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組成・事業立ち上げ 開発・ブランディング 市場展開

地域商社事業に取り組む意欲
を持った起業家や自治体等の
ネットワーク構築支援、先行事
業者の紹介等を通じた地域商
社の展開に向けた機運醸成・
サポート、組織の立ち上げ支
援等を行う。

【支援メニュー】
○JAPANブランド育成等支援事業
概算要求額：21.0億円

○地域未来投資促進事業
概算要求額：158.0億円

○地域未来投資促進税制
○中小企業経営強化税制
○中小企業投資促進税制、
商業・サービス業・農林水産業活
性化税制
○日本政策金融公庫による融資
○ A-FIVE支援事業
○プロフェッショナル人材戦略拠点
事業

市場開拓に向けた商品開発を
はじめとするビジネスプロ
デュース、さらには海外市場開
拓を目指した展示会出展、海
外事業へのリスクマネーの提
供等の支援等を行う。

※予算額は令和２年度概算要求額。

優れた地域資源を消費者目線
で磨き上げる商品開発、販路
開拓、設備投資、他者との連
携、プロデューサー人材派遣
等の支援等を行う。

地域商社事業への支援体系

【支援メニュー】
○JAPANブランド育成支援等事業

(再掲)
○食品流通合理化促進事業
（輸出拠点・流通新技術導入モデル形成）

概算要求額：2.2億円

〇物流総合効率化に係る支援制度
概算要求額：1.0億円

〇農水省の輸出促進の取組
○ JETRO支援事業
○クールジャパン機構支援事業
〇日本政策金融公庫による融資
（再掲）

【支援メニュー】
○地方創生推進交付金
概算要求額：1,200億円の内数

〇起業支援金
（わくわく地方生活実現政策パッケージ）

概算要求額：地方創生推進交付金
1,200億円の内数

〇銀行の出資制限（いわゆる５％ルール）

〇日本政策金融公庫による融資
○地域商社協議会

1



Ⅰ. 組織・事業立ち上げ
令和２年度概算要求事業 地方創生推進交付金 ・・・５

起業支援 起業支援金（わくわく地方生活実現政策パッケージ） ・・・６

出資 銀行の出資制限（いわゆる５％ルール） ・・・７

融資 日本政策金融公庫による融資 ・・・８

イベント 地域商社協議会 ・・・９

令和２年度概算要求事業
JAPANブランド育成支援等事業 ・・・11

地域未来投資促進事業 ・・・12

令和２年度税制

地域未来投資促進税制 ・・・13

中小企業経営強化税制 ・・・14

中小企業投資促進税制
商業・サービス業・農林水産業活性化税制

・・・15

融資 日本政策金融公庫による長期かつ固定金利での融資 ・・・16

出資 農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）支援事業 ・・・17

人材支援 プロフェッショナル人材戦略拠点事業 ・・・18

Ⅱ. 開発・ブランディング

2



令和２年度概算要求事業

JAPANブランド育成支援等事業（再掲） ・・・20

食品流通合理化促進事業 ・・・21

物流総合効率化法に係る支援制度 ・・・22

輸出促進
農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）の取組み ・・・23

輸出促進に関する農林水産省の取組 ・・・24

海外展開支援

日本貿易振興機構（JETRO）支援事業 ・・・25

海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）支援事業 ・・・26

日本政策金融公庫による融資（再掲） ・・・27

Ⅲ. 市場展開

３



Ⅰ．組織・事業立ち上げ

４

令和2年度
概算要求事業

地方創生推進交付金 ・・・５

起業支援
起業支援金
（わくわく地方生活実現政策パッケージ）

・・・６

出資 銀行の出資制限（いわゆる５％ルール） ・・・７

融資 日本政策金融公庫による融資 ・・・８

イベント 地域商社協議会 ・・・９



５

地方創生推進交付金

地域商社設立・運営に係る初期経費や戦略策定・販路開拓事業等も対象

担当省庁：内閣府地方創生推進事務局
TEL:03-5253-2111

（参考URL）まち・ひと・しごと創生本部 地方創生関連交付金HP https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/kouhukin/index.html



●東京圏への一極集中の是正及び地方の担い手不足対策のため、地方における起業を支援する

●各都道府県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決を目的として新たに起業するものに対して

支援する

●補助率：１／２

●補助上限額：200万円(国費100万円）

起業支援金（わくわく地方生活実現政策パッケージ） 担当省庁：内閣府地方創生推進事務局
TEL:03-5253-2111

（参考URL）内閣官房・内閣府総合サイト 起業支援金 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/shienkin_index.html

補助率・補助上限額等

次の①②③すべてを満たすことが必要

①東京圏※以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域※において社会的事業の起業を行うこと

②公募開始日以降、補助事業期間完了日までに、個人事業の開業の届出又は法人の設立を行うこと

③起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること
※東京圏…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※条件不利地域…「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く）

起業支援金交付までの流れ(例)

起業支援金の対象

概 要

地域課題の解決を目的とした新たな起業を支援します

６
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地域経済の活性化を目的とした地域商社等に対する銀行の出資制限が緩和されました

