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最低賃金・賃金引上げに向けた 

中小企業・小規模事業者への支援施策について 

～中小企業･小規模事業者の皆様、是非ともご活用をお願いします！～ 

 

「パートナシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について」(令和３年 12

月 27日閣議了解)により示された「パートナシップによる価値創造のための転嫁円滑化

施策パッケージ」により、毎年１月から３月までを「転嫁対策に向けた集中取組期間」

とされ、労働基準監督機関における対応として賃金の引き上げについて検討がなされる

よう、賃金引上げや転嫁対策関連の施策の紹介を行うこととされたところです(別添１

参照)。 

  沖縄労働局（局長 西川
にしかわ

 昌
まさ

登
と

）においては、「最低賃金・賃金引上げに向けた中小

企業・小規模事業者への支援施策」(別添２参照)を HP(※)に掲載するなど周知を行っ

ておりますので、県内の中小・小規模事業者の皆様にご確認いただき、各種支援策の積

極的な活用をお願いします。 

 

【別添１】「パートナシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組みについて」 

【別添２】「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策(リーフレット)」 
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ひと、くらし、みらいのために 



パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化の取組について 

 

 令和３年 12 月 27 日  

閣 議 了 解 

 

 

成長と分配の好循環を目指す中、来春の賃上げの労使交渉では、自社の支払能

力を踏まえ、最大限の賃上げが期待される。他方で、新型コロナウイルス感染症

の影響を受け、製造業などはコロナ前の水準又はそれ以上に回復する一方、悪影

響が続いている業種もあり、業績回復に差が生じている。中小企業等が賃上げの

原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原

材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できる環境を整備するため、閣

議了解を行い、政府一体となって下記により対応する。 

 

記 

 

１ 事業所管大臣は、関係する事業者団体に対して別紙１のとおり、要請を行う

こととする。 

 

２ 内閣官房、消費者庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び公正取引委

員会は、別紙２のとおり合意した「パートナーシップによる価値創造のための

転嫁円滑化施策パッケージ」に従い、取組を開始し、その実施状況についてフ

ォローアップを行うこととする。 

umezawas
フリーテキスト
 別添　１




（別紙１） 

 
パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化に関する 

事業者団体に対する要請 

 

 

政府は、新しい資本主義の考え方に基づき、成長と分配の好循環の形成に取り組んでいま

す。新しい資本主義の考え方では、企業は、株主だけでなく、従業員、地域社会、そして取引

事業者といった多様なステークホルダーの利益を考慮するとの考え方を採ります。我が国企業

の持続的成長を図るためには、取引先とのパートナーシップの構築を進めることで、取引事業

者全体により、企業価値を最大化することが重要であり、長期的に株主に還元を行うことが可

能となると考えています。 

このような趣旨に鑑み、取引先との取引の在り方について、会員企業に対して、下記の点に

ついて周知されるよう要請します。 

 

１ 直接の取引先やその先の取引先も含めた、取引事業者全体での付加価値の向上に取り組

み、取引先とのパートナーシップの構築を目指していただきたいこと。 

 

２ 親事業者と下請事業者との取引慣行について、取引先とのパートナーシップ構築の妨げと

なる取引慣行や商慣行の是正に取り組んでいただきたいこと。 

 

３ 取引対価の決定にあたっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には、労務費等

の上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議に応じてい

ただくこと。 

 

４ 下請代金は可能な限り現金で支払っていただくこと。手形で支払う場合には、割引料等を

下請事業者の負担とせず、支払サイトを 60 日以内とするよう努めていただくこと。 

 

５ 知的財産・ノウハウについては片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を通じたノウ

ハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めないこと。 

 

６ 取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わな

い短納期発注や急な仕様変更は行わないこと。 

 

