内容、フロー等についてヒアリングを実施いたします。
第2回支援（ディスカッション）
・第1回目の内容をもとに、現状の問題点・課題の洗い出しを行います。
・課題解決に向けた方法を検討、ディスカッションをします。
第3回支援（診断内容の報告）
・第1回、第2回の内容をもとに作成した報告レポートのご説明を行います。
※経営層（決定権を有する者）の同席が必須となります。
※本事業では、設備・システムの導入・実装までの支援は行いません。
〈報告レポート事例〉

●ご利用の方法
詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
企業支援部 企業支援課
ＴＥＬ．０２２-７１６-１７５１ ＦＡＸ．０２２-７１６-１７５２
200
200

経

創業やものづくり、インターネットビジネスについて相談したい

営

庄内産業振興センター起業・ビジネス相談室

融

●対象となる方

金

新事業展開・経営革新に取り組む事業者の要望に、「創業・起業支援」、「ものづくり革新支
援」、「Ｗｅｂビジネス支援」の３つの分野で相談に応じます。

援

Ｂ－Ｓｕｐｐｏｒｔ（ビー・サポート）

支

199

○創業・起業を考えている方
○生産改善や企業連携など、ものづくりの高度化・競争力の向上を考えている事業者

●支援の内容
○「創業・起業」
・創業・起業準備相談： 創業・起業のステップに応じて、様々な課題をサポート
創業関連資金・補助金の紹介や事業計画作成・申請業務をサポート

・特定創業支援：

「産業競争力強化法」に基づく創業者支援として、経営・財務・販売促
進・人材育成等、１ヶ月以上にわたり４回以上のアドバイス

○「ものづくり革新」
・生産改善相談・指導： 製造コスト削減、品質向上の課題解決をサポート
・企業連携支援：

ものづくり企業の連携体による新事業・プロジェクト・ＢｔｏＢのコーディ
ネート

・技術・製品開発相談： 新技術・製品開発（産学連携）のコーディネート
・競争資金獲得支援：

技術開発・商品開発関連補助金の紹介や事業計画作成・申請業務を
サポート

○「Ｗｅｂビジネス」
・ネットショップ開業支援：ショップ開業に伴う事業構想・競争分析、マーケティング戦略等の課
題解決をアドバイス
・販売促進・売上アップ： Ｗｅｂサイトの簡易診断、アクセスログ解析、ＰＰＣ広告設定等の
各種販促手法をアドバイス
・Ｗｅｂ集客・販路開拓： ｅコマース以外のＷｅｂによるＢｔｏＢ等の営業活動手法をアドバイス
【相談料】相談に係る費用は無料です。
※山形県よろず支援拠点庄内サテライトのコーディネーターと連携して経営課題解決を支援
いたします。

●ご利用の方法
詳しくは下記までお問合せください。

お問い合わせ先
公益財団法人庄内地域産業振興センター
ＴＥＬ．０２３５-２３-２２００ ＦＡＸ．０２３５-２３-３６１５
201
201

相談／情報提供

・創業等資金相談：

税制／事業承継

○ネットショップの開業、販売促進やＷｅｂを活用したビジネスを考えている事業者

経

創業資金を借り入れたい

営
支
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創業関連保証制度

援

これから創業する方、事業を始めて間もない方を支援する保証制度です。円滑な創業資金
の調達が出来ます。

金

● 対 象と な る 方

融
税制／事業承継
相談／情報提供

次のいずれかに該当する方が対象となります。
【創業関連保証】
①事業を営んでいない個人で、１か月以内に新たに事業を開始する具体的計画のある方
②事業を営んでいない個人で、２か月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的
計画のある方
③中小企業者である会社が新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画のある方
④事業を開始した日から５年を経過していない中小企業者である個人の方
⑤事業を営んでいない個人が会社を設立し５年を経過していない中小企業者である会社
⑥中小企業者である会社が新たに会社を設立し５年を経過していない中小企業者である会社
⑦上記④に規定する創業者であって、事業譲渡により当該事業の全部又は一部を創業者が
新たに設立した会社に承継させる場合であり、創業者が事業を開始した日から起算して５年
を経過していない方
【認定特定創業支援事業に該当する場合】
経済産業省令で定めるところにより支援を受けて行う創業であって、
上記「創業関連保証」③～⑥および下記のいずれかに該当する方
①事業を営んでいない個人が６か月以内に事業を開始する方
②事業を営んでいない個人が６か月以内に会社を設立し事業を開始する方
(※)市町村が創業希望者に対して行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓等の
創業支援事業

●支援の内容
【保証限度額】
3,500万円
【保証料率】
１．０％
（県商工業振興資金開業支援資金等を利用した場合、県・市町村からの保証料補給及び協会
割引により保証料負担無しとなります。）
【保証期間】
10年以内（地方公共団体の融資制度を利用した場合、各制度の定めによります。）
【担保】
不要
【保証人】
法人：原則代表者以外不要、個人：原則不要
【その他】
創業された方のその後の業況把握とともに、安定的な経営をサポートすることを目的に、アン
ケートを実施しています。アンケート調査に基づき、お客様からの要望に応じて、専門家を派遣
し様々なお悩みを解決します。

●ご利用の方法
・金融機関を通じて申し込むことになります。
・協会所定の保証申込書類、創業・再挑戦計画書の提出が必要となります。
なお、必要書類の詳細については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県信用保証協会
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
214
214

