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販路開拓したい
専門家によるア
ドバイスを受け
られます。

ジェトロ
新輸出大国コンソーシアム（パー
トナーによるハンズオン支援）

海外展開を目指
す中堅・中小企
業

専門家が、継続的な企業訪問・海外
出張同行を行い、海外展開計画作
成から販路開拓、立ち上げ、操業支
援まで行う。

-
利用無料
※選考あり

＜2019年度＞
予定数量に達し次第、終了

ジェトロ
新輸出大国コンソーシアム事務局
電話：０３-３５８２-８３３３

https://www.jetro.go.jp/consorti
um/expert/partner.html

展示会出展の
費用負担等を
軽減できます。

（パリ・エアショー2019）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki
/jisedai/parisairshow.html

（エアロマート名古屋2019）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki
/jisedai/aeromartnagoya2019.ht
ml

（公財）岐
阜県産業
経済振興
センター

航空宇宙産業にかかる販路開拓
支援

岐阜県内の中小
企業等

エアロマート名古屋2019において岐
阜県、各務原市が共同で出展小間
を確保し、県内（各務原市内）中小
企業へ同商談会参加の機会を提
供。希望に応じて専門家による商談
内容のアドバイス等の支援を受けら
れる。

出展企業は通訳等の人件費、旅費、
装飾費、展示物の搬出入経費等を負
担。
なお、出展小間料は、岐阜県・各務原
市が負担。

-
＜2019年度＞
2019年4月25日（木）～2019年5月
21日（火）必着

（公財）岐阜県産業経済振興センター各
務原支所
電話：０５８－３７９－２２１２

https://www.gpc-
gifu.or.jp/topics/2019042503/in
dex.asp

三重県
展示会ブースを借り上げて出展
支援（エアロマート名古屋2019）

三重県内に事業
所を有する中小
企業等

三重県ブースに出展。

出展企業はブース出展料として１０万
円を三重県に支払う。
また、出展にかかる人件費、旅費等
は参加企業が負担。

-
＜2019年度＞
申込期限　2019年6月14日（金）
17:00必着

三重県
雇用経済部　ものづくり・イノベーション
課
電話：０５９－２２４－２７４９

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPIC
S/m0031300192.htm

（公財）富
山県新世
紀産業機
構

とやま中小企業チャレンジファン
ド事業（販路開拓挑戦応援事業）

富山県内の中小
企業者

見本市・展示会等への出展などに
かかる経費の補助

-

助成率　１／３以内
上限額　県外分25万円（首都圏は35万円）
国外は50万円

※申請は「県外分のみ」「国外分のみ」のいず
れかひとつとする。

＜2019年度＞
2019年3月20日（木）～2019年4月
18日（木）17:00必着

※二次募集がある場合有り

＜県外分＞
（公財）富山県新世紀産業機構
中小企業支援センター　販路開拓支援
課
電話：０７６－４４４－５６０２
＜国外分＞
（公財）富山県新世紀産業機構
アジア経済交流センター
電話：０７６－４３２－１３２１

https://www.tonio.or.jp/josei/ha
nrokaitaku-fund2019/

（公財）長
野県テクノ
財団

展示会ブースを借り上げて出展
支援
①エアロマート名古屋2019
②シンガポール・エア ショー
2020

長野県内の企業 長野県テクノ財団ブースに出展。

出展企業は出展料として以下の金額
を長野県テクノ財団に支払う。
①エアロマート名古屋2019  8万円
②シンガポール・エア ショー2020  未
定
なお、出展にかかる人件費、旅費等
は参加企業の負担。

-

①エアロマート名古屋2019
申込期限　2019年6月20日（木）

②シンガポール・エア ショー 2020
申込期限　2019年8月頃

（公財）長野県テクノ財団
航空機産業支援室
電話：０２６－２２６－８１０１

http://www.tech.or.jp/head-
office/seminar/tier1tier22019/

-

①パリ・エアショー2019
申込期限　2019年2月15日（金）
15:00必着

②エアロマート名古屋2019
申込期限　2019年6月7日（金）必着

あいち・なごやパビリオン事務局
（（株）新東通信）
電話：０５２－９５１－３８２９

あいち・な
ごや航空
宇宙産業
海外販路
開拓推進
コンソーシ
アム（愛知
県、名古
屋市、C－
ASTEC、
あいち産
業振興機
構、名古
屋産業振
興公社等）

展示会ブースを借り上げて出展
支援（①パリエアショー2019、②
エアロマート名古屋2019）

愛知県内に本社
機能等を有する
中小企業等

愛知県・名古屋市が設置する「あい
ち・なごやパビリオン」に出展。
事前サポートから展示会期間中の
商談、商談後のフォローアップまで
航空関連ビジネス専門のコーディ
ネーター（通訳兼務可能）が支援。

①パリ・エアショー2019
出展企業は30万円負担

②エアロマート名古屋2019
出展企業は20万円負担
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新事業の戦略
作成支援を受
けられます。

