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 関東経済産業局について 
○関東経済産業局は、経済産業省の地方ブロック機関であり、広域関東圏 （１都１０県＝ 
 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 
 静岡県）を行政区域としています。 
 
○当局では、この地域で活躍されている企業、消費者、大学、自治体、関係機関等の皆様に 
 対して、中小企業対策、新規創業の促進、技術開発支援、環境・リサイクル対策、エネル 
 ギー対策、消費者相談等、様々な経済産業政策の実施に取り組んでいます。 

【最寄駅からのアクセス】 
・JR京浜東北線、宇都宮・高崎線「さいたま新都心」駅   下車徒歩約5分 
・JR埼京線「北与野」駅 下車 徒歩10分 

所在地  〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１ 
ホームページ   http://www.kanto.meti.go.jp/ 
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１．平成30年度 経済産業政策の重点及び概算要求 



 

 

 
 
 
 

新たな需要の創出と人材投資・生産性革命など 
により日本経済の成長を確固たるものにしていく 

平成３０年度 経済産業政策の重点（案）＜全体像＞ 

第四の柱 
 

中小企業等による地域未来投資の加速化 

第二の柱 
 

対外経済 
政策の 
展開 

第三の柱 
 

産業安全 
保障の 

抜本強化 
/ 

強い産業 
基盤の構築 

第一の柱 
 

Connected Industries 等を通じた 
Society 5.0の実現 

 

→ 政策資源を集中 

第五の柱  
 

環境･エネルギー制約の克服と投資拡大 

  

福島の復興加速 １ 

～ ～ 

 世界経済は緩やかなペースでの回復が続く一方で、保護主義の台頭やサイバー攻撃のリスク増大など不透明リスクが顕在化。 
 日本経済の好循環は着実に回り始めているが、投資や消費の動きはいまだ力強さを欠く。 
 こうした状況下で、第４次産業革命の先端技術を活用しつつ、様々なつながりから、新たな付加価値を創出し、直面する諸課題を

解決する「Connected Industries（※）」によって、日本経済の成長を確固たるものにしていく。 

※Connected Industries :  IoT等によって様々なものをネットワーク化し、顧客や社会の課題解決に資する新たな付加価値を生み出す産業社会 



１．データの利活用を加速する  

 （３）重要分野における実証 

第一の柱：Connected Industries 等を通じたSociety 5.0の実現 

２．多様な人材を育成し、活躍を促す  ３．企業と企業をつなぎ、革新を促す  

（１）生産性の高い事業分野 
   への重点化 
① 産業競争力強化法など事業再

編関連制度の見直し 

② 新たな規制改革手法（レギュ
ラトリーサンドボックス）に
よる新たなビジネスの創出 

③ 企業と投資家間の対話促進に
よるコーポレート・ガバナン
スの強化 

④ ベンチャー企業の成長段階に
応じたリスクマネー・人材供
給支援 

（２）サイバーセキュリティ 
① 電力・ガスなど重要インフ

ラでのサイバー攻撃への脆
弱性の評価の実施 

② サイバー攻撃の予兆や被害
情報に関する、省庁や業種
を超えた情報共有スキーム
の構築 

③ 日米、日イスラエル等との
連携強化等による人材育成 

④ サイバーセキュリティ産業
における投資拡大支援 

（１）データの公正な利用・ 
   官が保有するデータの活用 

① データの不正取得等の禁止、標準必須特許に
係る紛争解決（知財ADR創設等）などの法制
度整備 

② 工業標準をサービスにも対象拡大する法制度
整備や、官民の標準化の連携による国際標準
獲得推進 

③ 補助金手続き等の電子化、法人情報のオープ
ン化など公的データの流通促進 

（２）産業・個人が保有するデータのルール策定 

自動走行 ロボット/ドローン スマートものづくり バイオ/ヘルスケア 

＜パーソナルデータ＞ 
① 個人起点のデータ流通・取引に係る制度 

整備（情報銀行等) 

② スマートホームなどパーソナルデータの 
実証事業・ルール整備 

③ 電子タグの本格普及などによるサプライ 
チェーンの最適化・消費の活性化 

２ 

（１）学び・育てる 
① ＩＴスキル標準の改訂 
② 「第四次産業革命スキル習得講座認

定制度」の創設 
③ ＩＴ・ソフトウェアの専門人材の育

成・起業支援（未踏プロジェクト） 
④ 公教育における民間事業者の活用、

ITを利用した教育手法（Edtech）
の導入促進 

⑤ 社会人の学び直しの促進 

（２）呼び込む 
① 産総研・東大柏ＡＩ研

究センターでのＡＩと
ロボット・バイオ等の
融合技術の実用化 

② 日本版高度外国人材グ
リーンカードの活用に
よる受入れ 

③ 政府機関を含む外国人
材の日本での研修実施 

＜産業データ＞ 
① 事業者間のデータ協調・流通 

• 契約ガイドラインの普及促進、データ
の第三者利用の促進 

• 産業保安等の協調領域のデータの蓄
積・流通、制度整備に向けた実証 

② 革新的なＡＩチップの開発などＡＩ開
発・実用化促進 

（３）生産性の高い働き方の実現 
① 職務や能力等の内容の明確化とそれに基づく公正な評価の推進 
② 女性等が活躍するダイバーシティ経営の促進 

宇宙 

③ テレワークの推進 



３．中堅・中小企業の海外展開支援/日本の魅力を活かす施策 

２．アジア等とのインクルーシブ（包括的）な成長に向けた取組 

１．自由で公正な高いレベルのルールを通じた対外経済政策の推進 
  

第二の柱：対外経済政策の展開 

（２）TPP 

（３）アジア等における日本企業の 
進出支援・サプライチェーンの強化 

 日本とASEANの結びつきを活かした日本企
業とアジア企業の連携強化、人材育成支援 

 中東やアフリカなど新興国市場の獲得に向
けた二国間協力の推進 

（１）「新輸出大国コンソー 
シアム（※）」を活用した 

中堅・中小企業の海外展開支援 
 

※会員数は6月末時点で約5,000社 

（２）日本食品海外 
プロモーションセンター 

（ＪＦＯＯＤＯ）を活用した 
農林水産物・食品の輸出拡大 

（３）日米経済対話 （４）RCEP 

（２）新興国のインフラ・都市化需要等
における質の高いプロジェクト組成 

 質の高いインフラに関するルール形成や
サービス分野を含めた行政人材の育成支援 

（３）2025大阪・関西 
万博の誘致 （４）クールジャパン推進 

 自由で公正な高いレベルの通商ルールの構築 
 通商ルールのエンフォースメント強化 

 日ＡＳＥＡＮ協力の強化、ＥＲＩＡ等との連携 
 デジタル貿易における国際ルール整備 

（１）日露経済協力 
 ８項目「協力プラン」の具体化・実現 

（健康寿命の伸長、中小企業交流、エネルギー等） 

３ 

＜４つのフロントが「相互連関」＞ 

（１）日EU・EPA 



１．地域中核企業の発掘と支援 

２．中小企業関連施策の展開 

３．国民生活や産業を支える産業基盤の構築 
 

１．機微技術管理に係る対応強化 

第三の柱：産業安全保障の抜本強化/強い産業基盤の構築 

（２）中小企業を巻き込んだ 
ＢＣＰ策定の取組の加速化 

 

※ＢＣＰ…緊急時の事業継続計画 

（１）危機対応に向けた官民体制の強化 
① 災害時の対応力強化（流通業界との連携・エネルギーインフラの強靱化）、迅速な復旧・復興支援 

② 都道府県との協力によるライフライン応急復旧訓練の実施 

③ エネルギー・物資支援に係る情報共有システムの構築 

（１）国の安全に関わる技術の管理強化 
 

 改正外為法の早期施行と確実な執行 
（２）産業競争力上重要な技術に関する 
実態把握・認証制度等の管理体制の構築 

第四の柱：中小企業等による地域未来投資の加速化 

（３）人材不足への対策 
 女性・高齢者・大企業ミ

ドル人材・外国人等の外
部人材の活躍支援 

（４）中小企業の取引条件の改善 
 取引改善に向けたフォローアップ

と下請Ｇメンによるヒアリングの
実施（年間2,000件以上） 

（１）地域経済を牽引する「地域未来牽引企業」 
2,000社の公表（ＲＥＳＡＳ等の活用） 

（１）事業承継を契機とした 
 事業再編・統合の加速化 

 今後5年間を「集中実施期間」とし
て重点的に支援 

 

（地域金融機関等を含めた地域における支援
体制の構築） 

（２）中小企業における
ＩＴ活用の拡大 

 ＩＴ等を用いた技術開発
による生産性向上支援 

（２）地域未来投資促進法を活用した支援 

２．サイバーセキュリティ 
強化 

 
（再掲） 

４ 



２．エネルギーセキュリティの強化 

１．エネルギー利用の低炭素化 

第五の柱：環境・エネルギー制約の克服と投資拡大 

（１）廃炉・汚染水対策 
① 中長期ロードマップに基づく安全かつ着実な実施 

② 廃炉実現に向けた研究開発支援 

（２）原子力被災地域の本格復興 
① 避難指示解除後の更なる復興加速化と帰還困難区域の復興・再生 

② 事業・なりわいの再建支援（法定化された福島相双復興推進機構（官民合同
チーム）等との連携） 

③ 福島イノベーション・コースト構想（本年5月に法定化）、福島新エネ社会
構想による具体プロジェクトの推進 

福島の復興加速 

内外での資源確保・アジアLNG市場の創設 
① 内外における資源確保の推進（権益確保に向けたリスクマネー供給、メタンハイドレートなどの国産資源開発） 

② アジアLNG市場の創設、LNGの転売制限の緩和に向けた取組の推進 

（１）エネルギー使用の最適化・低炭素エネルギーの最大限導入 
① 複数事業者が連携した省エネの促進 

② 再エネ大量導入・ゼロエミ拡大に向けた研究開発支援や投資促進措置（非化石電源が有
する環境面の価値の取引、供給力・調整力確保等） 

③ 水素基本戦略の策定 

④ 原子力に係る安全・防災対策等の強化 

（２）低炭素技術等の海外展開 
① 生産工程全体でのCO2削減量の計測手法の

精緻化、二国間クレジットの活用 

② 省エネ技術や高効率火力発電の海外展開 

５ 



＜参考＞ 「不安な個人、立ちすくむ国家」の今後について 

 5/18の産構審総会において発表された「不安な個人、立ちすくむ国家」は、ネットやＳＮＳを中心に拡散し、多数の共感する意
見を集める一方、具体的な政策への落とし込みが足りないといった批判的な意見も集めた。

