
令和元年6⽉13⽇
中⼩企業庁

⼩規模企業振興課

⼩規模事業者⽀援法の改正等について



１．⼩規模事業者政策の今後の⽅向性に
ついて
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中⼩企業・⼩規模事業者政策の流れ

平成２５年 ⼩規模企業活性化法（中⼩企業基本法再改正）
⇒ ⼩規模企業の意義を明確化

平成１１年 中⼩企業基本法改正
⇒ やる気と能⼒のある中⼩企業の⽀援

昭和３８年 中⼩企業基本法制定
⇒ ⼤企業と中⼩企業の格差是正（⼆重構造論）

平成２６年 ●⼩規模企業振興基本法制定 → 「⼩規模企業振興基本計画」を策定。
⇒ ⼩規模企業振興の基本的枠組みを構築

「事業の持続的発展」を基本原則として位置づけ
●⼩規模事業者⽀援法の改正

⇒ 従来の「経営改善指導」に加え、「経営発達⽀援」も商⼯会・商⼯会議所の役割へ
平成２５年度補正予算 ︓「⼩規模事業者持続化補助⾦」を創設
平成２７年７⽉ ︓「経営発達⽀援計画」の認定開始
平成２７年度当初予算 ︓「伴⾛型⼩規模事業者⽀援推進事業補助⾦」を創設 ２

おおよそ５年ごとに変更



「⼩規模企業振興基本法」と「⼩規模企業振興基本計画」
「⼩規模企業振興基本法」（平成26年6⽉公布・施⾏）
⼈⼝減少・⾼齢化、競争の激化、地域経済の低迷等の構造変化の中で、⼩規模事業者、国、地⽅公共団体、⽀援機関等様々な関
係者の⾏動を促していくための仕組み。

⇒中⼩企業基本法の基本理念である「成⻑発展」のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇⽤
の維持等を含む「事業の持続的発展」を基本原則として位置づける。
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「⼩規模企業振興基本計画」 （平成26年10⽉閣議決定）
基本法に基づき、⼩規模事業者の振興に必要な施策を、⼀貫かつ継続した⽅針の下、重点的かつ効果的に実⾏することを担保するた
めに策定された計画。（おおよそ５年ごとに変更） ➡今年度が⽬標

１．需要を見据えた経営の促進
－顔の見える信頼関係をより積極的に活用した

需要の創造・掘り起こし－

⼈⼝減少・⾼齢化、国内外の競争の激化、地域経済の低迷等の構造変化の進展
→この中で、事業を維持するだけでも⼤変な努⼒が必要。

２．新陳代謝の促進
－多様な人材・新たな人材の活用による事業の展開・創出－

３．地域経済の活性化に資する事業活動の推進
－地域のブランド化・にぎわいの創出－

４．地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備
－事業者の課題を自らの課題と捉えたきめ細かな対応－

現状認識と基本的考え方

事業の持続的発展のための４つの目標を設定

１０の重点施策

（１）ビジネスプラン等に基づく経営の促進、（２）需要開拓に向けた支援、（３）新事業展開や高付加価値化の支援、
（４）起業・創業支援、（５）事業承継・円滑な事業廃止、（６）人材の確保・育成、（７）地域経済に波及効果のある事業の推進、
（８）地域のコミュニティを支える事業の推進、（９）支援体制の整備、（１０）手続きの簡素化・施策情報の提供



経営指導員による伴⾛型⽀援
（経営計画策定⽀援、事業計画策定⽀援、計画実⾏⽀援、各種相談・助⾔ 等）

⼩規模事業者

都道府県（地⽅交付税交付⾦）による
経営指導員の⼈件費等⽀援

経営発達⽀援計画に基づく
伴⾛型事業⽀援補助⾦

⽀援機関（商⼯会・商⼯会議所）

⼩規模企業振興施策の全体像
 ⼩規模企業振興基本法で基本原則と位置づけられる事業の持続的発展と、
 ⼩規模事業者⽀援法に基づく伴⾛型の⼩規模事業者⽀援の主旨を踏まえ、以下の施策を展開。

経営計画に基づく
販路開拓を⽀援 経営改善に向けた低利融資 廃業・承継後の⽣活資⾦の

積⽴てを⽀援

⼩規模事業者持続化補助⾦ ⼩規模事業者経営改善資⾦
（マル経融資） ⼩規模企業共済

事
業
者
へ
の
⽀
援

伴
⾛
型
の
⽀
援

販路開拓等の地域⼀帯となった基盤整備事業
地域特産品開発、マーケティング拠点の整備、展⽰会・商談会の開催、⼩規模事業者向けECサイトの運営

基
盤
提
供

商
⼯
会
・
商
⼯
会
議
所
の
⽀
援
機
能
強
化
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⼩規模事業者⽀援法における経営発達⽀援計画
 ⼩規模事業者を伴⾛⽀援する商⼯会・商⼯会議所が「経営発達⽀援計画」を作成し、経済産

業⼤⾂が認定するというスキームを創設(平成26年）。
 併せて、認定を受けた商⼯会・商⼯会議所向けの国補助（伴⾛型補助⾦）を開始。

補助率︓定額
上限︓700万円
補助内容︓
①経営状況の分析
②事業計画を作成するための指導・助⾔
③需要動向に関する情報の収集、分析及
④広報活動、商談会・展⽰会等の開催・参加
⑤他の⽀援機関との連携強化や情報交換

