設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金

データ日付: 2021/7/6

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金

背景色凡例

・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

新規追加または情報更新

・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

概要

おすすめ度
No

1

FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

〇

ロボット

〇

IoT

〇

紹介資料

目的分類

地域

名称

サブカテゴリ

募集期間

生産性向上・ 国内

令和元年度・令和二年度補正「ものづ 一般型

2021年5月13日(木)17:00

新商品開発

くり・商業・サービス生産性向上促進

～2021年8月17日(火)17:00

詳細

補助限度額

補助率/助成率

1,000万円 [通常枠]

補助要件

目的・対象事業

中小企業・小規模事業者等

以下を満たす3～5年の事業計画の策定及び実行

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革 一般型：交付決定日から10ヶ月以 https://portal.monodukuri

中小企業 １／２、
小規模企業者・小規模事業者 ２／３

補助金」(7次締切)

なし

対象者

URL

・付加価値額 +3％以上／年

や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、中小企業・小 内（ただし、採択発表日から12ヶ -hojo.jp/about.html

・給与支給総額+1.5％以上／年

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 月後の日まで）。

・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

めの設備投資等を支援するものです。

※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額

また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネス

及び賃金の引上 げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。

[低感染リスク型ビジネス枠] ２／３

対象期間

備考

モデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行
う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新
特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。

2

〇

〇

〇

なし

生産性向上・ 国内

令和元年度・令和二年度補正「ものづ グローバル展開

2021年5月13日(木)17:00

新商品開発

くり・商業・サービス生産性向上促進 型

～2021年8月17日(火)17:00

3,000万円 中小企業 １／２、

中小企業・小規模事業者等

小規模企業者・小規模事業者 ２／３

補助金」(7次締切)

以下を満たす3～5年の事業計画の策定及び実行

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革 グローバル展開型：交付決定日か https://portal.monodukuri

・付加価値額 +3％以上／年

や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、中小企業・小 ら12ヶ月以内（ただし、採択発表 -hojo.jp/about.html

・給与支給総額+1.5％以上／年

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 日から14ヶ月後の日まで）。

・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

めの設備投資等を支援するものです。

※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額
及び賃金の引上 げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。

生産性向上・ 国内

令和３年度「ものづくり・商業・サー 企業間連携型

2021年5月12日(水)14:00

新商品開発

ビス高度連携促進補助金」

～2021年7月7日(水)17:00

1者につき、2,000万円 中小企業者：1/2以内
(下限100万円) 小規模企業者・小規模事業者：2/3以内

〇日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人

以下の要件を満たす企業が応募申請することが可能です。

https://www.nttdata-

〇補助金申請システム「jGrants」に

〇申請時点において、類似の補助金（平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営 力向上支援事

〇以下の条件を全て満たす3～5年の事業計画を策定し、賃金引き上げ計画を従業員に表明してい 業・小規模事業者等に広く普及させるため、また、地域経済を牽引する事業がもたらす地 (火)まで

strategy.com/r3tousyo-

より応募申請

業、令和元年度ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業、令和2年度 ものづくり・商業・サービ

ること

monohojo/kobo.html

ス高度連携促進事業）の補助金の交付を受けた事業者について 同一又は類似内容の事業は不採択としま

〇

〇

〇

① 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加（被用者保険の適用拡大の 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
ための設備投資や幹事企業が主導し、中小企業・小規模事業者等を束ねて面的に生産性向

企業は除きます。

上を推進する取組等を行う事業を支援するものです。

5者）で連携して取り組む、設備投資等を支援するものですので、1者のみの応募申請はできません。

なし

域経済への波及効果をより高めるため、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り

す。なお、令和2年度ものづくり・商業・サービ ス高度連携促進事業に2年間計画で申請し、採択された 対象となる中小企業・小規模事業者等制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均
〇本事業は、中小企業・小規模事業者等が複数（補助金を受給できる連携体は、企業間連携型では2者～

3

本事業は、「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済の足腰を支える中小企 交付決定日から2022年2月15日

1%以上増加）
② 事業計画期間において、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最低賃金
+30円以上の水準にする

【企業間連携型】

③ 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加（付加価値額とは、営 複数の中小企業・小規模事業者等が連携して行う以下のプロジェクトを最大２年間支援し
業利益、人件費、減価償却費を足したもの。）

ます。

〇連携体内に特定非営利活動法人が含まれる場合は、上記に加えて次の要件をすべて満たすこと ① 事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加 価値の創造や生産性
とします。

の向上を図るプロジェクト

① 連携体の半数以上が中小企業・小規模事業者等によって構成され、全体の補助金総額の2/3 ② 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けて、連携して新しい事
以上は中小企業・小規模事業者等に充てること。

業を行い、地域経済への波及効果をもたらすプロジェクト

② 特定非営利活動法人に対する補助金額が、連携体を構成する法人の中の最高額とならないこ ・連携体は中小企業・小規模事業者等２～５者により構成すること（幹事企業は連携体の

生産性向上・ 国内

令和３年度「ものづくり・商業・サー サプライチェー

新商品開発

ビス高度連携促進補助金」

ン効率化型

2021年5月12日(水)14:00

1者につき、1,000万円 中小企業者：1/2以内

～2021年7月7日(水)17:00

(下限100万円) 小規模企業者・小規模事業者：2/3以内

と。

代表者とする）

〇日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人

以下の要件を満たす企業が応募申請することが可能です。

本事業は、「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済の足腰を支える中小企 交付決定日から2022年2月15日

https://www.nttdata-

〇補助金申請システム「jGrants」に

〇申請時点において、類似の補助金（平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営 力向上支援事

〇以下の条件を全て満たす3～5年の事業計画を策定し、賃金引き上げ計画を従業員に表明してい 業・小規模事業者等に広く普及させるため、また、地域経済を牽引する事業がもたらす地 (火)まで

strategy.com/r3tousyo-

より応募申請

業、令和元年度ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業、令和2年度 ものづくり・商業・サービ

ること

monohojo/kobo.html

ス高度連携促進事業）の補助金の交付を受けた事業者について 同一又は類似内容の事業は不採択としま

す。なお、令和2年度ものづくり・商業・サービ ス高度連携促進事業に2年間計画で申請し、採択された 対象となる中小企業・小規模事業者等制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均

ための設備投資や幹事企業が主導し、中小企業・小規模事業者等を束ねて面的に生産性向

企業は除きます。

上を推進する取組等を行う事業を支援するものです。

〇本事業は、中小企業・小規模事業者等が複数（補助金を受給できる連携体は、サプライチェーン効率

4

〇

〇

〇

1%以上増加）
② 事業計画期間において、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い賃金）を地域別最低賃金

化型では2者～10者）で連携して取り組む、設備投資等を支援するものですので、1者のみの応募申請は +30円以上の水準にする

なし

域経済への波及効果をより高めるため、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り

① 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加（被用者保険の適用拡大の 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

できません。

【サプライチェーン効率型】

③ 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加（付加価値額とは、営 幹事企業・団体等（大企業含む）が主導し、中小企業・小規模事業者等が共通システムを
業利益、人件費、減価償却費を足したもの。）

全面的に導入し、データ共有・活用によってサプライチェーン全体を効率化する取組等を

〇連携体内に特定非営利活動法人が含まれる場合は、上記に加えて次の要件をすべて満たすこと 支援します。
とします。

・連携体は中小企業・小規模事業者等２～１０者により構成すること（中小企業・小規模

① 連携体の半数以上が中小企業・小規模事業者等によって構成され、全体の補助金総額の2/3 事業者等が幹事企業となる場合は幹事企業を含む。ただし、大企業が幹事企業となる場合
以上は中小企業・小規模事業者等に充てること。

はこれとは別に１者に限り事業に参加することが可能（補助金支給の対象外）。

② 特定非営利活動法人に対する補助金額が、連携体を構成する法人の中の最高額とならないこ
と。

〇

5

なし

生産性向上・ 国内

令和元年度補正サービス等生産性向上 通常枠

2021年05月14日(水)

新商品開発

ＩＴ導入支援事業（2次締切）

～2021年7月30日(金)

A類型(30万～)150万円未満 １/２以内

中小企業者・小規模事業者等

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年

交付決定後～6か月間程度

https://www.it-hojo.jp/

交付決定後～6か月間程度

https://www.it-hojo.jp/

にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、イン

B類型(150万～)450万円

ボイスの導入等）等に対応するため、 中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資する
IT ツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するための事業費等の経費の一部を補助等
することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

〇

6

なし

生産性向上・ 国内

令和元年度補正サービス等生産性向上 低感染リスク型

新商品開発

ＩＴ導入支援事業（2次締切）

ビジネス枠

2021年05月14日(水)
～2021年7月30日(金)

Ｃ－１類型３０万円～３００万円未満 ２/３以内

中小企業者・小規模事業者等

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年
にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、イン

Ｃ－２類型３００万円～４５０万円以下

ボイスの導入等）等に対応するため、 中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資する

Ｄ類型３０万円～１５０万円以下

IT ツール（ソフトウェア、サービス等）を導入するための事業費等の経費の一部を補助等
することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

7

8

〇

〇

〇

〇

〇

〇

なし

生産性向上・ 国内

令和元年度補正小規模事業者持続化補 一般型

新商品開発

助金＜一般型(6次)＞

生産性向上・ 国内

令和2年度第3次補正小規模事業者持続 低感染リスク型

2021年5月13日(木)

新商品開発

化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠 ビジネス枠

～2021年7月7日(水)

～2021年10月1日(金)締切

[一般型] ①一般型 50万円、②特定創業支援 2/3

小規模事業者・特定非営利活動法人

等＋50万円(適用条件あり)

https://r1.jizokukahojokin.

金より増加」を計画していること、 jGrantsによる電子申請等を加点要件とします。※詳細は公 作成し、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援します。

info/

2022年7月31日（日）まで

募要領をご覧ください。

上限100万円 3/4(または、1/2)

小規模事業者・特定非営利活動法人

〇感染防止対策費については、補助金総額の１／４（最大２５万円）を上限に補助対象経費に計 本事業は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止

https://www.jizokuka-

上することが可能です（緊急事態措置に伴う特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金 のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジ

post-corona.jp/

総額の１／２（最大５０万円）に上限を引上げ）。

＞

なし

事業計画期間において、「給与支給総額が年率平均増加」、 「事業場内最低賃金を地域別最低賃 小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくため、経営計画を 交付決定通知受領後から

ネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

※緊急事態措置に伴う特別措置の適用対象者
緊急事態措置が実施された月のうち、いずれかの月の月間事業収入が２０１９年又は２０２

（第2回）

０年の同月と比較して30%以上減少した事業者
〇２０２１年１月８日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡
及適用が可能です。

生産性向上

国内

中小企業等経営強化法に基づく

・A類型

平成29年4月1日～令和5年3月

法人税（※１）について、即時償却又は取得 税制措置

中小企業経営強化税制

・B類型

31日までの期間

価額の10％（※２）

・C類型

〇

〇

〇

即時償却又は取得価額の10％の税額控除

の税額控除が選択適用できます。（中小企業 （資本金3,000万円超1億円以下の法人は7％）が

・D類型
9

中小企業者等

経営強化税制）

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、 「経営力向上計画」の実施期間満 https://www.chusho.me 〇令和3年度改正（期間延長、D類型

資本金又は出資金の額が１億円以下の法人

自社の経営力を向上するために実施する計画。認定された事業者は、税制や金融の支援等 了時まで

ti.go.jp/keiei/kyoka/inde 追加）

・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

を受けることができます。

x.html

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

○補助対象企業については事前に十分
ご確認ください。

・協同組合等

選択適用

※ 中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限ります。

※1 個人事業主の場合には所得税 ※2 資本金

ただし、次の法人は、資本金又は出資金の額が１億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。

3000万円超１億円以下の法人は７％

なし

「経営力向上計画」に認定された事業者。

①同一の大規模法人（注）から２分の１以上の出資を受ける法人
②２以上の大規模法人（注）から３分の２以上の出資を受ける法人
③前３事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人
（注）大規模法人とは、資本金又は出資金の額が１億円超の法人、資本金又は出資金を有しない法人の
うち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人（資本金又は出資金の額が５億円以上である法
人等）との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、独立行政法人中小企業基盤整備機
構（中小企業等経営強化法に規定する認定事業再編投資組合を経由して間接的に保有している部分の
み）及び中小企業投資育成株式会社を除きます。

生産設備の脱 国内

令和3年度

2021年6月7日(月)～2022年3

脱炭素機器のリースによる導入に必要な総リース

炭素化

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

月15日(火)

料の 6%以下
（対象機器の基準補助率(1%～4%)＋ESGの取組

金

による上乗せ(1%～2％)）

「脱炭素社会の構築に向けたESGリー
10

〇

ス促進事業」

なし

対象となるリース先

〇補助金申請は環境省から指定を受けたリース事業者が行います。本制度の利用を希望するリー 脱炭素機器のリース料低減を通じて、ESG要素（環境、社会、ガバナンス）を考慮した取

①中小企業、個人事業主であること。

ス先はリース物件の補助対象機器の基準適合確認資料を添付したESGリース 促進事業補助金利用 組を促進し、 サプライチェーン全体での脱炭素化に貢献する中小企業を支援します。

支援機構（OSSF）

②政府機関、地方公共団体又はこれに準ずる機関でないこと。

申込書を指定リース事業者に提出します。

〇環境省の基準を満たす自社の工作機

③サプライチェーン上の脱炭素化に資する以下の取組を行っている者とする。

〇補助金は指定リース事業者に交付されますが、リース契約時に補助金全額をリース料低減に充 ESGリース促進事業）

械等を補助対象機器の検索サイトへ登

・EGC要素を考慮した取組（適格要件）

当するという 内容の特約等を交わすことが条件となります。

環境省が定める基準を満たす脱炭素機器をリースにより導入した場合に、当初リース契約

録は、型番登録の窓口の一般社団法人

・EGC要素を考慮した取組（加点要件）

〇補助対象となる脱炭素機器

期間の総リース料（消費税及び再リース料を除く）の４%以下の補助金を指定リース事業

低炭素投資促進機構（GIO）経由で

・環境省が定める基準を満たす対象機器は、一般社団法人 低炭素投資促進機構（GIO）のHP内

者に対して交付します。 更に、特に優良な取組には、１％上乗せ、極めて先進的な取組に

行ってください。

の型番検索サイトで閲覧できます。

は2％上乗せします。

※産業用機械（工作機械）、産業用機械（鍛圧機

https://esg-lease.or.jp/

〇問合せ先：一般社団法人 環境金融

・補助金の対象機器は、電気自動車、燃料電池自動車を除き、経済産業省 のリース信用保険の対

械）の基準補助率は1%です。

象機器の部分集合となっています。
・国による他の機器購入に係る補助金制度との併用は不可です。
※経済産業省の脱炭素リース信用保険制度との併用は可能。
・補助対象機器の設置は令和4年3月15日までに完了する予定であること 。（借受証の発行）

生産性向上

札幌市/北海

製造業IoT導入ファーストステップ補

2021年5月18日(火)～2021年7

道

助金

月30日(金)17時

60万円 3/4以内

「さっぽろ連携中枢都市圏」に本社及び工場を有する中小製造業者

〇取組内容（企業名、補助金額、取組経過・結果など）の公表が可能であること（企業秘密部分 試験的なIoTシステム導入によって、自社課題の解決に取り組む「さっぽろ連携中枢都市

補助金交付決定後～2022年2月25 https://www.city.sapporo. 〇問合せ先：札幌市経済観光局国際経

※「さっぽろ連携中枢都市圏」とは、札幌市及び近郊11市町村（小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、 を除く）

