
 

 
■■ 設備投資（新製品・新サービス等）■■ ■■ 販路開拓 ■■ ■■ ＩＴ導入・ＤＸ・テレワーク等 ■■ ■■ 事業継続（ＢＣＰ等）■■ 

市 

【Ｒ３拡充】ものづくり設備等導入支援事業費補助金 
・先端設備等導入計画の認定を受け、国ものづくり補助
金を実施する市内中小企業への補助金 

◆補助金額 中小企業者：２００万円  
小規模事業者：１００万円 

◆補 助 率：国の補助対象事業費１／６以内  
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyosh
inko/sangyoseisaku/gyomu/10/11249.html 
 

【Ｒ２新規】小規模事業者経営力向上事業費補助金 
・国の「小規模事業者持続化補助金」又は県の「小規模企
業経営力向上支援事業費補助金」を実施する事業者に対
しての補助金 

◆補助金額：２０万円 
◆補 助 率：自己負担分の１／２ 
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshin
ko/sangyoseisaku/gyomu/10/14578.html 
 

【Ｒ３新規】テレワーク推進サポート事業費 
・テレワーク導入によるメリットや実施する際の課題について
セミナー開催、個別相談会等により推進を図る 

◆内容：セミナー開催、個別相談会、オンライン講座（動
画作成） 
 
お問い合わせ：藤枝市産業政策課 TEL：054-643-3165 
 

【Ｒ３新規】中小企業消毒支援事業費補助金 
・新型コロナウイルス感染症リスクに備え、「ふじえだ安全・安心宣言
施設認定店」または「ふじのくに安全・安心認証制度（飲食店）」の
認定を受けた中小企業者等が、事業所等の消毒に係る費用を支
援 

◆補助金額：５０万円 ◆補助率：１０/１０  
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/sa
ngyoseisaku/oshirase/15623.html 
 

 新製品・新技術等開発事業費補助金 
・公的機関が承認した新製品や新技術の開発・研究に取り
組む中小企業者に対しての補助金 

◆補助金額：１０～１００万円  
◆補 助 率：１／２（１／６）  
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyosh
inko/sangyoseisaku/gyomu/10/1445921604872.html 
 

 中小企業販路拡大出展事業費補助金 
・販路拡大を図るため、大都市圏等で開催される展示会・
見本市等に出展する中小企業者に対しての補助金 

◆補助金額：２５万円  
◆補 助 率：１／２  
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshin
ko/sangyoseisaku/gyomu/10/1445921604872.html 
 

【Ｒ３新規】テレワークスペース整備支援事業費補助金 
・首都圏の都市部から人材や仕事を呼び込むテレワーク環
境（シェアオフィス、コワーキングスペース等）の整備を実
施する事業者に対し建物改修費や整備費を支援 

◆補助金額 エリア指定型：４５０万円  
      エリア未指定型：７５万円 
◆補 助 率：１／２  
お問い合わせ：藤枝市商業振興課 TEL：054-643-5250 

【Ｒ３新規】中小企業強靭化支援事業費補助金 
・事業継続計画、事業継続力強化計画等を策定した中小企業者
が、その実効性向上のため必要な事前防災対策に要する費用を
支援 

◆補助金額：５０万円  ◆補助率：１／２ 
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/sa
ngyoseisaku/oshirase/17112.html 
 

国 
・ 
県 

 【国】ものづくり補助金 
（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業） 
【一般型・通常枠】 
・革新的サービス・試作品開発・生産プロセスの改善に必要
な設備投資及び試作開発を支援 

◆補助金額：１，０００万円  
◆補 助 率：中小１／２、小規模２／３ 
 
【一般型・低感染リスク型ビジネス枠】 
・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モデルへの転換に向けた前向
きな投資を支援（広告宣伝費・販売促進費も補助対象） 

◆補助金額：１，０００万円 ◆補助率：２／３ 
https://portal.monodukuri-hojo.jp/ 
 

  【国】持続化補助金 
（小規模事業者持続的発展支援事業） 
【一般型】 
・小規模事業者等が経営計画を策定して取組む販路開拓等
の取組を支援 
◆補助金額：５０万円 ◆補助率：２／３ 
 
【低感染リスク型ビジネス枠】 
・ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロ
セスの導入に関する取組や感染防止対策費（消毒液購入
費、換気設備導入費等）の一部を支援 

◆補助金額：１００万円 ◆補助率：３／４ 
https://r1.jizokukahojokin.info/ 
 

  【国】ＩＴ導入補助金 
（サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業） 
・IT ツール（ソフトウェア、サービス等）を導入し生産性向上
に資する取組を支援 

◆補助金額  【通常枠】 
（Ａ類型）３０万円～１５０万円未満 
◆補助率：１／２ 
（Ｂ類型）１５０万円～４５０万円以下 
◆補助率：１／２ 
【特別枠】 
（Ｃ－１類型）３０万円～３００万円未満 
◆補助率：２／３ 
（Ｃ－２類型）３０万円～４５０万円以下 
◆補助率：２／３ 
（Ｄ類型）３０万円～１５０万円以下 
◆補助率：２／３ 
https://www.it-hojo.jp/ 

