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産業技術革新課



１．オープンイノベーション(OI)事業

２．OI・DXに活用可能な予算
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本日のトピックス



OIプラットフォームのイメージ
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スタートアップ

中堅・中小企業

大手企業・外資系企業

自治体・産業支援機関、金融機関、大学等

専門家(弁護士・弁理士等)

他省庁・関係機関

コーディネーター等による企業の発掘・紹介

中小・スタートアップの知財・契約サポート

イノベーションパートナーの探索
（ニーズの提示等）

他経産局

オープンイノベーション・プラットフォームの形成



⚫ 2020年の当局プログラムを活用し、シナノケンシは、加速する環境変化に対応した次世代の新規事業の柱を創出するため、
ハードウェアスタートアップBionicMとマッチング。

⚫ シナノケンシ製の精密モーターと、BionicMの電動義足のハード・ソフト設計・開発力を掛け合わせ、「新パワード義足」を開発。

地域企業とスタートアップのオープンイノベーション事例
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シナノケンシ株式会社
（長野県上田市） 「新パワード義足」の開発

シナノケンシ製の
精密モーターを搭載
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越境人材プロジェクト

⚫ 組織の境界を越えて価値を生み出す越境人材を中核として、ドローン・遠隔医療等の新たな産業を共創。
⚫ 広大なフィールドを活用し、ドローン空輸サービスの社会実装に向けた実証実験を2021年11月から開始。

那須のリゾート地における飲食等のドローン空輸実証の様子（2021年11月）

中核企業 参画企業

フィールド提供
サービス開発

ドローンサービス
開発

ドローン運航
システム開発

ドローンを活用した空輸サービス実証実験





⚫ 2019年7月から、中小機構（ジェグテック）と連携し、中堅・中小企業等の新事業創出のため
のマッチングサイト「OIMS」を開設し、常時オープンイノベーションニーズを掲載。

オープンイノベーション・マッチングスクエア（OIMS）

✓イノベーションを求める企業のニーズを厳選して掲載
✓技術力のある全国の中堅・中小企業・スタートアップから提案
✓専門家の目利きで確度の高い提案→これまで約850件の商談を実現

OIMSのプラットフォーム概要

大
手
企
業

中
堅
企
業
等

中
小
企
業

ニーズ発信 目利き
情報発信

提案提案受信

アドバイザー、専門家等

オ イ ム ス
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⚫ 食関連分野の大手企業や地整局事務所のニーズを発掘

大手パートナー
企業約650社

約500件

約6000件

ポ
イ
ン
ト



オープンイノベーション・チャレンジピッチとの連動

＜過去登壇企業数：全47社＞
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⚫ 当局では、外部連携意欲の高い大手・中堅企業・外資系企業が、自社のOI戦略や求める
パートナー像、具体的な開発ニーズなどについてのピッチ会を開催。

⚫ 地域企業とリレーションを持つ支援機関へのピッチにより相互理解を深め、企業からの提案に
ついてはOIMSを活用することで全国大の共創を後押し。



⚫ 経済産業省分野のみならず、国土交通省関東地方整備局、ジェトロ、農林水産省と連携し、
インフラ整備に係る防災・減災等の課題解決、地域企業のグローバル展開、食分野の新事
業創出に向けたマッチングを実施。

ジェトロとの連携

✓ 関東地方整備局の道路・河川事務
所が有するOIニーズをOIMSに掲載。

✓ 第1回は防災・減災分野のニーズを
17件発信し、285件の提案。現場
実証案件を14件マッチング。

✓ 第2回はインフラ維持・管理をテーマと
して8件のニーズを発信し、31件提案。
現場実証案件を7件マッチング。

関東地方整備局との連携
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オープンイノベーションに係る連携強化（関東地方整備局、ジェトロ、農林水産省）

農林水産省との連携

✓ 農林水産省や北海道経済産
業局と連携して、食関連分野
のOIニーズをOIMSに掲載。

✓ 第1弾として、11月5日に開催
した「食関連分野オープンイノ
ベーション・チャレンジピッチ」で
食関連分野の大手企業5社が
登壇。併せてOIMSで14件
ニーズを発信。

✓ 日本貿易振興機構（ジェトロ）
と連携して、外資系企業の開発
ニーズをOIMSに掲載。

✓ 日本ロレアル株式会社のニーズに
対しては40件の提案があり、17 
社とのオンライン面談をマッチング。

✓ このほか、医薬品メーカー2社
（日本イーラーリリー、Bristol 
Myers Squibb）と他1社がニー
ズを発信。

河川の通行可否判断システムに関する実証
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2022年2月4日(金)13:30-15:30
オンライン開催

