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地方自治体 鹿児島県
宿泊施設感染防止対策等支援事業費

補助金

https://www.pref.kagoshima.jp/a

f08/syukuhakusisetuukeirekannk

youseibisienn/kanko_infection-

control.html

鹿児島県では，新型コロナウイルス感染拡大防止と

経済活動の両立を図るため，県内の宿泊事業者が行

う感染防止対策及び新たな需要創出のための取組に

係る費用の一部を支援

営業の主たる目的が宿泊施設であること

宿泊施設が鹿児島県内にあること

施設内に飲食店がある場合，宿泊施設直営であるこ

と

最大750万円(1/2) 12月28日

地方自自治体 福井県 農遊ソフト支援事業

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/

021500/chuusankan/nouyuusoft.

html

北陸新幹線福井・敦賀開業を契機に県内農村での交

流人口の増加を通した農家所得の向上を図るため、

直売所等に人を呼び込む集客イベントの実施や地域

の特産物を活用した新商品開発・改良等を支援

直売所運営者および生産者団体、農林漁業者、JA、

観光協会、地域活性化団体、市町等
最大80万円(1/3)

□　収支予算書

□　見積書

地方自治体 新潟市 ITソリューション補助金

https://www.city.niigata.lg.jp/bu

siness/growing/seichoshien/itsol

utionhojyo.html

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて浮き

彫りとなった自社の経営課題を解決に留まらず、売

上向上や労働生産性の改善等も図るためITコーディ

ネータの助言をもとに、社内環境の整備や課題解決

を図る事業

新潟市内全域 最大400万円(2/3) 　□ITコーディネータへの相談

地方自治体
兵庫県西宮

市

介護施設におけるICT機器等導入支

援補助事業

https://www.nishi.or.jp/jigyoshaj

oho/shakaifukushihojin/shisetsu

/seibi_hojyokinn/R2_ICT-

onlinemenkai.html

本補助金は、新型コロナウイルスの感染経路遮断の

ため、介護施設の利用者とその家族等との面会の代

替手段として、オンラインで面会ができる環境整備

のために導入するICT機器等の費用について補助

特別養護老人ホーム（地域密着型を含む）

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

を設置・運営する法人など

最大20万円(核施設毎に)

補助率1/２
～2/28 □見積書

地方自治体 静岡県
宿泊施設感染防止対策強化事業費補

助金

http://www.pref.shizuoka.jp/bun

ka/bk-210/certification.html

県内の宿泊施設の安全で安心な受入体制を強化する

ため「宿泊施設感染防止対策強化事業費補助金」を

創設し、宿泊施設の感染防止対策を支援

ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度に基づ

く認証施設、又は認証見込み施設の事業者
最大1,000万円(3/4) 3月10日 3月10日

地方自治体 青森県
青森県りんご機能性ライフ系プロダ

クト海外展開促進事業費補助金
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/sozoka/03_ringo_lifehojokin.html

海外でブランドが確立されている「青森りんご」に

着目し、りんご機能性を生かした化粧品・健康食品

等、またはりんごを原材料に使用した化粧品・健康

食品等のりんご機能性ライフ系プロダクトについ

て、拡大するアジア等の海外マーケットへの進出と

外貨獲得、それによる県内産業の発展を促進するた

め、県内事業者等が行うりんご機能性ライフ系プロ

ダクトの海外展開を図るための商品開発または販路

開拓に要する経費を補助

県内に事業所を有する中小企業者 最大100万円（1/2）

随時受付（予算が

無くなり次第終

了）

　□2期分の決算書　□定款

地方自治体 島根県
島根発ヘルスケアビジネス事業化補

助金

https://www.pref.shimane.lg.jp/i

ndustry/syoko/sangyo/chiiki/hea

lthcare/healthcarejigyoukasien/r

3-zuiji.html

健康をキーワードに、島根県ならではの健康増進を

目的とした高齢者の生活支援サービス、デジタルヘ

ルス等、多様な分野の連携によるヘルスケアビジネ

スを実施しようとする事業者の事業化や市場調査等

の可能性検証等に係る取り組みを公募

島根県内に事業所を有するもの ～12/10 随時 交付決定～2/28 □決算書(直近2機)　□納税証明書

地方自治体 函館市
函館市ＩＴ・ロボット等の活用

による生産性向上支援事業

https://www.city.hakodate.hokka

ido.jp/docs/2018042600056/

函館市では，ＩＴやロボット等を活用し，生産性を

向上させる取組みを次の２種類の事業により支援
函館市内の本社・事業所 最大1,000万円（1/2） 1月31日 2月28日

　□登記事項証明書　□資格定款の写し

　□直近２期分の事業年度に係る決算書類の写し

　□ 申請者の概要が確認できるもの

地方自治体 鳥取県
鳥取県中小企業災害対応力強化支援

補助金

https://www.pref.tottori.lg.jp/280

764.htm

本補助金は、県内の中小企業者等が事業継続計画の

策定、その実効 性向上のためのＢＣＰの改善及び

必要な防災措置並びに地域住民の安心・安全に資す

る活動を行 う場合に要する経費を支援し、もって

県内中小企業等の災害対応力の強化を図るととも

に、地域 全体の防災力向上を推進することを目的

ＢＣＰを策定し、又は策定しようとする県内の中小

企業者等のうち、 県内に所在する事業所における

ＢＣＰの実効性の向上や災害対応力の強化 のため

必要な防災措置を行おうとする方

最大50万円(1/2)
5/10～ 交付決定～3月末 　

地方自治体 各都道府県 中小企業経営革新支援対策費補助金
http://www.alps.or.jp/chuokai/or

gan/200208/2/32.html

中小企業の方々が取り組む「経営革新」に関する事

業を対象に経費を補助

中小企業経営革新支援法に基づき、都道府県から経

営革新計画の承認を受け、経営革新のための事業に

取り組む中小企業者又は組合等

2/3（中小企業者1/3、国1/3、都道府

県1/3）

都道府県により異

なる

地方自治体 愛媛県
愛媛県デジタル販路開拓体制構築支

援事業費補助金

https://www.pref.ehime.jp/h3010

0/sugowaza/r3dejitalhanrokaitak

u/hojotaishoushaboshu.html

県内ものづくり企業が行うデジタル技術を活用した

販路開拓体制を構築するための取組に要する経費に

対し、予算の範囲内で補助金を交付することによ

り、新型コロナウイルス感染症に起因する社会環境

の変化等により必須となったデジタル販路開拓力を

強化し、今後の反転攻勢に向けた競争力の維持・向

上を図る

～11/30 交付決定～2/28 □見積書　□定款　□納税証明書

お困りごと
補助金一覧 補助金スケジュール

事前準備資料等
カテゴ

リ

地元資源を活用し

たビジネスをして

いて、全国的に販

路を拡大していき

たいが伝もないし

お金もない。何か

良い方法は無いだ

ろうか？

求人採用活動もコロ

ナの影響でオンライ

ン対応の必要性が出

てきた。何か良い方

法は無いだろうか？
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地方自治体
東京都杉並

区
介護ロボット導入経費補助対象事業

https://www.city.suginami.tokyo.j

p/news/r0310/1069388.html

介護現場における職員の負担軽減と作業効率の向上

を図るため、介護環境の改善に資する介護ロボット

を導入する際の経費の一部を補助

杉並区内に所在する指定介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、認知症高齢者対応型共同生活介護、短

