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地域未来投資促進法について 

 

 

 

地域未来投資促進法に関する主な支援措置について 

 

 

 

＜平成30年度当初予算案＞

○地域中核企業・中小企業等連携支援事業

・研究開発から設備投資、販路開拓等まで一体的に支援

１）地域未来投資促進法の計画承認を受けた中小企業が大
学・公設試等と連携して行う研究開発等への補助【P３】

２）地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者が中小企
業と連携して行う戦略分野の設備投資への補助【P４】

３）専門家による事業化戦略の立案や販路開拓の支援【Ｐ５】

＜平成29年度補正予算案＞

○共同設備：地域未来投資促進法の承認を受けた支援機関等
に対して、地域で共同利用が見込まれる先端技術設備の導入や
利用支援のための経費を補助【P６】

○連携措置：ものづくり補助金やIT導入補助金等の採択時に、
地域未来投資促進法の承認案件を審査において優遇するなどの
連携 【P１０】

＜地方創生推進交付金の活用＞

○地域未来投資促進法に基づき都道府県の承認を受けた事業
計画については、内閣府と連携し、重点的に支援

（設備投資も可。交付上限やハード事業割合の弾力化）

○日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、運
転資金の長期（20年、7年以内）かつ固定金利での融資【P８】

○地域経済活性化支援機構（REVIC）、中小企業基盤整備機
構等によるファンド創設・活用等

○先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置【P７】

・機械・装置等：40％特別償却、4％税額控除

・建物等 ：20％特別償却、2％税額控除

① 予算による支援措置 ② 税制による支援措置② 税制による支援措置

③金融による支援措置

④規制の特例措置等

○工場立地法の緑地面積率の緩和【P９】

○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮【P９】

○一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加

○事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案の創設

〔内容〕
 対象となる区域（促進区域）
 経済的効果に関する目標
 地域の特性 × 推進したい分野
 地域経済牽引事業の要件
 事業環境整備の内容 等

市町村及び都道府県：基本計画
都道府県
が承認※

事業者等：地域経済牽引事業計画

〔申請主体〕
①民間事業者、②官民連携型（地方公共団体及び民間事業者）
※②の場合は、国が事業を承認

〔内容〕
 事業の内容及び実施時期
 地域経済牽引事業の要件への適合性

①活用する地域の特性 × 分野
②付加価値創出額
③地域の事業者に対する経済的効果

 事業者間の役割分担
 特例措置に関する事項 等

承認された事業に対して政策資源を集中投入して支援

国
：
基
本
方
針

支援

同意

承認

○地域経済牽引事業の促進を図るための土地の利用の調整 等

土地の利用の調整を要する場合

都道府県が同意

市町村：土地利用調整計画

①予算による支援措置、②税制による支援措置、③金融による支援措置、④情報に関する支援措置、⑤規制の特例措置等

●基本計画を作成した自治体から、地域経済牽引事業の承認を得て、地域経済を牽引する
事業を行う場合に、本支援メニューの対象となります。

※以下URLに、基本計画を作成した自治体など、本法律に関する詳細を掲載していますので、
ご参照下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

公設試、大学等が連携して行う地域経済
牽引事業に対する支援についての計画
（目標、内容等）

支援機関：連携支援計画
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①ものづくり：中小ものづくり高度化法の計画認定又は地域未来投資促進法の計画承

認を受けた中小企業が、大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開

発及び販路開拓等への取組を最大３年間支援します。（補助上限額：

4,500万円（初年度以降は異なる）、補助率 2/3） 

②サービス：中小企業等経営強化法の新連携計画認定を受けた中小企業が行う新た

なサービスモデル開発等を２年間支援します。（補助上限額：3,000 万円、

補助率 1/2（IoT、AI等の先端技術活用の場合は 2/3）） 

※地域未来投資促進法の計画承認を受けた者が参画する事業は審査において優遇 

 

 

◎地域中核企業・中小企業等連携支援事業 

（うち戦略的基盤技術高度化・連携支援事業）130.0億円 

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816 

窓口：各経済産業局等 

 

以下のような取組に使える補助金です 
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地域未来投資促進法（前ページ参照）の計画承認を受けた事業者が行う、地域経