中部経済
産業局、
（一社）中
部航空宇
宙産業技
術センター

グローバル・ネットワーク協議会
のエキスパート派遣

地域未来投資促
進法に基づく地
域経済牽引事業
計画の承認を受
けた事業等

戦略策定支援 - 利用無料 予定数量に達し次第、終了

中部経済産業局　航空宇宙産業課
電話：０５２－９５１－０５６０

（一社）中部航空宇宙産業技術センター
電話：０５２－２２１－６６８１

https://www.gncj.meti.go.jp/exp
ert/

輸出実務を知り
たい

研修を受けられ
ます。

ジェトロ名
古屋

貿易実務講座（有料）
輸出入、海外進
出を行う企業

英文ビジネスe-mail作成、ビジネス
英語、代金決済、英文契約書等

-
会員5,000円、10,000円
一般10,000円、20,000円

＜2019年度予定＞
2019年4月、5月、6月、8月、9月、10
月、11月、12月、2020年1月、2月

※各開催日の１ヶ月～２ヶ月前を目
途にジェトロ名古屋ＨＰ「イベント情
報ページ」に案内掲載

ジェトロ名古屋
電話：０５２－５８９－６２１０

https://www.jetro.go.jp/jetro/jap
an/nagoya/lectures.html

生産技術、技術
開発の課題が
ある時

専門家によるア
ドバイスを受け
られます。

（一社）中
部航空宇
宙産業技
術センター

コーディネーター派遣
航空機部品製造
を行う企業

航空機部品製造時に発生する課題
を解決するため、コーディネーター
（重工ＯＢ等）が助言。

- 無料 予定数量に達し次第、終了
（一社）中部航空宇宙産業技術センター
電話：０５２－２２１－６６８１

https://www.c-astec.jp.net/

認証取得したい
専門家によるア
ドバイスを受け
られます。

愛知県
JISQ9100、Nadcap取得・運用支
援

愛知県内の中小
企業

専門家による助言・指導を受けるこ
とができる。

-

【認証取得支援】６日程度／2社（予定）
【認証取得後の運用支援】３日程度／3社（予
定）
上記回数内は事業者負担なし

＜2019年度＞
2019年7月2日（火）～2019年7月19
日（金）17:00必着

愛知県
産業振興課　次世代産業室
次世代産業第一グループ
電話：０５２－９５４－６３４９

-

三重県
航空宇宙産業にかかる認証取得
（JISQ9100、Nadcap）を支援しま
す（トライアル支援）

三重県内に事業
所を有する中小
企業等

専門家による助言・指導を受けるこ
とができる。

-
・３日間程度
・費用無料

（2018年度実績）
（９次公募）2019年3月6日（水）まで

三重県
雇用経済部ものづくり・イノベーション課
電話：０５９－２２４－２７４９

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPIC
S/m0031300139.htm

費用負担を軽
減できます。

（公財）岐
阜県産業
経済振興
センター

航空宇宙・医療福祉機器産業等
競争力強化支援事業費助成金

岐阜県内の中小
企業者、中小企
業グループ

JISQ9100等認証取得の手続費用、
認証取得のためのコンサルタント
料、内部監査員養成研修費用、認
証の審査料等の補助

-
助成率　１／２以内（2回目以降は、１／３以
内）
限度額　300万円

＜2019年度＞
2019年2月18日（月）～2019年3月
26日（火）17:00必着
※2019年度募集は終了

（公財）岐阜県産業経済振興センター各
務原支所
電話：０５８－３７９－２２１２

https://www.gpc-gifu.or.jp/

三重県
三重県航空宇宙産業認証取得
支援事業費補助金

三重県内に事業
所を有する中小
企業等

認証取得に係るコンサルティング
費、内部監査員養成研修費、審査
費、通訳費等を補助

-
補助率　１／２以内
限度額　200万円

＜2019年度＞
申込期限
（4次募集）2019年6月3日（月）～6
月14日（金）
（5次募集）2019年6月17日（月）～6
月28日（金）
（6次募集）2019年7月1日（月）～7
月12日（金）
（7次募集）2019年7月16日（火）～7
月31日（水）
※予算額に達し次第、募集終了

三重県
雇用経済部ものづくり・イノベーション課
電話：０５９－２２４－２７４９

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPIC
S/m0031300196.htm

富山県 航空機産業認証取得支援事業
富山県内の中小
企業者

航空機産業への算入に必要な品質
マネジメントシステムJISQ9100等の
取得に要する経費を補助

補助率　１／３以内
限度額
JISQ9100　　50万円（知事特認100万円）
Nadcap　　　100万円（知事特認200万円）

随時
富山県商工労働部商工企画課新産業
創出班
電話：０７６－４４４－９６０６

（公財）静
岡県産業
振興財団

航空機産業認証取得助成
静岡県内の中小
企業

JISQ9100、Nadcapの申請料、審査
料、認証料、コンサルティング費等を
補助

-
助成率　１／２以内
助成限度　JISQ9100：300万円
　　　　　　　Nadcap：500万円

＜2019年度＞
申込期間　2019年4月10日（水）～
2019年5月24日（金）12:00必着

（公財）静岡県産業振興財団
研究開発支援チーム
電話：０５４－２５４－４５１２

http://www.shizuoka-
shinseicho.jp/topics/view/248
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研修を受けられ
ます。

