埼玉県内市町村支援金等一覧（新型コロナウイルス感染症対策関係）
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。
※新聞、ＨＰ等の情報からの抜粋 10月1日現在
市町村

名称

支給額

支給対象

受付期間

問合せ先等

小規模事業者

5月11日～12月25日
労働政策課
※予定数に達した時点
048-829-1370
で受付終了

飲食デリバリー代行業 対象経費の1/2以内
さいたま市
者利用支援事業
限度額：10万円

飲食店等を営む中小企業

5月11日～7月31日
商業振興課
※申込受付は終了しま
048-829-1364
した。

テイクアウト・デリバ 対象経費の3/4以内
さいたま市
リー新規参入補助事業 限度額：5万円

5月11日～7月31日
商業振興課
飲食店等を営む小規模事業者 ※申込受付は終了しま
048-829-1364
した。

さいたま市雇用調整助
さいたま市
限度額5万円
成金申請費用補助金

さいたま市

さいたま市小規模企業
一律10万円
者・個人事業主給付金

補助上限額：
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
生産性革命推進事業効
さいたま市
10万円
果促進補助金
補助率：
自己負担額の1/2（（国の補助
対象経費－国の補助額）×補
助率（1/2））
さいたま市テレワーク
さいたま市 推進事業宿泊施設協力 20万円
金

小規模企業者、個人事業主

5月27日～9月30日

産業展開推進課
048-829-1349

さいたま市内に本社・本店を
有する法人、又はさいたま市
6月15日～令和3年3月5 経済政策課
内に住民登録があり市内に事
日
048－829-1362
業所等を有している個人

6月1日～12月31日
テレワークプランを提供する
観光国際課
※予算額に達した時点
市内宿泊施設
048-829-1365
で受付終了

リンク
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072614.
html

https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/011/001/p072834.html

https://www.city.saitama.jp/005/002/010/009/p073067.html

https://www.city.saitama.jp/004/001/001/p073028.html

6月30日まで
中小企業者事業継続緊
※申込受付は終了しま 急支援金専用電話
した
049-225-5877

川越市

川越市中小企業者事業
一律10万円
継続緊急支援金

中小企業・個人事業主

川越市

川越市中小企業者事業
継続緊急支援金【拡充 一律10万円
版】

令和3年2月28日まで
中小企業者事業継続緊
中小企業・個人事業主（フリーラ
※予算額に達した時点 急支援金専用電話
ンス含む）
で受付終了
049-225-5877

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/jigyoshamuke/chushokigyonu
shi/kinkyushienkin.html

①融資限度額：1,000万円

川越市

熊谷市

②利子補助：
・小規模企業者であること
川越市小規模企業者
初回利払日の属する月から2年 ・新型コロナウイルス感染症
セーフティ融資（新型 間全額補助
のため、セーフティネット保 7月1日から
コロナウイルス特例）
証5号の認定を受けていること
③信用保証料補助：
等
保証料一括払いの場合、全額
補助
「STOPコロナ」小規模
10万円
事業者緊急支援事業

産業振興課
商業振興担当
049-224-5934
（内線2723 ・2724）

https://www.city.kawagoe.saitama.jp/jigyoshamuke/chushokigyo
nushi/safetyyushitokurei.html

商工業振興課商業振興
5月11日～7月31日
小規模事業者（フリーランス
係
※申込受付は終了しま
を含む）
048-524-1111（内
した。
499）

①融資限度額：5,000万円

熊谷市

②利子補助：
貸付日から3年間は50％、その
後2年間は25％
中小企業者、中小企業等協同
熊谷市中小企業一般事
組合又は医業を主たる事業と 4月1日～9月30日
業資金融資
③信用保証料補助：
する法人
従来に引き続き、期限内完済
後に補助します。
ただし、貸付元金2,000万円を
限度とします。
①融資限度額：300万円

熊谷市

緊急経営安定資金

中小企業者

4月1日～9月30日

②利子補助：100％

川口市

小規模事業者等事業継
10万円
続緊急支援金

商工業振興課
企業支援労政係
048 524 1111
（内線467 ・477）

https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/shokogy
oshinko/oshirase/kinnkyuukeizaitaisak.html

商工業振興課
企業支援労政係
048 524 1111
（内線467 ・477）

https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/shokogy
oshinko/oshirase/kinnkyuukeizaitaisak.html

5月7日～7月31日
小規模事業者、NPO、個人事業
産業労働政策課
※申込受付は終了しま
主
048-259-9025
した。
市内小規模事業者・個人事業
6月15日～9月30日
主（フリーランスを含む）