 今後、様々な団体等との意見交換を行うなど、議論を深め、広げていく。

（１）教育・人材投資 【省内体制整備、「人づくり革命」の検討への反映】 
 「働き方改革第２章」として、すでに「人生100年時代」の人材投資や教育のあり方について検討を開始してきており、この中

で「中長期政策」の一部を取り込み、「人づくり革命」の検討に繋げる。省内関係部局で検討体制を整備し、検討を加速化す
る。

 具体的には、我が国の持続的な成長の実現に向けて、「①どういった人材を育成」するために、「②何を学ぶ」べきであり、
「③どのような提供体制」を構築すべきかといった基本的なコンセプトの共有化を図る。

 その上で、就学前教育から社会人学び直しまでの一気通貫で、改革の方向性をパッケージとして整理するとともに、各学習
フェーズの政策課題を検討する。

（２）高齢者の活躍/ソーシャルベンチャー 【省内関係課室における検討の加速化】 
 高齢者の活躍/ソーシャルベンチャーの在り方や課題を整理し、省内関係課室における具体策の検討を加速化する。

（３）経済と社会保障 【RIETIをハブとした省内外有識者による検討】 
 RIETIをハブとしながら、省内外の有識者を集め、マクロ経済、財政、社会保障の中長期的な課題を整理し、成長と分配の好循

環を実現するための具体的な政策提言に繋げるべく、検討を進める。

２．具体的な政策の深掘り 

１．これまでの反響と今後の議論の広がり 

６



Connected Industries 

 704 419
•

73 55
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• AI /
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•

   44 5

 48 33
•
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 99 76
• IT IPA

  53 (45
• VC  33 18
• EdTech

  5
•  61 57

4
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• ERIA ASEAN    11 10
• F/S
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• JFOODO
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•   12 7

 8 4
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 8 4

 229 165
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•  5 25 30

IT  32 17
• IT   4
•

IoT  28 17
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•  108 92
•
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 277 240
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•  14 14

1,917 1,637
•

(ZEH ZEB)    779 (716 ) 
•   447 (341 ) 
• AI IoT   326 (236 ) 
• (VPP)    122 (114 ) 
•   267 (272 ) 

3,234 3,032
• 515 (406 ) 
• 302 (268 ) 
•   153 (150 ) 
•  1,218 (1,212 ) 
• IGFC CCS 258 (230 ) 
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•  1,705 1,694
• JOGMEC   836 766

176 161
•  176 161

601 641
•   19 16
• 155 96
•

427 307
• 185

 315 301
•  315 301

28 2
38



（１）中小企業庁 技術・経営革新課 
   03-3501-1816 
（２）地域経済産業グループ 
   地域企業高度化推進課 
   03-3501-0645 
（３）同上 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

事業イメージ 
事業目的・概要 

成果目標 

我が国経済の底上げを図っていくためには、地域経済を牽引す
る地域中核企業（中小企業、中堅企業）と、中小企業、大
学・公設試等の連携を促進し、地域に波及効果を及ぼす取
組を重点的に支援していくことが重要です。
このため、地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者
等が、中小企業と連携して行う活動等を、事業化戦略の立案
から研究開発、市場獲得まで一体的に支援していきます。

国 
中小企業・小規模事業者等 

大学、公設試等 
民間団体等 

補助（1/2、2/3、定額）、委託 

（２）市場獲得（戦略分野における地域経済牽引事業等支援事業） 

（１）ものづくり研究開発においては事業終了後5年以内、
サービス開発においては事業終了後2年以内に、事業化
を達成した事業が半数を超えることを目指します。 

（２）市場獲得においては、事業終了後3年以内に、売上額、
付加価値額、累計収益等の目標値を達成した事業が
半数を超えることを目指します。 

（３）新事業創出に向けた一貫支援においては、地域中核企
業等の平均売上高20億円(2011年度)を、取引先へ
の波及効果も含め、5年間で3倍増とすることを目指しま
す。 

※なお、「未来投資戦略2017」では、地域未来投資促進法を活用し、当該事業以
外の施策も総動員して３年で2000社程度の支援を目指すこととしています。 

地域未来投資促進法の計画承認を受けた事業者等が、中小企業と連携
して行う、戦略分野（先端ものづくり（医療機器、航空機、新素材等）、
地域商社、観光等）における市場獲得に向けた取組を、専門家による徹底
したハンズオン支援と関連させて支援します。

補助上限額：5,000万円 （中小企業も設備投資する場合は１億円）

（３）新事業創出に向けた一貫支援（地域中核企業創出・支援事業） 

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）を含むグローバル・ネットワーク協議会や支援人材を通じて、地域未来
投資促進法の計画承認を受けた事業者をはじめとする地域中核企業等によ
る新事業のための体制整備から、事業化戦略の立案、販路開拓、市場獲
得まで、事業段階に応じた支援をします。

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支援します。

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支援します。※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

補助上限額：【ものづくり】 4,500万円 ※初年度以降は異なる
   【サービス】 3,000万円 

地域中核企業・中小企業等連携支援事業 
平成30年度概算要求額 178億円（155.0億円） 

（１）ものづくり・サービスの開発（戦略的基盤技術高度化・連携支援事業） 



事業の内容

事業承継・再編・統合集中実施事業
平成30年度概算要求額 1６.2億円（新規）

事業イメージ

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

成果⽬標
 平成29年から平成34年までの5年間（※）の事業であり、
①⽀援機関等による事業承継診断を年間5万件実施することを⽬指す。
②補助対象者の事業計画達成率８割以上を⽬指す。
（※）平成29年度は創業・事業承継⽀援事業の⼀部

国 ⺠間団体等

１．事業承継ネットワーク構築事業

 中⼩企業の成⻑につながる下記の取組について、設備投資や既存事業の廃業、新事
業の展開、再編・統合後の投資等に必要な経費を⽀援。
① ベンチャー型事業承継等の経営⾰新タイプ（補助率2/3）
事業承継に伴う経営⾰新等の取組を⽀援。
② 「事業再編・統合」 タイプ（補助率2/3）
地域・業種における再編・統合等に伴う設備投資等の取組を⽀援します。
③世代交代準備タイプ（補助率2/3）
将来の事業承継を⾒据え後継者を中⼼として取り組む経営⾰新等を⽀援。

（補助上限(事業転換を伴う場合))
①:200万円(500万円) ②:1000万円(2000万円) ③:50万円）

３．事業承継・再編・統合促進補助⾦

事業⽬的・概要
 中⼩企業経営者の⾼齢化が進展し、特に団塊世代の経営者が引退期を迎える
2020年頃には後継者難を理由に廃業を余儀なくされる中⼩企業が数⼗万単位で
⾒込まれ、円滑な事業承継⽀援が喫緊の課題となっています。

 そのため、地域の有⽤な事業を次世代に引き継ぎ、また地域・業種における事業再
編・統合を促進するための⽀援施策の整備を⾏います。

 具体的には、事業承継ネットワークを構築することによる⽀援専⾨家へのアクセス環
境整備、休廃業リスク分析等の活⽤等、事業再編・統合を⾏いやすい環境の整備
やその取組に対する⽀援、事業承継を⾒据えた⼜は事業承継・再編・統合に伴う
経営⾰新等に対する⽀援を⾏います。

 各都道府県に拠点を置く⽀援機関等による、地⽅⾃治体等と連携した、地域における
事業承継ネットワークを新たに構築することにより、地域で⾏う事業承継⽀援を促進しま
す（平成29年度事業を実施していない地域が対象）。

中⼩企業庁 財務課 03-3501-5803

補助（定額） 補助（2/3）
⺠間事業者等 ⺠間事業者

⺠間団体等
補助（2/3）

⺠間事業者等
補助（定額）

⺠間団体等
委託 委託

２．事業承継・再編計画策定⽀援事業
 円滑な事業承継や、経営者の世代交代を伴う事業再編・統合を促進するため、特定の
地域や業種・業界に属する中⼩企業グループが地域再編を進める⽀援機関等を中⼼と
して⾏う事業承継・再編計画策定や事業化調査等に必要な経費を補助します（1グ
ループあたり500万円（補助率2/3））。



⼩規模事業対策推進事業
平成30年度概算要求額 66.0億円（49.4億円）

中⼩企業庁 ⼩規模企業振興課
03-3501-2036

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国

補助
（定額,2/3,
6/10,1/2)