（公財）長
野県テクノ
財団

航空・宇宙　品質マネジメントシ
ステムJISQ9100内部監査員養成
コース（２日間）

長野県内の企業

AS QMSの専門人材の育成または
内部監査員を養成
※JISQ9100品質マネジメントシステ
ム規格要求事項を理解されている
方向け

受講料　10,000円（研修用テキスト含
む）

-

（2018年度実績）
申込期限　2018年12月28日（金）
研修日　2019年1月17日（木）、18日
（金）
※2019年度は開講予定あり、実施
時期未定

（公財）長野県テクノ財団
航空機産業支援室
電話：０２６－２２６－８１０１

http://www.tech.or.jp/ina/semin
ar/-jisq9100-1/

人材育成が必
要

研修を受けられ
ます。

（一社）中
部航空宇
宙産業技
術センター

航空機製造技能者育成講座（構
造組立初級）

航空機組立技能
者等

航空機製造技能職として必要な基
本教育と構造組立の初級レベルの
知識習得を目指す。
機体メーカー等の熟練指導者が直
接指導する。
全２０日１６０時間（座学＋実技）

受講料　149,000円（税込）

※研修会場は、ポリテクセンター中部
（小牧市下末1636-2、宿泊施設有り）

・「人材開発支援助成金」（厚生労働省）を利
用可能。
・愛知県、三重県の受講支援有り

各回開始の２週間前までに申込み
（第１回）2019.4.11～2019.5.16
（第２回）2019.5.24～2019.6.20
（第３回）2019.7.4～2019.8.1
（第４回）2019.8.28～2019.9.26
（第５回）2019.11.8～2019.12.5
（第6回）2020.2.5～2020.3.5

（一社）中部航空宇宙産業技術センター
電話：０５２－２２１－６６８１

https://www.c-
astec.jp.net/course2016

（株）ブイ・
アール・テ
クノセン
ター

航空機製造技能者育成講座（構
造組立初級）

航空機組立技能
者等

航空機製造技能職として必要な基
本教育と構造組立の初級レベルの
知識習得を目指す。機体メーカー等
の熟練指導者が直接指導する。
全２０日１６０時間（座学＋実技）

受講料
（構造組立初級１）145,800円（税込）
（構造組立初級２）145,800円（税込）
（構造組立初級３）72,900円（税込）
（構造組立初級４）121,500円（税込）

※各科目の確認試験に合格しなけれ
ば次の科目を受講することができな
い。
研修会場は、岐阜県成長産業人材育
成センター（各務原市テクノプラザ1-
21）

・岐阜県、各務原市の受講料助成有り
＜2019年度＞開催時期
http://www.vrtc.co.jp/seizo/calend
er.html

（株）ブイ・アール・テクノセンター
電話：０５８－３７９－２２８１

http://www.vrtc.co.jp/seizo/ku
mitate.html

（株）ブイ・
アール・テ
クノセン
ター

航空宇宙産業新規参入支援生
産技術講座

生産技術者等

航空機の生産ノウハウを生産技術
の中核となる人に伝授する。
平成30年度に教材をリニューアル！

本講座（座学のみ）　１０日８０時間

※全国で出前講座を実施

受講料302,400円（税込） ・岐阜県、各務原市の受講料助成有り
随時開催（最小開催人数に達し次
第）

（株）ブイ・アール・テクノセンター
電話：０５８－３７９－２２８１

http://www.vrtc.co.jp/seizo/sei
zo.html

（株）ブイ・
アール・テ
クノセン
ター

航空機産業一貫生産能力養成
塾

生産技術者等

航空機産業の一貫生産能力を養成
する講座。機械加工コースと板金加
工コースの2種類を用意。平成30年
度に教材をリニューアル！

機械加工コース（座学のみ）
　7日間40時間
板金加工コース（座学のみ）
　7日間40時間

※全国で出前講座を実施

機械加工コース
　受講料172,800円（税込）
板金加工コース
　受講料172,400円（税込）

・岐阜県、各務原市の受講料助成有り
随時開催（最小開催人数に達し次
第）

（株）ブイ・アール・テクノセンター
電話：０５８－３７９－２２８１

http://www.vrtc.co.jp/seizo/ikka
n.html

（一社）中
部航空宇
宙産業技
術センター

航空機開発関連試験評価人材
養成講座

航空機開発の試
験評価業務に携
わる方、航空機
産業への就職を
目指す社会人

飛行性能・特性に関する飛行試験を
中心とした座学、実習により飛行試
験評価能力を有する技術者の育成
を目指す。（７日間、座学１３時間、
実習６時間）

受講料　４０，０００円（C-ASTEC会員
は３５，０００円）

-

（2018年度実績）
申込期限　2018年9月28日（金）
17:00
講義日　2018年10月27日（土）、11
月10日（土）、11月17日（土）、12月1
日（土）、12月8日（土）、12月15日
（土）、12月22日（土）

（一社）中部航空宇宙産業技術センター
電話：０５２－２２１－６６８１

https://www.c-astec.jp.net/
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ニーズ メリット 実施機関 名称等 支援対象 支援内容 投資規模／参加費 補助率、限度額、税率等 募集時期、開催時期 問い合わせ先 制度詳細

長野県工
業技術総
合センター

航空機産業中核企業育成事業
加工トライアル

長野県内の中小
企業者、協同組
合等、製造業者

実際に使用される材料、図面等を
使って試作を行う。図面等提供企業
も参画して加工結果のレビュー（評
価）を行う。試作製作に係る経費を
補助。

- 補助率　１／２以内

（2018年度実績）
募集期間　2018年9月26日（水）～
2018年10月12日（金）
課題の提供　2018年8月
実施期間　2018年10月～12月
課題提供企業のレビュー　2019年2
月