概要ページ

主 催

開催協力



１．オープンイノベーション(OI)事業

２． OI・DXに活用可能な予算
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本日のトピックス



地域未来DX投資促進事業
令和4年度予算案額 15.9億円（11.7億円）

事業の内容 事業イメージ

事業目的・概要

⚫新型コロナウイルス感染症の影響により、各国では非接触・リモート社会の

構築に向けて、デジタル投資が加速しています。

⚫地域企業が、今後も地域経済を支える主体であり続けるためには、こうし

た動きに取り残されることなく、デジタル技術を活用した業務・ビジネスモデ

ルの変革（デジタルトランスフォーメーション（DX））を実行していくことが

必要不可欠です。

⚫ このため、以下の事業により、地域未来牽引企業等のDXを支援します。

①地域企業のDX実現に向けて地域全体で取り組む支援活動の促進

②地域の特性や強みとデジタル技術をかけあわせた新たなビジネスモデル

の構築に取り組む先進事例の創出・普及

③デジタル人材を育成・確保するためのプラットフォームの構築等

成果目標

①事業年度から事業年度の３年後までの間において、支援コミュニティの活

動地域における「地域未来牽引企業と地域未来投資促進法に基づく承

認地域経済牽引事業者」からなる企業群の労働生産性の伸び率が６％

以上増加することとします。

②事業終了後３年を経過した日までに売上計上が予定される実証企業群

の新製品・サービス、新収益モデル件数割合を50%以上とします。

③事業終了年度の令和8年度までに、地域企業のDXを進められる人材を

1,300人育成することを目指すこととします。

１．地域の特性や強みとデジタル技術をかけあわせ（X-Tech）、新

たなビジネスモデルの構築に向けて地域企業等が行う実証事業

（試作品製作、事業性評価等）に要する費用を補助します。

２．新事業実証等のための環境整備として、経産省HP上の公設試

保有機器等検索システムの更新、地域未来牽引企業の経営状

況や工業用水道事業の最適化等に関する調査を実施します。

• 以下の取組により、地域の企業・産業のDXを加速させるために必

要なデジタル人材を育成・確保します。

①基礎的なデジタルスキルを学べるオンライン教育ポータルサイトの運営

②企業データに基づく実践的な課題解決型学習プログラムの実施

③デジタル技術を活用した課題解決型現場研修プログラムの実施

• 地域企業の経営・デジタルに関する専門的知見・ノウハウを補完し、

地域ぐるみで地域企業のDX実現を支援するため、産学官金の関

係者が一体となった支援コミュニティが実施する各種活動（①地域

企業の課題分析・戦略策定の伴走型支援、②地域企業とITベン

ダー等とのマッチング支援等）に要する費用を補助します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等（２）－１ 補助（2/3, 1/2）
（２）－２ 委託

（２）

国 民間企業補助（10/10）（１） 民間団体等

（３） 国 民間企業等委託

金融機関

大学・高専 支援機関
ITベンダー・

Tech系ベンチャー

自治体業界団体 経営コンサル・
人材会社

国研・公設試

地域の関係者が一体と
なって地域企業のDXを

サポート

（１）地域DX促進活動支援事業

（３）地域デジタル人材育成・確保推進事業

（２）地域デジタルイノベーション促進事業

(1) 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課
(2) 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課

地域産業基盤整備課
地域経済活性化戦略室

(3) 商務情報政策局 情報技術利用促進課
中小企業庁 経営支援課
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地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業
令和4年度予算案額 6.5億円（5.6億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

