埼玉県内自治体支援金等一覧（R３年度）
埼玉県内市町村の事業者様に対する支援金の概要をまとめました。詳細については、必ず各市町村のホームページを御確認いただきますようお願いいたします。
7月2日現在

自治体

名称

支給額

さいたま市

事業再構築補助金再構
築支援補助金

さいたま市

(1）通常枠／緊急事態宣言特別枠
事業再構築補助金効果 200万円
(2）卒業枠／グローバルＶ字回復枠
向上補助金
500万円

さいたま市

生産性革命推進事業効
果促進補助金（第1
期）

さいたま市

さいたま市雇用調整助
成金申請費用補助金

川越市

熊谷市

川越市中小企業者事業
継続支援金

テレワーク導入支援事業
補助金

上限50万円

(1）ものづくり補助金 200万円
(2）ＩＴ導入補助金 50万円
(3）小規模事業者持続化補助金
10万円

上限5万円

一律７万円

支給対象

受付期間

問合せ先等

リンク

国の「事業再構築補助金」獲得のため、「認定経営革新等支
令和3年6月1日～
援機関」の支援を受け有償で事業計画書を作成する市内事
令和3年7月16日
業者

（公財）さいたま市産業創
造財団 事業企画課
TEL：048-851-6652
FAX：048-851-6653

https://www.sozosaitama.or.jp/?p=1650

国の「事業再構築補助金」の交付決定を受け、事業完了した 令和4年1月4日～
市内事業者
令和4年3月16日

（公財）さいたま市産業創
造財団 事業企画課
TEL：048-851-6652
FAX：048-851-6653

https://www.sozosaitama.or.jp/?p=1624

国の(1)「ものづくり補助金」、(2)「ＩＴ導入補助金」、(3)「小
令和3年5月14日～
規模事業者持続化補助金」の交付決定を受け、事業完了し
令和3年8月31日
た市内中小企業者

さいたま市経済政策課
TEL：048-829-1362
FAX：048-829-1944

https://www.city.saitama.j
p/005/002/010/009/p0730
67.html

雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含む。）の申請
事務を社会保険労務士に依頼した市内小規模事業者

令和2年5月11日～
令和3年7月30日

さいたま市労働政策課
048-829-1370

https://www.city.saitama.j
p/002/001/008/006/011/0
01/p072614.html

中小企業・個人事業主（フリーランス含む）

令和３年４月１９日～
中小企業者事業継続支援
令和３年７月３１日
金専用電話
※予算に達した時点で受
049-225-5877
付終了

https://www.city.kawagoe.
saitama.jp/smph/jigyosha
muke/chushokigyonushi/ch
ushokigyoshienkin.html

商工業振興課
企業支援労政係
048-524-1111内線467

https://www.city.kumagay
a.lg.jp/about/soshiki/sangy
o/shokogyoshinko/oshirase
/telework.html#cms1C03C

市内に事業所がある中小企業者
対象経費の3分の2（上限50万円） ※令和３年度から新規にテレワークに係る環境を整備する場
合に限る。

令和3年8月31日まで

自治体

名称

支給額

熊谷市

「STOPコロナ」中小企業
者支援事業支援金

川口市

川口市感染防止対策協
力金

行田市

行田市事業継続力強化
計画策定奨励金

一律10万円

秩父市

秩父市緊急特別融資

融資限度額 100万円
※信用保証不要

秩父市

秩父市雇用確保推進奨
励金

一律10万円（1回のみ）

所沢市

自己負担額の2分の1
小規模事業者持続的発 (補助対象経費－国の補助額)×1/2
（1,000円未満切捨て）
展支援補助金
※補助上限額 25万円

所沢市

加須市

一律5万円

14万円

換気促進機器導入補助 対象経費の9/10
限度額：10万円
金

地域活力応援給付金

一律10万円

支給対象

中小企業・個人事業主（フリーランス含む）

受付期間

令和3年5月17日から
令和3年8月31日まで

問合せ先等

商工業振興課
商業振興係
048-524-1111内線499

リンク

https://www.city.kumagay
a.lg.jp/about/soshiki/sangy
o/shokogyoshinko/oshirase
/tyushokigyosienkin.html

令和2年12月23日～令 川口市 経済部 産業振興
第１期埼玉県感染防止対策協力金の支給決定を受けている
和3年12月31日（消印 課
事業者
有効）
048-259-9018

