経

自己資本の充実に関する支援を受けたい

営

●支援の内容

なお、必要に応じて、対象となる企業が保有する自己株式の取得や追加投資を受けることができます。
投資資金は担保が不要な長期安定資金であり、設備投資や研究開発に活用することができます。
また、企業の将来性を評価して投資を行っている投資育成制度を利用することは、単なる資金調達だけでなく、
取引先や金融機関等に対する信用力向上が期待できます。

【育成事業（コンサルテーション事業）】
株式、新株予約権付社債、新株予約権を引き受けている投資先企業の信頼できるパートナー
として、以下の支援を行います。
（１）経営権安定化
長期安定株主として協力し、分散した株主構成の改善など、一層の安定した経営体制作
りをお手伝いします。
（２）経営承継支援
長期安定株主として、次世代の経営者への経営体制をバックアップし、スムーズな事業
承継を支援いたします。また、豊富なメニューで後継者育成等もお手伝いします。
（３）ビジネスマッチング
投資先企業経営者が会するセミナー・勉強会の開催により、相互啓発・異業種交流の場
を提供します。販路拡大や業務提携などに繋がるケースもあります。
（４）人材育成支援
テーマ別、階層別に多様な研修を提供しており、計画的な人材育成・教育を実施すること
ができます。
（５）株式上場支援
株式上場を目指される場合は、中立的な立場から、資本政策の立案や内部管理体制の
整備などの株式上場準備をサポートします。

●ご利用の方法
下記までご相談ください。

お問い合わせ先
東京中小企業投資育成株式会社 業務第三部
ＴＥＬ．０３-５４６９-５８５３ ＦＡＸ．０３-５４６９-５８６２
ＵＲＬ：https://www.sbic.co.jp/
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53

相談／情報提供

【投資事業】
以下の投資を受けることができます。（投資に関しては、審査があります。）
（１）増資に際して発行される株式の引受け
（２）新株予約権付社債の引受け
（３）新株予約権の引受け
（４）株式会社の設立に際して発行される株式の引受け

税制／事業承継

中小企業労働力確保法、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律、中小企業地域資源活用促進法、
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法、大学等技術移転促進法、中小企業等経営強化法、中小企業の
ものづくり基盤技術の高度化に関する法律、農林漁業バイオ燃料法、アジア拠点化推進法、下請中小企業振興法、
産業競争力強化法、中心市街地活性化法、地域未来投資促進法、生産性向上特別措置法
基本的に業種は問いませんが、公序良俗に反する事業や投機的な事業を行う企業は支援対象外となります。

融

資本金の額が３億円以下の株式会社又は資本金の額が３億円以下の株式会社を設立しようとする方｡
なお、以下の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本金の額が３億円を超えるものであって
も投資対象となります。

金

● 対 象 と なる 方

援

中小企業投資育成株式会社は、中小企業が発行する株式・新株予約権付社債・新株予約
権の引受け、コンサルティングを通じて、中小企業の自己資本充実を支援する機関です。中
小企業投資育成株式会社からの投資を受けることにより、長期安定株主の導入による経営
権の安定、経営承継の円滑化、人材の育成等を図ることができます。

支

48 中小企業投資育成株式会社による支援

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

104

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
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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

経営改善計画策定についての支援を受けたい

営
支

110

援

認定支援機関による
経営改善計画策定支援事業への費用補助

信用保証協会は認定支援機関による経営改善計画策定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。
金

●対象となる方

融

山形県経営改善支援センターで行っている経営改善計画策定支援事業を利用している方
（信用保証協会利用先）

●支援の内容
税制／事業承継

経営改善計画策定費用の自己負担部分の１／２、上限３０万円までを支援します。

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）

相談／情報提供

事業再生について助言を受けたい

111

経営安定特別相談事業

連鎖倒産の危機や、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直面している中
小企業の方は、経営立て直しのための相談を受けることができます。

