
事業継続を目的とした支援金・補助金
対象 制度名称 金額 申請方法 申請期間 問い合わせ先 担当機関 QR

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店
の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けており、
当該措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間
売上が2019年または2020年の同月比50％以上減少して
いる中小法人、個人事業者等

月次支援金
法人：上限20万円/月
個人事業者等：上限10万円/月

登録確認機関で事前確認を受けた
後、電子申請
※一時支援金または月次支援金を既
に受給された方は、事前確認不要

対象月ごと申請期限
8月分：10月31日
9月分：11月30日

月次支援金事務局 相談窓口
TEL：0120-211-240

中小企業庁
月次支援金事務局

2021年対象月の売上高が前年又は前々年同月比で30％
以上50％未満減少しており、(1)飲食店への時短要請の
影響を受けているもの、(2)外出自粛等の影響を受けてい
るもののいずれかに該当する中小法人・個人事業主

中小企業等応援金
＜一般枠＞
※一般枠・酒類事業者枠の併用不可
※「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」と重
複申請不可

対象月の売上減少額
法人：上限10万円
個人事業者：上限5万円

・電子申請
・郵送

申請受付期間
8月分：令和3年9月15日～
　　　　 令和3年12月28日
9月分：令和3年10月1日～
　　　　 令和3年12月28日

静岡県中小企業等応援金事務局
TEL：0120-880-380

静岡県中小企業等応援金事務局

2021年対象月の売上高が、前年又は前々年同月比で
30％以上減少、または2ヶ月連続15％以上減少しており、
酒類の提供停止要請に応じた飲食店との取引により影響
を受けている酒類製造・販売事業者

中小企業等応援金
＜酒類事業者枠＞
※一般枠・酒類事業者枠の併用不可
※月次支援金と重複申請可

売上減少率（給付上限）
30～70%未満：法人20万円、個人10万円
70～90%未満：法人40万円、個人20万円
90%以上：法人60万円、個人30万円
※算出方法など詳細は検討中

・電子申請
・郵送

申請受付期間
8月分：令和3年9月15日～
　　　　 令和3年12月28日
9月分：令和3年10月1日～
　　　　 令和3年12月28日

静岡県中小企業等応援金事務局
TEL：0120-880-380

静岡県中小企業等応援金事務局

静岡県の実施する「中小企業等応援金」の受給者であり、
静岡市内に本店又は主たる事務所のある中小法人・個人
事業者
※ただし、「酒類事業者枠」受給者については、売上減少割合30％以上50未満の者に限る。

静岡市事業者応援金
「売上減少額から県の応援金を引いた額」
または「交付上限額」のいずれか低い額
※交付上限額は法人上限10万円、個人事業主上限5万円

・静岡市からの通知に従い申請
※「静岡県中小企業等応援金」の申請データに基づき、市
から本市応援金対象者へ手続き方法等を通知。通知前
に、市応援金の申請手続きは不要。

「中小企業等応援金」の申請受付期間を厳守の上、
静岡市が別途定める申請期限までに提出

静岡市
経済局 商工部
産業政策課 企画係
TEL:054-354-2185

静岡市
経済局 商工部
産業政策課

時短要請準備期間を除き、全ての期間において時短要請
に応じており、市内に大規模な集客施設を有する企業及
び個人事業主
※詳しい該当条件は県の公表内容を確認必須

静岡県新型コロナウイルス感染拡大
防止協力金＜大規模集客施設等（ま
ん延防止等重点措置）＞
※「中小企業等応援金」と重複申請不可

事業者区分によって計算方法が異なるため、支
給額は申請要項を要参照。

・郵送
申請受付期間
令和3年9月1日～
令和3年10月29日

静岡県休業・営業時間短縮要請
コールセンター
TEL：050-5211-6111

静岡県時短要請協力金事務局

県による飲食店事業者への要請に基づき、全ての期間に
おいて①休業を行った酒類又はカラオケ設備を提供する
飲食店、②営業時間の短縮を行った①以外の飲食店（酒
及びカラオケ設備の提供をやめた飲食店も②に該当）
※詳しい該当条件は県の公表内容を確認必須

