
主な医療機器・ヘルスケア関連予算について

（令和4年度 概算要求PR資料より）

①ヘルスケアサービス社会実装事業
②医工連携イノベーション推進事業
③ヘルスケア産業国際展開推進事業



事業イメージ事業の内容

ヘルスケアサービス社会実装事業
令和4年度概算要求額 9.0億円（7.0億円）

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

国
補助

民間企業
等 補助（1/2）

委託・補助（1/2）
民間企業
等

事業目的・概要
 コロナ禍において、人々に予防・健康づくりの価値が再認識される中、ウィズ／ポ
ストコロナに向け、社会全体の健康投資の更なる促進とともに、適切なヘルスケア
サービスが創出され、活用される環境（社会実装の仕組み）の整備が重要です。

 具体的には、
① 予防・健康づくりへの投資を促進するため、健康経営のさらなる普及拡大とと

もに、より効果的な取組の評価・分析や情報開示等を推進し、社会全体で
「健康」に投資することの価値を可視化します。

② 新たなヘルスケアサービスの創出と質の向上を図るため、サービス提供主体の
自主的な質の向上を促すとともに、ヘルスケアサービスの社会的・経済的効果
を確立するための実証等を行います。
同時に、個人に即したヘルスケアサービスの提供を目指し、人々が自身の健
康等情報を健康づくり等に活用できる仕組みであるPHR（Personal 
Health Record）を適切に利活用したサービスが創出され、人々に広く活
用されるための環境整備に取り組みます。

成果目標
 令和４年度までの３年間の事業であり、健康・医療戦略で設定されるKPIの達
成を目指します。

 令和４年度までの３年間の実証を実施後、その成果を踏まえて、健康経営優良
法人制度等、疾病予防や介護予防の促進等に関連した施策への反映を検討し
ます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

①予防・健康づくりへの関心向上と健康への投資促進

②新たなヘルスケアサービスの創出と質の向上
 新たなヘルスケアサービスの創出と質の向上を図るため以下に取り組みます。
・ ヘルスケアスタートアップ企業への支援（InnoHub、JHeC等）
・ 地域におけるヘルスケアビジネスの創出のための実証の支援
・ 認知症共生社会の実現に向けて、認知症の方・ご家族の方のQOL向上や
インフォーマルケアコスト削減等の社会的・経済的効果に関する事業者等による
実証の支援

・ ヘルスケアサービスの質を担保するための業界自主ガイドラインの策定の支援
 PHRを利活用したサービス普及のために以下に取り組みます。
・ 今後の国内PHRサービスの発展に向けた調査・検討
・ より高いサービス水準を目指すためのガイドラインの策定の支援
・ PHRを効率的にサービス移行できるようなデータポータビリティ確保に向けた調査

等

 上場企業の健康経営の取組強化に取り組みます。
・ 健康経営の取組に関する評価結果の開示等と、
社会から評価される仕組みの構築
・ 国際的な展開を見据えた、
健康経営の共通の評価指標の創出

 中小企業への健康経営の拡大に取り組みます。
・ 健康経営による企業の生産性向上の効果の検証
・ 健康経営のメリットの可視化を通じた労働者等の
ステークホルダーからの評価向上

・ サプライチェーン等、健康経営のスコープの拡大
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医工連携イノベーション推進事業
令和４年度概算要求額 24.0億円（20.8億円）

事業の内容

成果目標
本事業による助成終了後、5年経過した時点で採択の30%以上の製品
について上市（事業化）を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

定額補助

国 (研)日本医療研究
開発機構(AMED)

補助（2/3）

委託
民間企業等

事業イメージ

《医療機器開発支援ネットワーク体制》
医療機器開発・事業化の知見・ノウハウを活用した
伴走コンサルにより切れ目ない支援を実施します 医療機関、金融機関・ファンド、

学会、弁護士、弁理士、販売
業界、コンサル企業・機関等

専門家

事務局
(AMED)