商工観光課
小規模事業者緊急支援
担当
048-556-1111
（内線383、374）

https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/10/koronakinyuu.html

行田市

行田市小規模事業者等 ひと月の家賃3分の１を６ヵ月 市内で事業を行っている小規
7月20日～11月2日
家賃支援給付金
分（上限額１０万円）
模事業者または個人事業主

商工観光課
小規模事業者等家賃支
援担当
048-556-1111
（内線383、374）

https://www.city.gyoda.lg.jp/15/04/10/koronakinyuu.html

秩父市

秩父市新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止の
一律5万円
ための給付金（協力
金）

5月7日～6月30日
飲食店、宿泊業、観光施設、
商工課
※申込受付は終了しま
その他観光関連事業を営む者
0494-25-5208
した。

秩父市

秩父市創業者経営継続
一律5万円
給付金

平成31年1月1日から令和2年5 5月7日から
企業支援センター
月31日までに創業し、市内に ※申込受付は終了しま
0494-21-5522
事業所等を有する方
した。

行田市

行田市小規模事業者緊
一律10万円
急支援給付金

秩父市

秩父市中小企業振興資 ①融資限度額 500万円
金
②利率の1/2を限度に補助

秩父市

秩父市緊急特別融資

秩父市

①融資額100万円の場合、5万
秩父市緊急特別融資支 円
緊急特別融資制度の利用者
援金
②融資額50万円～100万円未満
の場合、25,000円

秩父市

秩父市雇用確保推進奨
一律10万円（1回のみ）
励金

国の雇用調整助成金等の支給
7月1日から
決定を受けた中小企業者

産業観光部商工課
0494-25-5208

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

秩父市

秩父市新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止対 一律5万円（1回のみ）
策奨励金

感染症拡大防止対策を3つ以上
行っている、対面接客を主な 7月1日～8月31日
業務とする小規模事業者

産業観光部商工課
0494-25-5208

http://www.city.chichibu.lg.jp/9200.html

所沢市

テイクアウト等事業転 対象経費の9/10
換補助金
限度額10万円

新たにテイクアウト・宅配を
12月28日まで
始める（始めた）飲食事業者

商業観光課
04-2998-9155

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/oshirase/teik
uhojyo.html

産業振興課
04-2998-9157

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shigotojyoho/s
yokibo-rinjikyufukin.html

所沢市

融資限度額 100万円
※信用保証不要

小規模事業者等臨時給
一律10万円
付金

中小企業者

5月7日から

企業支援センター
0494-21-5522

http://www.city.chichibu.lg.jp/1470.html

中小企業者

5月7日から

企業支援センター
0494-21-5522

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

7月1日から

産業観光部企業支援セ
ンター
http://www.city.chichibu.lg.jp/9231.html
0494-21-5522

〔郵送〕
6月1日～9月30日
小規模事業者等
〔電子申請〕
6月8日～9月30日

所沢市

販路拡充事業補助金

対象経費の9/10
限度額：10万円

インターネットを通じた通信
販売を開始又は拡充する市内 1月29日まで
事業者

商業観光課
04-2998-9155

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/oshirase/syogyo_hanrok
akujuhojo.html

所沢市

換気促進機器導入補助 対象経費の9/10
金
限度額：10万円

換気促進機器を導入する小規
2月26日まで
模事業者

商業観光課
04-2998-9155

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/oshirase/syogyo_kankiso
kusinhojo.html

小規模企業者

産業振興課
（小規模事業者応援金
担当）
042-986-5083

https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/4555/

飯能市

飯能市小規模事業者応
一律10万円
援金

6月15日～10月30日

飯能市テイクアウト等 対象経費の9／10
導入支援補助金
（限度額10万円）

4月7日以降に新たにテイクア
ウト又はデリバリーを始めた 6月15日～10月30日
（始める）事業者

加須市

加須市がんばる事業所
一律10万円
応援給付金

国が実施する持続化給付金の
加須市がんばる事業所
交付要件を満たしていない市 6月8日～令和3年2月26
応援給付金担当
内事業者（前年同月比で30％ 日
0480-73-1111
以上50％未満の売上減少）

https://www.city.kazo.lg.jp/korona/04/24125.html

加須市

「新しい生活様式」取 対象経費の10／10
組事業所応援補助金
（限度額10万円、1回限り）

「新しい生活様式」の一環と
9月14日～令和3年2月
して新型コロナウイルス感染
26日
症対策に取り組む市内事業者

「新しい生活様式」補
助金担当
0480-73-1111

https://www.city.kazo.lg.jp/korona/04/24630.html

本庄市

①対象融資の利子補給補助
率：100%（借入額のうち5,000 埼玉県中小企業制度融資のう 第1次募集期間
万円分まで）
ち、経営安定資金または経営 6月1日～6月30日
利子及び信用保証料補
あんしん資金を利用した中小
給事業
②信用保証料補助率：100％
企業者、中小企業組合または 第2次募集期間
（借入額のうち2,000万円分ま 小規模企業者
7月20日～9月30日
で）