●対象となる方
・さまざまな理由により経営に不安のある方や、経営難を打開し、その立て直しを図りたい方
・民事再生法などの倒産関係法律を活用したい方

●支援の内容
山形県商工会連合会又は山形・米沢・鶴岡・酒田商工会議所に設けられている「経営安定特
別相談室」（以下、相談室）で相談に応じています。相談室では、経営や中小企業の実情に詳
しい中小企業診断士、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家が下の（１）から（５）にある
ような相談に応じ、問題の解決を支援します。（相談にあたって、企業名や相談内容が外部に
漏れることはありません。）
（１）経営・財務内容の把握と分析
（２）手形処理、事業転換などの指導
（３）債権者などの関係者への協力要請
（４）受注あっせん
（５）民事再生法など倒産関係法律の手続きに関する助言等
【相談料】 無 料

●ご利用の方法
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

山形県商工会連合会
ＴＥＬ．０５０-３５４０-７２１１

ＦＡＸ．０２３-６４６-７２１６

山形・米沢・鶴岡・酒田商工会議所
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
110
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経

事業再生についての支援を受けたい

営

山形県中小企業活性化協議会

支

112

援

中小企業活性化協議会では常駐する専門家が事業再生及び経営改善に関する相談を受
け付け、助言や再生計画策定の支援、金融機関等との調整などの支援を行っています。
金

１ 企業再生支援部門による支援
融

● 対 象と な る 方

●支援の内容

●ご利用の方法
事業再生は、早期に適切な対策を打つことが重要です。経営の先行きに不安を感じたら、下記
のお問い合わせ先までご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守します。なお、再生計画策
定の支援にあたっては、外部専門家への支払費用の一部を当協議会で負担します。

２ 経営改善部門による支援
●対象となる方
借入金の条件変更や新規融資などの金融支援が必要な経営改善計画の策定及び資金繰り
管理や採算管理など基本的な内容の「早期」経営改善計画を策定される県内の中小企業・小
規模事業者。

●支援の内容
県内中小企業・小規模事業者の方で、認定支援機関（※）の支援を受けて経営改善計画を策
定する場合、計画策定制度の内容及び計画策定のポイント等を助言します。
※中小企業経営力強化支援法に基づき、経営革新等支援機関として認定を受けた機関。

●ご利用の方法
直接認定支援機関にご相談下さい。尚、当協議会でも相談及び認定支援機関連名での申し
込みを受付けています。なお、経営改善計画策定の支援にあたっては、認定支援機関への支
払費用の一部を当協議会で負担します。

お問い合わせ先

山形県中小企業活性化協議会
（公益財団法人山形県企業振興公社）
企業再生支援部門
ＴＥＬ．０２３-６４６-７２７３ ＦＡＸ．０２３-６４６-７２７４
経営改善支援部門
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６７４
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ＦＡＸ．０２３-６４６-７２７４

相談／情報提供

事業再生に関する知識と経験を持つ専門家が常駐し、事業者の再生に関する相談に対して、
課題解決に向けた適切なアドバイスを実施します。相談案件のうち、再生のために財務や事
業の根本的な見直しが必要な企業については、常駐専門家（必要に応じて、中小企業診断
士、公認会計士、弁護士等の外部専門家と個別支援チームを編成します。）が、再生計画策
定を支援します。再生計画策定支援にあたっては、取引金融機関、信用保証協会等の関係機
関と連携を図りながら、公平中立的な立場で関係者間の金融調整をお手伝いします。また、企
業再生が困難な場合は「再チャレンジ支援」をお勧めします。

税制／事業承継

過剰債務等により経営状況が悪化しているが、財務や事業の見直しなどにより再生が可能な
中小企業、小規模事業者。

経

抜本的な事業再生についての支援を受けたい

営
支

113 「第二会社方式」による事業再生に関する支援

援

中小企業の事業再生の円滑化を目的として、より高度な再生手法である「第二会社方式
（※）」による再生を支援します。

金
融

※第二会社方式とは、過剰債務等により財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事
業の全部または部門の一部を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の事業者（第二会社）
に承継させ、不採算部門は旧会社に残し、その後旧会社は特別清算等を行う事業再生手法
です。これには取引金融機関の事前の承諾が必要となります。

