
１．設備導入支援関係 網かけ：小規模企業向け制度　　　赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2022/9/8

区分 実施機関 補助金名 対象事業 事業期間 補助率 募集期間 HP等

従業員数20人以下 2,000万円

従業員数21～50人 4,000万円

従業員数51～100人 6,000万円

従業員数101人以上 8,000万円 事業再構築補助金

従業員数5人以下 500万円

従業員数6～20人 1,000万円

従業員数21人以上 1,500万円 事業再構築補助金事務局

従業員数5人以下 500万円

従業員数6～20人 1,000万円

従業員数21人以上 1,500万円

中小企業：1/2

中堅企業：1/3

従業員数5人以下 1,000万円

従業員数6～20人 2,000万円

従業員数21～50人 3,000万円

従業員数51人以上 4,000万円

従業員数5人以下 750万円

従業員数6人～20人 1,000万円

中小企業 1/2 従業員21以上 1,250万円

従業員数5人以下 750万円

従業員数6人～20人 1,000万円

従業員21以上 1,250万円

従業員数5人以下 1,000万円

従業員数6人～20人 1,500万円

従業員21以上 2,000万円

1/2

2/3

一般枠 2/3
商工会議所地区

小規模企業（賃金引上げ枠）
2/3

（赤字事業者は3/4）

小規模企業（卒業枠）

小規模企業（後継者支援枠）
商工会地区

小規模企業（創業枠）

12次

公募開始

2022/8/18

申請受付

2022/9/1

応募締切

2022/10/24

回復型賃上げ・雇用拡大枠

大規模賃金引上枠

多くの従業員を雇用しながら、継

続的な賃金引上げに取り組むと

ともに、従業員を増やして生産性

を向上させる中小企業等

補助限度額

中小企業：3/4

中堅企業：2/3

https://r3.jizokuka

hojokin.info/

https://www.shok

okai.or.jp/jizokuka

_r1h/

⑨2022/9/20

⑩2022/12月上旬

⑪2023/2月下旬

小規模企業

⑧2023/2/28

1億円

1.5憶円

100万円

デジタル枠

小規模企業・小規模事業者・再

生事業者
2/3

7回公募

公募開始

2022/7/1

申請受付

2022/8/30

応募締切

　2022/9/30

対象企業等

設備導入

中小企業庁

ものづくり・商

業・サービス補

助金事務局

ものづくり・商業・サービス

生産性向上促進補助金

中小企業・小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

善を行うための設備投資等を支援

 ・付加価値額　＋3％以上／年

 ・給与支給総額　＋1.5％以上／年

 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金　＋30円

※業況の厳しい事業者やデジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通

常枠とは別に、「回復型賃上げ・雇用拡大型枠」「デジタル枠」「グリーン枠」を設け、補助率や

補助上限額の優遇により積極的に支援。

https://portal.monod

ukuri-hojo.jp/

交付決定～

14ヶ月以内最

大16ヶ月

グリーン成長枠
グリーン分野での事業再構築を

通じて高い成長を目指す事業者

中小企業庁

全国商工会

議所連合会

／全国商工

会連合会

小規模事業者持続化補

助金

小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援。

この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作

成し、審査を経て採択が決定された後、所定の補助を受けます。

2022年度で新設された特別枠は、一般枠と比べ補助上限がアップする優先採択を受けられる

などのメリットがあるため、以下の①～⑤に該当する場合は特別枠で申請する。

①賃金引上げ枠：事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上（既に達成してい

る場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上）とした事業者

②卒業枠：常時使用する従業員を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大

する事業者

③後継者支援枠：将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補とし

てアトツギ甲子園のファイナリストになった事業者

④創業枠：産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した

「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切

時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者

⑤インボイス枠：2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税

事業所であった又は免税事業所であることが見込まれる事業所のうち、インボイス発行事業者

に登録した事業者

※LPガス等の価格高騰等の影響を受ける産業の事業者は、加点による優先採択を実施

中小企業

小規模企業

中小企業向け補助金・助成金一覧表

販路開拓

設備導入

施設改修

IT・IOT

2/3

2/3グリーン枠

3,000万円

(1,000万円以上)

