
平成26年 度補正予算事業 入札 口公募等の状況

平成27年 3月 27日 (登)時 点

事業名 相 要 寡察期間
年間公寡スケジユール

※執行状況に応じて筑更の可能性あ 入札 =公寡情報 担当凛=お問い合わせ先

I 現下のを済情軍毎を踏まえた対策

エネルギーコスト封家

も域工場 ,中 小企業事の省エネルギー設備単
神ヽ助全

最新モデル省エネルギー懐韓等
手入支慢事業

Э最471モ デルかつ②旧モデルと比較
して年平均1%以上の省エネ性能の
向上が購盟できる複撃年の導入に対
する補助.

(補助上限未定、補助草1/2 1/3
等)

※交付決定額の合計が予算想に運し
た場合、公募期間内であつても申請
の受付を終了することがあります。

公募 i3/16～ 12/11

こ涼エネルギー庁
今エネルギー・新エネルギーt「

【お問い合わせ先〕
―Pp社団法人lR境共創イニシアテブ
57い001290(ナ ビダイヤル)

P電ほからのご運絡 042303■ 200

地域工均・オフィス・店舗等省
エネルギー促進事業

電カピーク対策、エネルギーマネジ
メン トに役立つ既存故備等の改告
更新に対する輛助 .

(補助上限未定、神助革 1/2、 1/3

等 )

Sエネルギー 1新 エネルギー部省エネ
レギー対策醍

【お問い合わせ先】
―
rtt社 団と大環境共割イニシアテブ

事エネルギー相敷地草ブラツト
フォーム常笙事業

|じllの 中小企業や回人事業主におけ
る省エネや節電守のニーズに応える
べ く 】じH毎 にきめ細かな合エネ相
放に対応する窓回の相窯に対する輛
助。

公募 !3/10～ 4/16

モ源エネルギー庁
gエ ネルギー 新エネルギー部
Sエ ネルギー対策解

〔お問い合わせ先】
彗エネルギー相醜J也既プラットフオー
1事務局

hoene― ,F8■ r coJ,

2 円安による材料究高尊に音 しむ中小企業 t小規模事業者への支 I「

当景税転嫁対策窓口相激寺事業 自景TIFE嫁 対策普及軍案等

自費税制度の改正内暮や政府の.Hじ

S転涼対策などについて 中小企業
けヽバンフレッ ト等の作成 配布や

火ディア寺を通した広部を民間企実
,に委任。

事業者公募 13/19～ 4/7 オ務課

]lL方 おく直面する格道的な鼻題への実効ある取組を通じたjb方の君性化

まち ひと しごとの罰生に向けた「お合鼠略Jの先行的支援

営業取引情4R尊 による地生活性 |ヒ 亭業

」,経済に関するピッグデータを

くテムJに ついて、各程政府統St

= 
斬たな民間テータを追力回し 慎

セを繭イしする事業を民門EB体専に安

し
'経

済崖乗グルーブ
じ,経済産業酌査笙

卜小企業 小規模事業者人材対策事業

じ域中小企業 小規模事奏者人
オ確保等支1ヨ事業

公享終了 公募 i2/10～ 3/3

中小企業庁 経営支援醍

【お問い合わせ先】
1し 海道経済産業局 産業大材政策騨

東北経済産業馬 産業大材政策望

瑚東経済産業鳥 産業大材政策津

中部経済産業局 産業技術 人材 情
98政 策操

近越経済産業局 産業大材政策醍

中国経済産業局 産業大材政策標

四国経済直葉局 産業大材政策隈

九州経済産乗局 産業大材政策標

内閣府沖嶋科合事務局 lu域経済際

地域人材コーディネーター奏成
尊事業

uし た人材を発岡し マッチングを
iう 者の能力向上を回る民間企業等

事務局公募 :公 身終7
▼業者公募 ,4月 中公募FP5始 予定 書業者公事 !4月 中公募開始予定
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心とした「地域人村育成コンツーシ
アム」を狙成し lu域 の企業間での
人材育成を目的とした出向 他社で
の0」「研修による人材育成専の実虹を

