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）
14
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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

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
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経

手作業による業務をＩＴを活用して効率化したい

営

IＴ経営簡易診断（無料）

援

IT経営簡易診断は、専門家との３回の面談を通して経営課題・業務課題を全体最適の視点
から整理・見える化し、貴社に合ったIT活用可能性を無料でご提案します。

支

20

金

●対象となる方

第２回：ディスカッション
課題解決の方向性、IT活用の方向性等
第３回：提案、情報提供
経営課題と業務課題の見える化、解決に向けたITの活用可能性等
（第３回終了後、アンケートの入力をお願いしております。）
（※）担当アドバイザーは、ITコーディネーターや中小企業診断士等、コンサルティング経験、
ITに関する知見を持った者です。

●ご利用の方法
中小機構ホームページからお申込み頂けます。
＜お申込み＞
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/diagnosis/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

第１回：ヒアリング
経営上の課題や業務上の課題、現在の業務の進め方、IT活用状況等

税制／事業承継

●支援の内容

融

①自社の経営課題・業務課題を見える化した上で、ＩＴ活用可能性を検討し、生産性向上を目
指したい中小企業
②顧客対応・営業支援業務（フロント業務）、総務・会計・人事、労務、在庫、物流等の間接業
務（バックオフィス業務）について課題があり、改善を検討したい中小企業
＜留意事項＞
・本事業では、フロント業務、バックオフィス業務を中心を行います。
・本事業では、IT活用に関する提案、情報提供です。導入に関する支援は含まれません。

経

工業技術に関する助言を受けたい

営

企業等からの相談対応

金

●対象となる方
県内外企業、各種団体など

融

●支援の内容

【相談費用】 無料

●ご利用の方法

工業技術に関する助言を受けたい

企業訪問

企業等より寄せられる技術相談に、各分野の職員が対応し、問題解決のお手伝いをします。

●対象となる方
県内企業など

●支援の内容
【出張相談】
職員が生産現場におもむいて相談に対応します。
生産現場の確認が必要な場合や実物の移動が困難な場合などにご利用ください。
【費用】
相談費用・出張費用は無料です。

●ご利用の方法
詳しくは、下記までお問い合わせください。
（出張相談は、事前にご予約をお願いします。）

お問い合わせ先
山形県工業技術センター
ＴＥＬ．０２３-６４４-３２２２ ＦＡＸ．０２３-６４４-３２２８
山形県工業技術センター置賜試験場
ＴＥＬ．０２３８-３７-２４２４ ＦＡＸ．０２３８-３７-２４２６
山形県工業技術センター庄内試験場
ＴＥＬ．０２３５-６６-４２２７ ＦＡＸ．０２３５-６６-４４３０
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相談／情報提供

詳しくは下記までお問い合わせください。

税制／事業承継

・企業が抱える技術的課題等について、電話、電子メール、web会議、訪問などにより工業技術
センターにご相談いただくと、職員がその対応策を提案します。
・必要に応じ、委託分析試験、企業訪問、共同研究など他事業への展開を検討し、企業へのア
ドバイスを行います。
・ものづくり創造ラボを活用し、企業等からの製品開発ニーズに対し、アイディア創出から試作・
製造の支援を行い、共同研究や企業・組織間連携へつなげていきます。

23

援

企業等が抱える技術的課題解決のため、アドバイスを行います。

支

22

山形県ＩｏＴ推進ラボ

営

30

経

ＩｏＴ等の導入・活用について相談したい

支
援

「山形県ＩｏＴ推進ラボ」では、ＩｏＴの活用やＩｏＴ関連ビジネス創出を促進するため、セミナーや
「ものづくりＩｏＴ」部会等を実施するほか、ＩｏＴに関する相談を受け付けております。

●対象となる方
金

山形県内に事業所等を有する企業（製造業、ＩＴサービス業等）

●支援の内容
融

山形県ＩｏＴ推進ラボが以下の事業を実施します。
①ＩｏＴの導入・活用に係るセミナー・研修会の開催

③ＩｏＴ導入・活用を望む企業と情報サービス提供事業者等とのマッチング
④ 「ものづくりＩｏＴ部会」会員に対して、国や県からの告知等、有用な情報をメール配信
（国・県等の補助金公募情報や各種セミナーの案内等を配信）

●ご利用の方法
お問い合わせ先
山形県ＩｏＴ推進ラボ事務局
（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．０２３-６３０-２３６８ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５

ＡＩについて知りたい・導入したい

31

ＡＩ活用アドバイザー派遣事業

ＡＩ等に関する専門的知識と経験を有するアドバイザーを派遣します。

●対象となる方
県内事業者

●支援の内容
民間の有資格者（E資格）をアドバイザーとして派遣し、AIに関する相談・学習会・診断・助言・指
導など、県内事業者の課題に応じて幅広く支援します。

●派遣経費
アドバイザー謝金（2万円/回）及び旅費（実費）の1/3を負担いただきます。（2/3は県負担）

●ご利用の方法
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．０２３-６３０-２３６８ ＦＡＸ．０２３-６３０-２６９５
39
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相談／情報提供

詳細については、下記までお問い合わせください。

税制／事業承継

②先進事例や、県が実施する実証事業の成果等に係る状況提供

経

バイオ技術を活用して新事業を展開したい

営

バイオクラスター形成促進事業

援

バイオ技術を活用した技術開発・製品開発等の相談に応じ、研究開発、事業化、販路開拓
等の取り組みを支援します。

支
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金

●対象となる方
融

メタボローム解析技術等のバイオ技術を活用した新規技術・製品開発に取り組む県内企業等。

●支援の内容
税制／事業承継

慶應義塾大学先端生命科学研究所（慶大先端生命研）、県内の大学・公設試験研究機関等の
先導的なバイオ研究を活用した新たな産業創出を目的に、コーディネーターが産学連携、ビジ
ネスマッチング、研究者と企業との交流を推進します。また、バイオ技術を活用した研究開発・
事業化を目指す県内企業の取り組みに対し、経費の一部を助成します。

１．コーディネート活動

２．研究開発費等の助成
慶大先端生命研との共同研究や、慶大先端生命研の研究成果を活用して事業化に取り組
む県内企業に対し、研究開発経費や販路開拓経費の一部を助成します。

◇バイオ技術事業化促進事業
助成区分

期間

事業化推進型Ｂ

容

新製品開発の可能性調査等のため
慶大先端生命研と共同研究に取り組
む県内企業を対象

シーズ探索型
事業化推進型Ａ

内

最長
２年

バイオ研究成果を活用した事業化等
を目的として研究開発に取り組む県
内企業等を対象

助成率

限度額

２/３
１/３

50万円
2年目 100万円

１/２

2年目 250万円

大企業

500万円
大企業

１/３

250万円
2年目 500万円

●ご利用の方法
応募を希望される方は、事前にご相談ください。
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
公益財団法人庄内地域産業振興センター
バイオ産業推進室 〔鶴岡市先端研究産業支援センター内〕
ＴＥＬ．０２３５-２９-１６２０ ＦＡＸ．０２３５-２３-８２３１

41
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相談／情報提供

コーディネーターが、県内企業と大学や研究機関とのマッチング、共同研究の芽出しを支援し
ます。

経

山形大学と連携して、人材育成、事業化を行いたい

営
支
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援

山形大学
人材育成、産学連携事業

金

山形大学は、本学が有する研究シーズ、研究開発力、そして人材育成の機能を企業の皆
様に提供する橋渡しを行います。

● 対 象と な る方
融

産業界、金融機関、行政ならびに教育機関の方々

税制／事業承継

●支援の内容
１．人材育成事業
［新事業創出イノベーションプログラム］
・地域を作り支える、自らイノベーション（起業化、事業化）を起こす、地域創生の担い手とな
る「グローバルリーダー」「地域貢献」を体現できるアントレプレナーシップ（起業家精神）を有
する人材を山形大学がハブになり育成していきます。

相談／情報提供

・山形大学独自の人材育成プログラムの特徴は、経験豊かな外部講師を招き具体的な実例
を挙げ、実践的な「起業家精神」をもった人材を育成していきます。
「起業家精神」とは、単にベンチャーを起業する者に限定される資質だけではなく、既存の企
業等における「企業内起業家（イントラプレナー）」を含めたあらゆる仕事において必要な資質
であります。
［リーンマネジメント推進リーダー育成コース］
・生産性向上、経営改善、収益拡大を実現するための「リーン・マネージメント（ムダの無い経営）」
の思考法、専門的なノウハウ、実践的な手法を学ぶコースです。事業成長に必要な収益改善を
実現する方法を科学的に追求できる人材の育成を行っています。

２．各種講演会、セミナーの実施
・本学内外及び県内外から様々な分野の講師をお招きし、各種講演会、セミナーを実施して
います。
・日時等詳細については、ＨＰ（ＵＲＬ下記参照）からご確認ください。
詳細は、下記ＨＰを参照ください。
URL http://www.big-i.yamagata-u.ac.jp/

３．ベンチャー企業への研究スペース貸与
・賃料、光熱水料：有料
・山形大学の研究シーズを基に設立したベンチャー企業、山形大学の研究シーズを基に
事業化を目指す研究を行う方に研究スペースを有料貸与しています。

お問い合わせ先

１．について 山形大学アントレプレナーシップ開発センター
ＴＥＬ．０２３-６２８-４０７５ ＦＡＸ．０２３-６２８-４２９９
２．３について 山形大学国際事業化研究センター
ＴＥＬ．０２３８-２６-３４８０ ＦＡＸ．０２３８-２６-３６３３
42
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経