期入所生活介護、特定施設入居者生活介護（ケアハ

ウスに限る）

1機器につき、補助基準額上限30万円 10/25～12/10 4月末 □導入機器パンフレット　□見積書

地方自治体
静岡県三島

市
経営革新事業補助金

http://www.pref.shizuoka.jp/san

gyou/sa-550/hojyojigyou.html

中小企業等経営強化法に基づき、静岡県に経営革新

計画を承認された市内の事業者

最大100万円(1/2)
3月31日

□事業計画書

□収支予算書

□経営革新計画承認書（写）

地方自治体
兵庫県神戸

市
スマート農業等導入支援事業

https://www.city.kobe.lg.jp/a993

75/business/recruit/smartnougy

oushienjigyouboshuu.html

近年,農業従事者の高齢化や農業後継者の不足が進

み,農地を維持・管理するにあたり支障が生じてい

る。そこで,町単位で広域化した集落営農組合やそ

の構成団体が,広大な農地を管理する場合に,スマー

ト農業等を導入することで,農作業を省力化すると

ともに,効率化することにより,農業のさらなる振興

と農地の適切な管理につなげる。

市内の集落営農組合

市内で農業を営む農業法人
最大330万円(1/2) 6/4～ 随時 3月末 □見積書・提案書　□

地方自治体
愛知県

春日井市
新規創業助成事業補助金

https://www.city.kasugai.lg.jp/bu

siness/kigyo/1009878/1019695.h

tml

創業者の負担を軽減し、効果的な事業活動の展開を

促進するため、市内の創業者が創業及び創業に伴う

営業力強化のために支払った費用に対し、補助金を

交付

市内に住所及び事業所を有し事業を行っている個人

又は市内に本店を有する会社であること。
最大50万円(1/2) 随時 随時 随時 随時

地方自治体
埼玉県川口

市

川口市DX推進補助金（システム等

導入型）

https://www.city.kawaguchi.lg.jp

/soshiki/01110/021/12/34771.ht

ml

国の補助金（以下の⓵から⓸）の交付を受け、

DX・デジタル化に繋がる取り組みを行った場合

に、国の補助金に上乗せし市が補助金を支給しま

す。

⓵モノづくり・商業・サービス補助金

⓶IT導入補助金

⓷小規模事業者持続化補助金

⓸事業再構築補助金

令和3年4月1日以降に交付確定通知を受けた事業者

が対象となります。
最大100万円(1/2) 2月28日

□交付決定通知書　□通帳写し

□履歴事項全部証明書

地方自治体
福岡県大川

市
大川市経営革新計画取得推進補助金

https://www.city.okawa.lg.jp/s03

3/030/020/070/20180330155356.

html

福岡県の経営革新計画の取得推進と経営革新計画の

着実な事業推進を支援するため、経営革新計画に基

づき行う新たな取組みに対して補助金を交付

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに、中小企

業等経営強化法に基づく福岡県の経営革新計画の承

認を受けている市内の事業者

最大20万円(1/2) 随時 随時 随時 随時 □経営革新承認通知書　□

地方自治体 神奈川県
介護職員研修受講促進支援事業費補

助金

https://www.pref.kanagawa.jp/d

ocs/n7j/cnt/f533152/index.html

従業者が研修を受講するために必要な受講料や、当

該従業者に係る代替職員の配置にかかる費用を、雇

用主である介護事業者が負担した場合に、その費用

に対して県が補助

県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービ

ス事業者及び施設の開設者

介護事業者等が負担した費用の3分の1

介護職員初任者研修　24,000円

実務者研修　40,000円

生活援助従事者研修　12,000円

認定介護福祉士養成研修　37,000円

事業着手日の1か月前 随時
令和3年3月31日ま

でに研修を修了
随時

　□　見積書　□納税証明書

　□確定申告　登記簿謄本の写し

地方自治体
福島県郡山

市
郡山市BCP等策定等支援事業

https://www.city.koriyama.lg.jp/s

oshikinogoannai/sangyokankobu

/sangyoseisakuka/gomu/4/2443

5.html

新型コロナウイルスなどの感染症や自然災害等の緊

急事態による被害を軽減し、事業資産の損害を最小

限にとどめつつ、事業継続・早期復旧を可能とする

ためのBCP（事業継続計画）等の策定及び改定を支

援するための補助を実施

市内に主たる事業所がある 最大20万円(4/5) 3月31日 随時 令和3年3月31日 随時 □事業継続力強化計画　□領収書

地方自治体
愛知県小牧

市

小牧市中小企業人材育成研修費補助

金

http://www.city.komaki.aichi.jp/a

dmin/soshiki/chiikikassei/syouko

u/1/6/2/9056.html

従業員又は経営者が業務に必要な技術、技能又は知

識の習得を図るために必要な各種研修制度を利用し

た市内の中小企業者の方々に対し、その経費の一部

を補助

1. 中小企業大学校の実施する研修

2. 中部職業能力開発促進センター（ポリテクセン

ター中部）が開講する能力開発セミナー

3. 小牧商工会議所が実施する研修等

補助対象事業の受講料×1/2
研修等を受講した年度

の３月３１日
随時 随時 完了後

□登記事項証明書

□補助対象事業に係る申込書等の写し

□受講料の支払を証明する書類

□修了証書の写し

地方自治体
愛知県東浦

町
設備投資、販路開拓等補助金

https://www.town.aichi-

higashiura.lg.jp/soshiki/shokoshi

nko/shokokanko/gyomu/jigyounu

shi/coronakigyousien/10255.html

 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるた

め、国の中小企業生産性革命推進事業等を活用し

て、設備投資、販路開拓等に取り組む町内の中小企

業者等に対し、事業に係る負担の軽減および事業の

継続を支援すること目的とし、補助

町内で事業所を有する中小事業者等（法人について

は、町内に本店を有する方/個人については、町内

に住所を有する方）で、令和2年4月1日以降に、推

進事業等に係るいずれかの補助金の交付決定

推進事業等に係る補助対象経費（税

抜）から確定された交付額を差し引い

た額の2分の1(各補助金により上限異な

る）

交付決定通知後60日以

内または推進事業等に

係る補助金の交付額の

確定の通知を受けた日

の属する年度の3月末

日

随時 □交付決定通知書及び交付額の確定通知書の写し

地方自治体 名古屋市 産業立地促進補助金

https://nagoya-

potential.jp/incentives/industrial

/

名古屋市では、市内で建物を新たに取得または建築

し、オフィス・工場・研究施設を開設する企業の皆

様に、その経費の一部を助成

中小企業（中小企業基本法で規定する。）で、製造

業に分類される事業を主に営んでいる企業

又は情報通信業に分類される事業を主に営んでいる

企業

固定資産税・都市計画税相当額

総額10億円
随時 随時 随時 随時

　□平面図　□登記簿　□定款　□納税証明書

　□会社パンフレット　□見積書売買契約書

地方自治体 神奈川県
茅ヶ崎市本社移転・サテライトオ

フィス設置支援事業

https://www.city.chigasaki.kanag

awa.jp/sangyo/1043316/1042531

.html

市外から茅ヶ崎市に本社移転または支社・サテライ

トオフィス設置する事業者の皆様に設置費用の一部

を補助します。また、移転・設置に伴い市民を新た

に雇い入れる場合や社員が転入する場合も補助

1.茅ヶ崎市税を完納していること。（非課税、課税

免除、減免等となる者を含む。）

2.補助金の交付申請時において市外にて1年以上継

続して事業を行っており、補助金交付決定後も市内

にて1年以上事業を継続する意思があること。

最大100万円(1/2) 	～2022年3月31日
□履歴事項全部証明書　□納税証明書

□１期分決算書

地方自治体 青森県
中小企業等事業再構築促進事業に対

する上乗せ支援

https://www.pref.aomori.lg.jp/so

shiki/shoko/chiikisangyo/jigyou_

saikouchiku.html

県内中小企業が国の「 中小企業等事業再 構築促進

事業一般枠）」 を活用 して行う新分野展開、業態

転換、事業再編等の取組に対して、 県が12分の1を

上乗せ支援することにより、 企業の負担を3分の1

から4分の1に 軽減し、これらの取組を通じた企業

規模 の拡大等を後押し

事業再構築補助金申請企業 上限額750万円(1/12)
事業再構築補助金

に準ずる

事業再構築補助金

に準ずる

事業再構築補助金

に準ずる
事業再構築補助金に準ずる

地方自治体 大分県 大分市中心市街地商都復活支援事業

https://www.city.oita.oita.jp/o15

4/shigotosangyo/shokogyo/event

.html

空き店舗等を活用して出店や起業を行うものや商店

街団体が誘致したもののうち、中心市街地への集客

を目的とし、事業の継続性が認められるものに対

し、補助

商店街団体

法人個人

上限額1000万円(1/2)
随時

毎月２５日頃まで
翌月末

□法人市民税納税証明書

□履歴事項全部証明書

□定款

地方自治体 福岡県
福岡県移動スーパー参入促進費補助

金

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c

ontents/idousu-pa-.html

移動販売車で買い物が困難な地域を巡回し、地元

スーパーの食品や日用品の販売を行う、「移動スー

パー」に取り組む事業者を支援

中小企業者（地元スーパー、移動販売事業者） 最大150万円(1/3)

随時受付

（注）：ただし、

予算額に達した場

合は、その時点で

受付終了

当該年度２月末日

まで

地方自治体 東京都 オンラインツアー造成支援補助金

https://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/ka

kusyu/online-tour/index.html

観光関連事業者が、「新しい日常」に対応し、非対

面により都内への旅行気分を楽しむことができるオ

ンラインツアー等の商品を造成・販売する場合に必

要な経費の一部を補助する「オンラインツアー造成

支援事業」を実施

東京都内に主たる事業所等がある、旅行業者、宿泊事

業者、観光バス事業者
上限額２00万円(1/2)