圏」内中小製造業者に対して、当該取組に係る経費を補助し、その他中小製造業者のモデ 日

jp/keizai/seizo/shien/iot- 済戦略室ものづくり・健康医療産業担

恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町）のことをいう。

ルとなる事例を創出することで、中小製造業におけるIoT導入を促進し、生産性の向上ひ

small-start.html

当課

いては競争力強化に寄与することを目的しています。

〇

11

なし

対象となる取組）
IoTシステム導入によって、製造現場等の課題解決や改善によって自社の生産性向上や競
争力強化を図るモデルとなる取組
※IoTシステム導入とは、複数の機械や製品等をネットワークに接続し、収集したデータ
や情報の見える化や自動記録、監視、制御、データ分析等を行うことをいう。

生産性向上

札幌市/北海

製造業生産工程カイゼン補助金

道

〇

12

〇

2021年5月18日(火)～2021年7

150万円 1/2以内

月30日(金)17時

「さっぽろ連携中枢都市圏」に本社及び工場を有する中小製造業者

〇取組内容（企業名、補助金額、取組経過・結果など）の公表が可能であること（企業秘密部分 製造現場で抱える課題を分析し、その課題を解決するために策定した計画に基づき、本格 補助金交付決定後～2022年2月25 https://www.city.sapporo. 〇問合せ先：札幌市経済観光局国際経

※「さっぽろ連携中枢都市圏」とは、札幌市及び近郊11市町村（小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、

を除く）

恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町及び長沼町）のことをいう。

的なIoTシステムまたはロボット等の自動化装置を導入して自社課題の解決に取り組む
「さっぽろ連携中枢都市圏」内の中小製造業者に対して、当該取組に係る経費を補助し、

日

jp/keizai/seizo/shien/seis 済戦略室ものづくり・健康医療産業担
ankouteikaizen.html

当課

生産性の向上ひいては競争力強化に寄与することを目的とします。

なし

対象となる取組）
製造現場で抱える課題を分析し、その課題を解決するために策定した計画に基づき、
「さっぽろ連携中枢都市圏」内の工場にIoTシステムまたはロボット等の自動化装置を導
入して製造現場等の課題を解決し生産性向上を図る取組

新商品開発お 旭川市/北海
よび事業化

New

13

〇

〇

〇

道

旭川市地域未来投資促進補助金

2021年5月17日(月)～2021年7

320万円 4/5以内

市内に主たる事業所がある中小企業者、個人事業主

〇本市及び他の公的機関（国，都道府県，独立行政法人，中小企業総合支援センター等）から補 本事業は，デザイン経営の視点から，地域の中核的な企業の新たな取組を促進し，地域経 2021年4月1日～2022年2月28日 https://www.city.asahika
助金等を受けている事業でないこと

月9日(金)

済を牽引していく企業の創出や地域経済への波及を図るため，地域中小企業等の企画・研

wa.hokkaido.jp/500/501/5

究，デザイン開発，製品開発，販売促進活動を支援することを目的とします。

02/d070363.html

対象事業）

なし

地域未来投資促進法に基づき国の同意を受けた旭川市の基本計画に基づく事業で，次のい
ずれかの産業分野に属する事業である必要があります。
①家具等製造，②食料品製造，③流通，④ものづくり，⑤パルプ・紙・紙加工品製造，⑥
ヘルスケア，⑦ＩＴ，⑧デザイン・クリエイティブ，⑨創業，⑩観光，⑪窯業・土石製品
製造

-1/7-

〇問合せ先：旭川市経済部産業振興課

設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金

データ日付: 2021/7/6

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金

背景色凡例

・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

新規追加または情報更新

・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

概要

おすすめ度
No

FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット

IoT

紹介資料

目的分類

地域

名称

サブカテゴリ

募集期間

新商品開発お 旭川市/北海

令和3年度

2021年5月17日(月)～2021年7

よび事業化

新製品等開発・研究促進補助金

月9日(金)

道

詳細

補助限度額

補助率/助成率

240万円 4/5以内

対象者

補助要件

目的・対象事業

対象期間

URL

市内に主たる事業所がある中小企業者、個人事業主

〇同一の申請内容について，他の公的機関（国，都道府県，独立行政法人，中小企業総合支援セ 中小企業等の経営基盤の強化や事業規模の拡大を促進し，地域経済の活性化及び雇用の拡 2021年4月1日～2022年2月28日 https://www.city.asahika
ンター等）から補助金等を受けている場合は，補助対象となりません。

大を図ることを目的とし，地元企業等の新製品，新技術さらにはデザインなどに関する開

wa.hokkaido.jp/500/501/5

〇申請者が市内で設計又は製造を行う事業が補助対象となります。

発や研究などの事業段階に対する支援を実施し，生産，販売，収益の拡大を支援します。

02/p005502.html

備考
〇問合せ先：旭川市経済部産業振興課

対象事業）

New
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〇

〇

〇

意欲ある中小企業等に積極的な製品開発，技術開発，デザイン開発を奨励するために実施

なし

する，次の事業を対象とします。
（１）新製品等の研究開発事業
（２）製品等の改良に係る事業
（３）新製品に関するデザイン開発事業
（４）機械，器具又は装置の省力化，高性能化又は自動化のための技術の開発事業(量産に
より販売が見込めるもの)

New

15

〇

〇

〇

新分野展開・ 青森県

令和３年度

～2022年2月15日(火)

業態転換

青森県中小企業等事業再構築促進事業

（予備申請の締切）

750万円 1/12以内

県内に本社または事業所を有する中小企業者（中堅企業に該当しない者）

費補助金

なし

〇国の「中小企業等事業再構築促進事業」の中小企業（通常枠）の採択及び交付決定を受けるこ ポストコロナ・ウィズコロナ時代の 経済社会の変化に対応するため、県内中小企業が国の ～2022年2月28日

https://www.pref.aomori.l 〇問合せ先：青森県 商工労働部 地域

と。

「 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

g.jp/soshiki/shoko/chiikis 産業課

〇県が推進する以下の支援重点分野のいずれかに該当すること。

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

angyo/jigyou_saikouchiku.

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します 。

html

今般の新型コロナウイルス感染拡大により、多くの中小企業者の経営に深刻な影響が出て 交付決定の日～2022年3月31日

https://www.town.kanega 〇事前に先端設備等導入計画の認定が

おり、さらに今後影響の長期化が懸念されています。

saki.iwate.jp/docs/202007 必要

本事業は、このような状況下においても、先端設備等の導入により生産性向上に取組み、

0600021/

①エネルギー関連事業、②農工ベストミックス型事業、③医療・健康福祉関連事業、
④次世代環境自動車関連事業、⑤知的財産を活用した企業経営に取り組む事業、
⑥外貨獲得に向け、輸出をはじめとした海外ビジネス展開を図る事業、
⑦観光客等交流人口の増加に伴う経済効果の県内への波及に資すると認められる事業、
⑧上記以外で知事が必要と認める事業

生産性向上
16
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〇

〇

〇

〇

〇

〇

なし

金ヶ崎町/岩

令和3年度

手県

金ヶ崎町先端設備等設備投資支援補助

随時

100万円 1/2以内

町内に1年以上主たる事務所を置く中小企業者

〇先端設備等導入計画の認定を受けた事業者

（小規模事業者の場合、2/3以内）

金

積極的に事業継続をしようとする中小企業者を支援し、地域経済の維持・発展を図ること

〇問合せ先：金ヶ崎町商工観光課

を目的に創設しました。

生産設備の復 宮城県

中小企業施設設備復旧支援事業費補助

2021年6月7日(月)～2021年7

旧・整備

金

月9日(金)17時まで

1,000万円 1/2以内

県内での事業再開又は継続を目指している中小製造業者

〇本事業及び「中小企業等グループ施設等復旧整備事業」等の県が実施する東日本大震災におけ 東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において，地域の生活基盤となっている中小 交付決定後～2022年3月31日まで https://www.pref.miyagi.j 〇問合せ先
る製造業者に対する施設設備関連復旧・復興補助金の交付決定を受けていないこと。

（第22次）

なし

〇本事業は令和4年度も実施

企業者のうち製造業者が実施する生産施設及び生産設備の復旧事業を支援することによ

p/soshiki/shinsan/22bosy ・食料品製造業者：宮城県農政部食産

り，被災地域の復旧を促進することを目的とします。

u.html

業振興課 食ビジネス支援班
・上記以外の製造業者：宮城県経済商
工観光部新産業振興課 新産業支援班

対象事業）
東日本大震災により甚大な被害を受けた中小製造業者が，生産能力の早期復旧，雇用維持
及び 被災地域の復旧のため，事業の再開又は継続をするための生産施設及び生産設備の復
旧（修理， 建替・入替）をする場合，その経費の一部を補助します。

18

〇

〇

〇

生産性向上・ 仙台市/宮城

令和3年度

2021年4月1日(木)～2022年4

新商品開発

仙台市地域産業応援金

月15日(金)（消印有効）

県

なし

国の「生産性革命推進事業」の各補助金： 規定なし

市内の中小企業等

50万円（最大）
経営力向上計画の認定：

10万円

経営革新計画の承認：

10万円

〇次のいずれかの制度について、2021年4月1日から2022年3月31日までの間に交付決定、認定 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、国の「生産性革命推進事業」、

https://www.city.sendai.jp 〇先ず国や県の対象制度の交付決定・

又は承認を受けていること。

/kikakushien/ouenkin_3.h 認定・承認が受けることが必要。

「経営力向上計画」又は県の「経営革新計画」を活用し前向きな投資や事業活動を実施す

・国の「生産性革命推進事業」の補助金（ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導 る市内事業者に対し、その取り組みを後押しする応援金を支給します 。

tml

※本応援金単独の申請はできませ

入補助金）

ん。

・国の「経営力向上計画」

〇本応援金の申請は郵送のみ。

・県の「経営革新計画」

〇問合せ先：仙台市経済局地域産業支
援課
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〇

〇

〇

生産性向上・ 上山市/山形

令和３年度

2021年4月1日～2022年3月31

新商品開発

上山市中小企業設備投資促進補助金

日

県

※対象設備の費用支払い完了日

100万円 5%

上山市内に本社または事業所がある中小企業

生産の拡大や業務効率化のために行われる設備投資を補助する制度です。

https://www.city.kaminoy 〇問合せ先：上山市市役所 商工課

〇下記の全て該当する設備投資であること。

（国及び県の同種の補助金で不採択の場合：
200万円）

ama.yamagata.jp/soshiki/ 〇申請予定の事業者は事前に問合せ先

(1)市内の本社または事業所に対して行う設備投資であること

9/tyuusyokigyousetubitou に連絡ください。

(2)設備投資額の合計が100万円以上であること

si.html

(3)固定資産税の課税対象となる設備投資であること

から3か月以内又は、2022年3

なし

〇製造に活用する設備投資が対象

(4)令和2年1月1日から令和3年12月31日の間に契約を締結し、設備の設置がされるものである

月31日のいずれか早い日

こと
(5)令和3年1月1日から同年12月31日の間に費用の支払が完了するものであること（※割賦払
等を除く）
(6)国及び県の同種の補助金を受けていないこと

生産性向上

東京都

令和３年度明日にチャレンジ中小企業 ものづくり区分

2021年6月14日～2021年7月

基盤強化事業助成金

13日

第2回募集

小規模企業区分:1,000万円 2/3

中小企業者、中小企業団体、中小企業グループ

〇 東京都内に登記簿上の主たる事務所があること

主として発注企業の仕様に基づいて製品、サービスを提供する都内の受注型中小企業者が 第I期 2021年10月1日~2022年3

〇 受注型中小企業又は受注型中小企業団体であること若しくは受注型中小企業又は受注型中小企 行う、技術・サービスの高度化・高付加価値化のための技術開発等を支援し、受注機会や 月31日

一般区分：2,000万円

https://www.tokyochuoka 〇 2022年3月31日を超える事業計画
i.or.jp/sienseido/jyoseijig の場合、必ず期を設けなければなりま

業団体により構成される中小企業グループであること。

事業範囲の拡大など、都内受注型中小企業の技術・経営基盤を強化することを通じて、都 第II期 2022年4月1日~2022年12 you/asuchare.html

せん。全体計画に加え、期ごとの目

※ 受注型中小企業又は受注型中小企業団体とは以下要件を満たす事業者。

内産業の振興に資することを目的とします。

標、事業計画、資金計画等が必要で

月31日

ア 主として発注者の仕様・規格に基づいて、製品・サービスを提供していること。

す。期ごとに完了検査を行い、助成金

イ 発注者の製品・サービスの一部を構成（提供）するものであること。

が交付されます。期を超えての助成対

ウ 最終消費者（再販売する目的以外で財・サービスを購入する消費者）に対し、自己の名（法人

象経費の変更申請(第Ⅰ期の残額を第

名・個人名）で製品・サービスの提供をしていないこと。

Ⅱ期へ振り替える等)はできません。
一つの取組項目が期をまたぐ場合は、
作業項目を区切る必要があります。

New
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〇

〇 当助成金は2期にわたり連続して交

なし

付を受けることができますが、交付決
定は各期ごとに行われます。従って、
第Ⅱ期についても再度交付申請をし
て、第I期の成果を踏まえて交付決定
されます。
〇 第Ⅱ期のみに費用を計上すること
は原則認められません。ただし、第Ⅱ
期で実施する事業に付随する技術開発
等を自費で実施する場合は第Ⅱ期のみ
に計上することも可能です。

生産性向上

〇
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〇

なし

品川区/東京

令和３年度

2021年5月6日(木)～2022年2

都

自動化・ロボット化導入推進助成

月28日(月)17時

100万円 2/3

品川区内に本社あるいは主な事業所を有する中小企業

〇過去に自動化・ロボット化導入推進助成の助成対象となっていないこと。（1事業者1申請限

区内中小企業の多くが人手不足である現状を踏まえ、中小企業の作業の省力化を目的とし

https://www.shinagawa-

〇問合せ先：品川区地域振興部

り）

た自動化・ロボット化に係る設備導入等に要する経費の一部を助成します。

auto-

業・ものづくり課

〇本申請と同一テーマ・内容で他の公的機関から助成を受けていないこと。

商

中小企業支援係

robot.com/summary/#Lin
対象事業）

k

自社内における製造工程、サービス提供工程および事務作業工程等の一環で、一部もしく
は全工程の省力化を目的とした自動化・ロボット化に係る改善事業

生産性向上
22

〇

〇

なし

品川区/東京

令和３年度

2021年3月24日(水)～2022年2

都

事業承継支援事業設備投資助成金

月18日(金)17時

製造業：500万円 1/2

品川区に本社あるいは主な事業所を有している中小事業者

その他の業種：250万円

〇事業承継を3年以内に行う見込みを有する方もしくは事業承継してから3年を経過していない方 事業承継を契機とした設備更新および更なる発展に向けて競争力強化を目指した最新機械

https://www.mics.city.shi 〇問合せ先：品川区地域振興部 商

〇本助成金申請前に品川区事業承継支援事業の専門家派遣を受けた方（事業承継専門家派遣の申 設備導入に対する経費の一部を助成します。

nagawa.tokyo.jp/mokutek 業・ものづくり課 中小企業支援係

込は、2022年2月11日(金)まで。）

ikarasagasu/jigyoshokeiw 〇申請受付は品川区事業承継支援事業

〇2022年2月28日までに導入・設置が完了する事業が対象

対象事業）

oshitai_jotowoshitai/1448. の専門家派遣を実施した方のみ

・事業承継を契機として老朽化による設備更新・導入事業

html

・更なる発展に向けて競争力強化を目指した最新機械設備の導入事業

生産性向上・ 東村山市/東
新商品開発

中小企業等事業継続補助事業

～2022年3月31日

京都

［通常枠］国の補助金の算定基礎額から国の補助

中小企業 、小規模事業者等

額を差し引いた事業者負担分の2分の1
［低感染リスク型ビジネス枠］国の補助金の算定

23

〇

〇

〇

〇「ものづくり・商業・サービス補助金」（事業類型が「一般型」又は「グローバル展開型」に 市では、中小・小規模事業者等が新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けるなか、国の

https://www.city.higashim 〇国の補助金決定後、事業計画に基づ

限る）「持続化補助金」「IT導入補助金」の事業計画が採択され、2022年3月31日(木)までに事 生産性革命推進事業における「ものづくり・商業・サービス補助金」「持続化補助金」

urayama.tokyo.jp/kurashi いた事業を終了し、国の補助金額確定

業を完了し、補助金の確定通知を受けた中小・小規模事業者が対象

「ＩＴ導入補助金」を活用し、前向きな投資を積極的に行う事業者に対して、国の補助対

/jigyo/chusyo/josei_hojo_ 後に、東村山市へ申請する流れになり

〇主たる事務所等の所在地が市内にある中小・小規模事業者

象経費に占める事業者負担分の全部又は一部を助成します。

kyuuhu/keizokuhojo.html ます。
〇申請を検討される方は、まず東村山

基礎額から国の補助額を差し引いた事業者負担分

なし

市商工会へお問い合わせください。

の全額
※国の補助金の算定基礎額＝国の補助金額を補助
新分野展開・ 東村山市/東
業態転換
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〇