事業イメージ

事業⽬的・概要
⼩規模事業者は、地域における需要に応え、雇⽤を担うなど、極めて重
要な存在です。また、そのような⼩規模事業者にとって極めて⾝近な存在
で、⽇々⼩規模事業者と向き合った経営指導を⾏っている商⼯会・商⼯
会議所は⼩規模事業者の振興において重要な役割を担っています。

本事業は、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、⼩規模事業者が商⼯会・商⼯会
議所と⼀体となって取り組む販路開拓等を⽀援します。

 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実施⽀援等
の伴⾛型の⼩規模事業者⽀援を推進します。

成果⽬標
平成14年度からの事業であり、約200カ所の商⼯会・商⼯会議所等が実
施する特産品開発・販路開拓等を⽀援し、補助事業終了2年後に80%
が事業化を達成することを⽬指します。また、⼩規模事業者持続化補助
⾦により⼩規模事業者の販路開拓等を⽀援し、実際に販路開拓に成功
した事業の割合を80％とすることを⽬指します。

 また、伴⾛型の⼩規模事業者⽀援を推進し、経営発達⽀援計画の認定
を受けた商⼯会・商⼯会議所のすべてが⽬標を達成することを⽬指します。

（１）伴⾛型⼩規模事業者⽀援推進事業
• 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
⼩規模事業者の事業計画の策定・実施⽀援など伴⾛型の⼩規模事業者⽀
援を推進します。

（２）地域⼒活⽤新事業創出⽀援事業

• 商⼯会・商⼯会議所等が地域の⼩規模事業者と連携して⾏う特産品開発・販
路開拓や観光集客の取組等、複数の事業者の売上増⼤につながる取組を⽀
援します。
①調査研究事業（事業可能性調査(F/S)）
補助上限500万円、定額補助

②本体事業（特産品開発、観光開発など）
1年⽬：補助上限800万円、補助率2/3
2年⽬：補助上限600万円、補助率1/2

（４）商⼯会・商⼯会議所等の指導事業

• 全国商⼯会連合会、⽇本商⼯会議所が商⼯会・商⼯会議所等を指導するた
めの⼈件費や研修開催費等、商⼯会・商⼯会議所の万全な⽀援体制を確保
するための経費を補助します。

全国商⼯会
連合会

⽇本
商⼯会議所

補助
（定額,2/3,1/2)

商⼯会、
商⼯会議所、
都道府県連
合会、⼩規模
事業者

（３）⼩規模事業者持続化補助⾦

• ⼩規模事業者のビジネスプランに基づく経営を推進するため、商⼯会・商⼯会議
所と⼀体となって経営計画を作成し、販路開拓に取り組む費⽤を⽀援します。
補助率：2/3
補助上限額：50万円

500万円（複数の事業者が連携した共同事業） 等



事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
補助（定額、2/3、1/2）

ふるさと名物応援事業
平成30年度概算要求額 16.０億円（13.5億円）

1,2,3 中⼩企業庁 創業・新事業促進課
03-3501-1767

3 商務・サービスグループ クールジャパン政策課
03-3501-1750

4 製造産業局 ⽣活製品課 伝統的⼯芸品産業室
03-3501-3544

事業イメージ
事業⽬的・概要
 全国津々浦々の地域や中⼩企業・⼩規模事業者の活性化を図るため、

各地域にある地域資源を活⽤した「ふるさと名物」のブランド化などに対する
⽀援を⾏います。

 地域の団体等による農商⼯等連携体構築の機会の創出等を⽀援します。
 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て国内外に

売り出す「ふるさとプロデューサー」⼈材を育成します。
 地域産品の強みを活かし、海外展⽰会出展等を通じてブランド確⽴や海

外販路開拓に取り組む事業を⽀援します。
 隠れた魅⼒を秘めている地場産品等を改めて海外の視点で再評価するこ

とで、新たな切⼝での産地のブランド化に向けた取組を⽀援します。

成果⽬標
 平成27年度から平成31年度までの5年間の事業であり、開発した商品・

サービスの市場取引達成率80％を⽬指します。

⺠間
団体
等

委託 中⼩企業・
⼩規模事業者
⺠間団体等

補助（2/3）

１．ふるさと名物⽀援事業
 ①事業計画の認定を受けた中⼩企業・⼩規模事業者が、地域資源の活⽤

や農林漁業者との連携により⾏う新商品・新サービスの開発や販路開拓等に
係る費⽤の⼀部を⽀援します。（補助率:1〜2回⽬2/3、3回⽬1/2、補助
上限:原則として500万、ただし４者連携2,000万 、⽀援事業者1,000万、
機械化・IT化1回⽬1,000万、2〜３回⽬500万）

 ②中⼩企業者と農林漁業者のそれぞれのニーズ・シーズを把握し、マッチングさ
せることで新商品・新サービスの開発、販路開拓等の農商⼯が強く連携した取
り組みを促進します。

 ③地域の関係者を巻き込み、魅⼒ある地域資源をブランド化して、国内外に
売り出す取組の中⼼的⼈材をOJT研修等により育成するとともに、その活動を
⽀援します。
２．JAPANブランド育成⽀援事業
 「ふるさと名物」などの地域産品が持つ素材や技術等の強みをいかした海外展

開戦略の策定を⽀援します（補助上限200万円、定額補助）。また、海外
販路開拓に向けたブランド確⽴のため、新商品開発や海外展⽰会出展等の
プロジェクトを⽀援します（補助上限2,000万円、補助率2/3）。

３．専⾨家招聘型商品開発・プロデュース⽀援事業

４．産地ブランド化推進事業
 伝統⼯芸や繊維等の産地への観光客誘致・海外販路開拓を後押しするため、

各産地にデザイナー等の外部⼈材を招聘する取組等を⽀援します（補助上
限5,000万円、定額補助）。

 各分野ごとのクールジャパン商材の掘り起こしと顧客視点からの磨き上げの強
化、海外専⾨家招聘等を通じたマーケットイン思考の商品開発等の⽀援を⾏
います。

 ⽀援事業の活動を公開し、地域商材・サービスの包括的なデータベースを構
築するとともに、外部⼈材を活⽤した海外展開⽀援と新たなプロデューサー育
成に取り組みます。

1.①
2.
4.

1.②
1.③ 国

補助
（定額）

委託

⺠
間
団
体
等

中⼩企業・
⼩規模事業者
⺠間団体等

国 中⼩企業・⼩規模事業者等

国3.

補助
（定額） ⺠間

団体
等

中⼩企業・
⼩規模事業者

等

補助
（定額）

⽀援



２．地域未来投資促進法 

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」 

 （平成29年6月2日公布、7月31日施行） 



１．地域で生まれつつある新たな経済成長の動き 

 観光・航空機部品など地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組が
登場しつつある。こうした取組（「地域未来投資」）が全国津々浦々で活発になることで、
地域経済における稼ぐ力の好循環の実現が期待される。 
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＜「地域未来投資」の特徴＞ 
（１）将来の市場規模拡大が見込まれる成長分野への投資 
（２）地域におけるリーダーシップと地元の産官学金との連携 
（３）明確なビジネス戦略とスピード感のある経営資源の集中投入 

成長ものづくり 農林水産・地域商社 

観光・スポーツ・文化・まちづくり 

第４次産業革命関連 

ヘルスケア・教育サービス 

 医療機器 
 航空機部品 
 バイオ・新素材 

 農林水産品の海外市場獲得 
 地域産品のブランド化 

 民間のノウハウを活用した 
  スタジアム・アリーナ整備 
 訪日観光客の消費喚起 
 文化財の活用 

 IoT、AI、ビッグデータを活用 
 IT産業の集積を地方に構築 
 データ利活用による 
  課題解決・高収益化 

 ロボット介護機器開発 
 健康管理サポートサービス 
 専門職の専修学校整備 

＜「地域未来投資」が行われている成長分野の例＞ 

担い手として 
地域の中核企業が 

重要な存在 

航空機市場の成長予測： 
 国内生産額1.8兆円（2015年） 
  ⇒ 3兆円超（2030年） 

６次産業化市場の成長予測： 
 10兆円（2020年） 

スポーツ国内市場の成長予測： 
 5.5兆円（2015年）  ⇒ 15兆円（2025年） 

健康医療関連国内市場の成長予測： 
 16兆円（2015年）  ⇒ 26兆円（2020年） 

第４次産業革命関連の成長予測： 
 付加価値額 30兆円（2020年） 

環境・エネルギー 

環境・エネルギーの成長予測： 
  エネルギー関連投資：28兆円（2030年） 

 環境ビジネス 
 省エネルギー 
 再生可能エネルギー 



２．中堅企業が地域経済の成長のカギ 

 地域の牽引役として期待されるのは、①地域におけるリーダーシップ②高い設備投資意
欲と成長力を有し、③域内外を結ぶバリューチェーンの要となる中核企業。 

 中でも、全国に約2.5万社存在する資本金１～10億円の中堅企業は、設備投資（7
年で97.9%）と売上高（7年で25.4%）を伸ばしており、全企業におけるシェアの観
点でも大きなインパクトを持つ。こうした企業の成長環境を整えていくことが必要。 
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（2008年→2015年） 
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1企業当たり売上高伸び率 

（2008年→2015年） 
～1千万円 
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～1億円 

1億円 
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企業数のシェア（％） 
（2015年） 

~1千万円 
176万社 
(63.6%) 

1千万~1億円 
98万社 

(35.4%) 

1~10億円 
2万5千社 
(0.9%) 

10億円~ 
5千社 

(0.2%) 
-5.7% 2.1% 25.4% 0.8% 

28.9% 51.7% 97.9% 93.5% 
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＜中堅企業のインパクトと成長力＞ 