公豪 :ツ 20～ 2/13
母済産業政策局
堂案人材政策室

じ域企業大材共同首成事業 (サ
―ヽトセンター車業)

「地域企業大材共同育成事業」にお
ける各実施事業者間の情SE共有、各
実施事業者に対する専門的 実務的
なサポー トの実施 事例のとりまと
めと社会への発信のための取Fd等 を
民間企業等に委託。

公寡 12/25～ 3/17
電済産業政策局

=宗
人材政策営

ものづ くり中核人材育成事業

ものづくり中小企業 小規模
=案

者
ljK、 製造現場で前く中核人材に対し
て伎能 枝術の向上専に関する調習
を■詩させる際の必要経受を補助。
(補助上限編 150万 円 補助毒 i

2/3)

執行団体公募 :2/6～ 2/27
S務局公募 12/6～ 2/27

自定討座公寡 :4月 中旬予定 (1次 公
I)
【業者公身 4月 予定 (1次 公事)

幽造産業局
い章官菫

ら、るさと名物応根事業

′た事業活動のに進に関する法律に
きづ吉 中小企業者 小規模事業者
ド地域資源を活用して行う新事業活
めに対する柿助 (補助上国 :590万

1 補助革 ,2/3以 内)。

や小企業庁
朝業 新事業促進療

新商品開発等支援軍案

中小企業者とほホ漁業者とのこ法に
よる■楽活動の促造に関する法律に
基づき、中小企業者と農ホ漁業者が
望悩し、工いの経営資源を活用して
行う新手未活動に対する補助 (神助

公募lR了 公草 !1/30～ 2/27
,小企業庁
邸茉 新章共促進操

☆支壇
=楽

」域m連携型新連携支ほ事業

1小企業の新たなキ茉活動の促進に

喝する法律に基づき、果分野・理業
この中小企業者同士が追指 し 工い
つ経営貧環を活用 して行 う新事実活
めに対する補助 〈締助上回 i1001万
1 輛助革 !2/3以 内).

中小企業庁
JJ業 ,新事業ljE進 課

卜売業者連携・バ、るさと名物開
こ申支慢事業

lLIEl資 源を活用した「ふるさと名
協」等に開する消費者暗好の収集や
特徴を活かした頌臨開拓単に係る取
組みや、福既の中小企業 小規模事
共有による地豊資源を活用した「ら、
るさと名物J専の

'自

費者へのブラン
ド訴求力を高める取組守に雲する程
発の一部を民間団体を近じて補助
(補助上限 :1000万円専、4n助早 i

1/2以内、2/3以 内)。

事務局公募 :1/30～ 2/18

事業者公寡 13/9～ 4/3
中小企業庁
自J業  新事業促進課



本、るさとブロデューサー等育成
支侵事業

地域の関係者を巻き込み 地事の特
aを 活か した産品をブラン ド化する
人材の育成や、招定支隈機関に対
し 海外展開事業計画の策定能力向
上のための研倭を実施する事業を民
笥団体をlEし て実施 (補効率 :定

頌)。

研修実施先公寡予定 :4月 下旬～5月

研II生公雰予定 15月 末～6月 中

研修実施先公寡予定 i4月 下旬～5月

研停生公寡予定 15月 末～6月 中
引奏 新事業lP進課

海タト専門家1コRI支 援事業

●,卜展開を目指す中小企業 。小規模
事業者に対 して、海外現 llLの 市場
ニーズに結通する専用家を招聘 し

陛続的に商品の企画 開発のア ドバ

イスを得る機全の提供専に要する催
資の一部を民間団体を通 じて補助
(補助耳 1定範)b

=尖
君公募予定 !3月 下旬～4月 下旬

事務局公募 !1/30～ 2/10

弔業者公寡 ,3月 下旬～1月 下旬

Ⅲ小企案庁
刊楽・新事業促進課

支慨事案

4肴 以上で相成される中小企茶グ
ルー プが 地域支ほけ間年による
ネットワークの支ほを受けつつ、
ミッション派遣やバイヤー招晴等の
r5外 展開を目指す取祖に対する費用
を捕助 (補助上限 :2000万円 柿助