50万円

通常枠

中小企業：2/3

6,000万円超1/2

中堅企業：1/2

4,000万円超1/3

従業員数101人以上の

中小企業・中堅企業

1億円

(8,000万円超～)

引き続き業況が厳しい事業者や

事業再生に取り組む中小企業

等

交付決定～

12ヶ月以内最

大14ヶ月

中小企業：3/4

中堅企業：2/3

最低賃金の引上げの影響を受

け、その原資の確保が困難な特

に業況の厳しい中小企業等

設備導入

施設改修

中小企業庁

技術・経営革

新課

事業再構築補助金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィ

ズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事

業・業種転換、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

意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とし

ます。

通  常  枠

回復・再生応援枠

最低賃金枠

原油価格・物価高騰等

緊急対策枠

（緊急対策枠）

交付決定～

12ヶ月以内最

大14ヶ月

交付決定～

12ヶ月以内最

大14ヶ月

https://www.meti.go

.jp/covid-

19/jigyo_saikoutiku/i

ndex.html

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模の

拡大等を目指す中小企業等

交付決定～

12ヶ月以内最

大14ヶ月

中小企業：2/3

6,000万円超1/2

中堅企業：1/2

4,000万円超1/3

2/3

交付決定～

10ヶ月以内(た

だし採択発表

日から12ヶ月後

の日又は令和5

年12月20日の

いずれか早い

日）

交付決定～12ヶ

月以内(ただし採

択発表日から

12ヶ月後の日又

は令和5年12月

20日のいずれか

早い日）

一般型

グローバル

展開型

特別枠

成長・分配

強化枠

新陳代謝

枠

小規模企業（インボイス枠）

200万円

中小企業：3/4

中堅企業：2/3

※別途規定がありますの

で詳細は事業再構築補

助金のHPをご確認下さ

い。

https://jigyou-

saikouchiku.go.jp/

原油価格・物価高騰等の、予期

せぬ経済環境の変化の影響を

受けている中小企業等

交付決定～

12ヶ月以内最

大14ヶ月
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https://r3.jizokukahojokin.info/
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https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
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１．設備導入支援関係 網かけ：小規模企業向け制度　　　赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2022/9/8

