中小企業支援策のご案内（2020 年５月 19 日更新）
中小企業の経営力強化や研究・技術開発、新事業展開などを支援するため、国や大阪府、大阪市、関係団体などで様々な支援策が実施されています。
ここでは、中小企業の皆様に有効にご活用いただくため、公募中の資金面の支援制度や役立つ情報など、主な支援策の情報を目的別にまとめ、随時更新しています。
ご関心のある支援策がありましたら、詳細な内容（支援内容や対象要件等）をご確認いただき、貴社の事業活動にお役立てください。

【目的別一覧】

※項目をクリックいただくと、該当箇所に移動します

１ 新型コロナウイルス感染症対策等の支援
２ 生産性向上の支援
３ 技術開発、知的財産活用の支援
４ 新事業開発、創業・ベンチャー企業の支援
５ 販路開拓、海外展開の支援
６ 事業承継の支援
７ 環境対応の支援
８ 雇用・人材面の支援

最新の中小企業支援策の情報は、

９ 税制面の支援

大阪市 HP でご覧いただけます 【随時更新】

10 融資制度
11 その他

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000437149.html

（ご注意）
本資料の掲載内容には十分に留意しておりますが、第三者が提供している情報が含まれており、内容の完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる保証も行っておりません。
掲載情報に基づく判断は利用者の責任のもとに行っていただき、大阪市経済戦略局は、利用者が掲載情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。
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１ 新型コロナウイルス感染症対策等の支援
※新型コロナウイルス感染症に関する事業者向けの情報がまとめて掲載されています
【経済産業省】

【経済産業省】

【大阪市】新型コロナウイルス感染症に関する

中小企業向け補助金・支援サイト
https://seido-navi.mirasapo-

新型コロナウイルス感染症関連ページ
https://www.meti.go.jp/covid-

事業者向け支援情報
https://www.city.osaka.lg.jp/contents/

plus.go.jp/catalogs

19/index.html

wdu010/covid19/

名称
新型コロナウイルスに関する
中小企業・小規模事業者相談窓口

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37421
/00000000/madoguchiichiran0522.pdf

概要

受付期間

新型コロナウイルスの流行により、幅広い中小企業等への経営
面、資金面への影響が懸念されることから、中小企業・小規模

実施機関等
大阪府よろず支援拠点

―

大阪信用保証協会
大阪商工会議所 等

事業者向けの相談窓口を設置

大阪府における新型コロナウイルス感染症に関する融資制度
大阪府においては①「新型コロナウイルス感染症対応資金（保証料等補助型）」②「新型コロナウイルス感染症対策資金（経営安定資金 危機関連）」、③「新型コロナウイルス感染症対応緊急資
金」、が創設されています。（詳細は下記①、②、③参照）
大阪市では、①、②、③の申込みが可能となる④「危機関連保証・セーフティネット保証（4 号及び 5 号）」の認定を受け付けています。

① 新型コロナウイルス感染症対応資金
（保証料等補助型）
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/
seido001/#corona
② 新型コロナウイルス感染症対策資金
（経営安定資金 危機関連）
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/s
eido001/#corona

府内で事業を営んでおり、新型コロナウイルスの感染症により経
営に影響を受けている中小企業者を対象に、保証料補助や当
初 3 年間無利子とする融資を実施
（④危機関連保証・セーフティネット保証（4 号及び 5 号）の認定が

2020 年
12 月 31 日まで

大阪府

必要）

新型コロナウイルス感染症に起因して、原則、最近 1 ヶ月間の
売上高等が前年同月比で 15％以上減少、かつ、その後 2 か月
間を含む 3 か月間の売上高等が前年同期比で 15％以上減少
することが見込まれる中小企業者を対象に資金を融資

2021 年
1 月 31 日まで

大阪府

（④「危機関連保証」の認定が必要）

府内で 1 年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス
③ 新型コロナウイルス感染症対応緊急
資金

感染症により経営に影響を受けている中小企業者を対象に資
金を融資

2021 年

http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/s

（最近 1 か月の売上高が前年同月に比して 10％以上減少、

３月 31 日まで

eido001/#corona

または④「セーフティネット保証」（4 号及び 5 号）の認定が必
要）
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大阪府

