
経済産業省のデジタル化⽀援施策

令和５年２⽉７⽇

四国経済産業局
地域経済部 製造産業・情報政策課



１．ＤＸ認定・デジタルガバナンス・コード

２．補助⾦

３．その他⽀援施策・税制
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１．ＤＸ認定・デジタルガバナンス・コード

・ＤＸ認定制度
・中堅・中⼩企業等向け
『デジタルガバナンス・コード』実践の⼿引き」
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DX認定制度
 国が策定した指針を踏まえ、優良な取組を⾏う事業者を、申請に基づいて認定
 Webサイト等の公表媒体をもって「企業がデジタルによって⾃らのビジネスを変⾰する

準備ができている状態（DX-Ready）」であることが確認できた事業者を認定（他
の事業者との⽐較は⾏わない）

 詳細はHPを参照︓https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html

DX認定制度事務局

認定申請

認定事業者

問合せ
＜審査・問合せ＞ ＜認定＞

結果通知
結果通知

審査結果

〇申請〜認定までの流れ

全ての事業者（法⼈と個⼈事業者。法⼈は会社だけではなく、公益法⼈等も含
みます）が対象となります。
※申請⼿続きや認定時、認定の維持において費⽤が発⽣することはありません。

申請対象

申請は通年で可能です（⼀年間を通していつでも申請が可能）。
申請期間

出典︓情報処理推進機構 https://disclosure.dx-portal.ipa.go.jp/p/dxcp/top



「デジタルガバナンス・コード」実践の⼿引き（中堅・中⼩企業等向け）
あらゆる産業でデジタル技術の活⽤が加速的に進む中で、持

続的な企業価値の向上を図るため経営者に求められる企業
価値向上に向け実践すべき事柄を取りまとめたもの。

企業がDXの取組を⾃主的・⾃発的に進めることを促すととも
に、特に経営者の主要な役割として、幅広い関係者との対話
を重視したものとなっており、企業規模や法⼈・個⼈事業主を
問わず、広く⼀般の事業者を対象として策定。

4
出典︓経済産業省 「デジタルガバナンスコード実践の⼿引き」より （令和4年7⽉）

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/contents.html

デジタルガバナンス・コードの６本の柱
１．ビジョン・ビジネスモデル
２．戦略
2－1．組織づくり・⼈材・企業⽂化に関する⽅策
2－2．IT システム・デジタル技術活⽤環境の整備

に関する⽅策
3．成果と重要な成果指標
4．ガバナンスシステム
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２．補助⾦
【令和４年度補正予算】

・ 事業環境変化対応型⽀援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ７
・ 中⼩企業等事業再構築促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・ ８
・ 中⼩企業⽣産性⾰命推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １０
・ 先端半導体の国内⽣産拠点の確保 ・・・・・・・・・・・・ １５

【令和５年度当初予算】
・ 地域未来DX投資促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６
・ データセンターの地⽅拠点整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０
・ ５G等の活⽤による製造業の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１

ダイナミック・ケイパビリティ強化に向けた研究開発事業
・ ものづくり等⾼度連携・事業再構築促進事業 ・・・・・ ２２
・ 成⻑型中⼩企業等研究開発⽀援事業 ・・・・・・・・・・ ２３

（Go-Tech事業)
・ ⾰新的ロボット研究開発等基盤構築事業 ・・・・・・・・ ２４
・ 次世代空モビリティの社会実装に向けた ・・・・・・・・・・ ２５

実現プロジェクト
・ 中⼩企業サイバーセキュリティ対策促進事業 ・・・・・・・ ２５
・ 学びと社会の連携促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６
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7
出典︓経済産業省HPより https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/dxcommunity/dxcommunity.html （令和4年度事業概要）

https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2023/s230113001.html （令和４年度補正事業 執⾏団体採択）
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出典︓中⼩企業庁HPより https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ （経営⾰新等⽀援機関）
お問合せ先︓事業再構築補助⾦事務局 https://jigyou-saikouchiku.go.jp/



9出典︓経済産業省より https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/hosei_yosan.pdf?1226
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出典︓中⼩企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html （事業の概要）

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf?0113 （リーフレット）



11出典︓中⼩企業庁HPより https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_mono_02.pdf?0113（補助⾦の概要）
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_mono.pdf（リーフレット）

お問合せ先︓ものづくり補助⾦事務局サポートセンター https://portal.monodukuri-hojo.jp/
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お問合せ先︓全国商⼯会連合会 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ （令和３年度補正）