鶴岡工業高等専門学校と連携して事業を行いたい

営

共同研究、技術相談

金

民間企業等から研究者(共同研究員)及び研究経費等を受け入れて、本校教職員が共同
研究員と共通のテーマについて共同研究を行います。
また、地域連携センターが窓口となって、本校の教職員が民間企業等の皆様からの研究或
いは技術開発上の相談に応じ、情報提供等を行います。

援

(鶴岡工業高等専門学校地域連携センター)

支

35

融

● 対 象と な る方

●支援の内容

２ 技術相談
本校教職員が学外の組織や機関（企業等）から研究、技術開発上の相談に応じ、情報提供
等を通して技術支援を行っています。技術相談のやりとりが共同研究・受託研究に発展する
事例も多く、本校が外部機関に対して行う研究協力の基盤活動にも繋がっています。ご相談
の内容は、断りなしに外部に公表することは一切ありません。お仕事の上で、簡単に解決で
きない疑問やトラブルをお抱えの際には、お気軽にご相談ください。

●ご利用の方法
詳しくは下記ホームページをご覧の上、下記までお問い合わせください。
鶴岡工業高等専門学校地域連携センター
ＵＲＬ：https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/kyouiku_kenkyu/renkei/
共同研究
ＵＲＬ：https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/kyouiku_kenkyu/renkei/chiiki/kenkyu-gijyutu /kyodo/
技術相談
ＵＲＬ：https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/kyouiku_kenkyu/renkei/chiiki/kenkyu-gijyutu/gijutu/

お問い合わせ先
鶴岡工業高等専門学校地域連携センター
鶴岡工業高等専門学校 総務課 企画・連携係
ＴＥＬ．０２３５-２５-９４５３ ＦＡＸ．０２３５-２４-１８４０
✉kikaku@tsuruoka-nct.ac.jp
43
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相談／情報提供

１ 共同研究
民間企業等から研究者及び研究経費等を受け入れて、民間企業等の研究者と本校教員と
が共通のテーマについて共同して行う研究です。また、民間企業等と本校がそれぞれの施
設で分担して研究を行うこともできます。共同研究のために支出した経費の一定割合につい
ては、法人税や所得税から控除される税制上の優遇措置があります。行政機関が運営する
研究開発プロジェクトに共同で申請を行うことも可能です。

税制／事業承継

特に制限はありません。
（本校教職員の研究分野以外の内容についてはお応えしかねる場合もあります。）

経

東北芸術工科大学と連携して事業を行いたい

営
支
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産学連携事業

援

(東北芸術工科大学 地域連携推進課)

金

地域連携推進課とは、山形の製造業・建設業・農業・観光などの振興をデザイン力・企画
力・若い力でサポートしていくための、東北芸術工科大学による産学連携の窓口です。

融

● 対 象と な る 方

税制／事業承継

・デザイン*による新しい付加価値（事業・商品・イベント等）を求めている方
*デザインとは、意匠（モノの色や形の工夫）と受け止められることが多いのですが、これら物理
的な造形作業だけではなく、ビジネスや製品にとっての新しい意味や価値を生み出すことや、
世の中やマーケットの新しい見立てや見通しを作る創造的な作業、これまでにないアイディア
をもたらしサービスや商品を具現化するイノベーションの原動力など、「課題を発見して計画を
立て、課題解決のために創意工夫する行為すべて」がデザインの範疇です。
・クリエイティブな発想によるビジネスの展開を求めている方

●支援の内容

相談／情報提供

①受託研究
・新しい商品やサービスの企画提案
・製品化をイメージしたパッケージ等のグラフィックデザインの提案
・工業製品等のデザイン提案
・建築設計やランドスケープ（土木・風致計画）デザイン、まちづくり計画等の基本設計と提案
・バイオマス等の自然エネルギーの利活用に関する調査・分析等
・VI計画に伴うプロモーション映像や製品コマーシャル映像の提案
・記念オブジェ・アート作品の制作
・美術やデザインに関わる体験教室などのイベント企画提案
・地域課題や問題整理のためのファシリテーション
②プロフェッショナル業務委託
・企業・団体等のCI計画やVI計画作成
・製品、製造設計
・販売戦略、プロモーション戦略作成
・製品等のブランディング戦略作成
・商業映像の製作
・エコハウスやリノベーション等の建築設計
③その他
・講演会講師やファシリテーター等の派遣
・異業種交流セミナーや各種勉強会・研究会等の開講

●ご利用の方法
詳細については、下記までご連絡いただくか、ホームページにてお問い合わせください。
ＵＲＬ：http://kyoso.tuad.ac.jp/

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
44
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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
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『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
45

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

45 ものづくり産業マネジメント人材育成事業

支
援

県内ものづくり産業の経営者、管理部門リーダー、現場リーダー等を対象とし、企業の魅力
アップにつながる柔軟な思考力の養成、 社員にとっての企業の魅力向上、 生産性向上を
目指す研修を開催します。

営

企業の魅力の向上を図り、取引先から選ばれる企業を目指
してマネジメントできる人材を育成したい

金

●対象となる方

融

製造業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業等の県内ものづくり産業の企業経営者、
管理部門リーダー、現場リーダー等

●支援の内容
地域企業の経営者、管理部門リーダー、現場リーダー等を対象に、ポストコロナ時代において、
経済、社会の新たな変革に対応する柔軟な思考力を養成し、多様な社員一人ひとりが、個性を
活かしながら主体的に働ける自走型の魅力ある企業づくりを目指す研修を実施します。
【日 程】 令和4年9月～11月（5回程度を予定）
【参加費】 20,000円

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
公益財団法人山形県産業技術振興機構
技術部 研修課
ＴＥＬ．０２３-６４７-３１５４ ＦＡＸ．０２３-６４７-３１３９

生産改善に関する助言を受けたい

46

生産改善アドバイザー指導事業

次世代自動車への参入意欲のある県内企業を対象とし、生産力・競争力の強化および協
業促進に向けたマッチングを図るため、「生産改善アドバイザー」が助言、指導を行います。

●対象となる方
（１）県内に生産拠点を持つ企業であること。
（２）自動車関連企業と現に取引を行っている又は新たに取引を行う意欲があること。
（３）生産現場の改善を図る目的、目標が明確であること。
（４）生産改善アドバイザーの支援、指導により生産現場の改善が見込まれること。

●支援の内容
【募集企業数】
【募 集 時 期 】

４社程度
４月中旬

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
51
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相談／情報提供

●ご利用の方法

税制／事業承継

ものづくり産業マネジメント人材育成研修

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
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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
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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
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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

組合が抱えるデジタル化に関する課題を解決したい

営
支

66 組合デジタル化推進支援事業

援

組合が抱えるデジタル化に関する課題解決に向けた取組に対して支援します。
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

１ 個別専門家派遣事業
デジタル化に関する個別具体的な相談について専門家を派遣し、課題の解決を図る。
（組合負担なし）

・補助金額：自己負担額の2/3（上限20万円）
・主な対象経費：PC等機器購入費、HP構築費、ソフトウェア導入費、システム構築費 など
・対象組合数：６組合
国の補助金等（補助率3分の2）で、デジタル化に対応するための設備投資の合計金額（税抜）が
自己負担50万
150万円の場合、国の補助金等100万円に加え、本会の補助金220万円が追加され、自
円が30万円で150万円の事業が可能に！

150万円

補助対象経費
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/
71
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相談／情報提供

２ 機器導入・システム経費補助事業
国の補助金制度（IT導入補助金等）等に採択された会員組合に対し、国の補助金等とは別
に本会が一部経費の負担・補助を行う。

税制／事業承継

●支援の内容

経

加工品開発等に関し支援を受けたい

営
支

73

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
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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

75

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
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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

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
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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
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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

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

取引先を開拓したい

営

Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ

支
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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
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相談／情報提供

ジェグテックの特徴

経

海外での産業財産権の保護・活用について支援を受けたい

営
支
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海外での産業財産権の活用に関する支援

援
金

海外知的財産プロデューサーに海外での事業展開に応じた知的財産戦略等の相談をする
ことができます。また、（独）日本貿易振興機構（JETRO）等を通じて、外国出願にかかる費
用の助成や、海外での侵害対策にかかる費用の助成等を行っています。

融

●対象となる方
海外で産業財産権を保護・活用しようとする中小企業者

税制／事業承継

●支援の内容

相談／情報提供

１ 海外知的財産プロデューサー
「海外知的財産プロデューサー」は、海外での事業展開を検討している企業等に対して、海
外ビジネス展開の形に応じた知的財産マネジメントの支援を行っています。具体的には海外
進出時における技術・情報流出を始めとした様々な知的財産リスクへの対策方法、ライセンス
や秘密保持等の知的財産に関する契約上のビジネス面から視た留意点、海外での事業内容
や進出国の状況、制度に応じた権利取得及び管理・活用等に関するアドバイス・支援を無料
で行います。
また、海外知的財産プロデューサーをセミナーや研修に講師として派遣し、様々な知的財
産リスクや、ライセンス・秘密保持等の知的財産に関する国際契約の留意事項等について無
料で、講演を行います（https://faq.inpit.go.jp/gippd/service）。
海外知的財産プロデューサー

海外事業展開の知的財産面での支援
・事業に適した知財戦略策定
・技術流出等に対応する社内知財体制構築
海外知的財産プロデューサーは、海外
事業展開に向けた戦略策定を知的財
産活用の視点から支援します。