〇

〇

中小企業等事業再構築促進事業

～2022年3月31日

京都

率で割った額（国からの補助金÷国の補助率）
国の補助金の算定基礎額から国の補助金を差し引

中小企業 、小規模事業者等

いた事業者負担分の2分の1を助成

〇2021年5月以降に「中小企業等事業再構築促進事業」の事業計画が、国に採択され、2022年3 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

https://www.city.higashim 〇国の補助金決定後、事業計画に基づ

月31日（木）までに事業を完了し、補助金の確定通知を受けた主たる事務所・事業所等の所在地 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

urayama.tokyo.jp/kurashi いた事業を終了し、国の補助金額確定

が市内にある中小・小規模事業者等。

業再編又はこれらの取り組みを通じた規模の拡大等を目指す中小企業等の新たな挑戦に対

/jigyo/chusyo/josei_hojo_ 後に、東村山市へ申請する流れになり

〇国に採択された事業計画の採択類型が、「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」に限ります。

し、国の補助金の算定基礎額から、国の補助金を差し引いた事業者負担分の一部を支援し

kyuuhu/sangyou20210427. ます。
〇国の中小企業等事業再構築促進事業
html#cms6F25C

ます。

※国の補助金の算定基礎額＝国の補助金額を補助

なし

を申請する場合は、事業計画書等の作

率で割った額（国からの補助金÷国の補助率）

（注記）国に採択された事業計画の採択類型が、「通常枠」「緊急事態宣言特別枠」であ

成が必要となります。東村山市商工会

ること。ただし、中堅企業を除く。

で無料相談をしておりますので、申請
を検討されている方は、まずは東村山
市商工会へお問い合わせください。

生産性向上・ 羽村市/東京

羽村市地域イノベーション創出事業助

随時

新商品開発・ 都

成金

※予算が上限に達した場合は新

新分野展開

生産性向上事業：50万円 2/3以内

羽村市内の中小企業者

〇令和3年度に限り、 令和3年1月1日～3月31日の間に事業が完了したものも対象となります。

羽村市では、市内における新事業展開・新分野進出・技術高度化等のイノベーション創出 ～2022年3月31日まで

http://www.city.hamura.to 〇助成金は毎年度予算の範囲内で交付

の促進を目的に、市内中小企業者等が行う新製品・新技術等の開発にかかる経費のほか、

kyo.jp/0000008021.html

今年度より新たに生産性の向上にかかる設備等の導入経費の一部を助成します。

規の受付を終了します。

①単独事業：新製品・新技術等を開発し、新事業展開・新分野進出・技術高度化等を行う
事業

〇

〇

〇

〇問合せ先：羽村市産業環境部産業振
興課

助成対象事業①～⑤のうち、「⑤生産性向上事業」が対象です。
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します。

②連携事業：中小企業者等が連携し、新製品・新技術等を開発し、新事業展開・新分野進

なし

出・技術高度化等を行う事業
③依頼試験等実施事業：新製品・新技術等の開発に伴う公設試験研究機関に試験を依頼、
または機器を使用する事業
④産業財産権取得事業：新製品・新技術等の特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得
する事業
⑤生産性向上事業：デジタル化等による生産プロセスの改善、業務プロセスの見直しを行
う等の生産性向上に資する事業

-2/7-

設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金

データ日付: 2021/7/6

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金

背景色凡例

・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

新規追加または情報更新

・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

概要

おすすめ度
No

FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット

IoT

紹介資料

目的分類

地域

名称

サブカテゴリ

募集期間

生産性向上

川崎市/神奈

令和3年度

2021年5月24日～2021年12月

川県

川崎市生産性向上・働き方改革推進事

17日

〇

〇

〇

補助限度額

補助率/助成率

生産性向上ICT活用支援：50万円 1/2以内

対象者

補助要件

中小事業者等

〇市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小事業者等であること。ただし1年未満の場合は以 市内中小事業者等の生産性向上や働き方改革に資する取組を支援することにより、市内中 交付決定日から2022年3月31日ま https://www.city.kawasak 〇問合せ先：川崎市 経済労働局労働

目的・対象事業

下の(1)～(5)の施設に入居している中小事業者等が対象。

先端設備等実践導入支援：100万円

(1)かながわサイエンスパーク

人材育成事業：20万円

業補助金
26

詳細

(2)かわさき新産業創造センター

(3)KSP－THINK

対象期間

URL

小事業者等の生産性向上や職場環境改善を促進し、競争力や生産性を高めることで、市内 で

i.jp/280/page/0000128802 雇用部

経済の活性化を図ることを目的とします。

.html

(4)明治大学地域産学連携研究センター (5)KSP Biotech Lab

人材確保事業：20万円

なし

備考

〇申請書類は提出は郵送のみ。
〇先着順にて申請書を受け付け、順次

〇過去2年度以内に以下の補助金の交付決定を受けた事業者は、本補助金における同一対象事業

対象事業）

書類審査を行い、交付先を決定しま

への申請はできません。

市内中小事業者等が、市内において生産性向上・働き方改革に向けて実施する事業を補助

す。

・「生産性向上促進事業支援補助金（生産性向上チャレンジ支援・先端設備等実践導入支
援）」
・「川崎市中小企業等人材育成・確保支援事業補助金（人材育成事業・人材確保事業）」
〇補助金の申請を希望する場合は、市に事前相談票の提出が必要。

対象とします。
・生産性向上ICT活用支援：主にソフト的な取組や簡易的なICTツールの活用等による生産
性向上・働き方改革に関する取組
・先端設備等実践導入支援：主に設備（ハード）導入等による生産性向上・働き方改革に
関する取組
・人材育成事業：
・人材確保事業

27

〇

〇

〇

生産性向上・ さいたま市/

さいたま市生産性革命支援事業

2021年5月14日～2021年8月

新商品開発

「生産性革命推進事業効果促進補助

31日

埼玉県

中小企業者

IT導入補助金：50万円 （国の補助対象経費－国の補助額）× 補助率（
小規模事業者持続化補助金：10万円 1/2 ）

金」（第1期）

なし

ものづくり補助金：200万円 自己負担額の1/2以下

以下のすべての要件を満たす必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資をする事業者に対し、

https://www.city.saitama. 〇問合せ先：さいたま市経済政策課

1.令和3年4月1日及び補助金交付申請日時点において、ア、イのいずれかに該当すること

国において実施する生産性革命推進事業（ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業

jp/005/002/010/009/p073 経済企画係

（ア）さいたま市内に本社・本店を有する法人

者持続化補助金）の補助費用の上乗せを実施し、市内中小企業者の生産性向上と企業の

067.html#Kouka_Sokushin 〇申請：郵送または持参

（イ）さいたま市内に住民登録があり市内に事業所等を有している個人

Lifestyle改革支援を行います。

2.令和元年度及び令和2年度補正予算にかかる「ものづくり補助金」、「IT導入補助金」、「小
規模事業者持続化補助金」のいずれかの採択を受け、令和3年8月31日までの交付額確定通知をう
けているもの
3.法人市民税（法人）、個人市民税（個人）を滞納していないこと
4.過去に同一事業で生産性革命推進事業効果促進補助金の交付を受けていないこと
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〇

〇

〇

新分野展開・ さいたま市/

さいたま市生産性革命支援事業

2022年1月4日～2022年3月16

業態転換

「事業再構築補助金効果向上補助金」

日

埼玉県

①通常枠/緊急事態宣言特別枠：200万円 ①通常枠/緊急事態宣言特別枠：
②卒業枠/グローバルV字回復枠：500万円

中小企業事業者

自己負担額の1/2以下
（国の補助対象経費－国の補助額）× 補助率（

なし

以下のすべての要件を満たす必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中でも、新分野展開、業態転換、事業・業種転

https://www.city.saitama. 〇問合せ先：さいたま市経済政策課

1.令和3年3月26日及び補助金交付申請日時点において、ア、イのいずれかに該当すること

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

jp/005/002/010/009/p073 経済企画係

（ア）さいたま市内に本社・本店を有する法人

する市内中小企業事業者に対し、国において実施する中小企業等事業再構築促進事業（事

067.html#Saikouchiku_Koj 〇申請：郵送または持参

（イ）さいたま市内に住民登録があり市内に事業所等を有している個人

業再構築補助金）の補助費用の上乗せ補助 を実施し、生産性向上を支援します。

o

〇以下の(1),(2)の両方に該当する川口市内の事業者

国の補助金の交付を受け、DX・デジタル化に繋がる取り組みを行った市内の事業者に対

https://www.city.kawaguc 〇問合せ先：川口市役所 経営支援課

(1)国の補助金の交付確定通知を受けていること

し、国の補助金に上乗せし市が補助金を支給します。

hi.lg.jp/soshiki/01110/021 〇申請方法：郵送

以下の4つの補助金について、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。

対象補助金）

/12/34771.html

①ものづくり・商業・サービス補助金、②IT導入補助金、③小規模事業者持続化補助金、

①モノづくり・商業・サービス補助金

④事業再構築補助金

②IT導入補助金

2. 「事業再構築補助金」の採択を受け、令和4年3月16日までの交付額確定通知をうけているも

1/2 ）

の

②卒業枠/グローバルV字回復枠：

（申請期限までに額確定通知が未着の場合には、「国の交付決定通知」及び「事業実績報告書

定額補助

（補助対象経費等が記載のもの）」をもって代えることが可能）
3. 法人市民税（法人）、個人市民税（個人）を滞納していないこと

生産性向上

川口市/埼玉

川口市DX推進補助金

2021年6月1日～2022年2月28

県

（システム等導入型）

日

100万円 自己負担額の1/2以下

川口市内の事業者

（国の補助対象経費－国の補助額）× 補助率（
1/2 ）

(2)DX・デジタル化に向けた取り組みを行っていること
(1)の①～④の補助金を活用し、次の①～③の事業を行った事業者が対象。
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〇

〇

〇

③小規模事業者持続化補助金
④事業再構築補助金

①人工知能やロボット等を活用した製造工程や作業工程の自動化等に向けたシステム、設備の

なし

導入。
②経理、会計などのバックオフィス業務等の効率化、デジタル化を図るシステム、設備の導
入。
③電子商取引、キャッシュレス決済などの非接触型の商取引の推進を図るシステム、設備の導
入。
※国の補助金の交付を受けた場合であっても①から③以外の業務を行っていない場合は補助金
の対象外となります。

生産性向上
30

〇

〇

〇

所沢市/埼玉

小規模事業者持続的発展支援補助金

～2022年3月31日

25万円 自己負担額の1/2

県

なし

所沢市内の小規模事業者

（国の補助対象経費－国の補助額）× 補助率（
1/2 ）

〇以下の要件をすべて満たす者。

ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向け、新たなビジネスやサービ

https://www.city.tokoroza 〇問合せ先：所沢市役所 産業振興課

1. 所沢市内に主たる事業所を有する者。

ス、生産プロセスの導入等に取り組む事業者を支援するため、国で実施する小規模事業者

wa.saitama.jp/kurashi/shi 持続的発展支援補助金担当

2. 国が実施する小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）において採択を受け、 持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）の補助費用を市が上乗せします。

gotojyoho/hattenhojokin. 〇提出方法：郵送又は持参

令和3年度末までに補助対象事業を完了した者。

html

3. 同じ経費を対象として、所沢市の他の補助金（所沢市スマートハウス化推進補助金を除く）の
交付を受けていない者。
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〇

〇

〇

なし

生産性向上
生産性向上

羽生市/埼玉

羽生市新型コロナウイルス感染症対策

2021年6月1日～2021年10月

県

設備等導入サポート補助金

29日

富士見市/埼

令和3年度

玉県

富士見市中小企業チャレンジ支援事業 ンスフォーメー
補助金

32

〇

〇

〇

デジタル・トラ

2021年4月1日～随時（予算終

100万円 1/2

市内に主たる事業所がある中小企業者、個人事業主

〇国、県及び他の公的機関の補助・助成制度を利用した事業につきましては、対象外となりま

新型コロナウイルス感染症の流行により変化した社会的ニーズに対応するため、感染症対 交付決定日から2021年12月28日

https://www.city.hanyu.lg. 〇問合せ先：羽生市役所 商工課

す。

策、ビジネスモデルの転換に前向きに取り組むための設備の導入・改修を行う事業所に対 まで

jp/docs/2021052300014/

して補助金を交付します。

生産性向上支援事業：50万円 1/2以内

市内の中小企業者等

了まで）

〇生産性向上支援事業の対象経費は以下の通りです。富士見市から先端設備等導入計画の認定を 市内中小企業等の競争力強化および地域産業の活性化を図るため、下記事業に挑戦する市

https://www.city.fujimi.sai 〇問合せ先：富士見市産業経済課

取得してください。

内の中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

tama.jp/60jigyo/06sangyo

・ビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフト購入費用

対象事業）

tyarenz.html

〇交付決定前に事業に着手してしまうと助成の対象となりません。

以下の事業の内、「デジタル・トランスフォーメーション化事業」の「生産性向上支援事

〇同一年度において、同一事業を複数回申請することはできません。

業」が対象です。

・先端設備等導入計画に基づく機器等の購入費用

ション化事業

u/syoukou/tyusyoukigyou

1)経営改善事業

なし

2)研究開発事業
3)人材育成事業
4)販路開拓事業
5)デジタル・トランスフォーメーション化事業
・テレワーク環境整備事業
・生産性向上支援事業
・キャッシュレス決済導入事業

Update 33

〇

〇

〇

あり

生産性向上・ 千葉県

新しい生活様式に向けた設備投資補助

2020年11月5日～2021年9月

新商品開発

金

30日

500万円

中小企業者

〇千葉県内に補助事業の実施拠点を有する中小企業者、組合等の団体、NOP法人

本県の中小企業者等が行う新しい生活様式に対応した非対面型ビジネスへの転換等の前向

https://www.pref.chiba.l 〇変更内容：締切り延長（6/30→

〇令和2 年度において、ものづくり補助金に特別枠で申請し、採択された中小企業者等の事業

きな設備投資を後押しするため、国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上 促進補助

g.jp/sanshin/gizyutu/ne 9/30）

（特別枠で申請し、通常枠として採択された場合も対象）

金」（ものづくり補助金）に対する上乗せ補助を行います 。

w-lifestyle/koubo.html

払いを完了したものに限る。
〇ものづくり補助金の5次の「低感染

(SP-40070JA_01)

