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
12
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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
15
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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

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

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

デザインを活用して商品価値を高めたい

営

山形エクセレントデザイン販路開拓支援

金

● 対 象と な る 方

援

『山形エクセレントデザイン2021』の受賞者等を対象に、「売れる商品」づくりに向け製品のブ
ラッシュアップを行うとともに販路開拓手法を学ぶ塾を開催します。

支

37

『山形エクセレントデザイン2021』の受賞者等

融

● 開 催 概要

【定

間】 令和４年５月～令和５年３月頃 計７回開催を予定
場】 山形県工業技術センター
容】 講師による講話やアドバイス、受講者によるグループ討議等を通し、市場を意識
した商品づくりや売り方について学ぶとともに製品のブラッシュアップを行う。また
合同で展示会に出展する際の出展補助を行い、販路開拓につなげる。
員】 10名程度

●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

デザインを活用して商品価値を高めたい

38

やまがたデザイン相談窓口 Ｄ-Ｌｉｎｋ

東北芸術工科大学地域連携推進課、山形県工業技術センターでは、それぞれの強みを活
かして県内企業のデザインに関する様々な相談を受け、支援する体制の充実を図ることを
目的として「やまがたデザイン相談窓口“Ｄ-Ｌｉｎｋ”」を創設しています。

●支援の内容
○県内企業からのデザインに関する相談への連携した対応
○デザインに関する情報の共有・発信
○各構成機関が行う事業への横断的な協力
【相談料】無料

●ご利用の方法
各構成機関で随時相談を受けており、相談内容によりＤ－Ｌｉｎｋ内で連携して対応します。

お問い合わせ先
東北芸術工科大学 地域連携推進課
ＴＥＬ．０２３-６２７-２１９９ ＦＡＸ．０２３-６２７-２０８１
山形県工業技術センター デザイン科
ＴＥＬ．０２３-６４４-３２２２ ＦＡＸ．０２３-６４４-３２２８
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
45
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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。

税制／事業承継

【期
【会
【内

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

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

70

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〕
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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

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

航空機産業に新規参入・取引拡大したい

営
支
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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
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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
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経

企業グループ等による共同受注に取り組みたい

営
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共同受注に取り組む企業グループ等への支援

援

県内中小企業者の受注拡大に向けた競争力強化を図るため、企業グループ等が企業同士
の結びつきを強め、共同受注に向けた体制整備、受注先の開拓や受注活動に取り組む経
費を助成します。

金

●対象となる方
融

県内に事業所を有する中小企業者４社以上を中心に構成された企業のグループ・団体・組合等

税制／事業承継

●支援の内容
①補助率
１／２
②補助上限額
３５万円
③補助条件、補助対象事業及び補助対象経費

相談／情報提供

補助条件

補助対象事業

補助対象経費

当補助金の交付を初め
て 受け る企業 グルー プ等
の場合

企業グループ等が専門家の指 謝金、旅費、資料代、印刷製
導を受けて共同受注に向けたル 本費、通信運搬費、使用賃
ールづくり等の体制整備に取り 借料
組む事業

当補助金の交付を受けて
共同受注のルールを策
定し た 企業 グル ー プ等の
場合

企業グループ等が共同受注に
向けた発注先の開拓と受注活動
に取り組む事業（ホームページ・
パンフレット製作によるＰＲ、展
示会出展等）

旅費、資料代、印刷製本費、
消耗品費、通信運搬費、商
談会・展示会費、広告料、委
託料、使用賃借料、備品購
入費、負担金

●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

88
88

経

マッチングや提案力強化により、新分野進出につなげたい

営

提案力強化チャレンジ応援事業

援

首都圏などの企業と県内企業とのマッチング機会を設けるとともに、県内企業の提案力強化
に向けたコンサルティングを行います。

支
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金

●対象となる方

下記のとおり。
マッチングを行う際は、その都度参加者を募集します。

マッチング及びコンサルティング
（新規開発促進型）

事業対象予定者数

県内企業30社以上を、取引期待企業へ紹介予定

マ ッチ ング 回 数

10回以上
※県内企業１社と取引期待企業１社が1度商談の機会を設けることを
１回とカウント。

コンサルティング回数

30回以上
※事業対象者１社あたりマッチングの事前２回及び事後１回(計３回)

●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．０２３-６３０-２３５８ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
89
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相談／情報提供

事業内容

・県内企業と取引期待企業とのマッチングの実施
・マッチングに参加する県内企業の提案力を強化するためのコンサル
ティングの実施
※ニーズに対して独自性のある技術を提案し、新規開発による取引
につなげる。