なお、政府としては、取引事業者全体のパートナーシップにより、適正な転嫁を進める環境

整備を図るため、春闘に向けた期間である毎年１月から３月を「転嫁対策に向けた集中取組期

間」と定めることとしました。また、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施

策パッケージ」を決定し、取組を開始するとともにフォローアップしていくこととしました。

あわせて、会員企業に対して周知をお願いします。また、現在、4,000 社を超える企業がパート

ナーシップ構築宣言を宣言しています。会員企業に対して、制度の周知をお願いします。 



（別紙２ 抜粋） 

パー トナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ 

現在、 原油価格がおよそ７年ぶりの水準まで値上がりしており、最近の円安の進展も相まって、 

原油をはじめとするエネルギーコス トや原材料価格の上昇が懸念される。 

中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、生産性向上に取り組む中小企業を事業再構築補

助金等により支援していくことに併せて、 取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、 原材

料費、 エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できることは重要である。 

政府としては、 以下の新たな取組を開始し、 フォローアップしていくことを通じて、転嫁対策に全

力で取り組んでいく。 

３． 労働基準監督機関における対応 

（１）最低賃金・賃金支払の徹底と賃金引上げに向けた環境整備【厚生労働省】 

 最低賃金違反や賃金・残業代の不払が疑われる事業場に対して、労働基準監督機関

（都道府県労働局・労働基準監督署）が監督指導を実施し、是正を図る。このため、毎年１ 

月から３月までの「集中取組期間」において、最低賃金の遵守徹底を図り、賃金の引上げに

ついて検討がなされるよう、賃金引上げや転嫁対策関連の施策の紹介を行う。 

 



 

 

 

 

➀ 業務改善助成金 
問い合わせ先:業務改善助成金コールセンター 電話:03-6388-6155（平日 8:30～17:15） 

又は都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 
事業場内で最も低い時間給（事業場内最低賃金）を一定額以上引上げ、生産性向上に資する設備投

資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を行う中小企業・小規模事業者に、
その設備投資等に要した費用の一部を助成する制度です。 

 
 
 

 
② 業務改善助成金特例コース 

問い合わせ先:業務改善助成金コールセンター 電話:03-6388-6155（平日 8:30～17:15） 
又は都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業事業者が、令和３年
７月 16 日～同年 12 月の間に事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げ、設備投資等を行う場合に、
対象経費の範囲を特例的に拡大します。 

 

 
③ 人材確保等支援助成金 

問い合わせ先:都道府県労働局又はハローワーク 
生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職

率の低下に取り組む事業主に対して、助成金を支給します。 
 

 

 
④ キャリアアップ助成金 

問い合わせ先:都道府県労働局又はハローワーク 
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャ

リアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。 
 

 

 
⑤ 中小企業向け賃上げ促進税制 

 問い合わせ先:中小企業税制サポートセンター 
 青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った場合、
その増加額の一定割合を法人税額（又は所得税額）から控除できる制度です。 
 

 

 
⑥ 企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金） 

 問い合わせ先:日本政策金融公庫 電話:0120-154-505 
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対し

て、設備資金や運転資金を低金利で融資します。 
 

 

  
⑦ 事業再構築補助金 

 問い合わせ先:事業再構築補助金事務局コールセンター 
        受付時間:9:00～18:00（日祝日を除く） 

電話番号:＜ナビダイヤル＞0570-012-088   ＜IP 電話用＞03-4216-4080 
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、業態転換、事

業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有
する中小企業等の挑戦を支援します。 

 

 

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者
への支援施策 

検索 業務改善助成金特例コース 

検索 キャリアアップ助成金 

検索 賃上げ促進税制 

検索 業務改善助成金 

検索 働き方改革推進支援資金 

検索 人材確保等支援助成金 

検索 事業再構築補助金 

１．賃金引上げに関する支援 

 
 
⑧ 固定資産税の特例措置 

 問い合わせ先:＜先端設備等導入計画の作成等について＞先端設備等の導入先の市町村先端設備等導入計画担当課 
＜税制について＞中小企業税制サポートセンター 固定資産税等の軽減相談窓口  

電話:03-6281-9821(平日 9:30～12:00、13:00～17:00) 
＜制度について＞中小企業庁 技術・経営革新課（イノベーション課） 電話:03-3501-1816 

「中小企業等経営強化法」に基づき、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資に対して、臨時・
特例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じることで、設備投資を
行う事業主を支援します。 

 

 
⑨ 中小企業等経営強化法（経営力向上計画） 

 問い合わせ先:経営力向上計画相談窓口 中小企業庁企画課  
電話:03-3501-1957(平日 9:30～12:00、13:00～17:00) 