銀行の出資制限（いわゆる５％ルール）
担当省庁：金融庁

TEL:03－3506-6000

●企業の生産性向上、地域活性化事業の実施、円滑な事業承継といった地域経済の持続的成長に向けた取組において、銀行が

出資を含む様々な形態で貢献することが可能となるよう、銀行による他社の議決権保有の制限（いわゆる５％ルール）を緩和する

ことなどを目的とした内閣府令等の改正を令和元年10月15日付で実施。

●銀行が地域商社に出資しやすくなり、地域商社の販路拡大・販売余力の拡充に向けた環境整備が図られた。

●銀行は、監督官庁の認可を条件に、「銀行業高度化等会社」に対して、直接出資が可能（５％超100%まで）

※銀行業高度化等会社：銀行業の高度化・利用者利便の向上に資する業務等を営む会社（いわゆるFinTech企業等）、

地方創生や地域経済の活性化等のため、地域の優れた産品・サービスの販路の新規開拓を通して、従来以上に

得られた収益や知見を生産者に還元する事業を営む会社（いわゆる地域商社）も含まれ得る。

●また、銀行は、投資専門子会社を通じて、「地域活性化事業会社」に対して出資が可能（５％超40％未満まで）

概 要

対象者

出資スキーム

銀行 銀行業高度化等会社

地域活性化事業会社
投資専門
子会社

・FinTech企業
・地域商社（今回、監督指針において明確化）

・ 官公署等が策定に関与した事業計画をもとに、地域経済の活性化に資する事業を行う会社
（今回内閣府令に追加）
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日本政策金融公庫による融資

（参考URL）日本政策金融公庫 海外展開・事業再編資金HP

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html

海外への事業展開（輸出等）に取り組む中小企業・小規模
事業者を支援

・すでに海外展開に取り組んでいる事業者、海外への事業展開
を検討している事業者も利用可能

・海外展開前の準備に必要となる資金現地で市場調査を行う
ための資金（展示会への出展料、渡航費、滞在費、現地での
通訳費など）など、幅広い使いみちで利用可能

海外展開事業者向けの支援

利用のポイント

※使いみち、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。詳しくは支店窓口に問い合わせてください。また、最新の金利情報は、日本公庫のホームページでも確認できます。

※審査の結果、希望に添えないことがあります。

ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間2年)

運転資金 7年以内(うち据置期間2年)

融資限度額
国民生活事業 7,200万円(うち運転資金4,800万円以内)

中小企業事業 7.2億円(うち運転資金4.8億円以内)

利率
基準利率
ただし、一定の要件を満たす場合は特別利率

海外展開・事業再編資金の概要

移住創業や海外展開事業を通じて地域活性化に取り組む事業者向けの支援
長期の返済、固定金利の融資が受けられます

移住等により、地方で新たに事業を始める事業者、または事業開
始後７年以内の事業者を支援

移住創業者向けの支援

・飲食・理美容業や食料品小売業など一部の業種を除き、幅広
い業種で利用可能

・移住等により、地方で新たに事業を始める事業者の運転資金
および設備資金には、特別利率（土地取得資金は基準利率）
を適用

利用のポイント

ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間2年)

運転資金 7年以内(うち据置期間2年)

融資限度額 国民生活事業 7,200万円(うち運転資金4,800万円以内)

利率

基準利率
ただし、以下の要件に該当する事業者が必要とする資金は特別利率
・地域おこし協力隊の任期を終了し、当該地域で創業する事業者
・地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて創業する事
業者
・地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の交付決定を

受けて創業する事業者 など

新規開業資金の概要

（参考URL）日本政策金融公庫 新規開業資金資金HP
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

担当：日本政策金融公庫（事業資金相談ダイヤル）

TEL:0120-154-505
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地域商社協議会

（参考URL）まち・ひと・しごと創生本部 地域商社事業HP https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/about/chiikisyousya/index.html

地域商社事業の情報入手・ネットワーク構築ができる機会です

● 地域商社の設立・普及とその効果的な事業展開を目指し実施

● 地域商社の育成・普及に興味のある地方公共団体や地域商社事業の創設を目指す地域の関係者、実践している事業者等を

全国から集め、先進的な事例や知見の提供、ネットワークの構築等を図り、地域商社への取組機運の醸成と設立を促進

● 地方公共団体 ● 地域商社の創設を目指す関係者・実践している事業者 ● 地域商社事業を支援する民間事業者 等々

概 要

参加対象者

● 2016年7月以降、東京で８回、地域(※)で3回実施 (※)香川県三豊市、北海道帯広市、沖縄県宜野湾市

過去の開催概要

●企業の各種プレゼンテーション ●グループディスカッション ●政府の関連施策の紹介 ●懇親会

これまでの協議会プログラム

全国の地域商社の事例紹介：先進的な地域商社・成熟した地域商社・設立直後の地域商社など、様々な地域商社の事例を紹介

基調講演：地域商社の立ち上げ・海外展開の課題やポイントなど、専門家や支援機関、当事者などが多くの経験から様々な知見を紹介

パネルディスカッション：海外への事業展開や販路開拓・地域商社事業の新展開・地域商社のトップに求められるもの・地域商社の意義など、

様々な立場の方々と議論を行なう

担当省庁：内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局、農林水産省、経済産業省
TEL:03-5253-2111 （内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局）



Ⅱ．開発・ブランディング
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事 業 の 内 容

JAPANブランド育成支援等事業
令和２年度概算要求額 21.0億円（新規）

事 業 イ メ ー ジ

事業目的・概要

• 人口減少等により内需が弱い中、中小企業が海外需要を獲得し
付加価値を高めていくことがより重要となっています。海外展開等を
進める上では、市場ニーズに合致した商品・サービスを開発し、磨
き上げた上で販路開拓に繋げていくことが不可欠です。