相談者

医療機器開発支援ネットワーク（事務局：AMED）

商務・サービスG 医療・福祉機器産業室

事業目的・概要
 医療ニーズに応えるための医療機器の開発について、我が国の中小企業が
有する高度なものづくり技術を活用した開発・事業化を支援します。

 特に、国際競争力のある日本発の高度管理医療機器の開発やベンチャー
企業の参入を促進し、医療機器産業のイノベーションを推進します。

 また、医療機器の開発に際し、知財・法務等の課題や、異業種からの新
規参入、国際展開に関する課題に対応するため、全国79カ所に展開する
『医療機器開発支援ネットワーク』を通じ、専門コンサルタントによる対面助
言（伴走コンサル）等を行い、切れ目ない支援を実施します。

 地域が持つ特長を活かした医療機器開発が行われる環境をより一層整備
し、地域における医療機器開発拠点の自立化を推進し、医療機器産業
集積（エコシステム）の形成を図ります。

（２）医療機器開発支援ネットワークの充実（令和２～６年度）

（１）医療機器開発・事業化の支援（令和２～６年度）

連携・支援

 ものづくり企業、ベンチャー企業、医療機関、学会等の連携により行う、医療現場
のニーズに応える医療機器の開発・事業化を支援します。

 ベンチャー企業の参入促進を図るため、ベンチャーキャピタルによる対応が困難な
アーリーステージの取り組み（コンセプトの実証等）を支援します。

 医療現場のニーズと地域の優れた技術シーズのマッチング体制の整備、コーディ
ネート機能の強化等を行い、地域発の医療機器の開発・事業化を支援するこ
とにより、地域における医療機器産業集積（エコシステム）の形成を図ります。

（３）地域連携拠点の整備（令和２～６年度）

地域支援機関 専門支援機関
自治体、商工会議所、公設試等

PMDA、産総研、JETRO、
国衛研、医療機器センター 等

市場探索・
コンセプト設計

開発・
試験

製造・サービス
供給体制

販売・
マーケティング 上市 販売後

改良

ネットワークによる伴走コンサル(開発・事業化のノウハウ支援)
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事業イメージ事業の内容

ヘルスケア産業国際展開推進事業
令和4年度概算要求額 4.1億円（4.1億円）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
委託

事業目的・概要
 各国のヘルスケア水準向上へ貢献するとともに、日本の経済成長へ寄与する
ことを目的として、ヘルスケア（医療・介護・健康）産業の国際展開の推進を
図ります。

 経済産業省は、関係省庁や一般社団法人メディカル・エクセレンス・ジャパン
（MEJ）等と連携し、ヘルスケアに関する製品・サービスおよび関連技術を一
体とした戦略的な国際展開等（アウトバウンド）を推進するとともに、日本へ
の医療渡航等（インバウンド）の拡大に向けた取り組みを行います。具体的
には、以下の事業を実施します。
① アウトバウンドの促進に向けて、新興国等におけるヘルスケア事業の展開

や市場創出等に向けた実証調査および現地のヘルスケア関係者や政府
関係者とのネットワークの構築・深化

② インバウンドの促進に向けて、海外における日本への医療渡航等に関す
る調査やプロモーション 等

 これらを通じて、日本の優れたヘルスケアに関する製品・サービスおよび関連技
術の国際展開を推進し、我が国のヘルスケア産業の競争力強化を図ります。

民間企業等

成果目標
 令和3年度から令和5年度までの3年間の事業であり、本予算事業により令和

5年度までにアジア健康構想の下で推進する両国間協力事業数を新規に10
件構築し、海外の市場を獲得することを目指します。

補助（2/3）※大企業の場合は1/3

市
場
創
出
ま
で
の
過
程

基礎調査

アウトバウンドの促進
・海外ヘルスケア事業市場創出調査
・介護事業者の海外展開支援（政府間協力フォーラム、ビジネスマッチング等）等
インバウンドの促進
・新型コロナ後の世界における日本への医療渡航のあり方に関する調査
・上記あり方を踏まえた、海外における日本への医療渡航のプロモーション 等