地域経済産業グループ
地域産業基盤整備課
地域経済活性化戦略室
商務・サービスグループ
クールジャパン政策課

事業目的・概要

⚫ 地域・社会課題が多様化・複雑化する中、地方公共団体による課題対応が困

難になっており、地域で持続的に課題解決を行うためには、ビジネスモデル創出が

必要です。このため、地域内外の中小企業等※が、地方公共団体等の地域内

の関係主体と連携しつつ、地域・社会課題解決と収益性との両立を目指す取

組（地域と企業の持続的共生）を支援します。また、コロナ禍で若者を中心に

地方生活の関心が高まっている中、若者人材に訴求できる仕事やキャリアを地

域ぐるみで提供する取組を支援します。

⚫ また、地域で持続的に課題解決を行うためには、地方公共団体からの地域課

題の提示や地域内外の関係主体の連携体制の構築が重要です。このため地

方公共団体の課題のオープン化や企業とのマッチング等を行います。

※中小企業等：創業者、中小企業、地域未来牽引企業、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等

成果目標

⚫ 本事業を通して、地域・社会課題をビジネス目線で解決するサービスモデルの

構築、収益性や地域課題解決の効果の検証とその自立化・展開を目指し、

課題解決事業の定着率を令和６年度に60％にすること等を目指します。

国

（１）補助（定額）

民間事業者等

（１）補助（２/３、１/２以内）

民間事業者等
（プロジェクト実証
事業者等）

（２）委託

• ベンチャー・中小企業等が、自らもしくは複数社で連携し、 複数地域（5
地域以上）で抽出して束ねられた課題解決・付加価値向上に資する取
組に必要な経費の一部を支援します。その際、自治体との連携や将来の
自走可能性が確保された案件を重点的に支援します。また他の企業との
連携等により更なる広域展開を行う場合は、支援を拡充します。
【補助率：２/３以内、補助対象者：中小企業等】

• 地域の共通課題である若者人材の流出防止・流入促進のため、民間事
業者等が複数の地域企業を束ね、業界団体、経営支援機関、自治体等
とも連携し、地域ぐるみで若者人材に向けた仕事やキャリアステップを作り、
求人・採用、人材育成、キャリア支援等を行う総合的な取組を支援します。
【補助率：１/２以内、補助対象者：民間事業者等】

• 地方公共団体が解決を目指す地域・社会課題のオープン化を促すための
地方公共団体向けのセミナーを実施するとともに、一緒に解決を目指す創
業者、ベンチャー企業やデザイナー等とのマッチング機会等を作ります。これら
を通じて、地域・社会課題の発掘と横展開可能な模範となるビジネスプラン
を創出し、（１）の取組等に繋げていきます。

（１）広域的課題解決、若者人材確保プロジェクト実証

（２）地域・社会課題の発掘

イメージ例
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成長型中小企業等研究開発支援事業
令和4年度予算案額 104.9億円（109.0億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
中小企業者
大学、公設試
民間団体等

委託
補助(原則2/3以内)

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標
⚫事業終了時点で以下の達成を目指します。

・個々のプロジェクトの研究開発達成度50%超

⚫事業終了後５年時点で以下の達成を目指します。

・事業化を達成するプロジェクトが50％超
・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上 等

• ものづくり基盤技術の高度化及びサービスモデルの高度化を図ること
並びに当該技術等を用いて中小企業等が下請け構造を脱却し、成
長を遂げることを目的として、中小企業等が、大学・公設試等と連携
して行う、研究開発、その成果の販路開拓に係る取組等に対して、
最大３年間の支援を実施します。

• 令和4年度からは、大学・公設試等に対し、研究開発や事業化の進
捗状況等に応じて段階的な補助率を適用するインセンティブ設計を
付加します。

• また、採択された事業者を対象としてハンズオン支援や展示会を開催
することにより、研究開発成果の事業化及び販路拡大を支援します。

事業イメージ
⚫我が国製造業の国際競争力強化及び地域経済を支えるサー
ビス業における競争力強化を図るためには、中小企業における
ものづくり基盤技術及びサービスモデルの高度化を図ることが重
要です。

⚫また、経済成長の源泉である研究開発を通じ、持続的に中小
企業が成長していくためには、補助金等の直接的な支援による
イノベーション創出を図ることのみならず、自立的に中小企業に
おける研究開発が進むためのエコシステムを形成することが極め
て重要です。

⚫このため、いわゆるサポイン事業及びサビサポ事業を発展させ、
中小企業等が産学官連携で行う高度なものづくり基盤技術
及びサービスモデルの研究開発等を支援します。特に、民間ファ
ンド等からの出資を受けるものについては、重点的に支援します。

✓補助上限額：4,500万円（３年間の総額で9,750万円）

✓補助率：原則2/3以内 ※課税所得15億円以上の中小企業等は1/2以内

中小企業者
大学・公設試等

事業管理機関

協力者

大学・公設試等

共同体
国

中小企業者

中小企業庁 技術・経営革新課

【ファンド枠（新設）】
研究開発に取り組む中小企業等が自立的に取組を拡大することができ
るエコシステム形成を目的として、民間ファンド等から出資を受ける予定
がある研究開発等について重点的に支援を実施します。
✓補助上限額：１億円（３年間の総額で３億円）

✓補助率：原則2/3以内 ※課税所得15億円以上の中小企業等は1/2以内
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中小企業等事業再構築促進事業
令和3年度補正予算額 6,123億円

（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

事業の内容 事業イメージ

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課

補助対象経費

補助金額・補助率

主な補助対象要件

成果目標

⚫事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部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％(一部
5.0％)以上の増加等を目指します。