静岡県新型コロナウイルス感染拡大
防止協力金＜飲食店等（緊急事態措
置）＞
※要請期間：第1期（令和3年8月20～9月12日）。第2期（令
和3年9月13日～9月30日）

売上高方式（中小企業・個人）：事業規模（売上
高）に応じて4～10万円×協力日数（店舗あたり）
売上高減少額方式（大企業）：事業規模（売上高
減少）に応じて0～20万円×協力日数（店舗あた
り）※中小企業も選択可能だが事業規模（売上高減少の額）に
よっては支給対象外になるため、申請要項を要確認

・郵送

申請受付期間
第1期：令和3年9月13日～
　　　　 令和3年10月12日
第2期：令和3年10月1日～
　　　　 令和3年10月31日

静岡県休業・営業時間短縮要請
コールセンター
TEL：050-5211-6111

静岡県休業・時短要請協力金事務
局

県による大規模集客施設等への要請に基づき、全ての期
間において施設ごとに定められた要請に応じた市内に大
規模な集客施設を有する企業及び個人事業主
※詳しい該当条件は県の公表内容を確認必須

静岡県新型コロナウイルス感染拡大
防止協力金＜大規模集客施設等（緊
急事態措置）＞

事業者区分によって計算方法が異なるた
め、支給額は申請要項を要参照。

・郵送

申請受付期間
第1期：令和3年9月13日～
　　　　 令和3年11月12日
第2期：令和3年10月1日～
　　　　 令和3年11月30日

静岡県休業・営業時間短縮要請
コールセンター
TEL：050-5211-6111

静岡県時短要請協力金事務局

「ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度」の認証を取得
した施設又は認証される見込みのある施設を営んでお
り、令和2年1月6日以降に認証施設等の感染防止対策の
ため知事が認める経費を要した事業者

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制
度促進事業費補助金

1施設あたり
200㎡未満の施設:10万円
200㎡以上400㎡未満の施設：20万円
400㎡以上の施設：30万円
※対象経費の実支出額と上記のいずれか少ない額

・書面申請（簡易書留）
・電子申請

申請期限
令和4年1月21日

ふじのくに安全・安心認証（飲食
店）制度事務局
TEL：0570-020-112

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）
制度事務局

令和3年9月30日までに「ふじのくに安全・安心認証（飲食
店）制度」に申請しており、令和3年10月31日までに同制
度の認証を受けている市内の飲食店事業者

静岡市新型コロナウイルス感染症対
策奨励金（飲食店）

１店舗あたり５万円 ・郵送
申請期限
令和3年10月31日

静岡市新型コロナウイルス感染症
対策奨励金事務局
TEL：0570－071－255

静岡市新型コロナウイルス感染症
対策奨励金事務局

「ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度」の認証を取
得した施設又は認証される見込みのある施設を営んでお
り、令和2年5月14日以降に認証施設等の感染防止対策
のため知事が認める経費を要した事業者

宿泊施設感染防止対策強化事業費補
助金

1施設あたり
①機器等の購入：上限50万円
②設備改修：上限1,000万円
③新たな需要対応：上限1,000万円
※補助率は経費支出時期によって差異あり。公募要綱を要確認。

・郵送
対象期間
令和4年3月10日まで
※予算に達した時点で終了

ふじのくに安全・安心認証（宿泊施
設）制度事務局
TEL：050-5371-0332

ふじのくに安全・安心認証（宿泊施
設）制度事務局

令和3年10月31日までに「ふじのくに安全・安心認証（宿泊
施設）制度」に申請しており、令和3年12月28日までに同
制度の認証を受けている市内の宿泊施設を営む事業者

静岡市新型コロナウイルス感染症対
策奨励金（宿泊施設）

1施設あたり5万円 ・郵送
申請期限
令和3年12月28日

ふじのくに安全・安心認証（宿泊施
設）制度事務局
TEL：050-5371-0332

ふじのくに安全・安心認証（宿泊施
設）制度事務局

販路開拓の支援を目的とした補助金

静岡商工会議所の管轄地域内で事業を営んでおり、持続
的な経営に向けた経営計画に基づき、地道な販路開拓等
（生産性向上）に取り組もうとする小規模事業者
※一般・コロナ型問わず同補助金を受付締切日前の10カ月以内に採択を受けている
場合、申請は不可。

