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経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

1
中小企業・小規模事業者海外展
開戦略支援事業

海外市場に活路を見いだそ
うとする中小企業・小規模
事業者を支援するため、①
JETRO及び中小機構が連
携して行う、海外市場等に
関する情報提供、海外展
開事業計画の策定、国内
外の展示会出展等への支
援、②海外現地の官民支
援機関が連携する「中小企
業海外展開現地支援プラッ
トフォーム」による支援など、
進出前から進出後の課題
対応まで、一貫した支援を
実施する。

F/S調査、HPの外国語
化、物流体制の構築
補助上限160万円、補
助率2/3

事業再編による海外進
出先の移転の際の経営
診断や周辺国の情報
提供　補助上限200万
円、補助率2/3

平成28年2
月1日(月)
～平成28
年2月29日
(月)
9：30～17：
00(土日祝
日を除く)

http://www.chusho.meti.
go.jp/keiei/kokusai/201
6/160201kokusai.html

2
農商工連携等によるグローバルバ
リューチェーン構築事業

我が国の農林水産物・食品
の新たな市場開拓を促進す
るため、商工
業の技術・ノウハウ等を農業
に活用する農商工連携を通
じ、農業生産
（植物工場含む）、加工、流
通、販売まで一貫したバ
リューチェーンの
構築を支援する。

1/2補助、上限１億円 未定 未定

経済産業省
地域経済産業グ
ループ
地域経済産業政策
課
03-3501-1697

http://www.meti.go.jp/m
ain/yosan/yosan_fy2015
/hosei/pdf/151218_002.
pdf

3 海外ビジネス戦略推進支援事業

海外市場に活路を見いだそ
うとする中小企業・小規模
事業者の本格的な海外展
開に向けた戦略策定や販
路開拓につなげるため、ＦＳ
支援に加え、Ｗｅｂサイトの
外国語化等を支援する。

・補助率：2/3 上限
200万

・補助率：2/3上限 140
万円

平成28年1
月29日（金
曜）～平成
28年3月31
日（木曜）

中小機構近畿本部
販路開拓部 国際
化支援課
電話：06－6264－
8624

4 ＪＡＰＡＮブランド育成事業

複数の中小企業が連携し、
自らが持つ素材や技術等の
強　みを踏まえた海外展開
の戦略を策定し、当該戦略
に基づいて行う商品の開発
や海外展示会への出展等
のプロジェクトを支援すること
により、中小企業の海外販
路開拓の実現を図る。

戦略策定　上限200万
円、定額

ブランド確立段階　上限
2000万円、2/3

平成28年2
月1日(月)
～平成28
年2月29日
(月)

近畿経済産業局
産業部
産業課
 産業振興室

5
中小企業海外展開現地支援プラッ
トフォーム事業

中小企業のビジネス展開へ
の関心が高い新興国・地域
を中心に、現地の官民支援
機関と連携し、「中小企業
海外展開現地支援プラット
フォーム」を設置する。 （１３
か国２０か所。今後も新設
予定。）

ジェトロ・ビジネス展
開支援課
Tel：03-3582-5017

6 対内直接投資の促進

日本の各地域と海外との間
でインバウンドとアウトバウン
ドの双方向の好循環を生み
出すため、ＪＥＴＲＯのネット
ワークを活用し、関係機関と
連携しつつ、対内直接投資
の促進、農林水産物・食品
の輸出促進、中堅・中小企
業等の海外展開等について
総合的な支援を実施する。

経済産業省通商政
策局通商政策課
電話：03-3501-

1827

http://www.meti.go.
jp/main/yosan/yos
an_fy2016/pr/i/i_ts
usei_01.pdf

7
地域を支える中小・中堅企業、事
業協同組合に対する貸付制度

地域の中核となる中小・中
堅企業、事業協同組合に
対し、商工中金が、新市場
開拓・新事業展開、地域資
源活用、研究開発、経営
改善・連携・再編等へ取り
組む際に必要となる長期性
資金（長期・一括返済・成
功利払い）を供給する。

地域中核企業等による
リスクの高いイノベーショ
ン(新事業展開等）や前
向きな経営改善の取組
を支援するため「地域中
核企業支援貸付制度」
を創設。
・民間金融機関との協
調融資型
・長期(１０年）一括償
還
・貸付限度額５億円

商工中金大津支店
077-527-3132
商工中金彦根支店
0749-24-383

【商工中金ＨＰ】
http://www.shokochukin
.co.jp/corporation/raise
/kind/government/index
.html

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2016/160201kokusai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2016/160201kokusai.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2016/160201kokusai.html
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2015/hosei/pdf/151218_002.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2015/hosei/pdf/151218_002.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2015/hosei/pdf/151218_002.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2015/hosei/pdf/151218_002.pdf
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8
地域資源を活用する事業協同組
合、企業連携体に対する貸付制度

地域資源を活用する事業
協同組合、企業連携体に
対し、商工中金が、新市場
開拓・新事業展開、地域資
源活用、連携・再編等へ取
り組む際に必要となる長期
性資金（長期・
一括返済・成功利払い）を
供給する。

商工中金大津支店
077-527-3132
商工中金彦根支店
0749-24-383

9
グローバル・ベンチャー・エコシステム
連携強化事業

新事業創造の担い手である
起業家・ベンチャー企業や
大企業、支援人材（VC等）
等からなる「ベンチャー創造
協議会」の活動を通じて、
事業連携の促進やネット
ワーク形成等を図る。
また、「シリコンバレーと日本
の架け橋プロジェクト」とし
て、起業家や中堅中小企
業等のシリコンバレーへの派
遣や日米交流イベントの開
催等によって、事業目線の
引上げを図る。

委託により実施 未定 未定
経済産業政策局新
規産業室
03-3501-1569

http://www.meti.go.jp/m
ain/yosan/yosan_fy2016
/pr/i/i_sansei_01.pdf

10 地域創業促進支援事業

地域活性化に向け、地域
経済の新陳代謝を図るた
め、①新たに起業を目指す
創業者や、第二創業者を
支援する。
また、②産業競争力強化
法における特定創業支援
事業を行う創業支援事業
者が行う創業支援の取組
等を支援するとともに、③全
国で創業スクールを開催す
る。

①創業・第二創業補助
金
・上限200万円、補助
率2/3（第二創業で廃
業コストを含む場合は
上限1000万円）

②創業支援事業者補
助金
・上限1000万円、補助
率2/3

未定

国に確認し
たところ、２
月中旬を目
処に、募集
の告知を実
施予定

中小企業庁創業・
新事業促進課
03-3501-1767
財務課
03-3501-5803

http://www.meti.go.jp/m
ain/yosan/yosan_fy2016
/pr/i/i_chuki_11.pdf

11 「知財総合支援窓口」

技術の権利化／秘匿化か
ら権利活用まで知財の相談
をワンストップで行う体制の
整備・強化や有望知財の
海外での売込み等による海
外展開支援を拡充する。

特許庁総務部普及
支援課
03-3501-5878

12 健康寿命延伸産業創出推進事業

国民の健康増進、医療費
の適正化、新産業の創出を
実現するため、民間事業者
等による、地域における公的
保険外健康サービスのビジ
ネスモデル創出や、企業価
値向上を目的とした健康投
資促進等の実証事業を支
援する。