２．伴⾛型補助⾦

１．⽀援スキーム

359

2,024
2,444

3,036

155

662
906 1178

27年度 28年度 29年度 30年度(交付）

確定額(百万円) 採択件数

３．採択件数と補助⾦実績 （百万円）

（件数）



経営発達⽀援計画の認定状況（平成31年4⽉1⽇時点、第6回認定まで）
 経営発達⽀援計画の申請は９割を超え、認定を受けた商⼯会・商⼯会議所は、８割を
超える。

都道府県別の認定取得率 都道府県別の申請・認定状況

数 率 数 率 数 率 数 率
1 北海道 194 172 88.7% 154 79.4% 25 滋賀県 27 27 100.0% 27 100.0%
2 ⻘森県 49 48 98.0% 28 57.1% 26 京都府 28 28 100.0% 25 89.3%
3 岩⼿県 34 34 100.0% 34 100.0% 27 ⼤阪府 36 17 47.2% 14 38.9%
4 宮城県 39 38 97.4% 38 97.4% 28 兵庫県 46 38 82.6% 34 73.9%
5 秋⽥県 27 20 74.1% 12 44.4% 29 奈良県 37 35 94.6% 25 67.6%
6 ⼭形県 31 31 100.0% 30 96.8% 30 和歌⼭県 38 38 100.0% 37 97.4%
7 福島県 98 90 91.8% 88 89.8% 31 ⿃取県 22 22 100.0% 20 90.9%
8 茨城県 51 51 100.0% 47 92.2% 32 島根県 29 29 100.0% 29 100.0%
9 栃⽊県 44 44 100.0% 44 100.0% 33 岡⼭県 32 32 100.0% 32 100.0%
10 群⾺県 53 50 94.3% 49 92.5% 34 広島県 47 47 100.0% 43 91.5%
11 埼⽟県 69 61 88.4% 49 71.0% 35 ⼭⼝県 34 33 97.1% 33 97.1%
12 千葉県 61 56 91.8% 51 83.6% 36 徳島県 29 28 96.6% 22 75.9%
13 東京都 35 17 48.6% 8 22.9% 37 ⾹川県 21 21 100.0% 19 90.5%
14 神奈川県 33 33 100.0% 28 84.8% 38 愛媛県 32 27 84.4% 24 75.0%
15 新潟県 119 119 100.0% 116 97.5% 39 ⾼知県 31 31 100.0% 25 80.6%
16 富⼭県 20 19 95.0% 16 80.0% 40 福岡県 71 61 85.9% 57 80.3%
17 ⽯川県 27 27 100.0% 26 96.3% 41 佐賀県 25 25 100.0% 23 92.0%
18 福井県 20 20 100.0% 20 100.0% 42 ⻑崎県 29 26 89.7% 24 82.8%
19 ⼭梨県 25 25 100.0% 24 96.0% 43 熊本県 58 58 100.0% 47 81.0%
20 ⻑野県 87 85 97.7% 61 70.1% 44 ⼤分県 27 27 100.0% 27 100.0%
21 岐⾩県 58 58 100.0% 58 100.0% 45 宮崎県 44 44 100.0% 43 97.7%
22 静岡県 50 50 100.0% 48 96.0% 46 ⿅児島県 49 49 100.0% 46 93.9%
23 愛知県 79 78 98.7% 70 88.6% 47 沖縄県 38 37 97.4% 29 76.3%
24 三重県 35 35 100.0% 35 100.0% 2168 2041 94.1% 1839 84.8%全国計

都道府県
合計

都道府県
合計

全単会数
うち既申請 うち認定

全単会数
うち既申請 うち認定
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２．⼩規模基本計画の改定
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中⼩企業政策審議会⼩規模企業基本政策⼩委員会での議論

 第１０回 平成３０年 ５⽉１７⽇
・⼩規模事業者政策について

 第１１回 平成３０年 ６⽉２９⽇
・サプライチェーンに関する課題について

 第１２回 平成３０年 ７⽉１２⽇
・⽀援機関の機能と⾃治体の関係について

 第１３回 平成３０年 ９⽉２０⽇
・⼩規模事業者の多様化と政策対象について

 平成26年策定の⼩規模企業振興基本計画の5年後⾒直しについて、平成３０年
３⽉２６⽇に経済産業⼤⾂から中⼩企業政策審議会へ諮問

 経済産業⼤⾂からの諮問を受け、中⼩企業政策審議会⼩規模企業基本政策⼩
委員会において議論し、改定案をとりまとめ、今後、中⼩企業政策審議会総会での
議論をへて、経済産業⼤⾂に答申される予定(6⽉中）。