補助
民間企業等

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

事業化準備
【１／３or２／３補助】
・海外展開促進のための
実証調査（FS）

カンボジア（プノンペン）
救急救命センター

ロシア（ウラジオストク）
日本製CT/MRIを導入した
高度画像診断センター

（例）経済産業省の支援により事業化に結び付いた海外ヘルスケア事業

事業化・海外
市場の獲得

事業性検証やビジネスモデル構築のための、現地事業環境の調査や実証
調査などの事業化準備を支援。

①海外ヘルスケア事業創出に向けた実証調査（個別案件支援）【補助】

②海外ヘルスケア事業創出に向けた環境整備支援等【委託】

商務・サービスグループ ヘルスケア産業課商務・サービスグループ ヘルスケア産業課
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＜お問い合わせ先＞
経済産業省 九州経済産業局 情報政策課 デジタル経済室
TEL：０９２－４８２－５５５２
E-mail：kyushu-iot@meti.go.jp

デジタル関連施策
のご紹介

メルマガ配信はこちら！

九州経済産業局 情報政策課 デジタル経済室では、
「九州IoTコミュニティ（※）」活動の一環として、デジタル関連施策（補助金公募
情報、イベント情報）を月３回程度、メルマガ配信しております。
本資料で掲載している施策の最新情報をお届けしますので、
配信ご希望の方は下記URL（もしくは二次元コード）よりお申し込みください。
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/kyushu-iot.html

※九州IoTコミュニティ
Society5.0の実現に向けて、IoT等の導入を促進するため平成29年7月に設立した
ネットワーク。ユーザーとベンダーの出会いの場や、人材育成の機会等を提供。

Ver２９（令和３年８月３１日現在）

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/kyushu-iot.html


補助金/税制 概要 公募期間等 詳細

IT導入補助金

（中小企業生
産性革命推進
事業）

ITツール導入による業務効率化等を支援

・補助上限：30～450万円（ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は上限150万円）
・補助率：1/2（通常枠）、2/3（低感染リスク型ビジネス枠）

令和3年
9月30日
（木）17時〆

ものづくり・商
業・サービス
生産性向上
促進事業

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等
を支援
・補助上限：1,000万円(一般型)、3,000万円(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開型)
・補助率：中小1/2、小規模2/3

令和3年
11月11日
（木）17時〆
（8次締切）

ものづくり・商
業・サービス
高度連携促進
補助金

複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む、生
産性向上に資する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を支援
【企業関連携型】
・補助上限：2,000万円/1者 ・補助率：中小1/2、小規模2/3
【サプライチェーン効率化型】
・補助上限：1,000万円/1者 ・補助率：中小1/2、小規模2/3

令和3年
9月17日
（金）17時〆

中小企業等
事業再構築
促進事業

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再
編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を支援
■中小企業
・補助上限：6,000万円（通常枠）、1億円（卒業枠）
・補助率：2/3
■中堅企業
・補助上限：8,000万円(通常枠)、1億円(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙV字回復枠）
・補助率：1/2（4,000万円超えは1/3）

令和3年
9月21日
（火）18時〆

※以後
2回程度の
公募を予定

５G投資促進
税制

認定導入計画に従って導入される一定の５Ｇ設備（ローカル
５Gシステム等）に係る投資について、税額控除又は特別償
却等を措置。（※2年間の時限措置）
・法人税・所得税：15％税額控除または30％特別償却
・固定資産税：3年間、課税標準を1/2

令和4年
3月末までの

取得設備が
対象

DX投資促進
税制

DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投
資に対し、3～5%税制控除または30%特別償却を措置。
・投資額下限：売上高比0.1%以上
・投資額上限：300億円（300億円超の投資は300億円まで）

