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商業振興事業に係る予算について

さいたま市商業等振興審議会

令和４年１月
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１ さいたま市の財政状況及び今後の見通し

本市の財政は、中長期的には歳入面で、人口増加等による市税収入の増加が見込まれる一方、歳出面では、保育需要の拡大に伴う

待機児童対策、急速に進む高齢化対策、公共施設の老朽化対策等の多くの財政需要を抱え、持続可能な財政運営を行う上で大きな課
題に直面している。

これらに加え、引き続き新型コロナウイルス感染症への対応として感染拡大防止策や市内経済活動の回復に向けた支援等を行いな
がら、デジタルトランスフォーメーション（以下「 Ⅹ」という。）への取組など、ポストコロナを見据えた新たな行政課題への対
応についても取り組んでいく必要がある。

こうした中、令和３年度当初予算に基づく推計では、社会保障費の上昇に伴う扶助費を中心とした義務的経費が引き続き増加し、
令和４年度当初予算の財源不足は１４６億円と見込まれているところであるが、上記課題への対応を考慮すると更なる財源不足の拡
大が見込まれ、厳しい財政状況となることが想定される。 （令和３年度予算編成方針より抜粋）

（１）さいたま市の財政収支に関する中期試算結果（財政収支見通し／一般財源）

（２）商業振興課所管事業費の推移

（単位：億円）

（単位：千円）

1

区分
令和３年度
当初予算案

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

歳入 6,118 6,024 6,230 6,547 6,412

歳出 6,118 6,170 6,382 6,707 6,565

財源不足額 0 ▲146 ▲152 ▲160 ▲153

平成３０年度
決算

令和元年度
決算

令和２年度
決算

令和３年度
当初予算

160,504 771,260（※１） 1,426,260（※２） 236,673

※１うちプレミアム付商品券事業：591,219千円

※２うちプレミアム付商品券事業：1,240,445千円
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２ 商店街振興事業費の推移 （単位：千円）

【参考】プレミアム付商品券発行事業費（令和元年度）決算額 ： 760,595千円（H30～R2の事業全体額）
プレミアム付商品券発行事業費（令和２年度）決算見込額：1,714,588千円（R2～R3の事業全体額）

事業名
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

決算 決算 決算 当初予算額 予算現額

１ 商店街活性化推進補助事業 12,443 12,080 12,099 26,515 26,515 

２ 商店街環境整備補助事業 13,854 11,874 11,405 25,141 25,141 

３ 商店街街路灯等電気料補助事業 15,519 15,776 28,227 34,495 34,495 

４ 商店街活性化キャンペーン事業 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 

５ プロスポーツチームと連携した商業活性化事業 5,692 5,751 3,919 7,577 7,577

６ 魅力ある商店創出事業 1,574 277 0 1,704 1,704 

７ 大型イベント等と連動した商店街支援事業 3,846 3,485 0 2,755 2,755 

９ 文化芸術を活用した商業振興事業 4,965 10,024 0 9,000 9,000 

10 東京2020大会フラッグ掲出事業 － 17,013 8,841 16,135 16,135 

11 飲食店活性化推進事業 ― ― ― 0 239,964 

12 上記以外 6,525 5,731 30,345 11,548 34,752

合計 129,043 146,698 174,836 210,870 450,834 



３ 商店街活性化推進補助事業

商店街のにぎわいの創出や顧客の利便性向上のため、街路灯の新設やLED化、防犯カメラの設置など共同施設を整備する商店会に対して支援を行うもの。

商店街が共同で整備する駐車場、駐輪場の整備やポイントカード等に係る機器、ゴムチップ舗装の歩道、ポケットパーク、リサイクル施設、防犯カメラ、
街路灯やアーチ・モニュメントが対象となる。
１ 共同施設を建設又は取得するために要する費用 補助率：１／２以内 補助限度額：２，０００万円
２ 既存街路灯ランプ（LEDランプを除く）からLEDランプへの交換 補助率：１／２以内 補助限度額：（交換）６万円／灯具・（改修）２１万円／基