④危機関連保証・セーフティネット保証
（4 号及び 5 号）の認定
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenry
aku/page/0000002784.html

休業要請支援金（府・市町村共同支援金）
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyu
gyoshienkin/index.html

経営の安定に支障を生じている、大阪市内に事業所がある
中小企業者について市長が認定（危機関連保証・セーフティネ
ット保証（4 号及び 5 号））

※案件により期間
が異なります

大阪市

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大
阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻

2020 年

な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象として、支援

5 月 31 日まで

大阪府

金（中小企業：100 万円 個人事業主：50 万円）を支給
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける

持続化給付金

事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくた

2021 年

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

め、事業全般に広く使える給付金（中小法人等：200 万円

1 月 15 日まで

中小企業庁

個人事業者等：100 万円）を支給
新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/co

来している方であって、条件に該当し、かつ中長期的に業況が

vid_19_m.html

回復し、発展することが見込まれる方を対象に資金を融資

雇用調整助成金（特例）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/p
ageL07.html

―

日本政策金融公庫

―

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余
儀なくされた事業主を対象として雇用調整助成金の支給要件
を緩和する特例措置を実施

新型コロナウイルス感染症による

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時

2020 年

小学校休業等対応助成金

休業等に伴い、その小学校等に通う子の保護者である労働者

9 月 30 日まで

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit

の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規

(2020 年 6 月

e/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/p

雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の

30 日までの有給

ageL07_00002.html

休暇を取得させた企業に対して助成金を支給

の休暇が対象)

新型コロナウイルス感染症による

厚生労働省

2020 年

小学校休業等対応支援金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時

9 月 30 日まで

（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができ

(2020 年 6 月 30 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_102

なくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給

日までの有給の
休暇が対象)

31.html
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令和元年度テレワークマネージャー派遣事業
https://www.nttdatastrategy.com/r01telework/

テレワーク導入を検討している企業・団体等に無料で専門家を

2021 年

派遣（当面の間は、Web 会議・電話での相談を実施）

3 月 31 日まで

総務省テレワークマネージャー相
談事業事務局（株式会社
NTT データ経営研究所）

働き方改革推進支援助成金
（テレワークコース）

新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit

た中小企業事業主を支援するため、対象となる取組に対して助

e/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/

成を実施

2020 年
5 月 29 日まで

厚生労働省

syokubaisikitelework.html
働き方改革推進支援助成金
（職場意識改善特例コース）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/
syokubaisiki.html

新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇制度を新たに
整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む

2020 年

中小企業事業主を支援するため、対象となる取組に対して助

5 月 29 日まで

厚生労働省

成を実施

新型コロナウイルス対策 在宅勤務用

新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言等の非常事態

シンクライアント型テレワークシステム

下で、契約や調達を行うことなく、直ちにインストールでき、簡単

2020 年

緊急構築・無料開放・配布ページ

に利用開始できる、無償・ユーザー登録不要のテレワークシステ

10 月 31 日

https://telework.cyber.ipa.go.jp/news/

ムを実証実験として無償で提供

NTT 東日本
独立行政法人
情報処理推進機構

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入関連
手続きの緩和等について

新型コロナウイルス感染症の影響による輸出入の遅延等が見込

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/202

まれることへの特例措置や注意事項等を案内

―

近畿経済産業局

―

経済産業省

00305002/20200305002.html
LINE 公式アカウント

経済産業省が HP で公表している事業者向けパンフレット「新型

「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」

コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」に掲載

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20

されている支援情報の案内・キーワード検索や支援メニューに関

200416003/20200416003.html

する新着情報を随時発信

２ 生産性向上の支援
名称

概要

令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・

2020 年

生産性向上促進補助金」
http://portal.monodukuri-hojo.jp/

試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等に要

5 月 20 日まで

する経費の一部を補助

（第 2 次締切）
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受付期間

実施機関等

全国中小企業団体中央会

中小企業・小規模事業者等が自社のおかれた環境から強み・

IT 導入補助金
https://www.it-hojo.jp/
令和 2 年度 ものづくり・商業・サービス
高度連携促進補助金
https://www.nttdata-strategy.com/r2tousyomonohojo/kobo.html