公募終了 公享 i1/26～ 2/26
1小企業庁
劇奏 新事業促進康

2 地域の産業振興尊による客寮活性化

(1)地草における新たな産業の印山、革新を促す仕組みづくリ

朗業者向け

新たな需要を創造する新商品 サー
ビスをPE供する創業者に対して 店
輸借入費や設備喪専の創業に要する
費用の一部を相助 (榔助上限 200万
円 補助軍 ,2/3)。

泊J業者公募 3/2～ 3/3 創業者公募 ‐3/2～ 3/31

や小企業庁
自J実 。新事業促進標

【お問い合わせ先】
到業 第二創業促進補助金事務局
itp:〃 so巨yぃhoJO jP/

し、新分野に桃戦する年の第二創楽
者に対 して。人■表や破備費等に要
する費用の一部を補助 (補助上眠
1000万 円 補助車 :2/3)。

第二創業者公募 !3/2～ 3/31 第二創業者公募 :3/2～ 3/31

P小企業庁
U業 新事業促進傑

【お問い合わせ先】
U業 第二創業促進4H助金事務局
ttpi〃 So=yo hoJo Jp/

産業出争力強化との秘定を受けた自
業支担手会計画に基づさ 市区町村
と運性した民間事業者等が行う 創
業支援の取組を民間団体を通じて綿
助 (4r助 上限 :1000万 円、綿助事
2/3以内)。

創業支隈軍業者公募 :3/6～ 5/8

ヨ1次メ切り!4/3

第2次メ切り15/0

白J業支l■寄実舌公募 13/6～ 5/8

第1次″切リモ4/3
算2次 〆切り15/8

川栄 新子業促進ER

【お問い合わせ先】
H業  常二創楽促進納助金ヽ務局

onsha/indoX html

(2)担境の活性化に資する企業・ 窪来に対する支4E

うのづくり 商条・サービス革新■柔

新 しい商品 サー ビスの開発や業務
ブロセスの改善、新 しい販売方法の

導入など 中小企業 小規模事業者
が事業

=新
に取 り組む費用を綿助。

(補助上限 1000万 円 補助車 :

公募 2/13～ 5/8
6月 犀沢結果発表予定

H小企業庁
itj 経営軍新凛

【お問い合わせ先】
事都道府県中小企業団体中央会

営国中小企業団体中tH会

卜規模事業者持能化輛助全

噂 が高二会 高二会極所

=一体となって行 う販的FT3拓 に係る
t用 を補助 (柿助上限「50万円、 00
5円、500万円 補助卑 :2/3)b

軍業者公募 2/27～ 5/27

算1次 /切 り :募集終了

第2次 /切 り , 5/27

事業者公募 2/27～ 5/27

第1次〆切 り :3/27

第2次 メ切 り 1 5/27

庁
英

２０

業

企
■

小
規

一３

営国規模物産展事業 丹慎Ⅲ業者を出民対象とする大規模
ェ物産屋事業を表託.