 第１４回 平成３０年１０⽉１２⽇
・地域サプライチェーンと⼩規模事業者の関係について

 第１５回 平成３０年１１⽉３０⽇
・近年の災害対応とその課題について
・⼩規模企業振興基本計画⾻⼦（案）等について

 第１６回 平成３０年１２⽉２０⽇
・平成２６年改正 ⼩規模事業者⽀援法の実績について
・⼩規模企業振興基本計画⾻⼦（案）等について



⼩規模事業者⽀援の検討テーマ

④地域としてのブランド化
 地域産品や観光資源等の地域資源のブランド化は、個社の努⼒のみならず地域としての取組が

不可⽋

②サプライチェーンの維持

 ⾃動⾞産業等、⼤⼿製造業サプライチェーンの実態を把握した上で、⽀援策を講じることは、業
界全体の問題であるとともに、産業集積地としての重要な課題

⑥地域の需要に対する供給
 地域の需要の重要な担い⼿となっており、代替性が効かない事業者への対応

（※）灯油販売、介護事業者、ドラッグストアなど

③産地産業の維持
 繊維産業、漆産業等、各⼯程が分散する産業の維持には、地域の産業の維持といった観点で

の⽀援が必要

⑤地域コミュニティの活性化
 商店街、中⼼市街地の活性化のためには、そのエリア全体のビジョンを描くことが必要

６次産業化、JAPANブランド、全国展開⽀援事業など

商店街振興、中⼼市街地活性化施策など

過疎SS対策など

①地域を牽引していく企業の成⻑の苗床
 地域を牽引する可能性のある⼩規模事業者への⽀援を通じ、地域全体の底上げへ

9

地域未来牽引企業⽀援との連携



第Ⅱ期「⼩規模企業振興基本計画」案の⾻⼦と⼩規模事業者⽀援法の改正案の関係

○⼈⼝減少・⾼齢化、国内外の競争の激化
○地域経済の低迷等の構造変化の進展
○IT化による市場環境の変化

社会の環境変化

○過疎化による地域の弱体、
○⾃然災害の多発・甚⼤化に伴う
○事業継続リスクの増⼤

地域の環境変化

○経営者の⾼齢化、後継者不⾜
○フリーランス等多様な⼩規模事業者の増加
○⼈⼿不⾜の中で⽣産性の向上が急務

⼩規模事業者の環境変化
第Ⅰ期「基本計画」制定時からの【環境変化】

第Ⅱ期「基本計画」案の【基本的考え⽅】

①需要を⾒据えた経営の促進
（１）ビジネスプランに基づく経営の促進 （２）需要開拓に向けた⽀援
（３）新事業展開や⾼付加価値化の⽀援

②新陳代謝の促進
（４）多様な⼩規模事業者の⽀援 （５）起業・創業⽀援
（６）事業承継・円滑な事業廃⽌の推進 （７）⼈材の確保・育成

③地域経済の活性化に資する事業活動の推進
（８）地域経済に波及効果のある事業の推進（地域牽引企業の創出等）
（９）地域のコミュニティを⽀える事業の推進

④地域ぐるみで総⼒を挙げた⽀援体制の整備
（１０）⽀援に向けた国と⾃治体の連携強化（１１）⼿続きの簡素化・施策情報の提供
(１２）事業継続リスクへの対応能⼒の強化

【4つの⽬標と１２の施策】

・経営発達⽀援計画のスキームに
⾃治体との関与を規定

・商⼯会・商⼯会議所が、⾃治体
と連携して、事業者の事業継続
⼒強化のための⽀援を⾏う計画を
作成し認定するスキームを新設

◇⼩規模事業者⽀援法の改正案

事業者の持続的発展

地域の持続的発展
地域を牽引する企業の創出 地域のサプライチェーンの維持・災害等への対応強化

地域のブランド化・産地産業の活性化 地域に不可⽋な公共的サービス・地域コミュニティの維持

都道府県・市町村・産業界といったステークホルダーとの関係を強化し⽀援体制の構築
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３．中⼩企業政策と商⼯会・商⼯会議所
について
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 1960年に経営指導員の設置が開始。国と都道府県で⼈件費を半額ずつ補助。
 1990年代から国の財源移譲を進め、現在はすべて都道府県補助（地⽅交付税）。

~1960年

商⼯会・商⼯会議所の
法制化

1960年〜

経営改善普及員
（現 経営指導員）

の国費補助開始
国負担︓地⽅負担 １︓１

1993年〜

国から地⽅への
財源移譲開始

2006年〜

財源移譲完了

〜1992 1993 1994 1995〜 1999〜 2006〜

商⼯会・
商⼯会議所

⼈件費
都道府県１／２ 都道府県３／５ 都道府県４／５

都道府県補助
国 １／２ 国 ２／５ 国 １／５

事業費 都道府県 １／２ 都道府県補助国 １／２

都道府県
商⼯会

⼈件費 都道府県 １／２ 都道府県補助国 １／２

事業費 都道府県 １／２ 都道府県補助国 １／２
全国団体 ⼈件費 国 補助事業費

商⼯会・商⼯会議所補助（地⽅交付税）
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⼩規模企業振興政策の実⾏体系

国

都道府県

商⼯会等

⼩規模事業者

補助⾦交付
（間接補助⾦）

地⽅財源＋
国庫補助⾦
をもとに補助⾦交付

全国団体

補助⾦交付
（直接補助⾦）

研修等を実施

経営指導を実施

三位⼀体の改⾰以前 三位⼀体の改⾰以降〜2018年度

国

全国団体

商⼯会等

補助⾦交付
（間接補助⾦）

国庫補助⾦を
もとに補助⾦交付

⼩規模事業者

経営指導を実施

都道府県

地⽅財源をもとに
補助⾦交付
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⼩規模事業者⽀援法の現在スキーム
 ⼩規模事業者⽀援法では、記帳指導や税務指導等の経営改善を図る事業から経営発達を⽀援する事業へ