• このため、本事業では、中小企業者等が行う、市場ニーズに対応
した新商品・サービス開発やブランディング等の取組に対して補助を
行います。

• その際、ECやクラウドファンディング、地域商社による輸出支援など、
販路開拓の手法が多様化しつつあることを踏まえ、新たな販路開
拓のノウハウを持つ支援事業者と連携した取組を重点的に支援し
ます。

• また、中小企業単独では海外ニーズ情報を広く収集することは困
難なことから、海外バイヤー等のニーズを集約・翻訳し、国内事業
者へ提供・あっせんするマッチングスキームを新たに構築します。

成果目標
 支援実施後の中小企業等の商品・サービスの市場取引達成率80％を目

指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

・海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得のために、中小企業
者等が行う新商品・サービス開発やブランディング等の取組に対して
補助を行います。

・その際、ECやクラウドファンディング、地域商社など海外展開等に関
するノウハウ・ネットワークを持つ支援事業者等と連携した取組に対し
て重点的に支援を行います。

・また、民間支援事業者や地域の支援機関等による、複数の中小企
業者を対象とした海外展開や全国展開、インバウンド対応への支援
に対する補助を行います。

①現地進出型 補助上限額：4,000万円 補助率：2/3

②海外・全国展開型 補助上限額：500万円 補助率：2/3

③支援事業型 補助上限額：2,000万円 補助率2/3

（１）JAPANブランド育成支援等事業

中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

海外現地のバイヤー、商社等からニーズやトレンド情報を収集し、こ
れらを国内企業に情報提供した上で、当該ニーズ等に合致する商品
やサービスを提供する意向のある企業に関する情報を現地へ提供、
マッチングを実施する仕組みを新たに構築します。

中小企業者、民間支援事業者 等

補助（2/3）

国

（独）日本貿易振興機構

補助（定額）

国

（１）

（２）

（２）海外ニーズ発掘型マッチング事業

専
門
家

等

海
外
バ
イ
ヤ
ー

中
小
企
業

現地ニーズ・トレンド
具体的引き合い情報 等支援機関 情報提供

J
E
T
R
O

現地企業との商談マッチング、商談後の現地フォローアップ
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地域未来投資促進事業費
令和2年度概算要求額 158.0億円（158.6億円）

（１）地域経済産業グループ
地域企業高度化推進課
03-3501-0645

（２） 中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

事業イメージ

事業目的・概要

地域経済を活性化するためには、地域経済を牽引する地域中核企

業等を重点的に支援し、イノベーションによる新事業展開（地域未来

投資）を促進することが重要です。

 このため、地域における継続的なイノベーション創出に向けた総合的な

支援体制を強化するとともに、新事業のためのノウハウ獲得、事業体

制の整備、事業化戦略の策定、ものづくり・サービスの開発、事業化・

市場獲得まで、一体的に支援していきます。

成果目標

総合的なイノベーション支援においては、委託先の支援機関による支援

の有効性を評価した企業の割合が８割を超えることを目指します。また、

支援終了後５年以内に、支援を受けた事業に係る売上高又は従業員

数が支援開始時点以上となった企業が半数を超えることを目指します。

 ものづくり研究開発においては事業終了後5年以内、サービス開発におい

ては事業終了後2年以内に、事業化を達成した事業が半数を超えること

を目指します。

(2)補助(1/2,2/3,定額)

中小企業・小規模事業者等
大学、公設試等
民間団体等

(1)委託

(1)総合的なイノベーション支援（地域中核企業ﾛｰｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ促進事業）

• 地域経済の戦略分野の担い手となることが期待される有望企業群（地域
中核企業群）の新事業への挑戦を促すため、以下の取組を支援します。

① 地域のイノベーションを支える支援機関（大学、公設試、金融機関
等）からなる支援ネットワークの構築

② 支援ネットワークが新事業に取り組む地域中核企業群に提供する、事
業の立ち上げから市場獲得までの、事業の成長段階に応じた総合的な
支援（事業戦略策定、事業体制整備、研究開発、販路開拓、ノウハ
ウ提供など）

(2)ものづくり・サービスの開発（戦略的基盤技術高度化・連携支援事業）

• 中小ものづくり高度化法の計画認定、又は地域未来投資促進法の計画承
認を受けた中小企業等について、大学・公設試等と連携して行う研究開発、
試作品開発及び販路開拓等への取組を最大3年間支援します。

• 中小企業等経営強化法の新連携計画認定を受けた中小企業、又はAI人
材連携による中小企業課題解決促進事業（※）に参加した中小企業等に
ついて、新たなサービスモデル開発等を最大2年間支援します。

補助上限額（原則）：【ものづくり】 4,500万円※
【サービス】 3,000万円

※３年間の総額で9,750万円、単年度で4,500万円を超えない範囲で

補助を受けることが可能

※中小企業が多様な外部組織と連携できるよう、事業管理機関等の一部要

件の見直しを行う。

補助率：【ものづくり】 2/3 ※大学・公設試等の場合は定額

【サービス】 1/2 ※AI、ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝ等の先端技術活用の場合は2/3

（※）中小企業等とAI人材の協働によって中小企業等の抱える課題の解決を推進
する事業。令和2年度概算要求において新規予算として計上。
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地域未来投資促進税制