2021年4月1日～

2022年1月31日

経営者が高齢化し

ており、代替わり

や場合によっては

M&Aも考えてるが

借金が有り中々厳

しい。何か補助金

を活用できないだ

ろうか？

短期は銀行融資や

給付金などで凌ぐ

けど、中期

（4か月～1年間）

スパンで販路開拓

展開をしていかな

いと先は無い。コ

ロナの影響を受け

ている企業が通り

やすい補助金は何

があるだろうか？
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https://www.city.suginami.tokyo.jp/news/r0310/1069388.html
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地方自治体 富山県 富山県事業再構築支援事業費補助金

https://www.pref.toyama.jp/1300

/sangyou/shoukoukensetsu/sho

ukougyou/jigyo-saikoutiku.html

中小企業者等の皆様が、国の「中小企業等事業再構

築促進事業（通常枠）」を活用して行う新分野展

開、業態転換、事業再編等、思い切った事業再構築

のための取組みを支援

国の「中小企業等事業再構築促進事業（通常枠）」で

の採択及び交付決定を受けた中小企業者等
最大200万円(1/１２以内） 2月15日 　□国補助事業の採択通知の写し

地方自治体 群馬県
郡山市クラウドファンディング活用

支援補助金

https://www.city.koriyama.lg.jp/s

oshikinogoannai/sangyokankobu

/sangyoseisakuka/gomu/4/2289

0.html

出資者が支援する金額に応じて商品又はサービスを

提供する「購入型クラウドファンディング」の手法

を活用して、創業、新商品・新サービスの開発、販

路開拓などに取り組む事業者を支援

郡山市在住の個人又は所在地が市内にある法人、任意

団体若しくは郡山市商工業振興条例で定める商工団体

等（商店街、商工会、組合等）であること。

上限額３00万円(全額) 随時 □収支決算書

地方自治体 愛知県 半田市商工業振興事業費補助金

https://www.city.handa.lg.jp/keiz

ai/shoko/jigyosha/shokogyo/shi

nko/shinnkouhi.html

市内商工業団体が商工業振興のために実施する事業に

対して補助金を交付
上限額1000万円(1/2) 随時

地方自治体 山県
山形県宿泊施設受入体制強化緊急支

援事業費補助金

https://www.pref.yamagata.jp/11

0011/sangyo/kanko/sangyo/shu

kuhakuhojokin.html

ストコロナを見据え、新たな需要となり得るマイク

ロツーリズム、ワーケーションやユニバーサルツー

リズム等のコンテンツ開発、それらに対応する施設

改修等を積極的に行うために必要な経費及び新型コ

ロナウイルス感染症の感染防止対策に必要な経費に

対して支援

宿泊事業者

地方自治体 長野県 AI・IoT等先端技術活用DX推進事業
https://www.pref.nagano.lg.jp/ke

ieishien/ai-iot_hojyo.html

県内中小企業等が事業活動において抱える課題に対

して、AIやIoTを活用して解決を図る事業を補助

県内に本社又は主たる事務所を有する、中小企業・小

規模事業者等
上限額200万円(1/2) 年数回 　□見積書　□決算書　□登記簿謄本

地方自治体 青森県
弘前市空き店舗活用支援事業費補助

金

http://www.city.hirosaki.aomori.j

p/sangyo/syogyo/akitennpohojok

inn.html

中心市街地への小売・サービス業の新規出店又は店舗

の移転にかかる費用を補助し、空き店舗の解消と小

売・サービス業の振興により中心市街地の賑わいを図

ることを目的に「弘前市空き店舗対策事業」を実施

上限額150万円(2/3) 3月31日

地方自治体 福井県
福井県：高度専門人材U・Iターン促

進事業補助金

https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/ui

turn/info/detail.php?id=125

県内に本社機能を有する企業が、新分野進出や新製

品開発の中核となる高度専門人材を県外から新たに

正社員として雇用する場合の人件費を補助

福井県内に本社機能を有する事業者 上限額３00万円(8/10)

新規雇用した日か

ら起算して６カ月

以内

地方自治体 北海道
標茶町GOGOチャレンジショップ支

援事業補助金

http://www.town.shibecha.hokka

ido.jp/kakuka/kankousyoukou/ne

ws/R3_gogo_challenge_shop_sup

port_hojokin.html

本町に1年以上居住している満20歳以上の個人、また

は本町に1年以上本店所在地、支店等の事務所・事業

所を有する法人であること

上限　1,000万円

補助対象経費が6,875,000円未満は

550,000円を限度とします(対象経費の

50パーセントまで)

補助対象経費が6,875,000円以上は

10,000,000円を限度とします(対象経費

2021年4月1日～

2023年3月31日
随時

地方自治体 鹿児島県
中小企業事業承継加速化事業費補助

金

http://www.pref.kagoshima.jp/af

02/jigyousyoukeikasokuka2jibosy

uu.html

本事業の目的は，事業承継の経営課題を抱える県内

中小企業に対し，企業評価やM＆A等に係る経費の

一部を助成することにより，県内中小企業の円滑な

事業承継を促進させるために行う

県内中小企業者等が，親族内・親族外承継及びM＆A

により事業承継に取り組む事業であること。なお，M

＆Aについては，売手側と買手側の間に人的・資本的

関係がないこと。

上限額200万円(1/2)
2021年10月1日～

2021年11月30日

地方自治体 岐阜県
岐阜県ヘルスケア製品の地産地消導

入事業費補助金

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/p

ressrelease/183129.html

県内企業等が自ら開発し、製造及び販売する「ヘル

スケア製品(DX関連)」について既存製品等に対す

る競争優位性の構築と、市場の獲得を支援していま

す。そのため、販売して間もない当該製品を県内病

院、県内福祉施設及び県民にモニター価格で販売す

る経費の一部を補助

上限額700万円(2/3)
2021年11月5日～

2021年12月3日

１２月中旬から下

旬ごろ

交付決定日から令

和４年２月２８日

（月）まで

□登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

□決算報告書 ※直近３期分

□岐阜県納税証明書（県税事務所発行）

求人採用活動も

コロナの影響で

オンライン対応

の必要性が出て

きた。何か良い

方法は無いだろ

うか？

出勤している従

業員の学校が休

校しており、子

供たちの世話が

できない従業員

への対応をした

い
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国or地方自治体 担当省庁 補助金名 補助金URL 概要 対象事業者 補助金額（補助率） 応募期間 採択時期 事業完了期日 交付時期