令和4年2月28日まで

商工観光課
048-556-1111
（内線374）

https://www.city.gyoda.lg.j
p/15/04/11/jigyoukeizokuk
eikaku.html

中小企業者

令和２年５月７日から
～現在

産業支援課

http://www.city.chichibu.lg
.jp/9114.html

国の雇用調整助成金等の支給決定を受けた中小企業者

令和3年4月1日から

産業支援課

http://www.city.chichibu.lg
.jp/5929.html

産業振興課
04-2998-9157

https://www.city.tokoroza
wa.saitama.jp/kurashi/shig
otojyoho/hattenhojokin.ht
ml

商業観光課
04-2998-9155

http://www.city.tokorozaw
a.saitama.jp/iitokoro/oshira
se/syogyo_kankisokusinhoj
o.html

市内中小企業者等

国が実施する小規模事業者持続化補助金（令和2年度3次
補正予算）の低感染リスク型ビジネス枠において採択を受け、
令和4年3月31日まで
令和3年度末までに補助対象事業を完了した市内小規模事
業者

換気促進機器を導入する小規模事業者

令和4年3月31日まで

都道府県による飲食店を対象とした感染防止対策協力金の
交付が受けられる営業時間短縮の要請対象者を除く、法人又
令和3年4月1日～令和 地域活力応援給付金担当
は個人事業者（令和3年1月から同年5月までのいずれかの月
3年8月31日
0480-73-1111
の事業収入（売上）が前年同月比で20％以上かつ10万円
以上減少）

https://www.city.kazo.lg.jp
/soshiki/sangyoukoyou/shig
oto/kigyou/25878.html

自治体

名称

支給額

羽生市

羽生市新型コロナウイル
ス感染症対策設備等導
入サポート補助金

補助対象経費の2分の1
（上限100万円）

羽生市

羽生市民間事業者活力
支援事業補助金

一律10万円

中小企業者・個人事業主

羽生市

羽生市中小企業等信用
保証料補助金

上限１０万円

羽生市

羽生市雇用調整助成金
等申請支援補助金

羽生市

羽生市中小企業就労奨
励交付金

問合せ先等

リンク
https://www.city.hanyu.lg.j
p/docs/2021052300014/

7月1日～9月30日まで

商工課
048-560-3111

https://www.city.hanyu.lg.j
p/docs/2021060400027/

中小企業者・個人事業主

7月1日～12月28日まで

商工課
048-560-3111

https://www.city.hanyu.lg.j
p/docs/2020082500074/

上限10万円

中小企業者・個人事業主

7月1日～12月28日まで

商工課
048-560-3111

https://www.city.hanyu.lg.j
p/docs/2020082500081/

事務所に２０万円
正社員に５万円

中小企業者・個人事業主

7月1日～12月15日まで

商工課
048-560-3111

https://www.city.hanyu.lg.j
p/docs/2021060400041/

市内飲食店等あんしん来
店支援事業費補助金

上尾市

対象経費の2/3
（限度額:50万円）
頑張る事業者サポート補
※審査の結果、地域課題解決事業に
助金
認定された場合、対象経費の4/5（限
度額:80万円）

雇用促進助成金

受付期間

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための設備投資
商工課
6月1日～10月29日まで
や店舗等の改修工事等を行う中小企業者・個人事業主
048-560-3111

羽生市

上尾市

支給対象

上限５万円

被雇用者1人につき一律10万円
（1事業者当たり限度額:50万円）

・食品衛生法に基づく飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造
業営業許可を受けていること。
・彩の国「新しい生活様式」安心宣言を店頭に掲示しているこ
観光ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課
8月2日～10月29日まで
と。
048-560-3119
・埼玉県LINEコロナお知らせシステムＱＲコードの発行を受け
店頭に掲示していること。

①中小・小規模事業者（個人事業主を含む）
②令和2年4月7日以降に承認を受けた（または承認申請を
6月1日～7月30日
した）経営革新計画に基づく事業であって、事業の継続・経営
課題の解決に資する取組を行うもの

商工課
048-777-4441

http://www.city.ageo.lg.jp/
page/041121060101.html

①中小・小規模事業者（個人事業主を含む）
5月18日～令和4年2月 商工課
②申請日から6か月以内に、事業者の都合による従業員の解
28日
048-777-4441
雇（勧奨退職を含む）をしていないこと

http://www.city.ageo.lg.jp/
page/041121051701.html

自治体

名称

支給額

支給対象

上尾市

商店街等活力再生推進 1団体につき最大、店舗数×3万円（1 商店街（会）、連合会、協同組合、市内任意の商業者グ
団体当たり限度額:50万円）
ループなど（3者以上）
事業支援金

