
中⼩企業等における⾃家発電設備の導⼊⽀援制度
及び「事業継続⼒強化計画」認定制度

2020年３⽉24⽇時点
経済産業省北海道経済産業局

中⼩企業課



中⼩企業等における
⾃家発電設備の導⼊⽀援制度について

「災害時に備えた社会的重要インフラへの
⾃衛的な燃料備蓄の推進事業費補助⾦」
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災害時に備えた社会的重要インフラへの⾃衛的な燃料備蓄の
推進事業費補助⾦ 令和元年度補正予算案額 39.0億円

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ

事業⽬的・概要
災害・停電時において、多数の避難者が発⽣する避難所や、⽣活必
需品等を扱う事業所等の社会的重要インフラの機能を維持するために
は、⾃家発電設備及びその稼働を確保するための燃料を「⾃衛的備
蓄」として確保することが必要です。

 このため、こうした社会的重要インフラにおける、⾃家発電設備及び燃
料タンクの導⼊を⽀援をします。

成果⽬標
多数の避難者が発⽣する避難所や、⽣活必需品等を扱う事業所等の
社会的重要インフラの災害対応⼒の強化を⽬指します。

国

補助

⺠間団体等

補助
(中⼩2/3、
その他1/2)

⺠間企業等

分散型エネルギーであるLPガス・⽯油製品を利⽤した、LPガスタ
ンク、⽯油タンク、⾃家発電設備等の設置を⽀援します。

資源エネルギー庁 資源・燃料部
⽯油流通課 03-3501-1320

中⼩企業庁 事業環境部
経営安定対策室 03-3501-0459

需要家側への⾃家発電設備導⼊・燃料備蓄の推進

社会的重要インフラ

⽯油タンク ⾃家発電設備LPガスタンク

商業施設 公共施設

多数の避難者、避難困難者が発⽣する施設

⽣活必需品等を扱う事業所

事業所等
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災害時に備えた社会的重要インフラへの⾃衛的な燃料備蓄の推進事業費補助⾦
（中⼩企業・⼩規模事業者⾃家⽤発電設備等利⽤促進対策事業）の概要について

事業の⽬的
○⼤規模災害時等に系統電⼒等の供給が途絶した際に、⽣活必需品等を扱う中⼩企業者等の事業が継続
できる体制を確保するため、⽯油製品等を⽤いる⾃家発電設備等の設置に要する経費の⼀部を補助すること
により、災害時にも機能を維持することが必要な中⼩企業者等の事業⽤施設等におけるエネルギー供給源の
確保を図ることを⽬的とする。

事業の概要
項 ⽬ 概 要

①補助対象者 ・⽣活必需品等を扱う事業所等を含む中⼩企業者・⼩規模事業者
（⾃治体との間で防災協定等を締結していること、⼜は導⼊した⾃家発電設備等のデータを電気事業連合会の求め
に応じて提供することについて約束すること等が要件）

②対象経費 ・⾃家発電設備等（※）の導⼊に要する経費
（※）「⾃家発電設備等」とは、⾃家発電機（燃料電池を含む）、燃焼機器、給湯機器、ガス空調機及び当該
設備に接続する⽯油製品を貯蔵する容器等。⽯油製品とは、ガソリン、灯油、軽油、⽯油ガス。都市ガス等。

③補助率 ・２／３以内

④補助限度額 ・５,０００万円

⑤公募期間 ・５⽉上旬から公募開始（予定）

⑥応募先 ・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所

⑦問い合わせ先 ・連絡先が決定するまでは、 「北海道経済産業局産業部中⼩企業課」
TEL︓０１１－７０９－２３１１（内線︓２５７５） 3

＜過去の加点要素＞
・災害救助法に規定する⽣活必需品、⼜は飲⾷料品
の供給に資する事業を⾏う者。
・事業継続⼒強化計画（連携含む）の申請書を提出
している者。 等