と、商⼯会、商⼯会議所による伴⾛型⽀援のあり⽅の質的転換を図ることを⽬的として、商⼯会、商⼯会議所
が策定する「経営発達⽀援計画」を国が認定する制度を創設。

 ⼀⽅、各地の経営発達⽀援計画について、⼩規模事業者⽀援法では⾃治体との位置づけは規程されていないが、

―⾃治体が地域経済の課題に的確に対応できていない、また、地域にとって重要な産業・企業群をカバーでき
ていない。

―逆に商⼯会・商⼯会議所の計画に基づく取組内容が地域の産業経済の活性化に貢献することが期待され
る場合にも、⾃治体の関与や⽀援が相応に及ばない。

といった状況があるのではないか。

商⼯会・商⼯会議所向けの
⼩規模事業者⽀援指針作成

都道府県

市町村

国
商⼯会

商⼯会議所
⼩規模事業者に対する

伴⾛型⽀援を法律上規定
するが、⽀援する対象の選定
は商⼯会、商⼯会議所の裁

量にゆだねられている。

経営発達⽀援計画の申請・認定
経営指導員の⼈件費を補助する

が、
経営指導員に求める業務は各都道

府県の裁量に委ねられている
地域活動の実施主体者として商⼯
会、商⼯会議所の役割にも期待。

役割分担
関係性を
規定せず

⼩規模事業者

第12回 ⼩規模企業基本政策⼩委員会 資料2より



これからの⼩規模企業振興政策の実⾏体系
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商⼯会等 市町村
地域の⼩規模事業者の⽀援計画を作成

「経営指導員」 ⼩規模事業者
計画認定

⽀援経費を補助（伴⾛型補助⾦）

都道府県独⾃施策を実施

必要経費を普通交付税の
算定基礎に算⼊

計画の共同主体としての
必要経費を普通交付税の
算定基礎に算⼊

 国、都道府県、市町村がバラバラに施策を講じるのではなく、
 商⼯会等は市町村と共同で⼩規模事業者⽀援計画を作成・実施
 都道府県は国と同等の⽴場から商⼯会等・市町村の計画及び法定経営指導員を確認
 国は都道府県が地域に合った⼩規模事業者⽀援施策を講じられるように⽀援

国

都道府県

経営改善発達⽀援を実施

確認・意⾒表明・管理

政策実⾏経費を⼀部補助
（FY31 地⽅公共団体による⼩規模事業者⽀援推進事業︓10.1億円措置）



経営改善普及事業
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商⼯会・商⼯会議所の事業
〜H26年 H26年〜 H31年〜

経営改善普及事業 経営改善普及事業
【改善事業】

・記帳指導
・税務指導
・⾦融指導
・各種制度の情報収集
・各種制度の情報提供 等

【改善事業】
・記帳指導
・税務指導
・⾦融指導
・各種制度の情報収集
・各種制度の情報提供 等

【改善事業】
・記帳、税務、⾦融指導
・各種制度の情報収集
・各種制度の情報提供 等

【発達事業】
・経営状況の分析
・計画作成・実施⽀援
・経済動向・市場調査⽀援
・新たな販路の開拓⽀援

等

○経営発達⽀援計画における
都道府県知事の意⾒を法
定化

【発達事業】
・経営状況の分析
・計画作成・実施⽀援
・経済動向・市場調査⽀援
・新たな販路の開拓⽀援

等

①
都
道
府
県
の
実
績
報
告
書

※
※②国の経営発達⽀援事業実施状況調査

①

③
国
と
都
道
府
県
の
実
績
報
告
の
共
有
化
へ
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地⽅交付税措置について
 ⼩規模事業者⽀援法の改正に伴い、所要の地⽅交付税を措置。
 ⼩規模事業者の経営改善発達は、地⽅公共団体が標準的に⾏うべき事業として、

普通交付税（標準的経費）の算定を増額。

基準財政需要額（商⼯⾏政費単位費⽤）の推移

（単位＝円）

2,070  2,130 
2,340  2,290  2,280  2,250  2,090  2,080  2,010  1,980  1,910  1,940 

1,210 
1,330  1,490  1,480  1,480  1,450  1,330  1,320  1,280  1,240  1,310  1320

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28 FY29 FY30 FY31

商工行政費単位費用

都道府県 市町村

小規模事業者支援法の改正に伴い
・事業継続力支援計画の審査、認定事務
・経営発達支援計画の確認事務
・法定経営指導員の管理、職能手当等による
人事評価

等の経費について、普通交付税の基準財政需要額の
算定に用いる単位費用の積算基礎に算入。

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業の
影響による都道府県経費増加分を普通交付税の

基準財政需要額の算定に用いる単位費用の積算基礎
に算入。

計画の共同主体として、計画の進捗管理及び実行
（商工会等への事務委託等を含む）経費が生じる
ものと見込んでおり、当該経費については、普通交
付税の基準財政需要額の算定に用いる単位費用
の積算基礎に算入。
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地⽅交付税措置
 1⽉25⽇、「平成31年度の地⽅財政の⾒通し・予算編成上の留意事項等」におい

て、総務省より全⾃治体に対して以下通知が発出
『通常国会に提出される予定である「中⼩企業の事業活動の継続に資するための中⼩企業等経営
強化法等の⼀部を改正する法律案」に基づき、地域における⼩規模事業者⽀援を推進するため、地
⽅公共団体等が⾏う事業継続⼒強化⽀援計画及び経営発達⽀援計画の策定等に要する経費に
ついて、地⽅交付税措置を講ずることとしている。』

「平成31年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等」抜粋 （総務省：平成31年1月25日）



４．⼩規模事業者⽀援法改正について



⼩規模事業者⽀援法の改正について
 第5条 事業継続⼒強化⽀援計画の認定（新設）

・商⼯会、商⼯会議所は関係市町村と⼀緒に事業継続⼒強化⽀援計画を作成
・都道府県知事による認定
・事業継続⼒強化⽀援計画の記載事項（⽬標、内容、実施期間、実施体制等）
・経営指導員の記載