設備投資に係る減税措置が受けられます

● 承認された地域経済牽引事業のうち、先進性を有することや総投資額が2000万円以上など、一定の要件を満たすことについて

国の確認を受けた事業について、その事業で行う設備投資額の一定割合について、特別償却又は税額控除を受けることができる

概 要

● 都道府県による承認を受けた地域経済牽引事業のうち、
一定の要件を満たすことについて、国の確認を受けた事業

※都道府県が作成した基本計画において定められた地域の特性を活用し、
一定の付加価値額及び地域の事業者に対する経済的効果が見込まれる事業

対象事業

担当省庁：経済産業省 地域経済産業グループ
地域未来投資促進室
TEL:03-3501-1587

● 機械装置・器具備品⇒特別償却40％又は税額控除4％

(上乗せ要件を満たす場合⇒特別償却50%又は税額控除5%)

● 建物・建物附属設備・構築物

⇒特別償却20％又は税額控除２％

支援措置

地域経済牽引事業計画（都道府県の承認）

都道府県及び関係市町村が作成する基本計画に適合
＜地域経済牽引事業の要件＞
①地域の特性の活用
②高い付加価値の創出
③地域の事業者に対する経済的効果

課税の特例措置（国の確認）

＜課税特例の要件＞
①先進性を有すること(生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域を除く)
②総投資額が2,000万円以上であること
③前事業年度の減価償却費の10％を超える投資額であること
④対象事業の売上高伸び率(％)が、ゼロを上回り、
かつ過去５事業年度の対象事業の市場の伸び率(％)＋5％以上
＜上乗せ要件＞
（平成31年4月1日以降に承認を受けた事業が対象）
⑤直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上

対象設備 特別償却 税額控除

機械装置・器具備品 40% 4%

上乗せ要件を
満たす場合

50% 5%

建物・附属設備・構築物 20％ 2%

※対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対象となる金額は80億円を限度

※特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に
繰り越すことができる。

※税額控除は、その事業年度の法人税額又は所得税額の20％までが上限となる。

制度概要 【適用期限：2020年度末まで】

（参考URL）経済産業省 地域未来投資促進法 https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
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中小企業経営強化税制

設備投資に係る減税措置が受けられます

(参考URL)中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

● 中小企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却

(※1)又は取得価額の10％の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7％)(※2)が選択適用できるもの

(※1)限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌年度に繰越可

(※2)中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の

20％が上限。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰越可

概 要

● 青色申告書を提出する中小企業者等(資本金又は出資金の額が１億円以下の法人(※)又は常時使用する従業員の数が

1000人以下の個人等)で、中小企業等経営強化法に基づき経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等

(※)資本金又は出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができない

①大規模法人(資本金等の額が1億円超の法人等)から1/2以上の出資を受ける法人、②２以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

③前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人

対象事業者

担当省庁：中小企業庁 財務課
問い合わせ先：中小企業税制サポートセンター （03-6281-9821）

● 指定事業の用に供する対象設備の取得価格の

即時償却または10％の税額控除の選択適用

(資本金3000万円超1億円以下の法人は7％)

支援措置
対象設備

中古資産・貸付資産は
対象外

生産性向上設備
生産性が旧モデル比平均１％以上向上する設備

収益力強化設備
ROIが年平均５％以上の投資計画に係る設備

最低価格 販売開始時期 最低価格

機械装置 １６０万以上 １０年以内 １６０万以上

工具（※） ３０万以上 ５年以内 ３０万以上

器具備品 ３０万以上 ６年以内 ３０万以上

建物附属設備 ６０万以上 １４年以内 ６０万以上

一定のソフトウエア ７０万以上 ５年以内 ７０万以上
(※)生産性向上設備については「測定工具及び検査工具」に限る。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
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中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制

設備投資に係る減税措置が受けられます

(参考URL) 中小企業投資促進税制 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm

商業・サービス業・農林水産業活性化税制 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm

● 一定の設備等を取得や製作等した場合に、取得価額の30％の特別償却(※1)又は7％の税額控除(※2)が

選択適用(税額控除は資本金3000万円以下の法人、個人事業者のみ)できるもの

(※1)限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌年度に繰越可

(※2)中小企業経営強化税制の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20％が上限。なお、税額控除限度額を超える金

額については、翌事業年度に繰越可

概 要

● 青色申告書を提出する中小企業者等
・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人(※1) ・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主 ・農業協同組合等（農業協同組合、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等）（※2）

(※1)資本金又は出資金の額が1億円以下であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができない

①大規模法人(資本金等の額が1億円超の法人等)から1/2以上の出資を受ける法人、②２以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

③前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人

(※2)商業・サービス業・農林水産業活性化税制については、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商店街振興組合に限る。

対象事業者

● 新規に取得した右の要件に該当する

設備が対象

支援措置
中小企業投資促進税制 商業・サービス・農林水産業活性化税制

対象設備

中古資産・
貸付資産は

対象外

・機械装置(１６０万円以上)
・測定工具、検査工具(１２０万円以上)
・一定のソフトウェア(７０万以上)
・普通貨物自動車、内航船舶

認定経営革新等支援機関から指導及び
助言等を受けた下記設備

・器具及び備品(３０万円以上)
・建物附属設備(６０万円以上)

指定業種
製造業、卸売業、小売業、飲食店業、

農業、林業、漁業、水産養殖業等
卸売業、小売業、飲食店業、農業、林業、

漁業、水産養殖業等

担当省庁：中小企業庁 財務課
問い合わせ先：中小企業税制サポートセンター （03-6281-9821）

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/tyuusyoukigyoutousisokusinzeisei.htm
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm
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日本政策金融公庫による融資

（参考URL）地域未来投資促進法の各種支援措置 http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/chiikimiraitoushi-shiensochi.html