商工観光課商工労政係
0495-25-1175

http://www.city.honjo.lg.jp/kurashi/1587189853291.html

本庄市

小規模事業者等応援臨
10万円
時給付金

商工観光課
0495-25-1174、1175

http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/shoukoukank
ou/news/corona_kigyo_shien/1590109142632.html

小売業、飲食サービス業等を1 7月1日から
商工観光課
年以上継続して営業している ※予算に達した時点で受
0495-25-1174、1175
付終了。
市内の来店型の店舗

http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/shoukoukank
ou/news/corona_kigyo_shien/1592290354383.html

飯能市

本庄市

店舗改修費補助金

対象経費の1/2又は2/3
上限100万円

小規模事業者（法人、個人事
6月1日～9月30日
業主、ＮＰＯ法人）

産業振興課
042-986-5083

https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/4588/

春日部市

春日部市

春日部市

東松山市

狭山市

ビジネスサポート応援 法人：一律20万円
給付金（持続化分）
個人事業主：一律10万円

国の持続化給付金の支給対象
とならなかった市内事業者の
うち、前年同月比で売上20％ 6月1日～令和3年2月1
以上50％未満減少の個人事業 日
者及び中小企業・小規模事業
者

商工振興課
ビジネスサポート応援
給付金担当
048-752-1662

https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/businesssupport
.html

ビジネスサポート応援
一律10万円
給付金（緊急支援分）

埼玉県中小企業・個人事業主
支援金を受給した個人事業者 6月1日～8月31日
及び中小企業・小規模事業者

商工振興課
ビジネスサポート応援
給付金担当
048-752-1662

https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/businesssupport
.html

商工振興課
中心市街地活性化・企
6月1日～令和3年3月31
業誘致担当
日
048-736-1111
内線7755

https://www.city.kasukabe.lg.jp/sangyo/keiei/seikatsuoen.htm
l

生活応援メニュー開発
一律3万円
奨励金

市内飲食店

東松山市持続化応援金 一律25万円

国の持続化給付金の対象にな
らない、売上が20％以上50％ 7月1日～9月30日
商工観光課
未満減少した中小企業・小規 ※申請期間を延長しま
0493-21-1427
模事業者、個人事業主（フ
した。
リーランス含む）

コロナに負けない！
一律10万円
さやまの事業者応援金

【融資限度額】
運転資金
3,000万円

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/kankyosangyob
u/shoko/menu/covid19/ouenkin.html

小規模事業者又は個人事業主 5月18日～8月31日

新型コロナウイルス感
染症対策本部 事業者
支援班
04-2953-1111

https://www.city.sayama.saitama.jp/kinkyu/coronavirus/jigyou
sya/ouenkin.html

個人事業者、会社、医業を主
たる事業とする法人特定非営
令和3年3月31日まで
利活動法人（NPO法人）、一部
の組合

商業観光課
04-2953-1111

https://www.city.sayama.saitama.jp/kinkyu/coronavirus/jigyou
sya/corona.html

狭山市

狭山市緊急特別資金

鴻巣市

中小企業者等支援給付
10万円
金

中小企業者、小規模企業者又
5月20日～8月31日
は個人事業主

商工観光課商工労政担
当
048-541-1321

http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/kankyo/3/gyomu/6/
1588815087220.html

家賃等支援給付金

中小企業者、小規模企業者又
5月20日～8月31日
は個人事業主

商工観光課商工労政担
当
048-541-1321

http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/kankyo/3/gyomu/6/
1588815993259.html

鴻巣市

5万円

鴻巣市

テイクアウト等事業支
最大5万円
援補助金

深谷市

渋沢まごころ資金(市
制度融資小口資金特別 利子補助：100％
枠)

深谷市

10万円（賃料負担がある場合
深谷市小規模事業者緊
は家賃支援として5万円上乗
急支援金
せ）

中小企業、小規模企業者、個
人事業主で市内で飲食店を営
5月20日～8月31日
む方（飲食スペースを店内に
有する店舗）

中小企業者

小規模事業者

商工観光課商工労政担
当
048-541-1321

http://www.city.kounosu.saitama.jp/soshiki/kankyo/3/gyomu/6/
1588816046285.html

商工振興課
048-577-3409

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/shoko
shinkou/tanto/shokogyo/shokogyoshaenosien/1585263652020.html