弱みを分析し、把握した経営課題や需要に合った IT ツールを導
入する場合の経費の一部を補助

2020 年
5 月 29 日まで

複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生産

2020 年

性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセ

6 月 30 日

スの改善を行うための設備投資等を支援

正午まで

経済産業省

令和 2 年度当初ものづくり
高度連携補助金事務局

大阪市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて
「先端設備等導入計画」の認定申請の受付

労働生産性の向上を図るために策定する「先端設備等導入計

（生産性向上特別措置法関連）

画」の認定申請を受付

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku

（大阪市内の中小企業（一定の要件を満たす場合）が認定された先端

/page/0000436801.html

設備等導入計画に基づいて設備導入を行った場合、当該設備にかかる

2018 年
6 月 11 日～

大阪市経済戦略局

（3 年間）

「固定資産税を 3 年間ゼロ」とする特例措置を受けることが可能）

ここからアプリ

生産性向上に向けて、使いやすい・導入しやすいと思われる

https://ittools.smrj.go.jp/index.html

業務用アプリを紹介する情報サイト

小規模事業者等設備貸与制度

小規模企業者等の創業や経営の革新に必要な機械設備を、

（設備の新設・更新）

産業局が購入し、長期かつ低利の割賦販売（分割払い）また

http://www.mydome.jp/equipment/

はリースで提供する公的な制度

―

―

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

公益財団法人大阪産業局

３ 技術開発、知的財産活用の支援
名称
中小企業等特許分析活用支援事業
https://ip-bunseki.inpit.go.jp/index.html

概要
中堅・中小・スタートアップ企業等が「研究開発」「出願」「審査
請求」の各段階で応募でき、応募企業の取組段階に応じて特
許情報の調査・分析を行い、その結果を提供

受付期間
2020 年

独立行政法人

5 月 27 日まで

工業所有権情報・研修館

2020 年

大阪府

5 月 28 日まで

公益財団法人大阪産業局

大阪府中小企業等外国出願支援事業

優れた技術を有し、戦略的な外国出願を予定している府内中

https://www.m-

小企業者に対し、外国への特許出願および実用新案・意匠・

osaka.com/jp/whatsnew/detail/002361.html

商標・冒認対策商標出願に要する経費の一部を補助

第 9 回ロボット大賞

特に優れたロボットや部品・ソフトウェア、それらの先進的な活用

2020 年

https://robotaward.jp/

や研究開発、人材育成の取組などを表彰

6 月 5 日まで
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実施機関等

「第 9 回 ロボット大賞」事務局

研究開発助成金事業
http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html
特許審査に関する新たなベンチャー企業
支援策
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shin
sa/soki/patent-venture-shien.html

優れた新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具
体的計画を持っている事業者に対して、研究開発に要する調査
研究費、設計費、設備費、試験費、試作費等を助成

2020 年
5 月 20 日まで

三菱 UFJ 技術育成財団

特許庁
特許審査に関するベンチャー企業支援策として、「ベンチャー企
業対応面接活用早期審査」と「ベンチャー企業対応スーパー早

―

期審査」を実施

参考：特許料等の減免制度
https://www.jpo.go.jp/system/pr
ocess/tesuryo/genmen/genmen
sochi.html

４ 新事業開発、創業・ベンチャー企業の支援
名称

概要

先端技術の実証事業の支援

大阪府、大阪市、大阪商工会議所が連携し、先端技術を活

https://www.osaka.cci.or.jp/innovation/so

用した実証事業の実施を希望する事業者を募り、実証事業が

cial_demonstration/osaka.html

円滑・効果的に実施できるように支援

地域・企業共生型ビジネス導入
創業促進事業補助金
http://www.chiki-lb.jp/
「地域経済牽引事業計画」の承認申請の
受付（地域未来投資促進法関連）
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryak
u/page/0000410692.html