税制／事業承継

●対象となる方
過大な債務を抱えていること等により財務状況が悪化し、事業の継続が困難となっているもの
の、収益性のある事業、あるいは有力な部門を有している中小企業。

●支援の内容

相談／情報提供

（1）営業上必要な許認可等を承継
第二会社が営業上の許認可を再取得する必要がある場合には、旧会社が保有していた事
業に係る許認可を第二会社が承継できます。
（2）税負担の軽減措置
第二会社を設立した場合等の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合
に課される登録免許税が軽減されます。
（3）金融支援
第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要
な場合は、事業再生計画の中に明記される事となるが、日本政策金融公庫の特別融資等
が受けられる場合があります。

お問い合わせ先
山形県中小企業活性化協議会
（公益財団法人山形県企業振興公社）
ＴＥＬ．０２３-６４６-７２７３ ＦＡＸ．０２３-６４６-７２７４
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経

小規模企業の経営者が利用できる退職金制度について知りたい

営

小規模企業共済制度

金

●対象となる方

援

小規模企業の経営者が廃業や退職に備え、生活の安定や事業の再建を図るための資金を
あらかじめ準備しておくための共済で、いわば「経営者の退職金制度」です。

支

158

●ご利用の方法
（１）最寄りの金融機関又は商工３団体（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会）、青色申告
会等で、十分に説明を受けた上で、申し込んでください。
（２）中小企業基盤整備機構（中小機構）から共済手帳・加入者のしおり及び約款をお送りします。
（３）掛金の納付方法は口座振替になっています（加入申込み時は口座振替のほか、現金で納付
することもできます）。
（４）廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合、金融機関・商工３団体（商工会、商工会議
所、中小企業団体中央会）、青色申告会等で共済金の請求をしてください。
（５）中小機構の審査が済み次第、共済金支払決定通知書が届きますので、あらかじめ指定した
金融機関で共済金をお受け取りください。

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室
コールセンター ＴＥＬ．０５０-５５４１-７１７１
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
地域・連携支援部 地域・連携推進課
ＴＥＬ．０２２-３９３-４１３８ ＦＡＸ．０２２-３９９-９０６８
全国の金融機関の本・支店
最寄りの商工会・商工会議所
山形県中小企業団体中央会
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
167
167

相談／情報提供

小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合等に掛金
の納付月数・総額に応じ共済金が支払われます。
○毎月の掛金
・掛金月額は1,000円から70,000円の範囲内（500円単位）で自由にお決めください。また、加入
後増額、減額することもできます。
○税法上の特典
・その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。
・一括して受け取れる共済金は退職所得、10年又は15年で受け取られる分割共済金について
は公的年金等の雑所得として取り扱われます。
・なお、解約の場合は一時所得として取り扱われます。（満65歳以上の場合は退職所得）
○契約者貸付け制度
・納付した掛金合計額の範囲内で事業資金などの貸付け（一般貸付け、傷病災害時貸付け、
創業転業時・新規事業展開等貸付け、福祉対応貸付け、緊急経営安定貸付け、事業承継貸
付け、廃業準備貸付け）を受けることができます。

税制／事業承継

●支援の内容

融

・常時使用する従業員の数が20人（宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業にあっては５人）以下
の個人事業主、共同経営者又は会社の役員
・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法
人の役員