・模倣品等を見据えた進出国での権利化 等

海外市場

中小企業等
研究開発

権利化
事業化

海外展開

侵害対策

＜お申込み・お問合せ＞
▼（独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）
https://faq.inpit.go.jp/gippd/service
募集期間：通年 料金：無料
２ 中小企業等外国出願支援事業
中小企業等における戦略的な外国出願を促進するため、（独）日本貿易振興機構本部等を通じて、
外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して特許、実用新案、意匠、商標（冒認対
策商標含む）出願の外国出願にかかる費用（外国出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用等）の
半額を助成しています。
【対象となる出願内容】
（１）外国へ出願する特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標が対象となります。
（２）応募段階において、日本国特許庁に特許（ＰＣＴ出願を含む）、実用新案、意匠、商標出願をし
ていること。ただし、マドリッドプロトコルに基づく国際商標出願については、応募段階において、
本国官庁への出願手続きが完了していないこと。
（３）先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
104
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相談／情報提供
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105

税制／事業承継

をご覧ください。

融

JETROのHP：https://www.jetro.go.jp/themetop/ip/

金

▼募集期間等の詳細は、山形県産業技術振興機構のHP： http://www.ypoint.jp/index.htm

援

【補助対象経費】
＜模倣品対策＞
模倣品の流通経路、製造元等の調査費、警告状の作成費、行政機関への取締り申請に係る
費用など、模倣品対策に係る経費の2/3
１企業に対する上限額：400万円
＜防衛型侵害対策＞
弁護士への相談費用、訴訟準備費用、訴訟費用など、防衛型侵害対策に係る経費の2/3
１企業に対する上限額：500万円
＜冒認商標無効・取消係争＞
冒認商標に対する異議申立や取消審判請求、訴訟等、冒認商標の無効・取消係争に係る
費用などの2/3
１企業に対する上限額：500万円

支

３．中小企業等海外侵害対策支援事業
中小企業等による海外での適時適切な権利行使の促進を図るため、各都道府県等中小企業セ
ンター等及び（独）日本貿易振興機構 （JETRO）を通じて、
①海外での模倣品による権利侵害に対して、模倣品に関する調査から模倣品業者に対する
警告・行政摘発手続までの費用の一部を助成しています。＜模倣品対策＞
②中国等海外で現地企業から自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企
業に対し、異議申立や無効審判請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成
しています。＜冒認商標無効・取消紛争＞
③海外で現地企業から知財侵害により訴えられた場合の弁護士への相談や訴訟準備・訴訟に
係る費用の一部を助成しています。＜防衛型侵害対策＞

営

【補助対象経費】
外国出願料・代理人費用・翻訳費用など、外国出願に係る経費の1/2以内
１企業に対する１会計年度内の上限額 ：300万円（複数案件の場合）
案件ごとの１会計年度内の上限額 ：特許 150万円
：実用新案・意匠・商標 60万円
：冒認対策商標 30万円
【募集期間】
（公財）山形県産業技術振興機構：
5月下旬～6月下旬を予定
（独）日本貿易振興機構（JETRO） ：
第1回 2022年 5月9日（月曜）～5月31日（火曜） 17時00分必着
第2回 2022年 7月1日（金曜）～7月29日（金曜） 17時00分必着
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html
【留意点】
（１）報告書提出後、支払い内容を確認のうえ、助成金を中小企業等へ支払います。
（２）下記内容の費用については、支援対象外とします。
①国内出願費用
②ＰＣＴ出願費用（国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、
予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む）
③国内出願・ＰＣＴ出願の弁理士費用
④当該年度外に発生する費用

経

海外での産業財産権の保護・活用について支援を受けたい

経

海外での産業財産権の保護・活用について支援を受けたい

営
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４ 新興国等知財情報データバンク
新興国等でのビジネスに関わる我が国の企業の法務・知財担当者等を対象に、各国の知財
情報を幅広く提供することを目的として、平成２４年９月に開設された情報発信ウェブサイトです。
海外から商品等を輸入している企業、海外へ商品等を輸出している企業、海外の企業へ出資等
をしている企業、海外の企業へ技術供与・ライセンスをしている企業、海外に生産拠点・販売拠点
等を設置している企業、あるいはこれから海外との取引を予定している企業の皆様へ、今後のビジ
ネスで発生し得る、海外知財リスクを軽減又は回避するための情報の発信を目指しています。

融

▼新興国等知財情報データバンク（（独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/

税制／事業承継

５ 海外知財訴訟費用保険
海外展開した中小企業が、海外で現地企業から訴訟を提起された場合等の訴訟に係る費用
を担保する保険制度の保険料を補助することにより、中小企業等の知財紛争を支援します。
各地域の商工会議所､商工会､協同組合､工業組合､商業組合等の会員中小企業が保険に加入
する際の保険掛金の1/2を補助します（継続して2年目以降も本補助金の支援となる場合は1/3）。
【保険掛金の一例】 アジア全域（日本を除く）で売上高が１億円の場合
特許庁が１/２を補助し、５万円/年で、最大500万円の補償を受けられます。
※あくまで一例であり、売上高、保険会社、加入時期、補償内容により保険掛金は異な
ります。必ず事前にご確認の上、加入申込みを行ってください。

相談／情報提供

▼詳細は以下HPをご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_sosyou_hoken.html
【募集期間】 期間未定。中途加入可。

お問い合わせ先
【 １ 、 ２ 、 ３ 、４ に つ い て 】
東北経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
ＴＥＬ．０２２-２２１-４８１９ ＦＡＸ．０２２-２６５-２３４９
【 ５ に つ い て】
商工会議所の会員の方：日本商工会議所 総務部
ＴＥＬ．０３-３２８３-７８３２
商工会の会員の方：全国商工会連合会 企業支援部
ＴＥＬ．０３-３５０３-１２５８
協同組合等の会員の方：全国中小企業団体中央会 政策推進部
ＴＥＬ．０３-３５２３-４９０４
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知的財産の活用等について支援を受けたい
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知的財産権に関する総合的な支援
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知的財産権に関する相談業務や情報の提供を行います。
知的財産権に関する相談業務や情報の提供を行います。

金

●支援の内容
○『INPIT山形県知財総合支援窓口』の設置

山形市松栄二丁目２－１
山形市松栄二丁目２－１

開設
設時
時間
間】】 午
午前
前８
８時
時３
３０
０分
分～
～午
午後
後５
５時
時１
１５
５分
分 ※土・日・祝祭日・年末年始休を除く
※土・日・祝祭日・年末年始休を除く
【【開
相談
談料
料】】
無料
料
【【相
無

☎ 直通電話 ０２３-６４７-８１３０
※山形市の常設窓口の他に、県内５ヵ所（鶴岡・酒田・新庄・長井・米沢）で、
※山形市の常設窓口の他に、県内５ヵ所（鶴岡・酒田・新庄・長井・米沢）で、
外部窓口を開設しています。お気軽にお問合せください。
外部窓口を開設しています。お気軽にお問合せください。

・研
研究
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中小企業の知財部
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としての役割
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知財総合支援窓口

中小企業等
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・外部専門家チームによる支援を実施

さらに高度な専門性を要する相談は
さらに高度な専門性を要する相談は
知財専門家及び連携機関と協働で支援
知財専門家及び連携機関と協働で支援
知財
財専
専門
門家
家
知
◎弁理士
◎弁理士
◎弁護士
◎弁護士
◎中小企業診断士
◎中小企業診断士
◎企業ＯＢ等
◎企業ＯＢ等

連 携
携 機
機 関
関
連
◎中小企業支援機関
◎中小企業支援機関
（中小機構、商工会、
（中小機構、商工会、
商工会議所）
商工会議所）
◎大学・研究機関
◎大学・研究機関
◎海外展開支援機関
◎海外展開支援機関
（INPIT、JETRO等）
（INPIT、JETRO等）

直接訪問を行い支援
直接訪問を行い支援

◎弁
弁理
理士
士
◎
◎弁
弁護
護士
士
◎
◎中
中小
小企
企業
業診
診断
断士
士
◎
◎企
企業
業Ｏ
ＯＢ
Ｂ等
等
◎

お問い合わせ先
一般社団法人山形県発明協会
INPIT山形県知財総合支援窓口
ＴＥＬ．０２３-６４７-８１３０ ＦＡＸ．０２３-６４７-８１２９
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相談／情報提供

ご相談はこちらまで！ 「相談無料・秘密厳守」で応じます！

税制／事業承継

開設
設場
場所
所】】 山
山形
形県
県高
高度
度技
技術
術研
研究
究開
開発
発セ
セン
ンタ
ター
ー１
１階
階（（一
一般
般社
社団
団法
法人
人山
山形
形県
県発
発明
明協
協会
会））
【【開

融

中小企業等が事業を行う上で抱える知的財産に関する様々な相談（ネーミングや技術
中小企業等が事業を行う上で抱える知的財産に関する様々な相談（ネーミングや技術
の権利化、ノウハウの管理方法、海外展開の留意点など）を受け付ける相談窓口を設置
の権利化、ノウハウの管理方法、海外展開の留意点など）を受け付ける相談窓口を設置
しています。また、必要に応じて、様々な支援機関や専門家と協動してアドバイスすると
しています。また、必要に応じて、様々な支援機関や専門家と協動してアドバイスすると
ともに、企業等に訪問して支援します。
ともに、企業等に訪問して支援します。

経

営業秘密の管理手法、知財戦略について支援を受けたい

営
支

108 「営業秘密」の保護・活用に関する支援

援

「営業秘密・知財戦略相談窓口」では、知的財産戦略アドバイザーに営業秘密情報の保護・
活用の相談をすることができます。また、営業秘密流出・漏えい事案に関する相談に対して
は、（独）情報処理推進機構（IPA）又は警察庁と連携して対応することもできます。

金

●対象となる方
融

国内で営業秘密を保護・活用しようとする中小企業等

●支援の内容
税制／事業承継

「知的財産戦略アドバイザー」が営業秘密管理や、知財戦略に関してお悩みの企業等に対し
て秘密情報の抽出や営業秘密管理規程の策定のアドバイスや社内セミナーの実施など、実情
に応じた営業秘密管理体制の構築支援を無料で行っています。
また、ご相談内容に応じて、（独）情報処理推進機構や警察庁、知財総合支援窓口と連携して
対応いたします。