 第6条 事業継続⼒強化⽀援計画の変更等（新設）
 第7条 経営発達⽀援計画の認定（改正）

・商⼯会、商⼯会議所は関係市町村と⼀緒に経営発達⽀援計画を作成
・経済産業⼤⾂による認定、都道府県知事の意⾒
・経営発達⽀援計画の記載事項（⽬標、内容、実施期間、実施体制等）
・経営指導員の記載

 第8条 経営発達⽀援計画の変更等 （改正）
 旧第7条〜第19条 基盤施設計画の認定等 （削除）

20
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法定経営指導員について①

 要件
（１）5条５項の経営指導員（事業継続⼒強化⽀援計画上の経営指導員）

－ 7条5項の経営指導員の要件を満たす者
－ 直近５年以内に事業継続⼒強化に係る効果的かつ適切な指導を⾏うた

めに必要な基礎的知識及び能⼒に関する講習を修了した者
（２）7条5項の経営指導員（「経営発達⽀援計画」上の経営指導員）

－ 商⼯会若しくは商⼯会連合会⼜は商⼯会議所若しくは⽇本商⼯会議所
その他商⼯会議所を構成員とする団体の役員⼜は職員である者

－ 直近５年以内に中⼩企業診断⼠試験規則に規定する科⽬に係る基礎
的知識に関する講習を修了した者

－ 直近５年以内に⾏政事務に係る基礎的知識に関する講習を修了した者
－ ⼩規模事業者の経営に係る指導及び助⾔に関する三年以上の実務の経

験を有する者
－ 各⽋格事由（刑罰、暴⼒団等）に該当しない者



法定経営指導員について②

 講習
① 中⼩企業診断⼠試験に規定される科⽬に係る基礎的知識に関する講習として

中⼩企業庁⻑官が指定したもの
② 地⽅公共団体の⾏政事務に係る基礎的知識に関する講習として中⼩企業庁⻑

官が指定したもの
③ 事業継続⼒強化に係る効果的かつ適切な指導を⾏うために必要な基礎的知識

及び能⼒に関する講習として中⼩企業庁⻑官が指定したもの

「経営指導員要領」において講習や照会等についての⼿続きを規定
上記①から③に係る講習の概要
講習を受ける者の推薦
講習修了の確認⽅法
法定経営指導員の照会の⽅法（知事が国及び他の知事に照会）

22
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経営発達⽀援計画の概要
 経営発達⽀援計画は、⼩規模⽀援法に基づく「基本指針」に則り、13事項21項⽬に

ついて記載している。
 今回の法改正を踏まえ、「成果⽬標」を踏まえたフォローアップ、市町村との連携体制

（協議会の設置等）を記載事項に追加。

１．⽬標
①地域内における⼩規模事業者の中⻑期的な振興のあり⽅
②地域の現状と課題を踏まえている旨、また、⽬標の達成に向けた

事業実施⽅針
２．地域の経済動向調査
③「⽬標」及び「分析等を⾏う項⽬」
④「⼿段・⼿法」及び「成果の活⽤⽅法」
３．経営状況の分析
⑤「⽬標」及び「分析を⾏う項⽬」
⑥「⼿段・⼿法」及び「成果の活⽤⽅法」
４．事業計画策定⽀援
⑦「⽀援に対する考え⽅」、「⽬標」、「⽀援対象」、「⼿段・⼿法」
５．事業計画策定後の実施⽀援
⑧「⽬標」、「⽀援内容」、「頻度」 ←「成果⽬標」を追加
６．需要動向調査
⑨「⽬標」及び「分析等を⾏う項⽬」
⑩「⼿段・⼿法」及び「成果の活⽤⽅法」
７．新たな需要の開拓に寄与する事業
⑪「⽀援に対する考え⽅」、「⽬標」、「⽀援対象」
⑫新たな需要の開拓に寄与する効果的な取組である旨

８．地域経済の活性化に資する取組
⑬今後の地域の⽅向性を関係者間で共有した上で事業展開が図られて

いる旨
９．他の⽀援機関との連携を通じた⽀援ノウハウ等の情報交換
⑭他の⽀援機関との⽀援ノウハウの交換により新たな需要の開拓を進める

仕組である旨
１０．経営指導員等の資質向上等
⑮⼩規模事業者の利益の増加に資する⽀援ノウハウの習得が⾒込まれる旨
⑯経営指導員等が習得した⽀援ノウハウ等を組織内で共有する体制となっ

ている旨
１１．事業の成果、評価及び⾒直しの実施
⑰毎年度、事業の評価・⾒直しを実施する体制となっている旨
⑱外部有識者の活⽤、評価⾒直し結果の公表など効果的なPDCAサイクル

が構築されている旨
１２．経営発達⽀援事業の実施体制
⑲事業の実施体制、⼈員等 ←市町村との連携体制を追加
⑳⼩規模事業者が相談等を⾏うことができる連絡先
１３．事業の整合性・連動性
㉑「１．」で設定した⽬標と、「２．」〜「７．」の各事業との整合性、また、

「２．」〜「７．」の各事業の連動性

参考︓認定経営発達⽀援計画の内容について＜http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/ninteikeikaku.html＞