経

連鎖倒産を防ぎたい

営
支
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経営セーフティ共済

援

（中小企業倒産防止共済制度）

取引先企業の倒産による連鎖倒産を防止するため、共済金の貸付けを受けることができます。
金

● 対 象と な る方
１年以上継続して事業を行っている中小企業者

融

●支援の内容
税制／事業承継
相談／情報提供

取引先企業が倒産（注）し、売掛金債権や前渡金返還請求権などの回収が困難となった場合、こ
の回収困難額と、積み立てた掛金総額の10倍のいずれか少ない額（貸付限度額8,000万円）の
貸付けを受けることができます。（注：倒産とは、破産法・民事再生法等の法的整理の申立て、銀
行取引停止処分、弁護士などが代理人となる私的整理、災害による不渡り、特定非常災害によ
る支払不能をさし、「夜逃げ」などは含まれません。）
【毎月の掛金】
・掛金金額は5,000円から200,000円の範囲内（5,000円単位）で設定でき、加入後増額、減額す
ることもできます。掛金総額が800万円まで積立てることができます。
【税法上の特典】
・毎年の掛金は必要経費（個人）又は損金（法人）に算入できます。
【共済金の貸付けの条件】
・貸付けにあたっては、担保・保証人は必要ありません。
・共済金の貸付けは、貸付を受けた共済金貸付額の10分の１に相当する掛金の権利は消滅し
ます。
・償還計画は貸付け額に応じて５年～７年（うち据置期間６か月）の毎月均等償還です。
【一時貸付け金制度】
・臨時に事業資金を必要とするときは、解約手当金の95％の範囲内で貸付けを受けることがで
きます。

●ご利用の方法
（１）最寄りの金融機関又は商工３団体（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会）等の窓口
から、十分に説明を受けた上で、申し込んでください。
（２）中小企業基盤整備機構（中小機構）から共済契約締結証書をお送りします。
（３）取引先が倒産し、回収が困難となった売掛金債権等が生じましたら、加入の手続きを行った
金融機関・商工３団体（商工会、商工会議所、中小企業団体中央会）等で共済金の貸付け請
求をしてください。
（４）中小機構の審査が済み次第、共済金貸付け決定通知書が届きますので、あらかじめ指定し
た金融機関で共済金をお借り入れください。

お問い合わせ先
独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済相談室
コールセンター ＴＥＬ．０５０-５５４１-７１７１
独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
地域・連携支援部 地域・連携推進課
ＴＥＬ．０２２-３９３-４１３８ ＦＡＸ．０２２-３９９-９０６８
全国の金融機関の本・支店
最寄りの商工会・商工会議所
山形県中小企業団体中央会
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）
168
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経

安心・確実・有利に退職金制度を確立したい

営
援

中小企業退職金共済制度は、事業主が(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を
結び掛金を納付することにより、従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度で
す。掛金は全額非課税で、新規加入時等には掛金の一部を国が助成します。

支

中小企業退職金共済制度

160

金

●加入の対象となる方
融

中小企業又は特定の業種（建設業、清酒製造業、林業）に雇用される方

●支援の内容

（２）18,000円以下の掛金月額を増額変更する事業主に対して、増額分の１／３を増額した月
から１年間、国が助成します。
※同居の親族のみを雇用する事業主は、（１）、（２）ともに対象になりません。
２ 特定業種退職金共済制度
新たに加入した従業員(被共済者)について、掛金の一部を国が助成します。

●ご利用の方法
加入方法等詳細は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先
独立行政法人勤労者退職金共済機構
URL：https://www.taisyokukin.go.jp/
各事業本部のお問い合わせ先
【中退共】中小企業退職金共済事業本部
【建退共】建設業退職金共済事業本部
【清退共】清酒製造業退職金共済事業本部
【林退共】林業退職金共済事業本部
169
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ＴＥＬ．０３-６９０７-１２３４
ＴＥＬ．０３-６７３１-２８６６
ＴＥＬ．０３-６７３１-２８８７
ＴＥＬ．０３-６７３１-２８８７

相談／情報提供

【助成措置】
１ 一般の中小企業退職金共済制度
（１）初めて加入する事業主に対して、掛金月額の１／２（従業員ごとに上限5,000円）を、加入
後４か月目から１年間、国が助成します。
※社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主、解散存続厚生年金基金
または特定退職金共済事業を廃止した団体から資産移換を希望する事業主および合併
等により企業年金との間の資産移換を希望する事業主は、（１）の対象になりません。

税制／事業承継

本制度は、中小企業の事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、退職金制度の整備を
支援するものです。
中小企業の常用の従業員を対象とする一般の中小企業退職金共済制度（中退共）と、特定の業
種（建設業、清酒製造業、林業）の期間雇用者等を対象とする特定業種退職金共済制度（それ
ぞれ建退共、清退共、林退共）があります。