「事業継続⼒強化計画」認定制度について

①中⼩企業強靭化法について
②「事業継続⼒強化計画」認定制度の概要
③計画認定事業者への⽀援策
④計画作成のためのポイント
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（１）国による基本⽅針の策定
① 中⼩企業が⾏う事前対策の内容
② 中⼩企業を取り巻く関係者※に期待される協⼒
（※）サプライチェーンの親事業者（⼤企業）、⾦融機関、保険会社、

地⽅公共団体、商⼯会・商⼯会議所、中⼩企業団体中央会

（２）経産⼤⾂による防災・減災対策に関する計画の認定、⽀援措置
① 中⼩企業が単独で⾏う「事業継続⼒強化計画」
② 複数の中⼩企業が連携して⾏う「連携事業継続⼒強化計画」

（３）関係者による協⼒（助⾔、研修、情報の提供その他）

● 商⼯会・商⼯会議所の業務として、普及啓発や発災時の対応を明確化（「事業継続⼒強化⽀援
計画」の策定） ※⽀援計画は都道府県が認定。

中⼩企業強靱化法に基づく⽀援（令和元年7⽉16⽇施⾏）

【計画認定スキーム】

中⼩企業
事業継続⼒強化計画

連携事業継続⼒強化計画

申請

信⽤保証枠の追加
低利融資
防災・減災設備への
税制優遇
補助⾦の優先採択 等

経済産業⼤⾂／基本⽅針

普及啓発
指導助⾔
リスクに応じた

保険料の設定 等

協⼒

指針の提⽰

経済産業⼤⾂ 関係者

⽀援

● 各地で⾃然災害が頻発する中、事前の備えの有無が企業経営を左右する。
● 低利融資や税制優遇など様々な⾓度から、中⼩企業の事業継続⼒強化を⽀援。

２．商⼯会・商⼯会議所による⽀援体制の強化（⼩規模事業者⽀援法の改正）

１．中⼩企業の防災・減災対策の強化（中⼩企業等経営強化法の改正）
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「事業継続⼒強化計画」認定制度の概要
● 中⼩企業が⾏う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業⼤⾂が認定。
● 認定を受けた中⼩企業は、税制優遇や補助⾦の加点などの⽀援策を活⽤可能。

【計画認定のスキーム】
中⼩企業・⼩規模事業者

①計画を
策定し
申請

経済産業⼤⾂
（地⽅経済産業局）

●防災・減災に取り組む中⼩企業・⼩規模事業者の皆様。

事業継続⼒強化計画の記載項⽬

認定対象事業者

②認定

連携して計画を実施する場合︓
⼤企業や経済団体等の連携者

●事業継続⼒強化に取り組む⽬的
●ハザードマップ等を活⽤した、⾃然災害リスクと事業活動への影響の想定
●発災時の初動対応⼿順（安否確認、被害の確認・発信⼿順等）
●ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための事前対策・取組
●推進体制（経営層のコミットメント）と、訓練、教育等の実施

認定を受けた企業に対する⽀援策
●低利融資、信⽤保証枠の拡⼤等の⾦融⽀援
●防災・減災設備に対する税制措置
●補助⾦の優先措置（ものづくり補助⾦等）
●連携をいただける企業や地⽅⾃治体等からの⽀援措置

●中⼩企業庁ＨＰでの公表
●認定企業に活⽤いただけるロゴマークの付与
（会社案内や名刺で認定のＰＲが可能）
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⽀援策① ⾦融⽀援（⽇本政策⾦融公庫による低利融資）

 事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者が⾏う、設備投資に必要な資⾦について
⽇本政策⾦融公庫による低利融資を受けることが可能（運転資⾦は対象外）。

貸付⾦利

貸付限度額

貸付期間

設備資⾦について、基準利率から0.9％引下げ（運転資⾦については基準利率）
（※1）信⽤リスク・貸付期間などに応じて所定の利率が適⽤されます。

中⼩企業事業︓7億2,000万円（うち運転資⾦2億5,000万円）（※2）
国⺠⽣活事業︓ 7,200万円（うち運転資⾦ 4,800万円）
（※2）設備資⾦において、0.9％の引下げが適⽤となるのは、貸付限度額のうち2億7千万円までです。