全企業に占める 
売上高シェア：17.8% 
従業員数シェア：15.7% 
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 地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を
及ぼすことにより地域経済を牽引する事業（「地域経済牽引事業」）を促進する。 

 具体的には、都道府県知事が承認した地域経済牽引事業に対して国から集中的に支援を
行う。また、自治体での事業者発掘を支援するため、地域経済牽引事業の担い手候補
2,000社程度を抽出・公表して情報提供を行う。 

 ３年で2,000社程度を支援し、投資額を１兆円、GDPを５兆円増大させることを目指す。 

３．地域未来投資促進法のねらい 

＜地域経済牽引事業の促進による地域経済の成長イメージ＞ 

国 
①中核企業・成長企業の発掘支援 
②ヒト・モノ・カネ・情報・規制の特例措置等の 
 多様なニーズに応える事業支援措置 

市町村及び都道府県 
①基本計画の策定 
②地域経済牽引事業計画の承認（都道府県知事） 
③事業の促進と波及効果の増大に向けた事業環境整備 

当面３年で2,000社程度を支援 

地域の 
中核企業 

地域の 
中核企業 

波及効果 波及効果 

域内外の好循環 

域内外の好循環 



 国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意。 

 事業者は、地域経済牽引事業計画を策定し、都道府県知事が承認。 

 国は、地方公共団体及び地域経済牽引事業者を支援。 

４．地域未来投資促進法の基本スキーム 

4 

○○県○○地域基本計画 

地域経済牽引事業計画 

【情報収集支援】 
 ①地域経済分析システム（RESAS） 

 ②候補企業を2000社選出・公表（本年夏頃）  

③都道府県知事が承認 
（官民連携型は国が承認） 

【地域の協力体制の構築】 
 地域経済牽引事業促進協議会 

・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 
・自治体による事業環境整備の内容 

・地域経済牽引事業の内容及び実施時期 
・地域経済牽引事業の経済的効果 
・活用する地域の特性 × 活用する分野 
・特例措置に関する事項 

①市町村・都道府県が基本計画を策定 

②事業者が地域経済牽引事業計画を策定 

計画策定・実行フェーズごとのサポート 

【支援措置】 

規制の特例措置等 

カネ（財政・金融） 

情報 

モノ（設備投資） 

ヒト（人材） 

事業のニーズに合わせて集中的に支援 



５．主な支援措置 
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○海外市場展開等の専門人材による人的支援 
・地域中核企業創出・支援事業（29年度予算25.0億円） 
 ⇒地域の企業の国際市場展開に向けた専門家による全国的な 
   支援ネットワークの構築 

○幅広い規制改革ニーズへの迅速な対応 
・工場立地法の緑地面積率の緩和 
 

・補助金等適正化法の対象となる財産の処分の制限に 
 係る承認手続の簡素化 
 

・一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加 
 

○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可 
 等に係る配慮 
 

○事業者から地方公共団体に対する事業環境 
 整備の提案手続の創設 

○リスクマネーの供給促進 
・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  

○課税の特例 
・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置 
  ⇒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 
 

○地方税の減免に伴う補てん措置 
・固定資産税等を減免した地方公共団体に減収補てん 

① 人材に関する支援措置 

○地域経済牽引事業に対する補助等 
・地方創生推進交付金（29年度予算1,000億円） 
 の活用 
⇒地域未来投資促進法の承認を受けた計画については、 
   内閣府と連携し、重点的に支援 

 

・省エネ補助金（29年度予算672.6億円）、 
 サポイン補助金（29年度予算130.0億円）の活用 

③ 財政・金融面の支援措置 

② 設備投資に関する支援措置 

④ 情報に関する支援措置 

⑤ 規制の特例措置等 

○候補企業の発掘等のための情報提供 
・地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）等を活用 
 

○IT活用に関する知見の支援 
・情報処理推進機構（ＩＰＡ）による協力業務 



５．主な支援措置 【ヒト（人材）】 
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○ 雇用機会の拡大・人材育成など、地域における自発的な雇用創造の取組を支援。 

実践型地域雇用創造事業（厚労省事業）【平成29年度 35.4億円】 

■ 地域雇用対策との連携 

【地域の独自の取組のイメージ】 

 合同就職説明会・面接会を通じて、地域求職者の就職を支援 

 地域の観光業に関わる旅館スタッフ、タクシー運転手等を対象とした英語・国際文化理解研修 

 ※ 有効求人倍率が一定以下の地域が対象。１地域あたり各年度２億円（複数の市町村で実施する場合は2.5億円）上限。 
  ※ 連携規定に基づき、地域未来投資促進法の取組を行う地域の事業は、採択に際して一定程度配慮。 

■ 専門人材による市場展開等の支援 
地域中核企業創出・支援事業 【平成29年度 25.0億円】 

○ 地域の支援人材が、全国各地で約200のプロジェクトを支援。また、国際市場にも精通した 
専門家（グローバル・コーディネーター（※） 平成28年度は25名）が追加的支援を実施。 

     ※Skyline Ventures マネージングディレクター金子氏 、ローランドベルガー エグゼクティブアドバイザー森氏 等 

○ さらに、成長分野に関する分野毎の共通課題への対応策を提供。 
○ 地域の支援人材やグローバル・コーディネーター等の知見やネットワークを活用して、協力企業や大学等との

事業体制整備から、ビジネス戦略策定、販路開拓まで、事業の段階に応じて支援。                   

支援ネットワークの形成 ハンズオン支援 

グローバルマーケットも 
視野に入れた販路開拓 

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 

ビジネス戦略策定 
事業体制整備 支援人材 



５．主な支援措置 【モノ（設備投資）】 
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○ 新たに取得した建物・構築物、土地について、自治体が固定資産税（標準税率1.4％） 

    及び不動産取得税（標準税率建物・構築物４％、土地３％）を免除または減税した際に、 

   自治体の減収額の75％を補てん（※財政力が平均以下の自治体が対象。対象となる投資規模は調整中）  

○ 固定資産税の減免については、補てん措置を3年間継続。 

○ その結果、自治体によっては、最大で3年間、固定資産税が免税となるケースもある。 

固定資産税・不動産取得税の減免に対する減収補てん措置 

■ 承認を受けた事業計画のうち、国が先進性を確認した事業を深掘り支援。 
  製造業・非製造業問わず、設備投資を減税措置で応援 

地域未来投資促進税制 【平成29年度新設】 

○ 税額控除もしくは特別償却により、設備投資を行った 
初年度の法人税負担を軽減 

○ 機械だけでなく建物等も含め、新事業に必要な資産が
幅広く減税の対象 

○ 資本金１億円以上の中堅企業でも活用可能 
（資本金や企業規模による制限は無い） 

○ １事業あたり最大１００億円の投資までが減税対象 

※総投資額２０００万円以上／事業が対象。 
※対象資産の取得価額の合計額のうち、本税制の支援対

象となる金額は１００億円／事業を限度とする。 
※前年度の減価償却費の１０％を超える設備投資が対象

（地方自治体が事業者として参画する場合を除く） 

対象設備 特別償却 税額控除 

機械・装置 ４０％ ４％ 

器具・備品 ４０％ ４％ 

建物・附属設備・
構築物 

２０％ ２％ 



５．主な支援措置 【カネ（財政・金融）】 
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●本格的な事業展開の段階を迎えた地方創生について、更なる深化のため、地方版総合戦略 
 に基づく、地方公共団体の自主的・主体的で先導的な事業を支援。 
●地域未来投資促進法の承認を受けた計画については、内閣府と連携し、重点的に支援する。 
 ＜重点支援の内容＞ 
  ①地方の平均所得の向上などの観点から地方創生への高い効果が見込まれる場合には、交付上限額 
   やハード事業の要件（計画期間を通じて事業費の１／２未満）を緩和するなど、運用を弾力化  
  ②自治体が、地域経済全体に効果をもたらす自らの事業に加え、地域経済牽引事業の強化に向けた   
   取組の一環として、民間事業者が行う設備投資等の取組について戦略的に支援を行う場合にも、  
   活用可能 
   
 

 

地方創生推進交付金による重点支援 【内閣府予算：29年度1,000億円】 

国 
都道府県 
市町村 

地方創生推進交付金（１/２） 

（１/２の地方負担については、
地方財政措置を講じる） 

【資金の流れ】 

■ 地方創生関連施策との連携 

■ リスクマネーの供給促進 
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の創設・活用等 

●地域経済牽引事業の促進を目的として、地域における面的な投資を支援するため、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の創設・活用等により、リスクマネー
の供給を促進する。 



５．主な支援措置 【情報①】 
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独立行政法人 
情報処理推進機構 

情報提供その他の協力業務 

○ IT活用支援に知見等を有する情報処理推進機構が情報の提供その他の協力業務を行うことにより、 
  地方公共団体による、公共データの民間公開等を通じた新たなビジネスの創出及び拡大に資する環境 
  整備の後押しを行う。 

基本計画を作成・相談 

市町村又は都道府県 

■ IT活用に関する知見の支援 

独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）による協力業務 

■ 地域経済に関する情報収集・分析支援 
地域経済分析システム（RESAS）の活用 

RESASを活用した分析の例：花火図 
滞在人口の表示（島根県出雲市） 

○ 地方創生のデータ利用の「入口」として、地域経済に関する官民 
     の様々なデータを、地図やグラフ等で分かりやすく「見える化」して 
   いるシステム。 

○ インターネット上で公開され、地域の課題を発見し、その解決策
を検討するツールとして、地方公共団体の政策担当者をはじめ
広く活用されている。 



５．主な支援措置 【情報②】 
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■ 地域中核企業候補の抽出 
「地域未来牽引企業」 約2,000社の選定・公表 