委託事業 未定 未定

商務情報政策局 ヘ
ルスケア産業課
03-3501-1790

近畿経済産業局
地域経済部　バイ
オ・医療機器技術振
興課
06-6966-6163

http://www.meti.go.
jp/main/yosan/yos
an_fy2016/pr/i/i_sh
ojo_08.pdf

13 医工連携事業化推進事業

ものづくり技術を有する中小
企業、医療機関及び製造
販売業者等が連携し、医
療現場のニーズに応える医
療機器の開発・実用化を支
援する。
その際、文部科学省や厚生
労働省及び関係機関等の
連携による医療機器開発
支援ネットワークを通じて、
開発初期段階から事業化
に至るまでソフト面で切れ目
ない支援を実施し、異業種
からの新規参入や早期事
業化を促進する。

委託事業 未定
平成28年2
月上旬～3
月下旬

商務情報政策局
医療・福祉機器産
業室
03-3501-1562

http://www.amed.g
o.jp/koubo/020120
160114.html

http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/i/i_sansei_01.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/i/i_sansei_01.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/i/i_sansei_01.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/i/i_chuki_11.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/i/i_chuki_11.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/i/i_chuki_11.pdf
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14 ふるさと名物応援事業

中小企業・小規模事業者
が地域資源活用や農林漁
業者との連携によって行う商
品・サービスの開発や販路
開拓を行う取組を支援す
る。
一般社団法人等による「地
域資源活用支援事業」を
支援する。
地域の関係者を巻き込み、
特色を活かした産品をブラン
ド化し、売り出す「ふるさとプ
ロデューサー」人材を育成す
る。
地域産品の強みを活かし、
ブランドコンセプトの確立に
向けた戦略の策定や海外
販路開拓に向けた海外展
示会出展等のプロジェクトを
支援する。

定額、2/3
近畿経済産業局
産業部産業振興室
06-6966-6054

http://www.kansai.
meti.go.jp/3-
3shinki/chiikishigen
/Ahojyokin/150130
_hojyokin_h26.html

http://www.kansai.
meti.go.jp/3-
3shinki/chiikishigen
/Ahojyokin/150130
_hojyokin_h27.html

15 伝統的工芸品産業支援事業

各産地における伝統的工
芸品の原材料確保対策事
業、若手後継者の創出育
成事業のほか、観光など異
分野との連携や他産地との
連携事業、国内外の大消
費地等での需要開拓事業
などに対して支援する。

2/3、1/2補助
補助上限：2,000万円

-

平成28年1
月12日(火)
～平成28
年2月19日
(金)
(経済産業
局に17時必
着)

近畿経済産業局
製造産業課　06-
6966-6022

http://www.meti.go.jp/in
formation/publicoffer/k
obo/k160112001.html

16 小規模事業対策推進事業

商工会・商工会議所等の
支援体制の確保や、地域
資源を活用した地域経済
活性化等の取組を支援す
る。また、改正小規模事業
者支援法に基づき商工会・
商工会議所が認定を受け
た「経営発達支援計画」に
基づき実施する事業計画の
策定・実施支援などの伴走
型の小規模事業者支援を
推進する。

①「経営発達支援計
画」の策定費用に対す
る補助

②商工会等が小規模
事業者と連携して行う
特産品開発等に対する
補助
(1)調査研究事業　補
助上限額500万(定額)
(2)本体事業
1年目:補助上限800万
円、(2/3補助)
2年目:補助上限600万
円、(1/2補助)

③商工会・商工会議所
等を指導するために人
件費や研修会開催費
等

- 未定
中小企業庁　小規
模企業振興課
℡　03-3501-2036

【中企庁】
http://www.meti.go.
jp/main/yosan/yos
an_fy2016/index.ht
ml

17
小規模事業者統合データベース整
備事業

小規模事業者統合データ
ベース基盤と収録した企業
概要情報を用いて、小規模
事業者に対して経営支援、
セミナー・イベント、販路開
拓などの施策情報を効果的
に提供する。

中小企業基盤整備機
構がシステムを整備・運
営する。

- -
中小企業庁　小規
模企業振興課
℡　03-3501-2036

【中企庁】
http://www.meti.go.
jp/main/yosan/yos
an_fy2016/index.ht
ml

18
中小企業・小規模事業者人材対
策事業

③カイゼン指導者育成事
業・ものづくり中核⼈材育成
事業
カイゼン指導者の育成及び
現場派遣や、製造現場の
中核⼈材の外部講習受講
の⽀援により、⽣産性向上
や技能・技術の伝承を促進
する。

補助先については公募
予定
補助率・2/3

未定 未定

近畿経済産業局
地域経済部　産業
人材政策課
電話番号：06-
6966-6013
FAX番号：06-
6966-6077

http://www.meti.go.jp/m
ain/yosangaisan/fy2016
/pr/pdf/i14_chuki.pdf
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19
中小企業・小規模事業者ワンストッ
プ総合支援事業

中小企業・小規模事業者
の相談にワンストップで対応
する都道府県ごとの相談窓
口「よろず支援拠点」の機
能拡充・強化を図るため、
①サブコーディネーターの増
員・能力向上によるサービス
生産性向上、知的財産戦
略、IT等の経営課題に係る
相談機能の充実、②サテラ
イト拠点の設置等による利
便性の向上、③認定支援
機関等地域の支援機関と
の連携強化を進める。

よろず支援拠点各都道
府県に１ずつ。1カ所あた
り3～5千万円程度。
○ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＆ｱｼｽﾀ
ﾝﾄの人件費・旅費○会
議・ｾﾐﾅｰ開催費○事
務経費（ｱﾙﾊﾞｲﾄ代含）

専門家派遣3回まで無
料

未定
（例年通り
募集期間
内に実施予
定）

未定
（例年より少
し遅れて2月
中旬頃から
になる予定）

中小企業庁経営支
援課
TEL：03-3501-1763

近畿経済産業局中
小企業課
TEL：06-6966-6023

http://www.smrj.go.jp/y
orozu/index.html

20
中小企業信用補完制度関連補
助・出資事業

①信用保証協会が、金融
機関による中小企業・小規
模企業者向け融資に対して
保証を行い、債務不履行に
より発生した損失の一部を
補填。
②条件変更を繰り返す中
小企業・小規模事業者など
に対し、信用保証協会が地
域金融機関と連携して経営
支援を実施し、経営支援と
一体となった資金繰り支援
を行う。
③認定支援機関による経
営支援を前提に信用保証
料を減免することで、中小
企業・小規模企業者の経
営力の強化を図る。

①全国信用保証協会
連合会を通じ、信用保
証協会に損失補償
②経営支援費用の2/3
補助
③経営力強化保証の
実施

滋賀県信用保証協
会
077-511-1321・
1322

【滋賀県信用保証協会Ｈ
Ｐ】
http://www.cgc-
shiga.or.jp/

21 中小企業連携組織対策推進事業

中小企業・小規模事業者
の経営基盤強化を図るた
め、全国中小企業団体中
央会が行う、中小企業組合
等の設立や運営指導費等
を支援する。また、中小・小
規模事業者の取引力強化
のための連携支援及び外国
人技能実習生受入団体
（組合）への指導強化を支
援する。

①全国中央会に対する
運営費補助

②中小企業活路開拓
調査・実現化事業
・補助上限11,588千円
（6/10）

③外国人技能実習制
度適正化事業
・定額補助

- -
中小企業庁　経営
支援課
℡ 03-3501-1763

【中企庁】
http://www.meti.go.
jp/main/yosan/yos
an_fy2016/index.ht

ml

22 きめ細かな資金繰り支援

政策金融・信用保証制度
により、中小企業・小規模
事業者に対する資金供給
の円滑化を図る。

日本政策金融公庫
大津支店
077-524-1656
日本政策金融公庫
彦根支店
0749-24-0201
商工中金大津支店
077-527-3132
商工中金彦根支店
0749-24-3831
県信用保証協会
077-511-1310