● 地域経済牽引事業のために必要となる設備資金及び運転資金について、日本政策金融公庫が、中小企業・小規模事業者に

対し、長期かつ固定金利で融資

● 都道府県による承認を受けた地域経済牽引事業

※都道府県が作成した基本計画において定められた地域の特性を活用し、都道府県が定めた一定の付加価値額及び地域の事業者に対する経済的

効果が見込まれる事業であること

概 要

対象事業

＊１ 以下のいずれかを満たす場合は特別利率③・Ｃ。いずれも満たさない場合には特別利率①・Ａ。

・新規開業して７年以内又は困難な経営状況にある場合又は公庫と民間金融機関が連携支援を図る場合

・複数事業者が共同で承認事業を行う場合は、単独で法律承認基準を満たし、かつ、上記３条件のいずれかを満たす事業者

＊2 標準的な貸付利率です。適用利率は、信用リスク（担保の有無を含む。）等に応じて所定の利率が適用されます。

支援措置

貸付期間
設備資金 20年以内(うち据置期間2年)

運転資金 7年以内(うち据置期間2年)

貸付限度
(1)国民生活事業 7200万円(うち運転資金4800万円以内)

(2)中小企業事業 7.2億円(うち運転資金2.5億円以内)

貸付利率

設備資金

(1)国民生活事業 特別利率C*１ (担保不要とする融資の場合、1.26%～1.85%)

(2)中小企業事業
2.7億円まで特別利率③*１ (貸付期間5年以内の場合、0.30%*２)
2.7億円を超える部分 基準金利 (貸付期間5年以内の場合、1.11%*２)

運転資金
(1)国民生活事業 基準利率 (担保を不要とする融資の場合、2.16％～2.75%）

(2)中小企業事業 基準利率 (貸付期間5年以内場合、1.11％*２）

※金利は令和元年10月1日時点

担当省庁：経済産業省 地域経済産業グループ
地域未来投資促進室
TEL:03-3501-1587

長期かつ固定金利での融資が受けられます
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農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)支援事業

農林水産業の成長産業化に資する取組を出資等により支援します

●農林漁業者が主体となった６次産業化の取組や、農業生産関連事業の事業再編・事業参入、食品等の流通の合理化に対し

出資等の支援を行う

① 六次産業化・地産地消法の認定を受けた６次産業化事業体（農林漁業者と２次・３次産業の事業者による合弁会社等）、農林漁業

を行う法人（農業法人等）、及びこれらの販路開拓等を支援する事業者（支援事業者）

② 農業競争力強化支援法に基づく事業再編計画又は事業参入計画の認定を受けた農業生産関連事業者

事業再編：肥料、農薬、配合飼料の製造事業者、飲食料品の卸売、小売、製造事業者

事業参入：農業用機械製造事業者（部品製造含む）、種苗生産卸売事業者

③ 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律に基づく食品等流通合理化計画の認定を受けた食品等流通事業者

概 要

対象者

出資スキーム 出資事例（販路開拓等を支援する事業者（支援事業者）

担当省庁：農林水産省 食料産業局
産業連携課

TEL:03-6744-2076

※出資に当たっては、A-FIVEによる審査があります。

（参考URL）農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)HP http://www.a-five-j.co.jp/index.html

農林漁業
成長産業化
支援機構
（A-FIVE）

直接出資（原則50%以下）

対象者
①
②
③

経営支援
出資

（50%以下）
サブファンド

出資
（原則50%以下）

地域金融機関等

経営支援

出融資

民間金融機関

出資（50%以上）

（株）ジャパン・ファームプロダクツ

【奈良県葛城市】

・総合化事業計画（6次化認定）認定事業者等が生産する規格
外の柿等の農産物を活用し、海外子会社へ輸出。

・現地子会社においてドライフルーツ等に加工し、日本国内や東南ア
ジアを中心に販売。

・6次産業化に取り組む認定事業者等の輸出事業を支援。
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プロフェッショナル人材戦略拠点事業

プロフェッショナル人材による「攻めの経営」への転換を支援します

● 企業の求人ニーズに応じたプロフェッショナル人材の還流により、新事業や新販路の

開拓等、積極的な「攻めの経営」への転換を支援

● 具体的には、日本全国のプロフェッショナル人材戦略拠点のマネージャーの企業訪

問等により具体的な求人ニーズを掘り起こし、民間人材ビジネス事業者等へ取り

繋ぎ、「攻めの経営」への転換に必要な人材のマッチングを支援

● このほか、「攻めの経営」への転換に向けたセミナーの実施や、地域金融機関と連

携したコンサルティングやフォローアップを実施

概 要

● 地域の中堅・中小企業

対象者

活用事例

販路開拓

A社では、新ブランドを作り、これを広めるためにネット通販が大きな鍵で

あったが、この分野に取り組んでこなかったことからノウハウがなく、外部から

の専門的人材の受け入れが急務となった。

人材ビジネス事業所に依頼をして、大都市圏で活躍する通信販売のノ

ウハウを持ったプロ人材を探してもらい、採用。これまでのノウハウを活かし

て、戦略的な仕事を担い、売り上げは2倍になった。

事業立ち上げ

B法人は、商品販売・販路開拓を担う地域商社を立ち上げることになり、

会社設立後、事業推進の中心となり、海外販路開拓のための語学及び

商品知識を併せ持った人材が必要になった。

県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を得て、当該業界での経験・

海外での経験・語学力・リーダーシップ等を併せ持った人材を採用。地域

商社を作るチームのリーダーとして活躍。

（参考URL）内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイトHP http://www.pro-jinzai.go.jp/