税制／事業承継

●支援の内容

融

山形県内に事業所を有し、新たな事業分野への進出を目指す製造業企業

経

取引先を開拓したい

営
支
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商談会等の開催

援

（（公財）山形県企業振興公社）

商談会等開催による中小企業（製造業）の受注・発注の取引拡大を支援します。
金

●対象となる方
融

中小企業者等（製造業）

税制／事業承継

●支援の内容

相談／情報提供

（公財）山形県企業振興公社が以下の商談会を開催します。
①広域商談会（対面式・オンライン併用）
・令和4年7月（天童市）
【参集範囲】 県内、関東・東北地区等の発注企業
（一般機械、金属製品、電気機器、輸送用機械等のメーカー・商社）
県内外の受注企業
（機械加工、鋳物、プレス、製缶・板金、プラスチックなどの加工業者）
②取引商談会（対面式・オンライン併用）
・令和5年2月（山形市）
【参集範囲】 県内、関東・東北地区の発注企業
（一般機械、金属製品、電気機器、輸送用機械等のメーカー・商社）
県内外の受注企業
（機械加工、鋳物、プレス、製缶・板金、プラスチックなどの加工業者）
③三県（山形・宮城・福島）合同商談会
・令和4年11月
【参集範囲】 関東地区を中心とした発注企業
宮城・山形・福島県の受注企業
④個別商談
・ 発注企業の希望に応じ、随時開催していますのでご相談ください。

●ご利用の方法
詳しい内容は、下記までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、開催時期・参集範囲などが変更になる場
合がございます。

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 取引支援グループ
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６２ ＦＡＸ．０２３-６４７-０６６６
90
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経

取引先を開拓したい

営

庄内商談会 2022

援

山形県内外の発注企業と、主に庄内地域の受注企業の取引拡大を支援するため庄内地域
で商談会を開催します。

支
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金

●対象となる方

融

製造業者等

●支援の内容

◇時

期

令和４年９～１０月（予定）

◇会

場

いろり火の里文化館 なの花ホール（予定）
山形県東田川郡三川町大字横山字袖東172－1

◇募集企業
一般機械、金属製品、電気機械、輸送用機械等のメーカー、商社など
高い技術力を持った協力企業を求めている企業、新製品の試作を外注したい企業、
新たな協力工場を探したい企業、開発パートナーを見つけたい企業等
○受注企業 ８０社程度
機械加工・組立、鋳造・鍛造、製缶・板金・プレス、プラスチック成形、電気機器、塗装・
表面処理、ソフトウェア、機械設計、ゴム製品、段ボール製品等の製造企業など
◇参 加 費

無料

新型コロナウイルス感染症の影響により、募集地域を限定する等開催内容を変更し、又
は、やむを得ず中止する場合があります。
募集時期になりましたら、山形県のホームページ等でお知らせしますので、「庄内商談
会」で検索ください。
なお、事前の申込みが必要となりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
山形県庄内総合支庁 産業経済部 地域産業経済課
ＴＥＬ．０２３５-６６-５４８４ ＦＡＸ．０２３５-６６-４９５３
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相談／情報提供

○発注企業 ４０社程度

税制／事業承継

協力企業・外注企業の新規開拓、将来の発注に向けた情報収集等にご活用ください。

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
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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
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92

販
路
の
開
拓
／
販
路
開
拓
に
必
要
な
力
の
育
成

経

取引先を開拓したい

営

Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ

支
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援
金

ジェグテックは、２０１４年１０月より、（経済産業省の所管する）独立行政法人中小企業基盤
整備機構が開設、運営しているウェブマッチングサイトです。
ご登録いただいた中小企業は、製品開発や新規取引のために、数多くの海外企業や日本の
企業への情報発信、最適なビジネスパートナー探しを行えます。

● 対 象と な る 方
融

ＢｔｏＢ企業様向け

税制／事業承継

●支援の内容

無料でご利用いただけます。

約680社

貴社ページ（※）にて、技術、製品等を
情報発信できます。※初回英訳無料

約2１,000社

約7,700社
※令和３年

１２月末現在

国内外のジェグテック登録企業間にて、
発注・ニーズ情報の受発信を行えます。
ビジネスマッチングの実現に向け、
中小機構専門家がサポート！

新規登録企業募集中！

●お申込方法
右記の申請項目をご記入いただき、
メールにてお申込ください。
送信先 : 中小機構東北本部
<tohoku-kikaku01@smrj.go.jp>