及びそれに伴う灯具の改修並びに既存街路灯にソーラーパネル

を設置するために要する費用
３ ２以外の施設の改修に要する費用 補助率：１／３以内 補助限度額：１，０００万円

3

４ 商店街環境整備補助事業

商店街の活性化を目的として、販売促進、街路灯装飾、地域イベント等の事業を実施する商店会に対して支援を行うもの。

補助率 単独：1/4以内（優遇制度あり） ２商店会以上：1/3以内 ５商店会以上：1/2以内 補助限度額 １事業または１商店会につき１００万円

※R2.4.1～R4.3.31に実施する、新型コロナウイルス感染症の影響に対する事業継続・経営回復を目的とした事業については、補助率2/3以内とする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

決算（予算）額 １２，４４３千円 １２，０８０千円 １２，０９９千円 ２６，５１５千円

件数 ８１件 ７７件 ４４件 ３８件(※)

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度（※）

決算（予算）額 １３，８５４千円 １１，８７４千円 １１，４０５千円 ２５，１４１千円

街路灯新設 １商店会／３基 ２商店会／２９基 １商店会／１基 １商店会／１基

街路灯改修 ２商店会／４５基 ３商店会／１４０基 １商店会／１６基 ３商店会／９１基

街路灯ランプ交換 ２商店会／２５基 ５商店会／４９基 １商店会／１９基 ３商店会／８０基

防犯カメラ設置 １０商店会／８６台 ４商店会／２７台 ４商店会／４９台 商店会／１９台

AED設置 １商店会／１台 － － －

フラッグバー改修 １商店会／２０基 － － －

アーケード改修 － － － －

看板設置 － １商店会／１基 － １商店会／１基

※１２月末時点

※件数は１２月末時点



５ 商店街街路灯等電気料補助事業
商店街の振興に資するため、商店街が維持管理している共同施設（街路灯や防犯カメラ等）の電気料金のうち、前年度の１月から当該年度の１２月まで

の支払い分を対象に支援を行うもの。
補助率：1/2以内 補助限度額：１００万円（H23～） ※H22まで、補助率1/3以内
※新型コロナウイルスの影響により経営状況の悪化した市内商店・商店会の負担を軽減するため、R2年1月～の電気料金について、補助率：10/10以内

補助限度額：180万円とする。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

決算（予算）額 １５，５１９千円 １５，７７６千円 ２８，２２７千円 ３４，４９５千円

商店会数 １１３商店会 １１０商店会 １０８商店会 集計中（※）

６ 商店街活性化キャンペーン事業補助金

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

決算（予算）額 ６０，０００千円 ６０，０００千円 ８０，０００千円 ８０，０００千円

実施方式 応募ハガキ 応募ハガキ 応募ハガキ 応募ハガキ

総事業費 ６３，１００千円 ６３，０００千円 ８１，５００千円 ８１，５００千円

参加店舗 １，６２３店舗 １，５９３店舗 １，７７１店舗 １，７０２店舗

実施期間 ３８日間 ３８日間 ３９日間 ３８日間

発行枚数 ２１０万枚 ２００万枚 ２８５万枚 ２８５万枚

応募件数
（応募ハガキ＋QRコード応募）

６３９，７５３件 ６４８，５２４件 ９８８，０８８件 ９２６，４８０件

経済効果 ３３５，７７１千円 ４２８，１８４千円 ６８１，０４９千円 算出中

市内地域経済の活性化を目的に商店街活性化キャンペーン事業を実施する団体（さいたま商工会議所と市商連等の構成員で組織された実行委員会等）に
補助金を交付する。

※新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市内消費を盛り上げるため、補助金額を60,000千円から80,000千円に引き上げ
＜事業内容（令和２年度・令和３年度）＞
参加店舗でのお買物５００円ごとに、１枚QRコード付き応募ハガキを進呈。応募者の中から抽選で、旅行や電動アシスト自転車、家電等の賞品を贈呈。