適用期限：
令和4年度末
まで

デジタル化、DX支援

テレワーク支援 概要 受付期間

テレワーク
マネージャー
相談事業
（総務省事業）

ﾃﾚﾜｰｸの知見、ﾉｳﾊｳを有する専門家(ﾃﾚﾜｰｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ)が、ﾃﾚﾜｰ
ｸに適したｼｽﾃﾑ(在宅勤務などを行うためのICT機器、ｼｽﾃﾑ)や情

報ｾｷｭﾘﾃｨ、勤怠労務管理、その他ﾃﾚﾜｰｸ全般に関する情報提
供・相談、導入に向けての支援を実施。ｺﾝｻﾙﾃｨﾝﾌﾞ費用は無料。

受付中

※相談実施
は令和4年
3月中旬まで

テレワーク
総合情報サイト

相談窓口やｾﾐﾅｰの案内、ﾃﾚﾜｰｸ導入事例の紹介等をまとめた情報ｻｲﾄ。ﾃﾚﾜｰｸ
ｾｷｭﾘﾃｨのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、ﾁｪｯｸﾘｽﾄも掲載。何から始めればよいかわからない場合や、
ICTやｾｷｭﾘﾃｨに関する専門的なご質問まで、ﾃﾚﾜｰｸに関することならこちらへ！

1

https://www.it-hojo.jp/
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://www.nttdata-strategy.com/r3tousyo-monohojo/
https://jigyou-saikouchiku.jp/
https://jigyou-saikouchiku.jp/
https://jigyou-saikouchiku.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/5g_drone.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html
https://teleworkmanager.go.jp/
https://teleworkmanager.go.jp/
https://teleworkmanager.go.jp/
https://telework.soumu.go.jp/
https://telework.soumu.go.jp/


人材育成

Reスキル講座 IT分野、IT利活用分野において、社会人が高度な専門性を身に付けて

キャリアアップを図る専門的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が
認定。全国で138講座を認定。（令和3年4月末現在）

巣ごもりDXｽﾃｯﾌﾟ
講座情報ﾅﾋﾞﾞ

誰でも、無料で、デジタルスキルを学ぶことのできるオンライン講座。
32事業者89講座を掲載（令和3年6月15日現在）

活用ツール

DX推進指標 DX推進状況を確認する自己診断。35の項目に回答していくことでDX推進に向け

た自社の課題や、次に実施すべきアクションがわかります。自己診断結果提出企
業には、他の提出企業のDX取組状況と自社の取組状況を比較できる「ベンチ
マーク」を無償提供。

DX認定制度 ビジョンの策定や戦略・体制の整備などを既に行い、DX推進の準備が整っている
（DX Ready）事業者を経済産業省が認定するもの。申請は通年可能。

IT戦略ナビ ５分で見える化！DX推進の第一歩！Web上で簡単に自社の経営課題・業務課題
を見える化し、IT戦略マップを作成できます！

ここからアプリ 最適なツール（アプリ）を見つけられるプラットフォーム（令和2年10月末現在、約
160アプリが登録）。小売業、飲食業、宿泊業、建設業、製造業等、各業種にあっ
たお助けアプリが探せます！

ジャパン・イノ
ベーション・ブ
リッジ
（J-Bridge）

東南アジア、インドに加え、イスラエル、豪州、米国、欧州の企業とのデジタルやグ
リーン等の分野における「出会い」を創出し、協業・連携関係の深化に必要な様々
な支援メニューを提供する新たなビジネス・プラットフォーム。
利用や会員登録費は無料。