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
93
93

相談／情報提供

ジェグテックの特徴

経

取引先・連携先を開拓したい

営
支
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新価値創造展・中小企業総合展

援
金

中小企業者等が自ら開発した製品・技術・サービスを一堂に会し展示・紹介することにより、
販路拡大に繋げることができます。中小機構は、展示手法や商談準備に関するセミナー、ウ
ェブサイトやガイドブック制作、DM・媒体広告による広報周知等を実施してマッチングを支援し
ます。会場内では専門家による相談・アドバイス、商談会を行います。

●対象となる方
融
税制／事業承継

自ら開発した製品・技術・サービスを保有し、展示会を通じて広く展示・紹介することで販路拡大
や企業連携・共創などのビジネスマッチングを志向する中小企業者・小規模事業者。中小機構
主催の総合展示会「新価値創造展」は技術分野の11カテゴリーの製品等、民間大規模展示会
に中小機構がゾーン出展するものは飲食料品・雑貨等の消費財商材を対象とします。

●イベント内容
【新価値創造展】
リアル展示会「新価値創造展2022（第18回中小企業総合展 東京）」とオンライン展示会「新価
値創造展2022オンライン」を連動させたハイブリッド型展示会として開催します。

相談／情報提供

◆リアル展示会「新価値創造展2022（第18回中小企業総合展 東京）」
【開催場所】 東京ビッグサイト東展示棟6ホール
【開催時期】 令和4年12月14日（水）～16日（金）
【募集時期】 令和4年7月上旬から8月下旬を予定
◆オンライン展示会「新価値創造展2022オンライン」
【開催場所】 新価値創造展ウェブサイト（https://shinkachi-portal.smrj.go.jp/）
【開催時期】 令和4年12月1日（木）～23日（金）
【募集時期】 令和4年7月上旬から8月下旬を予定
【中小企業総合展 in Gift Show/FOODEX】
民間専門展示会に「中小企業総合展」を設け、出展機会を提供します。
開催概要、出展者募集情報は令和4年9月頃にウェブサイトに掲載します。
※中小企業総合展 in Gift Show ウェブサイト（https://giftshow.smrj.go.jp/）
※中小企業総合展 in FOODEX ウェブサイト（https://foodex.smrj.go.jp/）

●ご利用の方法
【手続の流れ】
（１）出展規約・出展募集要項をご確認の上、展示会事務局に出展の申込書を提出します。
※展示会毎に事務局が異なります。出展募集情報は展示会ウェブサイトに掲載します。
（２）事務局において、応募者の中から書面審査等により出展者を決定します。
（３）事務局から文書により出展決定を通知します。
（４）出展者説明会、出展準備を経た後、展示会当日となります。
【その他】
展示会毎に出展可能な製品等分野が異なりますのでご注意ください。
※中小機構ホームページ（https://www.smrj.go.jp/sme/market/exhibition/index.html）

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構
販 路 支 援 部 販 路 支 援 企画 課
ＴＥＬ．０３-５４７０-１５２５ ＦＡＸ．０３-５４７０-２３６８
94
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経

取引先を開拓したい

営

下請取引あっせん事業

金

●対象となる方

援

中小企業の新たな取引先の開拓を支援するために、受発注情報収集と下請取引の紹介、
あっせんを行っています。

支
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新たな取引先を開拓したいと考えている中小企業

融

●支援の内容

●ご利用の方法
発注又は受注を希望する企業は、（公財）山形県企業振興公社にご連絡ください。公社から受
発注情報等を提供し、取引先を紹介します。

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

取引先を開拓したい（自動車関連）

97

とうほく・北海道
自動車関連技術展示商談会

トヨタ自動車等のカーメーカーおよびサプライヤーに対して、とうほく・北海道地場企業の優れ
た技術を紹介し、具体的取引や協力関係の構築を目指します。

●対象となる方
「山形県自動車産業振興会議」の会員企業等のうち、車両部品、車両製造に関連する機械設備
等の分野において、新技術や新工法を提案できる山形県内に生産拠点のある企業。

●開催概要
車両部品、車両製造に関連する機械設備等の分野において、「原価低減」「質量低減」「生産（作
業）性向上」「品質／性能向上」「安全／環境対策」など自動車業界のニーズに基づいた新技術
や新工法を積極的に提案・アピールする展示商談会です。
詳細については、「山形県自動車振興会議」会員向けのメールおよび県HPでご案内します。

●ご利用の方法
詳細についてはお問合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
次世代産業振興室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３５８ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
95
95

相談／情報提供

お問い合わせ先

税制／事業承継

（公財）山形県企業振興公社の職員が、県内外において、希望する業種、設備、技術などの条件
に合った、取引先のあっせんを行います。
また、取引推進員を公社内に３名、発注開拓推進員を首都圏に１名設置し、県内ものづくり企業
の受注獲得に向けた情報収集・発信を行います。