（ ア）
権利化／秘匿化
戦略相談

出張
相談

回答

（ イ）
営業秘密
管理相談

相談

相談／情報提供

セ ミナ ー

（ ウ）
情報セキュリティ
対策
（ エ）
営業秘密の漏えい
などの被害相談

IN P IT
営業秘密・知財戦略相談窓口

電話
相談

Ｗｅ ｂ

窓口
相談

メ ール
知的財産戦略アドバイザー
／弁護士 ／ 弁理士

中小企業等
連

（ オ）
一般的相談
（法律の概要など）

知財総合
支援窓口

携

情報処理
推進機構
（ Ｉ Ｐ Ａ）

警察庁

募集期間：通年 料金：無料

●ご利用の方法
ご相談は対面出張訪問のほか、メール、WEBフォームで受け付けております。
詳細は（独）工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）営業秘密・知財戦略ポータルサイト
https://faq.inpit.go.jp/tradesecret/service/ をご確認ください。

お問い合わせ先
独立行政法人工業所有権情報・研修館 （ＩＮＰＩＴ）
営業秘密・知財戦略相談窓口
E-MAIL：trade-secret@inpit.go.jp
Webフォーム：https://www.inpit.go.jp/form/tradesecret.html
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経

研究開発・特許取得に際して他社の動向を調査したい

営

特許情報分析支援事業

援

特許情報分析を経営や事業に活かすためのビジョンを持った中小企業等に対して、ヒアリン
グ等を行いながら特許情報分析結果を提供することによって、知財の経営判断・事業戦略
への有効活用を促します。

支

109

金

●対象となる方

①「事業構想～研究開発段階」

③「審査請求前段階」
→特許出願後の案件について、審査請求を行うか否か等の判断に有用な先行技術調査を支
援します。調査費用のうち6万円（税抜）を補助します。

●募集期間
詳細は、INPITのＨＰ（ https://www.inpit.go.jp/katsuyo/patent_analyses/index.html ）をご覧くださ
い。

●注意事項
・令和3年度より、審査請求段階の調査は廃止となり、事業構想～研究開発・出願段階の調査に
一本化されました。
・令和3年度より、申請先が各県知財総合支援窓口に変更されました。

お問い合わせ先
独立行政法人工業所有権情報・研修館 （ＩＮＰＩＴ）
知財活用支援センター知財戦略部
営 業 秘 密 管 理担 当
E-MAIL：trade-secret@inpit.go.jp
INPIT山
山形県知財総合支援窓口
TEL．０２３－６４７－８１３０ ＦＡＸ．０２３-６４７-８１２９
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相談／情報提供

②「出願段階」
→最大100万円分の特許調査及び特許マップ作成を無料で行い、提供します。特許マップの利
用方法や自社内での特許検索の方法等についても、全国の知財総合支援窓口と連携し、支
援します。

税制／事業承継

●支援の内容

融

中小・中堅企業、個人事業主、中小・中堅企業で構成されるグループ
地方公共団体、大学・高等専門学校・高等学校等の教育機関
都道府県等中小企業支援センター、公設試験研究機関
商工会議所や商工会等の経済産業団体、ものづくり組合等の生産者事業協同組合 等

経

経営改善計画策定についての支援を受けたい

営
支
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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
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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

中途採用の機会を増やしたい

営

●支援の内容（続き）

就職説明会等の実施に要した費用のうち
採用担当者の交通費

国家公務員の旅費に関する法律により算出される
鉄道料金、船賃、航空費および車賃の合計額

就職説明会等の実施に要した費用のうち
採用担当者の宿泊費

１人１泊８，７００円

●ご利用の方法
詳しい内容、支給申請書等については、下記までお問い合わせください。

県 内 ハ ロ ー ワ ーク
（巻末 関係機関連絡先一覧参照）

働きやすい職場をつくりたい

119

職場環境改善アドバイザー派遣事業

アドバイザーが企業を訪問し、最新の労働関係法制度等をお知らせすることにより、働きや
すい職場環境づくりを支援します。

●対象となる方
県内の常用雇用１００人以下の企業

●支援の内容
「職場環境改善アドバイザー」（社会保険労務士）が、常用雇用１００人以下の企業を訪問し、
働きやすい職場環境づくりに関するアドバイスを行います。
１ 多様な正社員制度等の普及啓発及び導入にあたって助言を行います。
２ 育児・介護休暇の充実など女性労働者の職場環境改善に向けた指導・助言を行います。
３ 働き方改革に取り組むにあたり活用可能な国や県の各種助成制度の周知を行います。
４ 労働者の支援のための法制度について周知啓発及び就業規則の変更等について助言
を行います。

●費用
無料です。

●ご利用の方法
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

山形県産業労働部 雇用・産業人材育成課
働 く 女 性 サ ポ ート 室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２４３９ ＦＡＸ．０２３-６３０-２３７６
119
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相談／情報提供

お問い合わせ先

税制／事業承継

30万円（中小企業にあっては、20万円）

融

自社ホームページの作成に要した費用

金

上限額（※）

援

対象経費

支

２．助成対象経費
雇入れ事業主が計画期間内に行った採用活動（募集・採用パンフレット、自社ホームページ等
の作成、就職説明会の実施）に要した費用のうち、計画期間内に支払いの発生原因が生じ、支
給申請書の提出日までに支払期日があり、支払われた費用を対象とします。
（※）助成対象経費のうち、以下の費用については上限額がありますので、ご注意ください。

経

労働問題について相談したい

営
支

労働問題についての相談受付

144

援

●県による窓口

金
融

山形県では、県内に５つの労働相談窓口を設置し、うち総
総合支庁では労働相談員（社会保険
労務士）による相談も受け付けています。
◆主な相談内容
・賃金や労働時間など労働に関すること（事業主からの相談も受け付けています。）
【受付時間】
月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５（但し、年末年始及び国民の祝日を除きます。）
ＴＥＬ／Ｅ‐mail

山形県
産業経済部 地域産業経済課

ＴＥＬ ： 0233-29-1310
E-mail： ymogamisangyo@pref.yamagata.jp

最上総合支庁
産業経済部 地域産業経済課

ＴＥＬ ： 0238-26-6045
E-mail： yokitamasangyo@pref.yamagata.jp

置賜総合支庁
産業経済部 地域産業経済課

ＴＥＬ ： 0235-66-5491
E-mail： yshonaisangyo@pref.yamagata.jp

産業労働部 雇用・産業人材育成課

ＴＥＬ ： 023‐630‐2439
E-mail： ykoyo@pref.yamagata.jp

E-mailによる相談の申し込みも受付けております。後ほどこちらから連絡しますので、
必ず連絡先を入力してください。E-mailアドレスは、上記記載の通りです。
○件名の欄に「労働相談」と入力してください。
○相談内容を入力の上、ご相談ください。
○労使の別、雇用形態、業種、職種、労働組合の有無など詳細な情報を入力いただくと、よ
り的確な回答ができます。
【社会保険労務士による相談】
労働相談員（社会保険労務士）による相談を下記の日程で行っています。
村山総合支庁 水曜日 １３：００～１６：３０
最上総合支庁 木曜日 １３：００～１６：３０
置賜総合支庁 火曜日 １３：００～１６：３０
庄内総合支庁 金曜日 １３：００～１６：３０
また、労使間のトラブルでお悩みの方は、山
山形県労働委員会（村山総合支庁
本庁舎６階、電話023-666-7784）にご相談ください。

●国による窓口
解雇、雇止め、労働条件に関する相談、いじめ・嫌がらせなど、職場のトラブルについて、
「個別労働紛争解決制度」により、解決のお手伝いをします。
◆専門の相談員が、面談又は電話でご相談をお受けします。
・予約もできます。
・相談時間、相談可能日については、各コーナーにお問合せください。
コーナー名

Ｔ ＥＬ

山形労働局総合労働相談コーナー （山形労働局雇用環境・均等室内）

023-624-8226

山形総合労働相談コーナー （山形労働基準監督署内）

023-608-5265

庄内総合労働相談コーナー （庄内労働基準監督署内）

0235-41-2683

米沢総合労働相談コーナー （米沢労働基準監督署内）

0238-23-7120

新庄総合労働相談コーナー （新庄労働基準監督署内）

0233-22-0227

村山総合労働相談コーナー （村山労働基準監督署内）

0237-55-2815
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相談／情報提供

産業経済部 地域産業経済課

庄内総合支庁

税制／事業承継

ＴＥL ： 023-621-8438
E-mail： ymurayamasangyo@pref.yamagata.jp

村山総合支庁

経

労使間の紛争解決を図りたい

営
支

労働悩みごと相談会

145

援

労働問題に詳しい労働委員会委員が、解雇や賃金未払いなどの労使間トラブルでお悩みの
方を対象に、労働相談会を開催します。（相談無料、秘密厳守）

金

● 対 象と な る 方

融

・山形県内に所在する事業所の事業主
・山形県内に所在する事業所に勤務している（又は勤務していた）労働者

●支援の内容
税制／事業承継

主として、労働者個人と事業主との間で発生した労働条件に関するトラブル（※）を対象としま
すが、労働組合と事業主との紛争の相談や、一般的な労働相談にも対応します。
※解雇、賃金、一時金、退職金、労働時間、休日・休暇、配置転換、出向、パワハラ、セクハラ等
【労働悩みごと相談会】