済を牽引する事業に係る設備投資を支援します。  

【対象事業】 

＜条件１＞地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者が中小企業と連携して

行う戦略分野における設備投資であることが必要です。 

（注１）補助対象事業者は全て地域未来投資促進法の計画承認を受けている事業者である必要

があります。 

（注２）連携する事業者がいずれも設備投資を行う必要があります。 

（注３) 「戦略分野」とは、今後、高い成長が見込まれる以下の分野です。 

①先端ものづくり、②農林水産・地域商社、③第 4次産業革命関連、 

④観光・スポーツ・文化・まちづくり、⑤環境・エネルギー、⑥ヘルスケア・教育サービス 

＜条件２＞本事業で補助対象となるためには、地域中核企業創出・支援事業（P

５）における支援においても既に対象となった事業、新たに対象となる事業であることが

必要です。 

【補助上限額】 

・連携事業者数が２者の場合   ：5,000万円 

・連携事業者数が３者の場合   ：7,500万円  

・連携事業者数が４者以上の場合：１億円 

（注）ただし、補助対象事業者に非中小企業が含まれる場合には、連携事業者数に関わらず補助

上限額は 5,000 万円となります。また、当該非中小企業への補助額は、補助額全体の 1/2 未

満としていただく必要があります。 

【補助率】 中小企業：１／３、非中小企業：１／４ 

【補助対象外】 

・他の設備投資補助制度の交付対象となっている事業 

・前年度の減価償却の１０％未満となる非中小企業の設備投資 

◎地域中核企業・中小企業等連携支援事業 

（うち戦略分野における地域経済牽引事業支援事業）10.0億円 

担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 

窓口：各経済産業局等 

公募状況：３月から４月に公募予定 

 

 

 

最大で１億円（補助率 1/3）の補助が出ます。 
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優れた技術等を有し地域経済を牽引する地域中核企業へと成長できる企業を発掘する

とともに、地域中核企業候補とパートナー企業や大学等との連携体制の構築や、グロー 

バルな展開も視野に入れた地域中核企業の更なる成長を実現する事業化戦略の立案

や販路開拓、事業化のための研究開発の取組を支援します。 

①地域中核企業創出支援ネットワーク形成事業 

支援人材を活用して、地域中核企業候補と全

国大の外部リソース（大学、協力企業、金融

機関 等）とのネットワーク構築を支援します。 

対象経費：支援人材の活動費、マッチングに係

る会議等の経費 等 

②プロジェクトハンズオン支援事業 

支援人材を活用して、地域中核企業の更なる

成長のため、事業化戦略の立案/販路開拓を

ハンズオンで支援します。 

対象経費：支援人材の活動費、市場調査費、 

販路開拓のための展示会出展費 

等 

③グローバル・ネットワーク協議会 

国際市場に通用する事業化等に精通した専門家（グローバル・コーディネーター）からな

るグローバル・ネットワーク協議会が、グローバル市場も視野に入れた事業化戦略の立案

や販路開拓等を支援します。 

◎地域中核企業・中小企業等連携支援事業 

（うち地域中核企業創出・支援事業）21.５億円（委託費） 

担当：地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 03-3501-0645 

窓口：各経済産業局等 

公募状況：３月から４月に公募予定 

 

 

 

地域を牽引する地域中核企業の創出と成長を支援します。 

金融機関 

協力企業 

国等の支援機関 

大学 

支援人材 

地域中核企業候補 

資金面 経営面 技術面 

支援人材 

最適な支援策 

全国から探索 

課題の整理 

事業化の課題 
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本事業では、地域の複数の中小企業による共同利用が見込まれるような先端的な設備

を導入し、中小企業への利用支援を講習会などにより行う公設試等に対して、補助を行

います。 

また、地域未来投資促進法に基づき、他の支援機関と連携して支援する計画（連携支

援計画）がある場合は、優先採択を行う予定です。 

【補助対象経費】  

①機器の整備（機器の購入、設置等） 

②人材雇用・育成（専門家の招へい。講習会の開催等） 

【補助率・補助上限額】 

  定額補助・上限 1億円 

※ 高性能計算機案件または３つ以上の都道府県域にまたがる共同体による申請案件については、

上限 1.5億円 

 

◎地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業 10.0億円 

担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 

窓口：各経済産業局等 

公募状況：１２／２５（月）～１／２９（月） 

 

 

 

公設試等における先端設備の利用を支援します 

 

事業イメージ 

 



  7 

 

 

【対象事業】 

都道府県による承認を受けた地域経済牽引事業（※） 

※都道府県が作成した基本計画において定められた地域の特性を活用し、都道府県が定めた一定

の付加価値額及び地域の事業者に対する経済的効果が見込まれる事業であること。 

【支援措置】 

承認された地域経済牽引事業のうち、先進性を有することや総投資額が 2000 万円

以上など、一定の要件を満たすことについて国の確認を受けた事業について、その事業

で行う設備投資金額の一定割合について特別償却又は税額控除を受けることができ

ます。 

●機械・装置、器具・備品   ：特別償却 40％ 又は 税額控除 4％ 

●建物・建物附属設備・構築物：特別償却 20％ 又は 税額控除 2％ 

 

◎地域未来投資促進税制（適用期限：平成 30年度末） 

担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 
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【対象事業】 