経

地場産業の販路拡大の支援を受けたい

営
支
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地場産業等振興事業費補助金

援

地場産業等の組合やグループなどが、地域の資源や特性を活かした地場産業製品の販路
開拓や、担い手の育成のために行う事業に要する経費について補助します。

金

●対象となる方

融
税制／事業承継

地場産業等（歴史、風土、経営資源などにより地域に根ざした中小企業群若しくはこれに類す
るもの）の振興に取組む組合等や地域グループ
【組合等】
事業組合等のほか、地域中小企業の振興を図る事業の実施主体として適当と認められ
る公益法人や特定非営利活動法人
【地域グループ】
複数の中小企業者、組合等を主とするグループであって、山形県知事が実施主体として
適当と認めたもの

●支援の内容
事業内容

相談／情報提供

販路開拓
事業

対象となる事業

補助事業者

需要開拓のための市場調査、商品又は役務の改良、展 産地組合又は

補助率 補助上限額

１／２

１００万円

若手従事者（概ね50歳未満）の技術や知識向上のた
産地組合又は
後継者育成
めに実施する研修事業や、将来の従事者の確保を
事業
地域グループ
目的とした研修事業や製作体験や見学会等の事業

１／２

５０万円

若手担い手
若手従事者（概ね50歳未満）が中心となって取り組
による
販路開拓 む販路開拓にかかる事業
事業

１／２

５０万円

示会等の開催又は展示会出展等の顧客獲得に係る事業 地域グループ

若手地域
グループ

【対象となる経費】
謝金、旅費、会議費、会場使用料、出展費、印刷製本費、デザイン料、資料購入費、通信
運搬費、調査研究費、広告宣伝費、消耗品費、委託費、試作費（材料費、機会装置等費）、
雑役務費等
※交付決定日以降、令和５年３月３１日までに発生する経費が対象となります。
【募集期間】
令和４年４月１日（金）～４月２０日（水） ※今回の募集は終了しました。

●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
各 総 合 支 庁 産 業 経 済 部 地 域 産 業 経 済課
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
96
96

地場産業の振興のために支援を受けたい
経

地場産業等振興プラットフォーム

支
援

外部アドバイザーで構成するプラットフォームにおいて、補助金採択審査及び補助事業者等
に対する指導助言を行います。

営
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●対象となる方
金

地場産業等振興事業費補助金（（98番）の実施者

●支援の内容

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

県産品の販路拡大の支援を受けたい

100

山形県の観光と物産展

県と市町村、関係団体が連携し、優れた県産品等を観光と連携させながら全国の消費者に
強くアピールする取組みを行います。

●対象となる方
県内製造業者（食品、工芸品等）、物販業者等

●支援の内容
全国の主要都市において山形県の観光と物産展を開催し、出展を通じて販路拡大を支援します。
2022年度会場（予定） ： 三越日本橋本店、名鉄百貨店本店、東武池袋店、伊勢丹浦和店、
伊勢丹立川店、高島屋岡山店、新宿駅西口広場

●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
山形県の観光と物産展実行委員会事務局
公益社団法人山形県観光物産協会
ＴＥＬ．０２３-６４７-２５３５ ＦＡＸ．０２３-６４６-６３３３
97
97

相談／情報提供

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
各総合支庁 産業経済部 地域産業経済課
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）