事業目的・概要

⚫新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や
業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換す
る必要性は、依然として高い状況にあります。

⚫ こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再
構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を行いながら、中小企
業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたと
ころです。

⚫本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事
業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを行い、
使い勝手を向上させます。

⚫特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換
のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を
対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新
たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切
り拓くための取組を重点的に支援していきます。

① 2020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
前と比較して10％以上減少していること（グリーン成長枠を除く）

② 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） 等

建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ
ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費（一部
の経費については上限等の制限あり）

（※1）補助下限額は100万円 （※2）従業員規模により異なる
（※3） 6,000万円超は1/2（中小のみ）、 4,000万円超は1/3（中堅のみ）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

補助
（基金積増）

中小企業等

補助
(2/3等)

申請類型 補助上限額 (※1) 補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保
が困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援） 500万円、1,000万円、

1,500万円 (※2)

中小3/4、
中堅2/3回復・再生応援枠

（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り
組む事業者に対する支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
(※2) 中小2/3、

中堅1/2
(※3)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上
げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向
上させる事業者に対する支援）

1億円

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解
決に資する取組を行う事業者に対する支援）

中小1億円、中堅1.5億円
中小1/2、
中堅1/3
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中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算額 2,001億円

事業の内容 事業イメージ

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

【各補助事業の内容】
（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）
中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセ
ス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性
向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。

（２）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模
の拡大（成長・分配強化枠）や創業や後継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、イ
ンボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関する取組を支援します。

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
ITツール※補助額：～50万円（補助率：3/4）、50～350万円（補助率：2/３）
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等

PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：1/2）、
レジ補助上限額：20万円（補助率：1/2）
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補助するなど、企業
間取引のデジタル化を強力に推進します。

（４）事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～600万円、補助率：1/2～2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費
用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

(1) 中小企業庁 技術・経営革新課
(2) 中小企業庁 小規模企業振興課
(3) 中小企業庁 経営支援課
(4) 中小企業庁 財務課

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員
規模により異なる）

原則1/2 (※小規模事業
者・再生事業者は2/3)

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

2/3
デジタル枠

グリーン枠 1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上)

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上

・補助事業者全体の給与支給総額が年率平均1.5%以上向上

・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以
上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

⚫小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓
につながった事業者の割合を80％とすることを目指します。

⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以上向上を目指します。

⚫事業承継・引継ぎ支援事業により、令和４年度末までに約1,500者の中小
企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。

中小
企業等

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

事業目的・概要
⚫新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小
企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。

⚫ そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援
する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直しを
行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化へ
の対応を支援します。

⚫加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上
や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3（※成長・分配強化枠の
一部の類型において、赤字事業

者は3/4）

成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠 100万円
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⚫ 我が国のデジタル投資は、約8割が既存システムの維持に当てられている。

⚫ 米国との比較では、米国企業は、市場・顧客対応やビジネスモデル変革、製品・サービス開発強化を目的に

デジタル投資を実施しているのに対し、日本企業はコスト削減や働き方改革に投資が集中。

⚫ デジタル投資を通じたビジネス変革＝「本物のDX（デジタルトランスフォーメーション）」が必要。

現状と課題 「効率化」中心のデジタル投資⇒DXの実現の遅れ
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守り：76.7％

攻め：23.3％

（出典）一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書 2020」より

攻め：ビジネスの新しい施策展開
守り：現行ビジネスの維持・運営費用

我が国企業のIT予算配分 IT予算用途の日米比較
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会社規模が
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セキュリティ

対策のため

(回答%)

（出典）JEITA/IDC Japan 「2020年日米企業DXに関する調査」（2021年1月）より



⚫ デジタル競争力ランキング2021で、日本は64か国中28位と低迷。特に「人材」で47位、「デジタル・技術

スキル」が62位と低く、これが全体を引き下げる要因に。

⚫ IPAの調査によると、約90％の事業会社が、IT人材の「量」と「質」について、「不足している」と回答。

「大幅に不足している」と回答した企業は約40％であり、年々その割合は増加傾向。

現状と課題 デジタル人材の「量」と「質」の不足
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IT人材の「量」に対する不足感

24.7

29.3

31.1

33

40.8
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47.4

15.5

16.2
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11

11.8
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大幅に不足
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その他（過不足なし、過剰、わからない、無回答）

IT人材の「質」に対する不足感

24.7

32.9

33.8

39.5

40.5

59.8

53.9

54.1

51

48.6

15.5

13.2
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その他（過不足なし、過剰、わからない、無回答等）

