
コロナ禍のピンチをチャンスに繋げるための

中小・中堅企業方々向けの支援施策
(令和3年度補正予算及び令和4年度新政策)

令和4年1月

編集:一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター
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経済産業省関係施策

(事業復活支援金)

summary.pdf (meti.go.jp)
(令和3年度補正予算)
hosei_yosan_pr.pdf (meti.go.jp)

(令和4年度予算)
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2022/pr/ip/chuki_16.pdf

(上記より抜粋編集)

1.事業復活支援金について

2.中小企業等事業再構築補助金(令和３年度補正)

3.中小企業生産性革命推進事業(令和３年度補正)

4.ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業(令和４年度)
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1.事業復活支援金の概要について
(令和3年度補正予算額６,123億円)

〇新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含 む個人事業
主に対して、事業規模に応じた給付金を支給。なお、給付要件等は、引き続き検 討・具体化しており、変更になる可
能性あり。
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〇令和3年度補正事業事業は、令和2年度補正事業が令和３年度に都合５回募集するのを受けて、令和4年4月以降３回
の募集を予定(第6次～第８次募集)
〇変更点としては、売上高減少要件の緩和、計画策定における新事業の総売上高10％以上要件の緩和、「回復・再生
応援枠」及び「グリーン成長枠」の新設する一方、「緊急事態宣言枠」及び「卒業・グローバルV字回復枠」を廃止
〇なお、グリーン成長枠は、売上減少要件を適用されない [次頁 比較表 参照]

2.中小企業事業再構築促進事業(継続、一部運用改正)
(令和3年度補正予算額６,123億円)
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売上減少要件

事業再構築要件

計画策定要件

申請枠 付加要件 従業員数 補助額 補助率 申請枠 付加要件 従業員数 補助額 補助率

20人以下 100万円～4,000万円 20人以下 100万円～2,000万円

21~50人 100万円～6,000万円 21~50人 100万円～4,000万円 

 51人~100人 100万円～6,000万円

101人以上 100万円～8,000万円

５人以下 100万円～500万円 ５人以下 100万円～500万円

６~20人 100万円～1,000万円 ６~20人 100万円～1,000万円 

21人以上 100万円～1,500万円 21人以上 100万円～1,500万円

５人以下 100万円～500万円

６~20人 100万円～1,000万円 

21人以上 100万円～1,500万円

大規模賃金引上枠

以下の①及び②を満たすこと

① 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3

～5年の事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金

を年額45円以上の水準で引き上げること

② 補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3

～5年の事業計画期間終了までの間、従業員数を年率平

均1.5%以上（初年度は1.0%以上）増員させること

101人以上 8,000万円超～1億円 

 中小企業：2/3

（6,000万円超は1/2）

 中堅企業：1/2

（4,000万円超は1/3

大規模賃金引上枠

◇卒業枠:400社限定。

事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③

グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員

を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長す

る中小企業向けの特別枠。

中小企業 6,000万円超～1億円 2/3 中小企業 100万円～1億円 1/2

◇グローバルV字回復枠:100社限定。

売上高が15％以上減少しており、グローバル展開を果

たす事業を通じて、価値額年率5.0%以上増加を達成す

ることを通じてV字回復を果たす事業者向けの特別枠

中堅企業 8,000万円～1億円 1/2 中堅企業 100万円～1.5億円 1/3

事業再構築補助金の令和３年度補正事業と令和２年度補正事業の比較

通常枠

緊急事態宣言枠

(2年度補正のみ)

最低賃金枠

卒業・グローバル

V字回復枠

(2年度補正のみ)

令和2年度補正事業(直近　第4次申請)

以下の①及び②のいずもを満たすこと

①2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年１～３月）の同３か

月の合計売上高と比較して10％以上減少していること。

②2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減

少していること。

■事業計画における新事業売上高10％要件の緩和

(現行)３～５年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10％以上となる計画を策定することが必要。

(要件緩和の内容)

３～５年間の事業計画期間終了後、新たな製品等による付加価値額（※）が総付加価値額の15％以上となる計画を策定することでも要

件を満たす。（※）付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

また、2021年11月以前に終了する事業年度の売上高が10億円以上の事業者であって、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上で

ある場合には、新事業の売上高が当該事業部門の売上高の10％以上でも要件を満たすこととする

申請要件

以下の5つのいずれかの類型に該当すること

①新分野展開、②事業転換、③業種転換、④業態転換、⑤事業再編

⚫ 事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が3,000万円を超える案件は、金融機関（銀行、

信金、ファンド等）も参加して策定すること。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構わない。

⚫ 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0％)以上増加、又は従業員一人

当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0％)以上増加の達成を見込む事業計画を策定すること。

　　　　　※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

申請枠とその内容

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外

出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、

2021年１月～９月のいずれかの月の売上高が対前年又

は前々年の同月比で30%以上減少している事業者

■売上高10％減少要 件を課さない

■以下の①～③のいずれもを満たすこと

①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等

支援機関と策定すること

（補助額3,000万円超は金融機関も必須）

②補助事業終了後３～５年で

付加価値額の年率平均5.0%以上増加又は

従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加

の達成を見込む事業計画を策定すること

（※通常はそれぞれ年率平均3.0%以上増加）

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた

課題の解決に資する取組として記載があるものに該当

し、2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割

合以上に対する人材育成をあわせて行うこ

グリーン成長枠

(3年度補正新設)