○ 政策支援の効果を高めるため、地域外から稼ぐ力があり、地域経済にも貢献している等の企業をビッグデー
タ等から抽出し、重点的に支援していく。                   

域内企業と活発に取引する企業 
 ＝地域貢献性 

域外から稼ぐ力がある 
 ＝事業の成長性 

域内取引 

域
内
企
業
に
も

良
い
波
及
効
果 

地域未来牽引企業 
地
域
経
済
の
好
循
環 

雇用 

ビッグデータ等を活用して 
地域未来牽引企業を特定 
（本年夏頃公表予定） 

･地域未来投資促進法の活用 
･各地域の産学金官で 
  集中的に支援 

域外取引 

･「地域経済の大黒柱」部門 
 ビッグデータが示す 
  地域経済を牽引している企業 
･「未来挑戦」部門 
 成長分野等にチャレンジ 
 する企業 
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５．主な支援措置 【情報②】 

（参考）「地域未来牽引企業候補」 約2,000社の選定イメージ 



事業者の地域経済牽引事業計画 
（第１３条） 

５．主な支援措置 【規制の特例措置等①】 
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農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る措置 

■ 土地利用調整関係 

土地利用調整の仕組みの整備と第17条の配慮規定を受けて、農地法・農振法の政令等を改正。 
 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となるよう措置。 
同様の手続を前提に、第17条の配慮規定を受けて、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。 

都道府県及び市町村の基本計画 
（第４条） 

市町村の土地利用調整計画 
（第１１条） 

主務大臣による同意 

都道府県知事による同意 

都道府県知事による承認 

「促進区域」 
・基本計画の対象区域（行政区画単位
で設定） 

「重点促進区域」 
・基本計画で市町村及び都道府県が定める
（字又は旧市町村単位で設定） 

「土地利用調整区域」 
・土地利用調整計画で市町村が定める
（地番等で設定） 

【土地利用調整の仕組み】 【土地利用調整に係る区域の分類】 

・市街化区域内や農用地区域外での開発の優先 
・農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすること 
・対象施設の限定や対象施設が周囲の市街化を誘発し 
 ないこと 
等を明記。 

国の基本方針（第３条） 手続の 
流れ 

A市 

B市 

C市 

D市 



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 

５．主な支援措置 【規制の特例措置等②】 

工場立地法における緑地面積率等に関する特例措置 

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。 ・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」 

工場立地法の概要 

13 



５．主な支援措置 【規制の特例措置等③】 
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地域団体商標の登録主体に一般社団法人を追加、 
  特許料及び地域団体商標の登録料等の減免 

■ 地域ブランドの推進等に関する商標法・特許法の特例 

事業者から地方公共団体への事業環境整備の提案手続 
■ 事業者ニーズを踏まえた環境整備に係る提案 

地方公共団体から国に対する 
規制等の確認 

事業環境整備の提案 

国 

通知（努力義務） 

地域経済牽引事業を行おうとする事業者 
承認地域経済牽引事業者 

基本計画を策定した地方公共団体 

事業環境整備の例：公共データのオープン化、計画や制度の柔軟な運用、工場立地法・減収補てん等の条例整備、 
              ワンストップ窓口 等 

○ 地域団体商標制度は、 「地域名＋商品（役務）名」からなる地域ブランドを保護するもの。 

○ 現行制度の登録主体は、農協、漁協等の組合、商工会、商工会議所及びＮＰＯ法人に限定しているところ、 
    本法律において、地域経済牽引事業計画の承認を受けた一般社団法人を地域団体商標の登録主体に追加。 

○ また、特許料（中小企業者の場合）及び地域団体商標の登録料等を減免。 

組合等の地域団体商標 
の登録例 

 「仙台いちご」 

   全国農業協同組合連合会 

 「横濵中華街」 

  横浜中華街発展会協同組合 

○ 地方公共団体と事業者がコミュニケーションを図りながら地域経済牽引事業を実施・促進するため、提案手続を創設。 



公設試験研究機関、産業支援センタ－、大学、高専、研究機関、企業、独立行政法人、地方独立行政法
人、商工会・商工会議所、弁護士、会計士、税理士協会、中小企業診断士協会、商工中金、地銀、信用
金庫、信用組合、政策金融公庫、業界団体、ＮＰＯ、民間事業者等（支援業務を行う者であれば可） 

＜連携支援計画のイメージ＞ 

事業者 

大学、高専 

県外大企業 

産業支援機関 

地銀、信用金庫 

地方独立行政法人 

工業試験場 

JETRO、産総研等の 
独立行政法人 

連携支援計画 

基礎研究支援等 

製品化支援等 

販路開拓支援等 

性能、耐久性検査等 

資金融通、 
コンサル、 
事業承継等 

販路開拓支援、 
研究開発支援等 

販路開拓支援、 
研究開発支援等 

＜想定される支援機関＞ 

５．主な支援措置 【連携支援計画】 

■ 事業者を支援する支援機関同士の連携を促進 
事業者に対して、シームレスかつ事業段階に応じた支援を行う体制を構築することが事業の成
功に不可欠。 

15 



３年で２０００社程度の支援を目指し、自治体や事業者への周知と計画作成
のサポート体制を充実させ、法律施行のスタートダッシュを実現する。 

６月２日         法律公布 

６月中旬~７月上旬   地方公共団体向けブロック別説明会 

           （以降も、個別自治体での説明会を随時実施） 

７月31日               法律施行 

                    ウェブサイト立ち上げ（経済産業省ウェブサイト内） 

            http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html 

~8月31日   基本計画（第１陣）の受付 

9月末~10月頭 基本計画（第１陣）への同意（予定） 

10月上旬      地方創生推進交付金（本法律との連携） ２次公募 締切 

秋頃       都道府県による地域経済牽引事業計画の承認（第１陣）（予定）  

16 

６．地域未来投資促進法の執行：スケジュール 

http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
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関係省庁が一体となって、地域経済牽引事業の案件発掘・フォローアップや、
各省庁の施策の効果的な活用に取り組んでいくため、地域未来投資促進関係
省庁会議を設置する。 

６．地域未来投資促進法の執行：関係省庁連絡会議 

＜構成員＞ 
 内閣府（地方創生担当審議官 、 
       地域経済活性化支援機構担当室長） 
 金融庁（監督局長） 
 総務省（政策統括官（ 情報通信担当）） 
 文部科学省（技術・政策局長） 
 スポーツ庁 （次長 ） 
 文化庁（次長） 
 厚生労働省（政策統括官（総合担当）） 
 農林水産省（食料産業局長 、農村振興局長） 
 経済産業省（地域経済産業審議官 ） 
 国土交通省（総合政策局長 ） 
 環境省（総合環境政策局長 ） 

＜スケジュール＞ 
【第１回会議】平成２９年６月２２日 
 ・地域未来投資促進関係省庁連絡会議の設置 
 ・地域経済牽引企業候補の推薦依頼 
 ・地域経済牽引事業の案件の発掘依頼 
 ・支援施策一覧表、ベストプラクティス集の作成依頼 
 
※第２回以降は、適宜開催。 



・航空機市場に参入するためには、部品単品でなく、モジュール化するための生産システムの確立が必要。また、特殊
工程（熱処理等）に関する米国安全基準の取得が困難。 

地域未来投資の例：飯田航空宇宙プロジェクト 飯田地域を世界的航空機産業クラスターの拠点に！ 

【参考】地域経済牽引事業を中心とした成長のイメージ① 

■ 多摩川精機(株)及びAerospace IIDA【中小10社の共同受注グループ】（長野県飯田市）  

18 

・このため、多摩川精機(株)とAerospace IIDA(AI)が連携し、地域の一貫受注生産
体制を確立。さらに、特殊工程に対応するため、「クラスター拠点整備工場」を配置し、国内
初の航空機産業に特化した試験設備拠点を構築。また、信州大学工学部を招聘して、
航空機部品高度化に関する講座を開設。 

クラスター拠点整備工場 ・今後は受注拡大に向け、AIの生産技術高度化、組織体制強化が課題。 

イメージ①：先端ものづくり企業 

取引先 

【地域経済牽引事業】 

部素材の納品や機械のメンテナンス等の取引先 

大企業 
市場 製品 

重要 
部品Ａ  

特殊加工 

取引先 取引先 取引先 取引先 

重要 
部品Ｂ 

組立・検査 

【促進区域】 

域外輸出の促進 

＜ 事業イメージ ＞ 
• 特殊工程を担う人材育成やIoT を活用し

た設備投資支援等を通じて、生産効率の
向上に直結する一貫生産体制を実現。国
内外の大手企業への販路の確立に繋げ
る。 

• 全国のクラスターがネットワークを構築し、海
外の認証取得・売り込み等において連携。 

＜ 成長の見通し ＞ 
 航空機： 
 国内生産額1.8兆円（2015年） 
  ⇒ 3兆円超（2030年） 



【事例：飯田航空宇宙プロジェクト 飯田地域を世界的航空機産業クラスターの拠点に！】 

【参考】地域経済牽引事業を中心とした成長のイメージ② 

イメージ②：データ利活用関連 

参画 
事業者 ・データ利活用 

・ＩｏＴ活用 
・人材活用 

データを利活
用した新たなビ
ジネスの創出 

テストベッド環境整備 

【促進区域】 

【地域経済牽引事業】 

地方自治体 
プラットフォーム
運営事業者 

参画 
事業者 

参画 
事業者 

事業者 

事業者 

データ分析・活用産業の集積 

地域未来投資の例：市街のテストベッド化とICTオフィスの構築による産業集積 

・IT専門大学である会津大学の立地を強みに、IT産業の集積によって、東京以上の収入 
が得られる質の高い雇用による地域活性化を志向。 

■ 福島県会津若松市、会津大学及びアクセンチュア(株) 