23 危機対応円滑化業務支援事業

災害、金融不安等が起きた
際、国が「危機」を認定し、
指定金融機関（商工中金
等）が日本政策金融公庫か
ら信用供与（損失補填等）
を受けて、中小企業・小規
模事業者に必要な資金を
供給する。

商工中金大津支店
077-527-3132
商工中金彦根支店
0749-24-3831

【商工中金ＨＰ】

http://www.shokochukin
.co.jp/corporation/raise
/kind/government/

24 生産性向上に向けた資金繰り支援

生産性向上に向けた取り組
み係る資金繰りの支援
①地方での雇用確保、女
性の活躍推進、地方公共
団体施策との連携などを行
う者、保育、介護事業の生
産性向上を図る取り組みを
支援するための資金繰り支
援を行う。
②既往の保証つき融資を新
たな保証つき融資に借換
え、さらに真水を追加するこ
とを可能とする借換え保証を
推進。

①日本政策金融公
庫、商工中金による政
策金融（金利の引下
げ）
②信用保証協会による
信用保証（借換え保
証）

日本政策金融公庫
大津支店
077-524-1656
日本政策金融公庫
彦根支店
0749-24-0201
商工中金大津支店
077-527-3132
商工中金彦根支店
0749-24-3831
県信用保証協会
077-511-1310

http://www.smrj.go.jp/yorozu/index.html
http://www.smrj.go.jp/yorozu/index.html


5 

経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

25 中小企業再生支援協議会事業

①事業の収益性はあるもの
の財務上の問題を抱えてい
る中小企業・小規模事業
者に対して、窓口相談や金
融機関との調整を含めた再
生計画の策定支援を実
施。
②中小企業・小規模事業
者の事業引継ぎや事業承
継の促進・円滑化を図るた
めに、課題の解決に向けた
適切な助言、情報提供及
びマッチング支援等をワンス
トップで行う。また、創業希
望者と後継者不在事業主
とのマッチングも行う。

大津商工会議所
077-511-1501

【中小企業基盤整備機
構ＨＰ】
http://www.smrj.go.jp/k
eiei/saiseishien/index.ht
ml
http://www.smrj.go.jp/k
eiei/jigyoshokei/070499.
html

26 小規模事業者支援パッケージ事業

商工会・商工会議所と取り
組む販路開拓を支援し、複
数の事業者が連携した取組
も支援する他、雇用増加
や、買物弱者対策に取り組
む事業者を重点支援する。
（小規模事業者持続化補
助金）

また、アンテナショップの設置
などを通じた販路開拓の支
援や、商工会・商工会議所
が行う伴走型の小規模事
業者の支援を推進する。

①小規模事業者持続
化補助金
・補助上限　50万円、
100万円（海外展開、
雇用対策、買い物弱者
対策）、500万円(複数
の事業者が連携した共
同事業)
・補助率　2/3

②アンテナショップ・ECサ
イト整備事業
・詳細未定

③小規模事業者経営
力向上支援事業
・詳細未定

未定
スケジュール
未定

中小企業庁　小規
模企業振興課
℡ 03-3501-2036

【中企庁】
http://www.meti.go.jp/m
ain/yosan/yosan_fy2016
/index.html

27
地域・まちなか商業活性化支援事
業

コンパクトシティ化に取り組む
「まち（中心市街地）」、地
域コミュニティ機能・買物機
能を維持・強化する「商店
街」において、商業施設等
の整備や空き店舗への店舗
誘致など、地域商業の活性
化の取組に対する支援を行
う。あわせて、「まち・ひと・し
ごと創生基本方針」に基づ
く、ひとの流れと活気を生み
出す地方都市の拠点の活
性化を強力に後押しするた
めの包括的政策パッケージ
の策定・実施に貢献してい
く。

①調査事業2/3
上限額1,000万円、下
限額100万円

②先導的・実証的事業
1/2，証言岳1億円。た
だし経済産業大臣の認
定を受けた特定民間中
心市街地経済活力向
上事業計画に基づき実
施される事業またはまち
づくり会社が実施する事
業の場合2/3、2.5億
円。下限額1,000万円

③専門人材活用支援
事業1/2，1,000万円。
ただし地方公共団体か
らの費用負担がある事
業の場合、補助率は
2/3、上限額1,500万
円。下限額100万円

-

平成28年2
月8日（月）
～平成28
年2月29日
（月）
※所轄の経
済産業局に
締切日の17
時必着。

①中小企業庁商業
課
03-3501-1929
②商務流通保安グ
ループ中心市街地
活性化室
03-3501-3754

http://www.meti.go.jp/in
formation/publicoffer/k
obo/k160208006.html

28
商店街・まちなかインバウンド促進
事業（中心市街地活性化事業）

地域の商業機能やコミュニ
ティ機能を担う商店街・まち
なかにおいて、外国人観光
客による買物需要等を取り
込むために行う環境整備等
に対して一部を補助。

補助対象経費の2/3以
内
上限額：2億円、ただし
経済産業大臣の認定を
受けた特定民間中心
市街地経済活力向上
事業計画に基づき実施
される事業の場合3億
円
下限額：1、000万円

ー

平成28年2
月3日（水）
～平成28
年2月24日
（水）
※所轄の経
済産業局に
締切日の17
時必着。

近畿経済産業局
産業部 流通・サービ
ス産業課　TEL 06-
6966-6025

http://www.meti.go.jp/in
formation/publicoffer/k
obo/k160203003.html

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160208006.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160208006.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160208006.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160203003.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160203003.html
http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160203003.html


6 

経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

29
中小企業等の省エネ・生産性革命
投資促進事業

高効率な省エネ設備への更
新により、中小企業等の事
業の生産性や省エネ性能を
向上させ、競争力の強化に
つなげるため、導入する設備
ごとの省エネ効果等で簡易
に申請が行える制度を創設
し、中小企業等の省エネ効
果が高い設備への更新を重
点的に支援する。

補助率　1/3
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課
03-3501-9726

30 住宅省エネリノベーション促進事業

住宅の省エネ化を図るリノ
ベーションを促進するため、
高性能な窓サッシ、断熱材
等を用いた断熱改修を支援
する。また、断熱改修と同時
に高性能な家庭用設備（給
湯設備等）を入れ替える場
合、家庭用設備の導入費
用を支援する。

補助率　定額、1/3

製造産業局　住宅
産業窯業建材課
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課
03-3501-9255（住
宅産業窯業建材
課）

31
エネルギー使用合理化等事業者支
援補助金

既設設備・システムの入れ
替えや製造プロセスの改善
等に向けた改修、エネルギー
マネジメントシステム（EMS）
の導入により、工場・事業場
単位での省エネ・電力ピーク
対策や事業者間の省エネ
対策を行う際に必要となる
費用を補助する。

補助率　1/2、1/3
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課
03-3501-9726

32
省エネルギー対策導入促進事業費
補助金

①【診断事業】中小・中堅
事業者等に対し、省エネ・
節電診断事業等を無料で
実施する。
②【省エネ相談地域プラット
フォーム事業】中小企業等
による省エネを推進するため
に、地域毎にきめ細かな省
エネ相談を実施する。
③【講師派遣事業】地方公
共団体等が参加費無料で
開催する省エネ等に関する
説明会やセミナー等に、省エ
ネ及び節電の専門家を無
料で派遣する。
④【省エネ情報提供等事
業】中小企業等の省エネ活
動を支援するために、具体
的な省エネ診断事例や省エ
ネ技術を様々な媒体と通じ
て情報発信する。