経

ＢＣＰ（事業継続計画）を策定したい

営
支
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援

中小企業ＢＣＰ(事業継続計画)
策定運用指針・山形県版BCPモデル

金

自然災害等による事業中断を最小限にとどめ、中核となる事業の継続・早期復旧を可能と
するためのＢＣＰ（事業継続計画）の策定が効率的に行えます。

● 対 象と な る 方
融

ＢＣＰ（事業継続計画）を策定・運用しようとしている中小企業

●支援の内容
税制／事業承継

中小企業庁では、中小企業にＢＣＰ（事業継続計画）の策定やその継続的な運用をして頂くた
め、中小企業の特性や実情を踏まえた 「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」を作成しています。
この指針は、ＢＣＰを策定するために必要な様式、継続的な運用の具体的方法等をわかりやすく
解説したものです。

相談／情報提供

※ＢＣＰ（事業継続計画）とは
自然災害等の緊急事態に遭遇した場合でも、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核と
なる事業の継続や早期復旧を可能とするために、あらかじめ行うべき活動や事業継続のため
の手法を決めておく計画のことです。
また、山形県では、県内中小企業・小規模事業者のＢＣＰ策定を支援するため、事業者が自社
のBCPを策定する際に「ひな形」として活用できる

「山形県版ＢＣＰモデル（初めてでも簡単！BCP策定シート）」
を作成し、ホームページで公開しています。Ａ3版１枚のコンパクトサイズで、大きな負担なく作成
が可能なので、是非ご活用ください。
加えて、中小企業者等のＢＣＰの策定や継続的な運用などの様々な課題解決等に取り組む企
業ニーズに応じて、適切な外部の専門家を派遣する専門家派遣事業（実施機関：山形県企業振
興公社）や、策定したＢＣＰに基づく防災対策を行う際の融資制度（山形県商工業振興資金）によ
る支援を行っております。こちらも併せてご活用ください。

●ご利用の方法
中小企業ＢＣＰ策定運用指針＜中小企業庁ホームページ＞
◆中
ＵＲＬ https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
◆山
山形県の支援内容（山形県版ＢＣＰモデル等）＜山形県ホームページ＞
ＵＲＬ https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shien/bcp.html

お問い合わせ先
中小企業庁 事業環境部 経営安定対策室
ＴＥＬ．０３-３５０１-０４５９ ＦＡＸ．０３-３５０１-６８０５
山形県産業労働部 商業振興・経営支援課
ＴＥＬ．０２３-６３０-２２９０ ＦＡＸ．０２３-６３０-３２６７
170
170

援
金
融

●対象となる方

支

中小企業・小規模事業者等による事業継続力の強化に係る取組を支援します。中小企業
者は、基本方針に沿って「事業継続力強化計画」を作成し、国の認定を受けることができま
す。認定を受けた中小企業者は、税制優遇や金融支援、補助金の加点等の支援措置を受
けることができます。

営

事業継続力強化計画認定制度に係る
設備投資等の各種支援制度

162

経

災害時の事業継続について検討したい

中小企業等経営強化法第２条第１項で規定する中小企業者

中小企業の事業継続力の強化を図るために「中小企業の事業活動の継続に資するための
中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律（以下「中小企業強靭化法」という。）」を令和
元年７月に施行しました。

認定を受けた中小企業者には、政府系金融機関による低利融資等の金融支援、防災・減災
に係る設備投資を行った際の税制優遇（中小企業防災・減災投資促進税制）、補助金の加点、
認定ロゴマークの付与等様々な支援策が受けられます。
単独で中小企業が取り組む「事業継続力強化計画」と複数の事業者が連携して取り組む「連
携事業継続力強化計画」（以下「事業継続力強化計画等」）があります。

経済産業大臣
（基本方針の策定）
認定

申請

（連携）事業継続力強化計画

支援措置

・自社におけるリスクの認識
・初動対応手順の設定
・具体的な事前対策を検討
・実効性確保のための取組 等

 低利融資、信用保証枠の拡大の金融支援
 防災・減災設備投資に対する税制優遇
 認定事業者に対する補助金における優先
採択 等
本制度を踏まえ、取組が期待される中小
企業を取り巻く関係者