・同市の取組に対しては、アクセンチュア(株)が現地での拠点を設置し重点的に支援し、連携を主導。 

ICTオフィス（イメージ） 
※出典：会津若松市HP 

 

・「スマートシティ会津若松」として同市をデータ分析/活用のメッカとするため、下記を検討中。 
①市内に設置したセンサ等から取得されるデータを開放し（例：公共交通車両走行情報
等）、事業者がビジネスへの活用可能性を検証可能とする市街のテストベッド化 

 

②地域内外のIT企業・IoT関連企業が入居するICTオフィスの構築を検討 
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＜ 事業イメージ ＞ 
• 様々な公共データをオープン化し、事業者が

利活用（電子行政、健康・医療・介護、観
光、金融、農業、ものづくり、インフラ・防災・減
災等、移動 等)。 

• 併せて、自動走行、小型無人機（ドローン）
による荷物配送などの実証が可能なテストベッ
ド環境を整備し、IT産業の集積を目指す。 

＜ 成長の見通し ＞ 
 第４次産業革命関連： 
 30兆円の付加価値創出（2020年まで） 

利活用 
事業者 

利活用 
事業者 

利活用 
事業者 



【事例：飯田航空宇宙プロジェクト 飯田地域を世界的航空機産業クラスターの拠点に！】 

【参考】地域経済牽引事業を中心とした成長のイメージ③ 

イメージ③：地域商社 

大企業 
市場 

農協 
漁協 

農家 

【地域経済牽引事業】 

生産者等の取引先 

農家 水産業者 

冷蔵 

物流 

地域商社 
製品 

水産業者 

農家 

水産業者 

ブランド作り 

水産業者 農家 

仕入れ 

域外輸出の促進 

地域未来投資の例：地域商社によるアジア圏への農水産物輸出支援事業 

• JA宮崎経済連、(株)麻生、JR九州等の民間出資で商社を設立。香港のDaily Farm社
と直接取引。CAコンテナによる海上輸送と直接取引により、鮮度保持と、現地中間層に手
が届く価格帯（国内販売価格の約２倍程度）を実現。 

■九州農水産物直販(株)【民間共同出資による地域商社】（福岡県福岡市） 

•香港の36店舗と取引があり、今後50店舗まで拡大させる。シンガポール・台湾・マレーシア等への展開も予定。 
•鮮度保持・廃棄ロス削減のためコールドチェーン（冷凍物流）等の流通経路の充実を図る。中国への輸出には、
検疫や通関、放射性物質検査等の非関税障壁が課題。 

〔Daily Farm社〕 
 香港の２大流通グループの１つ 
 ・年商：約15,000億円 
 ・店舗数：5,800店舗 

•畜産、野菜・果樹等、多品目にわたり農業が盛んな九州で、アジア圏への農産物輸出促進による農家の所得向上
を通じて、「後継者が戻る農業」を目指す。 
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＜ 事業イメージ ＞ 
• インバウンド向けなど新しいブランド・商品の

開発、輸出対応施設の整備等、地域の生
産者を巻き込んだ生産・流通体制を構築
し、海外市場開拓を推進する。 

＜ 成長の見通し ＞ 
 農林水産物・食品輸出額１兆円（2019年） 
 ６次産業化市場規模 10兆円（2020年） 



【参考】地域経済牽引事業を中心とした成長のイメージ④ 

イメージ④：観光・スポーツ・まちづくり 

物産店 

飲食店 

施設 

物産店 

商店街 

各種
サービス 

飲食店 

【地域経済牽引事業】 

インバウンド需要 

まちづくり 
会社 

 

観
光
客 

域外需要の取込み 

地域未来投資の例：「KAWAII・スノーモンキー」でインバウンド観光事業による温泉地の再興を！ 

・2000年代、スキーブームが去り、スキー場を入口とする観光需要が低迷。地銀がリードし地元有志がまちづくり会
社を設立。若手人材の積極的登用と外部専門家の活用により体制強化。 

■(株)WAKUWAKU やまのうち（長野県下高井郡山ノ内町、八十二銀行及びREVIC等） 

・「野生の猿／温泉／雪」が一つの絵に収まる意外性が海外で大きくヒット。飲食
店やホステルなど外国人観光客の滞在環境を整備。地銀とREVICによるファン
ドから資金を供給し、温泉街の空き店舗や廃業旅館のリノベーションを実施。 

・急増する外国人旅行客に対応するため、今後、地銀とREVICによる更なる資
金提供や人的支援を実施していく。 
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＜ 事業のイメージ ＞ 
• 資金調達・経営のノウハウのある人材が関わっ

て観光まちづくり会社を立ち上げ、面的開発。 
• 官民連携でスタジアム・アリーナを地域コミュニ

ティの中核として整備。 

＜ 成長の見通し ＞ 
 スポーツ： 
 国内市場規模 5.5兆円（2015年） 
  ⇒ 15兆円（2025年） 
 観光： 
 訪日外国人旅行消費額 3.7兆円（2016年） 
  ⇒ 15兆円（2030年） 

地方自治体 

面的開発 



① 

② 

③ 

⑤ 

⑦ ⑥ 

⑧ 

⑨ 

③ 

④ 

⑤ 

① 

① 

② 

① ② 
③ 

② 

① 

④ 

番号 場所 事業者 案件名 

① 北海道北見市 国立大学法人北見工業大学等 
冬季オリンピックを活かして地方創生！アジ
ア人向けスキー用具の開発拠点 

② 新潟県三条市 (株)スノーピーク 
新たなアウトドア・スタイル「グランピン
グ」で中山間地域を活性化！ 

③ 
長野県下高井
郡山ノ内町 

(株) WAKUWAKUやまのうち等 
「KAWAII・スノーモンキー」を世界に発信！
インバウンドで温泉地を再興! 

④ 福井県福井市 （株）アフタヌーンソサエティ等 
「家守会社」による空き店舗リノベーション
による地域の活性化 

⑤ 大阪府大阪市 千島土地株式会社等 
 「建築物の用途規制緩和で新たなムーブメン
トを！」廃工場をお洒落スポットに蘇らせイ
ンバウンドの目玉に！ 

⑥ 広島県広島市 （一社）せとうち観光推進機構等 
瀬戸内海のインバウンド向けラグジュアリー
クルーズ市場の開拓 

⑦ 山口県長門市 (株)星野リゾート等 
「湯のべーション」～マスタープランに基づ
く公民連携での温泉街再構築～ 

⑧ 徳島県三好市 大歩危・祖谷いってみる会等 
山岳集落の生活文化とアウトドアスポーツで
新旧ニッポンを体験！ 

⑨ 沖縄県沖縄市 沖縄バスケットボール(株）等 
スタジアム・アリーナで地域の活力を創発！
心躍る交流の場を目指して!!（スポーツで地方
創生！） 

観光、スポーツ、文化、まちづくり関連 

番
号 

場所 事業者 案件名 

① 
宮城県
山元町 

(株)Ｇ
ＲＡ等 

先端ITの活用により、被災地をイ
チゴ産業の一大集積地へ！ 

② 
福島県
会津若
松市 

アクセ
ンチュ
ア(株) 
等 

アナリティクス・IoT関連産業集
積を目的としたビッグデータテス
トベッドの構築 

③ 
茨城県
ひたち
なか市 

コロナ
電気

(株)等 

 「企業城下町」から「デジタル
ものづくり拠点」に向けた変革! 

④ 
愛知県
豊田市 

小島プ
レス工
業(株)
等 

幅広い中小企業が簡単便利に使え
る地域発「共通EDI」の普及 

番
号 

場所 事業者 案件名 

① 
三重
県尾
鷲市 

(株)尾
鷲物産
等 

水産業の６次産業化によ
るマーケットインのバ
リューチェーン構築～
「必要な部位を 必要なだ
け 必要な時に」のニーズ
に対応～  

② 

広島
県大
崎上
島町 

(株)
ファー
ムスズ
キ等 

瀬戸内海の活牡蠣を海外
へ！船便輸送による新た
な海外市場開拓 

③ 
福岡
県福
岡市 

九州農
水産物
直販
(株)  

地域商社による農水産物
輸出支援事業 

農林水産・地域商社 

番
号 

場所 事業者 案件名 

① 山形県鶴岡市 
YAMAGATA 
DESIGN等 

メタボローム解析技術を活用して、世界に誇れるバイオ産業の拠点
へ！ 

② 石川県能美市 小松精練(株) 等 高機能新素材・新技術を活用した次世代インフラシステムの構築 

③ 静岡県沼津市 (株)キャンバス等 関東バイオ関連企業ネットワーク創出・支援事業 

番
号 

場所 事業者 案件名 

① 
大阪
府大
阪市 

(一社)i-RooBO 
Network 
Forum等 

関西介護クラスター
の形成 

ヘルスケア・教育サービス 

第4次産業革命（IoT,AI,ビッグデータ活用）関連 

成長ものづくり分野 

● １ 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

● 6 
● 7 

● 8 

● 9 

● 

● 

● 

● 

● １ 

● 2 

● １  ● 2  
● 3  

● １  

● 3 

【参考】地域未来投資案件の例 
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３．関東経済産業局の戦略プログラム2017 