専門家派遣 概要 受付期間

IT経営
簡易診断

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

能性を無料でご提案します。生産性向上のきっかけ
として、ご活用いただけます。

令和4年1月31日（月）まで

※受付期間中でも予定上
限を達した場合は締切りま
す。

中小企業
デジタル化
応援隊

中小企業のIT化を専門家が徹底サポート！
中小企業は、通常の時間単価から「最大3,500円/時
間」を差し引いた額で支援が受けられます。

令和3年9月30日まで

※予算額に達した場合は
前倒し終了の可能性あり

スマートSME
サポーター

中小企業者等の生産性を高めるためのITツールを
提供するITベンダー等のIT導入支援者を情報処理支
援機関として認定。九州地域からは計６６社が認定。

随時相談受付可能

ローカル５G

等導入計画
策定支援

ローカル5G等の導入を予定又は検討している企業・
団体等に対し、導入計画の策定支援を行います。
費用は無料。支援機関は８週間程度。

第1期：9月20日(月)正午〆
第2期：11月8日(月)正午〆
第3期：令和4年1月10日
(月)正午〆
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/sugomori/index.html
https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxpi.html
https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html
https://it-map.smrj.go.jp/
https://ittools.smrj.go.jp/
https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html
https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/diagnosis/index.html
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/diagnosis/index.html
https://digitalization-support.jp/
https://digitalization-support.jp/
https://digitalization-support.jp/
https://smartsme.go.jp/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000303.html
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情報提供 概要 開催日時／申込締切 詳細

全国中小企業クラ
ウド実践大賞2021

【主催：クラウド実践
大賞実行委員会】

クラウドを活用して新規事業創造、収益向上、業
務効率化を実現した中小企業などの実践事例を
発掘し、広めていくためのプロジェクト。

・ｺﾝﾃｽﾄ観覧者募集：
令和3年9月1日～
・ｺﾝﾃｽﾄ開催：
10月中旬（地方大会）、
12月中旬（全国大会）

1Dayデータサイエ
ンスセミナー
【主催：九州ADS育
成コンソーシアム】

データを活用した研究の最前線で活躍されてい
る教育分野、農業分野の講師陣から、データサ
イエンスの現状と未来について講演。

開催日時；
令和3年9月2日（木）
13:30～16:20
申込締切：先着順

テレワークセミナー
【主催：
九州総合通信局】

テレワークの専門家がテレワークの基本から

「システムとセキュリティ」、「労務管理」について
事例紹介を交え、ご説明します。

開催日時：
令和3年7月～9月にかけ
て計5回開催
申込締切：
開催5日前まで

ふくおか
AI・DXスクール

【主催：九州先端科
学技術研究所】

AIエンジニアの育成支援。
・企画部門向け：「AI・DXビジネス推進コース」
・AI開発初心者向け：「AIデータ分析基礎コース」
・AI開発中級者向け：「AIサービス開発コース」

【タイプA：Webinar＋e-Learning、
タイプB：e-Learningのみ、の２パターンあり】

開催日時：
令和3年8月以降順次

申込締切：「先着順」
・企画部門向け：
ﾀｲﾌﾟAは10/1(金)17時〆、
ﾀｲﾌﾟBは12/16(木)17時〆
・AI開発初心者向け：
ﾀｲﾌﾟA・Bともに10/29（金）
17時〆
・AI開発中級者向け：
12/3（金）17時〆

ﾛｰｶﾙ５Gに関する
ｵﾝﾗｲﾝｾﾐﾅｰ
【主催：総務省】

事前にローカル5Gの基礎知識（電波の基礎知識
など）や導入計画策定支援の内容を紹介。

開催日時：9/6（月）、
10/25（月）、12/13（月）
申込締切：当日正午〆

セミナー等イベント情報

サイバーセキュリティ対策（実施主体：経産省、IPA）

支援メニュー 概要 詳細

自己
宣言
制度

SECURITY ACTION 中小企業自らがセキュリティ対策に取り組むことを自己
宣言する制度。（★、★★）
何からどう始めたら良いか分からない方はこちらから！

