
 

2019 年 5 月 16 日 

 

「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」を全国 8か所で開催します 

 

経済産業省・中小企業庁は、一般社団法人日本能率協会とともに、消費税軽減税

率制度への対応やキャッシュレス化の推進に向け、6 月 4 日（火曜日）・5 日（水曜

日）東京会場を皮切りに、全国 8 会場にて「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェ

ア」を開催します。 

 

 

1．軽減税率・キャッシュレス対応推進フェアの概要 

本フェアでは、本年 10 月に消費税・軽減税率制度が実施されること及びキャッシュレ

ス・消費者還元事業が開始されることを踏まえ、中小企業の経営に役立つ有識者に

よる講演、レジメーカーやキャッシュレス決済事業者によるブース出展、各種補助事

業の申請方法の説明や相談ができるコーナーの設置などにより、軽減税率対応が必

要な方や、キャッシュレスサービスの導入を検討されている方々をサポートします。 

 

＜出展概要＞ 

・講演・セミナー 

  （有識者による特別講演、専門セミナー） 

・レジメーカー展示会 

（来場者がその場で導入レジを選べる展示会） 

・キャッシュレス決済事業者展示会 

（キャッシュレス決済事業者によるブース出展） 

・出展事業者プレゼンテーション 

・複数税率対応レジやキャッシュレスの体験コーナー 

・相談コーナー 

（税理士や中小企業診断士等の専門家による軽減税率対応の相談） 

・レジ・システム補助金サポートコーナー 

（独立行政法人中小企業基盤整備機構等による補助金申請の相談） 

 
※開催会場によっては、上記内容の一部を実施しない場合があります。 

 

 

 

 

 



 

2．開催日程 

 

エリア 開催日 時間 会場 

東京 
6/4（火曜日） 13～18時 

東京国際フォーラム（東京都千代田区） 
6/5（水曜日） 11～17時 

広島 6/10（月曜日） 11～18時 広島国際会議場（広島県広島市） 

大阪 6/13（木曜日） 11～18時 マイドームおおさか（大阪府大阪市） 

福岡 6/17（月曜日） 11～18時 FFBホール（福岡県福岡市） 

高松 6/19（水曜日） 11～18時 高松シンボルタワー（香川県高松市） 

札幌 6/21（金曜日） 11～18時 
サッポロファクトリーホール（北海道札幌

市） 

名古屋 6/25（火曜日） 11～18時 ウインクあいち（愛知県名古屋市） 

仙台 6/27（木曜日） 11～18時 ホテルメルパルク仙台（宮城県仙台市） 

 

主催：経済産業省、中小企業庁／一般社団法人日本能率協会 

後援（予定）：独立行政法人中小企業基盤整備機構、一般社団法人キャッシュレス推

進協議会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体

中央会、全国商店街振興組合連合会 

 

 

3．申込方法 

本フェアへの御来場を御希望される方は、下記特設サイトの「参加登録」をクリックの

上、必要事項を記入して御登録ください。 

 

【推進フェア特設サイト】https://regi-cashlessfair.jp/ 

※参加費：無料 

※各会場におけるプログラムの詳細等は順次当ホームページにて更新します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regi-cashlessfair.jp/


 

 

 

 

 

（本発表資料のお問合せ先） 

  中小企業庁総務課  

中小企業政策上席調整官 笹路  

     担当者： 菊田、藤岡  

     電話：03-3501-1511(内線 5151～5155) 

03-3501-1768（直通） 

03-3501-6801（FAX） 

    財務課長 松井 

担当者： 増田、清水、水野 

電話：03-3501-1511(内線 5281～5284) 

03-3501-5803（直通） 

03-3501-6868（FAX） 

 商務・サービスグループ 

キャッシュレス推進室長 伊藤 

担当者： 坂本、半澤  

     電話：03-3501-1511(内線 4120～4124) 

03-3501-1252（直通） 

03-3501-6204（FAX） 

 



ゐ 経済産業省

軽減税率対策の強化・加速化
~普及広報の取組強化とレラ・システム補助金の活用促進~

2019年5月

中小企業庁



レジ・システム補助金の申請状況

• 
• 
• 

申請数は、 現状で月4千件程度。目標の30万件を達成(申請期限12月)するためには、
今後、月2.5万件(現状の約6倍)の申請が必要。

これまでの取組を銀本的に強化し、中小事業者の軽減税率対策を加速化する必要あり。

経済産業省としては、①広報、②中小企業団体を通じた促進、③レラメーカー・システムベン
ダーを通じた促進について、考え得るあらゆる手立てを講じ、最大限の加速化を図る方針。
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広報の集中実施 (5"'6月)