～ポストエンジン時代のオープンイノベーション～ 



※縦軸は製造品出荷額（兆円）、横軸は従業者数（万人） 

1995年 
製造品出荷額計127兆円（35%） 
従業者数計419万人（24%） 

2005年 
製造品出荷額計113兆円（36%） 
従業者数計306万人（25%） 

2014年 
製造品出荷額計：108兆円（35%） 
従業者数計：267万人（19%） 

1985年 
製造品出荷額計112兆円（34%） 
従業者数計436万人（27%） 

（兆円） （兆円） （兆円） （兆円） 

（万人） （万人） （万人） （万人） 

製造品出荷額の上位15業種の変遷をみると、80～90年代は多様な業種が支える構造であったが、2000年代

に入ると電気機械の減少により、自動車関連のみ突出した構造に変化。多様性の確保がカギ。 

自動車 

電子計算機・附属装置 

集積回路 

石油精製業 

医薬品 

その他の電子部品 

電気音響機器 

ビデオ 

民生用電気機器 

事務機械 

車体 

出版 

印刷 

有線 
通信 

自動車部品 自動車 

自動車部品 

電子計算機・附属装置 

印刷 

集積回路 

石油精製業 

医薬品 

出版 

民生用電気機器 

開閉装置 

有線通信 

製鉄 

その他の 
電子部品 

電気音響 
機器 

事務機械 

自動車 

自動車部品 

石油精製業 

印刷 

医薬品 

集積回路 

その他の 
電子部品 

無線通信 

製鉄 

工業用プラ 

半導体製造装置 

事務機械 

その他食料品 

プラ製造 

清涼飲料水 

自動車 

自動車部品 

石油精製業 

医薬品 

製鉄 

印刷 
プラ製造 

清涼飲料水 

建設機械 

たばこ 

合成染料等 

空調・住宅関連機器 

その他食料品 

石油化学系基礎製品 

その他の電デバ 

※（ ）内は上位15業種の占める割合 

■ 輸送機械 ■ 電気機械 ■ 機械工業 ■ その他 

出典：工業統計（経済産業省） 

関東経済産業局管内の産業構造の変化と直面する課題（製造業） 



自動車を巡る変革の潮流① 

海外の環境規制動向 

米国  
カリフォル
ニア州 
 
2025年
までに累
計150万
台目標 

ＺＥＶ規制 
(ゼロ・エミッショ
ン・ビークル規
制） 
 

• 一定数以上自動車を
販売するメーカーは販
売台数の一定比率を
ZEVにしなければならな
い。 

• 2018年以降は、HVが
プラスクレジット対象外
に。 

中国 
 
2025年
までに年
間300万
台目標 

NＥＶ規制 
(ニュー・エナ
ジー・ビークル規
制） 

• 中国版カリフォルニア州
ZEV規制。導入時期
は2020年を予定。 

• HVはプラスクレジット対
象外。 

参考：BTMU 中国月報（2016年3号）（三菱東京UFJ銀行 国際業務部） 
    一般社団法人次世代自動車振興センター HP 

図表① 

出所：中国・アメリカ：マークラインズ、日本：日本自動車工業会（JAMA） 
    オランダ・ノルウェー・フランス・イギリス・ドイツ：European Alternative Fuel Observatory(EAFO) 

200,000 主要国のEV・PHV新車販売台数 

 自動車産業に押し寄せる４つの波 
   ① 電気自動車（EV化）②シェアリング ③コネクテッド ④自動運転 
 自動車産業において破壊的イノベーションが起こり、ビジネスモデルが大きく変わ
る可能性も 

 EV化により、バッテリー、モーター、インバータ等の需要が増加 
部品数は3万→2万に大幅減 



出所: U.S. Department of Transportation, U.S. Census Bureau 

米国 若年層の運転免許保有率の推移 

出所: シリコンバレーD-Labプロジェクトレポート （経済産業省） 

シェアリングの市場規模予測 

自動車を巡る変革の潮流②  

 
*1： 2014年までの「Strategic Insight of the Global Carsharing Market.」 (Frost and Sullivan)よりデロイト作成。2015年以降の数値
はデロイト試算。「会員人数=会員世帯数」と仮定 
*2：中近東アフリカは、現在でカーシェアリング市場はほとんど存在せず、2030年時点でも少規模であるため試算値から外している 

 欧米・中国等の市場を中心としたシェアリング普及によって乗用車保有台数
が半減するという指摘も（自家用車保有台数が２台→１台に） 

 

 アメリカでは、運転免許を持つ若者の割合がピーク時から大幅に減少 



独自システムの外販による 
サービス化に向けた展開  
(株式会社武州工業） 

自動車依存からの脱却や新分野進出の潮流 

IoT活用によりリアルタイムで社内の様々な情
報を見える化できるシステムとして独自開発し
た「BIMMS on AWS」の普及を図り、サービ
ス業への本格的な進出を目指す。 

市販のスマート端末を利用した加工機の情報収集装置 

武州工業の製造現場で実績を重ねた生産管理システムをクラ
ウド化。必要な機能だけをクラウド経由で利用し、自社内での
正確な管理、協力会社との情報共有によるスピーディな連携
などが可能。 

アルミ鋳物・鋳造事業者を中心とする 
共同受注体制の構築 

 (株式会社田島軽金属） 

鋳造業者6社が、素材から最終製品までの
全ての工程（鋳造～仕上げ～熱処理～機
械加工～表面処理）に対応する協業体制
を構築することにより、受注拡大を目指す。 

中小企業の新たな需要の獲得・新分野進出事例 

自動車部品事業者の 
医療機器分野への参入 

 (株式会社小松精機工作所） 

自動車の電子制御噴射装置ノズル部品の世
界シェア30％を持つ同社は、超微細加工技
術を中心に、自動車産業以外への参入を目
指し、ナノ・グレインズを設立。 

（株）ナノ・グレインズ  
  新規材料 医療機器開発受託 
 共栄電工（株）  
   超精密内面研磨技術 
（株）共進     
   超精密カシメ接合技術 
（株）松一     
   超精密研磨・組立技術 
（株）ミクロ発條  
   超精密コイリング技術 

医療用鉗子 

「ＳＥＳＳＡ」は、優れた超精密加工技術を持つ中小企業
の集積地である長野県諏訪地域において結成された、中小企
業医療機器開発グループ。 
各社独自の精密加工技術と（株）ナノ・グレインズの高機能
性金属材料、医療機器開発技術を基盤に、国際競争力のあ
る医療機器の開発に取り組む。 

医療用X線CT部品 



 大企業のオープンイノベーションは活発化 
 オープンイノベーションの対象は、設計・開発領域、更にビジネスモデル・サー
ビス領域に拡大 

 中小企業が獲得可能な眠れるニーズ・シーズが大企業には存在 

オープンイノベーションの新たな潮流 

149,397  180,828  151,911  125,787  164,761  
165,638  

278,619  

1,427,828  

1,612,647  

1,873,807  

1,698,576  1,771,085  
1,794,887  

2,024,773  

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2,250,000

2,500,000

平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成21年度 平成23年度 平成25年度 平成27年度 

（企業規模）資本金100億円以上 

（企業規模）資本金100億円未満～10億円 

（企業規模）資本金10億円未満～1億円 

（企業規模）資本金1億円未満～1000万円 

自動車・同附属品製造業 

単位：百万円 

1.69兆円 

2.43兆円 
企業の社外支出研究費の推移 

総務省「科学技術研究調査」から作成  （注）社外支出研究費とは社外へ研究費として支出した金額（名目を問わない）をいう 

参考：全産業のうち自動車・同附属品製造業の社外研究費の推移 

平成27年度の社外支出研究費は、 
平成15年度比で約４割増加 



 持続的な社会の実現のために、国連SDGｓなどでは、民間ビジネスの積極
的な関与を求めている 

 社会課題の中には、ビジネスの手法で解決できる領域も存在 
 社会課題解決の取組にビジネスの手法を取り込むことで、ソリューション提供
とともに新事業創出が可能 

社会課題の解決に向けた世界的な潮流① 

官 

(国・自治体) 
支援組織 

(NGO/NPO) 

官 
(国・自治体) 

支援組織 
(NGO/NPO) 

これまでのプレイヤー 

民間 
(ビジネス) 

現在のプレイヤー 

 製品・サービスの提供 
 ルール形成（ex.調達を通じた
サプライヤー管理） 

 人材育成・教育（ex.原材料
の生産者支援、途上国向け食
育支援） 

 シェアリングエコノミーなど革新的
なビジネスモデル（ex.遊休資
産の活用） など 

競争力向上／ビジネスチャンスへ 

社会課題に関するプレイヤーの変化 社会課題解決に対する民間の機能・役割 持続可能な開発目標（SDGs） 



総務省「世界の統計2017」から作成 
日本の人口推計は総務省統計局「国勢調査結果」，「人口推計」及び 
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」による   

単位：百万人 
（世界人口） 

単位：千人 
（日本人口） 

世界人口及び日本人口の推移（推計値）） 

69億人 

97億人 

 国連の人口推計によると世界人口は2050年には約97億人に達する見込み 
   （毎年ドイツ１国分（約8,200万人）の人口増加） 
 今後人口増加が見込まれる新興国・開発途上国を中心に、世界各地には食料・水・エネル
ギー等の多くの社会課題が顕在化 

新興国における栄養改善を通じた社会課題解決の取組 
 (味の素株式会社） 

自社技術の強みを活かした水資源分野の 
社会課題解決に向けた取組 (株式会社industria） 

汚染水等を浄化するエレメントレ
ス・フィルター（フィルスター） 

 