設備資⾦20年以内、⻑期運転資⾦7年以内（据置期間2年以内）

（※1）

※事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者が必ずしも低利融資を受けられるというものでは
ありません。別途、⽇本政策⾦融公庫内での審査をうけることが必要となります。

⽇本政策⾦融公庫の低利融資を受けるためには、事業継続⼒強化計画の申請様式の
「３（２）連携事業継続⼒強化に資する対策及び取組 B事業継続⼒強化に資する設備、機
器及び装置の導⼊」に、低利融資を受ける予定の設備について、その設備の必要性、⽇本政策
⾦融公庫の低利融資を利⽤する旨を明記する必要がある。
また、「５事業継続⼒強化を実施するために必要な資⾦の額及びその調達⽅法」について、必要
事項を記載する必要がある。
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⽀援策② ⾦融⽀援（信⽤保証枠の拡⼤）
 事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者は、計画の実⾏にあたり、⺠間⾦融機関
から融資をうける際、信⽤保証協会による信⽤保証のうち、普通保険等とは別枠での
追加保証や保証枠の拡⼤が受けることが可能。

保証限度額

※事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者が必ずしも保証枠の拡⼤を受けられるというもので
はありません。別途、信⽤保証協会内での審査をうけることが必要となります。

信⽤保証協会の⾦融⽀援を受けるためには、事業継続⼒強化計画の申請様式の
「３（２）事業継続⼒強化に資する対策及び取組 B事業継続⼒強化に資する設備、機器及び
装置の導⼊」に、⾦融⽀援を受ける予定の設備について、その設備の必要性、⾦融機関から融資を
うける旨を記載する必要がある。
また、「５事業継続⼒強化を実施するために必要な資⾦の額及びその調達⽅法」について、必要事
項を記載する必要がある。

通常枠 別枠
普通保険 2億円（組合4億円） 2億円（組合4億円）
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別⼩⼝保険 2,000万円 2,000万円
新事業開拓保険 2億円⇒3億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡⼤）
海外投資関係保険 2億円⇒4億円（組合４億円⇒６億円）（保証枠の拡⼤）
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⽀援策③ 中⼩企業防災・減災投資促進税制（平成31年度税制改正で創設）

 「中⼩企業・⼩規模事業者強靱化パッケージ」の⼀環として、防災・減災関連の設備
投資を加速化するため、中⼩企業防災・減災投資促進税制を創設。

【想定される投資事例】
• 豪⾬時の浸⽔等に備え、⽌⽔板、排⽔ポンプなどの設備を準備
• 災害時もサーバーが最低限稼働できるよう、制震ラック、⾮常⽤発電機を導⼊

【税制の概要】
○対象者︓経産⼤⾂による防災・減災対策に関する計画の認定を受けた中⼩企業者等

（中⼩企業等による、法律に基づく防災・減災に対する計画認定を想定。）

○⽀援措置︓特別償却20%

○対象設備︓
－機械装置（100万円以上）︓⾃家発電機、排⽔ポンプ 等
－器具備品（30万円以上） ︓制震・免震ラック、衛星電話、データパックアップシステム 等
－建物附属設備（60万円以上）︓⽌⽔板、防⽕シャッター、排煙設備 等

※税制優遇を使⽤するためには、申請書様式の項⽬、
「３(２)B」、「３(３)」、「5」に設備を導⼊する⽬的等を
記載することが必要です。
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（参考）税制優遇（特別償却20％)活⽤のイメージ

＜例︓1,200万円の機械装置（⾃家発電設備）を購⼊した場合＞

 認定を受けた事業継続⼒強化計画に基づき、⼀定の設備を新規取得した場合、以下
のイメージで税制優遇を活⽤できます。⽌⽔板や、排⽔ポンプ等幅広い設備に利⽤でき
る税制ですので、是⾮ご活⽤ください。