経

本社機能の移転や拡充の際の支援を受けたい

営

地方拠点強化税制に基づく支援
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支
援

本社機能を有する施設を整備する計画（地方活力向上地域等特定業務施設整備計画）を
作成し、県の承認を受けた場合、債務の保証や課税特例等の優遇措置を受けることができ
ます。

金

● 対 象と な る 方

融

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、県の承認を受けた事業者
※着工の前に承認を得る必要があります。
※整備される施設、従業員の雇用等の要件がありますので、詳しくはお問合わせください。

税制／事業承継

●支援の内容
①中小企業基盤整備機構による債務保証
②法人税の減税
③地方税の減税
④日本政策金融公庫による低利融資

お問い合わせ先

相談／情報提供

山形県産業労働部 産業創造振興課
産業立地室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２６９０ ＦＡＸ．０２３-６３０-２１２８

工芸品等の販路開拓・新商品開発に係る資金調達の支援を
受けたい

220

クラウドファンディング活用促進
事業費補助金

県内工芸品製造事業者等がクラウドファンディングを活用して販路開拓や新商品開発に係る
資金調達を行う場合、クラウドファンディング運営事業者に支払う手数料に対して補助します。

●対象となる方
クラウドファンディングを活用して販路開拓や新商品開発に係る資金調達を行う県内工芸品製
造事業者、地場産品製造事業者

●支援の内容
【対象経費】
クラウドファンディング運営事業者に支払う手数料（消費税及び地方消費税を除く）
【補助率】
１／２以内（上限250千円）
【募集期間】
令和４年６月以降
※同時期に説明・相談会を開催する予定

●ご利用の方法
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県産業労働部 県産品流通戦略課
ふるさと産業振興担当
ＴＥＬ． ０２３-６３０-２４９８ ＦＡＸ． ０２３-６３０-３３７１
224
224

経

思い切った事業再構築に挑戦したい

営

３． 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均３．０％（一部５．０％）以上増加、
従業員一人当たり付加価値額の年率平均３．０％（一部５．０％）以上増加の達成。

従業員

補助額

補助率

２０人以下

100万円～2,000万円

２１～５０人

100万円～4,000万円

中小企業：２／３
（６，０００万円超は１／２）

５１人～１００人

100万円～6,000万円

１０１人以上

100万円～8,000万円

中堅企業：１／２
（４，０００万円超は１／３）

【回復・再生応援枠】
必須要件１.～３.を満たし、かつ以下の①又は②のどちらかを満たすこと
① ２０２１年１０月以降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。
② 中小企業活性化協議会（旧：中小企業再生支援協議会）等から支援を受け再生計画等を策定して
いること。

従業員数

補助金額

補助率

５人以下

100万円～500万円

６～20人

100万円～1,000万円

２１人以上

100万円～1,500万円

中小企業：３/４
中堅企業：２/３

【大規模賃金引上枠】
必須要件１.～３.を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
① 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
② 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
員数を年率平均１．５％以上（初年度は１．０％%以上）増員させること。

補助対象者

補助金額

補助率

従業員数１０１人以上の
中小企業・中堅企業

8,000万円超～1億円

中小企業：２/３（6,000万円超は１/２）
中堅企業：１/２（4,000万円超は１/３）

233233

相談／情報提供

【通常枠】

税制／事業承継

２． 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築
に取り組む。

融

※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
２０２０年４月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計付加価値額が、 コロナ以前の
同３か月の合計付加価値額と比較して１５％以上減少していること。

金

必須申請要件

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％以上減少していること。

援

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
を支援します！

支

事業再構築補助金
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経

【最低賃金枠】

営

必須要件１.～３.を満たし、かつ以下の①及び②を満たすこと
① ２０２０年１０月から２０２１年６月までの間で、３か月以上最低賃金＋３０円以内で雇用している従
業員が全従業員数の１０％以上いること
② 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

支
援
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融

従業員数

補助金額

補助率

５人以下

100万円～500万円

６～20人

100万円～1,000万円

２１人以上

100万円～1,500万円

中小企業：３/４
中堅企業：２/３

【グリーン成長枠】
税制／事業承継

• グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を対象に、「グリーン成長枠」を設
け、補助上限額を最大１．５億円まで引き上げます。
• 「グリーン成長枠」では、売上高１０％減少要件を課しません。

相談／情報提供

• 以下の要件を全て満たすこと
① 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額３，０００万円超は金融機関も必須）
② 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均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５．０％以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること
③ グリーン成長戦略「実行計画」１４分野に掲げられた課題の解決に資する取組として記載がある
ものに 該当し、その取組に該当する２年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以
上に対する人材育成をあわせて行うこと

中小/中
中堅

補助金額

補助率

中小企業

100万円～1億円

１／２

中堅企業

100万円～1.5億円

１／３

【補助対象経費の例】
•
•
•
•
•
•

建物費（建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転）
機械装置・システム構築費（設備、専用ソフトの購入やリース等）、クラウドサービス利用費、運搬費
技術導入費（知的財産権導入に要する経費）、知的財産権等関連経費
外注費（製品開発に要する加工、設計等）、専門家経費
広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）
研修費（教育訓練費、講座受講等）

【注】 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、公道を走る車両、汎用品（パソコン、
スマートフォン、家具等）の購入費は補助対象外です。
応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外です。

お問い合わせ先
●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）
電話番号： ＜ナビダイヤル＞ ０５７０－０１２－０８８
＜IP電話用＞
０３－４２１６－４０８０
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