総合
サイト

情報セキュリティ
対策支援サイト

情報セキュリティ対策を「始めたい」「強化したい」「学び
たい」中小企業をサポートするポータルサイト

相談
窓口

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対応
TEL：03-5978-7509 FAX：03-5978-7518
E-mail：anshin@ipa.go.jp

https://cloudinitiative.jp/news/20210510
https://cloudinitiative.jp/news/20210510
https://ads.i.kyushu-u.ac.jp/archives/2517
https://ads.i.kyushu-u.ac.jp/archives/2517
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/210524.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/210524.html
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/press/210524.html
https://www.isit.or.jp/ai_dx_seminers/
https://www.isit.or.jp/ai_dx_seminers/
https://www.isit.or.jp/ai_dx_seminers/
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000303.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000303.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000303.html
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
https://security-shien.ipa.go.jp/
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/
mailto:anshin@ipa.go.jp


支援メニュー 概要 詳細

お勧め
ツール

サイバーセキュリ
ティお助け隊
サービス

中小企業が「安価で」対策・導入できるｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽを
登録認定したもの。相談窓口、ｼｽﾃﾑの異常の監視、緊
急時の対応支援、簡易ｻｲﾊﾞｰ保険など、中小企業に
とって不可欠なｻｰﾋﾞｽ内容を満たすものを5件選出。

情報セキュリティ
サービス基準適合
サービスリスト

一定の技術・品質管理要件を定めた「情報セキュリティ
サービス基準」に適合するサービスのリスト。
235件を掲載（令和3年6月現在）。

サイバー
セキュリティ
経営可視化ツール

サイバーセキュリティの実践状況を企業自身がセルフ
チェックで可視化するためのツール。

表示された実践結果は、過去の診断結果と比較（経年
変化）でき、各業種の平均値との比較も可能。

サイバーセキュリティ対策（実施主体：経産省、IPA）

•経済産業省発刊

•自治体でのドローンの利活用事例について、分野ごとに「導入のポイント」、「導入効
果」、「導入までの年表」、「導入にかかる各種データ（売上やコストなど）」を紹介。

ドローン利活用ケーススタディ（全国自治体ドローン首長サミット）

•経済産業省発刊

• リソースに限りのある中小企業でも効果の見込める導入ノウハウを体系化。
AIに関する専門知識なしでも分かるように、中小企業がAIを導入する際に必要となる
体制整備や準備・実証手法等を紹介。

AI導入ガイドブック

•九州経済産業局発刊

•試行錯誤を繰り返しながらDXにいち早く取り組み、新事業への進出や生産性向上、
コスト削減を実現した九州の企業７社の道のりを掲載。

ものづくり企業が目指すデジタル・トランスフォーメーション（取組事例集）

•関東経済産業局発刊

•中小ものづくり企業IoT導入・活用事例20件、IoT関連企業の取組事例10件が掲載。

中小ものづくり企業IoT等活用事例集

•東京商工会議所発刊

•現場の効率化事例19件、販路開拓事例7件、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの促進事例4件が掲載。

デジタルツール活用実践事例集

•関西経済連合会発刊

•先端技術を活用して生産性向上、付加価値向上に取り組む企業事例50件が掲載。

ICT・IoT・AI等活用事例集

•関東経済産業局作成

• 「じっくりと自社のﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用状況を分析したい場合」はP.43～P.48、「簡易に自社の
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ導入状況を見える化したい場合」はP.43、のﾁｪｯｸ項目をご覧ください。

デジタル技術を活用した高付加価値化に向けたチェックリスト

○●参考情報●○
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https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/index.html
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/sme/otasuketai/index.html
https://www.ipa.go.jp/security/it-service/service_list.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210817002/20210817002.html?from=mj
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210817002/20210817002.html?from=mj
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210817002/20210817002.html?from=mj
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/pdf/uav_casestudy.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/AIutilization.html
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/iot/jirei/200424_1.html
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/iot_katsuyo_jireishu_shosai.pdf
https://www.tokyo-cci.or.jp/seisaku/committee/mono/smart/
https://www.kankeiren.or.jp/iot/
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/data/jireishu_checklist.pdf
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