中小企業・小規模事業者等による経営力向上に関する取組を支援します。事業者は事業分野指針に
沿って「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定された事業者は、税制
や金融支援等の措置を受けることができます。 

 

 
⑩ 中小企業等経営強化法に基づく法人税の特例（経営強化税制） 

 問い合わせ先:中小企業税制サポートセンター 
 電話:03-6281-9821（平日 9:30～12:00、13:00～17:00） 

中小企業等経営強化法に基づいて、経営力向上計画を作成し、主務大臣の認定を受け、計画に記載
されている一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の 10%
（資本金 3,000 万円超１億円以下の法人は７%）の税額控除を選択適用することができます。 

 

（⑨と同じ） 
 

 
⑪ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

 問い合わせ先:ものづくり補助金事務局サポートセンター  
電話:050－8880－4053（平日 10:00～17:00） 

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します。 

 

 

 
⑫ 小規模事業者持続化補助金 

 問い合わせ先:＜商工会の管轄地域で事業を営む方＞全国商工会連合会 問合せ先は所在地によって異なるため、 
URL をご参照ください。https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 

＜商工会議所の管轄地域で事業を営む方＞日本商工会議所 電話:03－6747－4602 
小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓等の取組を支援します。 
 
 

 

 
⑬ サービス等生産性向上 IT 導入支援補助金 

 問い合わせ先:サービス等生産性向上 IT 導入支援事業事務局 
電話:0570－666－424 

中小企業等の生産性向上を実現するため、業務効率化や付加価値向上に資する IT ツールの導入を
支援します。 

 

 

 
 
 
⑭ 下請適正取引等の推進のためのガイドライン 

 問い合わせ先:中小企業庁取引課 電話:03-3501-1669 
親事業者と下請事業者との望ましい取引関係を構築するために、業種別の下請適正取引等の推進の

ためのガイドライン（下請ガイドライン）を策定しています。 
 

 

検索 先端設備等導入計画 

検索 経営力向上計画 

検索 経営強化税制 

検索 ものづくり補助金 

検索 持続化補助金 

検索 IT 導入補助金 

検索 下請ガイドライン 

２．生産性向上に関する支援 

３．下請取引の改善・新たな取引先の開拓に関する支援 

umezawas
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⑮ パートナーシップ構築宣言 
 問い合わせ先: ＜「宣言」の内容について＞ 中小企業庁企画課 電話:03-3501-1765 

＜「宣言」の提出・掲載について＞（公財）全国中小企業振興機関協会 電話:03-5541-6688 
下請中小企業振興法における「振興基準」を遵守することを明記し宣言することで、発注者側によ

る受注者側への「取引条件のしわ寄せ」防止を促し、下請取引の適正化を後押ししています。また、
宣言した企業の取組を「見える化」するため、「宣言」をポータルサイトに掲載しています。 

 

 
⑯ 官公需法に基づく「令和３年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」 

問い合わせ先: 中小企業庁取引課 電話:03-3501-1669 
「令和３年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」において、最低賃金額の改定に伴う契約

金額の見直しについて定めています。 
 

 

 
⑰ 官公需情報ポータルサイト 

 問い合わせ先: 中小企業庁取引課 電話:03-3501-1669 
国等及び地方公共団体がホームページ上で提供している入札情報を自動巡回システムにより収集

し、入札情報を一括して検索・入手できる「官公需情報ポータルサイト」を運営しています。 
 

 

 
 
 
⑱ セーフティネット貸付制度 

 問い合わせ先:日本政策金融公庫（日本公庫） 電話:0120-154-505 
沖縄振興開発金融公庫（沖縄公庫） 電話:098-941-1795 

一時的に売上減少等業況が悪化しているが、中⾧期的には回復が見込まれる中小企業・小規模事業
者の皆様は融資を受けることができます。 

 

 

 
⑲ 小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経融資） 

 問い合わせ先: 事業所の所在する地区の商工会・商工会議所 
日本政策金融公庫（沖縄振興開発金融公庫）の本支店 

小規模事業者に対して、経営改善のための資金を無担保・無保証人・低金利で融資します。 
 
 
 