※新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ市内消費を盛り上げるため、賞品本数を増加（今年4,032本）、進呈金額を引下げ（600円→500円）

4

※１２月末時点
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７ 飲食店活性化推進補助事業
コロナ禍における時短営業等により甚大な影響を受けている市内の中小飲食店等に対し、一定の感染症対策が行われていることを条件に、飲食店等が行

う販売促進事業や感染症対策事業の経費を一部補助するもの。

補助率：3/4以内 補助限度額：5万円 対象：令和3年11月1日から令和4年2月4日までに発生した経費

令和3年度

予算 申請件数

飲食店活性化推進事業補助金支給業務委託 ２９，９６４千円

飲食店活性化推進事業補助金 ２１０，０００千円 ６３件（令和４年１月１３日時点）

８ プレミアム付商品券発行事業
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大幅に減少している飲食店や生活関連サービス等における消費を促すため、プレミアム付商品券（がんば

ろう さいたま！商品券）を発行するもの。
販売価格：額面13,000円の商品券を10,000円で販売（プレミアム率30％）（R2年度は20％） 購入可能冊数：1人4冊まで（R2年度は5冊まで）
商品券の構成：共通券（全ての取扱加盟店で使用可能）8,000円分、専用券（大型店以外（店舗面積1,000平方メートル以下）で使用可能）5,000円分

（R2年度は共通券8,000円分、専用券4,000円分）
販売対象者：市内在住、在勤及び在学の方 販売方法：インターネットまたは応募ハガキ 利用期間：令和4年2月19日～令和4年6月30日（予定）

予算 販売冊数 応募総数 有効応募数 取扱加盟店（※）

令和2年
度

１，９１７，７５８
千円

６０万冊
６２５，６３９冊 ６０９，５８３冊

５，０９９店舗
１６５，３３３人 １５０，４０８人

令和3年
度

２，３９４，６０１
千円

６０万
紙券 集計中 電子券 集計中

集計中
募集中

紙券４２万冊 電子券１８万ｾｯﾄ 集計中

※１２月末時点
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新型コロナウイルス対応臨時資金融
資
（無利子・無担保・無保証料）
※Ｒ２に実施した利子補給分のみ
【経済政策課】

○融資対象：新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少
している中小企業者
○資金使途：運転資金（借換不可）、設備資金（借換不可）
○融資限度額：2,000万円
○返済期間：7年以内（うち据置期間1年以内）
○利率：当初3年間は無利子(4年目以降は年0.80％)
○担保：無担保
○保証料：無料(年0.45%～1.59%を市で全額補助)
○連帯保証人：原則として、法人代表者を除いて連帯保証人は徴
求しない
○申請期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

融資実行は令和2年度のみ。
融資実行後、当初3年間は利子補給を行う。

2
緊急特別資金融資
【新型コロナウイルス対応】
【経済政策課】

○融資対象：市内中小企業者
○資金使途：運転資金（過去に実施したさいたま市緊急特別資金
融資の残高についてのみ借換え可能）、 設備資金
○申請限度額：3,000万円
○返済期間：7年以内（据置期間を含む）
○据置期間：1年以内
○利率：年0.80%
○担保：必要に応じて徴する。
○連帯保証人：法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。
○保証料：埼玉県信用保証協会の保証を付す。
○申請期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

3
伴走支援型特別資金融資
【経済政策課】

○融資対象：市内中小企業者
○資金使途：運転資金（過去に実施したさいたま市緊急特別資金
融資の残高についてのみ借換え可能）、 設備資金
○申請限度額：3,000万円
○返済期間：7年以内（据置期間を含む）
○据置期間：1年以内
○利率：年0.80%
○担保：必要に応じて徴する。
○連帯保証人：法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。
○保証料：埼玉県信用保証協会の保証を付す。
○申請期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

4
ものづくり補助金獲得支援補助金
【経済政策課】

○補助対象者：認定経営革新等支援機関による事業計画書策定等
の有償支援を受けた事業者
○補助率：1/2以内
○補助限度額：50万円
○補助対象経費：ものづくり補助金獲得（一般型(特別枠含む)）
にかかる事業計画策定等委託料
○実施期間：令和3年5月14日～令和4年2月8日

