
２．IT・IOT導入支援関係 赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2022/6/7

区分 実施機関 補助金名 対象事業 事業期間 補助率 補助限度額 募集期間 HP等

A類型　1 種類以上の業務プロセス

を保有するソフトウェア

(30万～)

150万円未満

B類型　４種類以上のプロセスを保

有するソフトウェア

(150万～)

450万円以下

会計・受発注・決済・ECのうち

1機能以上
3/4以内

（５万円～）

50万円

会計・受発注・決済・ECのうち

2機能以上
2/3以内

（50万円～)

350万円

ハードウェア購入：PC・タブレット・プリ

ンター・スキャナー・複合機
10万円

ハードウェア購入：レジ・券売機等 20万円

導入型

・生産性向上のためデジタル技術を

導入する事業

・県内他社のモデルとなる事業

(100万円～)

500万円

実証型
・デジタル技術の導入にあたり、生産

性向上の実証を試みる事業

(10万円～)

100万円

IT・IOT
しまね産業振

興財団

デジタル導入実証支援助

成金

県内の中小企業者等がデジタル技術を活用して新たなサービス開発や生産性の向上を図り

ビジネスプランを実証する取組みについて、その経費の一部を助成することにより、県内の中

小企業等へのデジタル技術導入の促進を図り、もって経営の変革の後押しを支援

2023/2/28 1/2
(50万円～)

500万円

第2回：

2022/6/24

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/

subsidy/7034

1/2 100万円

1/3 50万円

IT等導入（新型コロナ

対策）支援補助金
2023//28 2/3 100万円

https://www1.city.matsue

.shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/korona

taisaku-soft.html

３．研究開発支援関係 赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2022/6/7

区分 実施機関 補助金名 対象事業 事業期間 補助率 補助限度額 募集期間 HP等

県内取引

拡大型

・県内に事業所を有する企業

・特殊鋼関連企業との取引につなが

る試作開発などに取り組む事業

100万円

成長分野

進出型

・特殊鋼関連企業

・進出又は事業拡大のために取り組

む事業

500万円

研究開発
しまね産業振

興財団

市場調査支援事業費助

成金

新分野への進出や新商品等の開発を目的として行う市場調査及び市場調査の結果をもと

に行う試作開発（当該事業に必要な経費を助成）

交付決定日から

１年以内
1/2以内

50万円

企業グループは

100万円

随時

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/

subsidy/7038

プロジェクト連携支援補

助金
2/3 50万円 随時

http://www1.city.matsue.

shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/pjrenk

ei.html

プロジェクト連携（新型コ

ロナ対策）支援事業補

助金

2023/2/23 2/3 100万円 随時

https://www1.city.matsue

.shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/R4pj.h

tml

1/2 100万円

1/2 300万円

1/2 200万円

2023/2/28 1/2 300万円

県内に事業所を有する中小企業者

※交付対象事業が製造業に該当する者、農

業・林業・漁業のいずれかを営む者、みなし大企

業は除く

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/

subsidy/6942

1/2以内

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/

subsidy/7036

随時

対象企業等

新型コロナウィルス感染症影響下での上記取組

随時

https://www1.city.matsue

.shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/softdo

unyu.html

研究開発
しまね産業振

興財団

特殊鋼産業成長分野進

出促進助成金

特殊鋼関連産業の高度化・集積強化に資する成長分野への進出に必要な素材開発、製

品開発、試作開発等を後押しする

特殊鋼関連企業との取引拡大や成長分野への進出に向けた新素材若しくは新製品の開

発若しくは試作又は新技術の開発を行うもの

交付決定日から

１年以内

4次締切：

    2022/6/13

5次締切：

    2022/6/27

6次締切：

    2022/7/11

後日案内

IT・IOT
しまね産業振

興財団

ものづくり産業デジタル技

術導入助成金

島根県内ものづくり産業の生産性向上を図るため、県内他の中小企業者のモデルとなるデジ

タル技術を導入・実証する事業の取組みを支援
1/2

第2回：

調整中

交付決定日から

1年以内

中小企業向け補助金・助成金一覧表

対象企業等

IT・IOT 中小企業庁 IT導入補助金

中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補

助金です。

※ITツールとはパッケージソフトの本体費用、クラウドサービスの導入・初期費用等

通常枠 後日案内 1/2以内

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

・市内製造業が幹事

・構成員の1/2以上が市内企業

デジタル化

基盤導入

類型

1/2以内

2次締切：

    2022/6/13

3次締切：

    2022/7/11

➀生産管理

③AI・IoT等利用

新型コロナウィルス感染症影響下での上記の取組

県内ものづくり企業（飲食料品・工芸品製造を

除く）、または県内中小企業３社以上で構成す

るグループで経営革新計画承認を受けたグループ

構成企業

IT・IOT

松江市

まつえ産業支

援センター

松江市に本社または工場を持つ製造業に取り組む中小企業の生産管理・開発促進に必要

なソフトウェア導入を支援

①生産管理支援:生産工程における製品や情報、原価など総合的に管理するために必要

なソフトウェア等の導入

②製品等開発促進支援:製品等の開発を促進するために必要なソフトウェア等の導入

③AI・IoT等利用促進支援：製造現場での進捗見える化等のデジタル化を促進するAI・

IoT導入に必要なソフトウェアの導入支援

②製品等開発促進

IT等導入支援補助金

随時

https://www1.city.mat

sue.shimane.jp/jigyous

ha/sangyou/kigyou/ind

ex/charennzi.html

松江市

まつえ産業支

援センター

研究開発

製造業が幹事となった複数企業グループのプロジェクト連携を支援

複数企業等で構成されたグループによる自主的なプロジェクト連携を促進し、個社では解決

困難な課題に取り組んで、競争力強化を図る。

　共同受注、新製品・技術開発、人材育成、販路開拓に資する経費 ・同上

・新型コロナウィルス感染症影響下での取組

研究開発

松江市

まつえ産業支

援センター

新製品・新分野チャレン

ジ支援補助金

製造業や製造業が幹事となった複数企業グループの新製品・新分野へのチャレンジを支援

➀開発スタートアップ支援：地域や行政の課題解決につながる事業・自社等の企画設計か

ら試作開発までの取組を支援

②実用化製品化支援：試作開発終了後の実用化・製品化に向けた取組を支援

③新分野チャレンジ支援：新分野展開・事業転換に向けたチャレンジへの支援

➀企画、設計及び試作開発経費

②実用化製品化・製品化に要する経費

③新分野展開・事業転換に要する経費
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