＜2019年度予定＞
募集期間　2019年7月（１か月間）
課題の提供　2019年8月～9月
実施期間　2019年10月～2020年1
月
課題提供企業のレビュー　2020年3
月

長野県工業技術総合センター
精密・電子・航空技術部門
航空機産業支援サテライト
電話：０２６５－２２－５００２

http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp
/pdf/aviation_satelite/guideline_
kakotrial.pdf

（公財）長
野県テクノ
財団

CATIA実習講座 長野県内の企業 CATIA操作方法の習得 参加費無料 - 開講時期は未定
（公財）長野県テクノ財団
航空機産業支援室
電話：０２６－２２６－８１０１

受講料負担を
軽減できます。

岐阜県、
各務原市

航空宇宙産業技術者育成支援

岐阜県内、各務
原市内の中小企
業等に勤務する
方等

（株）ブイ・アール・テクノセンターが
実施する航空宇宙高度技術者研修
やCAD技術者研修における受講料
の減免

※受講料助成の対象講座と対象期
間を確認すること。

-

（岐阜県内の中小企業の場合）
受講料の１／３を岐阜県が補助
（各務原市内の中小企業等の場合）
受講料の１／３を岐阜県が補助、１／３を各
務原市が補助

-
（株）ブイ・アール・テクノセンター
電話：０５８－３７９－２２８１

http://www.vrtc.co.jp/seizo/pric
e.html

（公財）静
岡県産業
振興財団

航空機産業高度人材育成事業
費補助金

静岡県内の中小
企業等（交付申
請時に
AS/EN/JISQ910
0、Nadcapを取得
している者又は
航空機の整備、
修理、点検を行
う者）

航空機部品の製造及び航空機の整
備、修理、点検に必要な高度な専門
知識及び技術の習得や認証取得に
向けた人材育成のための国内外の
航空機関連企業等への従業員派
遣、技術者の受け入れに要する経
費を補助

-
補助率　１／２以内
上限額　100万円

＜2019年度＞
申込期間　2019年4月10日（水）～
2019年5月24日（金）12:00必着

(公財）静岡県産業振興財団
研究開発支援チーム
電話：０５４－２５４－４５１２

http://www.shizuoka-
shinseicho.jp/topics/view/250

高度外国人材
を採用したい

コーディネー
ターによるアド
バイスを受けら
れます。

ジェトロ
高度外国人材活躍推進コーディ
ネーターによる伴走型支援

高度外国人材の
採用・育成・定着
を通じた海外ビ
ジネスの拡大を
めざす中堅・中
小企業

知見を有するコーディネーターが、
継続的な企業訪問を行い、高度外
国人材採用の計画策定、採用活動
から採用後の社内制度整備まで一
貫して支援する。

-
利用無料
※選考あり

＜2019年度＞
2019年12月27日（金）まで募集。支
援期間は2019年3月31日（火）まで

ジェトロ
高度外国人材活躍推進プラットフォーム
事務局
電話：０３－３５８２－４９４１

https://www.jetro.go.jp/services
/escort.html

研究開発（実用
化、事業化）の
時

研究開発費用
を軽減できま
す。

中部経済
産業局

戦略的基盤技術高度化支援事
業

ものづくり高度化
法または地域未
来投資促進法の
認定を受けた中
小企業等の共同
体

ものづくり高度化法等の認定を受け
た計画に基づいて行う研究開発、試
作品開発等、販路開拓にかかる費
用を補助（３年間まで）

※研究開発等計画の認定が必要

-

補助率
中小企業２／３以内、大学・公設試は定額
限度額
１年度　4,500万円
２年度までの合計　7,500万円
３年度までの合計　9,750万円

＜2019年度＞
2019年1月28日（月）～2019年4月
24日（水）17:00必着

中部経済産業局
産業技術課
電話：０５２－９５１－２７７４

https://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/sapoin/2019/190128mono.h
tm

愛知県
新あいち創造研究開発補助金
（研究開発）

愛知県内の大企
業（産学官が連
携して実施する
研究開発）、中
小企業等（公設
試験研究機関や
大学と連携して
実施する研究開
発）

部品・原材料費、機械装置費等研究
開発にかかる費用を補助

-

補助率
大企業　原則として１／２以内
中小企業　２／３以内
限度額
大企業　２億円
中小企業　原則として１億円

＜2019年度＞
2019年3月15日（金）～2019年4月3
日（水）

愛知県
産業科学技術課
研究開発支援グループ
電話：０５２－９５４－６３７０

https://www.pref.aichi.jp/site/s
hin-aichi/koubo31.html
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ニーズ メリット 実施機関 名称等 支援対象 支援内容 投資規模／参加費 補助率、限度額、税率等 募集時期、開催時期 問い合わせ先 制度詳細

（公財）岐
阜県産業
経済振興
センター

航空宇宙・医療福祉機器産業等
競争力強化支援事業費助成金

岐阜県内の中小
企業者、中小企
業グループ

競争力強化・新規受注獲得のため、
研究開発等にかかる経費（材料費
等）の一部を助成

-

助成率
１／２以内（２回目以降は１／３以内）
助成限度額
200万円～1,000万円（2回目以降は133万円
～667万円)