上尾市

電子決済端末レジ・クラ
ウド会計システム導入補
助金

上尾市

対象経費の2/3
（限度額:10万円）
※設定、活用支援として専門家（IT
コーディネーター）を5回まで無料派遣

中小・小規模事業者（個人事業主を含む）または新たに創
業し、将来にわたり継続して事業を営むもの

①コンテンツ作成（展示会出展付き）
対象経費の3/4
オンラインコンテンツ等作 （限度額:25万円）
出展経費の10/10
製造業を営む中小・小規模事業者（個人事業主を含む）
成・オンライン展示会出展
（限度額:5万円）
補助金
②コンテンツ作成のみ
対象経費の1/2
（限度額:25万円）

受付期間

問合せ先等

リンク

5月18日～令和4年3月 上尾商工会議所
10日
048-773-3111

http://www.city.ageo.lg.jp/
page/041121051710.html

5月18日～10月29日

上尾商工会議所
048-773-3111

https://www.ageocci.or.jp/
rejihojyo/

5月18日～12月24日

上尾商工会議所
048-773-3111

https://www.ageocci.or.jp/
online-hojyokin/

上尾市

マル経融資利子補給補
利子補助:100%（3年間）
助金

令和4年2月頃、対象者
へ上尾商工会議所から個
令和2年2月から令和3年3月までに商工会議所の推薦を受け
上尾商工会議所
別に通知します
たマル経融資
048-773-3111
※申請受付は終了しまし
た

草加市

下記①～③のいずれかを支給する。①
20万円②50万円条件：販売計画を
策定し、販路拡大等に併せて業務効率
化に取り組む場合③80万円条件：上
経営革新チャレンジ支援
記②の条件を満たし、かつ1月8日付け
事業補助金
緊急事態宣言の再発出による措置
（飲食店の営業時間短縮要請・移動
自粛等）により、甚大な影響を受ける
特定の業種であること

(1)市内に主たる事業所を有する中小企業等であって、草加
商工会議所のアドバイスを受けて中小企業等経営強化法(平
成11年法律第18号)に基づく経営革新計画(注)を作成し、
令和3年4月1日から令和 草加商工会議所
令和2年4月1日から令和3年3月31日 までに都道府県知事
4年3月31日まで
048-928-8111
の承認を受けた計画を実施する者(2)事業継続計画宣言に
取り組む中小企業等(3)市税等(市民税、固定資産税・都市
計画税及び国民健康保険税)の滞納がない者

http://www.asoka.net/02_jigyou/kinkyu/
kinkyu08.html

自治体

草加市

草加市

入間市

和光市

名称

支給額

支給対象

受付期間

問合せ先等

(1) 取得目的が次のいずれかに該当するもの。
①新たな商品やサービスを開発するため。
②生産量やサービスの拡大に対応するため。
実施期間内に、１事業者あたり１案
③環境に配慮した設備への更新または新たに導入するため。
件のみを補助の対象とする。
④その他、事業拡大・経営革新等に資する設備を導入する
(1) 補助率は、補助対象経費の20％
地域経済活性化事業
ため。
とする。
令和3年4月6日から令和 草加商工会議所
(2) 1個または１組あたりの取得価額が10万円以上のもの。
（市内事業所等設備投
(2) 補助金額は、100万円以内とす
3年9月30日まで
048-928-8111
(3) 原則として、当年分の償却資産申告の対象となるもの。
資支援事業）
る。
(4) 事業者単独で所有し、市内の事業所に設置するもの。
(5) 中古品またはリース契約に基づくものでないもの。
(6) 市内に本店または営業所等のある事業者に発注するも
の。なお、特段の理由があると実行委員会が認めた場合を除く

毎年1月1日から12月31日まで(令和2
年度にあっては、令和2年3月2日から同
セーフティネット保証利用 年12月31日まで)の間に支払った利子
の合計額のうち、融資額3,000万円ま
支援補助金
での利子相当額を上限として、3年間補
助する

入間市雇用確保推進奨
励金

和光市中小企業融資
利子補給補助金

一律30万円（1回のみ）

次の要件をすべて満たすもの
(1)令和２年３月２日以降、セーフティネット保証５号認定を
取得し、埼玉県経営安定資金又は埼玉県新型コロナウイルス
令和4年1月～2月頃に
感染症対応資金の融資を受け、利子（延滞利子を除く。以
利子補給に係る申請受
下同様）を支払った方
付予定
(2)市内に主たる事業所を有する中小企業者の方
(3)市税等の滞納がない方（納税猶予中の方も可）