日

時

（会場：山形県村山総合支庁本庁舎内）

相談／情報提供

4月21日（木）12:30～13:30

11月10日（木）13:00～14:00

5月19日（木）13:00～14:00

12月 8日（木）13:00～14:30

7月 14日（木）13:00～14:00

1月12日（木）13:00～14:30

8月22日（月）13:00～14:30

2月 9日（木）13:00～14:30

9月 8日（木）12:30～13:30

3月 9日（木）13:00～14:30

※開催日前日の正午までに電話で予約してください。 （土・日・祝日を除く）
【労働悩みごと相談会in庄内】

日

時

会 場

6月23日（木）11:00～16:00

酒田勤労者福祉センター
（酒田市緑町１９番１０号）

※予約優先 （当日申し込み可）
【日曜労働悩みごと相談会】

日 時

会 場

10月 9日（日）10:00～15:00

（米沢市内と鶴岡市内の会場を調整中）

10月23日（日）10:00～15:00

・大手門パルズ （山形市木の実町１２番３７号）
・最上広域交流センター「ゆめりあ」
（新庄市多門町１番２号）

※予約優先 （当日申し込み可）
事務局職員による電話相談、メール相談は随時受け付けています。 （土・日・祝日を除く）
（下記「お問い合わせ先」記載の電話番号、メールアドレスへご相談ください。）

お問い合わせ先
山形県労働委員会（山形県村山総合支庁本庁舎 ６階）
ＴＥＬ．０２３-６６６-７７８４ ＦＡＸ．０２３-６６６-７７７６
✉yrodoi@pref.yamagata.jp
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経

労使間の紛争解決を図りたい

営
援

労働組合や労働者個人と使用者の間で労働関係の紛争が起こり、当事者のみでは解決が
難しくなった場合に、公平な第三者として紛争の解決をお手伝いするのが労働委員会の役
割です。

支

労使間の紛争解決

146

金

○労働相談
労使間のトラブル（賃金、一時金、退職金、労働時間、休日・休暇、解雇、配置転換、出向、
パワハラ、セクハラ等）を対象として、労働委員会委員による労働悩みごと相談会を開催する
ほか、事務局職員による電話相談、メール相談を行っています。
労働委員会を利用する際の費用は一切かかりません。委員や事務局職員が職務上知り得
た秘密は、法律によって他に漏らすことを禁じられています。どうぞ安心してご利用ください。

労働組合と使用者との間の紛争のあっせん※ ・調停・仲裁を行い、紛争解決に向けてお手
伝いをします。
※あっせんとは
あっせんとは、あっせん員が当事者双方の事情をそれぞれお聞きし、解決に結びつく合
意点を探りながら、話し合いによる解決に向けてお手伝いするものです（以下同じ）。
○個別労働関係紛争のあっせん
個々の労働者と事業主との間の紛争のあっせんを行い、紛争解決に向けてお手伝いをします。
【労働委員会が行う個別労働関係紛争あっせんの利点】
労働問題の専門家で経験豊富なあっせん員が、三者構成（公益側代表、労働者側代表、
使用者側代表）で一体となって丁寧なあっせんを行います。
○不当労働行為の救済
労働者あるいは労働組合の申立てに基づいて使用者による労働者の団結権侵害の事実
の存否について審査し、不当労働行為の事実があると認めた時は使用者に対して命令を行
います。

お問い合わせ先
山形県労働委員会（山形県村山総合支庁本庁舎 ６階）
ＴＥＬ．０２３-６６６-７７８４ ＦＡＸ．０２３-６６６-７７７６
✉yrodoi@pref.yamagata.jp
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相談／情報提供

○集団的労使紛争の調整

税制／事業承継

●相談内容

融

山形県労働委員会は、知事から任命された公共の利益を代表する公益委員５名（弁護士、大
学教授などの学識経験者）、労働者を代表する労働者委員５名（労働組合の役員など）、使用者
を代表する使用者委員５名（会社役員など）の15名の委員で構成されています。

経

労働時間制度全般について相談したい

営
支

労働時間相談・支援コーナー

147

援

「働き方改革」への取り組みを支えるため県内すべての労働基準監督署に「労働時間相談・
支援コーナー」を設置し、専門の「労働時間相談・支援班」が、労働時間制度全般のご相談、
お悩みに添った解決策をご提案します。

金

● 対 象と な る方
中小企業事業主

融

●支援の内容

税制／事業承継

・時間外・休日労働協定（３６協定）を含む労働時間制度全般
・変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入
・長時間労働の削減に向けた取組み
・時間外労働の上限設定などに取り組む際に利用可能な助成金案内
・新たな働き方に対応した適切な労務管理の導入（テレワーク等）

●受付時間

相談／情報提供

８時30分～17時１５分（土・日・祝祭日を除く）
個別訪問によるご相談にも対応していますので、まずはお気軽に、お近くの労働基準監督署に
お問い合わせください。
◆窓口相談、電話相談どちらでも受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

県内の労働基準監督署

労働関係法を学びたい

山形県労働学院

148

労働基準法をはじめとした労働法を体系的に学習できる講座です。

●対象となる方
企業の人事労務担当者等関係者、労働組合員、労働関係法に関心のある一般県民

●支援の内容
【目
的】
企業及び労働者が、昨今の社会情勢や労働関係法制度の改正等による労働環境の変化に
対応していくことができるよう、企業の人事労務担当者、労働組合員、一般県民を対象として、
法体制を体系的学習できる講座を開催します。
【開催日程・会場】
※未定
【講義内容】
・労働基準法に関する基礎知識
・社会保険等に関する基礎知識
・働き方改革の取組について
【経 費】
・受講料

無料

お問い合わせ先
山形県産業労働部 雇用・産業人材育成課
働 く 女 性 サ ポ ート 室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２５５４ ＦＡＸ．０２３-６３０-２３７６
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支
援

ホームページ及びメールマガジン
「労働やまがた」

営

149

経

最新の労働関係情報を知りたい

最新の労働関係法制度や各種労働関係情報をお知らせします。
金

●対象となる方
融

県内企業の事業主・労務担当者及び労働者
（どなたでもご利用いただけます。）

毎月１日に労働関係法制度や各種労働関係情報を更新しており、ホームページで各種情報を掲
載するとともに、メールマガジンで更新情報を信配しています。
【掲載項目】
◆お知らせ（毎月）
幅広いお知らせ、調査結果や受賞者の公表など

◆特集
各施策や、法改正、助成金などを詳しく紹介
◆今月のひと
県内で働く話題の人をインタビュー形式で紹介
◆基礎知識Q＆A
時事に合わせた労働相談をQ＆A方式で紹介
◆働き方改革
働き方改革への取組、支援策について紹介
◆労働相談
県内相談窓口の案内

●ご利用の方法
こちらのＱＲコードよりメールマガジンの配信登録をしてください。

下記ＵＲＬよりＷＥＢ「労働やまがた」をご覧いただくことができます。
ＵＲＬ：https://www.labor.yamagata.jp/

お問い合わせ先
山形県産業労働部 雇用・産業人材育成課
働 く 女 性 サ ポ ート 室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２４３９ ＦＡＸ．０２３-６３０-２３７６
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相談／情報提供

◆講座・イベント
イベントの紹介、参加者・参加企業の募集など

税制／事業承継

●支援の内容

経

海外展開のための支援を受けたい

営
支

150

ジェトロ山形による海外展開支援

援
金

日本貿易振興機構（ジェトロ）は、海外55カ国76事務所・国内48事務所等のネットワークを
通じ、海外ビジネスの成功を目指す企業の皆様の「海外経済・貿易情報を入手したい」、「貿
易投資実務について知りたい」、「海外取引先を開拓したい」、「海外進出をしたい」等といっ
たご要望に合わせたメニューを取り揃えてお待ちしております。各企業様のニーズに応じたサ
ービスをご提案・ご提供させていただきますので、海外事業をご検討の企業様はぜひお気軽
にジェトロ山形までお問い合わせください。

融

●対象となる方
税制／事業承継

新規に海外販路開拓を検討中の方、海外取引の拡大をお考えの方、海外への進出を検討
されている方等

●支援の内容
Ａ．海外経済･貿易情報を入手したい

相談／情報提供

（１）ジェトロウェブサイト「国・地域別情報」※無料
最新ニュース、統計、実務の手続きからジェトロのサービスまで、世界の各種ビジネス情報
をジェトロのウェブサイトからご覧頂けます。
（２）セミナー・講演会※無料（一部有料）
国際ビジネスに役立つセミナー・講演会を随時開催しています。
※ジェトロ山形で開催予定のイベントは、下記ウェブページからご確認頂けます。
http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/yamagata/
※その他の開催情報（東京や仙台での開催情報等）は、【ジェトロTOPページ＞サービス
＞イベント情報（セミナー・展示会）】よりご確認頂けます。
https://www.jetro.go.jp/events/
（３）世界は今 -JETRO Global Eye- 「国際ビジネス情報番組」※無料
世界の経済・産業の最新動向や貿易・投資などの国際ビジネスに役立つ情報をインター
ネットを通じ、皆様にお届けしています。
過去の放送も無料・登録不要で視聴できます。
https://www.jetro.go.jp/tv/
（４）ビジネスデータベースコーナー※無料
世界各国の企業情報や貿易統計、関税率表などのデータベースをご利用いただけます。
（５）世界のビジネスニュース（ビジネス短信）／出版物※無料
他のメディアでは得にくい国際ビジネス情報をジェトロならではの正確さと信頼性でお届け
します。
・世界のビジネスニュース 「ビジネス短信」
・海外のビジネス・経済などに関する「地域・分析レポート」
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経

海外展開のための支援を受けたい

営

B．貿易・投資について相談したい、知識を得たい

支

（１）貿易投資相談※無料

援

「これから輸出を始めたいが何から始めたらよいか」 「輸出入に関する手続きの流れや法
規制について知りたい」等の疑問・質問に対し、個別相談を実施しています。

ジェトロの70箇所を超える海外事務所にて、一般経済事情や現地商習慣等ビジネス環境
について、現地駐在員が情報提供を行います。
お申込受付期間：ご訪問希望日の6週間前より4営業日前まで
（４）海外コーディネーターによる輸出支援相談サービス※無料