＜2019年度＞
2019年2月18日（月）～2019年3月
26日（火）17:00必着
※2019年度募集は終了

（公財）岐阜県産業経済振興センター各
務原支所
電話：０５８－３７９－２２１２

https://www.gpc-gifu.or.jp/

三重県
三重県航空宇宙産業試作開発
支援事業費補助金

三重県内に事業
所を有する中小
企業等

試作開発に要する経費を補助 -
補助率　１／２以内
限度額　100万円

＜2019年度＞
申込期限
（4次募集）2019年6月3日（月）～6
月14日（金）
（5次募集）2019年6月17日（月）～6
月28日（金）
（6次募集）2019年7月1日（月）～7
月12日（金）
（7次募集）2019年7月16日（火）～7
月31日（水）
※予算額に達し次第、募集終了

三重県
雇用経済部ものづくり・イノベーション課
電話：０５９－２２４－２７４９

http://www.pref.mie.lg.jp/TOPIC
S/m0031300197.htm

（公財）富
山県新世
紀産業機
構

とやま中小企業チャレンジファン
ド事業（ものづくり研究開発支援
事業）

富山県内の中小
企業者、中小企
業者のグループ

研究開発に要する経費を補助 -
助成率　１／２以内
限度額　200万円

＜2019年度＞
2019年3月20日（水）～2019年4月
18日（木）17:00必着

※二次募集がある場合有り

（公財）富山県新世紀産業機構
イノベーション推進センター　連携促進
課
電話：０７６－４４４－５６０７

https://www.tonio.or.jp/josei/m
onozukuri-fund2019/

長野県
世界市場展開のための研究開発
支援事業

長野県内の企業
や県内大学等

研究開発に要する経費を補助

※事業化戦略の策定支援を受けら
れます。

-
補助率　１／２以内
限度額　200万円

＜2019年度＞
2019年4月22日（月）～2019年6月3
日（月）17:00必着

長野県
産業労働部　ものづくり振興課
電話：０２６－２３５－７１９６

https://www.pref.nagano.lg.jp/m
ono/sekaishijyoutenkai.html

装備品等への
環境試験を実
施できます。

（公財）南
信州・飯田
産業セン
ター

装備品関連環境試験設備の有
料提供
（着氷試験設備、防爆試験設備、
燃焼・耐火試験設備など）

全国の企業

海外で行われることが多かった環境
試験を国内で実施できるように、機
器を導入し、有料提供
（ＤＯ－１６０などの海外認証対応設
備を導入）

試験設備、期間などにより変動 - 随時
（公財）南信州・飯田産業センター
０２６５－５２－１６１３

https://www.isilip.com/itc/

航空機分野へ
の事業展開

研究開発費用
等の補助

（公財）石
川県産業
創出支援
機構

次世代産業創造支援事業（航空
機）

石川県内企業を
コア企業とした
大学等との連携
体

航空機分野への展開に向けた研究
開発や試作、品質管理能力の向上
などの取り組みを支援

-
実施期間　交付決定日から１年以内
補助率　　２／３以内
限度額　　2,000万円

＜2019年度＞
2019年4月15日（月）～2019年5月
31日（金）16:00必着

（公財）石川県産業創出支援機構
プロジェクト推進部　技術開発支援課
電話：０７６－２６７－６２９１

https://www.isico.or.jp/site/shin
seihin/aircraft-h31.html

インキュベート
施設の提供

（公財）南
信州・飯田
産業セン
ター

インキュベート室の貸し出し
（ＳーＢＩＲＤ内）

全国の企業

航空機分野等での事業を開始しよう
とする企業等へインキュベート室を
貸し出し
※事前審査あり

18,500円～36,000円（利用料金・月
額）
25,000円（共益費・月額）
その他電気使用料等

- 随時
（公財）南信州・飯田産業センター
０２６５－５２－１６１３

https://www.isilip.com/itc/

工場を新設、増
設する時

設備投資の費
用負担を軽減で
きます。
（建物、機械装
置等の取得）

愛知県
21世紀高度先端産業立地補助
金

愛知県内の企業

高度先端分野における大規模な工
場・研究所を新設または増設する費
用を補助（土地は除く）

※工事着手30日前までの申請が必
要

（投資規模要件）大企業５０億円以上
（研究所は５億円以上）、中小企業２
億円以上
（雇用要件）新規常用雇用者数20人
以上、中小企業５人以上増加

補助率　１０％以内（研究所は２０％以内）
限度額　１００億円

随時

愛知県
産業立地通商課
立地推進グループ
電話：０５２－９５４－６３７２

http://www.pref.aichi.jp/ricchits
usho/yuuguu/ken.html

愛知県
新あいち創造産業立地補助金
（Ａタイプ）

愛知県内の企業

２０年以上、愛知県内に立地する工
場を有し、同一市町村内で工場・研
究所を新設または増設する費用を
補助（土地は除く）

※工事着手30日前までの申請が必
要

（投資規模要件）大企業２５億円以
上、中小企業１億円以上
（雇用要件）常用雇用者数を大企業１
００人以上、中小企業２５人以上維持
（認定申請～支援期間終了まで）

補助率　１０％以内
限度額　１０億円

随時

愛知県
産業立地通商課
立地推進グループ
電話：０５２－９５４－６３７２

http://www.pref.aichi.jp/ricchits
usho/yuuguu/ken.html

5
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愛知県
新あいち創造産業立地補助金
（Ｂタイプ）

愛知県内の企業

サプライチェーンの中核をなす分野
等の工場・研究所を新設または増設
する費用を補助（土地は除く）

※工事着手30日前までの申請が必
要

（投資規模要件）大企業５億円（成長
性高い分野は５０億円）、中小企業
2,000万円以上
（雇用要件）常用雇用者数を大企業
は２０人以上、中小企業は５人以上増
加