商⼯会議所地区 ⼩規模事業者持続化補助⾦事務局 https://r3.jizokukahojokin.info/ （令和3年度補正）

出典︓中⼩企業庁HPより https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_jizoku.pdf（リーフレット）
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出典︓中⼩企業庁HPより https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_it.pdf（リーフレット）
お問合せ先︓IT導⼊補助⾦事務局 https://www.it-hojo.jp/
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出典︓中⼩企業基盤整備機構 https://seisansei.smrj.go.jp/pdf/0105.pdf （リーフレット）
お問合せ先︓IT導⼊補助⾦事務局 https://www.it-hojo.jp/



15NEDO HPより https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100212.html



16経済産業省 HPより https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2023/k230201002.html （委託先公募）
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 デジタル⽥園都市国家構想の実現に向け、地域企業のDXを加速するために必要なデジタル⼈材を育成す
るプラットフォームを構築し、企業内⼈材（特にユーザー企業）のリスキルを推進。

 最⼤の特徴は、教育コンテンツの集約・提⽰に加えて、⺠間市場には存在しないケーススタディ教育プログラ
ムや地域企業と協働したオンライン研修プログラムを提供し、DXを推進する実践⼈材を⼀気通貫で育成。

デジタル⼈材育成プラットフォーム

＜デジタル⼈材育成プラットフォーム＞
（３層）地域企業と協働したオンライン研修プログラム

⼈
材

ビジネス
アーキテクト

データサイ
エンティスト
ソフトウエア
エンジニア

デザイナー

（２層）ケーススタディ教育プログラム
 データ付きのケーススタディ教材を⽤い、受

講⽣同⼠の学び合いを通じて、課題解決のプロセス
を疑似体験するオンライン教育プログラム。

サイバー
セキュリティ

社
会
⼈

学
⽣

地域企業と協働し、実際の企業の課題解決にチームで
取り組むオンライン研修プログラム。

地域・企業・⼤学
協⼒・⽀援

 デジタル⼈材に求められるスキルを⾃ら学べるよう、スキ
ル標準に対応した教育コンテンツを提⽰。

 厚労省の助成対象コンテンツを多数掲載。

（１層）オンライン教育サイト

スキル標準



マナビDX(デラックス)
誰でもデジタルスキルを学ぶことのできるポータルサイト。
無償から有償まで、オンライン上でさまざまな学習コンテンツを整備。

出典︓情報処理推進機構 https://manabi-dx.ipa.go.jp/ 18



（参考）１層︓オンライン教育ポータルサイト「マナビDX（デラックス）」

 デジタル⼈材に求められるスキルを⾃ら学べるよう、⺠間・⼤学等が提供する様々な学習コンテンツ
や講座をスキル標準（分野・レベル）に紐付け、ポータルサイトに提⽰（現在、約250講座）。

コンテンツ
掲載

デジタル
スキル標準

学習コンテンツ提供事業者

等

学習
修了証

利⽤者（個⼈・企業）
必要とする⼈材像を⽬標として、デジタル
スキル標準で整理された学習コンテンツを
使い、学習や社内教育を⾏う

学習コンテンツ
AI・機械学習

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ

クラウドプログラミング

データベース ネットワーク

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ etc...

講座情報
検索

① 全てのビジネスパーソン向けのリテラシースキル標準
② ＤＸ推進⼈材向けの専⾨スキル標準を整備し、そ

れに基づき市場で提供されている学習コンテンツを
整理し、掲載する。
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NEDO HPより https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100191.html

https://www.nedo.go.jp/content/100950950.pdf （活⽤事例）
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23中⼩企業庁 HPより https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/221006saitaku.html



24NEDO HPより https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101551.html



25NEDO HPより https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100181.html



26経済産業省 HPより https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/



27未来の教室 HPより https://www.learning-innovation.go.jp/



①IT戦略ナビ/（企業向け、ウェブサイト）
• Web上で質問に回答していくと、「どのようにITを活⽤しビジネスを成功させるか」

というストーリーをまとめた「IT戦略マップ・導⼊プラン」が作成され、⾃社の課題
等を⾒える化できる。

• 課題解決に役⽴つ「ITソリューションツール」も確認できる。
• 出典︓中⼩企業基盤整備機構 https://it-map.smrj.go.jp/

②ここからアプリ/
（中⼩・⼩規模事業者・⽀援機関向け、ウェブサイト）
• 「使いやすい」、「導⼊しやすい」と思われる業務⽤アプリを紹介。
• アプリ掲載に加え、実際のITツールを導⼊した事業者の事例や、⽀援機関が活