税制／事業承継

●ご利用の方法

融

①地場産業等の補助事業採択に関する審査
②補助事業実施事業者等に対する助言指導
③その他、広く地場産業等の振興、活性化のための助言指導
【費用】 無料
等【

経

県産品の販路拡大の支援を受けたい

営
支
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援

山形県アンテナショップ
「おいしい山形プラザ」トライアル販売

県では、県産品の商品力向上を目指し、東京・銀座の山形県アンテナショップ「おいしい山
形プラザ」でトライアル販売を実施しています。
金

● 対 象と な る 方
主たる事業所が山形県内に所在する製造業者

融

●支援の内容

税制／事業承継
相談／情報提供

１ トライアル販売とは
山形県内の事業者から募集した県産品を、山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」（以下
「プラザ」という。）で３か月間販売し、そこで得られた情報を事業者にフィードバックすることによ
り、県内企業の売れる商品づくりを支援するものです。
２ トライアル販売期間
３か月間を単位とします。
第１期 令和４年７月～９月 第２期 令和４年10月～12月 第３期 令和５年１月～３月
３ 販 売 条件
（１）山形県アンテナショップ物販部門運営事業者（以下「運営事業者」という。）が委託販売を行
います。
（２）販
販売手数料は、トライアル販売価格の20％です。
（３）トライアル販売商品の納入及び返品等は応募者の負担となります。返品等には、販売期間
が終了した場合のほか、賞味期限が切れた場合や賞味期限が近づいた場合で運営事業
者がやむを得ないと判断した場合を含みます。
（４）その他の販売条件については、運営事業者と協議していただきます。
４ 応募商品の要件
次のすべてに該当する商品とします。
（１）県産品であること。県産品とは主たる事業所が山形県内に所在する製造業者（加工品の製
造を行う農業生産法人等を含む。)が、山形県内で製造した商品。
（２）申込時において、発売後５年以内の加工食品であること。
（３）これまでプラザの特産品販売フロア（イベントコーナーを除く）の通常商品として取り扱って
いない商品であること。
（４）食品表示法等各種法令等に定められた表示義務等に対応していること。
（５）食品表示基準において原料原産地名の表示が義務付けられた、食品表示基準別表第１５
に掲げるものについては、表示される原材料の原産地が、国内であること。
（６）賞味・消費期限が１週間程度以上のもの。
（７）ＰＬ（製造物責任）保険（同等以上の賠償責任保険でも可）に加入していること。
（８）トライアル販売期間（３か月）中、安定供給できるものであり、販売数量に著しい限定がな
く、山形県内でも一般的に購入できるものであること。
（９）運営事業者が試食販売を行う場合に、試食品を提供できること。
※１つの商品に関する申込みは最大３回まで。
５ 応 募 期間
販売期間

第1期（令和４年７月～９月）

第2期（令和４年10月～12月）

第3期（令和５年１月～３月）

募集期間

令和４年４月25日～５月23日

令和４年７月１日～７月29日

令和４年10月３日～10月31日

※第１期の募集は終了しました。

●ご利用の方法
申し込み手続きについては、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
県産品振興担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２５４２ ＦＡＸ．０２３-６３０-３３７１
98
98

支
援

山形県アンテナショップ
「おいしい山形プラザ」イベントコーナー

営
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経

県産品のブラッシュアップのための支援を受けたい

県内生産者・製造業者等が、自らの商品等に関する消費者の反応・意見等に直接触れ、
商品等のブラッシュアップにつなげる機会を提供します。
金

●対象となる方

●支援の内容
【場所及び面積】
東京都中央区銀座１丁目５-10 山形県アンテナショップ１階の一部約7.6㎡
（ただし、イベントコーナー利用者が、店舗前専有スペースの使用を希望する場合は、その使用も可能です。）

※アンテナショップ１階物販部門が短縮営業中の場合は、営業時間に合わせて短縮されます。

【提供する什器等】
販売台、冷蔵冷凍ケース、作業台、レジ、コンセント
※これ以外に必要な什器等は、事前に物販部門運営事業者の承認を得たうえで、利用者にご準備いただきます。

【利用料金等】
売上の15％（ただし、利用者が、県及び市町村の場合は、売上の10％）
搬入・搬出等に要する経費は利用者の負担となります。
【販売する商品等】
以下の項目を全て満たすものとします。
①県産品であること（以下のいずれかに該当するもの）又は商品の主な原材料が県内産であること
・県内で生産された農林水産物
・主たる事業所が県内に所在する製造業者等が、県内で製造したもの
②食品表示法等各種法令等に定められた表示義務等に対応していること
③食品表示基準において原料原産地名の表示が義務付けられた、食品表示基準別表第１５に
掲げるものについては、表示される原材料の原産地が、国内であること
【利用期間】
１回の利用期間は、原則として３日間以内（ただし、申し込み状況に空きがある場合は、４日以上
のご利用も可能ですので、申込受付窓口までお問い合わせください。）

●ご利用の方法
利用を希望する方は、イベントコーナー利用申込書に
より、下記申込受付窓口まで郵送又は持参にて申し込 第1四半期
みを行ってください。詳しい内容については、下記まで 第2四半期
お問い合わせください。
※ご
ご利用申し込みは、四半期ごとに受け付けます。（期限後も空きがある
場合は随時受け付けますので申込受付窓口までお問い合わせください。）
右記の利用申込期限及び利用決定通知日が休日の場合は、当該日以前
の休日以外の日とします。

お問い合わせ先

利用日

利用申込期限

４月１日～６月30日

12月末

７月１日～９月30日

３月末

第3四半期

10月１日～12月30日

６月末

第4四半期

１月４日～３月31日

９月末

【申込受付窓口】（東京都中央区銀座1-5-10）
山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」内
イベントコーナー利用担当
ＴＥＬ．０３-５２５０-１７５７ ＦＡＸ．０３-５２５０-１７５１
山形県産業労働部 県産品流通戦略課
県産品振興担当
ＴＥＬ．０２３-６３０-２５４２ ＦＡＸ．０２３-６３０-３３７１
99
99