ベトナム各地において、「学校給食を通じた栄養改善」や「農村地域に
おける母親の離乳食づくり支援」等の取組を通じ、「食」・「健康」分野で
の社会課題解決に取り組んでいる。 

 

精密金属加工の技術を活かし、汚
染水等を浄化する機器（エレメン
トレス・フィルター）を開発。この技
術を活用し、環境ビジネスの拡大が
見込まれているタイを中心に、「水
資源」分野での社会課題解決に取
り組んでいる。 

サステナビリティ実現に向けた味の素グループの取組 ホーチミンでの小学校の給食風景 

参考：味の素グループ サステナビリティ データブック 

社会課題の解決に向けた世界的な潮流② 
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 長期スパンの取組となる成長産業の創出・育成のみならず、産業構造の多様化に
向け、新たな領域に着目、中小・ベンチャー企業の着実な需要獲得を後押し。 

関東経済産業局の戦略プログラム2017のポイント 

新たな視点 

大手企業の 
ニーズ・シーズ 

社会課題の 
解決ニーズ 

関東経済産業局の戦略プログラム2017（改訂版） 

ＳＤＧｓ 

ヘルスケア ポストエンジン
(電池・モーター)
などのあらゆる 
分野 

＋ 

新たに着目した領域 従来から取り組んでいる領域 

地域に眠る 
資源の活用 

成長分野の 
創出・育成 

航空宇宙 

医療機器 

IoT・ロボット 

食・観光・ 
伝統工芸など 

あらゆる分野においてオープンイノベーションを推進 

2016年に策定した戦略プログラムを大胆に見直し 

環境・エネルギー 



自動車産業依存の構造から 

産業構造の多様性の実現に向けた取組の方向性は大きく３点 

 ポストエンジン（成長・新分野への取組） 

 オープンイノベーションの活用 

 社会課題の解決 

取組の方向性 



自動車産業のビジネスモデル変革に備え、以下の３つの取組を実施。 
 

 電池・モーター分野への参入支援 
 航空機・医療機器等の成長分野への参入支援 
 自動車部品事業者の新たな需要の獲得・新分野進出支援 

１．ポストエンジン時代を見据えたオープンイノベーション～取組の方向性①～ 

自動車メーカ 

電池・モーター
メーカ 

部材メーカ 

＜中小企業が参入可能な想定分野＞ 
・材料製造技術 
・部材加工の高効率化/高精度化 
・性能評価 
・軽量化技術 など 

地域の 
ものづくり企業 

地域産業支援 
コーディネータ 

（都県市の財団、金融機関等） 

ニーズ情報の提供 

電池・モーター分野の
アドバイザー 

関東経済産業局 

マッチングの実施 

今までリーチしてこなかった電池・モーター関連企業とのネットワーク構築 

電池・モーター分野におけるオープンイノベーション 

ニーズ調査 
技術動向調査 



大手企業 
（OI担当） 

中小企業 
ベンチャー 

関東経済産業局 
（リエゾンセンター） 

中小企業 
ベンチャー 

地域産業支援機関等 
（コーディネーター） 

大手企業 
（OI担当） 

大手企業 
（OI担当） 

中小企業 
ベンチャー 

中小企業 
ベンチャー 

関東地域大のプラットフォーム構築 

①大手オープンイノベーション部門とのネットワーク形成 
・大手企業OI担当者と地域産業支援機関コーディネーター 
 等との交流会を年2回開催し、ネットワーク構築を支援。 
 

②マッチング 
・技術課題解決のためのニーズプル型マッチング 
・需要創出のためのビジョン共有型マッチング 
 ※地域産業支援機関等のコーディネーターがマッチングを 
   サポート 
 

③ファンディング 
・共同研究、共同開発に繋がる案件については、必要に 
 応じて、研究開発助成金（サポイン等）獲得をサポート 
 
 

④知財等サポート 
・情報の取扱や知財の保護、成果の取扱等について、 
 知財専門家によるコンサルティング支援を実施  

プラットフォームの機能 

地域産業支援機関等 
（コーディネーター） 

※地域振興課にＯＩ担当を配置 
（担当参事官+担当4名） 

１．ポストエンジン時代を見据えたオープンイノベーション～取組の方向性②～ 

関東地域大のオープンイノベーションプラットフォームを構築し、以下の３つの取
組を実施。 
 大手オープンイノベーション担当と地域支援機関の交流、連絡会の実施 
 ニーズプル型マッチング 
 ビジョン共有型マッチング 



スマートコミュニティの実現 
・課題を抱える自治体等 

ヘルスケア分野 

・課題を抱える自治体等 

用 

SDGsの達成に向け、関東経済産業局では、以下の取組を実施。 
 

 社会課題を抱える自治体等に対して、課題に対するソリューション提供(製
品・サービス)のためのマッチング 

マッチング等の活用による社会課題解決 

２．社会課題の解決 ～取組の方向性～ 

ソリューション提供企業 
・製品、サービス等 

× ソリューション提供企業 
・システム・設備導入等 

× 

採石場跡地の未利用エネ
ルギーを活用したスマートコ
ミュニティ実現により、新産
業を創出 

× 

宇都宮市大谷地域の課題 

関東経済産業局が支援 

ソリューション提供事業者 

× 

嚥下機能の向上や内臓脂肪を
減らす効果のある『スポーツボイ
ス』プログラムを提供を通じて、
男性高齢者の外出機会を創出 

松本市のヘルスケア課題 

• 定年退職後の男性は閉じこも
りがち 

• 高齢男性は自治体が提供す
る介護予防・健康増進プログ
ラムに参加しない 

介護予防・健康増進プログラム「ス
ポーツボイス大学院」 

ヘルスケア分野への参入 
行政と連携したスマートコミュニティ
の事業化 

【企業と自治体の連携事例】 

ソリューション提供事業者 

• 地場産業である「大谷石」の
需要減 

• 「大谷石」関連産業の衰退
や人口減少等により、採石
場跡地が「負の遺産化」 

• 採石場跡地の冷熱エネルギーを、
いちご栽培農地や保冷倉庫へ供
給するシステムの導入 

• 採石場跡地の地下空間を利用し
た体験型観光事業を実施 

関東経済産業局が支援 



食、自然、伝統工芸品などの「地域に眠る資源」の価値を活かし、適切な市場にアプローチし
て新たな需要を創出 
 

 商品プロデュース力に長け、適切な市場につなぐことができる人材（クリエイティブ人材）を
活用することで、中小企業等の自己変容・成長を促す 
 

 中小企業や地域とユーザーの接点となるクリエイティブ人材の発掘・育成に取り組み、支援
の枠組み（CREATIVE-KANTO）を強化 

３．出会い・自己変容・成長 ～取組の方向性～ 

 
 
 

中小企業・地域 出会い 自己変容・成長 

 シンガポールデザイナーのプロデュースを
受けて、初めて3Dプリンタを活用した漆
器（フルーツ型の収納箱）を開発 

 シンガポールにて初めての海外販路
開拓に着手 

 ホテルコンシェルジュとの出会いをきっか
けに、将来の外国人観光客受け入れ
を視野に、料理や体験型サイクリングプ
ログラムのサービス改善を検討 

クリエイティブ 
人材 

（ユーザー接点） 
 

更なる発掘 
・育成 

新潟漆器株式会社 

 300年以上の歴史を持つ伝統的な
漆塗技術を継承し、箸や器等の伝
統工芸品を製作 

茨城県 霞ヶ浦・筑波山地域 

 地元産の野菜・果物や霞ヶ浦の雄
大な景色、それらを結ぶサイクリン
グコースを観光資源として活用 

写真左：Jackson Tan：Founder / Creative Director, BLACK DESIGN Private Limited 
写真右：阿部 佳：グランド ハイアット 東京 コンシェルジュ／明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部 教授 

開発イメージ 試作品ビジュアル 



 

 

 

 

 

 

●自動車部品産業を中心とした中小企  
 業等の新分野進出支援（電池・モー 
 ターなど）。 
 

●航空機・医療機器などの成長分野進出
やIoT活用などによる新ビジネス創出等
を支援。 

 

●大手企業のニーズ・シーズを起点とした
オープンイノベーションをあらゆる分野
で促進。 

関東経済産業局の戦略プログラム2017の概要 

大手企業のニーズ・シーズ 

新たな需要の創出・獲得に向けて着目する４つの領域 

●地域に眠る資源の価値を活かすため、
商品プロデュース力に長け、適切な市
場につなぐことができる人材を活用し、
新たな需要創出に向けた取組を支援。 

 

●上記１．～３．の取組を進めるために、地方自治体や地域金融機関などの連携を図りつつ、地域における主要プレイヤーである中小企業
の新事業創出のため基盤整備を行う。 

産業構造の多様化に向けて、新たな需要の創出･獲得を目指す 

オープンイノベーションの手法を活用し、関東地域の中小・ベンチャー企業の技術・サービスの新用途開発を徹底的に
後押しする 

１．ポストエンジン時代を見据えた 
オープンイノベーション 

２．社会課題への 
新たなソリューション 

３．出会い・自己変容・成長 

航空機・医療機器等の成長分野 社会課題の解決ニーズ 地域に眠る資源 

４．横断的に活用可能な施策 

●ヘルスケア分野、環境・エネルギー分野
等において、官民連携の仕組みを構築
し、ビジネスの手法で解決可能な社会課
題とソリューションを提供できる企業を結
びつける。 

 
●地方自治体、民間企業などのステークホ
ルダーを巻き込みながら、SDGｓ達成に
向けた取組を加速化。 



ご清聴ありがとうございました。 
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