5
生産性革命推進事業効果促進補助金
【経済政策課】

○補助対象者：国において実施する①ものづくり補助金、②ＩＴ
導入補助金、③小規模事業者持続化補助金の交付を受けた市内中
小企業者
○補助率：自己負担額の1/2以内
○補助限度額：①ものづくり補助金200万円、②ＩＴ導入補助金
50万円、③小規模事業者持続化補助金10万円
○補助対象経費：国で定める各補助金の補助対象経費に準じる
○実施期間：令和3年5月14日～令和4年3月16日

6
さいたま市雇用調整助成金申請費用
補助金
【労働政策課】

○補助対象者：雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士に
依頼した市内の小規模事業者
○補助限度額：5万円
○補助対象経費：申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費
用
○実施期間：令和2年5月11日～令和4年3月31日

7
小規模企業者等給付金
【産業展開推進課】

○対象者：国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症
の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等
○給付額：1事業者あたり10万円
○申請期間：令和3年3月29日～6月30日、令和3年10月11日～12月
28日

8
商店街街路灯等電気料補助事業
【商業振興課】

○商店街が維持管理している共同施設（街路灯や防犯カメラ等）
の電気料金に関する補助金の補助率・補助限度額を引上げ
○令和3年1～12月の電気料金について、補助率：10/10以内　補
助限度額：180万円とする。

9
商店街活性化推進補助事業
【商業振興課】

○商店街の活性化を目的として、販売促進、街路灯装飾、地域イ
ベント等の事業を実施する商店会に対する補助金の補助率を引上
げ
○令和3年4月1日～令和3年4月31日に実施する、新型コロナウイ
ルス感染症の影響に対する事業継続・経営回復を目的とした事業
については、補助率2/3以内とする。

事業名 概要 備考

資料３
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商店街活性化キャンペーン事業補助
引上げ
【商業振興課】

○新型コロナウイルス感染症の拡大による経営状況の改善を図る
ため、事業補助金を引き上げ
○予算額80,000千円(うち、コロナ対策経費20,000千円）

11
キャッシュレス決済のポイント還元
による消費活性化キャンペーン
【観光国際課】

○対象施設：市内の中小規模店舗（大型店及びチェーン店等一部
除外店舗あり）
○実施期間：①令和3年6月1日～6月30日、②令和3年12月1日～12
月31日
○ポイント還元：支払金額の最大20%
○1回当たりの上限：1,000円相当
○実施期間中の上限：10,000円相当

12
生産性革命支援事業
（申請支援・事業計画策定支援）
【経済政策課・財団】

○国の事業再構築補助金獲得のため、セミナーの開催や申請相談
の受付けを実施

13
事業再構築補助金再構築支援補助金
【経済政策課（財団）】

○対象者：(ア）さいたま市内に本社・本店を有する法人または
(イ) さいたま市内に住民登録があり市内に事業所等を有してい
る個人2. 事業再構築補助金の補助対象者であること。3. 事業再
構築補助金の申請者であること。4．法人市民税（法人）、個人
市民税（個人）を滞納していないこと
○補助上限額：50万円
○補助率：補助対象経費 の 1／2
○補助対象経費：事業再構築補助金の事業計画書を有償で「認定
経営革新等支援機関」に依頼して作成する費用
○申請期間：令和3年4月15日～令和3年9月21日まで

14
事業再構築補助金効果向上補助金
【経済政策課（財団）】

○対象者：国の事業再構築補助金の交付決定を受け、事業完了し
た事業者
○補助上限額：① 通常枠／緊急事態宣言特別枠：200万円、②
卒業枠／グローバルＶ字回復枠：500 万円
○補助率：①自己負担額の1/2以下、②定額補助
○申請期間：令和4年1月4日～3月16日