3月 末～4月 上旬 公募開始予定 3月 末～4月 上旬 公草開始予定 卜規模企業振興課

じ方公共EB体 逮脱型広規展示販
こ 高融会千葉

与工全 商工会篤所等の支隈捜問が
」方公共団体 と追培 し実施する展示
屁売 商取会事業に係る費用 を補助
〔柿助上限 i模 計中 神助事 「定

Ⅲ秦君公募 :3/9～ 4/23

第1次 〆切りi公 寡終了
事業者公募 〔3/9～ 4/20

葺 1次 〆切 り 3/23
1小 企業庁
卜規模企業振興課

鳥間団体年が国内主要都市の大型小
店ヽ蔀今において 地H資 源を活用

夕た商品を巡回阪完する事業を霞 引案 新事業促進課

目内共同販売阻汽支ほ事業
国内で問設する中小企案 小規模車
蔦者の共同販売距点に係る費用を補
力 (補助上限 i槙 討中へ補助革 :定

事業者公募 2/25～ 4/10

第1次 メ切り ,公募終了
第2次〆切り!4/10

印帥伽

″
リ
リ

身
初
効

熱納懃
卜規模企業振興採

電タト共同販売匹点支樫事業
ミ岡団体守に、海外で開8Hす る中小
営業 小規模■業者の共同販売tH点
こ係るキ業を委託。

毒Si手 葉告公募 :公事終了 委託再業者公季 :3/6-3/20
1小企茶庁
卜規模企業振興課

折険 lt醐 にかかる肛舞等の討習会・
比明会の開催、個別相敵員の派遺に
と要となる費用を補助

公寡 12/20～ 3/12
1小企業庁
け務際

ム活用支堰■業

「ミラサポJの強1ヒ事業

営国の中小企業 小規模事業者尊ヘ

DttlaP.Rts支損年の各に支援発信 公寡 :2/27～ 3/10
や小企業庁
主打 経営革新楳

しを委花。

Tを活用 した国内タトの飯麟開括
足進支慢事業

Tを活用 した限路開拓に必要なノウ
′ヽウ専についてセ ミナーや能力向上

切ほを実施する実施峡門に対する補

(補助耳 :定簡)

中小企業 。小規模事案者、支協担当
吉 (経営指導員宰)に対するセミ
ナー専を開催する。

公募 13/8～ 3/25
1小企業庁
封tl 栂営革新際

E 災害在 日 宜興加遠 iし など災書 危雄帯への対応

災言住難 災吾対応の由化

,小 企業 小規模事業者事業は航力強化支ほ事業
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公募終了
公琴 12/23～ 3/16
3/25 保択先決定

1小企業庁
E営安定対束室



平成27年 度当初予算 (案)事業 入札・公募等の状況

平成27年 3月 27日 (金)時 点

喜業名 概 要 募集期間
年間公募スケジュール

※執行状況にはじて夜更の可能性あ 入札・公募情報 担当課・ お問い合わせ究

I拒島・散次地の複Ⅲ口'彼興

に日本大晨災によりと大な社をを受
ナ、中に仁果が遅れている地,(岩
F県 宮成県、福島県の浮波浸水地
支及J福島県の避雄指示区H等 )を
す宴に 中小企業専グループが作成
夕た復果事茉St回にとづく施校の整
席守を行う場合に、その長用に対し
[補助。 (補助率 :回 /2、 県が

,小企業庁
呂営支援採

E円安による原材■・エネルギーコス ト高対策や泊■税転臨対策専

公募 〔2/20～ 5/22 公豪 :2/23～ 5/22
卜小企策庁
取引際

下騎中小企楽自立化きBE相 案喜

事業計画の下で、連携グループがメ
ンパー相互の経営資源を活用 して行
う自立化に向けた取組に対 し、共同
受注用のシステム綸費へ設備専入
表示合出民等の貴用を補助。 (補 助
上限 :2000万 円、補助草2/3)

公募 ,2/23～ 5/22 公寡 12/23日 ～5/22
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小規模事業者支IR対策の強化

地域の中小企乗 。小規模事実者の活性化
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公草終了 公募 :1/30～ 2/27 蝶
革
新
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析商品開発尊支担喜業

E未 利用資源活用尊自商工等連
倍支ほ事業

にる事業活動の促進に関する法倍に
言づき、中小企業者 と残林爪業者が
彗悔 し、五いの経営資源を活用 して

予う新亭案活動に対する補助 (補助
Ltt i 509万 円 補助革 12/3以

公募終7 公募 :/30～ 2/27
1小 企業庁
刷奈 新事業促進津

明略策定支隈事業

ヨらの強みを分析 し、明確なブラン
ドコンセブ ト字 と海外展開の基本既
1を 回めるため、専門家の招へい、
F場団査などの取組みに係る費用を
用助します。 (鞠助上R!200万 円