・ 経産省・中企庁/経産局や中小企業団体等が総動員で、関係省庁・団体等とも緊密に連携し
つつ、 個々の商庖や事業者等をターゲットに、 草の根広報等を集中的に実施する。

(1)草の根的なきめ細かな徹底した広報

①軽減税率・レ3》補助金全国草の根講習会 (4月，，-，)

商庖街振興組合等の中小企業団体が全国4500箇所で商庖主を対象に講習や現場での申請サポートを実施。

※なお、全国 500箇所で行われる、キャッシユレス個別説明会の機会も活用

② 全国軽減税率対応レジ行動集会 (5月"-'6月)

中企庁、経産局の幹部が47都道府県の主要商庖街幹部に直接要請(各地商庖街振興組合連合会の総会等)

③軽減税率対応・キャッシユレス化総決起大会 (6月4日，，-，)

軽減税率対応とキャッシユレス化に向けた八イレベルでの働きかけ・意識合わ世とレジメーカー等による大規模なフ、ース
展示等を実施。

・大臣:6/4東京 ・副大臣・政務官:6/10広島、6/13大阪、 6/17福岡、6/19高松、 6/21札幌、6/25名古屋、6/27仙台

(2)メディアによる広報

テレビCM(TBS、テレビ朝日、テレ東)

6月、 15秒、全国で70回

ポスター
6月から全国の商庖街等{こ26万部配布

ラ三》オCM(TBSラジオ、ニッポン放送、文化放送)
6月、 20秒、全国で60回

全国紙・地方紙(全国 5大紙、地方紙47紙)
4月から9回
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軽減税率対応・キャッシユレス化に向けた総決起大会の開催

総決起大会を6月開催。中小企業・小規模事業者の具体的アクションを起こす契機とする。

『軽減税率・キャッシユレス対応推進フェア』

軽減税率対応・キャッシユレス化総決起大会

目的:政務ご出席の下、中小企業団体の会長・会

頭等が、軽減税率対応、キャッシユレス化ヘ取

り組む決意を固める「総決起大会Jを開催。事

業者が10月 1日に向け、複数税率に対応

したレジ・システムの準備やキャッシユレスイじに向

けた取組に着手する契機とする。

日程 :6月4日(火)"-' 6月 27日(木)

場所:札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島

高松・福岡

併設ブース、専門セミナー

<対象者>
中小企業4団体や業界団体に属する事業
者、団体に属さない一般の中小小売・卸売、
飲食サービス事業者等

<概要>
。軽減税率対応のレジ、キャッシュレス決済

対応機器の体験ブースを設置

。専門家による税務や納税申告等の相談、
補助金の相談ができるブースを設置
レジ購入から補助金申請サポー卜まで一気
通貫でアクションに移せる機会を提供する

。軽減税率制度、キャッシュレスについてより
専門的な知識を学べるミニセミナーを開催



開催概要

日程 都市 開催会場

6月 4日(火) 13:00-18:00 
東京 「国際フォーフム」 (大臣ご出席) 東京都千代田区丸の内3-5-1

6月 5日(水) 11: 00-17: 00 

6月10日(月) 11 :00-18:00 広島 「広島国際会議場」 広島県広島市中区中島町1-5

6月13日(木) 11 :00-18:00 大阪 「マイドームおおさかJ 大阪府大阪市中央区本町橋2-5
ト一一 トーー

6月17日(月) 11:00-18:00 福岡 fFFBホールJ 福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-19 

6月19日(水) 11:00-18:00 高松 「高松シンボルタワーj 香川県高松市サンポート2-1

6月21日(金) 11 :00-18:00 札幌 fサッポロファクトリーJ 札幌市中央区北2条東4丁目

6月25日(火) 11 :00-18:00 名古屋 fウインクあいち」 愛知県名古屋市中村区名駅4-4 -38 

6月27日(木) 11:00-18:00 仙台 「メルノりレク仙台」 宮城県仙台市宮城野区椙岡5-6-51

( プログラム ] 

総決起大会 一一一~おご出席の下、軽糊率制度開始に向けた恨の行動』に着手する動機付け抑
一一
併設ブース、専門セミナー

レ、、、メ力展ームン 一一 刀ミZ玄 -来場者がその場で導入レジを選べる展示会

キャッシユレス決済事業者展示会 -キャッシュレス決済事業者によるブ‘ース出展

出展事業者アレセツテーション 出展事業者による自社商品・サーヒ、スプのレゼ、ンテーション

相談コーナー 専門家による補助金や経営に関わる相談コーナー

補助金説明会 小売、サービス事業者を対象とした補助金説明会

補助金サポートコーナー 補助金の申請の仕方やサポートを行うコーナー
' 

講演・セミナー 中小企業が興味を持つ複数のテーマについての専門セミナー
a 
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