補助率　１０％以内（既設工場での設備投資
は５％以内）
限度額　１０億円

随時

愛知県
産業立地通商課
立地推進グループ
電話：０５２－９５４－６３７２

http://www.pref.aichi.jp/ricchits
usho/yuuguu/ken.html

長野県
信州ものづくり産業応援助成金
（県営産業団地立地企業以外）

長野県内に立地
しようとする企業

県内で設備投資（建物、機械設備）
を行う際に、その費用を補助（土地
は除く）

※事業認定申請日から原則として３
年以内に対象生産設備を取得、新
規常用雇用者数を雇用、環境規格
を取得すること等。

（投資規模要件）
（1.県外からの新規立地）50億円以
上、新規常勤雇用50～200人以上
（2.研究所の立地）３億円以上、新規
常勤雇用5人以上
（1.2.に当てはまらない新設）３億円以
上、新規常勤雇用10人以上
（1.2.に当てはまらない増設で中小企
業者のみ）１億円以下、新規常勤雇
用10人以上

（1.県外からの新規立地）補助率10%、15%、
20%以内、　10 億円以内
（2.研究所の立地）補助率15%以内、6億円以
内
（1.2.に当てはまらない新設）補助率5～15%、5
億円以内
（1.2.に当てはまらない増設で中小企業者の
み）補助率5%以内（航空宇宙特区の場合
6%）、5億円以内

対象生産設備に係る工事に着手す
る日の原則として３０日前までに、
事業認定申請書を知事に提出しな
ければならない。

長野県
産業労働部　産業立地・経営支援課
次世代産業集積係
電話：０２６－２３５－７１９３

http://www.nagano-ritti-
navi.jp/preferential/ordinance.ph
p

静岡県 新規産業立地事業費補助金
静岡県内に立地
しようとする企業

県内で設備投資を行う際に、その費
用を補助

（投資規模要件）
５億円以上　かつ県内雇用増１人以
上
または県内雇用数維持かつ生産性
10%以上向上

※雇用人数を３年間維持すること。

補助率　7%
　　　　　（成長分野に該当する場合は10%)
限度額　7億円
          (成長分野に該当する場合は10億円）

※成長分野の該当については、担当課に要
確認のこと。

申請予定年度の前年度８月末まで
に企業等概算調書を提出し、交付
対象事業としてエントリーすることが
必要。

静岡県
経済産業部
企業立地推進課
電話：０５４－２２１－３２６２

http://www.pref.shizuoka.jp/san
gyou/sa-
530/yugu/setsubi.html#H28

工場を新設、増
設する時

設備投資の費
用負担を軽減で
きます。
（土地、建物、
機械装置等の
取得）

岐阜県
岐阜県企業立地促進事業補助
金

岐阜県内に立地
しようとする企業

航空宇宙産業（民需に限る）に該当
する事業所を設置するにあたり、土
地、家屋又は償却資産を取得する
場合の費用を補助

（投資規模要件）
・初期投下固定資産額３億円以上
・新規地元常用雇用者５人以上

（その他の要件）
・事業所を設置する市町村の優遇策
の適用を受けていること。
・岐阜県から他の補助金など税財政
優遇策の適用を受けていないこと。
・岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進
企業の登録を受けていること。

補助率　初期投下固定資産額の１０％以内
限度額　5億円（ただし、県営工業団地への立
地の場合は10億円）

家屋を新築し、又は増築する工事
着手日の３０日前までに指定申請
書を知事に提出する。

岐阜県
商工労働部企業誘致課
電話：０５８－２７２－８３７０

https://www.pref.gifu.lg.jp/sangy
o/shokogyo/kigyo-
yuchi/11342/hojo-
rittisokusin25.html

各務原市 各務原市企業立地助成金
各務原市に立地
しようとする企業

市内において造成された工業団地
等で操業を行う者で市長が認めるも
のに対し助成金を交付

総敷地面積1,000㎡以上
※その他条件は各務原市へお問い合
わせください。

操業開始に伴い、取得した土地、建物および
償却資産に対して賦課された固定資産税の
額の2分の1を上限とし、操業が開始された後
初めて固定資産税が賦課された年度の翌年
度より3年度を限度として交付

随時
各務原市
産業活力部商工振興課
電話：058-383-9912

https://www.city.kakamigahara.l
g.jp/business/shokogyo/023934.
html

各務原市
各務原市テクノプラザ2期企業立
地助成金

テクノプラザ2期
に立地しようとす
る企業

テクノプラザ2期で事業を行う者で市
長が認めるものに対し助成金を交
付

各務原市へお問い合わせください。

事業開始に伴い、取得した土地、建物および
償却資産に対して賦課された固定資産税の
額を上限とし、操業が開始された後初めて固
定資産税が賦課された年度の翌年度より3年
度を限度として交付