経営発達⽀援計画の記載事項



経営発達⽀援のスキーム

⑤⽀援

経営発達⽀援計画

経済産業⼤⾂

24

 地域課題への対応や効果的な⽀援実施の観点から、商⼯会・商⼯会議所が市町村と共同で
作成し、都道府県の意⾒を聴くスキームに⾒直し。

新 経営発達⽀援計画（平成31年⼩規模事業者⽀援法改正）

②申請

④認定

⼩規模事業者

【⽀援措置】
・伴⾛型補助⾦
・地⽅交付税措置都道府県知事

③意⾒

①計画作成
商⼯会・商⼯会議所／市町村

（共同作成）

＜計画記載事項＞
⽬標
内容及び実施期間
実施体制
助⾔を⾏う経営指導員の⽒名
必要な資⾦の額及びその調達⽅法

⼊善町商⼯会（富⼭県）では、これまでは町が⼯場誘致を中⼼に施策を
進めてきたが、⼯場の撤退などにより、地場産業の育成が急務になってきて
おり、「町が⽬標とするところに商⼯会の資源を使い貢献する」として、地元の
農協、漁協、⾦融機関と連携し、6 次産業化、農商⼯連携、商業、サービ
ス業を中⼼とした商業店舗の開業に向けた⽀援に取り組んでいる。

⾃治体等との連携
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経営発達⽀援計画の変更点
（１）市町村との連携
これまでの経営発達⽀援計画は、商⼯会⼜は商⼯会議所が単独⼜は共同で作成する仕組みで

したが、今後は、関係市町村と共同で計画を作成し申請することとなります。
したがって、認定申請を⾏う場合には、すみやかに、所在市町村と検討を開始していただく必要があり
ます。

（２）法定経営指導員の関与
経営発達⽀援計画の記載事項のうち、「実施体制」については、従来、経営発達⽀援事業の

実施に携わる体制を記載することとしていましたが、今後は、いわゆる「法定経営指導員」が計画の
作成から実施段階に⾄るまで、きちんと関与することが必須となります。

（３）フォローアップ項⽬の記載事項の追加
経営発達⽀援計画の記載事項のうち、「事業計画策定後の実施⽀援（いわゆる「フォローアッ

プ」）」については、従来、フォローアップを⾏う「対象事業者数」及び「その頻度」を⽬標として掲げるこ
ととしていましたが、今後は、それらに加え、⽀援した事業者の収益や利益率の増加等を⽬標に掲げ
ていただきます。

（４）経営発達⽀援事業の状況報告
従来実施していた「経営発達⽀援事業実施状況調査（例年６⽉頃実施）」については、エク

セルシートでのアンケート⽅式を改め、経営発達⽀援事業により⽀援した事業者の⽀援履歴、国等
の施策の利⽤状況、売上や利益率等の財務情報等について、国に報告していただくこととなります。
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今後の予定（経営発達⽀援計画）
 経営発達⽀援計画の第７回認定に向けたスケジュールは以下を予定している。

（５⽉３１⽇（⾦））
経営発達⽀援計画申請ガイドラインver.7.0の提⽰

（７⽉上旬）
経営発達⽀援計画申請ガイドラインver.7.1への更新

（7⽉〜12⽉︓法定経営指導員関連）
都道府県による法定経営指導員候補者の国への推薦
国等が実施する講習・研修の受講、確認テストの受験

（11⽉上旬）
第７回認定申請開始（受付期間は１週間程度）

※申請時点では法定経営指導員候補者の⽒名記載でも可

（12⽉上旬）
都道府県への意⾒聴取（聴取期間は１か⽉程度）

（12⽉上旬〜翌年１⽉下旬）
外部有識者による書⾯審査

（２⽉中旬）
外部有識者による審査会

（3⽉中旬）
第７回認定公表 ↑【申請様式（案）】

様式第３（第７条関係） 
 

経営発達支援計画に係る認定申請書 

 

令和○年○○月○○日  

 

経済産業大臣 殿 

○○県○○市○○町○丁目○番○号  

○○商工会、○○商工会議所 

会長、会頭 ○○ ○○  印 

 

○○県○○市○○町○丁目○番○号  

                                                       ○○商工会、○○商工会議所 

会長、会頭 ○○ ○○ 

 

○○県○○市○○町○丁目○番○号  

○○市（町・村）長 ○○ ○○ 印 

 

 

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第１項の規定に基づき、別紙の

計画について認定を受けたいので申請します。 

 

（備考） 

１ 記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。 

２ 申請者名は、経営発達支援計画を共同して作成する全ての商工会又は商工会議所及び関係市町村の

住所、名称及び代表者の氏名を記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

   