34

35

36

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

生産性向上・ 日立市/茨城

令和3年度

新商品開発

日立市中小企業先端設備等導入促進支

県

なし

あり

〇令和 4 年 2 月 10 日までの間 に支

リスク型ビジネス枠」も対象。

～2021年12月28日（火）必着

援事業補助金

※先着順に受け付け、予算の上

生産性向上・ 大子町/茨城

大子町中小企業者経営改善支援事業補

す。
随時

新商品開発

助金

県

50万円 1/2以内

日立市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等

〇申請時点で、日立市から先端設備導入計画の認定を受けていること。

〇国、県及び支援機関等が補助する他の制度（助成金、補助金、委託費等）の対象経費との重複 設備投資に対して、経費の一部を補助します。

国や栃木県の該当する補助金の

新商品開発

交付確定後に1ヶ月以内に申請

県

月31日まで

はできません。

.jp/jigyo/004/001/p07803 画の認定を受けてください。
8.html

〇問合せ先：日立市 産業経済部 商工
振興課 工業振興係

対象事業）
先端設備等導入計画に基づく事業

限に達した時点で終了となりま

(SP-40071JA_01)
生産性向上・ 佐野市/栃木 佐野市新業態開拓支援補助金

事業者の皆さまにおける雇用機会の確保や創出、経営基盤の強化を図ることを目的とした 交付決定を受けた日から2022年3 https://www.city.hitachi.lg 〇申請にあたっては先端設備等導入計

50万円 2/3以内

30万円

中小企業者

中小企業者

〇町内に事業所を有する中小企業者

町内における地域経済の活性化を図るため、社会情勢等の変化に応じた持続的な経営に向

https://www.town.daigo 〇先端設備等導入計画、経営革新計

〇同一の事業に対して、町又は他の団体から別に補助金の交付を受けていない者

けた取組を行う方の以下の事業

.ibaraki.jp/page/page00 画、経営力向上計画、地域未来牽引事

1)新商品開発・販路開拓事業

3791.html

2)人材不足対策事業

受けたか否かにより、補助限度額・補

3)新型コロナウイルス感染症対策事業

助率が変わります。

〇国の生産性革命推進事業における下記の補助金、又は栃木県の「地域企業再起支援事業補助

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に対する経済対策として、感染症拡大の影響によ

https://www.city.sano.lg.j 〇問合せ先：佐野市産業文化部産業立

金」の補助金の交付決定を受けた中小企業が対象

る売上減少リスクを分散するために、国・県の補助を活用して新たな設備投資や販路開

p/soshikiichiran/sangyou/ 市推進課

拓、業務効率化などの前向きな取組を行う市内の事業者を対象に、かかった費用の一部を

sangyoritsushisuishinka/o 〇国や栃木県の該当する補助金の交付

佐野市が補助します。

shirase/15359.html

「ものづくり・商業・サービス補助金」、「持続化補助金」、「IT導入補助金」
〇市内に事業所等を有する事業者

なし

業計画のいずれかの認定または承認を

確定後に申請し、該当する補助金の交
付後に請求

対象事業）
佐野市内の事業所において、国・県の補助を活用して新たな設備投資や販路開拓、業務効
率化などに取組む事業
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38

〇

〇

〇

〇

〇

〇

なし

なし

新分野展開・ 長野県

長野県プラス補助金（中小企業経営構 信州未来リー

業態転換

造転換促進事業補助金）

ディング企業育

長野県プラス補助金（中小企業経営構 中小企業ニュー

新商品開発

造転換促進事業補助金）

長野県

2月15日（火）

39

〇

中小企業(卒業枠)：定額1,000 万円 ・中小企業(卒業枠)：定額

https://www.pref.nagan 交付申請の前に、長野県から補助事業

枠）の交付決定を受けた後、事業計画を県に提出し、補助事業の確認を受ける必要があります。 事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進

o.lg.jp/keieishien/corona の確認を受ける必要があります。

するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染

ノーマル対応支

/kouzou-tenkan.html

リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため

2021年3月3日（水）～2022年
2月15日（火）

援事業

ものづくり・商業・サービス補助金：200万 ・ものづくり・商業・サービス補助金：4/30

長野県内中小企業

円 ・小規模事業者持続化補助金：3/20
小規模事業者持続化補助金：20万円

AI・IoT等先端技術活用DX推進事業

2021年6月21日（月）～2021

（中小企業先進的取組等支援補助金）

年7月21日（水）

（1次締切）
New

中小企業(通常枠)：500 万円 ・中小企業(通常枠)：4/30

本補助金の交付を受けるためには、中小企業等事業再構築促進事業（中小企業：卒業枠及び通常 本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来（ポストコロナ）に向けた

成事業

生産性向上・ 長野県

生産性向上

2021年3月3日（水）～2022年

長野県内中小企業

IoTの活用：100万円 1/2以内

本補助金の交付を受けるためには、中小企業生産性革命推進事業（ものづくり・商業・サービス 本県経済において中心的な役割を果たしている中小企業の未来（ポストコロナ）に向けた

https://www.pref.nagan 交付申請の前に、長野県から補助事業

補助金及び小規模事業者持続化補助金のうち低感染リスク型ビジネス枠に限る）の交付決定を受 事業再構築を支援し、日本の各産業分野におけるリーディングカンパニーへの成長を促進

o.lg.jp/keieishien/corona の確認を受ける必要があります。

けた後、事業計画を県に提出し、補助事業の確認を受ける必要があります。

/kouzou-tenkan.html

するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナを見据え、ニューノーマルに対応した低感染
リスク型ビジネスへの取組など、持続可能な経営形態への転換を支援するため

県内に本社又は事業所を有する中小企業・小規模事業者等

AIの活用：200万円

交付決定通知日から2022年1月31 https://www.pref.nagano.l 〇問合せ先：長野県産業労働部 経

〇初めに、「AI・IoT等先端技術利活用支援拠点」（公益財団法人長野県テクノ財団内）に相談

県内企業等の事業活動へのAI・IoT等先端技術の活用を推進することで、省力化・生産性

を行い、同拠点から応募事業に関する所見等の書類（事業計画書 別紙）の交付を受けること。

向上の成功事例を創出するとともに、県内ベンダーの提案力向上・競争力強化に繋げ、県 日まで

g.jp/keieishien/ai-

営・創業支援課 中小企業支援係

〇発注先は県内ベンダーに限る。

内産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の促進することを目的とします。

iot_hojyo.html

〇最初に「AI・IoT等先端技術利活用

〇令和４年１月末日までに完了する事業であること。
対象事業）

※AI、IoT両方を活用する場合は200万円以

なし

支援拠点」への相談が必要
〇提出方法：ながの電子申請サービス

以下のいずれか又は全ての技術を活用し、生産工程・業務管理工程その他事業活動の生産

内

性向上を図る事業
(1) IoTの活用：

センサを活用したモノのインターネットへの接続による、生産工程等の

遠隔管理の実現や、データ収集の自動化等
(2) AIの活用：

生産性向上

長野県

AI・IoT等先端技術活用DX推進事業

2021年7月22日（木）～2021

（中小企業先進的取組等支援補助金）

年8月27日（金）

（2次締切）
New

40

〇

なし

IoTの活用：100万円 1/2以内

県内に本社又は事業所を有する中小企業・小規模事業者等

AIの活用：200万円

収集データの分析・予測の自動化による業務効率化の実現等

〇初めに、「AI・IoT等先端技術利活用支援拠点」（公益財団法人長野県テクノ財団内）に相談

県内企業等の事業活動へのAI・IoT等先端技術の活用を推進することで、省力化・生産性

を行い、同拠点から応募事業に関する所見等の書類（事業計画書 別紙）の交付を受けること。

向上の成功事例を創出するとともに、県内ベンダーの提案力向上・競争力強化に繋げ、県 日まで

g.jp/keieishien/ai-

営・創業支援課 中小企業支援係

〇発注先は県内ベンダーに限る。

内産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の促進することを目的とします。

iot_hojyo.html

〇最初に「AI・IoT等先端技術利活用

〇令和４年１月末日までに完了する事業であること。

支援拠点」への相談が必要
〇提出方法：ながの電子申請サービス

対象事業）

※AI、IoT両方を活用する場合は200万円以

以下のいずれか又は全ての技術を活用し、生産工程・業務管理工程その他事業活動の生産

内

性向上を図る事業
(1) IoTの活用：

センサを活用したモノのインターネットへの接続による、生産工程等の

遠隔管理の実現や、データ収集の自動化等
(2) AIの活用：

-3/7-

交付決定通知日から2022年1月31 https://www.pref.nagano.l 〇問合せ先：長野県産業労働部 経

収集データの分析・予測の自動化による業務効率化の実現等

設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金

データ日付: 2021/7/6

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金

背景色凡例

・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

新規追加または情報更新

・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

概要

おすすめ度
No
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FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

〇

ロボット

〇

IoT

〇

紹介資料

目的分類

地域

名称

サブカテゴリ

募集期間

生産性向上

千曲市/長野

令和2年度補正

先端設備導入支

2021年4月1日～2021年8月31

県

千曲市ものづくり生産性向上事業（コ 援事業

あり

補助限度額

〇

〇

〇

100万円 1/4以内

対象者

補助要件

目的・対象事業

中小企業

〇千曲市内に事業者を有する事業者

新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるため、千曲市内の中小企 2021年4月1日～2021年12月31

https://www.city.chikuma. 〇千曲市から「先端設備導入計画」の

〇「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する事業者

業・小規模事業者の生産性向上を目的とした設備投資や販路開拓のための取組等の事業

lg.jp/docs/2020082400053 認定を受けた設備

日

対象期間

日

〇助成対象：認定を受けた160万円以上（消費税抜き）の設備の導入

(SP-40088JA_01)
未来創造産業立地促進補助金（ものづ

2021年7月2日(金)～2021年9

くり国内回帰工場立地支援型）

月30日(木)

設備導入費の5％以内（建物を除く）

県内に設備投資を行う企業

※応募が多数の場合は、予算の範囲内で調整を行

（2次募集）
42

補助率/助成率

ロナ対応型）

生産拠点整備 新潟県

New

詳細

うことがあります。

なし

URL

/

備考

〇太陽光発電設備は対象外

事業計画が、以下の①又は②に該当し、建物を除く設備導入費が1億円を超え、かつ県内の新規

新型コロナウイルス感染症の影響により、サプライチェーンを見直し、生産拠点の国内 回 2022年1月31日までに工場の操業 https://www.pref.niigata.l 〇問合せ先：新潟県産業労働部産業立

常用雇用者を５人以上増加する計画であること

帰等を進める企業に対し、県内製造拠点の新・増設の費用の一部を補助する。

や頭金の支払いを完了する必要が g.jp/site/sangyoritchi/kok 地課

① 国の「サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金」の補助要件を満たし、県内

あります。

に設備投資を行う場合

※これによりがたい場合は、個別

② ①以外で以下のいずれかに該当する場合

に相談する。

unaikaikikoubo4.html

ア）海外で生産していた製品等を国内で生産するため、県内に設備投資を行う場合

※特に、国の「サプライチェーン対策のための国

イ）輸入していた製品等を自社で製造するため、県内に設備投資を行う場合

内投資促進事業費補助金」の採択企業に対し、上

ウ）大手・中堅企業等がサプライチェーンの見直しを行い、製品等の調達先を海外から国内へ
切り替えた場合に、その調達先となった企業が県内に設備投資を行う場合

限額の調整を行うことがあります。

エ）新型コロナウイルス感染症収束後の需要の増加や同感染症の影響による市場ニーズの変化
に対応した設備投資を行う場合

生産性向上
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〇

〇

〇

新潟市/新潟

令和3年度

県

新潟市中小企業生産性向上設備投資補

2021年4月1日～随時

1,000万円 [通常枠] 基礎部分10%, 加算部分30%

中小企業者（製造業、新聞業、出版業）

（通常枠は500万円） [コロナ対策枠] 基礎部分20%, 加算部分40%

助金 (第1期募集)

あり

〇新潟市内の工場等（製造業、新聞業、出版業）に設備投資を行う中小企業者

新潟市内に工業等を有する中小企業者（製造業、新聞業、出版業）の生産性向上に資する

https://www.city.niigata.lg 〇申請前に設備投資計画の事前相談が

〇「コロナ対策枠」は、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための設備投資で生産性向 機械及び装置の設備投資を行う事業

.jp/business/kigyo/toshi/ 必要

上要件を達成

seisannsei-hojo.html

〇他の助成金や補助金の交付を受ける設備でないこと

〇補助金の交付決定後に発注する。
〇補助金の実績報告を2022年3月31
日まで行う。

(SP-40086JA_01)

〇
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なし

ロボット導入 静岡県

産業用ロボット導入事前検証・事業化

事前調査

可能性調査事業費補助金

生産性向上・ 静岡県

令和3年度

2021年6月14日(月)

新商品開発

小規模企業経営力向上事業費補助金

～2021年7月26日(月)

工場・研究所 愛知県

（2次募集）
新あいち創造産業立地補助金

2021年４月1日(木)～随時

50万円 1/2以内

県内に事業所又は住所を有する中小企業者

〇調査のために必要な機械装置の購入費、製作費、借用費及びリース料、支援を受けようとする 中小企業者の労働生産性の向上を図るため、産業用ロボット導入事前検証・事業化可能性 交付決定の日から事業完了日まで https://www.pref.shizuok 〇問合せ先
中小企業者において調査事業に従事する者の人件費は、補助対象とならない。

調査事業を行う中小企業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

a.jp/sangyou/sa-

静岡県経済産業部産業革新局産業イノ

130/sangyouyourobot.htm ベーション推進課
l
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46

〇

〇

〇

〇

〇

〇

なし

の新増設

〇

〇

10億円（県支援分は5億円） 10％以内（県支援分5％）

大企業、中小企業

なし

Bタイプ

随時

10億円 10％以内（既設工場での設備投資は5％以内）

（サプライ

http://www.pref.shizuoka. 〇問合せ先：最寄りの商工会・商工会

・自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの

を目指して行う工夫・改善による新たな取組に要する経費を助成します。

jp/sangyou/sa-

・新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの

550/keieiryokukoujou-

・経営革新計画の承認取得を目指す3年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの

hojo.html

【投資規模要件】
中小企業 ： 1億円以上

（１）次世代自動車（自動車を含む）、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報

助率など募集内容に違いがあります。

通信、ロボット、その他知事が認める分野

〇問合せ先：愛知県産業労働部産業立

大企業 ： 100人以上

（２）愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集積業種

地通商課（立地推進グループ）

中小企業 ：25人以上

〇

〇連携する市町村により、補助額、補

大企業、中小企業

【投資規模要件】

サプライチェーンの中核をなす分野や成長産業分野において、県内の経済活力や雇用の喪

https://www.pref.aichi.j 〇問合せ先：愛知県産業労働部産業立

製造業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業

大企業

失防止・拡大につながる、小さくてもきらりと光る企業立地を支援します。

p/ricchitsusho/yuuguu/k 地通商課（立地推進グループ）

中小企業 ： 2,000万円以上

： 5億円（②は25億円）以上

【対象分野】

en.html#shinaichi

【雇用要件】

（１）次世代自動車（自動車を含む）、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報
通信、ロボット、その他知事が認める分野

大企業 ： 20人以上

中小企業 ： 5人以上

（２）（１）のうち、以下のいずれかに該当するもの
①サプライチェーンの中核をなす部品・素材分野
②高い成長性が見込まれる分野又は企業

随時

100億円（投資額300億円以下の場合 ： 10 10％以内（既設工場での設備投資は5％以内）

大企業、中小企業

億円） ・研究所は、新増設 ： 20％以内（既設 ： 10％以
内）

〇

en.html#shinaichi

認定申請から支援期間が終了するまでの間、以下の常用雇用者を維持

常用雇用者数の増

の新増設

〇

p/ricchitsusho/yuuguu/k 間接補助

【雇用要件】

援）
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https://www.pref.aichi.j 〇中小企業の場合は、市町村を通じた