●業 種︓製造業
●資本⾦︓３,000万円
●従業員数︓150⼈

取得価額1,200万円の⾃家発電設備（機械装置）を購
⼊した場合

事業継続⼒強化計画の認定を取得し、特別償却20％を利⽤する場合（導⼊初年度）

・特別償却（20％）を使⽤すると、
1,200万円 × 20％（特別償却）×23.2％（法⼈税率）＝55.7万円

・導⼊した年度に、約56万円の課税の繰り延べ効果が得られる。
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⽀援策④ その他（補助⾦の加点、ロゴマークの使⽤等）

 事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者は、経済産業省が執⾏する⼀部の補助
⾦や、「事業継続⼒強化計画認定ロゴマーク」の使⽤ができます。

○補助⾦の加点
認定を受けた事業者は経済産業省が執⾏する⼀部の補助⾦で、優先採択が受けられる。
平成３０年度補正予算では、ものづくり補助⾦⼆次公募、また⾃家発電設備を導⼊する際の
経費の⼀部を補助する事業⼆次公募について加点となっている。

○「事業継続⼒強化計画認定ロゴマーク」の使⽤
連携事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者は、事業継続⼒強化計画認定
ロゴマークを使⽤できる。また、認定企業の他、事業継続⼒強化計画の周知を⾏う
保険会社や⽀援機関等についてもロゴマークを使⽤することが可能。
リクルートパンフレットや、名刺等に掲載し、ＰＲが可能。
詳細は以下、事業継続⼒強化計画ロゴマーク使⽤規約を参照。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/nintei_logo_kiyaku.pdf

○事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者名を中企庁のＨＰで公表
事業継続⼒強化計画または連携事業継続⼒強化計画の認定を受けた事業者は、中⼩企業庁
のＨＰにて事業所名、都道府県、ＨＰのＵＲＬを掲載します︕
（⾮公表を希望の事業者については掲載いたしません。）
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事業継続⼒強化計画

１ 名称等（基本情報）
……………………
……………………

２ 事業継続⼒強化の⽬標
……………………
……………………

３ 事業継続⼒強化の内容
……………………
……………………

４ 実施時期
……………………
……………………

５ 事業継続⼒強化を実施するために
必要な資⾦の額及びその調達⽅法
……………………
……………………

６ その他
……………………
……………………

⾃社についての基本情報等を記載します

⾃社の事業活動と担う役割を記載します
事業継続⼒強化の⽬的を明確にした上で、⾃社の事業に影響
を与える⾃然災害を特定し、当該災害が事業活動に与える影
響を想定します（ハザードマップ等で確認）
事業活動に与える影響は、「⼈」、「モノ」、「⾦」、「情報」の４つ
の観点で考えます

上記２の検討結果を踏まえて、具体的な事業継続⼒強化の内
容（事前対策、取組）を記載します
初動対応や、事業継続のための事前対策、実効性確保のため
の取組（訓練、教育等）を具体的に記載します

今回作成する事業継続⼒強化計画を実施するために必要な資
⾦の額及びその調達⽅法を記載します

＜申請書様式（別紙）のイメージ＞

関係法令への遵守について確認します
その他事業継続⼒強化について、すでに取り組んでいるものがあ
れば記載します

今回作成する事業継続⼒強化計画の実施時期を記載します

（出典）平成30年度中⼩企業等強靱化対策事業テキスト（中⼩企業庁・トーマツ）

「事業継続⼒強化計画」の記載項⽬について

12

ポイント①〜③

ポイント③〜④

ポイント④



 ⾃社の業種等に加え、⾃らの事業活動が担う役割について検討して記載します。
（例）◆サプライチェーン上で重要な部品を降ろしている。

◆地域の経済・雇⽤を⽀えている。 等
※役割の記載がない場合、計画書の不備として認定の対象とならないので注意︕

 何を⽬的に事業継続⼒の強化を図るのかを検討して記載します。
（例）◆災害発⽣時において、⼈命を最優先し、社員とその家族の安全と⽣活を守る。

◆供給責任を果たし、顧客からの信⽤を守る。 等

「事業継続⼒強化計画」の作成ポイント①（⾃社の役割）
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⾃社の事業活動に甚⼤な影響を与える可能性が
⾼い災害などについて情報収集し、想定します。
そして、災害などが発⽣した場合、⾃社が受ける