5月20日～8月31日
商工振興課
※申込受付は終了しま
048-577-3409
した。

http://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/shoko
shinkou/tanto/shokogyo/shokogyoshaenosien/1589345778732.html

4月13日～9月30日

商工課
048-777-4441
上尾市

上尾市中小・小規模事
一律5万円
業者売上回復支援金

中小企業者、小規模事業者
（個人事業者を含む）

5月22日～7月31日
商工課 中小・小規模
※申込受付は終了しま
事業者売上回復支援金
した。
専用ダイヤル
070-3342-9786
070-3344-4684

①衛生管理事業：店舗数×2万
円（上限50万円）

上尾市

商店街等応援支援金

②PR・情報発信事業：店舗数
×1万円（上限10万円）
③消費喚起キャンペーン事
業：店舗数×4万円（上限100
万円）

上尾市

上尾市

市内に主たる事業所を有する
5月22日～令和3年3月
商店街等（商業者グループを
31日
含む）の事業者

商工課
048-777-4441
https://www.city.ageo.lg.jp/page/siennkinn.html

上尾商工会議所
048-773-3111

テイクアウト等支援金 最大10万円

商工課
新たにテイクアウト・デリバ
5月22日～7月31日
048-777-4441
リーを開始した（開始する）
※申込受付は終了しま
中小・小規模飲食事業者
した。
上尾商工会議所
（個人事業者を含む）
048-773-3111

マル経融資（小規模事
①融資限度額 2,000万円
業者経営改善資金）の
②利子補給補助 全額
利子補給補助金

商工課
マル経融資の利子を支
令和2年2月から令和3年3月ま
048-777-4441
払った年の翌年2月
でに商工会議所の推薦を受け
頃、対象者へ市から通
たマル経融資の利用者
上尾商工会議所
知
048-773-3111

http://www.city.ageo.lg.jp/page/041120043002.html

5月13日～7月31日
（補助金上限額に達し
ない場合は、事業開始 産業振興課
から2か月）
048-922-0839
※申込受付は終了しま
した。

草加市飲食店等テイク
飲食店：20万円
アウト・デリバリー支
飲食店以外：10万円
援事業補助金

個人事業主及び中小企業者

草加市セーフティネッ
最大50万円
ト保証利用支援補助金

セーフティネット保証の5号認
定を受け、県のコロナ関連制 5月18日～令和3年3月
度融資を利用した中小企業者 31日
又は個人事業主

産業振興課
048-922-3477

http://www.a-soka.net/02_jigyou/kinkyu.html

草加市

草加市創業者向け持続
一律50万円
化給付金

国の持続化給付金の対象から
外れた、創業間もない中小企 5月18日～令和3年1月
業者又は個人事業主で売上が 29日
20％以上減少したもの

草加商工会議所
048-928-8111

http://www.a-soka.net/02_jigyou/kinkyu.html

越谷市

越谷市事業継続支援金 一律10万円

中小企業者（法人、個人事業
6月1日～9月30日
主）

産業支援課
048－967-4680

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/covid19/j
igyosya/koshigaya_jigyoukeizokushien.html

越谷市

越谷市テイクアウト・
デリバリー導入等支援 上限10万円
事業費補助金

飲食店を営む中小企業者で、
テイクアウト・デリバリーを 6月1日～10月31日
新たに開始または拡充した者

観光課
048-967-1325

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/anzen_anshin/covid19/j
igyosya/takeout_delivery.html

草加市

草加市

蕨市

戸田市

小規模企業者応援金

10万円
5月1日～7月31日
小規模企業者（個人事業者を
商工生活室
（家賃補助加算：上限5万円）
※申込受付は終了しま
含む）
TEL:048-433-7750
計：最大１５万円
した。

小規模事業者等臨時給
一律10万円
付金

①小規模企業者（個人事業者
を含む）
②小規模企業者と同規模であ
5月11日～7月31日
る、社会福祉法人・特定非営
経済政策課
※申込受付は終了しま
利活動法人・医療法人・学校
TEL:048-446-7386
した。
法人・公益認定を受けていな
い一般社団法人 及び一般財団
法人

戸田市

①３年間の利子補助：100％
戸田市中小企業等臨時
制度融資（無利子・無
②信用保証料補助：100％
保証料）

新型コロナウイルス感染症の
影響を受けており、中小企業
経済政策課
5月7日～
制度融資（小口資金・商工業
048-441-1800 (内線
※申込受付は終了しま
近代化資金・特定中小企業者
398、374)
した。
資金）の条件を満たしている
こと

入間市

入間市飲食事業者宅
対象経費の9/10
配・テイクアウト等支
最大10万円
援事業費補助金

中小企業者でテイクアウト事
業を始めた、あるいは今後始 5月18日～12月25日
める予定の方

商工観光課
04-2964-1111

http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/bousai/1011003/10110
37/1011330.html