（５）貿易実務オンライン講座※有料
アニメーションを使った分かりやすいeラーニング教材で、いつでもどこでも貿易実務を
学習することができます。じっくり学ぶ「基礎編」「応用編」「英文契約編」「中国輸出ビジネ
ス編」、および速習コースの「輸出商談編」「英文ビジネスeメール編」の計6講座を取り揃え
ています。
30分で学べる無料の「はじめての輸出」の講座も用意しています。
（６）知的財産保護関連サービス※無料
海外ビジネスでの知的財産権侵害リスクの回避方法や、海外市場での模倣品問題の解決
に役立つ以下のサービスを提供しています。
＜情報提供＞
・セミナー・冊子・ウェブ・ニュースレター・面談を通じた情報提供※無料
※各国別模倣対策マニュアル等はジェトロのウェブサイトからダウンロード可
・ジェトロの本部に専門家を配置し、海外の知的財産関連の相談を受け付けています。※無料
＜助成＞
・外国出願支援事業
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする全国の中小企業
者等に対し、外国出願に要する経費の一部を助成します。
・模倣品対策支援
海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業向けに、ジェトロが海外の調査機関に
調査を委託し、かかった費用の一部を助成します。
・冒認商標無効・取消係争支援
海外で不当に商標権を出願、権利化された際の係争費用の一部を助成します。
・防衛型侵害対策支援
海外で知的財産にかかる紛争に巻き込まれた際の係争費用の一部を助成します。
（7）国際認証等の取得の支援※無料
ULなどの第三者認証機関からの認証やFDA（米食品医薬品局）の承認取得に関し、豊富
な経験を有する専門家が訪問・電話・メール等で対応、認証取得に向けたサポートを致し
ます。
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相談／情報提供

①自社商品の輸出可能性、競合品、現地ビジネス習慣・トレンドについて、海外からコーデ
ィネーター（現地在住の専門家）がお答えします。コーディネーターの配置分野・地域は、
ウェブサイトにてご確認下さい。
②海外出張時にコーディネーターからブリーフィングを受けることができます。

税制／事業承継

（３）海外ブリーフィングサービス※無料

融

公的機関や地域金融機関、商工会議所など国内各地の支援機関が、ジェトロや海外展開
に知見のある専門家等と協力し、海外展開を目指す中小企業等を支援する枠組みです。
制度をご利用頂くことによって、コンソーシアムに参加する複数の支援機関から販路開拓
や進出に至るまでの総合的なサポートを受けることが出来ます。

金

（2）新輸出大国コンソーシアム（審査あり）※無料

経

海外展開のための支援を受けたい

営
支

C．
．海外取引先を開拓したい

援

（１）オンラインカタログサイト「JAPAN STREET」※無料

金

ジェトロの76の国・地域に広がる海外事務所とコンタクトを持つVIPバイヤー限定のオンライン
カタログサイトです。商品は通年で掲載され、24時間365日バイヤーに紹介されます。
（２）海外におけるEC販売プロジェクト「JAPAN MALL」※無料

融

世界60以上の連携先ECバイヤーに商品を紹介する事業です。原則、国内納品・国内買取・
円建て決済で取引が完結するため、複雑な輸出手続きが不要です。

税制／事業承継

（３）通年型オンライン展示会への出展支援「JAPAN LINKAGE」※有料
通年型オンライン展示会（BtoBのマッチングサイト）への出展を通じて、世界中のバイヤーと
の商談機会を提供します。
（４）e-Venue※無料
ジェトロが運営する国際ビジネスマッチングサイトです。世界100ヵ国以上のビジネスパーソン
とオンラインで交流できます。

相談／情報提供

（５）海外ミニ調査サービス※有料
海外取引の足がかりとしての「取引先候補企業リストアップ」、スーパーでの「店頭小売価格
調査」、「関連法規制現地語（現地語原文）検索」、「統計資料検索」といったワンポイント情報
収集のお手伝いをします。
（６）見本市・展示会の出展支援※有料（一部無料）
①ジャパン・パビリオンへの出展支援※有料
ジェトロが主催・参加する海外見本市・展示会への出展をサポートします。出展情報は
【ジェトロTOPページ＞サービス＞イベント情報（セミナー・展示会） 】からご確認頂けます。
②見本市・展示会データベース（J-messe）※無料
業種や開催地ごとに見本市・展示会情報を検索できるほか、世界の見本市・展示会場、見
本市・展示会レポート、月間ランキングなど、さまざまな見本市・展示会トピックスをご提供
しています。
（７）海外バイヤーの招聘・オンライン商談会※無料
海外の有力なバイヤーや代理店候補を招聘ないしオンラインで結び、海外市場開拓を目指
す日本企業の皆様とのマッチングのための個別商談会を開催しています。
開催情報は【ジェトロTOPページ＞サービス＞イベント情報（セミナー・展示会）】からご確認
頂けます。
（８）輸出専門家による個別支援サービス※無料、審査あり
農林水産・食品、デザイン製品・伝統産品、日用品、ファッション（アパレル・テキスタイル）、
サービスの各分野において、各分野の販路拡大の専門家が、お客様の製品や会社の状況
にあわせて、輸出戦略の策定、マーケット・バイヤー情報の収集から海外見本市の随行、商
談の立会い、契約締結までを一貫してお手伝いします。
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経

海外展開のための支援を受けたい

営
支

D．海外進出を実現したい

援

（１）海外における支援サービス※無料

①日本企業の皆様の関心が高い、あるいは情報ニーズが高いものの単独では情報入手が
困難な海外市場、有望投資先に向けてミッション（視察団）を派遣します。
②現地ビジネス情報の提供、商業施設・生産現場・工業団地等の視察、現地政府や現地日
経企業関係者との意見交換、現地パートナー候補ともビジネス・マッチングなど、多彩なプ
ログラムで皆様の市場開拓・海外進出をサポートします。
③現地パートナー候補とのビジネスマッチング機会の提供に特化した「海外商談会」も実施し
ています。
（４）ジェトロ・イノベーション・プログラム（JIP）※有料（一部無料）
1.セミナー
知財活用・マーケティング・プレゼンのノウハウ・世界の「エコシステム」等をご紹介します。
2.ビジネスモデル策定プログラム（通過者のみ対象、無料）
①技術流出の防止策から知財活用策、マーケティング等の集中講座
②コミュニケーション、ピッチ（短時間プレゼンテーション）、顧客アプローチをテーマとした集
中講座
③個別企業ごとのビジネスモデルをアドバイスするメンタリング、を通じて海外ビジネスに向
けた準備を行います。
3.パートナリングイベント
世界中からスタートアップ（ベンチャー企業）が集結するイベント、ジェトロ主催のイベントを
通じて1.2.で高めたプレゼンテーション力で、自社のビジネスをピッチの場でアピールし、ビ
ジネス成果を狙います。
4.多言語発信
1.2.3.を通じて海外展開に挑戦した企業を、ジェトロHPグローバルサイトに複数言語で掲載
して紹介します。（無料）
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相談／情報提供

（３）ミッション派遣※有料

税制／事業承継

短期のオフィススペースの提供とアドバイザーによるコンサルティング・サービスで、海外ビジ
ネス立ち上げ時のコストとリスクを軽減します。
対象地域：タイ（バンコク）、フィリピン（マニラ）、インド（アーメダバード）、ベトナム（ハノイ）、
ミャンマー（ヤンゴン）

融

（２）ビジネス・サポートセンター※有料

金

海外事務所において現地の経済・産業・制度情報、ビジネス環境等各種情報を提供します。
また、個別相談により、問題の解決支援を行います。
・海外投資アドバイザー
アジア主要国では、実務経験豊富な海外投資アドバイザーが投資・貿易に関する現地制度
や産業情報の収集・提供、諸手続を中心にきめ細かいアドバイスを行い、在外日経企業を
サポートします。
・中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
現地ビジネスの知見や地元政府当局、地場企業などとのネットワークを持つコーディネーター
を配置しています。中小企業が抱える各種相談や課題解決に向けてサポートします。

経

海外展開のための支援を受けたい

営
支

E．
． その他

援

（１）対日投資支援サービス

金

外国・外資系企業の皆さまの日本への進出や、日本での事業拡大をワンストップでサポート
します。
（２）ジェトロへのお客様情報のご登録※無料

融

お客様ご本人情報とご関心事項をご登録頂くと、ご関心に応じたジェトロのセミナーや展示会
等のイベント情報をいち早くお届けします。

税制／事業承継

（３）ジェトロ山形メールマガジン※無料
毎月1日と15日の2回、セミナー･展示会情報などのイベント情報や最新のジェトロのレポート
等を配信しています。
ジェトロTOPページ＞国内事務所＞山形＞メールマガジンから、どなたでも無料でご登録頂
けます。

相談／情報提供

お問い合わせ先
(独）日本貿易振興機構
山形貿易情報センター（ジェトロ山形）
ＴＥＬ．０２３-６２２-８２２５ ＦＡＸ．０２３-６２３-１０１４
✉ YAT@jetro.go.jp
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経