担当省庁：内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局
TEL:03-5253-2111
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令和２年度
概算要求事業

JAPANブランド育成支援等事業(再掲） ・・・20

食品流通合理化促進事業 ・・・21

物流総合効率化法に係る支援制度 ・・・22

輸出促進

農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP）の取組み ・・・23

輸出促進に関する農林水産省の取組 ・・・24

海外展開支援

日本貿易振興機構（JETRO）支援事業 ・・・25

海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）支援事業 ・・・26

日本政策金融公庫による融資（再掲） ・・・27



事 業 の 内 容

JAPANブランド育成支援等事業
令和２年度概算要求額 21.0億円（新規）

事 業 イ メ ー ジ

事業目的・概要

• 人口減少等により内需が弱い中、中小企業が海外需要を獲得し
付加価値を高めていくことがより重要となっています。海外展開等を
進める上では、市場ニーズに合致した商品・サービスを開発し、磨
き上げた上で販路開拓に繋げていくことが不可欠です。

• このため、本事業では、中小企業者等が行う、市場ニーズに対応
した新商品・サービス開発やブランディング等の取組に対して補助を
行います。

• その際、ECやクラウドファンディング、地域商社による輸出支援など、
販路開拓の手法が多様化しつつあることを踏まえ、新たな販路開
拓のノウハウを持つ支援事業者と連携した取組を重点的に支援し
ます。

• また、中小企業単独では海外ニーズ情報を広く収集することは困
難なことから、海外バイヤー等のニーズを集約・翻訳し、国内事業
者へ提供・あっせんするマッチングスキームを新たに構築します。

成果目標
 支援実施後の中小企業等の商品・サービスの市場取引達成率80％を目

指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

・海外展開や全国展開、インバウンド需要の獲得のために、中小企業
者等が行う新商品・サービス開発やブランディング等の取組に対して
補助を行います。

・その際、ECやクラウドファンディング、地域商社など海外展開等に関
するノウハウ・ネットワークを持つ支援事業者等と連携した取組に対し
て重点的に支援を行います。

・また、民間支援事業者や地域の支援機関等による、複数の中小企
業者を対象とした海外展開や全国展開、インバウンド対応への支援
に対する補助を行います。

①現地進出型 補助上限額：4,000万円 補助率：2/3

②海外・全国展開型 補助上限額：500万円 補助率：2/3

③支援事業型 補助上限額：2,000万円 補助率2/3

（１）JAPANブランド育成支援等事業

中小企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

海外現地のバイヤー、商社等からニーズやトレンド情報を収集し、こ
れらを国内企業に情報提供した上で、当該ニーズ等に合致する商品
やサービスを提供する意向のある企業に関する情報を現地へ提供、
マッチングを実施する仕組みを新たに構築します。

中小企業者、民間支援事業者 等

補助（2/3）

国

（独）日本貿易振興機構

補助（定額）

国

（１）

（２）

（２）海外ニーズ発掘型マッチング事業

専
門
家

等

海
外
バ
イ
ヤ
ー

中
小
企
業

現地ニーズ・トレンド
具体的引き合い情報 等支援機関 情報提供

J
E
T
R
O

現地企業との商談マッチング、商談後の現地フォローアップ

20
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食品流通合理化促進事業 輸出拠点・流通新技術導入モデル形成

流通業者等による輸出拠点化や新たな流通技術の導入に向けた取組を支援します

担当省庁：農林水産省 食料産業局
食品流通課

TEL:03-3502-8237

 食品流通分野については、産地から消費地に至
るバリューチェーン全体における情報が相互に十分
に伝わっていないなどの課題があるため、ブロック
チェーン技術等の先端技術を活用し、生産履歴や
流通履歴等蓄積された情報をＥＤＩ化する等、
サプライチェーン全体で一貫した流通合理化対策
に向けた整備等を支援。

１ 調査・実証事業

食品流通業者等が、ＲＦＩＤ、ブロックチェーン、
ＡＩ等の先端技術を用いた食品流通プラットフォー
ムの構築等に必要な調査・実証に対し、以下のよう
な取組を支援。

① ブロックチェーンを活用し、農産物の生産履歴
（品質情報等）や流通履歴（温度管理情報
等）の情報共有化等に資するモデル実証

② 関係者による決済プラットフォームを構築し、電
子マネーなどによる電子決済化に資するモデル
実証

③ 卸売市場などを輸出拠点化に向け、輸出手続
のワンストップ化や輸出先国までの農産物等の
鮮度維持に向けた試験輸送等に資するモデル
実証

２ リース事業

食品流通業者等が、食品流通プラットフォームの構
築や流通合理化に必要となる先端技術を用いた設
備・物流機材のリース導入に対する支援。

概 要 主な取組イメージ

＜試験輸送、輸送手続のワンストップ化の実証＞

＜ブロックチェーンを活用した情報共有化の実証＞ ＜代金決済プラットフォームの実証＞

金融機関

小売店

決済プラットホーム

卸・仲卸

生産者

輸出証明書交付 植物検疫検査 税関検査 試験輸送爆発物検査原産地証明書発行

卸売市場内

＜クランプフォークリフト＞ ＜自動搬送装置＞ ＜ロボット技術＞ ＜選別装置＞

１ 調査・実証事業

２ リース事業



物流総合効率化法に係る支援制度
令和２年度概算要求額 1.0億円の内数

担当省庁：国土交通省 総合政策局

物流政策課 物流効率化推進室

TEL:03-5253-8799

輸配送の共同化、モーダルシフト等による物流の合理化・効率化を支援します

● 二以上の者が連携して、流通業務の総合化（輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うこと。）及び効率化（輸送