影響のイメージを持つことが重要です。
（例）◆⽔災時に20〜50㎝の浸⽔が予想される

地域（○○市ハザードマップ確認）。
◆今後30年以内に震度6弱以上の地震が
発⽣する確率が20％（J-SHIS参照）。

「事業継続⼒強化計画」の作成ポイント②（災害の想定と⾃社への影響）

（出典）札幌市ホームページ

事業拠点について
ハザードマップで
確認してみましょう。



 想定する災害が、⾃社にとってどのような影響を及ぼすのかを４つの経営資源（ヒト、モノ、
カネ、情報）から検討し、記載します。また、その他として、インフラによる影響、⾵評被害に
おける影響、取引先の被災による影響などを考えるのも重要です。

 検討した４つの項⽬について、事前対策の取組案を検討し、申請書の項⽬「３．事業継
続⼒強化計画の内容」欄に、現在の取組状況と今後の計画を記載します。

「事業継続⼒強化計画」の作成ポイント③（事業活動に与える影響と対策）
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ヒト（⼈員）
連絡網等を準備していな
かったため、 ⼀部従業員
の所在が掴めず、⼈⼿の
確保ができない︕

モノ（建物・設備・在庫等）
⼤⾬で浸⽔し、 倉庫にあっ
た在庫が全て販売不可に
なってしまった︕

カネ（資⾦繰り）
保険に⼊っていなかった
ため、 設備の復旧に必
要な資⾦の⽬途が⽴た
ない︕

情報（顧客データ等）
データのバックアップを保存
しておらず、重要なデータ
を全て喪失してしまった︕

想
定
さ
れ
る
影
響

事
前
対
策
の
取
組
案※

・緊急連絡網を整備する。
・社員の多能⼯化を進め
つつ、⾃社⼯場との間で⼈
員融通のための体制を整
備する。

・⽔害に備え、倉庫⼊⼝に
⽌⽔板を設置する。
・敷地外周の排⽔溝の径
を拡⼤する。

・現在加⼊している⽕災
保険に⽔災補償特約を
加え、保険の対象範囲
を拡⼤する。

・顧客名簿や帳簿等の重
要なデータをクラウド上の
サーバーに保管する。

※経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報）について、必ずしも全て記載する必要はなく、重⼤な影響を与える
可能性が⾼い経営資源について記載してください。

災害発⽣ 初動対応︓従業員の安全確保（避難、安否確認）、被害状況の把握 等



（事業継続⼒強化設備の導⼊）
 税制優遇を活⽤したい場合、導⼊する設備について記載します。
 対象設備については、⽀援策③中⼩企業防災・減災投資促進税制を参照。
※税制優遇を活⽤しない場合は記載不要。
※「設備等の種類」欄については、事前に税理⼠等の判断を受けてから記載すること。

「事業継続⼒強化計画」の作成ポイント④（設備導⼊等）
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（平時の推進体制の整備、実効性の確保）
 以下の３点について、検討して必ず記載してください。
◆平時の取組推進について、経営層の指揮の下、実施する体制を整える。
◆年１回以上、訓練や教育を実施する体制を整える。
◆年１回以上、事業継続に向けた取組内容の⾒直しを計画する。