相談／情報提供

【利用時間帯】
午前10時から午後８時まで

税制／事業承継

①県、市町村、商工・観光・農林関係団体、協同組合・公益法人等の公的団体
②主たる事業所が山形県内に所在する生産者・製造業者等
③「おいしい山形プラザ」パートナーショップ店舗運営者

融

以下の方が山形への観光誘客のための催事や県産品のブラッシュアップのための販売等を行う
場合に利用できるものとします。

経

新たな市場開拓や販路拡大を図りたい（食品製造業者等）

営
支
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援

おいしい山形・食材王国みやぎ
ビジネス商談会

金

山形・宮城両県が誇る豊富な食材を対象とするビジネス商談会を開催することにより、食品
製造業者等の新たな市場開拓や販路拡大を行い、食産業の振興を図ります。

● 対 象と な る方
融

（１）山形・宮城両県のいずれかに事業所を有し、食品を生産・製造する事業者（納入企業）
（２）食品を取り扱う小売業、卸売業、外食産業等事業者（仕入企業）

税制／事業承継

●支援の内容
【主催】
宮城・山形合同商談会実行委員会
（構成：山形県、宮城県、㈱山形銀行、㈱七十七銀行、やまがた食産業クラスター協議会）

相談／情報提供

【商談内容等】（予定）
（１）展示商談
・納入企業が個々のブースに商品を展示し、試食や試飲等を通じて商談を行います。
（２）個別面談商談
・納入企業・仕入企業双方の希望をもとに商談スケジュールを設定し、個々のテーブル
で対面して商談を行います。

●次回開催日程等（予定）
・日時：令和４年11月
・場所：山形市内
【昨年度実績】（宮城県開催）
[商談会の日程]
日時：令和３年11月17日（水）
場所：仙台国際センター（宮城県仙台市）
[参加者]
納入企業 87社（山形35社、宮城52社）
仕入企業 72社（うち関東・関西など遠隔地45社※一部Zoomによるオンライン商談）

お問い合わせ先

山形県農林水産部 農政企画課
美味い山形流通販売推進室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２４２７ ＦＡＸ．０２３-６３０-２７９２
やまがた食産業クラスター協議会
ＴＥＬ．０２３-６７９-５０８１ ＦＡＸ．０２３-６７９-５０８２
100
100

経

コンテナ貨物の取引に対する支援を受けたい

営

山形県酒田港コンテナ貨物利用促進助成

支
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援

コンテナ貨物の取引に酒田港を利用する荷主（事業者）（令和４年１月～12月の利用）

●支援の内容（予定）

※１TEU＝20フィートコンテナ換算

対象者

酒田港を新規に年間５TEU以上利用した荷主

助成単価

20,000円／TEU

（２）陸送費助成・・・トライアル助成に加算
酒田港を新規に年間５TEU以上利用した荷主

助成単価

酒田港からの距離 50㎞以上100㎞未満 3,000円／TEU、
100㎞以上150㎞未満 4,000円／TEU、150㎞以上5,000円／TEU

２ 継続荷主助成（限度額：継続利用助成と陸送費助成の合計で500万円）
（１）継続利用助成
対象者

令和３年から引き続き酒田港を利用し、年間30TEU以上利用した荷主

助成単価

利用量により１TEU当たり1,000円～4,000円を助成

※冬季利用加算
・・・冬季間（１、２、12月）の利用量により、上記に１TEU当たり2,000円を加算
（２）陸送費助成
対象者

令和３年度に新規荷主助成を受け、年間５TEU以上利用した荷主

助成単価

酒田港からの距離に応じて、１TEU当たり3,000円～5,000円を助成

３ 酒田港特殊梱包貨物助成（限度額：50万円）
対象者

酒田港から、木材、金属、プラスチック又は強化段ボールで作られた箱又
は枠により梱包した大型精密機械（１個の梱包容積２㎥以上コンテナ当た
り合計10㎥以上）を輸出した荷主

助成単価

3,000円／㎥

４ 酒田港取扱拡大支援助成
対象者

令和４年度に継続利用助成の対象となる荷主のうち、令和４年の利用実績
が前年と比較して20TEU以上増加した荷主

助成単価

10万円（一律）
詳しい内容については、下記までお問合せください。

お問い合わせ先
“プロスパーポートさかた”ポートセールス協議会コンテナ航路部会
（事務局 山形県産業労働部 県産品流通戦略課）
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３６６ ＦＡＸ．０２３-６３０-３３７１
101
101