協力

中小企業者
中小企業・小規模事業者







商工団体
サプライチェーンの親事業者
金融機関
損害保険会社
地方自治体 等

●支援措置の詳細
①日本政策金融公庫による低利融資
事業継続力強化計画等の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低
利融資（貸付利率から0.9％引下げ）が受けられます。
■貸付限度額
中小企業事業：7億2,000万円（うち運転資金2億5,000万円）
国民生活事業：7,200万円（うち運転資金4,800万円）
■貸付期間
設備資金20年以内、長期運転資金7年以内（据置期間2年以内）
171
171

相談／情報提供

中小企業強靭化法では、中小企業が行う自然災害等への事前対策を促進することを目的
に、中小企業が防災・減災に係る取組をまとめた「事業継続力強化計画」を国が認定する制度
を創設しました。令和４年３月末日までに約40,000件もの計画を認定しています。

税制／事業承継

●支援の内容

経

災害時の事業継続について検討したい

営
支

②中小企業信用保険法の特例

援

認定を受けた中小企業者は、事業継続力強化計画等の実行にあたり、民間金融機関から
融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や
保証枠の拡大を受けられます。

金
融
税制／事業承継

通常枠

別枠

普通保険

２億円 （組合４億円）

２億円 （組合４億円）

無担保保険

８，０００万円

８，０００万円

特別小口保険

２，０００万円

２，０００万円

新事業開拓保険

２億円 ⇒ ３億円 （組合４億円 ⇒ ６億円） （保証枠の拡大）

海外投資関係保険

２億円 ⇒ ４億円 （組合４億円 ⇒ ６億円） （保証枠の拡大）

相談／情報提供

③中小企業防災・減災投資促進税制
中小企業が行う災害への事前対策を強化するため、事業継続力強化計画等の認定を受け
た中小企業・小規模事業者を対象に、防災・減災設備（自家発電設備、制震・免震装置、サー
モグラフィ装置等）を取得した場合に、特別償却の適用が受けられる制度です。

④その他
・経済産業省で執行する一部の補助金で、優先採択が受けられます。
・事業継続力強化計画認定ロゴマークの使用が可能となります。
・中小企業庁のウェブサイトで企業名が公表されます。

●ご利用の方法
必要事項を記載した上で、主たる事務所が所在する都道府県を管轄する経済産業局等にご
提出ください。

お問い合わせ先
東北経済産業局 産業部 中小企業課
ＴＥＬ．０２２-２２１-４９２２ ＦＡＸ．０２２-２１５-９４６３
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経

緊急事態に負けない強さを備えたい

営

事業継続力強化支援事業

援

自然災害や感染症の事前対策の取組みを行う中小企業に、「事業継続力強化計画」の策
定を通して経営を「強靱化」する支援を行います。

支
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金

●対象となる方

自然災害や感染症の事前対策や「事業継続力強化計画」について、「知る」「学ぶ」「考える」
「（計画を）作る」の各ステージに応じて、シンポジウムやセミナー（基礎講座、計画策定演習）、
計画作成支援を行っています。

１．中小企業「強靱化」シンポジウム
事業継続力強化に取り組む企業経営者及び危機対応や防災に詳しい専門家を招いて、自
身の経験や知見をもとにリスクに強い経営の作り方について知ることができるシンポジウムを
開催します。
２．事業継続力強化計画対策セミナー（基礎演習/計画策定演習）
事業継続力強化計画の概要や事前対策の内容について学び、実際に計画を作って自社の
災害・感染症対策について考えるセミナーをオンライン及び会場にて開催します。
３．自然災害、感染症対策等の計画策定支援（単独型）
自然災害、感染症等の事前の対策の知見をもつ支援人材を派遣して、自然災害や新型コロ
ナウイルスを含む感染症等へ備えるための事業継続力強化計画策定支援を行います。
４．「連携型」計画策定支援
複数の企業が連携した事前対策の構築にあたり、東北本部の専門家を派遣して、連携体の
組成から「連携型」の事業継続力強化計画の策定まで支援します。