地方自治体
愛知県一宮

市
一宮市企業再投資促進補助金

https://www.city.ichinomiya.aichi

.jp/jigyosha/jigyoshayuushi/1002

626.html

長年にわたり、地域の経済・雇用の基盤を支えてい

る企業の流出を防止するため、愛知県と連携し、市

内における再投資を支援。

工場・研究所の新増設等を行う中小企業で、工場等

が20年以上愛知県内で立地し、かつ概ね10年以上

一宮市に立地しており、25人以上の常用雇用者を有

する企業

最大3億円(10%） 工事着工の30日前 随時 応募時期による 随時

地方自治体 滋賀県
令和3年度省エネ・再エネ等設備導

入加速化補助金

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippa

n/kankyoshizen/ondanka/311293

.html

CO₂ネットゼロ社会づくりの推進、地域経済の活性

化および災害時における代替エネルギーの確保等の

防災対策を推進する観点から、中小企業者等の省エ

ネ・再エネ等設備の導入に対する補

中小企業者等であって、滋賀県内に事業所等を有す

る事業者

県税に滞納がない事業者 等

最大300万円(1/2) 11月30日
　□直近2年の財務諸表

　□登記簿謄本　□納税証明書

地方自治体 各自治体 受動喫煙防止対策助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seis

akunitsuite/bunya/0000049868.h

tml

中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支

援

中小飲食店（個人又は中小企業が経営し、大企業が

実質的に経営に参加していない店）であり、風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営

業（料亭、バー等）及び同条第11項に規定する特定

遊興飲食店営業（ナイトクラブ等）

例」東京　最大400万円(９/10） 各自治体による 各自治体による 各自治体による 各自治体による

地方自治体 兵庫県
ひょうご農商工連携ファンド事業助

成金

https://web.hyogo-

iic.ne.jp/kigyo/renkeifund

魅力ある農林漁業ビジネスの実現や、市場のニーズ

に適応した新商品・新サービスの開発等の実現のた

め、中小企業者等と農林漁業者の連携体が取り組む

以下の事業に対し事業費の一部を助成

兵庫県内の中小企業者と農林漁業者の連携体で、既

に新商品・サービスの開発に取り組んでいる事業者

又は、新たに取り組む予定の事業者

最大400万円(2/3) ～11/30
令和4年4月～令和

6年3月31日
□定款　□直近2期分決算書　□見積書

地方自治体 兵庫県
中小事業者省エネ設備等導入支援事

業補助金

http://www.eco-hyogo.jp/global-

warming/tyuushou2021/

中小事業者の省エネルギー対策を推進するため、効

果的な省エネルギー設備等を導入する中小事業者に

対し、その費用の一部を補助します。

兵庫県内に事業所を有し、エコアクション21または

ISO14001の認証・登録事業者または登録手続き中

の事業者

最大100万円(1/3) ～12/24 順次 3月末

□エコアクション２１の認証・登録証の写し又は

ISO14001の登録証の写し

□登記事項証明書

地方自治体 各自治体 社会福祉施設等施設整備費補助金

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/

kantoshinetsu/kenko_fukushi/20

130618-2.html

障害者の自立した生活を支援するため、地域の需要

に応じ、障害者が居住又は日中活動の場として利用

する福祉施設を整備する社会福祉法人等に対し、施

設整備費の一部を予算の範囲内において補助

法人（社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、特

定非営利活動法人等）
補助額のうち国2/3、県1/3

地方自治体 東京都
中小規模事業所向け省エネ型換気・

空調設備導入支援事業

https://www.kankyo.metro.tokyo.

lg.jp/climate/businesses/200300

a20210618113341010.html

換気の確保並びにエネルギー消費量及びＣＯ２排出

量の増加抑制を両立させるため、都内で中小規模事

業所を所有し、又は使用する中小企業者等に対し、

高効率な換気設備と空調設備の導入に要する費用の

一部を助成

都内に中小規模事業所を所有又は使用する中小企業

者等

上記と共同で事業を実施するリース事業者又は

ESCO事業者

最大1,000万円（1/2） 7/7～2/28 申請より約1ヶ月後 11月30日
□履歴事項全部証明書　□建物登記簿謄本

□納税証明書　□見積書

地方自治体 茨城県
茨城県中小規模事業所向け 省エネ

対策設備導入推進事業費補助金

https://www.pref.ibaraki.jp/seika

tsukankyo/kansei/chikyu/hojokin

.html

本県の二酸化炭素排出量の約７割を占める産業部門

及び業 務部門における地球温暖化対策の強化を図

るため、事業所の状況に応じた 省エネ対策の取組

を推進することを目的

令和２年度又は令和３年度に省エネ診断を受 診し

た工場・事業場を有する事業者が対象
最大100万円(1/3) 1月14日 2月28日

□工程表　□見積書　□カタログ

□登記事項証明書　□県の納税証明書

地方自治体 広島県
広島県創エネ・省エネ設備導入促進

補助金

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

site/eco/03setubihojokin.html

県及び中国電力グループで構成する「ひろしま再

生可能エネルギー推進有限責任事業組合」が設置・

運営するメガソーラー発電所の売電収益を活用 し

た補助金です。地域の方が利用する身近な施設にお

いて，省エネ型エアコンと併せて，創エネ・ 蓄エ

ネ機器（太陽光発電システム・木質バイオマス熱利

用設備・エネルギー管理システム・蓄電池） を設

置し，施設利用者等に温暖化対策活動を促す

県内の幼稚園，保育所，認定こども園その他これに

準ずる施設を設立する市町，学校法人，社会福祉法

人等

最大600万円（1/2） 1月31日 交付決定～3/31 □エアコン資料　□見積書

地方自治体 高知県高知市
高知市中小企業等生産性向上設備導

入支援事業費補助金

https://www.city.kochi.kochi.jp/s

oshiki/128/sentanhojokin.html

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるた

め，設備を新たに導入し，自社の生産性を向上させ

たいとお考えの方へ，設備購入経費の一部を補助

市内に事業所を有し，2年以上事業等を行っている

法人又は個人
最大400万円(２/３) 1月31日 交付決定～2/28 事業完了報告後1ヵ月程度

□履歴事項証明書　□納税証明書

□確定申告　□法人事業概況説明書

地方自治体 岐阜県 岐阜県中小企業脱炭素化補助金 pref.gifu.lg.jp/page/183605.html

県では、 2050年「脱炭素社会ぎふ」の実現と脱炭

素化による県内企業の価値向上を目指して、各種施

策を推進しています。このたび、中小企業等が行う

脱炭素化の取組に要する経費の一部を補助する「補

助金」について、募集を開始

県内に本社又は事業所を有し、脱炭素化に向けた取

組みを行う中小企業、団体
最大５０万円(１/２) 10/29～1/14 交付決定～2/28 □登記簿謄本　□見積書　□納税証明書

地方自治体
京都府与謝

野町
与謝野町事業所・店舗改修等補助金

http://www.town-

yosano.jp/wwwg/service/detail.j

sp?common_id=535488

与謝野町内に事業所を有する事業者が、新型コロナ

ウイルス感染症対策として新しい生活様式に対応す

るために事業所等の改修に要する費用の一部を補助

与謝野町内の中小企業者 または小規模事業者等

最大50万円(１/２)

※ただし町内の事業者へ工事等発注す

る場合4/5

令和2年6月22日～ 随時
令和2年4月1日～

令和3年3月31日
□見積書 　□工事着工前の写真　□平地図

地方自治体 広島県
広島県創エネ・省エネ設備導入

促進補助金

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

site/eco/03setubihojokin.html

県内の幼稚園，保育所，認定こども園その他これに

準ずる施設において，省エネ型エアコンと併せて，

創エネ・蓄エネ機器（太陽光発電システム・木質バ

イオマス熱利用設備・エネルギー管理システム・蓄

電池）を設置し，施設利用者等に温暖化対策活動を

促す事業への補助を実施

県内の幼稚園，保育所，認定こども園その他これに

準ずる施設を設置する市町，学校法人，社会福祉法

人など

最大600万円（1/2） 12月24日 随時
令和４年３月 31

日

□工事図面（計画平面図など）

□太陽光パネル架台計画図（太陽光パネルを設置

する場合に限る）

□工事費見積書（２社以上）

地方自治体 名古屋市
名古屋市フラグシップ企業強化

促進補助金

https://www.city.nagoya.jp/keiza

i/page/0000138697.html

名古屋市では、市内でオフィス（本社機能）・工

場・研究施設を新増設する企業の皆様に、その経費

の一部を助成（

市内に50年以上本社を有する企業が対象 最大10億円（10~20%) 随時 随時 随時

地方自治体 埼玉県 戸田市産業立地推進事業補助金

https://www.city.toda.saitama.jp

/soshiki/214/keizai-hojyo-

kougyou.html

市内の工業地域等において、工場等を新たに立地

(新設・増設・賃借)したり、機械設備を新たに導入

したり、新たな立地等に際して市内在住の従業員を

一定期間以上雇用したりした場合に、補助

①工場等を立地し自ら事業を行う者 最大300万円（1/2）

令和３年４月１日

（木）～ 予算額の

範囲内で先着順

□決算書1期分　□履歴事項全部証明書

地方自治体 東京都 電動バイクの普及促進事業
https://www.tokyo-

co2down.jp/subsidy/re_evbike

側車付二輪自動車及び原動機付自転車から排出され

る二酸化炭素の削減を図るため、電動バイクを導入

する事業者及び個人に対して、その経費の一部を助

成

・都内に事務所または事業所を有する法人・個人事

業主・都内に「住民票」が取得できる住所を有する

個人・上記の者とリース契約を締結したリース事業

者

型番により定額 3月31日 　□履歴事項全部証明書　□　納税証明
設

備

投

資

・

省

エ

ネ

カテゴ

リ
お困りごと

補助金一覧 補助金スケジュール
事前準備資料等

設備が老朽化して故障

が多く、業者からも交

換時と言われているけ

ど、先立つモノ

が・・・。
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地方自治体 三重県
四日市市空き店舗等活用支援事