相談／情報提供

対象者

税制／事業承継

１ 新規荷主助成（限度額：トライアル助成と陸送費助成の合計で100万円）
（１）トライアル助成

●ご利用の方法

融

●対象となる方

金

山形県唯一の重要港湾である「酒田港」は、中国・韓国への国際定期コンテナ貨物便が運
航しています。この航路を経由して、世界各地との貿易が可能です。
酒田港の利用拡大を促進するため、酒田港を利用したコンテナ貨物の輸出入を行う荷主
（事業者）に対し、その実績に応じて経費の一部を助成します。

経

食品の輸出拡大に向けた施設整備を行いたい

営
支
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援

食品産業の輸出向けHACCP等対応
施設整備事業

金

食品製造事業者及びサプライチェーンを構成する事業者等が、政府機関が定める輸入条件
への対応や輸出向け認証取得への対応、輸出先国のニーズへの対応を行う際に必要となる
施設設備整備等を支援します。

融

●対象となる方
県内の法人、地方公共団体 等

税制／事業承継

●支援の内容
加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設及び改修、機器の整備等に
対して支援します。
◆交付率：１／２以内（上限額５億円）
※上記は政府の令和３年度補正予算によるもの。
※別途、政府の令和４年度当初予算による同様の事業を実施予定。

相談／情報提供

●ご利用の方法
【交付までの流れ】
①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。
【募集期間】
予算の執行状況をみて、随時募集が行われる予定です。

お問い合わせ先
山形県農林水産部 農政企画課
美味い山形流通販売推進室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２４２７ ＦＡＸ．０２３-６３０-２７９２
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経

県産品の販路拡大に向けた情報収集・発信をしたい

営

山形県産品愛用運動

援

県民の方々に県産品を知って、買って、使って、その良さを県外に発信していただき県産品
の消費拡大を図ることを目的に、ホームページに参加企業情報を掲載するなど、県民の皆
様に向けてＰＲを行います。

支

156

金

●対象となる方

●支援の内容
○製造企業
県産品製造企業の登録制度を設け、山形県産品愛用運動推進協議会ホームページにおいて紹
介します。

●ご利用の方法
○山形県産品愛用運動への登録を希望される場合は、申込書に必要事項をご記入のうえ、下
記問合せ先へＦＡＸにより提出いただくか、協議会ホームページ内「電子登録申込フォ―ム」よ
りお申し込みください。事務局で内容等を確認のうえ協議会ホームページに掲載いたします。
○協
協議会ホームページへの掲載は無料です。
○申込書は、以下のホームページよりダウンロードしてください。
（TOPページ＞「登録企業募集」）

【山
山形県産品愛用運動ホームページ URL】 https://www.y-kensanpin.jp/

● そ の他
○Facebookページでも県産品関連情報を発信中です。あわせてご覧ください。
【URL】 https://www.facebook.com/yamagatakensanpin/

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
（山形県産品愛用運動推進協議会事務局）
ＴＥＬ．０２３-６３０-２４９８ ＦＡＸ．０２３-６３０-３３７１
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相談／情報提供

○販売店
県産品を積極的に販売する小売店の登録制度を設け、山形県産品愛用運動推進協議会ホーム
ページで紹介するとともに、運動の啓発物品を提供します。

税制／事業承継

（２）県産品を販売している企業（以下、「販売店」とします。）
年間を通して県産品を販売しており、かつ県産品を購入しやすいようコーナーを設置し、県産
品である旨の店頭表示を実施又は実施予定である販売店

融

（１）県産品を製造している企業（以下、「製造企業」とします。）
県内工場で製品を生産している企業（部品・素材の生産企業も対象になります。）

経

障がい者を積極的に雇用する場合の優遇制度を知りたい

営
支

157

援

障がい者雇用推進事業主等からの
物品等調達優遇制度

金

県では、障がい者をめぐる厳しい雇用情勢の中で、積極的に障がい者を雇用している県内の
事業主及び障がい者就労施設等からの物品等の調達に配慮し、障がい者雇用の促進と障
がい者の自立を支援しています。

融

● 対 象と な る 方

税制／事業承継

（１）障がい者雇用推進事業主
競争入札参加資格者名簿に登載されていて、県内に事業所（本店、支店又は営業所）を有
し、障がい者を雇用している中小企業事業主で、法定雇用率(2.3％)を満たしている者。
※従業員43.5人未満の事業所においては、1人以上障がい者を雇用しているもの
（２）障がい者支援施設等
住所又は所在地が県内にある、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進
等に関する法律第２条第４項で規定する施設（就労継続支援事業所、就労移行支援事業所
など）