区分 実施機関 補助金名 対象事業 事業期間 補助率 募集期間 HP等補助限度額対象企業等

中小企業向け補助金・助成金一覧表

30円以上 30～120万円

45円以上 45～180万円

60円以上 60～300万円

90円以上 90～600万円

設備導入
しまね産業振

興財団

ものづくり産業生産プロセ

ス変革等支援事業（原

油価格・物価高騰対策

分）助成金

新型コロナウイルス感染症の長期化に加えて、原油価格・物価高騰の影響を受けている製造

業者の生産プロセスの変革やサプライチェーン再構築への対応等による収益確保のために必要

な設備投資等を支援

＜生産プロセス変革型＞

　省人化・自動化により作業者の配置・接触による感染リスクを低減させる事業、

　または多能工化に向けた人材育成システム整備やそれに伴い工程を変更する事業

＜サプライチェーン再構築型＞

　新型コロナウイルス感染症の影響によるサプライチェーン再構築に対応し、受注を獲得する

　ための事業、または、新型コロナウイルス感染症の影響により発生した新たな需要に対応

　するため、新製品・技術の開発や、新市場へ参入するための事業

※他にも要件あり

2023/2/28 1/2 2023/1/20

https://www.joho-

shimane.or.jp/solutio

n/subsidy/7486

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を見据え、県内中小製造企業による

CO₂削減に資する設備投資やグリーン成長分野への進出・事業拡大に資する設備導入などを

支援します。

A型：成長分野進出事業

EV部品加工設備等、要綱別表1のグリーン成長分野からの受注に資する設備投資

B型：生産プロセス改善事業

1.生産プロセス関連設備

（1）燃料転換に伴う設備

（2）工場内等のエネルギー使用量等を可視化する設備

（3) 冷廃熱・温廃熱等を利用する設備

（4）炭素生産性向上に資する生産設備

2.　その他

　LED照明、空調設備等の生産プロセスに関連しない及び再生可能エネルギーの自家消費用

設備については、助成対象経費の2分の1まで対象

設備導入
しまね産業振

興財団

ものづくり産業エネルギー

コスト削減緊急支援事

業助成金

エネルギーコスト削減につながる取り組みを行う製造業を支援

＜要件＞

➀エネルギーコスト高騰の影響を受けていること

②対象設備等を購入し、エネルギーコスト削減につながる取組

➂事業の継続に必要であること

2023/2/28
中小企業　1/2

小規模事業者 2/3

随時受付

毎月末締切

（書面審査）

https://www.joho-

shimane.or.jp/solutio

n/subsidy/7590

設備導入

松江市

まつえ産業支

援センター

設備導入支援補助金

受注拡大、生産効率化及び新製品開発促進にかかる工作機械等生産設備の導入により技

術力の向上及び経営体質強化を図るもの

※先端設備導入計画、経営革新計画、経営力向上計画等の認定書が必要

1/10 随時

http://www1.city.matsu

e.shimane.jp/jigyousha/

sangyou/kigyou/index/s

etsubi.html

随時

設備導入

IT・IOT

人材育成

松江市

まつえ産業支

援センター

小規模企業支援事業
製造業（小規模事業者：常用従業員20人以下）の工作機械等の取得、更新、補修を支

援
2/3 随時

http://www1.city.matsu

e.shimane.jp/jigyousha/

sangyou/kigyou/index/s

yokibo.html

1/2

中小企業のうち製造業者

（みなし大企業を除く）
40万円～500万円

随時受付

毎月末締切

https://www.joho-

shimane.or.jp/solutio

n/subsidy/7037

2,000万円

C型またはD型との併用可能

その場合の上限は2,000万円➀取引先の確保・継続等のため、事業場単位での炭素生

産性が、年率平均１％以上の増加を達成するもの

② ➀に資する、設備投資を行う取組であること

グリーン成長分野からの受注増額のための設備投資である

こと

※グリーン成長分野については要綱別表1のとおり

2023/1/31

・交付要綱第３条に掲げる中小企業者（みなし大企業

を除く）のうち、製造業者

・原油価格・物価高騰の影響を受けていること

・令和２～４年度に実施された（される）該当の助成事

業に採択された実績がないこと

1,000万円

以下の2つを満たす事業場

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以

内

・事業場規模 100 人以下

https://www.mhlw.g

o.jp/stf/seisakunitsuit

e/bunya/koyou_roud

ou/roudoukijun/zigyo

nushi/shienjigyou/03.

html

30万円

・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

・1台80万円以上の工作機械等の取得

事業場内最低賃金

900円未満： 4/5

（生産性要件を満たし

た場合：9/10）

事業場内最低賃金

900円以上：3/4

（生産性要件を満たし

た場合：4/5）

松江市に本社または工場を持つ製造業に取り組む小規模

企業者(従業員20名以下)

賃金引上げ

＋

設備投資

厚生労働省 業務改善助成金
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資（機械設備、コンサルティング導入や

人材育成・教育訓練などを行った場合に、その費用の一部を助成。

https://www1.city.m

atsue.shimane.jp/jigy

ousha/sangyou/kigyo

u/index/koronataisak

u-setubi.html

1/22023/2/28

・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

・1台80万円以上の工作機械等の取得

松江市

まつえ産業支

援センター

設備導入

研究開発

設備導入
しまね産業振

興財団

ものづくり産業脱炭素化

促進事業助成金

新型コロナウイルス感染症の影響下での受注拡大、生産性効率化、新商品開発にかかる工作

機械等生産設備の導入により、技術力の向上及び経営体質強化を図るもの

・新型コロナの影響による売上減少に対応し、新規受注や新市場開拓を目指す設備投資

・新型コロナの影響による新たな需要（巣ごもり需要等）に対応するために行う設備投資等

100万円未満

200万円

設備導入（新型コロナ

対策 ）支援補助金

2023/2/28
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-setubi.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-setubi.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-setubi.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-setubi.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-setubi.html