雇用調整助成金の支給決定を受けた中小企業者

令和3年1月から12月に支払った利子
中小企業・個人事業主
全額（コロナ特例）

草加市自治文化部産業振
興課商工係
048-922-3477

リンク

http://www.asoka.net/02_jigyou/etc/20
0420_setsubi.html

http://www.asoka.net/02_jigyou/kinkyu/
kinkyu02.html#k02

令和3年3月22日～
商工観光課
令和3年9月30日
工業労政担当
※予算が上限に達し次第
04-2964-1111
受付終了

http://www.city.iruma.sait
ama.jp/shisei/sangyo/1012
570.html

産業支援課産業育成支援
令和3年4月5日～令和
担当
4年3月7日
048-424-9114

http://www.city.wako.lg.jp
/home/kurashi/sangyou/yu
usisien/_5918/sei_3_2.htm
l

自治体

桶川市

八潮市

名称

支給額

桶川市新型コロナウイル ・改修工事費 上限10万円
ス感染対策支援補助金 ・備品購入費 上限5万円

はぴベジ博2021

支給対象

受付期間

・桶川市内事業所に対するものであること
令和3年5月6日～
・桶川市内の業者が工事を施工または市内の店舗から購入に 令和3年9月3日
係る経費
※予算限り終了

問合せ先等

産業観光課
048-788-4928

八潮市商工会議所
市内参加飲食店等にて1品500円以
参加店は随時受付中
048-996-1926
上の商品に200円割引した分を補助 「やしお八つの野菜（はぴベジ）」を使った商品を提供する市
（開催期間：6月18日
（1店舗 1000食限定として割引上限
内参加飲食店
～9月17日）
商工観光課
20万円）
048-996-3119

①経営革新計画策定事業
一律 5万円
②計画実行事業
補助率2/3
上限30万円～80万円

https://www.city.okegawa.
lg.jp/soshiki/shiminseikatsu
/sangyokankou/sangyo/san
gyoshien/9125.html

http://www.yashio.or.jp/s
marts/index/1/detail=1/b_i
d=1/r_id=123#block1-123

https://www.city.yashio.lg.
jp/kurashi/kanko_sangyo/s
angyo/hapiveji2019.html

にぎわい創出課
0493-72-1221

https://www.town.ogawa.s
aitama.jp/0000004278.ht
ml

令和3年4月1日～
12月28日

にぎわい創出課
0493-72-1221

https://www.town.ogawa.s
aitama.jp/0000004280.ht
ml

小川町

小川町経営革新計画等
チャレンジ応援補助金

小川町

小川町販路拡大支援事
新しい生活様式を踏まえ、販路拡大に向け新たな取組を行う
（中小企業者団体が申請する場合は
中小企業者又は中小企業者団体
業補助金
50万円）

川島町

川島町中小企業経営継
続応援事業補助金

一律10万円

①町内に事業所を有する中小事業者であること
②売上高の減少実績が前年同月比20%以上でセーフティネッ
ト保証の認定を受け、金融機関から100万円以上の融資をう
けていること
③町税の未納がないこと

7月1日～12月24日
（予定）

農政産業課
049-299-1760

川島町

川島町経営革新応援事
業奨励金

一律5万円

経営革新計画を策定し、埼玉県知事の承認を受けた町内中
小事業者

令和3年5月19日～
令和4年2月28日

農政産業課
049-299-1760

新たな事業の創出、経営戦略の策定等、未来に向けたチャレ 令和3年4月1日～
ンジをする中小企業者
令和4年2月26日

補助率2/3 上限20万円

リンク

自治体

名称

支給額

ときがわ町

ときがわ町中小企業及び
個人事業主に対する新
型コロナウイルス感染症
対策費補助金

上限５万円

支給対象

法人：主たる事業所が町内にあること
個人事業主：町内に住所を有すること

受付期間

問合せ先等

令和３年４月28日から ときがわ町役場産業観光課
令和３年８月31日まで 0493-65-1532（直）

リンク

https://www.town.tokigaw
a.lg.jp/info/2256

横瀬町

雇用調整助成金等の支
社会保険労務士に支払った費用に対し ①町内に本店または支店若しくは営業所を有する中小企業者 給決定を受けた日と、社
雇用調整助成金等申請
振興課
消費税及び地方消費税を除く額
②雇用調整助成金等の支給申請事務を社会保険労務士に 会保険労務士に費用を
0494-25-0114
費用補助金
（限度額10万円）
依頼し、その費用を払っていること
支払った日のいずれか早い
日から起算して30日以内