入間市

入間市小規模事業者等
一律10万円
追加支援事業給付金

小規模企業者

商工観光課
04-2964-1111

http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/bousai/1010191/10111
24/1011287.html

入間市

①融資限度額 300万円
入間市緊急特別融資制 ②基準金利1.0％
中小企業者で、埼玉県信用保
度（新型コロナウイル うち事業主負担0.5％
証協会が認める保証対象業種 3月18日から当面の間
ス感染症対策）
うち金融機関利子補給率0.5％ を営む方
③信用保証料全額市補助

商工観光課
04-2964-1111

http://www.city.iruma.saitama.jp/shisei/bousai/1011003/10110
38/1011099.html

朝霞市

朝霞市中小・小規模企
一律10万円
業者支援金

中小企業、小規模企業者、個
5月7日から
人事業主

産業振興課
TEL:048-463-1903

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/chushou-sienkin.html

朝霞市

朝霞市持ち帰り・宅配
一律5万円
サービス導入奨励金

新規に持ち帰り又は宅配を始
5月7日から
めた飲食店

産業振興課
048-463-1903

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/takeoutdelivery.html

朝霞市

朝霞市中小企業融資
利子補給補助金

産業振興課
048-463-1903

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/shingatacorona-rishihokyu.html

志木市

志木市テイクアウト等
対象経費の10/10
事業転換支援事業補助
(限度額10万円)
金

産業観光課 緊急経済
対策事業担当
048-473-1111
内線2173・2174

http://www.city.shiki.lg.jp/news/index.cfm/detail.51.97757.html

令和2年1月から12月に支払った
中小企業・個人事業主
利子全額

5月18日～12月25日

令和3年1月4日～3月1
日
（予定）

テイクアウト及び宅配を始め
5月25日～12月28日ま
る（始めた）、市内で飲食店
で
を営む方

産業観光課 緊急経済
対策事業担当
048-473-1111
内線2173・2174

http://www.city.shiki.lg.jp/news/index.cfm/detail.51.97756.h
tml

志木市

志木市緊急店舗賃借料 対象経費の1/4
補助金
(1月あたり限度額10万円）

持続化給付金の交付を受けた
5月25日～12月28日ま
方のうち、志木市内に事業実
で
態等がある方。

新座市

対象経費の1/4
新座市事業者家賃支援
限度額：1月あたり10万円×2
金
か月分

国の持続化給付金の交付を受
けた方のうち、新座市内に事 12月25日まで
務所を賃借している方

経済振興課
048-423-3129

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/yachinhojo.html

新座市

新座市テイクアウト・ 対象経費の9/10
デリバリー導入支援金 限度額：20万円

中小企業者（飲食店）

1月29日まで

経済振興課
048-477-6346

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/takeout.html

新座市

新座市中小企業者等支
一律10万円
援金

中小企業者、個人事業主、医
9月30日まで
療法人、農業法人、NPO法人等

経済振興課
048-423-3129

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/cyusho-kigyoushatoushienkin.html

令和2年1月1日から5月31日ま
でに創業し、売上高が当初計
9月30日まで
画と比べ20％以上減少してい
る事業者等

経済振興課
048-423-3129

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/niizasisougixyousixya.html

令和2年4月1日以後に初めて
キャッシュレス決済を導入し 12月25日まで
た事業者等

経済振興課
048-423-3129

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/19/cashless.html

新座市

新座市創業者支援金

新座市

新座市キャッシュレス
決済導入支援金

桶川市

桶川市小規模事業者等
支援給付金

個人事業主：10万円
法人：20万円

一律5万円

① 10万円
（売上高20％以上～
50％未満減少）
② 5万円
（売上高5％以上～
20％未満減少）

国の持続化給付金の支給対象
6月1日～8月18日
とならなかった市内小規模事
産業観光課
※申込受付は終了しま
業者のうち、売上5％以上50％
048-788-4928
した。
未満減少の事業者

https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/sangyo
kankou/chushokigyomuke/7961.html