15
一時支援金・月次支援金申請支援
【経済政策課（財団）】

○国の実施する一時支援金及び月次支援金の申請に際して、登録
認定機関として事前確認を行うもの。
○実施期間：令和4年3月8日～3月31日

16
企業ＤＸ補助金
【経済政策課（財団）】

○対象事業：１．既存のクラウドソフトウェアやパッケージソフ
トを導入し生産性向上に
取り組む事業（A類型）２．新たにシステムを構築し生産性向上
に取り組む事業（B類型）
○A類型補助対象経費：生産性向上に資するソフトウェア購入費
及び関連経費、補助金上限：30万円、補助率：2/3
○B類型補助対象経費：生産性向上に資するシステム構築費及び
関連経費、補助金上限：50万円、補助率：2/3
○実施期間：6月17日～10月8日

17
さいたま商工会議所補助金
（職域接種補助事業)
【経済政策課】

○補助対象経費：さいたま商工会議所が市内事業所を対象に行う
新型コロナウイルスワクチンの職域接種に要する経費
○補助金額：75,000千円(予算)
○実施期間：9月6日～10月19日

18
さいたま商工会議所補助金
(ＤＸ推進支援経費の補助)
【経済政策課】

○補助対象経費：さいたま商工会議所が実施する市内中小企業の
ＤＸ支援に要する経費の一部
○補助金額：15,000千円(予算)
○実施期間：10月1日～3月31日

19
飲食店等活性化推進事業補助金
【商業振興課】

○補助対象者：市内で飲食店等を営んでいる中小企業及び個人事
業主
○補助率：3/4(上限50,000円)
○対象件数：4,200件
○申請期間：令和3年11月15日～令和4年2月15日

20
プレミアム付商品券発行事業
【商業振興課】

○販売価格：額面13,000円の商品券を10,000円で販売（プレミア
ム率30％）
○販売冊数：60万（紙42万冊・電子18万セット（1人4冊〈セッ
ト〉まで購入可）
○商品券の構成：共通券（全ての取扱加盟店で使用可）8,000円
分、専用券（大型店以外で使用可）5,000円分
○販売対象者：市内在住、在勤及び在学の方（抽選の場合、市内
在住者を優先）
○使用期間：令和4年2月19日～令和4年6月30日（予定）
○取扱加盟店募集：11月15日開始
○購入希望者の募集：令和3年12月10日～令和4年1月11日



21
さいたま市宿泊促進キャンペーン
【観光国際課】

〇対象施設：旅館業法の規定により営業許可を受けた市内ホテ
ル、旅館等
○開始時期：国の「新たなGo To トラベル事業」開始以降（予
定）
○割引金額：宿泊料金のうち、1室1泊につき、3,000円を上限に
割引
〇販売方法：宿泊施設による直販、宿泊予約サイト（OTA）・旅
行代理店による販売
〇宿泊対象者：制限なし

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
地域経済の活性化を図るため、市内宿泊施
設に割引料金で宿泊できる宿泊促進キャン
ペーンを実施。宿泊割引商品を造成する市
内宿泊施設に割引補填額と事業に要する事
務経費を補助する。

22
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政令指定都市　施設整備支援等一覧
防犯カメラ 街路灯 LED 電気料補助

札幌市 ― ― ― ―

仙台市
9月分（商店街街路灯については一般的な電気
料）×10ヶ月分
※商店会向けの制度ではない

さいたま市

【新設】
補助率：1/2以内
限度額：2,000万円（25
万円/台）
【改修】
補助率：1/3以内
限度額：1,000万円

【新設】
補助率：1/2以内
限度額：2,000万円（14万円/基、30基ま
で）
【改修】
補助率：1/3以内
限度額：1,000万円

【新設】
補助率：1/2以内
限度額：2,000万円（21万円/基）
【改修】
補助率：1/2以内
限度額：1,000万円
※LED以外からLEDへのランプ交換
限度額500万円(6万円/灯)
※LED以外からLEDへのランプ交換に
伴う灯具等の改修
限度額800万円(9万円/灯、21万／基）
※LEDランプの玉切れに伴う交換
補助率1/3、限度額200万円（4万／灯）