町村と連携し、県内における再投資を支援します。

間接補助）

企業立地等の支

21世紀高度先端産業立地補助金

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、立地市
【対象分野】

をなす分野等の

工場・研究所 愛知県

議所

・20年以上同一市町村内で工場等を有していること。

チェーンの中核

なし

静岡県は、県内の小規模事業者を対象として「新たな需要の開拓」又は「生産性 の向上」

業・ソフトウェア業に係る工場、研究所を新設又は増設する企業（中小企業の場合は、市町村を通じた

の支援）

新あいち創造産業立地補助金

〇以下の要件のすべてを満たすもの

20年以上、県内（新設又は増設を行う市町村内）に立地する工場等を有し、同一市町村内において製造 大企業 ： 25億円以上

する県内再投資

の新増設

〇

随時

小規模事業者

（市町村と連携

工場・研究所 愛知県
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Aタイプ

50万円 2/3以内

製造業・ソフトウェア業に係る工場・研究所を新設又は増設する企業（中小企業の工場の場合は、市町

大企業（工場）

村を通じた間接補助）

大企業（研究所）
中小企業

：50億円以上
：
：

5億円以上
2億円以上

【雇用要件】

・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超え

なし

【投資規模要件】

県経済に大きな技術波及・雇用創出効果をもたらす、高度先端産業分野における大規模な

https://www.pref.aichi.j 〇中小企業の場合は、市町村を通じた

工場・研究所の立地 を支援します 。

p/ricchitsusho/yuuguu/k 間接補助

【対象分野】

en.html#shinaichi

航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、先端素材、ナノテクノロジー、バ

助率など募集内容に違いがあります。

イオテクノロジー、その他知事が認める高度先端的な技術分野

〇問合せ先：愛知県産業労働部産業立

新規常用雇用者の増

る金額の5％を10億円に追加

大企業（工場）
中小企業（工場）

〇連携する市町村により、補助額、補

地通商課（立地推進グループ）
：20人以上
： 5人以上

・300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増
を追加

生産性向上・ 東浦町/愛知
49

〇

〇

〇

あり

新商品開発

設備投資、販路開拓等補助金

県

2020年8月11日～
随時

100万円 国の対象補助金の補助対象経費（税抜）から確定

中小企業者等

〇

〇

なし

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型）」

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

higashiura.lg.jp/juyo/cov 種類により、補助限度額が異なりま

「小規模事業者持続化補助金」

担の軽減および事業の継続を支援すること目的とし、補助するものです。

id19/jigyosyanominasam す。

「サービス等生産性向上IT 導入支援事業費補助金」

a/10257.html

「JAPANブランド育成支援等事業費補助金（事業型）」

生産性向上・ 三重県

三重県新型コロナ克服 生産性向上・業

2021年5月31日(月)～2021年7

新商品開発・

態転換支援補助金 （第2回）

月7日(水)

200万円 通常枠：1/2以内

中小企業等

特別枠：4/5以内

業態転換・

〇

https://www.town.aichi- 〇交付決定を受けた国の対象補助金の

された交付額を差し引いた額の 1/2

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

(SP-40073JA_01)

新分野展開・
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〇令和2年4月1日以降に以下のいずれかの補助金の交付決定を受けた事業

生産拠点整備

〇三重県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等で、新型コロナウイルス感染症の影響 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等が、コロナ禍の現状のみなら ず「ア 交付決定日～2021年12月28日

https://www.pref.mie.lg.jp 〇問合せ先：三重県 雇用経済部 中小

を受けたもの。

フター・コロナ」を見据えたビジョンを持って、生産性向上や業態転換の意 欲的な経営向

/SHINSAN/HP/m0143000 企業・サービス産業振興課

〇特別枠は令和3年3月から5月の売上合計が前年又は前々年の同3か月との比較で30％以上減少

上に取り組むことを支援します。

177.htm

している事業者が対象です。

【対象事業】

郵送による提出又は三重版電子申請シ

〇補助金の申請は通常枠と特別枠のどちらかになります。同時申請はできません。

生産性向上や業態転換に向けて実施する次に掲げる事業

ステムによる電子申請（※持参はお控

〇令和3年4月8日で募集を終了した本補助金（第1回目）の採択事業者は対象外です。

(1)生産性向上のためのＤＸの導入。

えください）

〇申請方法

〇採択された場合、補助金申請時に作成した経営向上計画書に基づいて 「三重県版経営向上計画 (2)省力化・作業効率化・生産能力の増強等により生産性向上を推進する取組。

〇実績報告書の提出

（ステップ2またはステップ3）」を策定し、令和3年度末を目途 に認定を受けていただきます。 (3)需要が見込める分野にシフトして収益の柱を作る事業再構築。

事業完了後30日を経過した日又は、

(4)新商品・新サービスの開発、新事業の立ち上げ。

2022年1月14日のいずれか早い日ま

(5)新たな需要が見込める既存商品のブランド力強化。

でに実績報告書を提出

(6)新たな顧客層の掘り起こしにつなげるための取組。
(7)サプライチェーンの強靱化のための部素材の内製化、製造工程の再構築。
(8)その他、中小企業等が実施する生産性向上、業態転換の意欲的な経営向上の取組で、知
事が適当と認めるもの。

生産性向上・ 三重県

令和３年度三重県サプライチェーン強

2021年7月1日(木)～2021年7

生産拠点整備

靱化促進緊急対策補助金

月30日(金)

17時15分必着

一般枠：3,000万円+常用雇用者増加分 中小企業者：1/2以内（c.増強型は1/3以内）

県内においてサプライチェーンの強靱化に取り組む製造事業者

F/S（実行可能性調査）特化枠：100万円 その他：1/3以内 （c.増強型は1/4以内）

〇原則、令和4年3月1日(火)までに補助対象設備の取得、設置移転、調査の完了が確認できるこ

新型コロナウイルスの感染拡大により、素材・部材の調達や製品の出荷が滞るなど、サプ 交付決定日～2022年3月1日まで

https://www.pref.mie.lg.jp 〇問合せ先：三重県 雇用経済部 企業

と

ライチェーンの脆弱性に伴う三重県内の企業活動への影響が顕在化する中、強靱なサプラ

/TOPICS/m0031900043.ht 誘致推進課

〇補助対象となる生産拠点での雇用数（常用雇用者数）について、補助金交付事業完了後3年間

イチェーンを構築しようとする企業に対して所定の経費を補助することにより、県内企業

m

は、その常用雇用者数を維持すること

におけるサプライチェーンの転換や強靱化を促進することで、県内企業の競争力強化を図

補助金申請システム「Jグランツ」、

ることを目的とします。

持参、郵送

※常用雇用者増加分の補助率は以下の通りです。
New

51

〇

〇

〇

研究者：100万円/人

なし

〇申請方法

対象事業）

若者（45歳未満）：50万円/人

a.転換型：強靱で高度なサプライチェーンを構築するための以下の事業
・海外及び県外で生産していた製品を県内製造に転換

その他：30万円/人

・他社に外注していた製品を県内事業所で内製化に転換
b.研究開発強化型：研究開発機能を県内に新設・増設するための事業
c.増強型：強靱で高度なサプライチェーンを構築するための生産能力の増強に資する事業

52

53

54

〇
〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

あり

なし

なし

生産性向上・ 松阪市/三重

令和3年松阪市中小企業を支えるもの

国の補助金交付決定を受けてか

新商品開発

づくり等支援事業補助金

ら30日を経過する日まで

県

150万円 国の補助対象経費から国の補助額を差し引いた額

中小企業等

〇松阪市に本社もしくは事務所を有する

松阪市では、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う中

https://www.city.matsusa 〇国のものづくり補助金に令和4年3月

〇国の「ものづくり補助金」（低感染リスク型ビジネス枠）の交付決定を受けた事業

小企業を応援するため、国の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に上

ka.mie.jp/site/kigyoyuti/

末までに申請または採択を受けた事業

乗せ支援を行います。

mono-hojyo3.html

が対象。
〇ものづくり補助金の低感染リスク型
ビジネス枠のみ対象。

(SP-40089JA_01)
新分野展開・ 四日市市/三 四日市市中小企業等事業再構築促進サ

国からの補助金確定通知後～

業態転換

重県

ポート補助金

2022年3月31日まで

生産性向上

大垣市/岐阜

令和3年度

事業実施10日前まで

県

ロボット等導入支援事業補助金

※予算限度枠に達した時点で募
集を終了

100万円 補助対象経費から国の補助金額を除いた自己負担

中小企業・小規模事業者（個人事業者を含む）

額の1/2
100万円 補助対象経費の1/2以内

市内に本社を有する中小製造業者

〇四日市市に本社もしくは主たる事務所を有する

新型コロナウイルス感染症の影響で新分野展開や業態転換、事業・業種転換等に新たに挑

https://www.city.yokkaich 〇問合せ先：四日市市役所 商工課

〇国の事業再構築補助金の交付を受けた事業者

戦する市内の中小事業者や個人事業者の方を支援します。

i.lg.jp/www/contents/161 〇国からの補助金確定通知後、市へ補

（国の事業再構築補助金の上乗せ補助金）

6395456342/index.html

中小製造業の生産性向上・競争力強化を図るため、ロボット、AI等の先端設備を活用した

https://www.city.ogaki.lg.j 〇問合せ先：大垣市経済部産業振興室

システム導入経費の一部を補助します。

p/0000053396.html

〇令和4年3月31日までに実績報告が完了すること。

※補助対象経費から国・県当の補助金を差し引い

対象）

た額を基準とします。

システム導入により、(1)監視（モニタリング）、(2)保守（メンテナンスサービス）、(3)
制御（コントロール）、(4)データ分析（アナライズ）のいずれか又は複数を行い、生産性
向上（現場作業改善、工程管理、在庫管理、品質確保、業務プロセス効率化、技能継承
（脱属人化）、経営改善）を図るものが対象。

-4/7-

助申請を行ってください。

設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金

データ日付: 2021/7/6

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金

背景色凡例

・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

新規追加または情報更新

・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

概要

おすすめ度
No

FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット

IoT

紹介資料

目的分類

地域

名称

生産性向上・ 高山市/岐阜

高山市中小企業生産性革命推進事業補

新商品開発・ 県

助金

新分野展開・

サブカテゴリ

詳細

募集期間

補助限度額

補助率/助成率

対象者

補助要件

～2022年3月31日

①ものづくり補助金

①ものづくり補助金

国・県の補助金の採択を受けた事業者

〇令和4年3月31日までに国・県の補助金の交付額が確定していないと、市の補助金交付の対象と 新型コロナウイルス感染症による影響を乗り越えるために、市が指定した国又は県の補助

https://www.city.takayam 〇問合せ先：高山市役所

※市内事業所を対象とした取り組みである必要があります。

なりません。

a.lg.jp/shisei/1000067/10 〇申請方法：郵送または持参

業態転換

・低感染リスク型ビジネス枠

：250万円

・低感染リスク型ビジネス枠：1/6

・特別枠(※)

：500万円

・特別枠(※)

②持続化補助金

〇

〇

〇

なし

：16.6万円

・低感染リスク型ビジネス枠：1/6

・コロナ特別対応枠(※)

：50万円

・コロナ特別対応枠(※)

56

〇

〇

〇

国補助金の確定通知日から30日

新商品開発

ウイルス感染症対策)

を経過した日又は2022年3月15

県

商工振興課

※感染拡大防止のため、郵送による提
出にご協力ください。

〇ものづくり補助金、持続化補助金における事業再開枠は補助対象経費に含みません。
〇対象補助金が「事業再構築補助金」の場合、補助金は250万円又は補助対象経費と国の補助金

：1/3

の差の2分の1の額のどちらか低い金額です。

・低感染リスク型ビジネス枠：112.5万円

・低感染リスク型ビジネス枠：1/6

・特別枠(※)

：225万円

・特別枠(※)

：1/3

・臨時枠(※)

：100万円

・臨時枠(※)

：1/3

④事業再構築補助金

：250万円 ④事業再構築補助金

：1/2

⑤県)コロナチャレンジ補助金

：37.5万円 ⑤県)コロナチャレンジ補助金

：1/6

⑥県)コロナ新商品補助金

：250万円 ⑥県)コロナ新商品補助金

：1/6

：75万円 ⑦県)応援補助金(※)

：1/3

※令和2年度に採択済の国・県の補助金

100万円 国のものづくり補助金の補助対象経費の1/6

市内に事業所を有している方

(事業者負担分(1/3)の1/2)

〇国のものづくり補助金の「特別枠」または「新特別枠（低感染リスク型ビジネス枠）」の交付 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、前向きな投資を行う市内の事業者

https://www.city.mizunam 〇問合せ先：瑞浪市役所経済部商工課

が確定している方

を支援するため、国が設備投資に係る費用の一部を補助する「ものづくり・商業・サービ

i.lg.jp/sangyou_business/ 〇申請方法：国の「ものづくり補助

ス生産性向上促進補助金」のうち、「特別枠」または「新特別枠（低感染リスク型ビジネ

kigyoushien/1006690/100 金」の交付確定後、市役所商工課へ提

ス枠）」で申請し、採択された事業者に対して、市が上乗せで補助金を交付します。

6692.html

(特別枠または新特別枠で不採択となり、代わりに通常枠で採択された場合を含む)

日(火)のいずれか早い日

なし

12355/1012542.html

要件は満たして申請したものの、通常枠において採択を受けた事業計画についても、本補助金の る。

備考

③IT導入補助金

※令和2年度に採択済の国・県の補助金

ものづくり補助金助成事業(新型コロナ

金を活用し、様々な取り組みを積極的に行う事業者に対して、国又は県の補助金に加え市

URL

対象としております。

・低感染リスク型ビジネス枠

⑦県)応援補助金(※)

生産性向上・ 瑞浪市/岐阜

対象期間

〇国のものづくり補助金の「低感染リスク型ビジネス枠」、「特別枠」として申請をおこない、 でも上乗せし補助することにより、経営の革新と持続化を図る事業を促すことを目的とす

：1/3

②持続化補助金

③IT導入補助金

55

目的・対象事業

出

※特別枠については、令和2年12月で募集を終了しています。

〇

57

なし

生産性向上・ 瑞浪市/岐阜

IT導入補助金助成事業(新型コロナウ

国補助金の確定通知日から30日

新商品開発

イルス感染症対策)

を経過した日又は2022年3月15

県

225万円 国のIT導入補助金の補助対象経費から当該補助金

市内に事業所を有している方

〇国のIT導入補助金の特別枠または低感染リスク型ビジネス枠の交付が確定している方

額を差し引いた差額

日(火)のいずれか早い日

新型コロナウイルス感染症の対策として、テレワーク環境等の整備に取り組む市内の事業

https://www.city.mizunam 〇問合せ先：瑞浪市役所経済部商工課

者を支援するため、国が同感染症の具体的な対策に係るITツールの導入に補助を行う「IT

i.lg.jp/sangyou_business/ 〇申請方法：国の「IT導入補助金」の

導入補助金」のうち「特別枠」または「低感染リスク型ビジネス枠 C類型、D類型」で申

kigyoushien/1006690/100 交付確定後、市役所商工課へ提出

請し、採択された事業者に対して、市が上乗せで助成金を交付します。

6693.html

※特別枠については、令和2年12月で募集を終了しています。

58

59

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇

60

生産性向上・ 瑞浪市/岐阜

持続化補助金助成事業(新型コロナウイ

国補助金一般型、国補助金特別

25万円 市の上乗せ支援対象の国又は県の持続化補助金の

新商品開発

ルス感染症対策)

枠又は県補助金の確定通知日か

補助対象経費から当該各補助金額を差し引いた額

県

なし

市内に事業所を有している方

ら30日を経過した日又は2022
年3月15日(火)のいずれか早い

なし

新分野展開・ 瑞浪市/岐阜

事業再構築補助金助成事業(新型コロナ

業態転換

ウイルス感染症対策)