中小企業者及び小規模企業者 6月15日～8月31日

産業観光課
商工労政・観光担当
048-594-5531

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/topics/1591746554662.htm
l

北本市創業者応援持続
30万円
化給付金

令和元年4月8日～令和2年4月7
日に開業し、売上高等が5%以
6月15日～8月31日
上減少した中小企業者及び小
規模企業者

産業観光課
商工労政・観光担当
048-594-5531

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/topics/1591746319571.htm
l

北本市

対象経費の3/4又は20万円(テ
北本市デリバリー等業
イクアウトは5万円)のいずれ
態転換支援補助金
か少ない額

令和2年4月1日までに開業し、
新たにデリバリー、テイクア
ウト又は移動販売に業態転換 6月15日～10月30日
を行う中小企業者及び小規模
企業者

産業観光課
商工労政・観光担当
048-594-5531

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/topics/1591746462380.htm
l

北本市

北本市地域配達システ 対象経費の3/4又は100万円の
ム構築事業補助金
いずれか少ない額

地域配達システムの構築を行
6月15日～8月31日
う法人その他団体

産業観光課
商工労政・観光担当
048-594-5531

http://www.city.kitamoto.saitama.jp/topics/1591746406974.htm
l

八潮市

テイクアウト（持ち帰り）や
八潮市テイクアウト・
デリバリー（出前）に取り組 7月31日まで
消費者が使用したクーポン券1
商工観光課
デリバリー応援事業
む市内事業者（大型店・
※申込受付は終了しま
枚につき300円
048-996-3119
（クーポン券発行）
チェーン店及びフランチャイ した。
ズ店を除く）

八潮市

八潮市テイクアウト・
デリバリー応援事業
最大5万円
（初期購入費用）

北本市

北本市

北本市中小企業者等支
10万円
援給付金

新たにテイクアウトやデリバ
5月19～7月31日
リーに取り組む市内事業者
商工観光課
※申込受付は終了しま
（大型店・チェーン店及びフ
048-996-3119
した。
ランチャイズ店を除く）

富士見市

坂戸市

①融資限度額：1,000万円
②利子補助
2年間分の利子を全額補助（延
富士見市セーフティ小 滞利子を除く）
中小企業者
口融資制度
③信用保証料
一括支払いの場合は全額補
助。分割支払いの場合は初回
分補助。

1事業者につき10万円
坂戸市小規模事業者等
（複数事業所を有する場合20
臨時給付金
万円）

小規模事業者等

鶴ヶ島市

新型コロナウイルス感
染症対策事業者支援事 一律5万円
業

鶴ヶ島市

①融資限度額：100万円
鶴ヶ島市新型コロナ
②利子補助：融資開始後3年目
ウィルス感染症対策緊
中小企業、個人事業主
まで利子を全額補助
急特別融資
※信用保証不要

中小企業、個人事業主

5月20日～8月31日

産業振興課
049-251-2711
内線253

https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/syoukou
/sangyou2020052001.html

5月19日～8月31日

商工労政課
049-227-9666

https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/16427.html

6月1日～8月31日

産業振興課商工労政担
当
049-271-1111

https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page007114.html

6月12日～12月28日

産業振興課商工労政担
当
049-271-1111

https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page007140.html

日高市

日高市テイクアウト等
限度額：10万円
事業補助金

緊急事態宣言が解除さ
れてから３か月（８月
新たにテイクアウト・宅配を
産業振興課
末の見込み）
始める（始めた）飲食事業者
042-989-2111
※受付は終了しまし
た。

日高市

小規模事業者等支援給
一律10万円
付金

小規模企業または個人事業主 6月1日～11月2日

産業振興課
042-989-2111

https://www.city.hidaka.lg.jp/oshirase/16731.html

https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/sangyos
hinko/shokokanko/sangyo/16790.html

吉川市

新型コロナウイルス感
染症対応事業支援補助 上限10万円
金

市内事業者

ふじみ野市

ふじみ野市小規模事業
一律10万円
者等臨時支援金

商工課
048-982-9697

https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/26,81072,129
,735,html

小規模事業者（従業員数５人
6月1日～8月31日
以下）・個人事業主

産業振興課
049-262-9023

https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/sangyosh
inkoka/shokoroseikakari/6849.html

白岡市新型コロナウイ 市内事業所等に係る１箇月分
ルス感染症に係る事業 の賃料
所等賃料補助金
（上限10万円）

中小企業・小規模事業者等

商工観光課新型コロナ
ウイルス緊急経済支援
室
0480-92-1111

http://www.city.shiraoka.lg.jp/14012.htm

白岡市

白岡市中小企業信用保 支払った信用保証料額
証料補助金
（上限10万円）

市内で営業する事業者であっ
商工観光課新型コロナ
て、新型コロナウイルスに関 融資を受けた日から起 ウイルス緊急経済支援
連して県融資等を受け、信用 算して１年以内
室
保証料を支払った者
0480-92-1111