海外展開のための支援を受けたい

営

山形県国際経済振興機構（国際機構） による支援

援

山形県内事業者の県産品輸出や海外でのビジネス展開を支援しており、海外ビジネスに役
立つ各種サービスを用意しておりますのでご相談ください。

支
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金

● 対 象と な る方
海外ビジネスに取り組もうとする県内事業者又は海外販路開拓に取り組む県内事業者

融

●支援の内容
１．海外販路開拓助成事業（一般会員限定）

助成対象
助成限度額

海外の商談会・見本市等に参加するための渡航費用
40,000円又は実費のいずれか低い額
※会員１口あたり１名分まで

（２）商談会・見本市等出展費助成

助成限度額

国内外の商談会・見本市等に出展する際に係る経費
（ブース出展料・装飾費、機材レンタル料、通訳雇用費、輸送費等）
50,000円又は実費のいずれか低い額

（３）越境ＥＣモール出店費助成
助成対象

助成限度額

越境ECモールへの新規出店、海外向け自社ECサイトの構築又は多言語化
に係る経費
（出店料、登録料、翻訳料、月額使用料、ECサイト構築費（維持経費を除く）
等）
50,000円又は実費のいずれか低い額

（４）販売促進ツール開発費助成
助成対象

助成限度額

外国語版HP、海外向け商品パッケージ、商品紹介パンフレット、商品PR映
像等作成に係る経費
（HP作成費（維持経費を除く）、企画・デザイン料、翻訳料、試作費、撮影費
等）
50,000円又は実費のいずれか低い額

（５）海外市場調査費等助成
助成対象
助成限度額

海外取引を開始するために専門機関等による市場調査や信用調査等を行う
場合に係る費用
（海外市場調査費、海外企業信用調査費、契約書の翻訳料等）
50,000円又は実費のいずれか低い額

（６）輸出仕向国の法規制対応費用助成
助成対象

助成限度額

輸入事前登録制度に係る登録商品の輸送費、国際基準に基づく認証の取
得費、法や要綱等に基づく成分分析等の検査費等
（輸入事前登録制度に係る登録商品の輸送費、登録手数料、成分分析等の
検査費等）
50,000円又は実費のいずれか低い額
※上限に達するまで複数回利用可
157
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相談／情報提供

助成対象

税制／事業承継

（１）海外渡航費助成

経

海外展開のための支援を受けたい

営
支

（７）外国出願費用助成

援

助成対象

金

助成限度額

海外において知的財産権（特許取得、商標登録、意匠登録等）を申請する際
に係る経費
（申請・出願手数料、代理人費用、翻訳料、審査時の通訳雇用費、申請書類
の作成費等）
50,000円又は実費のいずれか低い額

※助成事業の利用限度は、合計で加入口数までとします。

融
２．相談受付サービス
海外ビジネスに関する相談をお受けします。【相談受付ダイヤル：０２３-６８７-１１２７】

税制／事業承継
相談／情報提供

３．情報提供サービス
海外ビジネスに関する情報を機構ホームページ、メールマガジン等で提供します。
ただし、メールマガジンの配信を受けるには、当機構への入会が必要です。
<メールマガジン概要>
◆発行日 毎月２回 10日・25日 ※ 臨時号あり。
◆配信内容 ・商談会・セミナー情報
・海外の最新経済事情、ビジネス環境等の紹介等
<ホームページアドレス>
ＵＲＬ：https://www.yamagata-export.jp/
４．取引支援
○海外取引専門スタッフによるサポートを行います。
【機構本部】
県産品輸出コーディネーター（３名）
山形県ハルビン事務所、日中経済交流アドバイザー（１名）
【中国関係】
山形県戦略的情報発信員（１名）
【韓国関係】
【ASEAN関係】 ＡＳＥＡＮ貿易アドバイザー（１名）
【対岸関係】
対岸貿易アドバイザー（１名）
○翻訳サービスを行います。（日本語⇔中国語、日本語⇔英語）
当機構の会員は、一部無料で翻訳サービスを利用できます。
５．販路開拓サポート
商談会・プロモーション等により海外販路の開拓をサポートします。商談会等のスケジュール
についてはお問い合わせください。
※入会のご案内
【年会費】
一般会員（県内の法人・団体・個人）
１口３万円
賛助会員（県内外の法人・団体・個人）
１口５千円
【会員の特典】
各助成事業の利用（一般会員のみ）・翻訳サービス（英語、中国語）の
一部無料利用、メールマガジンの受信等があります。
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
一般社団法人山形県国際経済振興機構（国際機構）
ＴＥＬ．０２３-６８７-１１２７ ＦＡＸ．０２３-６８７-１１２９
✉ y-es@y-es.or.jp
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経

海外進出や国際取引に関する支援を受けたい

営

海外展開ハンズオン支援事業

援
金

海外輸出や進出、国際取引等の海外ビジネスに悩みを持つ中小企業の皆さまに対し、海外
ビジネスの豊富な実務知識・経験・ノウハウを持つ海外ビジネスの専門家が相談に応じます。
また貴社の海外展開の長期的な取組に対して、数ヵ月にわたる支援計画のもと、専門家に
よるハンズオン支援も行います。

支
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●対象となる方

 個別課題へのアドバイス
海外展開の検討段階にある方、海外市場の情報収集を行いたい方、貿易・契約・規制など、
海外ビジネスに関する個別の実務的課題を解決したい方におすすめです。

 伴奏型支援
専門家を中期的に貴社へ派遣し、海外ビジネスの事業化に向けた事業計画の策定や、海外
現地での調査・商談のためのサポートを行います。
 支援方法・内容
・支援は最大1年半。月に2回程度、専門家を貴社へ派遣し事業計画の策定や現地調査・商
談に向けた支援を行います。
・海外現地調査・商談を行う場合、訪問先の提案やアポイントメント取得のサポート、専門家
の現地同行による調査・商談の支援を行います。
・現地支援の際は、中小機構が現地通訳と移動車両の手配、費用の全額を負担します。
・専門家の謝金・旅費などの費用は中小機構が全額負担します。
 利用料
無料（企業さま自身の移動費等はご負担いただきます）
【取引先の紹介、調査の請負、見積書や契約書作成、翻訳などの実務代行、契約の交渉や取
引先・関係機関との交渉の仲介などは行いません。】

●ご利用の方法
お申込み・ご利用方法につきましては、以下のHPにてご確認ください。
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/sme/overseas_consulting/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東北本部
企業支援部 支援推進課
ＴＥＬ．０２２-３９９-９０３１
ＦＡＸ．０２２-３９９-９０３２
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相談／情報提供

 支援内容・方法
・1回あたり60分を目安に、相談内容をお伺いし、適切な対応方法をアドバイスいたします。
・アドバイスは、中小機構の事務所または貴社事務所（出張訪問）、オンライン、メールにて
行っております。
・本サービスは無料で、課題の解決まで何度でもご利用いただくことができます。

税制／事業承継

●支援の内容

融

• 海外とのビジネスに関心はあるものの、対象国・地域の検討や課題の整理が済んでいない
中小企業者
• すでに海外進出しているが、海外企業とのやりとりや海外の法律・税制などで問題を抱えて
いる中小企業者

経

再生可能エネルギー関連分野へ参入したい

営
支

178 再生可能エネルギー関連分野への参入支援

援

県内における新エネルギー関連産業の振興を図ることを目的に、平成24年６月に山形県新
エネルギー産業事業化促進協議会を設立しました。
協議会では、新エネルギーについてのテーマ別研修会や技術研修会等を開催します。

金

●対象となる方
山形県内の企業、大学等の研究教育機関、産業支援機関、行政機関等

融

●支援の内容
最新の技術動向や企業の先導的な取組み情報の提供、セミナー開催などを行います。

税制／事業承継

●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

相談／情報提供

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

環境に配慮した経営を行いたい

179

山形県地球温暖化対策推進事業所登録制度

地球温暖化対策に積極的に取り組む事業所を登録し、広く周知します。

●対象となる方
省エネ、省資源、エコドライブの実践等、地球温暖化対策に積極的に取り組んでいる事業所又
はこれから取り組む事業所

●支援の内容
地球温暖化対策に積極的に取り組んでいる事業所又はこれから取り組む事業所を「山形県地
球温暖化対策推進事業所」として登録し、登録証を交付します。
【 登録のメリット 】
○ 企業価値の向上や経費削減が期待できます。
○ それぞれの事業所におけるエネルギー使用量を県が提供する計算シートに入力して頂く
ことで、温室効果ガス排出量を簡単に確認することができます。
○ 県ホームページに事業所名が掲載されることでＰＲ効果が期待できます。
○ 省エネに係る補助金や各種説明会等について情報提供を受けられます。
【 登 録 費用 】 無 料

●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。

お問い合わせ先
山形県環境エネルギー部 環境企画課
カーボンニュートラル県民運動推進室
ＴＥＬ．０２３-６３０-２３３５ ＦＡＸ．０２３-６３０-２１３３
186
186

経

環境に配慮した経営を行いたい

営

山形県環境アドバイザー派遣事業

援

環境問題についての理解を深めていただくため、中小企業などが実施する講演会や社員教
育のための学習会等に県が委嘱している環境アドバイザー（学識経験者、専門家等）を講師
として派遣します。派遣費用は県が負担します。

支

180

金

● 対 象と な る方
中小企業、学校、住民団体、公民館等

※講座内容によっては、材料代等が発生する場合があります。詳しくは下記
までお問い合わせ願います。

●ご利用の方法
派遣申請書（ＨＰでダウンロードできます。）を、原則としてアドバイザーの派遣を受けようとす
る日の１か月前までに下記問い合わせ先まで提出してください。詳しくは、下記までお問い合
わせください。

環境に配慮した経営を行いたい

181

地球温暖化防止活動推進員の派遣

地球温暖化に関する知識、経験、技術を有する地球温暖化防止活動推進員（県の研修を
受講し、委嘱された者）が出前講座を行います。

● 対 象と な る方
中小企業、学校、住民団体、公民館等

●支援の内容
地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する講座を行います。
【講座例】 「地球温暖化の現状・仕組み」「省エネルギー」「ごみ減量・リサイクル」
【講師料】 無料