都道府県による承認を受けた地域経済牽引事業（※） 

※都道府県が作成した基本計画において定められた地域の特性を活用し、都道府県が定めた一定

の付加価値額及び地域の事業者に対する経済的効果が見込まれる事業であること。 

【支援措置】 

地域経済牽引事業のために必要となる設備資金及び運転資金について、日本政金融

公庫が、中小企業・小規模事業者に対し、長期かつ固定金利で融資します。 

●貸付期間 設備資金 20年以内（うち据置期間２年以内） 

運転資金 ７年以内（うち据置期間２年以内） 

   ●貸付限度 中小企業事業：7.2億円（うち運転資金 2.5億円以内） 

            国民生活事業：7200万円（うち運転資金 4800 万円以内） 

   ●貸付利率 設備資金 中小企業事業：2.7億円まで特別利率③*  

2.7億円を越える部分 基準利率 

                   国民生活事業：特別利率Ｃ*  

            運転資金 基準利率 

＊以下のいずれかを満たす場合は特別利率③・Ｃ。いずれも満たさない場合には特別利率①・Ａ。 

・新規開業して７年以内 又は 困難な経営状況にある場合 又は 公庫と民間金融機関が連携

支援を図る場合 

・複数事業者が共同で承認事業を行う場合は、単独で法律承認基準を満たし、かつ、上記３条件

のいずれかを満たす事業者 

◎政府系金融機関による金融支援（平成 30年度より創設予定） 

担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 
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【支援措置】 

国の同意を受けた基本計画において、重点促進区域内に工場立地特例対象区域を

指定した場合に、市町村は、条例により、対象工場の立地に際しての緑地面積率及び

環境施設面積率を、国の定める基準の範囲内で設定することが可能になります。 

・地番等で設定

・行政区画単位で設定

・字又は旧市町村単位で設定

「促進区域」

「重点促進区域」

「工場立地特例対象区域」

 

対象工場 業種： 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業（水力、地熱及び太陽光発電所は除く）
規模： 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上

基準 環境施設：25％以上（うち、緑地は少なくとも20％以上）

参考：現行の企業立地促進法の特例に係る区域の区分ごとの基準

甲種区域 乙種区域 丙種区域

住居・工業の用に供されている区域 主として工業等の用に供されている区域
乙種区域のうち、一般住民の日常的な生
活の用に供する建築物が無い区域

環境施設面積率 15％以上～25％未満 10％以上～25％未満 1％以上～15％未満

うち、緑地面積率 10％以上～20％未満 5％以上～20％未満 1％以上～10％未満

工場立地法の概要

 

 

 

【支援措置】 

土地利用調整の仕組みの整備と地域未来投資促進法第17条の配慮規定を受けて、

農地法・農振法の政令等の改正を行いました。その結果、調整が整った施設について、

優良農地の確保を前提に、農用地区域からの除外や農地転用が可能になります。 

また、同様の手続を前提に、同配慮規定を受けて、都市計画法の開発許可制度運用

指針を改正し、上記により都道府県知事が適当であると確認している施設について、通

常原則として許可して差し支えないものと位置づけています。 

◎工場立地法における緑地面積等に関する特例措置 

担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 

◎農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る措置 

担当：地域経済産業グループ 地域未来投資促進チーム 03-3501-1587 
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（参考） 

地域未来投資促進法に基づく承認を受けた 

地域経済牽引事業への優先採択などの連携措置がある事業一覧 

 

・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 

 －中小企業・小規模事業者が、認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革

新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支

援します。また、設備投資等とあわせて専門家に依頼する費用も支援します。 

（平成 29年度補正予算案 1000.0億円） 

 

・サービス等生産性向上 IT導入支援事業 

 －中小企業等の生産性向上を実現するため、業務の効率化や売上拡大に資する簡

易的な IT ツールの導入支援を行います 

（平成 29年度補正予算案 500.0億円） 

 

・エネルギー使用合理化等事業者支援事業（省エネルギー投資促進に向けた支援補

助金の一事業） 

 －工場・事業場における省エネ効果の高い設備への入替を支援することで、エネルギー

消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進します。 

（平成 30年度予算案 600.4億円の内数） 

 

・中堅・中小企業等への橋渡し研究開発促進事業 

－中堅・中小企業等が、「橋渡し研究機関」と共同研究を実施する際や、橋渡し研

究機関の持つ基盤技術等を実用化する際に NEDOがこれらの中堅・中小企業等

に対して支援を行います。 

（平成 30年度予算案 3.0億円） 

 

・実践型地域雇用創造事業（厚生労働省事業） 

－雇用機会の拡大・人材育成など、自発的な雇用創造の取組を実施する地域を支

援します。 

（平成 30年度予算案 26.2億円） 