http://www.city.shiroaka.lg.jp/14013.htm

伊奈町

伊奈町新型コロナウイ
ルス感染症対策埼玉県
最大15万円
中小企業制度融資に係
る保証料等補助金

埼玉県中小企業制度融資を利
4月28日から
用した町内事業者

元気まちづくり課商工
労政係
048-721-2111（内線
2234）

https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000005339.html

伊奈町

伊奈町中小企業者応援
一律5万円
給付金

中小企業基本法第2条に規定さ
伊奈町元気まちづくり
れる事業者（会社及び個
課 給付金担当
6月30日～8月31日まで
人）、及び医療法人、社会福
048-721-2111（内線
祉法人、士業法人
2234）

https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000005503.html

三芳町

三芳町中小企業応援給
一律10万円
付金

中小企業者

白岡市

7月1日から

9月30日まで

5月18日～令和3年2月
28日

観光産業課
049-258-0019

https://www.town.saitamamiyoshi.lg.jp/news/tyuusyoukigyououen.html

三芳町持ち帰り・宅配
サービス導入支援事業 一律10万円
補助金

飲食店経営者

観光産業課
049-258-0019

https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/news/motikaeri.html

小川町事業者応援給付
一律10万円
金

国の持続化給付金の対象にな
らず、令和2年1月～8月の間で
任意で選択した1月の売上が、
6月22日～9月30日
前年同月比20％以上50％未満
売上減少している中小企業・
個人事業主

にぎわい創出課
0493-72-1221

https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000003806.html

小川町「新しい生活様
式」協力飲食店応援給 一律5万円
付金

町内で飲食スペースのある飲
食店を営んでおり、感染拡大
防止のための取組を行い、彩 6月22日～9月30日
の国「新しい生活様式」安心
宣言を遵守する飲食事業者

にぎわい創出課
0493-72-1221

https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000003807.html

小川町

雇用調整助成金等申請
費用補助金

雇用調整助成金（緊急雇用安
定助成金を含む）・持続化給
8月27日～令和3年1月
付金の申請業務を委託し、そ
29日まで
の費用を行政書士等に支払っ
た中小企業・個人事業主

にぎわい創出課
0493-72-1221

https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000003913.html

吉見町

吉見町中小企業者等緊
10万円
急支援金

中小企業、小規模企業者、個
6月15日～8月31日
人事業主

地域振興課
商工観光係
0493‐54‐5027

http://www.town.yoshimi.saitama.jp/pickup/H31/coronavirus/ty
usyo_kigyo_kinkyu_shien-kin.html

鳩山町

1事業者につき
鳩山町中小企業者等応
法人事業者10万円
援給付金
個人事業主5万円

鳩山町

1事業者につき
鳩山町中小企業者等応
法人事業者10万円
援給付金（第2次拡充
個人事業主10万円
分）
個人事業主追加分5万円

三芳町

小川町

小川町

上限10万円

売上減少率20％から50％未満
ときがわ町中小企業・
ときがわ町
は10万円
個人事業主応援金
売上減少率50％以上は20万円

5月18日～令和3年2月
28日

町内事業者

産業環境課
7月1日～8月31日
049-296-5895（直通）
※申込受付は終了しま
鳩山町商工会
した。
049-296-0591

http://www.town.hatoyama.saitama.jp/kinkyu/1593487849289.htm
l（掲載終了）

町内事業者

9月1日～11月30日

産業環境課
049-296-5895（直通）
鳩山町商工会
049-296-0591

http://www.town.hatoyama.saitama.jp/kinkyu/1598588733346.htm
l

8月3日から11月30日

産業観光課0493-651532
ときがわ町商工会
0493-65-0170

https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=47101

中小企業、個人事業主

横瀬町

中小企業者緊急給付金 一律10万円

国が実施する持続化給付金の
交付要件を満たしていない中
小企業者
4月30日～令和3年1月
（前年同月比で20％以上50％ 31日
未満
の売上減少）

横瀬町

横瀬町中小企業振興資 ①融資限度額 1,000万円
金
②利率の1/2を限度に補助

中小企業者

4月30日から

振興課
0494-25-0114

https://www.town.yokoze.saitama.jp/jigyosha/sogyojigyoshien/4417

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

4月17日から

産業観光課
0494-62-1462

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

http://www.town.nagatoro.saitama.jp/page-23397/

https://www.town.ogano.lg.jp/cms/wpcontent/uploads/2020/05/koronatyuusyoukigyou.pdf

振興課
0494-25-0114

https://www.town.yokoze.saitama.jp/jigyosha/sogyojigyoshien/4417

皆野町

中小企業振興資金

長瀞町

5万円
長瀞町中小企業・個人
（該当する事業所が複数ある
事業主支援金
場合は8万円）

中小企業・個人事業主

7月20日～10月19日

産業観光課
0494-66-3111
(内線234)