補助率　定額
資源エネルギー庁
省エネルギー対策課
03-3501-9726

33
エネルギー使用合理化特定設備等
導入促進事業費補助金

省エネ設備の導入や、目標
年度到達前の一部のトップ
ランナー製品の設置等を促
進するため、民間金融機関
等から融資を受ける事業者
に対し、利子補給を行う。

補助率　定額
（利子補給金1.0％以
内）

資源エネルギー庁
省エネルギー対策課
03-3501-9726

34
住宅・ビルの革新的省エネルギー技
術導入促進事業

①【ゼロ・エネルギー・ハウス
（ZEH）支援事業】高性能
建材や高性能設備機器、
蓄電池等の組合せによるＺ
ＥＨの導入を支援する。
②【ゼロ・エネルギー・ビル
（ZEB）実証事業】トップレベ
ルの省エネルギーを実現する
先進的な取組に対し、その
構成要素となる高性能建
材や高性能設備機器等の
導入を支援する。

補助率　定額、2/3

資源エネルギー庁
省エネルギー対策課
製造産業局　住宅
産業窯業建材課
03-3501-9726（省エ
ネルギー対策課）
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35 地域エネルギー供給拠点整備事業

石油製品の安定供給を確
保するため、①地下タンクの
大型化に伴う入換や②入
換に伴う自家発電機導入、
③経営基盤強化のために
複数事業者等が行うサービ
スステーション（SS）の統合、
集約、移転の際の地下タン
クの設置、④簡易計量機の
設置、⑤地下タンクからの危
険物漏えい防止対策、⑥
危険物の漏れの点検に係る
検知検査、⑦地下タンク等
の撤去を支援する。

補助率　10/10、3/4、
2/3、1/2、1/3、1/4

資源エネルギー庁
石油流通課
03-3501-1320

36 水素供給設備整備事業費補助金

燃料電池自動車（FCV）の
普及の促進および早期の自
立的な市場の確立を目指
すため、水素ステーションの
整備費用の一部を補助す
る。また、今後の水素ステー
ションの適切な整備・運営
方法を確立するため、水素
ステーションを活用したFCV
の新たな需要創出等に必
要な活動費用の一部を補
助する。

補助率　2/3、1/2

省エネルギー・新エネ
ルギー部　燃料電池
推進室
03-3501-7807

37
民生用燃料電池（エネァーム）導入
支援補助金

家庭等における省エネを促
進するため、エネファームの
普及拡大と早期の自立的
な市場の確立を目指し、導
入費用の一部を補助する。

補助率　定額

省エネルギー・新エネ
ルギー部　燃料電池
推進室
03-3501-7807

38
地産地消型再生可能エネルギー面
的利用等推進事業費補助金

地域の実情に応じ、再生可
能エネルギー等を利用した
先導的な地産地消型エネ
ルギーシステムの導入を支
援することにより、地域にお
ける分散型エネルギーの有
効活用を推進する。

補助率　定額、1/2、
2/3

省エネルギー・新エネ
ルギー部　制度審議
室　03-3580-2492

39
電気・熱エネルギー高度利用支援
事業費補助金

コージェネレーションのさらな
る普及拡大のため、市場競
争力のある高効率コージェ
ネレーション機器の導入に対
して支援する。

補助率　1/3、1/4

省エネルギー・新エネ
ルギー部　熱電併給
推進室　03-3501-
1586

40
再生可能エネルギー事業者支援事
業費補助金

地域における再生可能エネ
ルギー利用の拡大を加速す
るため、民間事業者が実施
する、木質バイオマスや地中
熱等を利用した熱利用設
備や、自家消費向けの木質
バイオマス発電・太陽光発
電等の発電システム、蓄電
池の導入に対して補助を行
う。

補助率　1/3、2/3
資源エネルギー庁
新エネルギー対策課
03-3501-4031

41
バイオマスエネルギーの地域自立シ
ステム化実証事業

バイオマスエネルギーの導入
促進と経済的に自立した事
業運営、およびそれに伴うバ
イオマス産業育成に貢献す
ることを目指し、NEDOで策
定する技術指針、導入要
件に基づき、地域自立シス
テムの事業性評価（FS）およ
び実証を支援する。

委託
補助率　2/3

資源エネルギー庁
新エネルギー対策課
03-3501-4031

42
省エネルギー型建設機械導入補助
金

建設機械から排出される
CO2を抑制するため、環境
性能に優れた省エネルギー
型建設機械の新車購入に
対して補助を行うことにより、
省エネルギー型建設機械の
市場活性化や一層の省エ
ネ性能等の向上を支援す
る。

補助率　1/1、2/3

経済産業省　製造
産業局　産業機械
課
03-3501-1691
国土交通省　総合
政策局　公共事業
企画調整課
03-5253-8271
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43
次世代物流システム構築事業費
補助金

地域のニーズに応じた共同
輸配送などの荷主と連携し
て行う物流効率化に向けた
取組を支援し、地方企業の
物流コスト及びリードタイム
の削減を図ることにより、物
流面から地方の創生を目指
す。

経済産業省商務情
報政策局商務流通
保安グループ物流企

画室
電話：03-3501-

0092

http://www.meti.go.
jp/main/yosan/yos
an_fy2016/pr/e/e_s
hoho_taka_01.pdf

44 地域女性活躍推進交付金

地域における女性の活躍を
迅速かつ重点的に推進する
ため、女性活躍推進法に基
づき、地方公共団体が行
う、地域の実情に応じた取
組を支援

①補助率：８／１０②交
付上限：都道府県１，６
００万円／政令指定都
市８００万円／上記以
外の市区町村４００万
円

申請書類提
出期限
2月15日
（月）17：00ま
で

滋賀県商工観光労
働部女性活躍推進
課
077-５２８－３７７１

45 プロフェッショナル人材事業

地域の企業が、その経営体
質強化を含め、新たな取組
に積極的にチャレンジする
「攻めの経営」に転じていき
やすくなるような環境を整
え、その戦略的取組の具体
化と、そのために必要となる
「プロフェッショナル人材」の地
方への還流を促進

①補助率：１０／１０②
交付上限：都道府県
５，０００万円～６，００
０万円

（関連イベン
ト）
シンポジウム
平成28年2
月23日(火)
13:30-16:45
東京
TOKYO FM
ホール

（参考）満員
https://www.h
rpro.co.jp/nom
ember_enquea
t_user_input.ph
p?enq_no=180

内閣府　地方創生
推進室
 〒100-8914東京
都千代田区永田町
1-6-1
電話番号　03-
5253-2111（大代
表）

http://www.pro-
jinzai.go.jp/

46
地域経済グローバル循環創造事業
（ジェトロ・中小機構）

「地域の元気創造プラット
フォーム」に新たにジェトロ
（日本貿易振興機構）及び
中小企業基盤整備機構を
接続させ、企業の地方への
誘致や地元産品の販路開
拓等の取組を推進する。

「地域の元気創造プラッ
トフォーム」における自治
体の企業誘致情報の
登録等

総務省地域力創造
グループ

経済産業省
通商政策局通商政
策課

https://www.kantei.
go.jp/jp/singi/sous
ei/meeting/tihouso
usei_setumeikai/h2
8-01-14-siryou17-
1.pdf