受付期間

―

地域の単独もしくは、複数の中小企業等が地域内外の関係主
体と連携しつつ、複数の地域に共通する地域・社会課題や付

2020 年

加価値について、技術やビジネスの側面から実証する取組を行

5 月 20 日まで

う事業の経費の一部を補助

実施機関等
実証事業検討チーム事務局
（大阪商工会議所）

地域・企業共生型ビジネス
導入補助金事務局
（経済産業省）

大阪市の基本計画に基づき、地域に経済的波及効果を及ぼす
事業を実施しようとする事業者が策定する「地域経済牽引事業

【計画期間】

計画」を大阪府知事が承認

2022 年

（承認を受けた企業は主務大臣の認定を受けることで、課税の

3 月 31 日まで

大阪府商工労働部

特例などの特例措置を受けることが可能）

５ 販路開拓、海外展開の支援
名称

概要

受付期間

小規模事業者持続化補助金

持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者の地

2020 年

（一般型）

道な販路開拓等の取組や、あわせて行う業務効率化(生産性

6 月 5 日まで

https://r1.jizokukahojokin.info/

向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助

（第 2 回締切）
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実施機関等

日本商工会議所

小規模事業者持続化補助金

新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために

2020 年

（コロナ特別対応型）

前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者に対

6 月 5 日まで

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

して、販路開拓等の取組の経費の一部を補助

（第 2 回締切）

旅館・ホテル等の宿泊施設が実施する客室や共用部のバリアフ

2020 年

リー化改修等の取組に対する補助

6 月 30 日まで

日本商工会議所

訪日外国人旅行者受入環境整備
緊急対策事業費補助金
（宿泊施設バリアフリー化促進事業）
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_

国土交通省 観光庁

000451.html
海外における EC 販売プロジェクト
（JAPAN MALL 事業）
https://www.jetro.go.jp/services/japan_m
all.html

コンテンツグローバル需要創出促進・
基盤整備事業費補助金
https://www.vipo.or.jp/project/j-lodr1/

海外の主要 EC サイトによる日本商品の買取り販売を支援
（海外の主要 EC サイトが現地市場の目線で販売したい日本
商品の調達をジェトロが支援し、EC サイトが選定した商品を買
い取り、現地の自社倉庫にストックして直接販売。企業・商品
情報を一度登録することで、海外複数国・地域に渡る各 EC
事業者の案件に応募することが可能）
日本初のコンテンツ等の海外展開を促進し、日本ブーム創出を
通じた関連産業の海外展開の拡大および訪日外国人等の促
進につなげるとともに、コンテンツ産業が持続的に発展するエコシ
ステムを構築することを目的に事業を実施する事業者に対して
必要経費の一部を補助

※案件により期間

独立行政法人日本貿易振興

が異なります

機構（ジェトロ）

※対象事業により

特定非営利活動法人

期間が異なります

映像産業振興機構

大規模展示商談会活用事業

国内で開催される大規模な展示商談会を活用し販路開拓をめ

※展示商談会の

http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/shutten

ざすものづくり中小企業に対して、販路開拓に必要な技術や知

開催時期により

shien/index.html

識等を習得するための講習会と出展に対する経費を補助

期間が異なります

大阪府

国内外の企業へ情報を発信し、最適なビジネスパートナーを見
ジェグテック（ビジネスマッチングサイト）

つけ、製品開発や新規取引に結びつけられるように登録企業を

https://jgoodtech.jp/pub/ja/

支援（製品や技術情報のプロモーション、ニーズに合わせた法人

―

独立行政法人中小企業基盤
整備機構

情報の検索、マッチングサポート等）
６ 事業承継の支援
名称

概要

受付期間

実施機関等

令和元年度補正 事業承継補助金

事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新

2020 年

事業承継補助金事務局

https://www.shokei-hojo.jp/

等を行う事業者に対して、取組に要する経費の一部を補助

5 月 29 日まで

（中小企業庁）

7

事業承継なんでも相談所
（大阪産業創造館）
https://www.sansokan.jp/sob/

「事業承継 無料相談サービス」やセミナー、役に立つフォーマット
などの提供を通して、中小企業の事業承継をサポート

大阪府事業引継ぎ支援センター・

「後継者がおらずＭ＆Ａ（事業引継ぎ）に関心がある」「事業

事業引継ぎ相談

を後継者に渡すに際してアドバイスが欲しい」方など、事業の存

http://www.osaka.cci.or.jp/b/ojhs12/

続に不安を抱える中小企業の方からの相談を受付

―

―

公益財団法人大阪産業局

大阪府事業引継ぎ支援センター
（大阪商工会議所）

７ 環境対応の支援
（現在掲載情報はありません）
８ 雇用・人材面の支援
名称

概要

受付期間

実施機関等

働き方改革推進支援助成金
（労働時間短縮・年休促進支援コース）

生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進

2020 年

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援

11 月 30 日まで

厚生労働省

ya/0000120692.html

事業主の方のための雇用関係助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny
a/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