（事前対策に必要な資⾦の額と調達⽅法）
 設備導⼊や⾦融⽀援を受ける場合、必ず記載してください。
※税制優遇を活⽤して設備導⼊する場合や⽇本政策⾦融公庫の低利融資を使う場合
は、「３(2)事業継続⼒強化に資する対策及び取組-B」欄に記載されていること。



事業継続⼒強化計画の策定と実⾏で、強靭な企業経営を⽬指します

1.計画の策定
＝事業継続⼒強化計画の策定

2.計画を実⾏

事業継続のため、最低限必要な
ことを洗い出し︕ 強靱な企業体制を準備︕

✔初動対応の⼿順

✔事前対策の内容

✔推進体制
（上記の対応・対策の
実⾏・⾒直し・訓練）

事業の存続に影響せず︕

✔リスク認識・被害想定
初動対応

事前対策

初動対応⼿順の
社員への徹底

事前対策の実⾏

上記⼆つの維持・
改善

3.災害への対応

平時 有事

（出典）平成30年度中⼩企業等強靱化対策事業テキスト（中⼩企業庁・トーマツ） 16



⽬的の設定 受電設備等の⾼所配置

リスクファイナンスの取組

建設業

・従業員とその家族の安全を確保し、⼆
次被害を回避するとともに、従業員の雇
⽤を確保することを⽬的とする。
・この⽬的を掲げることにより、取引先等か
らの信⽤の向上にもつなげる。

従業員数︓
193名

⽣花店
従業員数︓
5名

・過去の⽔害を踏まえ、冷蔵庫⽤の電気
設備を⾼所に配置。
・豪⾬により店舗は浸⽔したが、電気設
備は被害を受けず、早期に営業再開で
きた。

⾷品加⼯業

・地震保険にあらかじめ加⼊。
・津波で⼤きな被害を受けたが、保険で
復旧費⽤を確保。
・安⼼して従業員が働ける環境が、新⼊
社員確保にもプラスに作⽤。

従業員数︓
197名

「事前対策」 の取組事例

協⼒体制の構築

プレス加⼯業

・遠隔地の同業者と代替⽣産体制を構築。
・⾃社被災時には、重要な⾦型を持ち込み、
提携先での⽣産を可能に。
・費⽤等の負担も⼤きくなく、実効性を確保。

従業員数︓
26名

実効性の確保

電気⼯事業

・従業員向け訓練を実施(年１回)。
・若⼿社員向け研修時(⽉１回)に、防災
教育を合わせて実施。
・地震発⽣時には、従業員の安否確認や
顧客被害状況の把握を滞りなく実施。

従業員数︓
24名

情報のバックアップ

機械製造業

・設計図⾯などについて、遠⽅のグループ
会社に常時バックアップ保管。
・遠隔地の同業者と代替⽣産協定を締
結。平時からも、双⽅の⽣産・技術協⼒
などを実施。

従業員数︓
12名
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事業継続⼒強化計画の提出・問い合わせ先について

●事業継続⼒強化計画の様式及び作成の⼿引き等は、下記HPで公表。
●事業継続⼒強化計画は、事業者の所在地を管轄する各地⽅経済産業局等で受付。

・中⼩企業庁 - 事業継続⼒強化計画HP︓
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

・北海道経済産業局 - 中⼩企業強靭化法（事業継続⼒強化計画）HP︓
https://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/kyoujinka.htm

＜申請書提出・問い合わせ先＞

経済産業省
北海道経済産業局 産業部 中⼩企業課 TEL : 

011-709-1783
〒060-0808
札幌市北区北8条⻄2丁⽬
札幌第1合同庁舎

※ 申請書の受付、認定⼿続きは随時⾏っています。
皆様からのお問い合わせ、ご相談をお待ちしております。

＜計画申請様式、作成の⼿引き等の⼊⼿先＞
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
https://www.hkd.meti.go.jp/information/chusho/kyoujinka.htm


本資料に関するお問い合わせ先

北海道経済産業局
産業部 中⼩企業課

TEL︓０１１－７０９－２３１１
（内線︓２５７５）