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） 2022/9/1

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

セキュリティ

対策推進

枠

独立行政法人情報処理推進機構

が公表する「サイバーセキュリティお助

け隊サービスリスト」に掲載されている

いずれかのサービス

後日案内 1/2以内
(5万円～)

100万円

1次締切：

    2022/9/5

2次締切：

    2022/10/3
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

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

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

10次締切：

    2022/9/5

11次締切：

    2022/9/20

12次締切：

    2022/10/3

後日案内

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

5次締切：

    2022/9/5

6次締切：

    2022/10/3

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

https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-soft.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-soft.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-soft.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-soft.html
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/7038
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/7038
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/7038
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/pjrenkei.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/pjrenkei.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/pjrenkei.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/pjrenkei.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4pj.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4pj.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4pj.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4pj.html
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/7036
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/7036
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/7036
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/softdounyu.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/softdounyu.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/softdounyu.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/softdounyu.html
https://www.it-hojo.jp/
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/charennzi.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/charennzi.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/charennzi.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/charennzi.html


中小企業向け補助金・助成金一覧表

４．販路開拓支援関係 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

販路開拓
しまね産業振

興財団

営業代行等を活用したも

のづくり産業販路拡大支

援助成金

営業代行等を行う企業または個人を活用し、県外の新規取引先発掘など企業間取引の拡

大を図る事業（営業代行会社等のサービス利用料、サンプル、パンフレット等の製作費、旅

費など）

令和5年2月28

日まで
2/3以内 100万円 随時

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/su

bsidy/4119

販路開拓
しまね産業振

興財団

商社等を活用したものづく

り産業販路拡大支援事

業助成金

製造業者が製造する製品等の販路拡大を図るために行う以下の事業（当該事業に必要

な展示会・商談会出展料、装飾費、広告宣伝費等）

　①複数の製造業者が製造する製品の販売促進のために行う展示会出展、

　　情報発信等の事業

　②複数の製造業者への受託加工や請負の受注交渉並びに複数工程の一括

　　受注のコーディネートを行う事業

　③その他、複数の製造業者の取引獲得に繋がる紹介、斡旋等の事業

令和5年2月28

日まで
2/3以内 300万円 随時

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/su

bsidy/4715

販路開拓
しまね産業振

興財団

ウェブを活用した販路拡

大支援助成金

ウェブやデジタル技術を活用した自社の製品や技術力のPR、営業支援ツールの導入など販

路拡大のための取組（当該事業に必要な専門家謝金、広告宣伝費などの経費を助成）

令和5年2月28

日まで
2/3以内 100万円 随時

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/su

bsidy/4119

販路開拓
しまね産業振

興財団
専門展示会出展助成金

自社製品等の販路拡大や新分野進出などを目的に行う県外で開催される展示会等（環

境、福祉、住環境及び機械金属等に関する全国的な規模のものに限る。）への出展（当

該事業に必要な出展料、ブース装飾費などを助成）

年度末までに開

催される展示会

等

1/2以内

30万円

※企業グループは

90万円

随時

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/su

bsidy/781

販路開拓支援補助金 1/2 100万円 随時

http://www1.city.matsue.

shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/hanrok

aitaku.html

販路開拓（新型コロナ対

策）支援事業補助金
2023/2/28 2/3 100万円 随時

https://www1.city.matsue

.shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/korona

taisaku-hanro.html

５．事業承継関係 赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2022/7/1

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

事業承継
島根県

中小企業課

第三者承継・統合型支

援補助金

後継者不在の中小企業者の廃業を未然に防止し、地域に必要な事業の継続、雇用の維

持を図るため、第三者承継により経営資源を引継ぐ取組に必要な経費の一部を補助

【補助対象経費】

株式譲渡契約・事業譲渡契約のうち、施設・設備費等固定資産にかかる譲渡対価、外注

費

2023/2/28 1/2 1,000万 随時

https://www.pref.shiman

e.lg.jp/industry/syoko/san

gyo/chusho/daisansya_sy

oukei.html

(1) 補助対象期間内に被承継者から経営資源

を引継ぐ承継者であること。

(2) 県内に本店又は主たる事業所を有する中

小企業者であること。

(3) 特別関係者でないこと。

(4) 申請の日から起算して１年以内において、

資本関係者でないこと。

・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

・自社製品、自社技術をもつ企業

販路開拓

県内に事業所を有する製造業者が製造する機

械金属、樹脂、電気及び電子製品部品等の卸

販売や営業代行を行う商社等

対象企業等

県内に事業所を有する機械金属、樹脂、電気お

よび電子部品等の中小製造業者

・島根県内に所在する中小企業者

・機械金属、樹脂、電気および電子部品等の製

造を行っている者

・島根県の中小製造業企業3社以上により構成

されるグループで経営革新計画の承認を受けた

事業者

対象企業等

県内に事業所を有する機械金属、樹脂、電気お

よび電子部品等の中小製造業者

・同上

・新型コロナウイルス感染症影響下での取組

自社製品を持つ企業の展示会出展、製造業のweb商談支援

➀展示会等出展支援：自社の製品や技術を県外で開催される展示会等の出展する経費

を支援

②Web商談推進支援：web商談に必要な機材購入、Web商談に向けたHP改修、動画

作成等の経費を支援

松江市

まつえ産業支

援センター

https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4119
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4119
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4119
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4715
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4715
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4715
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4119
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4119
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/4119
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/781
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/781
https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/781
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/hanrokaitaku.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/hanrokaitaku.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/hanrokaitaku.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/hanrokaitaku.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-hanro.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-hanro.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-hanro.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/koronataisaku-hanro.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/daisansya_syoukei.html