の合理化）を図る事業であって、環境負荷の低減及び省力化に資するもの（流通業務総合効率化事業）を認定し、認定され

た事業に対して支援を行う。

概 要

納品先

長距離トラック輸送

納品先

納
品
先

低積載率による個別納品

納
品
先

計画 計画

輸送網の集約 輸配送の共同化 モーダルシフト

高積載率な一括納品 鉄道・船舶等を活用した大量輸送

納品先

荷捌き用上屋

流通加工場

従来型倉庫

納品先

輸送連携型倉庫
（特定流通

業務施設）

輸入

工場

計画

非効率・分散した輸送網

効率化・集約化された輸送網

大
臣
認
定

① 事業の立ち上げ・実施の促進
・計画策定経費・運行経費の補助
・事業開始に当たっての、倉庫業、貨物自動車
・運送事業等の許可等のみなし

② 必要な施設・設備等への支援
・輸送連携型倉庫への税制特例
→法人税：割増償却10%（5年間）
→固定資産税：課税標準 1/2（5年間）等
・施設の立地規制に関する配慮
→市街化調整区域の開発許可に係る配慮
・旅客鉄道を活用した貨物輸送への税制特例
・（貨物用車両・搬送装置）
→固定資産税：課税標準2/3（5年間）等

③ 中小企業者等に対する支援
・信用保険制度の限度額の拡充
・長期無利子貸付制度 等

支援対象となる流通業務総合効率化事業の例 支援措置

（参考URL）国土交通省 物流総合効率化法HP http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html 22
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農林水産物・食品輸出プロジェクト（GFP)の取組み

農林漁業者・食品事業者と地域商社の販路拡大支援・商材紹介を行います

 GFP(ジー・エフ・ピー)とは、 Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers Project の略称であり、
農林水産省が推進する日本の農林水産物・食品の輸出プロジェクト。

 2018年8月31日に農林水産物・食品の輸出を意欲的に取り組もうとする生産者・事業者等のサポートと連携を図る「ＧＦＰコミュ
ニティサイト」を立ち上げ。当該サイトに登録した者を対象に、農林水産省が「輸出の可能性」を診断することにより、サポートを実施。

 GFP登録商社から輸出プロジェクト室へ海外へ輸出したいリクエスト商品があった場合に、農林水産省、経済産業省、ジェトロ本部
が連携し、マッチングを図る。（商品リクエストマッチングサービス）

概 要

商品リクエスト提供フロー図

●農林漁業者・食品事業者へのサービス

・ 輸出診断を無料で実施

・ 各登録者が、自分の商品やサービスをGFPサイトのマイページ

で発信、気になる事業者に直接コンタクト可能

・ 輸出商社の「商品リクエスト情報」の提供

・ 輸出希望商品の輸出商社への紹介

・ メンバー同士の交流イベントへの参加

・ 輸出のための産地づくりは計画策定から支援

●輸出商社・バイヤー・物流企業へのサービス

・農林漁業者・食品事業者が作成する「商品シート」の提供

・ 「商品リクエスト」の全国の農林漁業者・食品事業者への発信

・ メンバー同士の交流イベントへの参加

GFP登録サイトはこちらです。 → https://www.gfp1.maff.go.jp

GFP登録者へのサービス提供

担当省庁：農林水産省 食料産業局 輸出促進課

輸出プロジェクト室 TEL:03-6744-7172

更新版
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輸出促進に関する農林水産省の取組

登録等はこちらまで → https://www.washokutreasure.com/

担当省庁：農林水産省 食料産業局食文化・市場開拓課

食文化企画班 TEL:03-6744-0481

○ 出品者数：105、購入者数：370、商品登録数：279（平成30年9月末現在）
○ 重点対象地域：香港、シンガポール、ベトナム、フランス、オーストラリア、米国

WASHOKU Treasure（ワショクトレジャー）は、国内の農林漁業者・食品事業者と海外の食品関連企業（レストランシェフ、バ
イヤー、ディストリビューター等）をつなぐ、日本産食材専門の「サンプル輸出」のための越境ECサイト。

概 要

越境ECサイト”WASHOKU Treasure”の仕組み

量が少なくても大丈夫！！サンプル輸出で地域商社の販路拡大・商材紹介を行います

（※）

※日本産食材・酒類
を使用及び取り扱う
レストランや小売店を
「日本産食材サポー
ター店」として
認定する制度
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日本貿易振興機構(JETRO)支援事業

● 国内外のネットワークを最大限利用し、品目別輸出団体等と連携して、関係省庁とともにオール・ジャパンでの農林水産物・食品の

輸出拡大を支援

概 要

● 輸出セミナー、国内外での商談会開催

・国内での輸出促進セミナーや商談スキル向上のための研修会を開催 ・国内各の地域商社と食品メーカーの交流商談会を開催

・海外バイヤーを招聘し、国内各地で商談会等を実施 ・海外の有望市場において、現地バイヤーとの商談会等を実施

● 海外見本市（ジャパンパビリオン）への出品支援

・主要海外見本市にJETROがジャパンパビリオンを設置し、ブース出品を支援。見本市出展料やブース装飾等の経費の一部を補助。

事業

活用事例

国内食品メーカーにとって、自社商品を海外に輸出するためにはノウハウと共に物量が不足している状況。輸出先となる海
外バイヤー発掘するのみならず、物流コストを低減するために地域商社・輸出商社を活用する必要がある。