業補助金

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/

www/contents/1001000001356/i

ndex.html

商店街及び高度経済成長期に郊外に建設された住宅

団地（以下「郊外住宅団地」という。）における空

き店舗等を活用し、新たに出店しようとするものを

支援

四日市商店連合会に加盟した組織がある商店街内の

空き店舗を活用し、新たに出店する事業者
最大150万円(2/3) ～2022年3月31日

□　四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付

申請書（第1号様式）

□　改装承諾書（第2号様式）

□　推薦書（第3号様式）

地方自治体 茨城県
日立市中小企業テレワーク環境

整備支援事業補助金

https://www.city.hitachi.lg.jp/jigy

o/004/001/p094189.html

本市内のサテライトオフィス、自宅又はホテル等の

施設をテレワーク勤務の場所

とする従業員を常時雇用する者が行う、当該従業員

のテレワーク勤務の実施に対し

て必要となる通信機器の導入、手当の支給等

市内のサテライトオフィス、自宅又はホテル等の施

設をテレワーク勤務の場所として、常

時雇用する従業員にテレワーク勤務を実施させる事

業者

最大50万円(1/3) 12月28日 随時

地方自治体 名古屋市
名古屋市フラグシップ企業強化

促進補助金

https://www.city.nagoya.jp/keiza

i/page/0000138697.html

名古屋市では、市内でオフィス（本社機能）・工

場・研究施設を新増設する企業の皆様に、その経費

の一部を助成いたします。

50年以上市内に本社を有する企業 中小企業の場合10億円
工事着工の30日前

まで

地方自治体 東京都
荒川区製造業等経営力向上支援

事業補助金

https://www.city.arakawa.tokyo.j

p/a021/jigyousha/jigyouunei/syo

ukibohojyo.html

区内に主たる事業所を有する企業又は団体 最大３00万円(３/4) 随時 2022/3/末
□納税証明書

地方自治体 愛知県
先進環境対応自動車導入促進費

補助金

https://www.pref.aichi.jp/soshiki

/ondanka/0000051821.html

愛知県は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減

及び大気環境の改善を目的として、先進環境対応自

動車の導入を行う旅客・貨物運送事業者、中小企業

等の事業者、自動車リース事業者に対して、その経

費の一部を補助

旅客・貨物運送事業者

中小企業等の事業者
車両により異なる

令和3年4月1日～

令和4年3月15日
□履歴事項全部証明書

地方自治体 茨城県
中小規模事業所省エネ対策設備

導入補助金

https://www.pref.ibaraki.jp/seika

tsukankyo/kansei/chikyu/hojokin

.html

令和２年度又は令和３年度の省エネ診断を受診し、

提案を受けた設備等を全て改修・更新する際に利用

令和２年又は令和３年度中小規模事業所省エネル

ギー対策支援事業による診断（以下「省エネ診断」

という。）を受診した工場・事業場を有する事業者

最大100万円(1/3) ～2022年1月14日 令和4年1月14日

地方自治体 山口県
スポーツフィールドやまぐち促

進事業費補助金

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp

/press/202107/049454.html

キャンプとアウトドアスポーツを結び付けた新しい

スポーツツーリズム推進のため、資機材導入など、

新たにコンテンツ造成等に取り組む民間事業者を支

援する補助制度を創設し、以下のとおり、利用する

事業者を募集

県内に主たる事業所又は事務所を置き、近隣のキャ

ンプ場利用客を主たる対象とした体験型コンテンツ

の開発を行おうとする者。

最大100万円(1/2)
2021年7月1日～

2021年12月31日
令和４年３月末

地方自治体 山口県
宿泊施設の高付加価値化等支援

事業補助金

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp

/press/202108/049930.html

宿泊事業者が実施する「新しい生活様式」への対応

や感染拡大防止対策、施設の高付加価値化等に向け

た取組に要する経費の一部を補助

旅館業法第３条第１項の許可を受けた施設を山口県

内に有する宿泊事業者
最大1000万円(3/4) 1月14日

地方自治体 岐阜県
郡上市小規模事業者支援事業補

助金

https://www.city.gujo.gifu.jp/bus

iness/detail/post-133.html

産業の振興と雇用の拡大を図るため、市内に工場・

事業所等を設置する小規模事業者の方を対象に「補

助金」を交付

・商工会法第2条に規定する商工業者で、製造業そ

の他の業種に属する事業を営む者は従業員20名以

下、商業又はサービス業に属する事業を営む者は従

業員5名以下等の小規模事業者

最大３00万円(10/100) 随時

地方自治体 北海道 オフィスビル建設促進補助金
https://www.city.sapporo.jp/keiz

ai/biz_info/office/index.html

市内中心部の賃貸用オフィスが不足している状況を

踏まえ、新規供給を促し、企業立地を図ることを目

的に、一定規模の賃貸用オフィスを整備し提供する

事業を行う方に対し助成

札幌市立地適正化計画における都市機能誘導区域

(都心)であること。
上限10億円

地方自治体 東京都
東京都助成金　中小企業等によ

る感染症対策助成事業

https://www.tokyo-

kosha.or.jp/support/josei/jigyo/k

ansentaisaku.html

都内中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型

コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づ

き行う取組費用の一部を助成

東京都内の

・中小企業者（会社及び個人事業者）

・一般財団法人

・一般社団法人

・特定非営利活動法人（NPO法人）

・中小企業団体等

1店舗（事業所）につき、

・備品購入費のみ ： 50万円

・内装・設備工事費を含む場合 ： 100

万円

・内装・設備工事のうち、換気設備の

設置を含む場合　： 200万円

令和3年1月4日～

12月31日

地方自治体 熊本県
認証店に係る衛生管理設備導入

等補助金

https://kuma-

ninsho.jp/auxiliary/

認証基準を満たすための衛生管理設備導入等に要し

た経費が対象です。 認証日以降に支出した経費に

ついても、認証基準を満たし続けるためにかかる経

費や更なる新型コロナウイルス感染防止対策につな

がるものであれば対象

最大150万円(9/10)
2021年7月12日～

2022年2月28日

地方自治体 愛知県
小規模企業生産性向上設備投資

補助金

https://www.nipc.or.jp/new-

biz/gaikoku/

公益財団法人名古屋産業振興公社では、名古屋市内

（以下「市内」）で営利を目的とした事業を営む

「小規模企業者」の方が、市内の事業所に新たに設

置する機械設備等を取得する場合に、その経費の一

部を助成

法人/本店又は本社として登記されている住所地が

市内であること。

 個人事業主/住民票に記載されている現住所が市内

であること。

最大300万円(1/10)
4月30日～

11月30日
随時

□履歴事項全部証明書

□過去５年分の決算書

□過去５年分の損益計算書・貸借対照表

地方自治体 福井県
ＩＴビジネスマッチング推進事

業補助金

https://www.fisc.jp/subsidy/itbiz

-r3-2/

、IT技術を活用した自社製品の開発および製造を行

う県内企業が、県外企業とビジネスマッチングを行

う取り組みを促進するため、県外展示会への出展費

用を一部補助

IT技術を活用した製品の開発・製造を行う県内企業

が、県外展示会で出展を行う事業
最大30万円(1/2) 随時

令和4年２月２８

日まで

設

備

投

資

・

省

エ

ネ

設備投資をする前に、

どこをどうすれば削

減効果が高いのか？

事前に分かれば安心

して投資ができる

工場の工作機械（マ

シングセンター・旋

盤等）を最新設備に

し他社との差別化を

図りたいけど、高額

だから中々手が出せ

ない

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001356/index.html
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001356/index.html
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000001356/index.html
https://www.city.hitachi.lg.jp/jigyo/004/001/p094189.html
https://www.city.hitachi.lg.jp/jigyo/004/001/p094189.html
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000138697.html
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000138697.html
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/syoukibohojyo.html
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/syoukibohojyo.html
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/syoukibohojyo.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000051821.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000051821.html
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/hojokin.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/202107/049454.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/202107/049454.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/202108/049930.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/202108/049930.html
https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-133.html
https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-133.html
https://www.city.sapporo.jp/keizai/biz_info/office/index.html
https://www.city.sapporo.jp/keizai/biz_info/office/index.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html
https://kuma-ninsho.jp/auxiliary/
https://kuma-ninsho.jp/auxiliary/
https://www.nipc.or.jp/new-biz/gaikoku/
https://www.nipc.or.jp/new-biz/gaikoku/
https://www.fisc.jp/subsidy/itbiz-r3-2/
https://www.fisc.jp/subsidy/itbiz-r3-2/


国or地方自治体 担当省庁 補助金名 概要 対象事業者 補助金額（補助率） 応募期間 採択時期 事業完了期日 交付時期

地方自治体 福井県
新スタイル展示・商談支援事業補助

金

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/

chisangi/seizo/r3newstyle.html

サンプル展示を併用する遠隔商談など新たなスタイ

ルの取組を支援することで、ウィズ・アフターコロ

ナ下における事業継続を後押し

県内に本社を有する製造業者等 (伝統工芸企業を含

む)