1/2以内（限度額100万円）

※R2年1月～の電気料金については、10/10以
内（限度額180万円）

千葉市

【新設】
補助率：2/3以内
補助額：2,000万円
【改修】
補助率：1/2以内
補助額：1,000万円

管理費補助金
対象経費：街路灯の電気料
補助率：75％

横浜市
補助率：50%
補助限度額：500万円

【新設】
補助率：14万円／基
補助限度額：500万円（ただし工事費の
75%が上限）
【改修】
補助率：6万円／基
補助限度額：500万円（ただし工事費の
75％が上限）

【ランプ交換に要する経費】
補助率：50%
限度額：3万円／基（街路灯）
限度額：2万円／灯（アーケード、アー
チ、片アーチ）
補助限度額：500万円

補助率：1/2
限度額：50万円
※年5回以上の防犯パトロール実施が補助条
件

川崎市

【新設】
補助率：25%以内
限度額：
［法人団体］800万円
［任意団体］300万円

補助率：25%以内
限度額：
［法人団体］800万円（6.25万円/基）
［任意団体］300万円（6.25万円/基）

【新設】
補助率：50%以内
限度額：800万円（20万円／基）
【改修】
補助率：50%以内
限度額：600万円（7.5万円／灯）

管理費補助として、４月利用分の電気料支払実
績または使用灯具を基に算出された経費のう
ち、いずれか低い額に１２を乗じた金額の6／10
を限度に補助

相模原市
補助率：30％
限度額：500万円

LED等高効率街路灯：90％以内
高効率街路灯以外：70％以内

新潟市
1/3以内（限度額50万円）
※LEDのみ

静岡市

【新設】
補助率：2/3以内
限度額：なし
【改修】
補助率：1/2以内
限度額：なし

【新設】
補助率：2/3以内
限度額：なし
【改修】
補助率：1/2以内
限度額：10万円／基
※塗装・電球交換は対象外

補助率：2/3以内
限度額：10万円／基

［定額制］
9月利用分の電気料支払実績に12を乗じた額
［従量制］
出力に応じて定める金額
［定額制及び従量制］
定額制、従量制を算定した額の合計

浜松市 数年前に廃止

名古屋市 ―
補助額：出力別に定額／1灯あたり

京都市
商店街の規模、設置灯数などに応じて、毎年度
予算の範囲内において市長が別に定める。

大阪市

堺市 1/2以内

補助率：1/3以内（国補助併用の場合は1/9以内）
限度額：200万円(国補助併用の場合は5,000万円)

【新設】
補助率：1/4以内
限度額：1,000万円
【補修】
補助率：1/5以内
限度額：500万円

【法人団体】
補助率：10％以内
限度額：300万円
【任意団体】
補助率：7％以内
限度額：300万円

【新設】
なし
【改修】
補助率：20％以内
限度額：50万円
※5基以上まとめて、施設の耐用年数の延長を図るために行うものに限る。

【新設】
補助率：1/4以内
限度額：1,000万円

【新設】
補助率：2/3
額上限：16万円
【改修】
補助率：1/2
補助額上限：基礎工事2万円／基、塗装工事1万円／基、LEDからLEDの電球交
換1万5千円／基、LED化するための電球交換2万5千円／球