⽤できる。IT⽀援⼒アップミニ講座なども配信。
• 出典︓中⼩企業基盤機構 https://ittools.smrj.go.jp/

③E-SODAN/（中⼩企業向け、ウェブサイト）
• 経営に関するお悩みに対し、専⾨家が監修する回答集のなかから、AIによる回

答や関連する情報等を提⽰。
• 専⾨家と直接チャットで経営に関する相談も可能。
• 出典︓中⼩企業基盤機構 https://bizsapo.smrj.go.jp/

⑧中⼩企業の情報セキュリティ対策ガイドライン/
（中⼩・⼩規模事業者向け）

• 経営者が知っておくべき事項、⾃らの責任で考えなければならない事項について説明。
• 情報セキュリティ対策を実践する⽅むけに、対策の進め⽅をステップアップ⽅式で具体的に説明。
• 出典︓情報処理推進機構

https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/

⑦SECURITY ACTION/（IT活⽤⼊事業者向け）
• 情報セキュリティ対策に取組むことを⾃⼰宣⾔する制度。
• ⾃⼰宣⾔はIT導⼊補助⾦やものづくり補助⾦の申請要件。
• 出典︓情報処理推進機構

https://www.ipa.go.jp/security/security-action/

④IT経営簡易診断/（中⼩企業等向け）
• 専⾨家との3回の⾯談を通して経営課題・業務課題を全体最適の視点から整

理・⾒える化し、IT活⽤可能性を無料で提案。
• 出典︓中⼩企業基盤整備機構
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/diagnosis/index.html

３．その他⽀援施策

⑤みらデジ/（中⼩企業等向け）
• 経営課題やデジタル化への取り組み状況を「みらデジ経営チェック」で確認。
• 「みらデジ経営チェック」の結果を基に、専⾨家のアドバイスや補助⾦などの最適

な施策、ITツール機能のご紹介。
• 専⾨家のアドバイスを基に、経営課題解決に向けて取り組み、課題解決後の

状況を、「みらデジ経営チェック」でもう⼀度チェック。
• 新しい課題が発⾒されれば、専⾨家へ相談。
• 出典︓中⼩企業庁 https://www.miradigi.go.jp/

➈映像で知る情報セキュリティ/ （⼀般向け、ウェッブサイト）
• 情報セキュリティに関する脅威や対策などを学んで頂くための映像コンテンツを、YouTube内の

「IPA Channel 」で公開。
• 出典︓情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/

⑪情報セキュリティ安⼼相談窓⼝/
（国⺠向け、電話︓03-5978-7509、メール︓anshin@ipa.go.jp）

• ⼀般的な情報セキュリティ（ウイルスや不正アクセス）に関する技術的な相談に対してアドバイ
スを提供する窓⼝。

• 被害に遭った際だけでなく普段のパソコン操作にも役⽴つ資料をご紹介。
• 出典︓情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/

⑩セキュリティ・ミニキャンプ/ （学⽣・⼀般向け）
• 学⽣に対して情報セキュリティに関する⾼度な技術教育を実施、次代を担う情報セキュリティ⼈

材を発掘・育成する事業で開催地を募集。
• 若い情報セキュリティ⼈材の早期発掘と育成を⽬的とした「専⾨講座」と、⼀般の⽅を対象とし

た「⼀般講座」。
• 出典︓情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html

28

⑥⽣産性向上⽀援訓練/（企業向け）
• テーマ 「データ活⽤で進める業務提携」
• 「データ活⽤の基本」「データマネジメント」「データ活⽤と業務の連携」の理解を深める。



IT戦略ナビ

出典︓中⼩企業基盤整備機構 「IT戦略ナビ」より https://it-map.smrj.go.jp/

中⼩企業基盤整備機構

29
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中⼩企業基盤整備機構

出典︓中⼩企業基盤整備機構「ここからアプリ」より https://ittools.smrj.go.jp/



E-SODAN 〜いつでもどこでもチャットで経営相談〜

 気軽に経営に関する悩みを相談したい
 専⾨家の意⾒をチャットで聞いてみたい
 経営や旬な話題に関する知識を増やしたい

出典︓中⼩企業基盤整備機構「E-SODAN」より https://bizsapo.smrj.go.jp/

中⼩企業基盤整備機構

31



IT経営簡易診断 〜IT活⽤の可能性を専⾨家が無料でご提案〜

 ⾃社の課題を専⾨家と⼀緒に⾒える化したい
 IT活⽤の可能性を検討し、⽣産性向上を⽬指したい
 専⾨家にIT活⽤の可能性を提案してもらいたい

出典︓中⼩企業基盤整備機構「IT経営簡易診断」より https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/diagnosis/index.html