輸出に不慣れな企業に向けて、商談スキルを向上するセミナーや、新輸出大国コンソーシアムや輸出プロモーター事業によ
る専門家派遣事業（審査あり）などを実施し、輸出に関するノウハウを提供。加えて、海外見本市事業・国内各地での
商談会により海外輸入卸等とのマッチング機会を創出すると共に、国内輸出商社との交流商談会を開催する事により、輸
出時の物流コスト低減にも貢献。

専門家と企業による二人三脚により、中長期的な海外販路開拓の戦略を進めることが可能。また、 海外見本市に
JETROが設置するジャパンパビリオンは「オールジャパン」としての集客力が高く、有望バイヤーとの商談が可能。

課
題

活
用

メ
リ
ッ
ト

J
E
T
R
O

活
用

（参考URL）ジェトロHP https://www.jetro.go.jp/

国内外ネットワークを活用して、輸出・海外展開を支援します

担当省庁：経済産業省 通商政策局 総務課
TEL:03-3501‐1654
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海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)支援事業

海外需要獲得のためのリスクマネー供給とハンズオンによる経営支援を行います

● 我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品・サービスの海外における需要の開拓等を行う事業に対し、民間投資の

「呼び水」となるリスクマネー供給とハンズオンによる経営支援を行う。

概 要

● 拠点となる空間の整備

● サプライチェーン構築

支援対象の例

ベトナムでのコールドチェーン整備に向け、高性能な冷凍冷蔵倉庫の建設及び運営に関し、9.26億円相当の出資を決定。これにより生鮮
食品や加工チルド商品など日系の高品質な低温食品の流通を拡大するとともに、ベトナムの消費者が日本の食の魅力を楽しめる基盤づくりを
目指す。

日系外食企業に対し生鮮食材や熱加工食材を供給し高い評価を得ている企業とともに、食材加工工場を台湾・中国で新増設し、
同地域に店舗展開する日系を中心とした外食企業向けに各社の求める食材を供給するため、3億円の出資を決定。これにより、日系外食
企業の同地域への進出を促進し、供給先の増加を目指す。また、ジャパンクオリティの食材供給拠点の整備により、海外での食材の安定調達
に課題を抱えている日系外食企業の海外進出と、進出後の多店舗展開を支援する。

事
業
内
容

事
業
内
容

・コールドチェーン整備のための物流事業（ベトナム）

・日系外食企業向け食材加工（台湾・中国）

（参考URL）クールジャパン機構 投資中の案件一覧HP https://www.cj-fund.co.jp/investment/deal_list/

担当省庁：経済産業省 商務サービスグループ

クールジャパン政策課

TEL:03-3501-1750

世界の情報発信地パリの中心部に、地域の伝統工芸品等のクールジャパン商材を、欧州展開するためのビジネス拠点（ショーケース）を整備
する事業に１億円の出資を決定。地域産品事業者の規模によっては、独力での「マーケティング（商品情報発信・改良）」「販路開拓（含
営業交渉）」「輸出入実務」等は困難。本事業は、こうした課題を克服するため、地域事業者に継続的なビジネス支援を提供する。

事
業
内
容

・地域産品セレクトショップ（パリ）



日本政策金融公庫による融資

（参考URL）日本政策金融公庫 海外展開・事業再編資金HP

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html

海外への事業展開（輸出等）に取り組む中小企業・小規模
事業者を支援

・すでに海外展開に取り組んでいる事業者、海外への事業展開
を検討している事業者も利用可能

・海外展開前の準備に必要となる資金現地で市場調査を行う
ための資金（展示会への出展料、渡航費、滞在費、現地での
通訳費など）など、幅広い使いみちで利用可能

海外展開事業者向けの支援

利用のポイント

※使いみち、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。詳しくは支店窓口に問い合わせてください。また、最新の金利情報は、日本公庫のホームページでも確認できます。

※審査の結果、希望に添えないことがあります。

ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間2年)

運転資金 7年以内(うち据置期間2年)

融資限度額
国民生活事業 7,200万円(うち運転資金4,800万円以内)

中小企業事業 7.2億円(うち運転資金4.8億円以内)

利率
基準利率
ただし、一定の要件を満たす場合は特別利率

海外展開・事業再編資金の概要

移住創業や海外展開事業を通じて地域活性化に取り組む事業者向けの支援
長期の返済、固定金利の融資が受けられます

移住等により、地方で新たに事業を始める事業者、または事業開
始後７年以内の事業者を支援

移住創業者向けの支援

・飲食・理美容業や食料品小売業など一部の業種を除き、幅広
い業種で利用可能

・移住等により、地方で新たに事業を始める事業者の運転資金
および設備資金には、特別利率（土地取得資金は基準利率）
を適用

利用のポイント

ご返済期間
設備資金 20年以内(うち据置期間2年)

運転資金 7年以内(うち据置期間2年)

融資限度額 国民生活事業 7,200万円(うち運転資金4,800万円以内)

利率

基準利率
ただし、以下の要件に該当する事業者が必要とする資金は特別利率
・地域おこし協力隊の任期を終了し、当該地域で創業する事業者
・地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて創業する事
業者
・地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の交付決定を

受けて創業する事業者 など

新規開業資金の概要

（参考URL）日本政策金融公庫 新規開業資金資金HP
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html

担当：日本政策金融公庫（事業資金相談ダイヤル）

TEL:0120-154-505
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