従業員の雇用維持を図る場合、従業員を新たに雇い入れる場
合、職業能力の向上を図る場合などの様々な助成金

国家戦略特区 関西圏雇用労働相談センター

労使トラブルを防ぐため、弁護士等による無料相談・セミナーを

https://kecc.jp/

実施し、ベンチャー企業等をサポート

高度外国人材活躍推進ポータル

日本語と英語で企業情報を無料で掲載でき、留学生を含む高

https://www.jetro.go.jp/hrportal/company/

度外国人材の採用に関心がある企業が情報を登録することで、

user.html

自社の取組を世界に発信

製造業における外国人材受入れに関する
相談窓口
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_
service/gaikokujinzai/contact_list.html

―

―

―

製造業 3 分野（素形材産業、産業機械製造業、電気・電子
情報関連産業）において「特定技能外国人」の受入れを検討
している中小企業の各種行政手続き等に関する相談を受付
8

―

各助成金のページでご確認
ください

関西圏国家戦略特区
雇用労働相談センター事務局

独立行政法人日本貿易振興
機構（ジェトロ）

株式会社 JTB
（経済産業省）

事業者のための労務管理・安全管理診断
サイト「スタートアップ労働条件」
～36 協定届等作成支援ツール～
https://www.startuproudou.mhlw.go.jp/support.html

労働基準監督署に届出が可能な書面を作成することができるツ
ール（時間外労働・ 休日労働に関する協定届（36 協定
届）、1 年単位の変形労働時間制に関する書面（協定届、

約 15 分の人事・採用に関する質問に答えることで、雇用対策に

「企業診断」

関係する「採用」「定着」「働き方改革」分野の 8 項目を分析・

https://business.shigotofield.jp/diagnosis/

可視化し、自社の課題の洗い出しが可能

（育休復帰支援プラン）
http://ikuji-kaigo.com/lp/ikuji/
育児・介護支援プラン導入支援事業
（介護支援プラン）
http://ikuji-kaigo.com/lp/kaigo/

厚生労働省

労使協定届、労働日等を定めたカレンダー））

企業の人材に関する課題を可視化するアプリ

育児・介護支援プラン導入支援事業

―

―

育休復帰支援プラン（従業員の円滑な育休取得、育休後の
職場復帰を支援するために策定するプラン）の導入を無料でサ
ポート（プラン作成や取組実施により助成金制度を活用できる

介護支援プロジェクト事務局
（厚生労働省）

介護支援プラン（介護に直面した従業員の状況・希望を踏まえ
サポート（プラン作成や取組実施により助成金制度を活用でき

企業人材支援センター）

株式会社パソナ育児・
―

可能性あり）
て仕事と介護の両立を支援するためのプラン）の導入を無料で

OSAKA しごとフィールド（中小

（参考）支援の概要
―

https://www.mirasapo.jp/feat
ures/policy/vol86/index.html

る可能性あり）

９ 税制面の支援
名称
令和２年度中小企業・小規模事業者関係
の税制改正の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeis
ei/2019/191225zeiritu.html
中小企業税制（令和元年度版）
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeis
ei/pamphlet/2019/191010zeisei.pdf

概要

受付期間

実施機関等

令和２年度税制改正（中小企業・小規模事業者関係）の
概要
（オープンイノベーション税制の創設、エンジェル税制の拡充、少

―

中小企業庁

―

中小企業庁

額減価償却資産の取得価額の特例措置、交際費課税の特
例措置、再編・統合等に係る税負担の権限措置の延長等）
中小企業を応援する様々な税制上の措置について、具体的な
内容のポイントを解説
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10 融資制度
名称
中小企業向け制度融資（大阪市）
http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku
/page/0000295589.html
中小企業向け制度融資（大阪府）
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/sei
do001/
小規模企業向けの小口資金や
新規開業資金など（日本政策金融公庫）
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/