47
定住外国人の子供の就学促進事
業

不就学の外国人の子供に
対する教育支援事業を行う
自治体に対して、当該事業
を実施するために必要とする
経費の一部を補助

実施主体の取組に対し
て、総事業費の1/3を上
限として予算の範囲内
で補助

28.1.18
14:00～
15:00　文科
省３階 ３F３
特別会議
室

大臣官房国際課国
際協力企画室外国
人教育政策係

http://www.mext.go.jp/c
omponent/b_menu/othe
r/__icsFiles/afieldfile/20
16/01/08/1365888_8_1.
pdf

48 女性活躍加速化助成金

女性活躍推進法に基づく一
般事業主行動計画を策定
し、計画に沿った取組を実
施し、「取組目標」を達成し
た事業主及び「数値目標」
を達成した事業主に一定額
を支給する。

・支給額
【加速化Ａコース】
「取組目標」を達成した
場合
30万円（常時雇用労働
者300人以下の中小企
業事業主に限る。1事
業主1回限り）

【加速化Nコース】
「取組目標」を達成した
場合で、「数値目標」を
達成した場合
30万円（1事業主1回限
り）

滋賀労働局雇用均
等室
（H28年4月以降は、
滋賀労働局雇用環
境・均等部（室）に
名称が変わります。
※電話番号の変更
なし。）
077-523-1190

49 出生時両立支援助成金

男性労働者が育児休業を
取得しやすい職場風土作り
のための取組を行い、男性
労働者に育児休業を取得
させた事業主に一定額を支
給する。

・支給額
職場風土作りのための
取組を行い、１人目の
育児休業取得者が発
生した場合
大企業　　　30万円
中小企業　 60万円
２人目以降の育児休業
取得者が発生した場合
　　　　　　　 15万円
・１企業あたり１年度に
つき１人まで
・支給対象期間
　平成33年3月31日ま
で

滋賀労働局雇用均
等室
（H28年4月以降は、
滋賀労働局雇用環
境・均等部（室）に
名称が変わります。
※電話番号の変更
なし。）
077-523-1190

https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_user_input.php?enq_no=180
https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_user_input.php?enq_no=180
https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_user_input.php?enq_no=180
https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_user_input.php?enq_no=180
https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_user_input.php?enq_no=180
https://www.hrpro.co.jp/nomember_enqueat_user_input.php?enq_no=180
http://www.pro-jinzai.go.jp/
http://www.pro-jinzai.go.jp/
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/08/1365888_8_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/08/1365888_8_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/08/1365888_8_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/08/1365888_8_1.pdf
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2016/01/08/1365888_8_1.pdf
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経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

50
職業人生を通じた労働者のキャリア
形成支援

人材育成の課題を踏まえた
実践的な職業訓練の実施
を推進するため、座学と実
習を組み合わせた雇用型訓
練を行う事業主等への支援
を拡充するとともに、労働者
の自発的な職業能力開発
の機会を確保するため、教
育訓練休暇制度等の導入
を行う事業主への支援の拡
充等を実施する。

・「セルフ・キャリアドック」
推進のため、導入マニュ
アルの作成や
事業主に対する支援等
を新たに行う。
・キャリア形成における優
れた取組を行う企業に
対する表彰制度を拡
充。
・雇用型訓練を行う事
業主等への支援を拡充
・教育訓練休暇制度等
の導入を行う事
業主への支援拡充。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

51 希望するキャリアの実現支援

労働者の自発的・主体的
なキャリア選択を可能にする
環境整備を進めるため、年
齢にかかわりなく中高年人
材を活用する企業に対して
助成を行う。

・中高年人材を活用
する企業に対して助成。
・「試行在籍出向」の導
入に向け、産業雇用安
定センターにおいて「試
行在籍出向」プログラム
をモデル的に実施。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

「試行在籍
出向」関係は
決まり次第、
案内

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

公益財団法人産業
雇用安定センター滋
賀事務所
077-526-3991

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

http://www.sangyo
koyo.or.jp/

52 若者の適職選択の支援

「若者雇用促進法（案）」が
成立した場合には、法律に
基づく企業による青少年雇
用情報（職場情報）の積極
的な提供を促すため、若者
の採用・育成に積極的な企
業等に関するポータルサイト
において、新卒者等を募集
する企業が自ら職場情報を
登録できる機能を追加し、
企業が積極的に職場情報
を提供できる環境を整える
など、法律の円滑な施行に
取り組む。

－ －
厚生労働省職業安
定局

https://www.wakamono
-saiyou-
ikusei.go.jp/search/servi
ce/top.action

53
産業界で活用される実践的な職業
能力評価制度の構築等

社内検定の社会的な認識
を高め、普及・拡大を図るた
め、社内検定に取り組む企
業の開拓から構築支援まで
一貫した支援を行う。

・対人サービス分野を中
心とした技能検定の開
発の推進等のため業界
団体に対する技術的支
援及び助成措置。
・社内検定に取り
組む企業の開拓から構
築への支援。
・技能検定について、産
業界の人材ニーズに応
じた職種・作業の設定・
見直し、若年者が受検
しやすい環境整備。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

54
企業における正社員転換・雇用管
理改善の強化

「正社員転換・待遇改善実
現プラン（仮称）」に基づき、
非正規雇用労働者の実態
等の把握を行うとともに、ハ
ローワークによる正社員就職
の促進やキャリアアップ助成
金の拡充等による事業主支
援等を通じて、正社員を希
望する人の正社員化、非正
規雇用で働く人の待遇改善
等を進める。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

55
地域就労支援力の強化等による障
害者及び企業への職場定着支援
の拡充

雇用障害者数の急速な伸
展と職場定着支援に課題
の多い精神障害者の就職
件数の急増に対応するた
め、障害者就業・生活支援
センターの実施体制を拡充
する。また、障害者の職場
適応・定着等に取り組む事
業主に対して助成金による
支援を行う。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部職業対策課
077-526-8686

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

https://www.wakamono-saiyou-ikusei.go.jp/search/service/top.action
https://www.wakamono-saiyou-ikusei.go.jp/search/service/top.action
https://www.wakamono-saiyou-ikusei.go.jp/search/service/top.action
https://www.wakamono-saiyou-ikusei.go.jp/search/service/top.action
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経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

56 良質なテレワーク・在宅就業の推進

良質なテレワークの普及に
向け、テレワークモデル実証
事業の成果を踏まえた周
知、サテライトオフィスを活用
したテレワークの普及に向け
た支援、導入経費等に対す
る助成金の拡充等を実施
する。

職場意識改善助成金
（テレワークコース）

・在宅またはサテライトオ
フィスにおいて就業する
テレワークに取り組む中
小企業事業主に対し
て、その実施に要した費
用の一部を助成。

（対象経費）
○テレワーク用通信機
器の導入・運用
○労務管理担当者や
労働者に対する研修、
周知・啓発
○外部専門家（社会保
険労務士など）によるコ
ンサルティング
　　　　　　　　など
（助成金の仕組み）
取組の実施に要した経
費の一部を、目標達成
状況に応じて支給する。
1人最大6万円、1企業
最大150万円。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

国委託事業者

テレワーク相談セン
ター
0120-91-6479

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/roudou
kijun/jikan/syokubaisikit
elework.html

http://www.tw-
sodan.jp/

57
刑務所出所者等に対する就労支
援の拡充

再犯防止対策の観点からも
重要な刑務所出所者等の
就労支援については、ハロー
ワークの支援体制の整備や
刑務所出所者等を雇用す
る事業主への支援充実な
ど、「刑務所出所者等就労
支援事業」の拡充を行う。