=樹
補助)

事業者公募 3/3～ 4/3

宮配ホームページに13乱 されている各
経済置英局の問い合わせ意日、又は

小ヽ企業庁
引秦 `新 事業lP進標

ブランド確主支授手禁

海
発
ク
助

却め、新商仰』碑

憾雌蝉獅帆

体
を
出
用
００

事業者公募 3/3～ 4/3 事業者公募 3/3～ 4/3

左配ホームページにte載 されている各
健済産業局の問い合わせ憲日、又は

中小企業庁
白J業 新■楽促進標

入支援事業

与色を活か した出力ある高材の海外
骨夏獲得に向けた市場調査、商材 PI

賞、 PR 流通まで―■ したブロ

デュース活動に係る買同を4高 助。

事業者公享予定 14月 中旬～5月 中旬
事務局公募12/24～ 3/17

事実者公芸予定,4月 中旬～5月 中旬

母済産業省
葛務情報政策局生活文化創造産業操
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車業者公募 i3/6～ 5/29
1次〆切り:4/10

事業者公募 19/6～ 5/29

2次 〆切り15/29

や小企業庁
〕業 新事業促進想

【お問い合わせ先】
ユ立行政法人中小企業基鶴整備捜H
ほ臨開打支援部販路支堰環
止tp〃wwじ husho met go jp/klⅢ o

「 業再掲支慢

F業 再編による海外進出先の移転の
月の経営診断や同辺国の情報を損
。ヽ (捕助上限 200万 円、神助準 ,

事業者公募予定 〔4月 上旬～5月 上旬 事業者公募予定 !4月 上旬～5月 上旬
1小企業庁
J案 新事業促進深

公募 12/16～
―次lm切 :見 付終7

二次綿切 ,4/16(受 付中 )

一次捕切 ,3/1S
二次締切 :4/16

1小企業庁
母営支援燦

じ域高英自立促進事業

人
造
受

第1次 先行締切 3/16

常2次 先行節切 5/11

公募 2/18～ 6/29
第 1次先行案■保択 4月 中旬予定

第2次 先行宗件保択 6月 中旬
旬茶曝

(補 助上限 ,5億 円、補助軍 :2/3)

H小 企業 小規模事奈岩人材対策車案

lu域 中小企祭 ,小規模事業者Ul

ター ン人材確保等支標事業

L域 の中小企業 小規模事業者の魅
ちを発信するとともに、都市部の若
1人 村等の地域の中小企業 小規模

「 業者への定着を支猥する事業者に
けする補助。 (補助革 :10/0)

公募終了

中小企業庁 経営支援採

【お問い合わせ先】
北海道経済虐楽局 産案人材政策蝶

東北経済産業局 産業大材政策堂

関東経済産業局 産業大ttI●k策採

中H腱済産業局 産業技術・人材・情
報政策際

近也経済崖茶局 産条人村政策犀

中国経済産業局 産業大析政策晨

四国経済産業局 産業大材政策際

九州経済産余局 産業大村政策操

内閣席沖縄p合手務局 地域桜済醍

カイゼン活動の指導者を育成するた
めの研ほを奏悔 して中小企桑 小規
模事業者の製造現場年に派iする事
業を行う団体学に対する補助 (補助
手:2/3)

取遣産業局
い軍官室

中小企案 小規模専豪者のインベーションの推進



岳新的ものづくり産業』山連携促進事実

,小 ものづくり高度化法の‖口巴定
宮受1す た中小企業 =小規模車奏者が

Sぞ十今母堺寛脅躍客借圏宇宮韻捲
宮支匹.(輛助上国霞:4500万円、
8助 事:定掠、2/3)

平成27年度予算成立後…
平成27年 6月 (予定〕

平成27年度予算成立後～

平成27年 5月 (予定 )