（日商） （公庫） 
 

 
 
 
⑳ 建設事業主等に対する助成金 

問い合わせ先:都道府県労働局又はハローワーク 
中小建設事業主等が建設労働者の雇用の改善、技能の向上等の取組を行う場合に、助成金（「人材開

発支援助成金」、「人材確保等支援助成金」、「トライアル雇用助成金」）を支給します。 
 

 

 
㉑ 人材確保等支援助成金 
（雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース） 

 問い合わせ先:都道府県労働局又はハローワーク 
事業主が、従業員の処遇や労働環境の改善に向けた「魅力ある職場づくり」（雇用管理制度の導入、

介護福祉機器の導入）を行う場合に、助成金を支給します。 
 

 

 
㉒ 地域雇用開発助成金（地域雇用開発コース） 

 問い合わせ先:都道府県労働局又はハローワーク 
雇用情勢が厳しい地域等において、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入

れた事業主に助成します。 
 

 

 

検索 パートナーシップ構築宣言 

検索 官公需基本方針 

検索 官公需ポータルサイト 

検索 セーフティネット貸付 

検索 マル経融資 

検索 建設事業主等に対する助成金 

検索 人材確保等支援助成金 

検索 地域雇用開発助成金 

４．資金繰りに関する支援 

５．その他、雇用（人材育成）に関する支援 

㉓ 雇用調整助成金 
 問い合わせ先:都道府県労働局又はハローワーク 
従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事

業主に対して、休業手当などの一部を助成します。 
 

 

 
㉔ 人材開発支援助成金 

問い合わせ先:都道府県労働局又はハローワーク 
従業員に対して計画に沿って訓練を実施した場合や、教育訓練休暇制度を導入し、その制度を従

業員に適用した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成します。 
 

 

 
 
 
㉕ 働き方改革推進支援センター 

問い合わせ先:全国の働き方改革推進支援センター  
中小企業事業主からの賃金引上げに向けた経営・労務管理に関する相談に対して、経営・労務管理

の専門家による無料相談と専門家派遣を行います。 
 

 

 
㉖ 特別相談窓口の設置 

問い合わせ先:全国の商工会議所、各都道府県商工会連合会他 
生産性向上等に向けた検討を行っている中小企業・小規模事業者や、賃金引上げによって資金繰り

に影響を受ける中小企業・小規模事業者からの相談を受け付けます。 
 

 

 
㉗ よろず支援拠点 

問い合わせ先:各都道府県のよろず支援拠点 
地域の支援機関と連携しながら中小企業・小規模事業者が抱える経営課題に無料で相談対応するワ

ンストップ窓口として、各都道府県に「よろず支援拠点」を設置しています。 
 

 

 
㉘ 下請かけこみ寺 

問い合わせ先:（公財）全国中小企業振興機関協会 電話:03-5541-6655 
各都道府県の下請かけこみ寺 

中小企業・小規模事業者が抱える、取引に関するさまざまな悩みに対し、親身に対応し、迅速な解
決策を提示するなど、適正な取引を行うための支援を実施します。 

 

 

 
㉙ 中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポ plus」 

問い合わせ先:ミラサポ plus コールセンター 電話:050-5370-4340 
中小企業・小規模事業者の皆さまを対象とした様々な支援施策（制度）をより「知ってもらう」「使

ってもらう」ことを目指した中小企業・小規模事業者向け補助金・総合支援サイトです。支援制度や
活用事例を簡単に検索でき、電子申請までサポートします。 

 

 
 

検索 人材開発支援助成金 

検索 働き方改革推進支援センター 

検索 最低賃金 特別相談窓口 

検索 よろず支援拠点 

検索 下請かけこみ寺 

検索 ミラサポ plus 

６．相談窓口・各種ガイドライン 

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル 
上記でご紹介した各施策等について、より詳しくまとめています。 

各都道府県労働局の問い合わせ先:厚生労働省ＨＰホーム＞厚生労働省について＞所在地案内＞ 

               都道府県労働局（労働基準監督署、公共職業安定所）所在地一覧 

検索 雇用調整助成金 

（2022.1） 