最大75万(3/4)

※グループ申請の場合最大150万円

令和3年4月1日～

令和4年2月末日
随時 随時 随時 □見積書

地方自治体 大分県
大分県宿泊施設受入環境整備緊急支

援事業費補助金

https://www.pref.oita.jp/soshiki/

14180/shukuhaku-

kankyoseibi.html

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により旅行需

要が落ち込む中、地域的な感染の拡がりを抑制しつ

つ、新たな観光需要の創出に取り組む宿泊事業者に

対して、その取り組みに要する経費の一部を助成

県内で旅館業を営む者 最大750万円(3/4) 7/1～12/28 □見積書

地方自治体 鳥取県 県内企業多角化・新展開応援補助金
https://www.pref.tottori.lg.jp/295

636.htm

新型コロナウイルス感染症まん延の長期化に伴い経

営的影響を受けた中小企業者等が、事業を継続し持

続的に発展させるために行う、新規事業分野への進

出や事業実施方法の転換など多角化・新展開につな

がる取組を支援

新型コロナウイルス感染症まん延の長期化により経

済的影響を受けた県内中小企業等

※申請前直近１年のうち、任意の３か月の合計売上

高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と比較し

て３０％以上減少していることが必要です。

最大100万円(1/2) 1月31日 随時 2月28日 随時 □決算書　□定款　□見積書

地方自治体
広島県広島

市

宿泊事業者向け感染拡大防止対策等

支援事業補助金

https://hiroshima-shukuhaku-

shien.jp/

県内の宿泊事業者が実施する新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止対策や新しい需要に対応してい

くための前向き投資に対して支援

県内において旅館業を営む宿泊事業者 最大750万円(1/2) ～12/28 5/14～12/28
□旅館業法営業許可書の写し　□通帳コピー　□

見積書

地方自治体
大阪府岸和

田市

新しい生活様式への経営環境整備支

援

https://www.city.kishiwada.osak

a.jp/soshiki/43/keieikankyokaize

n.html

ポストコロナ・ウィズコロナ時代を見据え、新しい

生活様式に適応した経営環境の整備を支援

市内に本社又は主たる事務所を有する事業者（ただ

し、大企業を除く）
最大50万円(2/3)

10/1～11/15

12/1～1/15
2月28日

□履歴事項全部証明書　□見積書

□納税証明書

地方自治体 宮城県
飲食店感染予防環境整備支援事業費

補助金

https://www.miyagi-inshoku-

hojo.jp/

新型コロナウイルス感染症拡大によって深刻な影響

を受けている、宮城県内において飲食業を営む中小

規模事業者に対し、安心して飲食店を利用できる環

境作りにつながる「みやぎ飲食店コロナ対策認証制

度」を早急に普及させるため、認証取得を目指す飲

食店を支援

宮城県内において「みやぎ飲食店コロナ対策認証」

を取得した、飲食業を営む中小企業※及び個人事業

主かつ、認証事業の対象となる事業者

1店舗あたり5万円～最大10万円 7/1～12/28 随時 5/8～

地方自治体 愛知県
愛知県宿泊事業者感染拡大防止対策

事業費補助金

https://www.pref.aichi.jp/soshiki

/kokusai-kanko/shukuhaku-

hojyo2021.html

宿泊事業者が実施する新型コロナウイルス感染拡大

防止対策や新たな需要に対応するための取組を支援
愛知県内に施設を設けている宿泊事業者 最大500万円(3/4) ～12/15 5/14～12/15

□見積書　□決算書　□旅館業営業許可書

□納税証明書

地方自治体
千葉県成田

市
成田市創業支援補助金

https://www.city.narita.chiba.jp/

business/page154900.html

成田市では、産業の振興及び活性化を図ることを目

的として、市内で創業する者に対し、「成田市創業

支援補助金」を交付

市内において補助金の申請年度内に創業を行う方又

は申請時に創業の日から6か月を経過しない方
最大50万円(1/2） 随時 随時 随時 随時 　□開業届　□住民票

地方自治体 徳島県
サテライトオフィス誘致促進費補助

金

https://www.pref.tokushima.lg.jp

/jigyoshanokata/kurashi/chihoso

sei/5046049/

コロナ禍を契機とした、テレワーク促進による地方

創生の取組みを加速させるため、これまでの「サテ

ライトオフィスコンシェルジュ」による寄り添い型

支援に加えて、マッチングイベントの実施、PR活

動の強化、サテライトオフィスの定着のための支援

を実施することで、地方分散型の活力ある地域社会

の実現を図ります。

本拠となる事務所を県外に置く法人事業者又は個人

事業者であり、県内で新たにサテライトオフィスを

設置する事業者

最大100万円(2/3) 2月28日 随時 3月15日 随時

□定款及び登記簿謄本　□業務内容を示す資料

□直近の2事業年度の財務諸表

□直近の2年間の所得証明及び今後の所得の見込

みを証明する書類

地方自治体 東京都 テレワーク促進助成金

https://www.shigotozaidan.or.jp/

koyo-kankyo/joseikin/03-

telesoku.html

都内中堅・中小企業等が取り組 むテレワークの活

用推進に向け、テレワークによる職場環境整備の推

進のために実施する下 記に掲げる事業に対して助

成金を支給

助成事業の実施期間（支給決定日から３か月以内）

に、テレワーク実施対象者全員にテレワーク 勤務

を６回以上実施させた実績が必要

30人以上999人以下　250万円1/2

30人未満　150万円2/3
～12/24

交付決定から3ヶ

月以内

□会社案内　□履歴事項全部証明書　□納税証明

書　□見積書

地方自治体
福岡県福津

市
見守りを兼ねた移動販売補助

https://www.city.fukutsu.lg.jp/so

shiki/koreisha/korei/8364.html

生鮮食品等の日常的な買い物に支障をきたしている

高齢者（買い物困難者）を支援するため、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により閉じこもりがちにな

るなどしている高齢者等を対象に、見守りを兼ねた

移動販売を行う事業者に対する運営費等の補助を実

施

生鮮食料品、日用雑貨品など、日常生活に欠かせな

い多種類の生活物資の移動販売を 行う事業者が、

市内で 1 週間に 1 回以上、おおむね 10 人以上の高

齢者に対して見守 りを兼ねた移動販売を行うこと

1.運営費補助  10,000円/月

2.車両購入費等補助 上限 100 万円

(1/2)

予算額到達まで 随時 3月末 随時 □見積書

地方自治体
埼玉県加須

市
移動スーパー支援事業

https://www.city.kazo.lg.jp/koron

a/04/27887.html

新型コロナウイルス感染症対策として、外出自粛な

どにより買い物をすることができない方や移動する

ことが不自由な方に、食料品や生活必需品などを身

近なところで購入する機会を提供するため、車両に

よる移動販売「移動スーパー」の導入により、新た

な経営・販売のスタイルを目指す事業者や個人事業

者を市が支援

令和3年4月1日現在、市内に本店、支店もしくは主

たる事業所を置く法人または市内に住所を有する個

人事業主であること。

移動販売する商品は、生鮮三品（青果、肉、魚）を

含む食料品、加工品および生活必需品とすること。

最大100万円(2/3) 10/11～12/24 3月末 □見積書

地方自治体 神奈川県 感染症拡大防止事業補助金
http://www.pref.kanagawa.jp/do

cs/jf2/r3_kansen-boushi2.html

新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響

を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取

り組む費用の一部を補助

県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して

発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等

の事業所の店頭等に掲示している中小企業

最大100万円(3/4) 10/18～12/17 交付決定～2/18
□直近1期分決算書　□履歴事項全部証明書

□営業許可証

地方自治体 滋賀県
滋賀県観光施設等魅力向上・感染防

止支援事業

https://www.pref.shiga.lg.jp/ken

sei/koho/e-

shinbun/oshirase/320614.html

地方自治体
栃木県足利

市

令和3年度働き方改革促進支援事業

費補助金

https://www.city.ashikaga.tochigi

.jp/page/hatarakikata2021.html

事務所等において様々な働き方に取り組んでいただ

けるよう、働き方改革に関係する事務スペース確保

を目的とした事務所等の整備及びオフィスの賃料等

の一部を支援

市内に事業所を有する法人または個人事業主 最大100万円(1/2) 12月28日 随時 随時
□法人事項証明書　□通帳写し　□見積書

□事務所のビフォー写真

地方自治体
香川県高松

市

高松市中小企業等デジタルシフト事

業補助金

https://www.city.takamatsu.kaga

wa.jp/jigyosha/shien_josei/digita

lshift2.html

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中

小企業又は個人事業主が、自社の課題を解決し、労

働生産性の向上とともに新型コロナウイルス感染症

の感染リスクに繋がる業務上の対人接触の機会を低

減するような業務の非対面化の実現に資するITツー

ルの導入に要する経費の一部を予算の範囲内で補助

本店である営業所の所在地が高松市内である中小企

業又は市内に住所を有する個人事業主であること
最大200万円(2/3)