６．雇用・人材育成関係 赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2022/5/27

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

[1]高年齢者（60歳以上65歳

未満）、母子家庭の母等
１年

[3]重度障害者等を除く身体・

知的障害者
２年

[4]重度障害者等 ３年

[4] 高年齢者（60歳以上65

歳未満）、母子家庭の母等
１年

[5]重度障害者等を含む身体・

知的・精神障害者
２年

短時間労

働者以外

の者

１年

短時間労

働者

一週間の所定労働時間が、20

時間以上30時間未満である者
１年

トライアル雇用助成金

Ⅰ　一般トライアルコース

職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則３か月間の試行雇用することにより、その

適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただく

随時

https://www.mhlw.go.j

p/stf/seisakunitsuite/bu

nya/koyou_roudou/koy

ou/newpage_16286.ht

ml

Ⅰ　特定訓練コース

OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練

効果が高い10時間以上の訓練について助成

随時

Ⅱ　一般訓練コース

職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成
随時

Ⅲ　教育訓練休暇付与コース

➀有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合、もしく

は②有給又は無給の長期の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練

を受けた場合に助成

随時

https://www.mhlw.go.j

p/content/11600000/0

00922572.pdf

Ⅳ　特別育成訓練コース

有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成
随時

https://www.mhlw.go.j

p/content/11600000/0

00923543.pdf

人材育成
島根県

雇用政策課

ものづくり人材長期派遣

研修支援補助金

社員を県内外の企業、大学、職業訓練機関、試験研究機関等（以下「企業等」という。）に

派遣※１して行う人材育成に要する経費の一部を助成

　※１：３ヶ月以上２年以下の期間継続して研修に参加させるもの。

　但し、企業等における研修カリキュラムが３ヶ月以上にわたり断続的に開催される場合も含む

賃金（割増賃金の時間単価を算定する基礎賃金部分）、社会保険料事業主負担分、教材

費、研修・研究材料費、入学金、授業料、旅費、引越代

上限2年 1/2 200万円/年/社 随時

人材育成
島根県

雇用政策課

ものづくり企業人材育成

支援補助金

しまねものづくり技術人材バンク登録技能者を活用して若手社員を指導する際に企業が支払う謝

金の一部を補助

　※年間5日以上の受入れが対象

2022/2/28 2/3

1万円/時間

かつ

60万円/年

随時

人材育成・確保支援補

助金
1/2 50万円 随時

http://www1.city.matsue.

shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/jinzai.

html

人材育成・確保（新型コ

ロナ対策）支援補助金
2023/2/28 2/3 100万円 随時

https://www1.city.mat

sue.shimane.jp/jigyous

ha/sangyou/kigyou/ind

ex/R4zinzai.html

https://www.mhlw.go.j

p/content/11910500/0

00923177.pdf

随時
1人あたり 57万円<72万円>

1人あたり 28.5万円<36万円>

賃金助成：1人1時間あたり760円

訓練経費助成：実費相当額の45％

OJT実施助成：1人1コースあたり20万円

生産性向上助成もあり

厚生労働省

ハローワーク

労働局

雇用関係

賃金助成：1人1時間あたり380円

訓練経費助成：実費相当額の30％

生産性向上助成もあり

➀の場合 定額助成:30万円

②の場合 1日1人あたり 6千円

生産性向上助成もあり

Off-JT賃金助成：1時間あたり760円

Off-JT諸経費助成：実費助成（基準あり）

OJT訓練実施助成：1人1コースあたり10万円

生産性向上助成もあり

Ⅰ　特定就職困難者コース

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者

（雇用保険の一般被保険者）として雇い入れる事業主に対して助成

Ⅱ　生涯現役コース

雇入れ日の満年齢が６５歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇

用することが確実な労働者（雇用保険の高年齢被保険者）として雇い入れる事業主に対して

助成

短時間労

働者

60万円

120万円

240万円

40万円

80万円

中小企業向け補助金・助成金一覧表

➀謝金、旅費、教材費、受講料等

②動画、パンフレット等の作成経費

新型コロナウィルス感染症影響下での上記の

取組

人材開発支援助成金

厚生労働省

ハローワーク

労働局

人材育成

対象企業等

県内で製造業を営む中小企業

県内で製造業を営む中小企業
https://www.pref.shiman

e.lg.jp/industry/employ/k

unren/ordermade/

https://www.mhlw.go.j

p/content/11600000/0

00923538.pdf

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

stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/koyou/kyuf

ukin/tokutei_konnan.html

短時間労

働者以外

の者
随時

70万円

50万円

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

stf/seisakunitsuite/bunya/

koyou_roudou/koyou/kyuf

ukin/tokutei_kounenrei.ht

ml

随時

対象者１人当たり、月額最大４万円

（最長３か月間）

対象労働者が母子家庭の母等または

父子家庭の父の場合は５万円

特定求職者雇用開発助

成金

① 紹介日の前日から過去２年以内に、

　２回以上離職や転職を繰り返している

② 紹介日の前日時点で、離職している期間

が１年を超えている　ほか

キャリアアップ助成金

Ⅰ　正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成

※生産性要件を満たす場合、助成額を増額加算（補助額欄の＜　＞内の金額に増額）

① 有期→正規

② 無期→正規

人材育成

松江市

まつえ産業支

援センター

製造業・情報通信業の企業力向上につながる人材育成や確保を支援

➀人材育成支援：人材育成計画に基づいて、自社又は社外で行う研修会及び教育訓練等の

実施を支援

②人材確保支援：人材確保につながるPR動画作成等を支援
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https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000922572.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923543.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923543.pdf
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/jinzai.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/jinzai.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/jinzai.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/jinzai.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4zinzai.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4zinzai.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4zinzai.html
https://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/kigyou/index/R4zinzai.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/kunren/ordermade/
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/kunren/ordermade/
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/employ/kunren/ordermade/
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923538.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923538.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923538.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html