中⼩企業基盤整備機構

32



みらデジ
⾃社のデジタル化を中⼼とした経営状態を可視化し、経営に役⽴つ情報収集や⽀援機関

への実際の⽀援相談につなげるポータルサイト。
「みらデジ経営チェック」の結果をもとに、「みらデジ リモート相談」(無料)等で、デジタル化の取

り組みに向けたアドバイスや、各種⽀援施策、ITツールの解説・ご紹介を受けれる。

出典︓みらデジ（中⼩企業庁） https://www.miradigi.go.jp/ 33

中⼩企業庁



⽣産性向上⽀援訓練（データ活⽤で進める業務提携）
 所有するデータを経営資源として管理し活⽤することで、社内外の業務の連携を

強化できるようになることを狙いとして、ビジネスゲーム（演習）を通じて「データ活
⽤の基本」「データマネジメント」「データ活⽤と業務の連携」の理解を深める訓練。

出典︓ポリテクセンター⾹川 HPより https://www3.jeed.go.jp/kagawa/poly/biz/opencourse_of_kagawaseisansei.html 34

◆実施概要
実施⽇時 ︓ 2023年7⽉14⽇（⾦）9:30〜16:30（６H）
開 催 ︓ ポリテクセンター⾹川（四国経済産業局共催）
講 師 ︓ 特定⾮営利法⼈ITCかがわ
対象者 ︓ 社内中堅層
定 員 ︓ 16名
受講料 ︓ １名につき3,300円（税込）

◆申込先
ＦＡＸ（087-867-6856）または
電⼦メール（kagawa-seisan@jeed.go.jp）



SECURITY ACTION
IT社会では、企業経営においても、IT活⽤による「攻め」と同時に、情報セキュリティによる

「守り」が不可⽋。中⼩企業⾃らが、情報セキュリティ対策に取組むことを⾃⼰宣
⾔する制度。

出典︓情報処理推進機構 https://www.ipa.go.jp/security/security-action/ 35

情報処理推進機構



中⼩企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
これから情報セキュリティ対策に取り組む企業向けの対策や、ある程度対策が進んでいる

企業向けの対策の提⽰など、レベルに合わせてステップアップできるように構成。

出典︓情報処理推進機構 「中⼩企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」より
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/guideline/ 36

情報処理推進機構



映像で知る情報セキュリティ
情報セキュリティに関する様々な脅威と対策を10分程度のドラマなどで分かりやすく解説した

映像コンテンツ31タイトル。
YouTube「IPAチャンネル」でいつでも視聴可能。主な映像はDVD-ROMでも提供中。

出典︓情報処理推進機構 「映像で知る情報セキュリティ」より https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/videos/ 37

情報処理推進機構



セキュリティ・ミニキャンプ
地域において週末等の短期間で開催する、若年層向けの情報セキュリティに関する研修（合宿型も

可能）。地域でのミニキャンプ参加後は、全国⼤会へのチャレンジを期待しているもの。
IPA及びセキュリティ・キャンプ協議会は、開催地となる⾃治体・企業・学校を募集。

出典︓情報処理推進機構 「セキュリティ・ミニキャンプ」より https://www.ipa.go.jp/jinzai/camp/index.html
⼀般社団法⼈セキュリティ・キャンプ協議会事務局より https://www.security-camp.or.jp/minicamp/ 38

情報処理推進機構



情報セキュリティ安⼼相談窓⼝
ウイルスや不正アクセスに関する相談にアドバイスを提供
相談内容から判明したトラブルの傾向、⼿⼝、対策に関する情報を公開

出典︓情報処理推進機構 「情報セキュリティ安⼼相談窓⼝」より https://www.ipa.go.jp/security/anshin/ 39

情報処理推進機構



中⼩企業税制（令和4年度版）
中⼩企業の⽅が中⼩企業施策をご利⽤になる際の参考となるよう、中⼩企業税制を簡単

に紹介しています。

出典︓中⼩企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/zeisei_r4.pdf 40

中⼩企業庁



ご静聴ありがとうございました

四国経済産業局
製造産業・情報政策課

０８７－８１１－８５２０
https://www.shikoku.meti.go.jp/
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