相談／情報提供

●支援の内容
（１）指名競争入札において
県で障がい者雇用推進事業主等が供給を希望する物品等を調達するときは、入札相手方
の指名の際に、少なくとも1者は障がい者雇用推進事業主等から指名します。
（２）随意契約において
県で障がい者雇用推進事業主等が供給を希望する物品等を調達するときは、見積書の徴
収において、少なくとも1者は障がい者雇用推進事業主等を見積書徴収の相手方として選定
するなどの優遇をします。
【調達対象範囲】
県の全組織で調達する物品、役務
【事業主等の登録】
（１）障がい者雇用推進事業主
登録を受けようとする事業主は、申請書を産業労働部雇用・産業人材育成課に提出してくだ
さい。
登録有効期間は令和５年３月31日までになります。
（２）障がい者支援施設等
登録を受けようとする障がい者就労施設等の長は、届出を産業労働部雇用・産業人材育成
課に提出してください。

●ご利用の方法
登録申請書の様式については、県のホームページ（下記ＵＲＬ）に搭載していますので
御確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/110009/kenfuku/shogai/shuro/shuuroushien/syougaisyabuppin.html
なお、詳しく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 雇用・産業人材育成課
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３７５ ＦＡＸ．０２３-６３０-２３７６
166
166

経

リサイクル製品について販路を拡大したい

営
金

●支援の内容

要

留 意 事項

認定に向けての審査があります。
県の関係各課等による予備審査及び学識経験者等による審査会を経て認定
を決定します。

認 定 期間

認定日から５年間（期間満了後、再申請可。）

申 請 時期

年２回（春、秋）

●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
191
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相談／情報提供

支援の内容

・県は自ら、認定を受けた製品を優先的に購入するように努めます。
・県の建設工事で受注者の提案により山形県リサイクル認定製品を利用する
場合、工事成績評定において加点されるなどの優遇措置があります。
・県民や事業者の皆様にも広くＰＲしていきます。
・販路拡大に向けた各種施策を展開していきます。

税制／事業承継

山形県内で発生する廃棄物等の循環資源を主たる原材料として、県内の事
業所で製造・加工される製品のうち、品質・性能が均一で安全なリサイクル製
品を認定します。
認定を受けた製品は、「山形県リサイクル認定製品」として認定マークを表示
して販売することができます。

融

概

援

山形県内で製造・加工されるリサイクル製品が広く利用されるよう、良質なリサイクル製品を
県が認定します。

支

山形県リサイクル製品の認定制度
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支
援

ポストコロナに向けた観光施設支援
事業費助成金

営

206

経

観光客を誘客したい

県内観光施設が、ポストコロナに向け、誘客促進となり得る新たな取組等を積極的に行うため
に必要な経費に対して支援します。
金

●対象となる方
融

県内の宿泊施設、観光立寄施設

●支援の内容

○申請期間
・ 令和４年９月30日（金）必着
注）予算の状況により申請受付期日前に受付を終了する場合があります。
○受付窓口
・ 山形県ポストコロナに向けた観光施設支援事業費助成金運営事務局
住所：〒990-8799
山形中央郵便局 私書箱59号

●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
山形県観光施設助成金コールセンター
ＴＥＬ．０２３-６１５-９９６６（午前９時～午後５時 ※土日祝を除く）
※ 令和４年11月30日（水）まで設置しています。

211211

相談／情報提供

○助成率、助成額
① 「山形県新型コロナ対策認証制度」の認証施設（以下「認証施設」）
【助成率】
「助成対象経費」の３／４
【助成金の額】 「助成対象経費×助成率」と「助成上限額（56万2千円）」の
いずれか低い額
② 認証施設以外の観光施設
【助成率】
「助成対象経費」の２／３
【助成金の額】 「助成対象経費×助成率」と「助成上限額（50万円）」のいずれか低い額

税制／事業承継

○助成対象経費
・ ワーケーション（Wi-Fiの整備等）、マイクロツーリズム（家族や小グループへの対応等）、
ユニバーサルツーリズム（トイレの洋式化等）に対応した改修又は新商品開発やプロモー
ションの実施
・ 非接触型システムの導入
・ 感染拡大防止対策に必要となる設備、機器等の購入（リース）
例）サーモグラフィ、体温計、アルコール噴霧器、サーキュレーター、空気清浄機、
パーテーション、遮蔽用アクリル板、ＣＯ２濃度測定器等の機器類の購入費・リース料、
専門家による感染症防止策に係る検証等に要する経費
注）消耗品（マスク、フェイスシールド、ビニール手袋、遮蔽用ビニール、アルコール消毒液
、使い捨て食器類等）の購入費は助成対象外です。

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

219

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
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