IJヽ 企業庁 技術 `栂皆車笥際
Eお mい合わせ先〕
に前道経済産業局 製造産業腺

R北経済産桑局 産業技術課

口東経席産業局 望遣産業陳

,都経済産業局 襲造産業陳

i性経済産業局 ものづくり産業支援
宮

'国

経済芭碧局 次世代産業陳

日国経済産業局 産業技tt陳

L州 経済産業局 技術振興瞬

Ⅲ担抱合事務局 地域経済採

】葉・サービス由争力酌イヒ連障支限事業
芭焼して行 う新 しいサー ビスモデル
,開 発事のうち、特に地域産業の出
卜力強化に■すると盟められる事業
こ係る■月を補助。 (補 助上限寵 i

4月 中公募開始予定 4月 中公募開始予定 写備中 '小

企業庁
支価 組営革新課

折たな需要を割とする新商品 'サ ー
どスを提供する創業者に対して、店
古惜入費や8t備 士等の創業に要する
t用 の-31を 48助。 (綿助上鳳 1200
5円 。補助申:2/3)

創業者公事予 B業者公募予定 :4月 上旬～4月 下旬 準備中
,小 企業庁
出発・新事秦促進際

店二創業者向け

「 葉承推を契機に既存事業を廃業
フ、断分野に脱取する守の第二酎業
旨に対して。人件■や取備■年に軍
ナる■用の一部を輛助。 (補助上
臣:1.000万 円、輛助亭 12/3)

第二日禁者公夢予定 第二酎来者公雰予定
準備中 '小

企業庁
け務ほ

じ既印案促進支躍委IE事業

H乗スクール

地域の支援世口や産業競争力強化法
の臣定を受けた創業支援Ⅲ業者尊
が、全国で創業スクールを開催し、
朝実予伸軍の掘り起こしをはじめ、
朝案希望者の基本的知尉の習得から
ビジネスブランの策定までを支援す
る手案を民間団体守に安馬。

実施ほ日公寡予定 :4月 中旬～5月 中

中帥
1小企業庁
日葉 =新Ⅲ業促進課

ヨ業家教育事業

卜中学在や大学年てのモデル的な起
まヽ教青の実施や事例遺の作成・横

E開 、大学の起楽承教甘酷座の里酪
上を対象としたビジネスブランコン
テス トの開催守に保る事業を民間団

実施出閣公募予定 :4月 下旬開始 手務局公享 :2/24～3/20
実施機関公募予定 【4月 下旬開始

一的
喜済産業省
国済産業政策局新規産業堂



田県内の設備投資等を
考えの皆きまへ :

地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策 (平成26年度補正予算)の重点
事業の一つである「ものづくり・商業 サービス革新補助金」の第2回公募説明会
を開催しますので、是非ご参加ください。平成2425年度補正のものづくり

補助金では、山口県で約260企業が採択され、総額約50億円の設備投資等に

活用され、事業改善にも繋がるなどの効果を上げており、人気の高い補助金で抗

【補助対象】①新しいサービス、新商品。試作品の開発
②複数者が共同で取り組む設備投資等
※②については、創業間もない企業は申請書類が簡素化されます。

踊助上限制①l,000方円
※設備投資をせずにサービス開発をすることもできます(上限700万円)

②共同体で5,000万円(500万円/社)

切】平成27年5月 8日 (金)当 日消印有効

新しい商品・サービスの開発や業務プロセスの改善、
新しい販売方法の導入など、中小企業が取り組む設備
投資等に係る費用の2/3を補助します。今回は、共同
体で行う設備投資なども支援対象に追加されました。

宇部
→
場 4/o8)」

鍋縄
)山田県産業技術センター

3市あすとぴあ4丁目1‐ 1

周南会場 4/10。
督罫

)周南地域地場産業振栗センター
3市鼓海2丁目118‐24

下商剣揚4/13o現緊紫襴 1

― 全会場 13:30～ 16:00田巨各会場各100名

お申し込みは、当会HPの 申し込みフォームで受け付けております。

山田県中小企業団体中央会十:[檻乳:Σ配ぽ搬掘路鴨0