□見積書　□履歴事項全部証明書

□納税証明書

地方自治体 富山県
富山県宿泊事業者感染防止対策等支

援事業補助金

https://www.pref.toyama.jp/1401

13/miryokukankou/kankoutokusa

n/kankou/syukuhakuzigyosyahoz

yokin.html

新型コロナウイルス感染症の影響により人流が減少

し、経済活動への影響が生じていることを踏まえ、

その影響を受ける県内宿泊事業者の皆様に対し、感

染症収束後の国内外からの観光需要の回復を見据え

つつ、感染防止対策の強化や新たな需要を取り込む

ための前向きな取組みに対する投資経費の一部を助

成

　富山県内で旅館業法の「旅館・ホテル」、「簡易

宿所」、「下宿」の許可を得て宿泊施設を営業して

いる宿泊事業者

最大833万円(５/６) ～１１/３０

令和３年７月１日

～令和４年１月３

１日

□見積書　□営業許可書　□確定申告書
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事前準備資料等
カテゴ

リ
お困りごと

補助金一覧 補助金スケジュール

何とかして事業を続

けたいけど、銀行融

資以外にも何か資金

調達手段は無いだろ

うか？

店舗や事業所等を休

業したが、従業員へ

の給料が払えるか心

配だ

出勤している従業員

の学校が休校してお

り、子供たちの世話

ができない従業員へ

の対応をしたい

職場には60歳以上

のスタッフが多い

から、コロナ対策

をしっかりしない

と感染が不安だ
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地方自治体 滋賀県
滋賀県地域公共交通新型コロナウイ

ルス対策運行補助制度

https://www.pref.shiga.lg.jp/ken

sei/koho/e-

shinbun/oshirase/313834.html

地域の生活を支えている公共交通事業者（鉄道、バ

ス、タクシー、船舶）については、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大により、利用者数が大きく落ち込

むなどの影響を受けていることについて、このたび

滋賀県では、以下のとおり新しい補助制度を創設

（1）鉄道事業者

（2）バス事業者

（3）タクシー事業者

（4）船舶事業者

(1)1両あたり400千円×運行車両数

(2)1両あたり200千円×運行車両数

(3)1両あたり50千円×運行車両数

(4)1隻あたり200千円×運行車両数

8/4～ 随時
令和2年4月1日～

令和3年3月31日
□知事が必要と認める書類(記載なし）

地方自治体 宇都宮市 ビジネスPCR等検査支援事業

https://www.city.utsunomiya.toc

higi.jp/kurashi/kenko/kansensho

/etc/1025813.html

市内事業者を対象に、経済活動のために従業員など

に受けさせる場合のPCR等検査の費用を一部補助
市内に住所を有する事業者（個人事業主を含む）

検査に要した費用の3割相当額

1回あたり　PCR検査：最大5,000円、

抗原定量検査：最大2,500円

（注意）1事業者1年度50万円を限度

記載なし 　□市指定の市内事業者証明書

地方自治体 神奈川県 感染症拡大防止事業補助金
https://www.pref.kanagawa.jp/d

ocs/jf2/prs/r6771938.html

県では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

「感染防止対策取組書」を掲示している県内中小企

業者等の皆様を対象に、感染症拡大防止のために要

する費用の一部を補助

「感染防止対策取組書」を掲示している県内中小企

業者等
最大100万円(3/4） 12月17日 2月18日

　□貸借対照表及び損益計算書等

　□履歴事業全部証明書又は

　　現在事項全部証明書

　□.営業許可証等

地方自治体 栃木県
栃木県地域企業感染症対策支援補助

金

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03

/20210610kansenshotaisakuhojy

okin.html

県内の中小企業者等が行う新型コロナウ イルス感

染症対策に要する経費の一部を補助することによ

り、地域経済の持続性の強化を 図ることを目的

栃木県内に所在する中小企業者又は中小企業組合等

であること。
最大300万円(2/3) 1/22～ 随時

□決算書　□履歴事項全部証明書　□納税証明書

※オンライン申請のみ

地方自治体 群馬県
郡山市：ニューノーマル対応支援補

助金

https://www.city.koriyama.lg.jp/s

oshikinogoannai/sangyokankobu

/kankoka/gomu/1/27603.html

新型コロナウイルス感染症の予防対策のため、「新

しい生活様式」に対応した業種別ガイドラインなど

に基づく対策やテイクアウト等のウィズコロナに対

応した事業変革への費用を支援

県内で事業を営む事業者
令和４年１月31日

（月）
随時

地方自治体 東京都
東村山市：「中小企業等事業再構築

促進事業」

https://www.city.higashimuraya

ma.tokyo.jp/kurashi/jigyo/chusyo

/josei_hojo_kyuuhu/sangyou2021

0427.html

ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化

に対応するため、国の「中小企業等事業再構築促進

事業」を活用し、新分野展開や業態転換、事業・業

種転換等の取り組み、事業再編又はこれらの取り組

～2022年3月31日 最大6000万円(2/3) ～2022年3月31日

地方自治体 愛媛県
企業テレワーク勤務実証実験事業費

補助金

https://www.pref.ehime.jp/h1290

0/ijyuu/kigyouteleworkkinmuhojy

o.html

新型コロナウイルス感染拡大を契機にテレワークが

普及し、地方で暮らし働く選択肢が広まる中、県外

企業に愛媛県内での暮らし方、働き方を体験しても

らい、テレワーク移住の促進を図るため、企業ニー

700,000円（10/10） 700,000円（10/10） ～2022年1月28日 令和4年2月28日

地方自治体 福岡県
福岡県コロナ対応型木質リノベー

ション推進事業補助金

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/c

ontents/rinobe.html

店舗やオフィス等を対象に、県産木材を活用した感

染防止に資するリノベーションに要する経費を助成

対象範囲に 50 千円/m²を乗じた金額、又は助事業

に1/2を乗じた金のいずれかの低い金額以内

対象範囲に 50 千円/m²を乗じた金額、

又は助事業に1/2を乗じた金のいずれか

の低い金額以内

随時 令和4年2月28日

地方自治体 岐阜県
岐阜県サテライトオフィスお試し体

験事業費補助金

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/p

ressrelease/177956.html

岐阜県では、都市部から県内へサテライトオフィス

を誘致するため、サテライトオフィスの設置を検討

している県外の法人が、県内のサテライトオフィス

施設を体験する場合に、必要な経費の一部を支援

県外に本社がある法人 ２０～４０万円(2/3) ～2/15 交付決定～2/28
□直近2期分決算書　□会社概要

地方自治体 岡山県
デジタル化推進(経営革新)事業補助

金

https://www.pref.okayama.jp/pa

ge/713176.html

経営革新計画を策定し、新事業活動によって経営の

向上を図る中小企業

のデジタル技術を活用した新たな取組を支援

最大２00万円(1/2)

令和3年11月15日

（月）～12月3日

（金） １

経営革新計画１年

目の始期～令和４

年１月末

地方自治体 鳥取県
鳥取県リモートオフィス環境整備支

援補助金

https://www.pref.tottori.lg.jp/294

267.htm

民間の施設運営事業者が未利用の施設・空室・ス

ペースを活用し、テレワーク等に適したリモートオ

フィスの開設を行う場合に、リモートオフィス改修

経費および機器・設備取得費等に対して補助金を交

付

民間企業等の法人が、テレワーク等を実施する個

人、企業等の利活用を見込んで、未利用施設をリ

モートオフィスとして整備する事業。

最大500万円(1/3) 随時 随時 随時

地方自治体 能登町 能登町宿泊業緊急支援事業補助金

https://www.town.noto.lg.jp/ww

w/info/detail.jsp?common_id=17

578

新型コロナウイルスの感染拡大により、スポーツ大

会や修学旅行などの中止等深刻な影響を受けている

町内で営業する宿泊事業者に対して支援を行います

最大200万円(客室数による) 12月28日

　□営業許可書の写し

　□客室数の確認出来る書類

　□確定申告書類

地方自治体
千葉県成田

市

茂原市小規模事業者持続化サ

ポート補助金

http://www.city.mobara.chiba.jp/

0000006243.html

国が各商工会・商工会議所を窓口として実施する

「小規模事業者持続化補助金」に、茂原市で上乗せ

補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている市内小規模事業者の事業再建や

持続的発展を図ります。

茂原市内に主たる事業所を有する者

国の「小規模事業者持続化補助金」（※）の申請を

令和3年2月5日までに行った者

最大25万円(1/6)
令和4年3月31日

（木曜日）

地方自治体 栃木県 サテライトオフィス体験支援補助金
http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03