○矯正施設入所者に
対し、公共職業安定所
職員による職業相談、
職業紹介、職業講話
等の実施。

○保護観察対象者等
に対し、公共職業安定
所において担当者制に
よる職業相談・職業紹
介を行う。
　また、セミナー・事業所
見学会、職場体験講
習、トライアル雇用、身
元保証等の支援メ
ニューを活用した支援を
実施する。

－

給付金関
係は随時受
付。H28年
度予算によ
る拡充部分
等は、決まり
次第案内さ
れる。

大津保護観察所
077-524-6683

http://www.moj.go.jp/ho
go1/soumu/hogo_k_otsu
_otsu.html

58 企業における高齢者の雇用の促進

ハローワーク等の紹介によ
り、65 歳以上の高年齢者
を継続して雇用する労働者
として雇い入れる事業主に
対する支援を行うとともに、
高年齢者の職域の拡大、
作業環境の改善、雇用管
理制度の構築等を行う事
業主に対する支援について
65 歳以上の雇用者数に着
目した拡充を図る。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

独立行政法人高
齢・障害・求職者雇
用支援機構
滋賀支部高齢・障
害者業務課
077-537-1214

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

59
雇用管理改善による「魅力ある職
場づくり」の推進

雇用管理改善につながる制
度の導入・実施を通じて従
業員の職場定着に取り組む
事業主を支援する職場定
着支援助成金の対象事業
主の拡大及び建設労働者
確保育成助成金の助成対
象メニューの拡充等を行うと
ともに、介護・建設・運輸分
野等の人材不足分野にお
ける人材確保のための雇用
管理改善促進事業の実施
等により「魅力ある職場づく
り」を推進する。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_otsu_otsu.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_otsu_otsu.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_otsu_otsu.html
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60
人材不足分野における「魅力ある
職場づくり」の推進と人材確保・育
成対策

　人材不足が懸念される分
野ごとの特性を踏まえ、各種
の雇用管理制度の有効性
やノウハウ等の把握、事業
主に対する雇用管理制度
の導入支援等を行う雇用
管理改善促進事業を実施
し、人材不足分野における
「魅力ある職場づくり」を推
進する。
　また、雇用管理改善につ
ながる制度を導入し適切に
実施する事業主を支援する
中小企業労働環境向上助
成金・建設労働者確保育
成助成金について、中小企
業以外への適用拡大や助
成対象メニューを拡充するな
ど、事業主の「魅力ある職
場づくり」を支援することによ
り、労働者の応募と職場定
着を促進し、人材不足の解
消を図る。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/koyou/
kyufukin/roudou_kobets
u.html

61
潜在有資格者の掘り起こし・マッチ
ング対策の強化

　福祉分野（介護・医療・保
育職種）の人材確保に向
け、関係機関との連携を強
化し、求人充足に向けた支
援を推進する。
　また、建設人材が不足し
ている地域の主要なハロー
ワークで「建設人材確保プロ
ジェクト」を実施する。
　「建設人材確保プロジェク
ト」では、①事業主に対する
求職者ニーズを踏まえた求
人条件等の設定に関する
相談・援助、②建設資格保
持者等に対する建設求人
の最新動向に関する情報
提供や面接会の開催等の
取組を積極的に実施し、広
域マッチングを含む求人充
足を促進する。

（保育園就
職面接会
（大津））
H28.2.17ほ
か

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

就職面接会
等については
HPにて随時
案内。

（給付金）
滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

（人材確保等）
各ハローワーク

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/koyou/
kyufukin/roudou_kobets
u.html

62 メンタルヘルス対策の推進等

ストレスチェック制度を含むメ
ンタルヘルス対策の周知徹
底、ストレスチェック等を実施
する小規模事業場に対する
支援の拡充等を図る。ま
た、事業場における産業保
健活動の支援や産業保健
スタッフの人材育成等の充
実、強化を図る。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

相談窓口は
運営中。

（給付金）
滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

（ストレスチェック等に
ついて）
滋賀労働局労働基
準部健康安全課
077-522-6650

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

http://www.shigasa
npo.jp/15mental/in
dex.html

63
女性のライフステージに対応した活
躍支援
（キャリア形成促進助成金）

キャリア形成促進助成金に
よって、育児休業中・復職
後・再就職後の能力アップ
のための訓練を実施する事
業主等への助成を行う。

－

給付金関
係は随時受
付。H28年
度予算によ
る拡充部分
等は、決まり
次第案内さ
れる。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/shokuba_kos
odate/ryouritsu01/index
.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

64 仕事と家庭の両立支援

中小企業における労働者の
円滑な育児・介護休業の
取得及び職場復帰などを
図るため、中小企業事業主
に対する助成金を拡充す
る。

○事業所内保育施設
設置・運営等支援助成
金

労働者のための保育施
設を事業所内（労働者
の通
勤経路又はその近接地
域を含む）に設置、運営
等を行う事業主・事業
主団体に、その費用の
一部を助成
する。

※28年度から事業主拠
出金を財源とした「企業
主導型保育事業」が開
始されることから、運営
費の支給期間を5年か
ら10年に延長。なお、
「企業主導型保育事
業」の新規受付期間中
（28～30年度を予定）
は、当助成金の新規受
付は停止となる。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局雇用均
等室
077-523-1190

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

65 仕事と家庭の両立支援

中小企業における労働者の
円滑な育児・介護休業の
取得及び職場復帰などを
図るため、中小企業事業主
に対する助成金を拡充す
る。

○出生時両立支援助
成金（仮称）

男性労働者が育児休
業を取得しやすい
職場風土作りに取り組
んでいる事業主及
び配偶者の出産後８週
間以内に開始する
育児休業を取得した男
性労働者が発生し
た事業主に助成する。

対象：過去3年以内に
男性の育休取得者がい
なかった企業

助成額：1人目の取得
者が出れば中小企業
（300人未満）は60万
円、大企業は30万円、
2人目以降は一律15万
円。1企業1年に1人ま
で。平成31年度までの
時限措置。

－

H28年度予
算による事
業のため、
決まり次第
案内され
る。

滋賀労働局雇用均
等室
077-523-1190

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

66 仕事と家庭の両立支援

中小企業における労働者の
円滑な育児・介護休業の
取得及び職場復帰などを
図るため、中小企業事業主
に対する助成金を拡充す
る。

○介護支援取組助成
金（仮称）

仕事と介護の両立支援
を推進するた
め、仕事と介護の両立
に関する取組を
行った事業主に助成す
る。

助成額：60万円
※１企業当たり１回のみ
助成

－

H28年度予
算による事
業のため、
決まり次第
案内され
る。

滋賀労働局雇用均
等室
077-523-1190

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html
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経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

67 仕事と家庭の両立支援

中小企業における労働者の
円滑な育児・介護休業の
取得及び職場復帰などを
図るため、中小企業事業主
に対する助成金を拡充す
る。

○中小企業両立支援
助成金（代替要員確保
コース）

育児休業取得者が、育
児休業終了後、原職
等に復帰する旨の取扱
いを就業規則等に規定
し、休業取得者の代替
要員を確保し、かつ、休
業取得者を原職等に復
帰させた中小企業事業
主に支給。