随時
各務原市
産業活力部商工振興課
電話：058-383-9912

https://www.city.kakamigahara.l
g.jp/business/shokogyo/023934.
html

各務原市
各務原市企業設備投資促進事
業助成金

各務原市内企業

岐阜県企業立地促進事業補助金の
交付対象となる事業のうち、.研究開
発事業に係る設備または先端技術
産業、航空宇宙産業その他の製造
業に係る設備を対象に助成

各務原市へお問い合わせください。

対象とする建物および償却資産に対して賦課
された固定資産税の額の4分の1を上限とし、
対象設備に初めて固定資産税が賦課された
年度の翌年度に限り交付

随時
各務原市
産業活力部商工振興課
電話：058-383-9912

https://www.city.kakamigahara.l
g.jp/business/shokogyo/023934.
html
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松阪市 松阪市企業立地促進奨励金
松阪市内に立地
しようとする企業

松阪市内の工業団地等へ新規立地
する企業に対して、工場等を新設す
るための用地取得費の一部を助成

（対象業種）製造、研究、新エネル
ギー関連施設、及び流通分野の事業
（必要条件）
・用地取得面積が５，０００㎡（１，５１５
坪）以上であること。
・常用被雇用者数の増加は１０人以
上
・用地取得面積５，０００㎡～１０，００
０㎡の投下固定資産総額（用地取得
費を除く）が１億円以上であること。
・用地取得面積１０，０００㎡以上は投
下固定資産総額（用地取得費を除く）
が２億円以上であること。

※その他、詳細は松阪市までお問い
合わせください。

用地取得費または不動産鑑定評価額のいず
れか低い額の２５％（一部業種は２０％）に相
当する額を５年分割で交付。※限度額２億
円。

随時
松阪市
企業誘致連携課
電話：0598‐53‐4366

http://www.city.matsusaka.mie.j
p/site/kigyoyuti/yuguseido.html

機械装置を取
得する時

設備投資の費
用負担を軽減で
きます。
（機械装置等の
取得）

（公財）静
岡県産業
振興財団

航空機産業設備投資事業費補
助金

静岡県内の中小
企業等
（AS/EN/JISQ91
00、Nadcapを取
得している者又
は航空機の整
備、修理、点検
を行う者）

設備投資に要する経費を補助 -
補助率　１／２以内
限度額　1,500万円

＜2019年度＞
2019年4月10日（水）～2019年5月
24日（金）12:00必着

（公財）静岡県産業振興財団
研究開発支援チーム
電話：０５４－２５４－４５１２

http://www.shizuoka-
shinseicho.jp/topics/view/249

名古屋市
名古屋市航空宇宙産業設備投
資促進補助金

名古屋市内の中
小企業
（AS/EN/JISQ91
00、Nadcap等を
取得している者）

「機械設備」や「ソフトウェア」を購
入、設置または構築する経費を補助

-
補助率　10％以内
限度額　1,000万円

＜2019年度＞
～2019年9月30日（月）

名古屋市
市民経済局産業部　次世代産業振興課
電話：０５２－９７２－２４１８

http://www.city.nagoya.jp/shimi
nkeizai/page/0000114035.html

中部経済
産業局

ものづくり・商業・サービス生産性
向上促進補助金

中小企業者等
試作品開発・生産プロセスの改善に
必要な設備投資の経費を補助

-

（2018年度補正）
補助率　１／２以内または２／３以内
上限額　500万円または1,000万円

※2018年12月21日以降に「先端設備等導入
計画」認定を申請し取得した事業者、「経営革
新計画」承認を申請し取得した事業者は、補
助率２／３以内となる。

（2018年度補正）
2018年2月18日（月）～
１次締切　2018年2月23日（土）
２次締切　2018年5月8日（水）

各県中小企業団体中央会
https://www.chuokai.or.jp/hotinf
o/mh_koubo20190218new.html

中部経済
産業局

ものづくり・商業・サービス高度連
携促進補助金（企業間データ活
用型、地域経済牽引型）

複数の中小企業
者等が連携して
行う事業
（「地域経済牽引
型」は複数事業
者が共同して地
域経済牽引事業
計画の申請をし
ていること）

中小企業者等が連携して取り組む
生産性向上、試作品開発、生産プロ
セスの改善に必要な設備投資の経
費を補助

-

＜2019年度＞
（企業間データ活用型）
補助率　１／２以内または２／３以内
補助金額　100万円～2,000万円／者
※200万円×連携対参加者数まで追加

（地域経済牽引型）
補助率　１／２以内または２／３以内
補助金額　100万円～1,000万円／者

※2018年12月21日以降に「先端設備等導入
計画」認定申請し取得した事業者、「経営革
新計画」承認申請し取得した事業者、「地域
経済牽引事業計画」の承認申請し取得した事
業者は、補助率２／３以内となる。

＜2019年度＞
2019年4月23日（火）～2019年6月
24日（月）

（幹事企業が岐阜県、愛知県、三重県、
富山県、石川県で補助事業を実施する
場合）
愛知県中小企業団体中央会
電話：０５２－４８５－８４６０
（幹事企業が長野県、静岡県で補助事
業を実施する場合）
埼玉県中小企業団体中央会
電話：０４８－８７１－９８５５

https://www.chuokai.or.jp/hotinf
o/mhr_koubo31fy.html
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工場を新設、増
設、機械装置を
取得する時