●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。

お問い合わせ先
山形県環境科学研究センター 環境企画部
ＴＥＬ．０２３７-５２-３１３２ ＦＡＸ．０２３７-５２-３１３５
187
187

相談／情報提供

【講師料】 無料

税制／事業承継

【主催者にしていただくこと】
主催者(派遣を申請した方)にしていただくことは以下のとおりです。
・会場の手配、準備
・派遣が決定したアドバイザーとの打合せ
(当日、準備する資料やプロジェクター、 スクリーンなどの機材等)
・講演会等終了後の実績報告書の提出
（ＨＰでダウンロードできます。詳しくは下記までお問い合わせください。）

融

【派遣の対象】
中小企業等が主催する、山形県民や社員等を対象として、山形県内で実施される環境保全に関
する講演会や学習会です。なお、原則として受講者が概ね10人以上であって、政治、宗教及び営
利を目的としないものが対象です。

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
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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/
198
198

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
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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
199
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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

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
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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

事業承継について相談したい

営
支

223 山形県事業承継・引継ぎ支援センター事業

援

中小企業・小規模事業者の皆さまの相談に応じ、円滑な事業の引継ぎを支援します。
金

●対象となる方

【相談料】 無 料
＜相談の例＞
●子供や従業員に引き継ぎたいが、どんな手続きが必要ですか？
●後継者を決めるとき、どのようなことを考慮すべきでしょうか？
●後継者教育は、どのように行えば良いですか？
●会社の借入金の保証人にはなりたくないと言われました、何か方法はありますか？
●事業用資産を後継者に集中させたいのですが、どのような方法がありますか？
●親族や従業員等に後継者候補がいません。廃業するしかないでしょうか？
●会社を譲渡したいが、どのように進めていけばよいでしょうか？
●会社を存続させるため、経営全般を見直したいのですが？
●事業承継計画とはどのようなものですか？
●後継者不在企業の後継者として、地域に貢献したいのですが？

●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いただくか、当センターHPをご覧ください。

お問い合わせ先
山形県事業承継・引継ぎ支援センター
（公益財団法人山形県企業振興公社内）
ＴＥＬ．０２３-６４７-０６６３ ＦＡＸ．０２３-６４７-０６６６

ＵＲＬ：https://y-hikitsugi.jp/
227
227

相談／情報提供

〇事業承継診断
・事業承継診断シートを使って、自社の現状や今後の方向性を確認できます。
・事業承継診断は山形県事業承継ネットワーク構成機関でも実施しています。
※山形県事業承継ネットワークとは、
・県をはじめ、地域の身近な商工会・商工会議所、金融機関、商工支援団体、士業団体
など５６機関が県内中小企業等の事業承継を円滑に行うために支援する組織です。
・「事業承継」の最初の相談窓口として、経営者や後継者、ご家族の方々などのご相談
に対応します。
〇相談支援
・事業引継ぎに精通した専門家が、秘密厳守のうえで、個別に相談対応いたします。
〇後継者人材バンク事業
・創業を目指す起業家と、後継者不在の会社や個人事業主を引き合わせ、事業引継ぎと創
業を支援します。

税制／事業承継

●支援の内容

融

・後継者（又は後継候補者）はいるが、具体的な進め方などについて悩んでいる中小企業者、小
規模事業者、個人事業主の方
・後継者不在などで事業の存続に悩みを抱える中小企業者、小規模事業者、個人事業主の方

経

取引に関する様々な悩みを迅速に解決したい

営

下請かけこみ寺事業

援

中小企業の取引に関する様々な悩み相談を受け付け、迅速な解決策を提示するなど、適
正な取引を行うための支援を実施します。

支
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金

●対象となる方
融

企業間取引に関して、様々な悩みなどをもつ中小企業

●支援の内容

（２）迅速な紛争解決
中小企業が抱える取引にかかる紛争を迅速かつ簡便に解決するため、裁判外紛争解決手
続（ＡＤＲ)を用いて、全国の登録弁護士等が中小企業者の身近なところで調停手続等を行
います。
【費用】 無 料

●ご利用の方法
下請かけこみ寺（（公財）山形県企業振興公社）にご相談ください。

お問い合わせ先
下請かけこみ寺
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
235
235

相談／情報提供

【ご相談の例】
「支払日が過ぎても代金を払ってくれない」
「客からキャンセルされたからいらなくなったと言って返品された」
「代金の値引き（減額）を要求された」
「期日どおりに納品したのに倉庫が一杯だからと言って受け取ってくれない」
「仕事の受注の見返りに、取引先が取り扱う商品の購入を求められた」

税制／事業承継

（１）各種相談への対応
中小企業の取引問題に関する様々なご相談（経営、技術、金融、労働等に関する相談を除
く。）に対し、下請代金支払い遅延等防止法や中小企業の取引問題の相談に応じます。
また、弁護士による相談も実施しています。
【相談料】 無 料

経

取引に関して相談したい

営
支

中小企業取引ホットライン
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援

中小企業庁では、中小・小規模企業取引全般についてご意見・ご相談等をメールにて受け
付けています。

金

●中小企業取引ホットライン

融
税制／事業承継

上記電子メールでは相談内容を十分に伝えることができないとお考えの方々からも、広くご相
談等を受け付けられるようにするため、中小企業庁取引課内に「中小企業取引ホットライン」を平
成25年４月１日から開設しました。
このホットラインにおいては、消費税率の引上げを見据えた親事業者による下請事業者に対
する買いたたき等の下請代金法違反行為などについてのご相談についても受け付けます。
なお、相談者の秘密は厳守しますので、遠慮なくご相談ください。
電話番号：０３-３５０１-７０６１（受付時間：平日９：３０～１７：００）

●下請代金法違反事実に関する情報提供・申告について

相談／情報提供

利用規約に同意の上、専用フォームに従って入力をお願いします。
なお、下請代金法の適用範囲は、(1)取引（委託）の内容※、(2)取引当事者（下請事業者と親
事業者）の資本金（出資金等を含む）の２つの条件により決められています。
※適用対象となる取引は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」であり、
「建設工事の請負」や「労働者派遣法に基づき労働者を派遣すること」は、下請代金法の対象ではあり
ません。また、いわゆる規格品や標準品であって、広く一般に市販されており、市販品として購入が可
能で、実質的に購入が可能と認められる製品等の製造を委託することは、「製造委託」に該当せず、下
請代金法の対象ではありませんので、ご了承ください。

注）インターネットを通じて、中小企業庁に情報提供・申告を行うためには、下記ＨＰに記載の事
同意いただくことが必須となります。ＨＰ記載事項に同意いただ
項【利用規約・禁止事項】に同
けない方の利用はお断りします。 詳しくは下記のＨＰをご覧ください。
下請代金法違反事実に関する情報提供・申告についてのホームページ
ＵＲＬ https://www.chusho.meti.go.jp/ikenbako/shinkoku_guideline.html

●下請かけこみ寺
中小企業の取引上の悩み相談を相談員や弁護士が受け付けます。
「下請かけこみ寺」は、下請取引の適正化を推進することを目的として国（経済産業省 中小企
業庁）が全国４８か所に設置したものです。
本部（全国中小企業振興機関協会）と各都道府県に設置された中小企業振興機関に設置さ
れています。
中小企業が抱える取引上の様々な悩み相談への対応や裁判外紛争解決手続（ADR）による
迅速なトラブルの解決を実施しています。
取引上の悩みをお持ちの方は、まずはお電話ください。
「下請かけこみ寺」相談用フリーダイヤル （通話料無料） ０１２０－４１８－６１８
消費税転嫁対策相談専用フリーダイヤル （通話料無料） ０１２０－３００－２１７
ＵＲＬ https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm

お問い合わせ先
中小企業庁 事業環境部 取引課
ＴＥＬ．０３-３５０１-１７３２（直通）

ＦＡＸ．０３-３５０１-１５０４

受付時間：９：００～１２：００ １３：００～１８：００
（土、日、国民の祝日、年末年始を除く）
236
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経

中小企業に役立つ情報を入手したい

営
支

J-Net21は、施策情報をはじめ、経営に役立つさまざまな情報をお届けするサイトです。
全国各地の支援機関による補助金・助成金の情報や、最新の施策を横断的に検索できる
「支援情報ヘッドライン」など、経営に役立つ情報や数多くの企業事例などを簡単に調べるこ
とができます。

金

援

Ｊ－Ｎｅｔ21
中小企業ビジネス支援ポータルサイト
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融

● 対 象 と な る方
中小企業者、創業予定者、中小企業支援担当者

◆「Ｊ－Ｎet２１」で検索。または、以下のＵＲＬサイトからご利用ください。
https://j-net21.smrj.go.jp/
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ｅ－中小企業ネットマガジン

「e-中小企業庁＆ネットワーク推進協議会」（※）が毎週水曜日に発行する、中小企業支援
施策・元気な中小企業の経営事例・役立つレポートなど最新の中小企業支援情報満載の
無料ネットマガジンです。
※ 「e-中小企業庁＆ネットワーク推進協議会」
中小企業庁と下記中小企業関連13機関で構成しています。
（構成機関）
中小企業基盤整備機構、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、
（株）商工組合中央金庫、（株）日本政策金融公庫、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、
全国信用金庫協会、全国信用保証協会連合会、中小企業診断協会、地方公共団体代表、
（公財）全国中小企業振興機関協会

●対象となる方
中小企業の経営者・従業員、創業予定者

●ご利用の方法
◆「中小企業ネットマガジン」で検索。または、下記ＵＲＬより登録手続きをしてください。
ＵＲＬ：https://krs.bz/smrj-hp/m/e-net_entry

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

中小企業に役立つ情報を入手したい

税制／事業承継

●ご利用の方法