県

生産性向上・ 各務原市/岐
なし

新商品開発

〇市の上乗せ支援対象とする国又は県の持続化補助金の交付が確定している方

新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも、販路開拓等に取り組む市

https://www.city.mizunam 〇問合せ先：瑞浪市役所経済部商工課

支援対象の補助金）

内の事業者を支援するため、国の「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞、＜コロナ特別

i.lg.jp/sangyou_business/ 〇申請方法：国補助金一般型、国補助

・「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望した上で国に申請した、小規模事業者持続化 対応型＞、＜低感染リスク型ビジネス枠＞」又は県の「アフターコロナ・チャレンジ事業

kigyoushien/1006690/100 金特別枠又は県補助金の交付確定後、

補助金＜一般型＞

者応援補助金(岐阜県小規模事業者持続化補助金)」を活用し、その事業の採択された事業

6694.html

・国の小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞、＜低感染リスク型ビジネス枠＞

者に対して、市が上乗せで助成金を交付します。

・県のアフターコロナ・チャレンジ事業者応援補助金(岐阜県小規模事業者持続化補助金)

日
国補助金の確定通知日から30日

30万円 国補助金の補助対象経費から当該補助金額を差し

市内に事業所を有している方

〇国の事業再構築補助金の交付が確定している方

引いた額

を経過した日又は2022年3月15
日(火)のいずれか早い日

各務原市IT導入補助金

国補助金の交付決定通知を受け

阜県

た日から30日以内

市役所商工課へ提出

市は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開

https://www.city.mizunam 〇問合せ先：瑞浪市役所経済部商工課

や、業態転換、事業・業種転換、事業再編等を実施する事業者を支援するため、国の「事

i.lg.jp/sangyou_business/ 〇申請方法：国の「事業再構築補助

業再構築補助金」の採択を受けた事業者に対し、市が上乗せで補助金を交付します。

kigyoushien/1006690/100 金」の交付確定後、市役所商工課へ提
6691.html

通常枠：75万円 通常枠 1/4

市内に事業所を有する事業者

低感染リスク型ビジネス枠：75万円 低感染リスク型ビジネス枠 1/6

出

〇令和3年度に採択された国のIT導入補助金の交付の決定を受けた者のうち、市内で当該国補助

DXが求められる中、市内事業者におけるIT・IoTの活用を促進するため、サービス等生産

https://www.city.kakamig 〇問合せ先：各務原市産業活力部産業

金の交付の対象となる事業を行う者

性向上IT導入支援費補助金（国補助金）を活用して前向きな投資を行う事業者に対し、市

ahara.lg.jp/business/shok 政策室

がその補助対象経費の自己負担額の一部を補助することにより、市内事業者の投資を後押

ogyo/1011749.html

しします。

生産性向上

New

61

〇

〇

〇

瑞穂市/岐阜

瑞穂市中小企業・小規模事業者活性化

2020年6月1日～2021年8月31

県

補助事業

日

一般枠：200万円 一般枠：1/2（市内循環の場合2/3）

中小企業・小規模事業者

〇当事業の補助対象となるものについて他の補助を受けていないこと

創業者枠：300万円 創業者枠：2/3（市内循環の場合3/4）

なし

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中で、持続的な経営と事業の発展のため、瑞穂 交付決定日～2022年1月31日

https://www.city.mizuho.l 〇問合せ先：瑞穂市商工会

市商工会と連携し、自ら課題に取り組む中小企業・小規模事業者を人的・資金面で支援し

g.jp/11760.htm

ます。また、市内での取引を優遇することで、市内での資金循環を促します。

〇詳細な規定がありますので、瑞穂市
商工会にご相談ください。

対象事業）

※市内循環は対象経費の80%以上を市内事業者に

A)生産性向上、B)経営の効率化、C)販路開拓・拡大、D)事業継承・事業継続

支出した場合に適用。

※AからDの事業を複合的に行うことも可能。

62

〇

〇

〇

新分野展開・ 白山市/石川
なし

業態転換

中小企業等事業再構築支援金

～2022年3月31日

50万円 対象経費の1/6

市内に事業所を有する法人または個人事業主

〇次の補助金のいずれかの受給者
①【国】中小企業等事業再構築促進事業補助金

県

ポストコロナ・ウィズコロナ時代に向けて、新分野進出・事業転換等の取り組み、事業再

https://www.city.hakusan. 〇問合せ先：白山市産業部商工課

編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大を目指す企業等に支援金を支給します。

lg.jp/sangyoubu/kougyosi

②【県】新分野進出・事業転換支援費補助金

nkou/shien/keieisien_2.ht

〇事業期間が令和４年２月末までに終了するもの

生産性向上

福井県

令和3年度

2021年6月21日～2021年7月

IoT・AI・ロボット等導入促進事業補

30日17時

〇
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〇

AI等活用先進型モデル枠：

200万円 1/2以内

1,000万円 （IoT普及枠は県内中小企業２社以上で構成される

ロボット導入枠：

助金（2次募集）
New

IoT普及枠：

県内中小企業

1,000万円 グループの場合：2/3）

ml

〇システム等の構築のため、IT企業に外注する場合、補助金採択の公表にあたって、当該IT企業 県内企業に対し、IoT・AI・ロボット等導入に要する経費の一部を助成することにより 、 交付決定日～2022年2月28日

https://www.fisc.jp/subsi 〇応募方法：持参、郵送または電子申

もあわせて公表します。

dy/iot_ai_robo-r3/

業務効率化や生産性向上に資する 取組みを促進し、企業のDX（デジタルトランスフォー

請（電子申請システム「Jグラン

〇IoTシステム等の構築のため、IT企業に外注する場合、相手先は、県内に本社または 支社を有 メーション）を推進する 。

ツ」）

するソフトウェア業または情報処理サービス業に属する企業とすること。

〇問合せ先：(公財)ふくい産業支援セ

〇補助事業の終了後(令和４年３月)、県や(公財)ふくい産業支援センターが主催するセミナー等

対象事業）

において事業の成果を発表していただきます。

①IoT普及枠：IoTを活用して、自社の生産性および付加価値を高める取組みであって、福

ンター

井県内で実施される事業（すでにIoTを活用している企業における事業は除く）

なし

②AI等活用先進型モデル枠：IoTにより収集したデータを用いて、AIにより、新たな付加
価値を生む先進的な取組みであって、福井県内で実施される事業（すでにAIを活用してい
る企業における事業は除く）
③ロボット等導入枠：ロボットを活用して、自社の生産性および付加価値を高める取組み
であって、福井県内で実施される事業（すでにロボットを活用している企業における事業
は除く）

生産性向上

〇
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福井県

令和3年度

国の交付決定日(2021年6月15

IT導入支援事業補助金

日(火)予定)～2021年9月30日
(木)

なし

通常枠（Ｂ類型）：

225万円 通常枠（Ｂ類型）：

1/4以内

県内中小企業

の条件とします。

112.5万円 1/6以内

富山県ローカル5G活用スマートファク

2021年6月3日～2021年7月16

トリー推進事業費補助金

日

国の交付決定日（6月15日予定）

〇

〇

〇

dy/itshien-r3/

導入を支援し、生産性の向上を図ります。

が、できる限り1次募集にて申請されることをおすすめします。

請（電子申請システム「Jグラン
ツ」）
〇問合せ先：(公財)ふくい産業支援セ
ンター

対象事業）

〇補助事業の終了後（2022年3月） 、県や(公財)ふくい産業支援センターが主催するセミナー等 「IT導入補助金」の通常枠のうちＢ類型または低感染リスク型ビジネス枠（Ｃ類型・Ｄ類

250万円 1/2以内

県内に本社又は事業所を有し、製造業を含む事業を行っている企業

において事業の成果を発表していただ きます。

型）の交付決定を受けた事業

〇交付決定日から 令和4 年3月10日までに完了する見込みのあるものに限ります。

自社の生産性向上や新たな付加価値の創出のため、工場のスマート化を図る県内ものづく 交付決定日～2022年3月10日

https://www.pref.toyama.j 〇問合せ先：富山県商工労働部商工企

〇国、県等の他の補助金、助成金を活用する事業は対象外とします 。

り企業に対して、製造業の高度化が期待される「ローカル5Ｇ」の導入に向けた技術実証

p/1301/sangyou/shoukou 画課企画係

〇補助事業としての採択後、補助事業の情報（企業名、事業テーマ、補助金額、実施内容（企業 や計画策定に必要な経費の一部を支援します。
秘密部分は除く）等）の公表・公開が可能であること。
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https://www.fisc.jp/subsi 〇応募方法：持参、郵送または電子申

〇「IT導入補助金」の募集は、1次募集（5月14日締切）と2次募集（7月中締切）があります

37.5万円
富山県

国が実施する「サービス等生産性向上IT導入支援事業 」（以下、「IT導入補助金」とい

〇2022年3月10日までに、国から「IT導入補助金」の額の確定通知を受け取ることを補助金交付 う。）に採択された事業者にさらなる支援を行うことで、中小企業等におけるITツールの ～2022年2月28日

低感染リスク型ビジネス枠（C類型）： 低感染リスク型ビジネス枠（C類型・D類型）：
低感染リスク型ビジネス枠（D類型）：

生産性向上

〇募集期間内であっても、申請額が予算額に達し次第、募集を終了します。

なし

kensetsu/shoukougyou/s
martfactory.html

※事前相談（任意）を受け付けま
す。

対象事業）

〇申請方法：オンライン（富山県電子

自社の生産性向上や新たな付加価値創造に向け、ローカル5Ｇの活用を検討する 取組みで

申請サービス）又は郵送

あり、富山県内で実施される事業
※「ローカル5Ｇの活用を検討する取組み 」とは、 企業における 人手不足や生産性向上
等の課題解決を図るため、 ローカル5Ｇの 活用 を前提とした技術実証、計画策定等を行
う取組み を指します。

生産性向上・ 富山県

富山県中小企業リバイバル補助金（第

2021年6月11日～2021年7月

通常枠：100万円 通常枠）中小企業・組合：2/3

新商品開発・

2次）

21日 17時

特別枠：200万円

新分野展開・

小規模企業者

中小企業者、小規模企業者、NPO法人、医療法人、組合

：3/4

特別枠）中小企業・組合：3/4
小規模企業者

業態転換

〇新型コロナの影響を受け、売上が減少した、県内に主たる事業所を置く事業者等。

新型コロナウイルスの影響により売上高が減少した事業者の皆様が、ウィズコロナ、ポス ～2021年12月24日

https://www.tonio.or.jp/in 〇問合せ先：（公財）富山県新世紀産

〇通常枠の組合せ可、特別枠と通常枠の両方への申請は不可。

トコロナを見据えた「新しい生活様式」やデジタル化に対応し、事業活動を再建し成長、

fo/20210305-ri/

〇募集開始前に実施した事業も対象

発展するため、販路開拓や感染症対策、DX等に加え、企業連携や業態転換等による新ビジ

業機構

中小企業支援センター

〇申請方法：オンライン申請又は郵送

予算成立日令和3年2月10日(水)以降に実施する事業で、令和3年12月24日(金)までに事業を完了 ネスの創出などの意欲的な取組みに要する経費に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助

：4/5

し実績報告書を提出できる見込みがあるものが対象。

することにより、企業の経営基盤強化、本県経済の活性化を図ることを目的としていま

〇「令和2年度富山県地域企業再起支援事業費補助金」の採択企業も申請可。

す。

〇本補助金の第1次募集の採択企業は申請不可。
対象事業）
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〇

〇

〇

【通常枠】

なし

①DX推進、②販路開拓・売上向上、③新商品開発、④環境改善、⑤経営革新
【特別枠】
①企業間連携「ワンチームとやま」枠
・複数企業が連携した新ビジネスの創出や生産性向上・コスト低減に資する事業
②業態転換・事業承継枠
・業態転換等を伴う新市場の開拓や新規事業の立上げなど事業継続や経営変革に資する事
業
・事業承継を契機に新たに取り組む新商品・サービスの開発や販路開拓等の意欲的な事業

生産性向上
67

〇

〇

〇

あり

東大阪市/大

令和3年度

阪府

中小企業設備投資支援補助金

一般型

2021年4月1日～2022年2月28

300万円 1/2以内

中小企業（製造業者、ファブレス企業）

日

〇東大阪市内に設備等を設置する拠点（本社、事業所、研究開発拠点、工場等）があり、生産に 東大阪市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が行う「革新的な製品」又は

https://www.city.higashio 〇東大阪市から「先端設備等導入計

直接寄与する設備であること。

saka.lg.jp/0000027736.ht

〇東大阪市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備を導入する事業者
〇東大阪市内において、令和3 年度中に国が行う設備投資を伴う補助事業（ものづくり補助金
等）の採択を受けた企業は対象外です。

(SP-40087JA_01)

-5/7-

「生産プロセスの改善」等に必要な設備・システム投資を行う 事業

ml

画」の認定を受けた設備

設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金

データ日付: 2021/7/6

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金

背景色凡例

・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

新規追加または情報更新

・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

概要

おすすめ度
No

FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット

IoT

紹介資料

目的分類

地域

名称

サブカテゴリ

募集期間

生産性向上

堺市/大阪府

令和3年度

製造工程の効率

2021年9月1日(水)～2021年9

堺市中小企業デジタル化促進補助金

化や生産性向上

月30日(木)消印有効

詳細

補助限度額

補助率/助成率

IoT、AI導入：50万円 1/2以内
ロボット導入（IoT、AIとの複合導入を含

に繋がる補助事

対象者

補助要件

目的・対象事業

堺市内に主たる事業所を有する中小企業者

〇堺市産業振興センターが運営する「IPCスマートものづくり導入センター」で申請する補助事

新型コロナウイルス感染症の拡大により社会経済活動に大きな影響が及ぶ中、市内ものづ 交付決定日から2022年2月28日ま http://www.city.sakai.lg.jp 〇問合せ先：堺市役所 産業振興局 商

※小規模事業者ではないこと。

業について支援を受けた事業者

くり中小企業のデジタル化を促進し、経営基盤の強化を図ることを目的として、デジタル で

/sangyo/shienyuushi/chu 工労働部 ものづくり支援課

〇「巣ごもりDXステップ講座情報ナビ」に掲載しているオンライン講座を受講すること

技術を活用した販路開拓の取組や、製造工程の効率化・生産性向上につながる取組等にか

sho/busexp/digitalka.html 〇IPC スマートものづくり導入支援セ

〇以下のいずれにもあてはまらないこと。

かる経費の一部を補助します。

む）：150万円

〇

〇

URL

なし

備考

ンターに関する問合せ先：堺市産業振

・市税の滞納がある。

業
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対象期間

興センター 経営支援課

・本募集に対して、同一事業者として既に申請している。

対象事業）

・販路開拓等に繋がる補助事業について申請する者で、令和2年度事業の堺市中小企業デジタル

以下の補助対象事業のうち、「(2)製造工程の効率化や生産性向上に繋がる補助事業」が対

トランスフォーメーション促進補助金の補助金交付を受けている。

象です。

・製造工程に係る補助事業について申請する者で、令和2年度事業の堺市スマートものづくり導

(1)販路開拓等に繋がる補助事業

入支援補助金の補助金交付を受けている。

デジタル技術の活用により、販路開拓に繋がる取組に係る事業であること

・本事業への申請内容と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関から補助金等 (2)製造工程の効率化や生産性向上に繋がる補助事業
の資金助成を受けている、または受ける予定である。

製造工程の効率化や生産性向上による構想力強化を図ることを目的に、IoT、AI、ロボッ
トを導入する事業であること

生産性向上・ 京都府

令和3年度

2021年7月1日(木)～2021年8

試作・実証コース：

新商品開発・

企業連携型ビジネス創出支援事業補助

月27日(金)17時必着

事業展開コース：

生産拠点整備
New
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〇

〇

〇

120万円 1/2

京都府内に拠点を有する２社以上の企業で構成される企業連携グループ(中小企業者を代表企業とするこ 〇京都府内に本事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小企業 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、サプライチェーンの毀損や大きな見直しに 交付決定日から2022年1月31日ま https://www.ki21.jp/kobo 〇問合せ先