法人税負担を
軽減できます。
（建物、機械装
置等の取得）

愛知県、
岐阜県、
三重県、
静岡県、
長野県

アジアNo.1航空宇宙産業クラス
ター形成特区制度による法人税
減税

総合特区内で認
定地方公共団体
が指定した法人

特区の戦略に合致する事業の設備
投資について特別償却または税額
控除が受けられる。

※＜特区が推進する事業＞
・ボーイング７８７等量産事業
・ボーイング７７７X開発・量産事業
・MRJプロジェクト事業
・関連中小企業の効率的な生産・供
給体制構築事業

（対象）
・機械装置：2,000万円以上
・研究開発用器具、備品：1,000万円
以上
・建物、附属設備、構築物：1億円以
上

特別償却（34%、ただし建物等17%）または税
額控除（10%、ただし建物等5%）

（１）支援措置の活用を希望する場
所について国から区域指定を受け
る。
（２）当該投資計画を記載した国際
戦略総合特別区域計画の認定を受
ける。
申請受付時期：５月、９月、１月
（３）設備投資を予定する工場等が
立地する県域を所管する県により、
課税の特例に係る法人の指定を受
ける。

愛知県
政策企画局
企画調整課企画課
電話：０５２－９５４－６０９１

http://www.pref.aichi.jp/kikaku/
sogotokku/support/

中部経済
産業局

地域未来投資促進法による法人
税減税

市町村及び県の
基本計画に沿っ
た「地域経済牽
引事業計画」に
基づく投資を予
定している企業

「地域経済牽引事業計画」に基づく
設備投資にかかる法人税減税（特
別償却または税額控除）が受けられ
る。

（対象）
・総投資額が2,000万円以上
・前年度の減価償却費の１０％を超え
る投資額

※対象事業の売上高伸び率がゼロを
上回り、かつ、過去５事業年度の対象
事業の市場の伸び率＋５％以上であ
ることが要件。

【機械装置・器具備品】４０％特別償却または
４％税額控除（直近事業年度の付加価値額
増加率が８％以上の場合、５０％特別償却ま
たは５％税額控除）
【建物・付属設備・構築物】２０％特別償却ま
たは２％税額控除

【適用期限】
2020年度末まで

（愛知県、岐阜県、三重県内の企業）
中部経済産業局
地域振興室
電話：０５２－９５１－２７１６
（富山県、石川県内の企業）
電力・ガス事業北陸支局　地域経済課
電話：０７６－４３２－５５１８
（静岡県、長野県内の企業）
関東経済産業局
企業立地支援課
電話：０４８－６００－０２７２

http://www.meti.go.jp/policy/sm
e_chiiki/chiikimiraitoushi.html

機械装置を取
得する時

法人税負担を
軽減できます。
（機械装置等の
取得）

中部経済
産業局

中小企業等経営強化法による法
人税減税

「経営力向上計
画」に基づく投資
を予定している
中小企業者

「経営力向上計画」に基づく設備投
資について、即時償却または税額
控除（10%または7%）を受けられる。

※設備取得前に、経済産業局等か
ら「経営力向上計画」の認定を受け
ることが必要。

（対象）
・機械装置（160万円以上）
・測定工具及び検査工具（30万円以
上）
・器具備品（30万円以上）
・建物付属設備（60万円以上）
・ソフトウェア（70万円以上）

即時償却　または　10％税額控除（資本金
3,000万円超１億円以下の中小企業者等は
7%）

【適用期限】
2020年度末まで

＜経営力向上計画についてのお問い合
わせ＞
中小企業庁　事業環境部　企画課
電話：０３－３５０１－１９５７
＜税制措置についてのお問い合わせ＞
中小企業税制サポートセンター
電話：０３－６２８１－９８２１

https://www.chubu.meti.go.jp/c1
3keiei/keieikyouka/keieikyouka_
gaiyo.html

固定資産税負
担を軽減できま
す。（機械装置
等の取得）

中部経済
産業局

生産性向上特別措置法による固
定資産税の軽減

資本金額１億円
以下の法人、従
業員数1,000人
以下の個人事業
主等

「先端設備等導入計画」に基づく設
備投資にかかる固定資産税の軽減
措置が受けられる。

※設備取得前に、新たに導入する
設備が所在する市町村から「先端設
備等導入計画」の認定を受けること
が必要。

（対象）
・機械装置（160万円以上、販売開始
時期10年以内）
・測定工具及び検査工具（30万円以
上、販売開始時期5年以内）
・器具備品（30万円以上、販売開始時
期6年以内）
・建物付属設備（60万円以上、販売開
始時期14年以内）

固定資産税の課税標準を３年間ゼロ～１／２
に軽減（市町村の条例等で定める割合）

【適用期限】
2020年度末まで

＜お問い合わせ先＞
新たに導入する設備が所在する市区町
村
＜制度全体のお問い合わせ＞
中部経済産業局
中小企業課
電話：０５２－９５１－２７４８

https://www.chusho.meti.go.jp/k
eiei/seisansei/2019/190425seis
anseiSentan.pdf
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