/otameshi_satellite_office.html

地方へのサテライトオフィス設置を検討する企業

（法人）や地方生活 を検討するフリーランスの皆

様に、本県のテレワーク環境や生活環境を実感して

もらうため支援

法人

・東京圏で勤務している方であること

・栃木県外に在住していること

個人

・通常事業を実施する場所が東京圏に所在すること

法人　20万円/月

個人　10万円/月

１～3ヶ月対象

随時 随時
□登記事項証明書　□パンフレット　□従業員の

雇用証明書の写し　□従業員の免許書の写し

地方自治体 鹿児島県
中小企業事業承継加速化事業費補助

金

https://www.pref.nagasaki.jp/obj

ect/shikaku-shiken-

bosyu/boshu/508926.html

事業承継の経営課題を抱える県内中小企業に対し、

企業評価やM＆A等に係る経費の一部を助成するこ

とにより、県内中小企業の円滑な事業承継を促進さ

せるために行う

1年以上の事業実績を有する県内の中小企業者等。
最大200万円(1/2) 	2021年10月1日～

2021年11月30日
随時 随時

□過去３期分の決算書

□納税証明書

地方自治体 北九州市
おためしサテライトオフィス実証事

業

https://www.city.kitakyushu.lg.jp

/san-kei/11201016.html

将来、北九州市を含めた「地方拠点化」、「地方進

出」を検討する首都圏企業を対象に、北九州市で試

行的に暮らし、テレワークなどの利点を活かした新

しい働き方を行う取組への応援として、「ワークス

ペース利用料」「宿泊費」「交通費」を助成

首都圏の企業で、北九州市での拠点設置やワーケー

ション実施に興味のある企業

ホテル等の宿泊費・・・6,000円（最大）

/日・人・首都圏からの移動費・・・片道

45,000円（最大）/日・人

（注）原則、北九州空港の利用が条件と

なります。・働く場所となるワークス

ペース利用料・・・2,500円（最大）/

日・人

随時 随時 3月31日 北九州市産業経済局　企業立地支援課へ連絡

販

売

促

進

・

研

究

開

発

等

コ

ロ

ナ

系

設

備

投

資

系

テレワークっていう

けど、何をどうした

ら良いのか分からな

い！

3密対策って言うけ

ど、エアコン交換

とかお金がかかる

よね・・・
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地方自治体 福島県
福島県テレワーク環境導入支援事業

補助金

https://www.pref.fukushima.lg.jp

/sec/32011c/telework.html

新型コロナウイルス感染症対策及び働き方改革の推

進のため、テレワークの新規導入に取り組む県内中

小企業事業主等に補助金を交付

県内に事業所を有する中小企業事業主

最大50万円(1/2)

（補助対象経費の上限額は１００万

円）

1/26～ 交付決定から2/28

地方自治体
東京都杉並

区
新ビジネススタイル事業導入助成

https://www.city.suginami.tokyo.j

p/news/r0303/1064302.html

新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少等

の影響を受けた中小事業者が、売上の回復、感染症

拡大防止やコロナ禍後の変容が想定される社会に適

合する事業形態への転換や、新業態の開拓などを行

うために必要とする経費の一部を助成

区内中小事業者でアドバイザー（中小企業診断士）

の助言等を受けて策定した計画の事業
最大50万円(2/3) ～1/31 3月31日 請求書提出後２～3週間 □納税証明書

地方自治体 広島県
広島県創エネ・省エネ設備導入促進

補助金

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/

site/eco/03setubihojokin.html

地方自治体 宮崎県
「ひなた飲食店認証」換気設備設置

等支援事業費補助金

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ei

seikanri/covid-

飲食店が『ひなた飲食店認証』を取得するために必

要な換気設備の設置・付替え等に要する費用を補助

・ひなた飲食店認証制度の対象となる事業者であ

り、かつ、ひなた飲食店認証の申請を する事業者
最大50万円(10/10) ～１２/２０ 順次 1月20日 2月21日

□納税証明書　□見積書　□工事前写真

□営業許可書写し

地方自治体
新潟県糸魚

川市

デジタルトランスフォーメーション

（DX）推進補助金

https://www.city.itoigawa.lg.jp/7

951.htm

ロナ禍により企業活動のデジタル化やニューノーマ

ル社会に対応したビジネス変革が課題とされている
最大100万円(4/5) 2021/7/12～ 　□見積書

地方自治体
栃木県日光

市

日光市新型コロナウイルス感染防止

対策商店改修等事業費補助

https://www.city.nikko.lg.jp/shou

kou/2020koronasyoutenkaisyu.ht

ml

本事業は、市内で店舗を営む事業者が新型コロナウ

イルス感染対策に配慮した店舗づくりを行うことを

支援するための制度

市内に店舗を有する中小企業者、小規模事業者で法

人及び個人事業主等
上限30万円下限10万円(2/3) 8/3~ ~3/31

□見積　□改修部分の写真　□登記事項証明書

□納税証明書　□振込指定口座写し

地方自治体 徳島県
小規模事業者生産性革命推進事業費

補助金

pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanok

ata/sangyo/shokogyo/5048137/

商工団体の支援を受けな がら、ＩｏＴ、ビッグ

データ、ＡＩ、ロボット等の活用により生産性の向

上を図る先進的な取組みを実施する小規模事業者に

対し、その取組みに必要な経費の一部を補助

徳島県内に本店の登記を行っている法人又は住民登

録を行っている個人事業主・小規模事業者
最大100万円(1/2) ～12/6 順次 交付決定～2/28

□従業員名簿　□履歴事項全部証明書

□納税証明書　□決算書(2期分)

□経営革新計画

地方自治体 東京都
東京都 中小規模事業所向け省エネ

型換気・空調設備導入支援事業

https://www.tokyo-

co2down.jp/subsidy/vent

東京都は、換気の確保並びにエネルギー消費量及び

ＣＯ２排出量の増加抑制を両立させるため、都内で

中小規模事業所を所有し、又は使用する中小企業者

等に対し、高効率な換気設備と空調設備の導入に要

する費用の一部を助成

都内に中小規模事業所を所有又は使用する中小企業

者等
最大1000万円(1/2) ～2/28 随時 11月30日

□登記簿謄本　□建物登記簿謄本

□納税証明書　□見積書

地方自治体
山梨県上野

原市
サテライトオフィス等整備費補助金

https://www.city.uenohara.yama

nashi.jp/gyosei/docs/sateraito.ht

ml

市では、市内の空き物件を利用して、サテライトオ

フィス又はシェアオフィスを整備する際の改修費、

備品購入費の一部を補助

市内の空き物件を整備してサテライトオフィス等を

開設する企業等
最大300万円(1/2) 随時 随時 ～３/31 随時

□見積書　□写真(工事個所がわかるもの)

□賃貸契約書の写し　□登記事項証明書

□納税証明書

地方自治体 熊本県
人吉市サテライトオフィス整備事業

費補助金

https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q

/aview/162/14955.html

人吉市では、新たにサテライトオフィスを開設し

ワークライフバランスの充実や多様な働き方を促進

する企業等に対し補助金を交付します。

最大100万円(4/5) ～2022/3/31

□見積書

□登記事項証明書

地方自治体 大阪府
東大阪市中小企業設備投資支援補助

金事業

https://www.city.higashiosaka.lg.

jp/0000027736.html

新型コロナウイルス感染症(COVID－19)の拡大に伴

い、企業活動に多大な影響が出ている中において

も、前向きな投資を行う製造業・ファブレス企業に

対して補助

東大阪市内にあり、生産に直接寄与する設備である

こと。
最大300万円(1/2)

2021年4月1日～

2022年2月28日

□見積書

□登記事項証明書

□納税証明書

コ

ロ

ナ

系

設

備

投

資

系

短期は銀行融資や給

付金などで凌ぐけど、

中期

（4か月～1年間）ス

パンで販路開拓展開

をしていかないと先

は無い。コロナの影

響を受けている企業

が通りやすい補助金

は何があるだろう

か？
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