（出典） IPA「DX白書2021」を基に作成

（注１） 2020年度調査では、従来のIT人材（IT企業や事業会社の情報システム部門等に所属する人）に加えて、ITを活用して事業創造や製品・サービスの付加価値向上、業務のQOL向上等を行う人も含む。
（注２）2016年度調査（n=984)は「IT人材白書2017」、2017年度調査(n=974)は「IT人材白書2018」、2018年度調査(n=967)は「IT人材白書2019」、2019年度調査(n=821)は「IT人材白書
2020」、2020年度調査(n=878)は「デジタル時代のスキル変革等に関わる調査報告書に基づく。



20

DX銘柄とDX認定制度

DX-Ready以前
ビジョンの策定や、戦略・体制等の整備に、これから取り組む事業者
まずはDXの進捗状況をDX推進指標を用いて自己診断することにより自律的に推進
自己診断結果はIPAにて収集し、ベンチマーク提供・政策立案へ活用

DX-Ready企業認定
ビジョンの策定や、戦略・体制の整備等を既に行い、ステークホル
ダーとの対話を通じて、デジタル変革を進め、デジタルガバナンスを向
上していく準備が整っている企業を認定。

DX-Emerging企業選定
認定事業者のうち、ステークホルダーとの対話（情報
開示）を積極的に行っており、優れたプラクティスとなる
（将来性を評価できる）企業を選定。

DX-Excellent企業選定
認定事業者のうち、ステークホルダーとの対話
（情報開示）を積極的に行っており、優れたプラ
クティスとなるとともに、優れたデジタル活用実績も
既に現れている企業を選定。

DX銘柄、注目企業として選定

認定基準

DX
推進
指標

デジタルガバナンス・コードの
内容を元に企業選定、認定を行う

上場している企業の中から、各業種で、優れたDXの
取組を行う28社を 「DX銘柄2021」 として選定。
特に優れた取組を行う企業2社（日立製作所、
SREホールディングス）を 「DXグランプリ2021」
として選定。

<DX銘柄2021>

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。

<DX推進指標>
DXの取組状況をチェックできる自己診断指標。結果
をIPA(独）情報処理推進機構に提出することで、
全国や業界内での位置づけの確認や、DXの先行企
業との比較ができる「ベンチマーク」を提供。

<DX認定>



デジタル技術による
新ビジネス創出

デジタル技術活用の発展状況

デジタル
技術の
経営への
貢献

既存事業の
利益率向上

デジタル技術
未導入

デジタル技術による
業務の効率化

①

④

③

①地域企業のデジタル技術導入支援

②地域企業の利益率向上に向けた支援

④DXによる地域・社会・産業課題解決支援

③新ビジネス創出に向けた支援

地域デジタル化の底上げ支援、産業集積・サプライチェーンの高度化、地
域・産業課題解決支援といった面的なDXの取組

地域企業の既存事業の利益率向上
（デジタル技術による業務の変革）

IT化,身の丈IoTによる人手作業のデジタル化などの効率化等、地域企業
の底上げ

新たな製品・サービス開発（新事業展開）
アジア企業と日本企業の共創（ADX)

②
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デジタル化支援の全体像

⚫ 地域地域企業のデジタル技術活用の進展状況は様々。当局が有する専門人材やデジタルソリューション企業
等とのネットワークを活用し、進展状況に応じて地域企業のデジタル実装を支援。

⚫ 大きく４つの領域において、資源を集中的に投下し、フラッグシップとなる成功ケースの創出を図る。
⚫ 下記フェーズにおける①、②、③といった個社のDXを支援しつつ、新たな切り口として地域・社会・産業全体
における④面的なDXの取組を支援。
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LOCAL DIGITAL INNOVATION PROJECT

⚫ 水戸市の好文cafe及び秩父地場産センターを起点に、観光・産業分野の課題解決に向け、地域の魅力・特徴
とデジタルソリューションとを掛け合わせたアイデアを募集。

⚫ 地域の産業・企業において、デジタル技術を活用した課題解決の促進を目指す。



長野初のアクセラレータープログラムの成果発表会を開催します！

※令和3年度「地域新成長産業創出促進事業費補助金（地域産業デジタル化支援事業）」の一環として実施しています。

3月24日(木)午後予定

デモデイ募集情報はこちら！



コンタクトインフォメーション

地域経済部 産業技術革新課
オープンイノベーションチーム

TEL: 048-600-0237
MAIL：kanto-oi@meti.go.jp

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/open_innovation/index.html

＜当局オープンイノベーション推進事業HP＞
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