支給対象労働者１人
当たり 50万円 （H27：
30万円）
育児休業取得者が期
間雇用者の場合 10万
円加算
育児休業を取得した期
間雇用者が正社員また
は無期雇用として復職
した場合
上記に10万円加算（新
規）

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局雇用均
等室
077-523-1190

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

68 仕事と家庭の両立支援

中小企業における労働者の
円滑な育児・介護休業の
取得及び職場復帰などを
図るため、中小企業事業主
に対する助成金を拡充す
る。

○中小企業両立支援
助成金（育児・介護支
援プランコース（仮称）)

「育児・介護支援プラン
ナー」による支援のもと
「育休復帰支援
プラン」又は「介護支援
プラン」を策定及び導入
し、以下の場合に中小
企業事業主に支給す
る。（正規１回、非正規
１回の計２回）

①労働者が育児休業
を取得した場合30万円
②育児休業取得者が
復帰した場合30万円
③労働者が介護休業
を取得した場合30万円
（新規)
④介護休業取得者が
復帰した場合30万円
（新規)

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局雇用均
等室
077-523-1190

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

69 仕事と家庭の両立支援

中小企業における労働者の
円滑な育児・介護休業の
取得及び職場復帰などを
図るため、中小企業事業主
に対する助成金を拡充す
る。

○中小企業両立支援
助成金(期間雇用者継
続就業支援コース【経
過措置】)

期間雇用者と正社員が
同等の要件で利用でき
る育児休業制度、育児
短時間勤務制度を就
業規則等に規定し、期
間雇用者の育児休業
取得者を原職等に復帰
させ、６か月以上継続し
て雇用した中小企業事
業主に支給する。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局雇用均
等室
077-523-1190

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html
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経済対策関連事業一覧　（２７年度補正予算＋２８年度当初予算関連）

整理番
号

事業名 概要（ＰＲ資料）
その他概要（補助額、
割合等）

説明会 募集期間 問い合わせ先 参考ＨＰ／ＵＲＬ

70

「正社員転換・待遇改善実現プラ
ン」による正社員を希望する人の正
社員化、非正規雇用で働く人の待
遇改善の推進
（非正規労働者のキャリアアップ助
成事業、トライアル雇用奨励金事
業）

「勤務地・職務限定正社
員」制度を新たに導入する
企業等に対する助成、派遣
労働者の正社員転換や非
正規雇用労働者の賃金
テーブルの改善を促進するた
めキャリアアップ助成金の拡
充、学卒未就職者、フリー
ター、ニート等の正社員就
職の早期実現を図るための
トライアル雇用奨励金等に
よる支援を行う。

－

給付金関
係は随時受
付。H28年
度予算によ
る拡充部分
等は、決まり
次第案内さ
れる。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課
（キャリアアップ助成
金）
  077-526-8251
（トライアル雇用奨励
金）
  077-526-8686

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/shokuba_kos
odate/ryouritsu01/index
.html

71
新卒者等の就業意識の醸成・就
職支援の強化
（「若者応援企業宣言」事業）

若者の採用・育成に積極的
に取り組む企業を法律上認
定する仕組みを設け、重点
的なマッチングや助成措置
等を講ずる。

－

給付金関
係は随時受
付。H28年
度予算によ
る拡充部分
等は、決まり
次第案内さ
れる。

滋賀労働局職業安
定部職業安定課
077-526-8609

（雇用関係助成金につい
て）
http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/shokuba_kos
odate/ryouritsu01/index
.html
（ユースエール認定企業
HP）
https://www.wakamono
-saiyou-
ikusei.go.jp/search/servi
ce/top.action

72
将来を担う人材育成支援
（キャリア形成促進助成金）

若者への技能継承を行うた
めの訓練を行う事業主等に
対する助成の拡充や、もの
づくり分野において事業主が
地域の事業主団体等と連
携して行う訓練に対して助
成する。

－

給付金関
係は随時受
付。H28年
度予算によ
る拡充部分
等は、決まり
次第案内さ
れる。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/shokuba_kos
odate/ryouritsu01/index
.html

73
高齢者の活躍推進
（高年齢者雇用安定助成金）

企業における高年齢者の活
用を促進するため、高年齢
者の職域の拡大、雇用管
理制度の構築を行う事業
主を支援し、高年齢者がい
きいきと働き続けることができ
る職場の拡大を図る。

○高齢者雇用安定助
成金
・雇用環境の整備をす
る場合、最大1,000万
円が支給。要した費用
の３分の２（大企業は２
分の１）
※支給上限額が引上
げ。
・労働移動の受入をす
る場合
対象者１人につき７０万
円が支給（短時間労働
者の場合は４０万円）
※新たにハローワーク紹
介の方も対象とする。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

独立行政法人高
齢・障害・求職者雇
用支援機構
滋賀支部高齢・障
害者業務課
077-537-1214

http://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufu
kin/index.html

74
障害者等の就労促進と社会参加
支援の充実

障害特性に応じた就労支
援の推進、障害者就業・生
活支援センターの増設強化
等を図る。

・ハローワークにおける就
労支援体制の充実、難
病のある人を雇用し適
切な雇用管理を行った
事業主に対する支援
（63億円）
・障害者就業・生活支
援センターの増設強化
等（77億円）
・ハローワークによる就職
面接会等の中小企支
援（16億円）

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/shokuba_kos
odate/ryouritsu01/index
.html

75
労働市場全体としてのマッチング機
能の強化
（労働移動支援助成金）

事業規模の縮小等に伴い
離職を余儀なくされる労働
者のうち、再就職を希望す
る方や、解雇等により離職
が予定されている高年齢者
について、再就職を支援す
る事業主や、成熟産業から
人材を必要とする成長産業
へ、労働者のスキルアップや
スキルチェンジのための訓練
を実施した事業主に対し、
労働移動支援助成金を支
給することにより、円滑な労
働移動支援の促進を図る。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局職業安
定部
職業対策課（助成
金コーナー）
077-526-8251

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/kodomo/shokuba_kos
odate/ryouritsu01/index
.html
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76 高齢者の活躍推進

育児支援等の分野など現
役世代の支援となるような
分野を中心に、シルバー人
材センターの活動範囲を拡
充する。

117億円
（シルバー人材センター）

－
滋賀労働局職業安
定部職業対策課
077-526-8686

77
持続的な経済成長に向けた最低
賃金の引上げのための環境整備

最低賃金引上げの環境整
備を早期に行うため、業務
改善をして事業場内の最低
賃金を引き上げた中小企
業・小規模事業者に対し、
引上げ人数に応じて、業務
改善経費を助成する。

事業場内の時間給800
円未満の労働者の賃
金を引き上げた中小企
業・小規模事業者に対
して、労働能率の増進
に資する設備・機器の
導入等に係る経費の一
部を助成する。

－

給付金関係
は随時受
付。H28年度
予算による拡
充部分等
は、決まり次
第案内され
る。

滋賀労働局労働基
準部賃金室
077-522-6654

http://www.mhlw.go.jp/s
tf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/roudou
kijun/zigyonushi/shienji
gyou/index.html

78
「まち・ひと・しごと創生サポートプラ
ン」の推進

「実践型地域雇用創造事
業」（市町対象事業）の拡
充等を図る。

滋賀労働局職業安
定部職業対策課
077-526-8686

79 モーダルシフト等推進事業

温室効果ガスの排出策瀬
源による地球温暖化の防止
と低炭素型の物流体系の
構築を図るため、貨物自動
車による陸上輸送から鉄道
輸送または船舶を利用した
海上輸送へ転換すること等
により、CO2排出量の削減
を図る。