1,000万円 （土地造成費、建物建設費、量産設備は15%）

金

者を代表企業とし、構成企業１者以上を含む企業連携グループであること。

よる産業構造の変化、一変した暮らしの有り様がもたらす市場ニーズの変化など、中小企 で

ただし、補助金交付対象企業の資格を満たしている場合でも、代表企業と構成企業が親会社・子会社の

〇本年度、(公財)京都産業21が実施する「企業連携型ビジネス創出支援事業」、「『産学公の

業をとりまく経営環境は大きな変容を遂げています。そこで、そうした変化に対応するた ただし、事前着手が認められた場

関係にある場合は、代表企業もしくは構成企業のどちらか一方のみが補助金交付対象となります。

森』推進事業」、「小規模企業等経営基盤強化支援事業」とは、併願申請できません。

め、業種の垣根等を越えた企業連携グループの形成から新ビジネスの創出に至るまでの取 合は4/1から可。

/r3/renkei2/index.html

(公財)京都産業21 事業成長支援部

〇財団が本年度に実施する「京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業」、「中小企業共同 組を支援し、WITH コロナ時代における京都経済の活性化を図ります。

＜2次募集＞

なし

と。構成企業には大企業も参画可）

・プロジェクトリーダーの選定

型ものづくり支援事業」、「次世代地域産業推進事業」とは、併願申請できません。

企業連携グループの中からプロジェクトリーダーを１名選んでください。

〇国等他の機関が実施する他の制度において併願が認められている場合にあっては、併願申請は 対象事業）

プロジェクトリーダーは、グループ全体のマネジメント並びに事業計画の策定、事業の実施及び成果を

可能ですが、他の補助金、助成金等の交付を受けている費用について、併用適用できませんので ①試作・実証コース：連携に向けた各企業の経営資源の見直し等に係る勉強会、連携によ

管理・総括する、本事業に関するグループの責任者です。

御注意ください。

必ずしもグループの代表企業となる中小企業者に所属する方である必要はありません。

る新事業構築のための市場調査、試作・開発、テストマーケティング等の取組
②事業展開コース：連携による新事業の実施に向けた販路開拓、生産技術開発、量産・流
通体制の整備、広報活動等の取組

生産性向上・ 京都府

京都エコノミック・ガーデニング支援

2021年6月1日(火)～2021年7

新商品開発・

強化事業補助金

月30日(金) 17時必着

新分野展開

事業創生コース：100万円 事業創生コース：1/2以内

中小企業者

〇京都府内に本補助事業に係る製品開発、生産、営業等の事業活動を遂行する拠点を有する中小 グローバル競争の激化、人口減少時代の到来、AI・IoTをはじめとする技術革新など、経

交付決定日から12ヶ月間

企業者で、かつ自社独自の強みを活かし、新商品・新サービス・新ビジネスモデル等の開発、新 済環境が複雑化の一途を辿る中で、新型コロナウイルス感染症の拡大により、人流抑制や

事業化促進コース：1,000万円 事業化促進コース：1/2以内（15%※）

分野進出等の事業に取り組む者

本格的事業展開コース：3,000万円 本格的事業展開コース：1/2以内（15%※）

https://www.ki21.jp/kobo 〇問合せ先：(公財)京都産業21 事業
/r3/eg/index.html

巣ごもり、グリーンリカバリーなど、人々の価値観・需要が大きな変容を遂げています。

成長支援部
〇申請受付：郵送（原則）

〇財団が本年度に実施する「小規模企業等経営基盤強化支援事業」、「企業連携型ビジネス創出 そこで、こうした厳しい状況を打破し、自社の強みを活用した新規事業展開や新分野進出
支援事業」、「産学公の森（企業の森・産学の森）推進事業」の交付決定を受けた者は、申請で を積極的に支援します。

※土地造成費、建物建設費、量産設備は15％以内

きません。
また、「中小企業共同型ものづくり支援事業」、「次世代地域産業推進事業」とは併願申請で 対象事業）
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〇

〇

〇

きません。

なし

京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業は、企業単独に対し、新商品開発や新分野

〇国等他の機関が実施する他の制度において併願が認められている場合にあっては、併願申請は 進出実現のための多様な事業化の段階（計画～販路開拓・設備投資）に対応できるよう、
可能ですが、他の補助金、助成金等の交付を受けている費用について、併用適用できません。

以下の３つの支援メニューを設けています。
①事業創生コース：新規事業の見極め及びブラッシュアップのためのテストマーケティン
グ等を支援
②事業化促進コース：試作品・サービス等の開発、テスト販売等による本格的な市場調
査・販路開拓等を支援
③本格的事業展開コース：実用化に向けた応用研究・生産技術開発、量産設備投資、それ
らと連動した販路開拓等を支援

生産性向上・ 京都府

中小企業共同型ものづくり支援事業補

2021年6月1日(火)～2021年7

(1)計画策定コース：

サプライ

助金

月30日(金) 17時必着

(2)シェアリング実践コース：

チェーンの構

〇

〇

〇

1/2以内

①企業グループ 5,000万円

築
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120万円

次のいずれかのものが対象です。

〇グループを構成する企業が親会社・子会社 の関係にある場合は、どちらか一方のみが補助金交 IoT技術等を活用し、生産性向上、サプライチェーンの構築等のための「情報の共有

(1)京都府内に本社及び拠点を有する中小企業者を代表とする2者以上の企業グループ（※構成企業には

付対象です。

大企業も参画可）

〇財団が本年度に実施する「小規模企業等経営基盤強化支援事業」、「企業連携型ビジネス創出 など、企業どうしの連携・一体化（シェアリング）によるビジネスモデルの変革（SX/

(2)京都府内に本社及び拠点を有する中小企業者（組合・企業等)

支援事業」、「産学公の森（企業の森・産学の森）推進事業」の交付決定を受けた者は、申請で シェアリング・トランスフォーメーション）を支援します。

交付決定日から12ヶ月間

化」、付加価値の高い高度なものづくり・サービスの創出に必要な「機械設備の共有化」

https://www.ki21.jp/kobo 〇問合せ先：(公財)京都産業21 事業
/r3/sharing/index.html

成長支援部
〇申請受付：郵送（原則）

きません。

（うち1企業当たり3,000万円）

・プロジェクトリーダーの選定

②1企業・1組合 3,000万円
なし

また、「京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業」、「次世代地域産業推進事業」とは 対象事業）

企業連携グループの中からプロジェクトリーダーを１名選んでください。

併願申請できません。

プロジェクトリーダーは、グループ全体のマネジメント並びに事業計画の策定、事業の実施及び成果を

〇国等他の機関が実施する他の制度において併願が認められている場合にあっては、併願申請は めの「情報の共有化」、付加価値の高い高度なものづくり・サービスの創出に必要な「機

管理・総括する、本事業に関するグループの責任者です。

可能ですが、他の補助金、助成金等の交付を受けている費用について、併用適用できません。

必ずしもグループの代表企業となる中小企業者に所属する方である必要はありません。

(1)シェアリング事業：IoT技術等を活用し、生産性向上、サプライチェーンの構築等のた
械設備の共有化」など、企業どうしの連携・一体化（シェアリング）を促進し、複数の中
小企業の生産性、競争力向上を実現する取組
(2)シェアリング・サポート事業：シェアリング事業をサポートする機器、システム、サー
ビス等を開発し、実証実験等を経て完成させる取組
②シェアリング・サポート実践コース：シェアリング事業をサポートする機器、システ
ム、サービス等を開発し、実証実験等を
経て完成させる取組
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〇

〇

〇

和歌山市事業再構築支援補助金

業態転換

歌山県

（国の事業再構築補助金への上乗せ支

生産性向上

援）
神戸市/兵庫 令和3年度
県

〇
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なし

新分野展開・ 和歌山市/和

～2022年2月28日(月)まで

〇市内に主たる事務所又は主たる事業所を有する中小企業者又は中小企業者。

〇国の事業再構築補助金の交付を受けていること。

〇国の事業再構築補助金で定義される「中堅企業」は支援対象外となります。

〇市への申請期限は2022年2月28日(月)となっています。それまでに国に採択された事業を実施 模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する国の事業再構築補助金の採択を
し、国からの交付額確定通知を添付した上で、市へ申請する必要があります 。

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

http://www.city.wakayam 〇問合せ先：和歌山市役所産業政策課
a.wakayama.jp/1016047/s

受けた市内中小企業者等に対し、和歌山市独自の上乗せ支援を行います。

angyoukigyousien/103418
1.html

生産現場へのロ

神戸市中小製造業投資促進等助成制度 ボット導入に向

なし

100万円 国の事業再構築補助金における補助対象経費の1/6

2021年4月7日(水)～2022年2

50万円 1/3以内

月28日(月)（先着順）

市内の主たる事業所（本社、生産工場、研究開発拠点）において1年以上前から継続して製造業を営む中 〇事業完了報告時までに「事業継続力強化計画」の認定を取得することが要件となります。

市内中小製造業の操業基盤の強化を図る取り組みの一環として、生産現場へのロボット導

https://www.city.kobe.lg.j 〇「事業継続強化計画」の認定を取得

小企業者又はこれら事業者で構成される団体（事業協同組合等）。

入に向けたシミュレーションを行う事業者に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

p/a93457/business/sangy するためには、該当地域の経済産業局

〇国・県等の補助制度との併給はできません。

oshinko/shokogyo/ventur への提出・認定が必要です。

けたシミュレー

対象事業）

ション

神戸市内の生産現場へのロボット導入に向けた費用対効果、実現可能性の検証など具体的

e/monodukuri/toshisokus 詳細は中小企業庁ホームページでご確
hin/03tosisokushinjosei.ht 認ください。

なシミュレーションに要する経費

ml

〇問合せ先
神戸市経済観光局工業課

生産性向上

〇
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神戸市/兵庫

令和3年度

県

神戸市中小製造業投資促進等助成制度 ムインティグ

ロボットシステ

2021年4月7日(水)～2022年2

500万円 1/3以内

月28日(月)（先着順）

市内の主たる事業所（本社、生産工場、研究開発拠点）において1年以上前から継続して製造業を営む中 〇対象地域：都市計画法に基づく「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」及びポートアイ 市内中小製造業の操業基盤の強化を図るため、ロボットシステムインテグレータに必要な

https://www.city.kobe.lg.j 〇「事業継続強化計画」の認定を取得

小企業者又はこれら事業者で構成される団体（事業協同組合等）。

レータ育成のた

なし

ランド第2期・神戸空港島等

知識、技能及び提案能力の習得や高度化を図る事業者に対し、予算の範囲内で助成金を交

p/a93457/business/sangy するためには、該当地域の経済産業局

〇事業完了報告時までに「事業継続力強化計画」の認定を取得することが要件となります。

付します。

oshinko/shokogyo/ventur への提出・認定が必要です。
e/monodukuri/toshisokus 詳細は中小企業庁ホームページでご確

〇市内事業者への発注を原則とします。
〇国・県等の補助制度との併給はできません。

めの設備取得

対象事業）

hin/03tosisokushinjosei.ht 認ください。
〇問合せ先
ml

市内の工場又は研究開発拠点において、ロボットシステムインテグレータ（SIer）事業を
新たに行う、又は拡大する、若しくは実演等を通じてロボットの導入提案が可能な環境を

神戸市経済観光局工業課

整備する中小企業者が導入する、以下の要件に該当する設備の取得及び設置に要する経費
が対象となります。

生産性向上
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〇

〇

〇

岡山県

なし

デジタル化推進（経営革新）モデル事

2021年11月15日（月）～2021

業補助金

年12月3日（金）

200万円 1/2以内

県内に事業所等を有する中小企業

〇2021年4月1日から11月30日までに経営革新計画の新規承認を受けていること

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 経営革新計画1年目の始期～2022 https://www.pref.okayam 〇問合せ先、申請書提出先

〇直近の売上高がコロナ以前の売上高と比較して10％以上減少していること

活用した新たな取組を支援します。

年1月末

a.jp/site/presssystem/713 岡山県産業労働部経営支援課
167.html

経営・

人材支援班

対象事業）

〇経営革新計画の申請窓口

経営革新計画に記載されたデジタル化に要する設備やシステムの導入経費等

(公財)岡山県産業振興財団 中小企業支
援課

生産性向上

広島県

令和3年度

2021年6月1日(火)～2021年7

ものづくり現場IoT導入実証事業助成

月9日(金) 17時

150万円 助成対象経費の1/2以内

以下の条件をすべて満たす者が対象

〇県内で製造業を営み、資本金又は出資総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の者 する場合はこの助成事業を利用することはできません。

金
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〇

〇

〇

〇実質的に同一内容の事業計画（相当程度重なる場合を含む。）について、他の助成制度を利用 第四次産業革命が進展し、AI/IoT、ロボティクス等のデジタル技術やビッグデータを活用 交付決定日～2022年1月31日(月) https://www.hiwave.or.jp/ 〇問合せ先：公益財団法人ひろしま産
news/27835/

業振興機構 ものづくり革新統括セン

（ものづくり中小企業者）

〇他のものづくり中小企業者へ、デジタル技術の活用を啓発できるよう、助成事業で得られた成 くり中小企業者においても、この潮流を捉えて、まず、IoT等のデジタル技術（以下「デ

ター ものづくり人材育成センター

〇ものづくり現場に改善活動が定着している者

果（実証に対する評価、実装までの経過、実装の効果等）の発表にご協力いただきます。（2022 ジタル技術」といいます。）を活用したものづくり現場の生産性向上に取り組む必要があ

〇応募をご検討される際、お早めに

〇公財）ひろしま産業振興機構が実施するデジタル技術の活用に向けた「ものづくり現場IoT推進リー

年3月予定）

ります。

(６月25 日(金)目途）、ご相談くださ

この助成金は、県内のものづくり中小企業者によるデジタル技術の導入に向けた実証を、

い。

資金面（助成金）で支援し、さらに、その取組結果をモデルとして、他のものづくり中小

〇提出方法：郵送・宅配又は直接持参

ダー育成塾」へ前年度までに参加している者

なし

したデジタルトランスフォーメーションと呼ばれる潮流が到来しています。県内のものづ

企業者へ波及させ、以て、地域産業の振興に寄与することをめざすものです。
対象事業）
助成対象者が、ものづくり現場の生産性向上に向けて、県内に本社を置くベンターやシス
テムインテグレーターと連携して取り組むIoT等デジタル技術の導入実証
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〇