https://www.town.yokoze.
saitama.jp/jigyosha/sogyojigyoshien/6422

横瀬町

雇用調整助成金等活用
奨励補助金

一律10万円

①町内に本店または支店若しくは営業所を有する中小企業者 雇用調整助成金等の支
振興課
②新型コロナウイルスの影響による休業等により、雇用調整助 給決定を受けた日から起
0494-25-0114
成金等の支給決定を受けていること
算して30日以内

https://www.town.yokoze.
saitama.jp/jigyosha/sogyojigyoshien/6426

中小企業振興資金

①融資限度額 1,000万円
②利率の1/2を限度に補助
③信用保証料の0.6%を超える部分を
補助

産業観光課
0494-62-1462

https://www.town.minano.
saitama.jp/covid-19_01/

長瀞町産業観光課
産業観光担当
0494-66-3111
（内線234）

www.town.nagatoro.saitam
a.jp/nourin/jigyoshashien/

皆野町

長瀞町

長瀞町

長瀞町

中小企業者

令和3年4月30日から

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時
長瀞町中小企業等売上
町内に事業所を有する法人又は個人事業主のうち、緊急事 令和３年４月１日～
支援金の給付額の３分の１（千円未
態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付決定を受けた者 令和３年８月３１日
減少対策一時金
満切捨て）

おもてなし力向上支援事
業

発注先が町内事業所：
上限７５万円
発注先が町外事業所：
上限５０万円

新型コロナウイルス対策
地域経済応援事業

商品券５００円＊１２枚
（全店共通券＊６枚
中小一般券＊６枚）

町内に事業所を有する法人又は個人事業主のうち、感染予
防や新サービスの開発などに係る工事等を発注した者

長瀞町産業観光課
令和３年７月１日～
産業観光担当
令和３年１０月２９日 0494-66-3111
（内線234）

町内在住の世帯主

長瀞町産業観光課
令和３年６月１０日～ 産業観光担当
令和３年１２月３１日 0494-66-3111
（内線234）

www.town.nagatoro.saitam
a.jp/shohinken-r3/

自治体

神川町

神川町

寄居町

宮代町

名称

支給額

支給対象

最大20万円
神川町中小企業者等事 ①一律10万円
町内に所在する店舗、事業所等で事業を営む中小企業者
②利子及び信用保証料補助 上限10 （個人事業主及び農家含む）
業持続化給付金
万円

神川町新型コロナウイ
補助対象経費の2/3
ルス感染症対策店舗等
上限30万円
改装費補助金

寄居町事業継続支援給
付金

宮代町新型コロナウイル
ス感染症予防対策事業
費補助金

融資金額５００万円以上
１０万円
融資金額５００万円未満
５万円

補助対象経費（消費税及び地
方消費税を除く）の10分の
10、1店舗当たり上限10万円

受付期間

令和3年4月1日～令和
3年9月30日

問合せ先等

リンク

http://www.town.kamikaw
経済観光課 商工観光担当 a.saitama.jp/soshiki/keizaik
an/nourinshokogyou/4014.
0495-77-0703
html

令和2年10月7日～令
和3年9月30日
http://www.town.kamikaw
町内に来店型の店舗を所有又は賃貸借している中小企業者
経済観光課 商工観光担当
a.saitama.jp/soshiki/keizaik
※交付決定を受けてから
（個人事業主含む）
0495-77-0703
an/oshirase/3713.html
着工され、令和3年9月
30日までに完了する工事

町内に本店等を有する法人又は個人事業主で、令和２年３
月２日から令和３年９月３０日までに、金融機関から融資 令和３年９月３０日ま
（セーフティネット保証の認定を受けた融資等）を借り受けた で
者。

商工観光課
048-581-2121
（内線452）

①中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1 令和3年6月1日～令和 産業観光課商工観光担
項各号に規定するものであること。
3
当
②令和3年6月1日現在、町内で対面での接客を伴う店舗、 年7月30日
0480-34-1111（内線
事務所を営んでいる者であること
265)

http://www.town.miyashir
o.lg.jp/0000016710.html