※二以上の商工会又は商工会議所が 

共同で申請する場合 

【連絡先】 

 ○商工会、商工会議所名 部署名 担当者氏名 

  郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス 

○市町村名 部署名 担当者氏名 

  郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス 

※経済産業局等から連絡する際の連絡

先を記載のこと。（共同申請の場合は、

代表となる商工会等） 

【経営指導員】 

 氏名 ○○ ○○ 

※「小規模事業者支援法」第７条第５項 

 に規定する経営指導員の氏名を記載

のこと（複数記載可、後述の Q&A＿Q6

参照）。 



事業継続⼒強化⽀援のスキーム

④⽀援

事業継続⼒強化⽀援計画

＜計画記載事項＞
⽬標
内容及び実施期間
実施体制
助⾔を⾏う経営指導員の⽒名
必要な資⾦の額及びその調達⽅法

都道府県知事

 商⼯会・商⼯会議所が、地域の防災を担う市町村と連携し、事業継続⼒強化のための⽀援を
⾏う計画（＝事業継続⼒強化⽀援計画）を作成し、都道府県知事が認定。

事業継続⼒強化⽀援計画（平成31年⼩規模事業者⽀援法の改正）

②申請

③認定

①計画作成
商⼯会・商⼯会議所／市町村

（共同作成）

⼩規模事業者

【⽀援措置】
・中⼩企業信⽤保険法の特例
・中⼩機構の情報提供
・地⽅交付税措置

【計画に盛り込む内容】
ⅰ）管内の事業者への災害対策の普及啓発や実

施⽀援
ⅱ）災害発⽣時の対応（被害情報収集等）
ⅲ）商⼯会・商⼯会議所のBCP策定

事後対策

九州・沖縄ブロックの商⼯会連合会が
⽇本公庫・沖縄公庫を含む災害発⽣
時の情報収集、復旧に向けた連携協
定を締結。

帯広商⼯会議所は、帯広市、北海道経済産業局の
協⼒のもと、⼤規模災害時に地域住⺠の健康に直接
影響を与え得る薬局のＢＣＰ策定の推進ため、セミ
ナーを開催。

事前対策
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事業継続⼒強化⽀援計画の記載事項（案）

28

１．事業の⽬標
（１）現状

・地域の災害リスク
・商⼯業者の状況
・これまでの取組

（２）課題

（３）⽬標

（４）その他

２．事業の内容及び実施期間
（１）実施期間

（２）事業の内容
・事前の対策
・発災後の対策
・発災時における指⽰命令系統、連絡体制
・発災後の地区内⼩規模事業者に対する
復興⽀援

３．事業の実施体制
（１）実施体制

（２）法定経営指導員

（３）商⼯会⼜は商⼯会議所、
関係市町村連絡先

４．事業の実施に必要な資⾦の額及び
その調達⽅法

（１）必要な資⾦の額

（２）調達⽅法

５.当該商⼯会⼜は商⼯会議所及び
関係市町村以外の者を連携して
事業を実施する場合

（イ）当該者の⽒名、名称、住所
（法⼈の場 合は代表者名）

（ロ）当該者との連携に関する事項
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１．事業継続⼒強化⽀援計画（別表１）

 地域の災害リスクを把握し、課題を確認する。そのうえで、⽀援事業に取組む⽬標を⽴
ててください。

 ⽬標を達成するために必要な取組の内容及び実施期間（３〜５年）を定める。

○事業の⽬標
（１）現状

・地域の災害リスク
・商⼯業者の状況
・これまでの取組

（２）課題
（３）⽬標
（４）その他

↑【申請様式（案） 別表１】

○事業の内容及び実施期間
（１）実施期間
（２）事業の内容

・事前の対策
・発災後の対策
・発災時における指⽰命令系統、連絡体制
・発災後の地区内⼩規模事業者に対する復興⽀援 被害情報の報告ルート（例）
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２．事業継続⼒強化⽀援計画（別表２）

 市町村との連携、法定経営指導員による情報の提供および助⾔に係る実施体制を記
載。

↑【申請様式（案） 別表２】

実施体制図（参考）

①法定経営指導員の⽒名、連絡先
②法定経営指導員による情報の提供及び助⾔（⼿段、頻度 等）
・本計画の具体的な取組の企画や実⾏
・⽬標達成に向けた進捗管理
・計画に基づく進捗確認、⾒直し等フォローアップを中⼼に⾏う（１年に１回以上）

法定経営指導員による情報の提供及び助⾔に係る実施体制

法定経営指導員

○○市商工会
事務局長

○○市商工会（本部）

○○市商工会（□□支部） ○○市商工会（△△支部） ○○市商工会（◇◇支部）

○○市
商工部長

○○市
防災課

○○市
商工課

連携／連絡調整

⇔

助言／指導

⇔
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３．事業継続⼒強化⽀援計画（別表３、４）

 計画期間内において、事業の実施に必要な資⾦の額とその調達⽅法を確認（別表
３）

 商⼯会⼜は商⼯会議所及び関係市町村以外の者と連携して事業を実施する場合
（別表４）

○事業の実施に必要な資⾦の額及びその調達⽅法
（１）必要な資⾦の額
（２）調達⽅法

○当該商⼯会⼜は商⼯会議所及び関係市町村以外の者を連携して
事業を実施する場合

（イ）当該者の⽒名、名称、住所（法⼈の場 合は代表者名）
（ロ）当該者との連携に関する事項

↑【申請様式（案） 別表３】

↑【申請様式（案） 別表４】
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今後の予定（事業継続⼒強化⽀援計画）
 事業継続⼒強化⽀援計画の認定に向けたスケジュールは以下を想定している。

（5⽉３１⽇（⾦））
・都道府県の審査要領案等の提⽰
・申請者向けのガイドライン案の提⽰

（7⽉〜12⽉︓法定経営指導員関連）
・都道府県による法定経営指導員候補者の国への推薦
・国等が実施する講習・研修の受講、確認テストの受験
※国による講習・研修は7⽉〜12⽉を予定