【国】中小法人・個人事業者のための月次支援金 
・緊急事態宣言等の影響に伴う事業継続への支援 
◆給付額：①中小法人等  上限２０万円／月  
     ②個人事業者等 上限１０万円／月 
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html 
 

【Ｒ３新規】【静岡県】中小企業者等応援金 
・国の月次支援金に県独自の要件緩和や酒類事業者へ上乗せし
て支援を実施する 

◆支給額 
【一般枠】法人：上限 10万円、個人：上限 5万円 
【酒類事業者枠】 
30～50％未満 法人：上限 20万円、個人：上限 10万円 
50～70％未満 法人：上限 20万円、個人：上限 10万円 
70～90％未満 法人：上限 40万円、個人：上限 20万円 
90％～    法人：上限 60万円、個人：上限 30万円 
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/chushokigyotoouenkin.html 
 
【Ｒ３新規】【静岡県】 
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 

◆対象区域：まん延防止等重点措置 適用地域のみ 
      緊 急 事 態 宣 言  県内全域 
◆対象施設：飲食店等、1,000 ㎡超の大規模集客施設 
◆協力金の額 
【飲食店】 
中小企業：事業規模により 3～10万円×協力日数 
※緊急事態宣言：事業規模により 4～10万円×協力日数 
大 企 業：上限２０万円×協力日数 
【大規模集客施設等】 
大規模施設：1,000 ㎡毎に 20万円/日× 
     （短縮時間／通常営業時間）×協力日数 
テ ナ ン ト：100 ㎡毎に 2万円/日× 
      （短縮時間／通常営業時間）×協力日数 
※緊急事態宣言：映画館 2万円/日 
     {（上映できない本数）/（本来の上映本数）} 
          ×常設スクリーン数×協力日数 
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19.html 
 
【Ｒ３新規】【静岡県】 
ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度促進事業費補助金 
・令和 2 年 1 月 6 日以降、認証施設等の感染防止対策の強化のた
めに要した経費を補助 

◆補助額：①200 ㎡未満の施設：上限 10万円 
     ②200 ㎡以上 400 ㎡未満の施設：上限 20万円 
     ③400 ㎡以上の施設：上限 30万円 
https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-anzen_anshin_ninsyo.html 

【国】中小企業等事業再構築促進事業補助金 
・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や業務転換、事業・業種転換等を通じた規模の拡大を目指す等中小企業等の思い切った事業再構築を支援 
◆補助金額 【 通 常 枠 】  中小企業：１００万円～８，０００万円 中堅企業：１００万円～８，０００万円 ※従業員数により補助金上限額が異なります 
                  ◆補助率：中小企業２／３（６，０００万円超は１／２）、中堅企業１／２（４，０００万円超は１／３） 
      【 卒 業 枠 】  中小企業：６，０００万円超～１億円 ◆補助率：２／３ ※卒業枠は４００社限定 
      【グローバルＶ字回復枠】 中堅企業：８，０００万円～１億円  ◆補助率：１／２ ※グローバルＶ字回復枠は１００社限定 
      【緊急事態宣言特別枠】 従業員５人以下：１００万円～５００万円、従業員６～２０人：１００万円～１，０００万円 

従業員２１人以上：１００万円～１，５００万円  ◆補助率：中小企業３／４、中堅企業２／３            
      【大規模賃金引上枠】 中小企業：８，０００万円～１億円  中堅企業：８，０００万円～１億円 
                  ◆補助率：中小企業２／３（６，０００万円超は１／２）、中堅企業１／２（４，０００万円超は１／３） 
      【 最 低 賃 金 枠 】  中小企業：１００万円～１，５００万円  中堅企業：１００万円～１，５００万円 
                  ◆補助率：中小企業３／４、中堅企業２／３ ※従業員数により補助金上限額が異なります  https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ 

【静岡県】経営革新計画促進事業費補助金（経営革新計画承認事業に対する補助） 

【新商品・新技術・新役務開発】 
◆補助金額：上限５００万円  
◆補 助 率：１／２ 
◆事 業 例：新商品等の試作、改良等 

【販路開拓】 
◆補助金額：上限２００万円  
◆補 助 率：１／２ 
◆事 業 例：国内外の展示会出展、ＨＰ作成等 

【生産性向上】 
◆補助金額：上限１５０万円  
◆補 助 率：１／２ 
◆事 業 例：生産工程の見直し等 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/hojyojigyou.html 

【静岡県】 
 中小企業デジタル化・業態転換等促進事業費補助金 
・新たなビジネスモデルへの挑戦やデジタル化等に取り組
む中小企業者を支援  

◆補助金額 
【通常枠】５０万円～２００万円 
【特別枠（コンソーシアム事業）】５０万円～３００万円 
◆補 助 率：２／３以内  
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/01digital.html 

【静岡県】 
小規模企業経営力向上事業費補助金 
・小規模企業を対象に「新たな需要の開拓」又は「生産性向上」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 

 経営革新計画の取得を目指す 3 年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの 
◆補助金額：５０万円 
◆補 助 率：２／３以内 
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/keieiryokukoujou-hojo.html 
  

国協調 

国協調 県協調 
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