左記、２年度補正と同様

令和3年度補正事業

①2020年4月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は2020年１～３月）の同３か月の

合計売上高と比較して10％以上減少していること。(ただし、グリーン成長枠には適用しない)

変更なし

 中小企業：2/3

（6,000万円超は1/2）

 中堅企業：1/2

（4,000万円超は1/3）

通常枠

中小企業：３/４

中堅企業：２/３

以下の①及び②を満たすこと

① 2020年10月から2021年6月までの間で、3か月以上

最低賃金＋30円以内で雇用している従業員が 全従業員

数の10%以上いること

② 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又

は前々年の同月比で30%以上減少していること

最低賃金枠 左記、２年度補正と同様

主要な設備の変更を求めている指針の要件(新規性)を

課さない。以下の①又は②に該当すること。

①引き続き業況が厳しい事業者

2021年10月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は

前々年の同月比で30％減少

②事業再生に取り組む事業者

再生支援協議会スキーム等に則り再生計画を策定（詳

細な要件は検討中）

 51人以上

 中小企業：2/3

（6,000万円超は1/2）

 中堅企業：1/2

（4,000万円超は1/3）
100万円～8,000万円

中小企業：３/４

中堅企業：２/３

中小企業：３/４

 中堅企業：２/３

回復・再生応援枠

(3年度補正新設)
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3.中小企業生産性革命推進事業(継続、一部運用改正)
(令和3年度補正予算額 2,001億円)

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)は、従業員規模に応じた補助上限額が設定さ
れ、「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」「グリーン枠」が新設。また、資本金１０億円未満の特定事業者
を新たに対象。また再生事業者の補助率は２／３に。[次頁 比較表 参照]
②サービス等生産性向上ＩＴ導入支援補助金(ＩＴ導入補助金)は、ＩＴツールだけでなく、ＰＣ、タブレット、レジ
等も対象に。また３５０万円まで支援対象に
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申請類型 補助対象 補助金額 補助率 申請類型 補助対象 補助金額

　１／２ 特定事業者

業種 資本金 従業員員数

製造業等 500人以下

卸売業 400人以下

サービス業

小売業

グローバル展開型

中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした

「革新的な製品・サー ビス開発」又は「生産プロセス・

サービス提供方法の改善」に必要な設備・ システム投資

等を支援（①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバ

ウンド 市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれか

に合致するもの）

１，０００万円～３，０００万円
回復型賃上げ、

雇用拡大枠

業況が厳しい事業者が、賃上げ・雇用拡大に取り組むた

めの生産性向上を支援

【追加要件】（詳細な要件は検討中）

④補助金への応募申請時に、前年度の事業年度の課税所

得がゼロであること

【補助金の返還要件】

上記の②給与支給総額、又は、③事業場内最低賃金の増

加目標が未達の場合には、補助金額の全額返還を求める

ことで、賃上げ・雇用拡大の実効性を確保する。

デジタル枠

DX（デジタル・トランスフォーメーション）に資する革

新的な製品・サービスの開発やデジタル技術を活用した

生産プロセス・サービス提供方法の改善等を行う事業者

を支援

【追加要件】 （詳細な要件は検討中）

④DXに資する革新的な製品・サービスの開発やデジタル

技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善

等を行う事業計画を策定していること。

⑤経済産業省が公開する「DX推進指標」を活用して、

DX推進に向けた現状や課題に対する認識を共有する等の

自己診断を実施するとともに、自己診断結果を独立行政

法人情報処理推進機構

（IPA）に対して提出すること

グリーン枠

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービ

スの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービ

ス提供方法の改善等を行う事業者を支援

【追加要件】 （詳細な要件は検討中）

④３～５年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生

産性を年率平均1％以上増加すること。

※労働生産性と炭素生産性向上のいずれも必要であり、

生産プロセスやサービス提供方法の改善を伴わない設備

更新（例：既存機械装置をエネルギー効率の高い機械装

置に入れ替えることのみを目的とした事業計画である場

合等）は支援対象とはならない。

⑤これまでの温室効果ガス排出削減に向けた詳細な取組

状況がわかる書面を提出すること

  5人以下:100万円~1,000万円

  6~20人:100万円~1,500万円

21人以上:100万円~2,000万円

補助率

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業　令和2年度補正予算と令和3年度補正予算との制度比較

令和2年度補正予算事業 令和3年度補正予算事業

一般型 一般型

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・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

①事業者全体の付加価値額を年率3％以上増加すること

②給与支給総額を年率1.5％以上増加すること

③事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別

最低賃金+30円以上の水準にすること

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・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