（申請時期）
・認定権者である都道府県知事が決定
※申請時点では法定経営指導員候補者の⽒名記載でも可

・都道府県による法定経営指導員の国等への照会

（認定時期）
・認定権者である都道府県知事が決定
※審査スキーム、審査期間も都道府県による
（ただし、審査要領等は国が提⽰）

・都道府県知事による公表及び経済産業⼤⾂への通知
↑【申請様式（案）】



５．地⽅公共団体による⼩規模事業
者⽀援推進事業



事業の内容

中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課
03-3501-2036

事業イメージ

事業⽬的・概要
⼩規模事業者は、地域における需要に応え、雇⽤を担うなど、極めて

重要な存在です。
⼀⽅、⼩規模事業者は、⼈⼝減少やグローバル化など、地域経済の

構造変化の影響を⼤きく受けており、 既存の顧客・商圏を超えた販路
開拓や⽣産性向上に向けた取組を通じ、「⽣産性⾰命」を実現すると
ともに、⾜下で喫緊の課題となっている事業承継、働き⽅改⾰・⼈材
不⾜などへの対応を図ることが必要です。

 そのため、⼩規模事業者が商⼯会・商⼯会議所等と⼀体となって取り
組む販路開拓や⽣産性向上の取組を都道府県が⽀援する際、その
取り組みを⽀援します。

成果⽬標
地⽅公共団体による⼩規模事業者持続化補助⾦等により約5,000

者の販路開拓及び⽣産性向上を⽀援し、売上増加または、売上増
加⾒込みの事業者の割合を80％とすることを⽬指します。

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⼩規模事業者都道府県等

補助
(1/2等)

⽀援
(⾃治体毎)

※＜地⽅公共団体による⼩規模事業者⽀援（例）＞
・経営計画を作成する⼩規模事業者の新たな取組に要する経費を補助
補助上限50万円、補助率2/3

・商⼯会等の助⾔を受けて⾏うチラシ・DM等の販売促進ツール費を補助
補助上限25万円、補助率1/2

・クラウドファンディングで資⾦を調達しようとする⼩規模事業者を⽀援
事業計画、PR⽅法を助⾔する専⾨家を無料派遣

地⽅公共団体による⼩規模事業者持続化補助⾦等への補助

地⽅公共団体による⼩規模事業者⽀援推進事業
平成31年度予算 10.1億円（新規）

③⽀援※

国

都道府県等

⼩規模事業者

商⼯会
商⼯会議所等

②申請

④ 都道府県負担の1/2を補助
連携

⽀援のスキーム

①経営計画作成⽀援

⼩規模事業者がビジネスプランに基づいた経営を推進していくため、商⼯
会・商⼯会議所等と⼀体となって経営計画を作成し、販路開拓に取り
組む費⽤を地⽅公共団体が⽀援する場合に、国がその取組を補助しま
す。
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地⽅公共団体による⼩規模事業者⽀援推進事業における事業内容
 平成30年12⽉から平成31年１⽉にかけて各都道府県に実施予定事業の「企画書」

を募集したところ、34件の提出があった。

※1つの企画書において複数事業の「企画」があるため、事業数と企画書提出数は⼀致しない

実施事業 事業数（事業）

持続化補助金類似型事業 16

持続化補助金不採択者向け事業 3

生産性向上（ものづくり補助金類似型）事業 3

経営革新計画作成支援事業 6

展示会・商談会実施支援事業 7

専門家派遣事業 10

事業承継支援事業 2

その他 5

＜今後の予定＞
・これまでに、交付申請のあった19府県に対して交付決定を通知済。

（申請額は150万円〜5,000万円となっている。）
・５/16付け、都道府県宛てに、「⼆次公募」を通知。



消費税 軽減税率への準備の加速化のお願い
〜中⼩企業・⼩規模事業者の円滑な対応を⽬指して〜

参考資料



消費税率引上げに向けた安倍総理の発⾔

消費税率については、法律で定められたとおり、平成３１年１０⽉１⽇に現⾏の８％から
１０％に２％引き上げる予定です。

（中略）

今回の引上げ幅は２％ですが、前回の３％引上げの経験を活かし、あらゆる施策を総動員
し、経済に影響を及ぼさないよう、全⼒で対応します。

（中略）

第２に、軽減税率を導⼊し、家計消費の４分の１を占める飲⾷料品については、消費税
を８％のまま据え置きます。軽減税率の実施に向けて、準備に遺漏無きよう、よろしくお願
いします。

（中略）

来年度、再来年度予算において、消費税対応で臨時・特別の措置を講じてまいります。消
費税率引上げによる経済的影響を確実に平準化できる規模の予算を編成してまいります。

平成30年10⽉15⽇（⽉）臨時閣議内閣総理⼤⾂発⾔要旨（抜粋）

少⼦⾼齢化を克服し、全世代型社会保障制度を築きあげるために、消費税率の引き上げ
による安定的な財源がどうしても必要です。⼗⽉からの⼗％への引き上げについて、国⺠の
皆様の御理解と御協⼒をお願い申し上げます。

⼋％への引き上げ時の反省の上に、経済運営に万全を期してまいります。

平成31年1⽉28⽇（⽊）安倍総理⼤⾂施政⽅針演説（抜粋）
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レシート対応のイメージ

（財務省資料）
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中⼩の商店や事業者を⽀援する補助⾦



軽減税率の実施に向けた中⼩事業者の⽅々の準備状況
 補助⾦を活⽤して、軽減税率対応を加速化させることが待ったなしの課題。

＜中⼩の⼩売・スーパー等の事業者の⽅の準備＞

現状４⽉末時点でも、約３割程度の⽅しか準備が完了していない
状況。

＜今後の取り組み＞

軽減税率の実施まであとわずかであり、レジの導⼊・改修など対応
を加速化させる必要がある。
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4⽉17⽇、全国４７地⽅紙での広告