小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

基本上限50万円
（補助経費2/3）
※特定創業支援等事業などの別枠に該当する場合＋50万

・郵送
・電子申請

第7回受付締切
令和4年2月4日

静岡商工会議所
静岡事務所
TEL：054-253-5113
清水事務所
TEL：054-353-3402

日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金
事務局

感染拡大防止と事業継続を両立させるための、対人接触機会の
減少に向けた事業計画に基づき、ポストコロナを踏まえた新たな
ビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組む小規
模事業者
※コロナ型・第3回一般型の採択を受けて、補助事業を実施した事業者は申請不可

小規模事業者持続化補助金
＜低感染リスク型ビジネス枠＞

基本上限100万円
（補助経費3/4）
※感染症対策費用を補助金総額の1/4（特別措置適用事業者は
1/2）を上限に計上可能

・GビズIDプライムによる電子申請
第4回受付締切
令和3年11月10日

静岡商工会議所
静岡事務所
TEL：054-253-5113
清水事務所
TEL：054-353-3402

日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金
事務局

新たなビジネスモデルへの挑戦やデジタル化に向けた事
業計画に基づいた経費や設備費が対象で、令和2年2月
以降、任意の1カ月間の売上高が令和2年1月以前の同月
と比較して10％以上減少した県内に事業所・事務所を有
する中小・小規模事業者

中小企業デジタル化・業態転換等促進
事業費補助金

上限200万円
下限50万円
（補助経費2/3）
※補助対象経費の合計額75万（税抜）未満は申
請不可。

・郵送
第3回申請受付期間
令和3年10月11日～
令和3年10月15日

静岡商工会議所
静岡事務所
TEL：054-253-5113
清水事務所
TEL：054-353-3402

【静岡県】
経済産業部
商工業局　商工振興課
商工振興班　デジタル化・業態転換
等促進事業担当

経営革新計画の承認取得を目指す３年間の経営 ビジョン
を策定した上で、新規的な取り組みを行い、需要の開拓、
生産性の向上を目指す小規模事業者

小規模企業経営力向上事業費補助金
上限50万円
（補助経費2/3）

・静岡商工会議所へ提出
令和3年8月27日～
令和3年10月8日

静岡商工会議所
静岡事務所
TEL：054-253-5113
清水事務所
TEL：054-353-3402

【静岡県】
経済産業部
商工業局 経営支援課

自社の既存商品の改良に取り組む、市内に本社又は工
場（開発機能を有するもの）がある中小企業（企業組合を
含む）の製造業者または、中小企業の製造業者で組織す
る団体

静岡市新商品等開発事業補助金
補助上限額30万円
（補助経費2/3）

静岡市産業振興課工業振興係（市役
所清水庁舎5階）へ持参

申請期限
令和4年2月28日
（予算に達した時点で終了）

静岡市 経済局 商工部
産業振興課 工業振興係
TEL：054-354-2058

静岡市
経済局 商工部
産業振興課 工業振興係

経産省が示す「事業再構築指針」に沿った3～5年の事業
計画を認定経営革新等支援機関等と策定しており、「通
常枠」「大規模賃金引上枠」「卒業枠」「グローバルV字回
復枠」「緊急事態宣言枠」「最低賃金枠」がそれぞれ定め
る各種要件を満たした事業所

事業再構築補助金
申請枠、従業員数によって補助金額に差異
あり。公募要領を要確認。

・GビズIDプライムによる電子申請
第4回受付開始
事業再構築補助金事務局にて調整中

事業再構築補助金事務局コール
センター
TEL:0570-012-088

中小企業庁
事業再構築補助金事務局

　静岡市の事業者等が対象となる新型コロナウイルス関連の給付金・助成金等一覧表

2021/10/7時点

※上記一覧表は、10/7現在のものです。対象、金額、申請方法等については、変更されることがありますので、各問い合わせ先にご確認ください。 ※静岡商工会議所調べ

LINE 公式アカウント

新型コロナウイルス関連の給付金・助成金情報等、経営

に役立つ様々な情報をタイムリーに発信しています。

ぜひ、ご登録をお願いします。

登録は

コチラから