①事業者全体の付加価値額を年率3％以上増加すること

②給与支給総額を年率1.5％以上増加すること

③事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別

最低賃金+30円以上の水準にすること

１００万円～１，０００万円

　２／３

■小規模企業者・小規模事業者、再生事業者

　２／３

■中小企業者、資本金10億円未満の特定事業者

10億円未満

300人以下

■中小企業者

　１／２

■小規模企業者・小規模事業者

　 ２／３

5人以下:100万円~   750万円

6~20人:100万円~1,000万円

21人以上:100万円~1,250万円
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4.ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業(新規)
(令和4年度予算額 10.2億円)

〇複数の中小企業等が連携し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトや、新分
野展開、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトを最大2年間支援。
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厚生労働省関係

(令和3年度補正予算)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/21hosei/dl/21hosei_20211129_01.pdf

(令和4年度予算)
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokanyosan/dl/02-05.pdf

(上記より抜粋編集)
5.雇用調整助成金等・休業支援金等(継続、一部改正)

6.雇用調整助成金 (令和４年度予算)

7.新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の対応

8.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(令和４年度予算)

9.産業雇用安定助成金(令和４年度予算)

10.産業雇用安定センターによる出向・移籍のあっせん(令和４年度予算)

11.中小企業におけるＤＸ人材育成の推進(令和４年度予算)

12.両立支援等助成金(令和４年度予算)

13. 65歳超雇用推進助成金(令和４年度予算)

14.高年齢労働者処遇改善促進助成金について(令和４年度予算)

15. 業務改善助成金について
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5.雇用調整助成金等・休業支援金等(継続、一部改正)
(令和３年度補正予算案：１兆８５４億円 )

〇雇用調整助成金
業況特例の対象は、令和４年１月～３月は、生産指標が最近３か月の月平均で前年、前々年又は３年前同期比 30%

以上減少の全国の事業主。 なお、令和３年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和４年１月１日以降に判
定基礎期間 の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。
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6.雇用調整助成金
(令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）： 5,552億円（ 6,240億円）)

〇当初予算は、通常分でのみ計上。令和４年４月以降の特例枠の扱いについては、現在、未定
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7.新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の
特例措置の対応
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8.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（概要）
(令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）：２９０億円（32億円）)

〇新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払
いを受けることが できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給
付金を支給する。
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9.産業雇用安定助成金(令和４年度予算)
(令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）： 450 億円（537億円）)

新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により
労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して、一定期間の助成を行う。

■対象：雇用調整（コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図ること）
を目的とする出向。

■前提：雇用の維持を目的とする助成制度のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと。
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10.産業雇用安定センターによる出向・移籍のあっせん
(令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）： 38 億円（44億円）)

○ 産業雇用安定センターは、１３の産業団体（※）の拠出により設立された公益財団法人。
○ 労働力の産業間、企業間移動の円滑化に寄与するため、出向・移籍による失業なき労働移動に関する情報提 供・相談
等を実施。
○ 令和２年度の実績：送り出し件数１４，８５３件に対して、出向・移籍の成立件数９，０４２件、成立率６０．９％

※（社）日本造船工業会、（社）日本鉄鋼連盟、電気事業連合会、全国銀行協会、（社）日本自動車工業会、（社）日本電機工業会、（社）セメント協会、

日本化学繊維協会、日本製紙連合会、日本石炭協会、日本紡績協会、（社）日本民営鉄道協会、（社）日本船主協会
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11.中小企業におけるＤＸ人材育成の推進
(令和４年度予算案： 1.9億円（新規）)

・ 我が国におけるDXを推進するためには、ＩＴを活用した業務改善やビジネス展開などに従事する人材の育成が不可欠。
・ 多くの中小企業では、大企業と比べＤＸ化の取組みは進んでいない。
・ このため、全国の生産性向上人材育成支援センター（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構）に中小企業等

ＤＸ人材育成推進員を配置し、中小企業等の人材育成計画の作成等を支援するとともに、ＤＸに対応した訓練を拡充
する 等により中小企業等のＤＸに対応するための人材育成を総合的に推進する。
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12.両立支援等助成金
支給機関：都道府県労働局 (令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）:106億円(119億円) )

･男性が育児休業を取得しやすい環境の整備に向けた企業の取組支援
･女性活躍推進のための行動計画に基づく企業の取組支援
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13. 65歳超雇用推進助成金
(令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）： 39億円（44億円）)

・70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援
・将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくため、66歳以上の継続雇用延長・65歳以上の年齢までの

定年引上げ等を行う企業に対して支援を実施することにより、65歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を
整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図る。
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14.高年齢労働者処遇改善促進助成金について
(令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）：23億円（ 32億円） )

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する等の観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇 の改善
に向けて取り組む事業主に対し支援を行う。
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15. 業務改善助成金について
(令和４年度予算案（令和３年度当初予算額）：12億円（12億円） )

・企業の生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を行うとともに、事業場内の最低賃金(事 業場内で最も
低い時間給)を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要 した経費の一部を助成する。

・新型コロナウイルスの影響下において、売上高や生産量等が減少している中小企業事業者に対して、 上限額の引上
げ等の特例を設けることにより、重点的に環境整備を図ることとする。
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