〇

〇

あり

生産性向上・ 東広島市/広

東広島市生産性革命推進事業活用促進

2020年7月1日～

新商品開発

補助金

随時

島県

生産性向上・ 呉市/広島県

(SP-40016JA_01)
呉市生産性革命推進事業支援補助金

国の補助金額 国の補助対象経費から国の補助額と国以外の補助

中小企業 、小規模事業者等

（事業再開枠は20万円） 額を差し引いた事業者負担分の2分の1
（事業再開枠は事業者負担分の全額）

令和3年度まで

要確認 要確認

〇

〇

〇

新型コロナウイルスの感染症の影響を乗り越え、国の生産性革命推進事業を活用して、地

https://www.city.higashi 〇国の「中小企業生産性革命推進事

〇国の「中小企業生産性革命推進事業」（ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金）の 道な販路開拓や設備投資等、前向きな投資を行う中小企業、個人事業主等を支援する事業

hiroshima.lg.jp/soshiki/s 業」（ものづくり補助金、持続化補助

交付が決定し、交付金額の確定を受けた事業

angyo/5/dokuzi/25091.h 金、IT導入補助金）の交付金額の確定
tml

中小企業 、小規模事業者等

新商品開発
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〇東広島市内に事務所を有する事業者

後に申請

〇 国の生産性革命推進事業において交付額の確定を受けた事業者で、市内に本社、本店、又は主 国の生産性革命推進事業のうち，令和２年度に当該補助金の交付の額の確定を受けた次の

https://www.city.kure.lg.j 〇 国の生産性革命推進事業の交付額

たる事業所を有する者

事業（ただし，事業再開枠を除く）

p/soshiki/40/seisanseika の確定通知後に申請可

〇 補助対象事業費から、国や県の補助額を除いた事業者負担分

※ 呉市内で事業を実施したものが対象です。

kumei.html

〇 市税の滞納がない者

(1) 令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金（一般型）において規定する事業

（特別枠C類型－２）については、広

〇 呉市暴力団排除条例の規定に該当しない者

(2) 令和２年度補正予算小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）において規定す

島県が実施する補助金の採択も受ける

る事業

必要があります。

〇 持続化補助金及びIT導入補助金

(3) 令和元年度補正予算ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型）に

なし

おいて規定する事業
(4) 令和２年度補正予算ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型（特
別枠含む））において規定する事業
(5) 令和元年度補正予算サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（通常枠Ａ・Ｂ類型）に
規定する事業
(6) 令和２年度補正予算サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（特別枠Ｃ類型）におい
て規定する事業
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〇

〇

〇

生産性向上・ 鳥取県

鳥取県産業成長応援事業 <成長・挑戦

新商品開発

ステージ>

随時

通常は1,000万円 1/2

中小企業者

重点分野の取組は1,500万円 ※組合等・任意グループは2/3

〇鳥取県産業成長応援事業＜成長・挑戦ステージ＞の事業認定を受け、計画を実行する中小企業 鳥取県内の中小企業者等が実施する新規性の高い取組や地域への波及効果を創出する取組

https://www.pref.tottori 〇鳥取県産業成長応援事業＜成長・挑

者等

.lg.jp/286553.htm

を支援 し、もって県内経済の活性化を図ること。

〇別に同種の補助金等を受けている又は受ける予定の事業は補助対象外

あり

戦ステージ＞の事業認定を受けた事業
が対象。
〇成長・挑戦ステージは、鳥取県から
「経営革新計画」又は「地域経済牽引

(SP-40018JA_01)

事業計画」の承認を受けることが条
件。

生産性向上

島根県

令和3年度
ものづくり産業デジタル技術導入助成

80

〇

〇

随時

500万円（導入型） 1/2

島根県内に事務所を有する中小企業者であって、製造業に取組む企業

100万円（実証型）

〇導入型の場合、成果公開が可能な企業

島根県内ものづくり産業の生産性向上を図るため、県内の中小企業者のモデルとなるデジ 交付決定の日から１年以内

https://www.joho-

〇 助成金交付決定の日から１年以内に事業を完了し、経費の支払いが完了する事業

タル技術を導入・実証する事業の取組みを支援します。

shimane.or.jp/news/want 財団
ed_subsidy/5616

金
なし

経営支援課

〇審査方法

対象事業）

・導入型：プレゼンテーション審査

導入型：生産現場の生産性向上を図るため、 IoT・ビッグデータ・AI 等を活用した デジ

・実証型：書面審査

タル技術を県内に所在する事業 所に導入する事業。且つ、その取組 が県内他社のモデル
となる事業。
実証型：IoT・AI等を活用したデジタル技術を 導入するにあたり、県内に所在する 事業所
において、生産性向上効果の 実証を試みる事業
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〇問合せ先：（公財）しまね産業振興

設備購入が補助対象にある補助金_支援金_奨励金_助成金

データ日付: 2021/7/6

補助金_支援金_奨励金_助成金のおすすめ度
・FA(工作機械)、ROBOMACHINE：機械設備を対象とする補助金_支援金_奨励金_助成金

背景色凡例

・ロボット：ロボットが設備対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

新規追加または情報更新

・IoT：IoT機器導入が対象として明記されている補助金_支援金_奨励金_助成金

概要

おすすめ度
No

FA(工作機械)、
ROBOMACHINE

ロボット

IoT

紹介資料

目的分類

地域

名称

生産性向上

島根県

経営基盤強化助成金

サブカテゴリ

募集期間

随時

詳細

補助限度額

補助率/助成率

対象者

2,000万円 1/3

補助要件

目的・対象事業

対象期間

URL

備考
〇問合せ先：(公財)しまね産業振興財

〇島根県内に事業所を有する中小企業者

県内企業が急激な外部環境の変化等のリスクに対応できる強靭な経営基盤を構築するため 交付決定の日から1年以内

https://www.joho-

〇製造業に取り組む企業

に行う生産効率向上、固定費の削減、操業停止リスクの除去等を行う取組みについて、設

shimane.or.jp/news/want 団

備導入費・改修費・システム開発費等の一部を助成します。

ed_subsidy/5577

経営支援課

総合相談グループ

〇「申請前のご相談」を頂き、検討中
の対象事業について必ずヒアリングを

81

〇

〇

〇

なし

対象事業）

行う。

①生産効率向上・コスト削減型

〇「申請書類の作成」は基本的には

生産効率化（歩留まり改善、不良率低減、内製化等）に向けた、生産設備の導入や改良、

(公財)しまね産業振興財団職員と一緒

設備レイアウトの変更などにより変動費を削減する取組。又は省エネ効果によるコストダ

に行う。

ウン等、固定費を削減する取組
②リスク対応型
工場の操業に甚大な被害を与えうるリスク(労働災害、感染症、災害の発生等)の回避、排
除に向けた取組

〇

82

〇

生産性向上

〇

〇

〇

2021年6月8日(火)～2021年7

中小企業DX推進補助金

月16日(金)17:15

新居浜市/愛

令和３年度新居浜市先進的技術実証支

2020年6月1日～2021年7月30

媛県

援事業

日

なし
生産性向上

83

令和3年度

山口県

150万円 1/2

県内に主たる事業所を有する中小企業者

100万円 1/2以内

市内中小企業者またはコンソーシアム（2以上の者によって事業を実施することを目的とする組織）

〇付加価値額が年率平均３％以上向上するＤＸ推進計画を有する者

県内に主たる事業所を有する中小企業者の持続的発展を促進するため、生産性向上や既存 交付決定日～2022年2月28日

https://www.pref.yamagu 〇問合せ先：公益財団法人やまぐち産

〇補助金の交付を受けようとする経費に対して、国、地方公共団体、その他公的団体から類似の ビジネスの変革等を目指した情報処理システム構築を行う県内中小企業者を支援します。

chi.lg.jp/cms/a16300/keie 業振興財団

補助金等の交付又は経費の負担を受けていない者

isienn/dxhojyokin.html

経営企画部

〇同一の事業内容で、市の他の補助金や助成金等と重複して当補助金を交付することはできませ 新居浜市では、中小企業者がＡＩやＩｏＴ等の先進的技術を活用し、将来的なビジネス化 2021年9月～2022年2月28日

http://www.ticc-

ん。

を視野に実施する実証事業に対して、必要な経費の一部を補助することにより地域の牽引

〇問合せ先：公益財団法人 えひめ東

ehime.or.jp/news/?p=226 予産業創造センター

※コンソーシアムの場合は下記の要件を満たす者とする。

役となる企業や新事業の創出を図り、市内産業の活性化に資することを目的として「令和

3

(1) コンソーシアムの構成者には、1以上の市内中小企業者を必ず含めるものとする。

３年度新居浜市先進的技術実証支援事業」を実施します。

(2)コンソーシアムにおける1つの市内中小企業者は、先進的技術等を活用した実証に係る主体的な役割

なし

を担うものとする。

対象事業）

(3)コンソーシアムを構成する市内中小企業者の中から、代表企業を1者選定すること。

AIやIoT等の先進的な技術を活用し、将来的なビジネス化を視野に実施する実証事業

(4)コンソーシアムが本申請を行う際には、別に定める様式にて、コンソーシアムの代表企業、各構成者
名と実施する事業における各構成者が担う役割を明記した書類を提出すること。
(5)コンソーシアムは、それ自身が法人格を有することを要しない。

生産性向上

〇
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北九州市/福

中小ものづくり企業における産業用ロ 産業用ロボット

岡県

ボット導入検証支援事業

なし

等の未活用領域

2021年6月14日～2021年7月

800万円 2/3以内

中小企業者

21日

への導入実証事

〇市内に事務所を有する中小企業者で、製造業に属する事業を含むもの。

産業用ロボット等をはじめとした先端設備の活用が進んでいない分野及び工程（未活用領 交付決定日から2022年2月28日ま https://www.ksrp.or.jp/fai 〇問合せ先：

〇専門家の指導を受けるなどし、生産性の向上に関する計画を作成し、又は作成を予定している 域）への産業用ロボット等の導入実証を行うとともに、産業用ロボット等の導入よる課題 で

s/news/archives/2021/06 公益財団法人北九州産業学術推進機構

もの。

-005885.html

解決モデルの創出を行う中小ものづくり企業に対し、導入費用等の一部を補助します。

ロボット技術センター

対象事業）

業

北九州市内の事業所において、生産性の向上を図ることを目的に、未活用領域への産業用
ロボット等の導入・実証を行うとともに、産業用ロボット等の導入による課題解決モデル
の創出を行う事業とします。

〇

85

生産性向上
なし
生産性向上

New

〇
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北九州市/福

令和3年度

2021年6月14日～2021年8月6

岡県

北九州市中小企業のDX推進成長支援

日

モデル事業補助金
大牟田市/福 令和3年度

2021年6月10日～2021年7月9

岡県

日

大牟田市中小企業ＩＴ導入支援事業費

200万円 2/3以内

〇令和2年度に「北九州市中小ものづくり企業のDX推進成長支援モデル事業補助金」の交付を受 北九州市は市内中小企業のデジタル化や自動化、AI活用等、DX（デジタルトランスフォー 交付決定日から2022年2月10日ま https://www.city.kitakyus 〇問合せ先：北九州市産業経済局産業
けたものは150万円を上限とする。

メーション）を促進するため、DXに向けた各種取組（生産管理システムの導入検証、ペー で

〇補助事業終了後、市が必要と判断した場合は 、補助事業の成果を発表すること。また、市が補 パーレス化等）に係る費用の一部を助成する補助制度を創設しました。

hu.lg.jp/san-

イノベーション推進室

kei/10100091.html

助事業の成果の普及を図るときは、これに協力すること。

100万円 1/2以内

市内に事務所を有する中小企業者

※費目ごとの補助金額は、「補助対象経費×1/2」

補助金

なし

市内に事務所を有する中小企業者

〇他の補助金と重複する申請は禁止されます。

AI/ITツール導入による生産性向上や事業効率化、新たなビジネスモデルの創出、付加価

〇補助対象となる事業実施に際しては、あらかじめ具体的な数値目標など（生産性効率xx％向

値の高い新サービスの提供などに要する経費の一部を支援します。企業の競争力強化や地 で

.jp/hpkiji/pub/detail.aspx 振興課

上、時間外xx％縮減など）を設定していただきます。

域産業の活性化を目指し、本市が取組むイノベーション創出に資する事業として支援しま

?c_id=5&id=15342&type=

す。

new&pg=1&nw_id=1

又は「50万円」のいずれか低い額となります。

交付決定日から2022年2月28日ま https://www.city.omuta.lg 〇問合せ先：大牟田市産業経済部産業

対象事業）
AIやITツールを活用した、生産性向上・事業効率化・新たなビジネスモデルの創出・付加
価値の高い新サービスの提供などに関する事業

生産性向上

New

〇
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久留米市/福

久留米市中小企業DX促進補助事業助

2021年5月14日～2021年11月

岡県

成金

30日

20万円 2/3以内

市内 に事業所を有する中小企業者等

〇同一内容の事業について、国や地方公共団体が実施する他の制度と重複する場合は、対象外と 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営・ビジネス環境に大きな変化が生じていま 交付決定日から2022年1月31日ま https://www.city.kurume.f 〇問合せ先：久留米市 商工観光労働
なります。

なし

す。このような中 、市内の事業者の デジタルトランスフォーメーションを促進するため

で

ukuoka.jp/1090sangyou/2 部 商工政策課

、データやデジタル技術を活用し販路開拓や生産性向上につながる取り組みを支援しま

020shoukougyou/3020jos

す。

eiseido/2021-0423-122174.html

対象事業）
デジタル技術を活用し 、①販路開拓や②生産性向上に新たに取り組むことが、補助対象事
業となります。

生産性向上・ 大分県

ものづくり中小企業コロナ危機対応再

2021年6月21日～2021年7月9

設備投資：500万円 3/4（令和2年2月以降の1箇月間の売上が前年同月

新商品開発

興支援事業費補助金（第3次公募（追

日 17時必着

研究開発：300万円 比で10%以上減少）

〇

〇

〇

https://www.pref.oita.jp/s 〇問合せ先：

す。

oshiki/14200/02saikousie

早期回復を目的として、今後３年間を目途として売上げの回復を図るための 『 コロナ危

～2022年1月28日（金）

n3.html

合会、中小企業団体中央会、公益財団法人大分県産業創造機構又は各金融機関等）の確認が必要 路開拓に係る経費を補助するものです。
・第1次公募、第2次公募及び第3次公募において認定を受けた者は、申請できません。

※上記をそれぞれ組み合わせた場合の補助金

一般社団法人 大分県工業連合会
〇事業再興計画の認定に関する問合せ
先：

です。

比で15%以上減少）

なし

・補助金申請には、事前に大分県への事業再興計画の認定申請を行い、認定を得る必要がありま この事業は、コロナ感染症の影響により落ち込んだ県内ものづくり中小企業の売上げ等の 補助金交付決定を受けた日
・事業再興 計画の認定申請書の作成に当たっては、認定支援機関（県内の商工会議所、商工会連 機対応 事業再興計画 』 を策定し、同計画に基づいて実施する設備投資、研究開発及び販

販路開拓：200万円 5/6（令和2年2月以降の1箇月間の売上が前年同月

加募集））
88

県内に事務所を有する中小企業者

大分県商工観光労働部工業振興課
対象事業）
①設備投資：生産性向上のため、年1％以上の生産効率向上を目的とした設備導入又は新

の上限は500万円です。

規分野への挑戦等に必要とする設備導入に係る経費を補助する。
②研究開発：市場競争力のある製品創出のため、自社内で行う研究開発や、他機関と の
共同研究、他機関への委託研究に係る経費を補助する。
③販路開拓：販路の開拓を目的とした展示会・商談会への出展に係る費用・旅費やイ ン
ターネット上での販路開拓に必要な経費を補助する。

生産性向上・ 鹿児島県

令和3年度ものづくり先端技術（IoT・

2021年5月7日(金)

新商品開発

AI等）導入等補助金

～2021年10月29日(金) 17:00

100万円 2/3

鹿児島県内で業を営む中小企業者

製造業を営む者

県内中小企業の生産性向上や，新たな産業の創出などによる地域活性化を図るため，

交付決定日

http://www.pref.kagoshim 〇問合せ先：鹿児島県商工労働水産部

IoT・AI等の先端技術を活用する県内の先進的な事例となる取組について，その導入等に

～2022年2月28日(月)

a.jp/af22/sangyo-

かかる費用の一部を助成します。

rodo/syoko/shinko/iotai.h アップ支援係
tml

89

〇

〇

〇

なし

産業立地課新産業創出室IT・スタート
○随時募集があるが，各月の月末を締

対象事業）

切りとし，翌月に審査会を実施

IoT，AI，ロボット等の技術を用いた製品等の研究・開発，試作品製作又は生産効率化に

○試作・研究開発型と生産効率化型の

取り組む事業

併用は不可
○実績報告書を提出した日の属する年
度の翌年度から５年間，毎年当該補助
事業の実施成果の事業化の状況につい
て事業化状況報告書を毎年５月末まで
に提出
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