●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
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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相談／情報提供

東北本部では、下記４．「連携型の計画策定支援」を実施しています。

税制／事業承継

●支援の内容

融

自然災害等の有事の際に、
１．社員の命を守り、かつ事業の継続・雇用の維持をしたい。
２．営業停止となった場合の顧客流出が不安で予め対策を考えたい。
３．予め計画を策定することで、自社の価値、信用度を上げたい
・・・等々の事前対策で悩んでいる中小企業者

経

防災のための施設整備をしたい

営
支

社会環境対応施設整備資金
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援

災害発生時の事業継続の観点から防災に資する施設などの整備に取り組む方向けの資金
です。

金

●融資制度の概要

融

ご利 用
いただける方

税制／事業承継

限度額

相談／情報提供

貸
付
条
件

自ら策定したＢＣＰ（中小企業ＢＣＰ策定運用指針に則り作成した事業
継続計画）等に基づき、防災に資する施設などの整備を行う方

中小企業事業 ７億２千万円（うち長期運転資金２億５千万円）

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＞

利率

基準利率
ただし、、設備資金は４億円を限度として特別利率②(土地に係る資金
を除く）等。

担保・
保証条件
取扱金融機関

経営者本人の個人保証は必要最小限とする。

日本政策金融公庫（中小企業事業）

●ご利用の方法
申し込み時に各機関に必要書類を提出してください。
必要書類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
株式会社日本政策金融公庫（日本公庫）
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

174
174

経

東日本大震災からの復興に向けた資金を利用したい

営
援

東日本大震災により被害を受けた方向けの資金です。

6,000万円（各融資制度の限度額に上乗せ）

別枠4,800万円
（注3）

中小企業
事業

３億円

7億2,000万円

融融資資限限度度額額

設備資金

20年以内（5年以内）

20年以内（3年以内）

15年以内（3年以内）

運転資金

15年以内（5年以内）

15年以内（3年以内）

8年以内（3年以内）

（（
））

う
ごち
返据
済
置
期
期
間
間

（注１）該当地域については、支店窓口までお問い合わせください。
（注２）上記以外にも、災害貸付（国民生活事業）、災害復旧貸付（中小企業事業）といった、地震・
台風・豪雪や大規模な災害などの災害を受けた方を対象とした融資制度があります。詳しく
は支店窓口までお問い合わせください。
（注３）生活衛生貸付（運転資金のみ）の融資限度額は別枠5,700万円。
※「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。
（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）
175
175

相談／情報提供

国民生活
事業

税制／事業承継

福島県に事業所を有し
事業活動を行う方で、そ
の他地震の影響により、
売上などが減少してい
る方など（風評被害によ
る被害を含みます。）

融

福島県に事業所を有し
事業活動を行う方で、間
接的に被害を受けた方
●原発事故に係る警戒
（左記対象者の方と一
区域、計画的避難区域
定以上の取引がある
および緊急時避難準備
方）
区域に事業所を有する
方

金

●東日本大震災により
直接被害を受けた方

ご利 用
いただける方
（注1）（注2）

支

東日本大震災復興特別貸付

165

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

自然災害や感染症対策のために、BCP策定に取り組みたい

営
支

196

援

山形県版BCPモデル普及啓発支援事業
（専門家派遣事業）

金

自然災害や感染症対策のために、BCP（事業継続計画）策定に取組む事業協同組合、企
業組合、商工組合、商店街振興組合等の中小企業組合等（以下、組合）に対し、専門家を
派遣いたします。

融

●対象となる方
山形県中小企業団体中央会の会員組合、またはその組合に所属する組合員企業等

税制／事業承継

●支援の内容
１ 対象となるケース
自然災害や感染症対策のために、BCP策定に取り組みたい、または検討している場合。

相談／情報提供

２ 補助対象経費
専門家謝金・旅費
専門家派遣に係る費用については、本
本会が原則として全額を負担します。
３ 実施期間・回数
令和５年１月20日まで
ただし、予算がなくなり次第終了となります。

●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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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
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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
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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