小鹿野町

小鹿野町新型コロナウ
①融資限度額 1,000万円
イルス感染症対策中小
②利率の1/2を限度に補助
企業融資資金

中小企業者

4月28日から

産業振興課
0494-79-1101

東秩父村

中小企業等事業継続緊
一律20万円
急給付金

中小企業・個人事業主

6月8日～7月31日
産業観光課
※申込受付は終了しま
0493-82-1223
した。

美里町

新型コロナウイルス対
策中小企業・個人事業 一律10万円
者支援給付金

中小企業・個人事業者

6月1日～令和3年1月15 農林商工課
日
0495-76-5133

神川町

最大20万円
神川町中小企業者等支 （定額給付：10万円、利子及
援事業継続支援金
び信用保証料補助：上限10万
円）

経済観光課商工観光担
中小企業・小規模企業者（個 5月21日から8月31日ま
当
人事業主及び農家含む）
で
0495‐77-0703

http://www.town.saitamamisato.lg.jp/life/notice_pneumonia/kigyokojinsien.html

http://www.town.kamikawa.saitama.jp/subete/oshirase/3462.htm
l

上里町

宮代町

杉戸町

松伏町

松伏町

嵐山町

久喜市

町内商工業者応援給付
一律5万円
金

法人及び個人事業主

5月14日～令和3年1月
15日

上里町商工会応援給付
金担当
0495-33-0520

http://www.town.kamisato.saitama.jp/4071.htm

中小企業者支援金

中小企業・小規模企業者（個
6月12日～令和3年1月
人事業主・フリーランス含
29日
む）

産業観光課商工観光担
当
0480-34-1111（内線
265）

http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000014663.html

一律10万円

セーフティネット保証
最大50万円
利用支援補助金

セーフティネット保証の4号・
5号・危機関連保証の認定を受
け、県のコロナ関連制度融資 6月5日～令和3年1月31 商工観光課
を利用し、信用保証料を支
日
0480-33-1111
払った中小企業者又は個人事
業主

中小企業者等緊急支援
一律10万円
金

国の持続化給付金の対象にな
7月1日～7月31日
らない、売上が20％以上50％
環境経済課商工担当
※申込受付は終了しま
未満減少した中小企業・小規
048-991-1854
した。
模事業者、個人事業主

事業継続支援金

売上が20％以上減少した中小
8月25日～1月31日
企業・小規模事業者、個人事
業主

嵐山町小規模事業者等
応援給付金

久喜市緊急中小企業・
小規模事業者事業継続
給付金

一律10万円

上限10万円

令和2年2月～10月の間で前年
同月比の売上減少率（最も大
きい減少率）が20％以上50％ 6月15日～11月20日
未満に該当する中小企業・個
人事業主

法人 20万円
個人事業主 15万円

国が実施する持続化給付金の
交付要件を満たしていない中
小企業、小規模事業者又はＮ 令和2年7月31日～
ＰＯ法人等（前年同月比で
令和3年1月15日
30％以上50％未満の売上減
少）。

http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page13873.html

環境経済課商工担当
048-991-1854

http://www.town.matsubushi.saitama.jp/www/contents/1595399435777/
index.html

企業支援課
0493-62-0720

http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005137.html

久喜ブランド推進課

http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jigyo/shienjyoho/keizoku.html

久喜市

久喜市新規創業事業者
応援給付金

1事業者あたり

20万円

対象月額家賃×２／１５×６か月
※月額上限３３，０００円
１事業者給付上限額：１９８，０００
円

平成30年4月1日から令和2年4
令和2年7月31日～
月30日の間に開業した中小企
令和2年10月30日
業・小規模事業者。

久喜ブランド推進課

市内に事務所又は事業所を有
し、市内の店舗等を賃借して 令和２年８月３１日～
久喜ブランド推進課
営業している中小企業者、個 令和３年２月２６日
人事業主又はNPO法人等

http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jigyo/shienjyoho/shinkisogyokyufu.html

久喜市

中小企業・小規模事業
者家賃支援給付金

羽生市

羽生市中小企業等事業 一律10万円
土地、建物の賃料に対する補助金も 中小企業者、個人事業主
継続・家賃支援補助金 申請した場合、5万円を加算

8月31日～令和3年1月
15日

商工課
048-560-3111

https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2020082500067/

羽生市

羽生市雇用調整助成金
上限10万円
等申請支援補助金

中小企業者、個人事業主

8月31日～令和3年1月
15日

商工課
048-560-3111

https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2020082500081/

羽生市

羽生市中小企業等信用
上限20万円
保証料補助金

中小企業者、個人事業主

8月31日～令和3年1月
15日

商工課
048-560-3111

https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2020082500074/

http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/jigyo/shienjyoho/yatin.html