概要
市内中小企業者の資金調達の円滑化や経営の安定化、成
長・発展を支援するための中小企業向け各種融資制度

府内において事業を営む「中小企業者」または「協同組合等」に
該当する方に対する融資制度

普通貸付、セーフティネット貸付、新企業育成貸付、企業活力
強化貸付などの融資制度

受付期間

実施機関等

－

※詳細内容をご確認ください

－

※詳細内容をご確認ください

－

日本政策金融公庫

－

商工組合中央金庫

中小企業向け融資制度（商工中金）
https://www.shokochukin.co.jp/corporatio

一般的な融資、国の施策と連携した融資制度など

n/service/raise/target/
11 その他
名称

概要

受付期間

実施機関等
中小企業庁

事業継続力強化計画の認定申請の受付

中小企業が策定する防災・減災の事前対策に関する「事業継

（中小企業等経営強化法関連）

続力強化計画」を経済産業大臣が認定

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei

（認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、補助金

/bousai/keizokuryoku.htm

の加点などの支援を受けることが可能）

グッドカンパニー大賞

全国の中小企業の中から経済的、社会的に優れた成果を挙げ

2020 年

公益社団法人

https://www.chukiken.or.jp/

ている企業を選び表彰

7 月 20 日まで

中小企業研究センター

「災害時に備えた社会的重要インフラへの

大規模災害等で系統電力等の供給が途絶した際に、生活必

自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金」

需品等を扱う中小企業・小規模事業者等の事業が継続できる

2020 年

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2

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

6 月 30 日まで

020/200511jika.html

設置に要する経費に対して、経費の一部を助成
10

（参考）事業継続力強化計画策

―

定の手引き
https://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/antei/bousai/2019/190724k
yokatebiki.pdf

中小企業庁

BCP 策定支援制度
http://www.osaka-scibcp.com/?page_id=521

BCP（事業継続計画）策定の専門知識を持った経営指導員
が BCP 策定を支援

大阪府超簡易版 BCP「これだけは！」シート

府内中小企業等の BCP 策定を推進するため、事業継続に際

http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bc

し最低限これだけは決めておくべき項目に絞り込んだ様式「超簡

p/tyoukannibanbcp.html

易版 BCP『これだけは！』シート」

受動喫煙防止対策助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/0000049868.html

中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整
備に対し助成

「ミラサポプラス」

中小企業・小規模事業者向けの補助金等の検索から、支援

https://mirasapo-plus.go.jp/

施策のポイント、虎の巻情報まで、ワンストップで情報提供

関西ベンチャーイベントカレンダー

関西の支援機関が取り組むベンチャー支援事業の最新情報が

https://human-hub.jp/

把握できる「関西ベンチャーイベントカレンダー」を公開

小売業の多言語対応の手引き

小売業界全体で活用しやすく、多言語対応の課題を解決でき

https://welcome.japan-retail.or.jp/

るノウハウやツールを提供

TASTE OSAKA
（多言語メニュー作成支援ウェブサイト）
https://taste-osaka.com/create/

―

大阪府商工会連合会

―

大阪府商工労働部

―

厚生労働省

―

中小企業庁

―

関西ベンチャーサポーターズ会議
（事務局：近畿経済産業局）
2020 年オリンピック・パラリンピック

―

大会に向けた多言語対応協議
会 小売プロジェクトチーム

簡単な操作で、お店の料理メニューを多言語で作成でき、15 言
語対応の飲食店検索サイトへの無料掲載が可能

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」の

「意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり」「仕事と生活の

認証

両立（ワーク・ライフ・バランス）支援」「男性の育児や家事、地

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0

域活動への参画支援」について積極的に推進する企業等を大

000282105.html

阪市が認証
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―

大阪府

―

大阪市市民局

国の各府省庁より、令和２年度予算案や令和元年度補正予算案等が公表されています。
中小企業関係の主要な補助金や税制等に関する情報は、次でご確認いただけます。
■ 中小企業対策関連予算（中小企業庁）（https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html）

2020 年版中小企業白書・小規模企業白書が公表されています。
■ 2020 年版中小企業白書・小規模企業白書（中小企業庁）
（https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200424002/20200424002.html）

（作成・問合せ先）
大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課
住所：大阪市住之江区南港北２－１－１０ ＡＴＣビル オズ棟南館 4 階
電話：０６－６６１５－３７７４ ファックス：０６－６６１４－０１９０
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