中小企業向け補助金・助成金一覧表

７．環境改善・改善活動支援関係 赤字：前年度情報掲載（情報入手次第更新） 2022/7/1

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

施設改修 厚生労働省
受動喫煙防止対策助成

金

受動喫煙防止対策を行う際に、費用の一部を支援

　①喫煙室の設置・改修

　②屋外喫煙所（閉鎖系）の設置・改修

　※いずれも基準あり

1/2

飲食店：2/3

100万円

単位面積当たりの助

成対象経費上限:

60万円/㎡

2023/1/31

https://www.mhlw.go.j

p/stf/seisakunitsuite/bu

nya/0000049868.html

環境改善

厚生労働省

日本労働安

全衛生コンサ

ルタント会

エイジフレンドリー補助金

職場環境の改善に要した費用（物品の購入・工事の施工等）の一部を補助

１ 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費用

２ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入に係る費用

３ 健康や体力状況等の把握に関する費用

４ 安全衛生教育の実施に関する費用

2023/1/31 1/2 100万円 2022/10/31

https://www.mhlw.go.j

p/stf/newpage_09940.

html

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を見据え、県内中小製造企業によるCO₂

削減に資する設備投資やグリーン成長分野への進出・事業拡大に資する設備導入などを支援し

ます。

C型：設備配置変更事業

工場内のレイアウト変更及び製造工程見直しなど炭素生産性向上に資する取組み

D型：国際規格認証取得事業

CO2削減に向け、以下の国際規格取得に取り組む事業

・ISO14001(環境)

・ISO50001(エネルギー)

1/2 10万円

1/2 30万円

現場改善活動（新型コ

ロナ対策）支援補助金
2023/2/28 2/3 60万円 随時

https://www1.city.matsue

.shimane.jp/jigyousha/san

gyou/kigyou/index/R4gen

kai.html

次の(1)～(3)すべてに該当する事業主

(1)労働者災害補償保険の適用事業主

(2)中小企業事業主

(3)事業場内において、措置を講じた区域以

外を禁煙とする事業主

新型コロナウィルス感染症影響下での⑤の取

組

http://www1.city.mats

ue.shimane.jp/jigyoush

a/sangyou/kigyou/inde

x/genkai.html

現場改善活動支援補助

金

対象企業等

製造現場の改善活動を支援

(1)改善実践事業＜組織的・継続的活動＞

　➀現場改善の基礎づくり支援

　②現場改善による付加価値向上支援

(2)教育訓練事業＜人材育成計画＞

　③社外研修等での知識習得、リーダー養成

　④外部専門家の指導による継続的な取り組み

(3)感染症対策事業

　⑤３密回避のための取組

随時

➀活動の効果的実施及び定着化の基礎的

な取組

②設備改造、一体的な工程見直し等に要す

る経費

③社外研修参加経費

④外部専門家受入経費等

⑤換気機能付きエアコン、非接触式検温

器、シートシャッター等

➀取引先の確保・継続等のため、事業場単

位での炭素生産性が、年率平均１％以上

の増加を達成するもの

② ➀に資する、工場内における設備の配置

変更を行う取組であること

脱炭素化への対応のため、環境関連国際規

格を取得する取組であること

2023/2/28 1/2 100万円
随時受付

毎月末締切

現場改善

松江市

まつえ産業支

援センター

ものづくり産業脱炭素化

促進事業助成金

しまね産業振

興財団
脱炭素化

https://www.joho-

shimane.or.jp/solution/

subsidy/7037

次の(1)～(3)すべてに該当する事業者

(1)高年齢労働者（60歳以上）を

　常時１名以上雇用している

(2)中小企業事業者

(3)労働保険に加入している
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