運行経費の補助（最大
１／２）

http://www.mlit.go.j
p/page/kanbo01_hy
_004490.html

80
訪日外国人旅行者受入環境整備
緊急対策事業

・「次の時代」に向けて、地
域のインバウンド受入環境
整備を支援する補助制度を
創設
 訪日外 国
目的地までの移動、観光地
での交流・体験、宿泊施設
での滞在まで、面的に受入
環境整備を支援
 あ
滞在・移動に関する不満・
要望をSNS等で調査して検
証

H27補正では主に宿泊
施設不足対策
H28当初では宿泊施設
不足対策、地方での消
費拡大、二次交通対
策
補助割合
１／２～１／３
（見込）

※ハード事業も可能
※地方ブロック別連絡
会で整理

※2/15に都
道府県等
観光主管
部長会議で
説明される
予定

-

観光庁
観光産業課
参事官（外客受入
担当）
代表電話 03-
5253-8111（国土交
通省代表）

http://www.mlit.go.jp/ka
nkocho/siryou/yosan/y
oubou.html

81
地域資源を活用した観光地魅力
創造事業

地域の観光資源を世界に
通用するレベルまで磨き上
げるため、それを活かした地
域観光づくりと観光振興の
施策を一体的に支援する。

・計画策定に係る費用
・マーケティング費用
・着地型旅行商品等の
滞在コンテンツの企画・
作成費用
・二次交通の整備に係
る実証実験等の実施
費用
・受入環境整備、おもて
なしの向上に係る費用
等へ国がパッケージ支援

※2/15に都
道府県等
観光主管
部長会議で
説明される
予定

-

観光庁
参事官（外客受入
担当）
観光地域振興課
観光資源課
03-5253-8327

http://www.mlit.go.jp/ka
nkocho/siryou/yosan/y
oubou.html

82 観光地域ブランド確立支援事業

｢観光圏の整備による観光
旅客の来訪及び滞在の促
進に関する法律」に基づき、
地域の関係者枯れ軽視、
国内外から選好される国際
競争力の高い魅力ある観
光地域づくりを促進するた
め、地域独自の「ブランド」
確立を通じた滞在交流観
光の推進に向けた取組を支
援する。

観光圏整備法に基づき
指定された観光圏にお
けるブランド確立にむけ
た事業展開の支援

※2/15に都
道府県等
観光主管
部長会議で
説明される
予定

-

観光庁
観光地域振興課
代表電話 03-
5253-8111（国土交
通省代表）

http://www.mlit.go.jp/ka
nkocho/siryou/yosan/y
oubou.html

83 テーマ別観光による需要創出事業

 特定 の
れて各地を訪れる「テーマ別
観光」は、旅行者に複数地
域への来訪動機を与えるも
の
 同一 テ
図る地域をネットワーク化
し、モデルケースの形成を支
援（６テーマ程度を予定）

－

※2/15に都
道府県等
観光主管
部長会議で
説明される
予定

-

観光庁
観光資源課
代表電話 03-
5253-8111（国土交
通省代表）

http://www.mlit.go.jp/ka
nkocho/siryou/yosan/y
oubou.html
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84
産学連携による旅館・ホテルの経営
人材育成事業

ＩＴの導入等、旅館・ホテルの
経営改善及び生産性向上
を推進できる経営人材を産
学連携により持続的に育成
していくための仕組みを構築
し、地域の観光振興、訪日
外国人旅行者の受入れ、
宿泊施設の不足に対応す
る。

－

※2/15に都
道府県等
観光主管
部長会議で
説明される
予定

-

観光庁
観光産業課
代表電話 03-
5253-8111（国土交
通省代表）

http://www.mlit.go.jp/ka
nkocho/siryou/yosan/y
oubou.html

85
農山漁村活性化再生可能エネル
ギー総合推進事業

発電事業に意欲を有する農
林漁業者等が行う事業構
想の作成、導入可能性調
査等運転開始までに必要
な取組を支援する。
また、再生可能エネルギーを
活用して農山漁村の活性
化に取り組もうとする者にとっ
ての共通のプラットフォームの
構築を支援する。

補助率　定額

食料産業局　再生
可能エネルギーグ
ループ
03-6744-1508

86
農山漁村再生可能エネルギー地産
地消型構想支援事業

農林漁業を中心とした地域
内のエネルギー需給バランス
調整システムの導入可能性
調査、再生可能エネルギー
設備の導入の検討、地域
主体の小売電気事業者の
設立の検討等を支援すると
ともに、そのノウハウの蓄積、
他地域への普及を図る。

補助率　定額

食料産業局　再生
可能エネルギーグ
ループ
03-6744-1508

87
小水力等再生可能エネルギー導入
推進事業

小水力発電施設等の導入
に係る適地選定や概略設
計、土地改良区等の技術
力向上のための研修会、省
エネルギー機器等の活用に
よる更新整備技術の実証
等の取組を支援する。

補助率　定額、1/2
農村振興局　地域
整備課
03-6744-2209

88 地域バイオマス産業化推進事業

市町村や企業連合等による
バイオマス産業都市の構想
づくりや、構想実現に必要な
地域のバイオマスを活用した
産業化のための施設整備
等の取組を支援する。

補助率　定額、1/2
食品産業局　バイオ
マス循環資源課
03-6738-6479

89
自立・分散型低炭素エネルギー社
会構築推進事業

基幹系統からの電力供給
が止まった場合でもエネル
ギーを供給できる防災性の
高い地域づくりと再生可能エ
ネルギーの最大限の導入拡
大によるエネルギーの低炭
素化を実現するため、地域
やコミュニティレベルでエネル
ギーを「創り、蓄え、融通し
合う」システムの本格実証を
行うことにより、世界最先端
の自立・分散型低炭素エネ
ルギーシステムの確立を目
指す。

補助率　3/4
地球環境局地球温
暖化対策課
03-5521-8339

90
産業廃棄物処理業のグリーン成
長・地域魅力創出促進支援事業

産業廃棄物ビジネスの振
興、高付加価値型環境産
業への転換促進、海外展
開の推進、地域社会に貢
献できる産業への転換支
援、担い手確保・技術労働
者支援などを行うことにより、
産業廃棄物処理業がグリー
ン成長、地域の魅力を創出
する産業へと変革していくこ
とを支援する。

委託

大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部産業
廃棄物課
03-5501-3156

91 地域低炭素投資促進ファンド事業

一定の採算性・収益性が見
込まれる低炭素化プロジェク
トに民間資金を呼び込むた
め、これらのプロジェクトを「出
資」により支援する。

補助率　定額
総合環境政策局環
境経済課
03-5521-8240

http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/youbou.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/youbou.html
http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/yosan/youbou.html
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92
再生可能エネルギー電気・熱自立
的普及促進事業

再生可能エネルギー導入事
業のうち、地方公共団体等
の積極的な参画・関与を通
じて各種の課題に適切に対
応するものについて、事業化
に向けた検討や設備の導入
に係る費用の一部を補助す
る。

補助率　定額、1/2、
2/3

総合環境政策局環
境計画課低炭素地
域づくり事業推進室
03-5521-8234

93
公共施設等先進的CO2排出削減
対策モデル事業

エネルギー消費量を減らしな
がら、再エネ等により低炭素
なエネルギーの供給を最適
化するモデルを構築し、コス
ト負担を抑制しつつ地域で
の徹底したCO2排出削減を
行う。

補助率　2/3
地球環境局地球温
暖化対策課
03-5521-8339
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