【新設】
補助率：30%
限度額：30万／基
【修繕】
補助率：30％
限度額100万円

補助率：30%（拠点商業地は1/2以内）
限度額：2億円　　※LED化も同様

補助率：1/2以内
限度額：1,000万円
※維持管理・更新については、新規に設置するものと同等以上の効果を有すると認められる改修工事に
限る。

参考２



神戸市 2,000円/灯

岡山市

広島市

補助率：15%
限度額：1億円
※国の補助制度との協調制度

北九州市
補助率：50％以内
限度額：500万円

福岡市

九州電力(株)との公衆街路灯契約があれば補
助可
10W 1,100円/灯・20W 1,400円/灯
40W 1,900円/灯・60W以上 2,500円/灯

熊本市 20％以内（予算の範囲内）

補助率：20％以下
限度額：4,000万円

補助率：1/3以内
限度額：100万円

補助率：1/3以内
限度額：600万円

補助率：2/3以内
限度額：600万円
※法人格を有する団体のみ

【法人団体】
補助率：20%以内
限度額：2,000万円
【任意団体】
補助率：10%以内
限度額：1,000万円



政令指定都市 コロナウイルス感染症にかかる支援策について
事業名 概要

商店街感染症対策支援事業
商店街へのヒアリング・アンケートや感染症対策の基本方針などを踏まえた「商店街感染
症対策取組事例集・手引き」を作成し、商店街が実施する感染症対策に資する取組や安全
性ＰＲなどを対象に必要な経費の補助

SAPPOROおみせ応援商品券発行事業
市内の飲食店や小売店等で利用できる20％のプレミアムが付いた商品券を販売。（発行総
数50万冊（600万枚）

飲食店の未来応援事業（クラウドファンディン
グ）

購入型クラウドファンディングを活用し、市内の飲食店で利用できる前売りの食事券を発
行

飲食店等グループ販売促進支援事業
市内で飲食店等を営む20事業者以上により構成されるグループが取り組む販売促進事業
（プレミアム付き商品券等）に補助

3
年
度
商業者グループ販売促進支援費

市内で飲食・小売業を営む100店舗以上により構成されるグループが「デジタル」や「オン
ライン」を活用して取り組む販売促進事業（プレミアム付き商品券等）に補助

商店街応援割増商品券発行事業 30％の割増が付いた商品券を発行（発行総数：249,350冊）

クラウドファンディング活用支援補助金
地元のプラットフォームを活用しクラウドファンディングを行う場合に、決済手数料等を補
助する

テイクアウトはじめましたプロジェクトin仙台
テイクアウトや宅配サービス等、新たな取り組みをはじめた飲食店等をウェブサイト等によ
り周知する

3
年
度
商店街応援割増商品券発行事業

【国分町エリア】 50％の割増が付いた商品券を発行（発行総数：36,000冊）
【国分町エリア以外】 25％の割増が付いた商品券を発行（発行総数：156,500冊）

飲食デリバリー代行業者利用支援事業 デリバリー代行サービスの利用に係る手数料の一部を補助する

テイクアウト・デリバリー新規参入補助事業 テイクアウト・デリバリー事業へ参入するために必要な初期経費の一部を補助する

商店街照明施設等維持管理事業
商店街街路灯等電気料補助の補助率、限度額を引き上げるとともに、概算払いも可能とす
る

商店街活性化推進事業
商店街の賑わい創出等への補助金の補助率を引き上げるとともにコロナ対策事業も対象と
する

商店街活性化キャンペーン事業補助 市商店街連合会で実施する商店街活性化キャンペーン事業補助の金額を引き上げる

プレミアム付商品券発行事業 20％のプレミアが付いた商品券を発行。（発行総数600,000冊）

商店街照明施設等維持管理事業 内容は令和２年度と同様

商店街活性化推進事業 内容は令和２年度と同様

商店街活性化キャンペーン事業補助 内容は令和２年度と同様

飲食店活性化推進事業
染症対策において埼玉県の認証を受けている飲食店等を対象に、販売促進にかかる経費や
感染症対策にかかる経費の一部を補助
補助金額：対象経費の合計額（税抜）の4分の3以内の額で、上限は5万円

プレミアム付商品券発行事業 30％のプレミアが付いた商品券を発行。(発行総数600,000冊）

千葉市中小企業者
事業継続給付金

対象者：市内中小企業者
支給要件：①国の持続化給付金等を受給していないもの。
②令和２年１月から申請月の前月までの間で１か月当たりの売上高 が前年同月比20％以上
50％未満減少しており、かつ、その期間 が１か月以上ある者
③今後も事業継続の意思のある者
支給額：一律２０万円

①テレワークプラン販売促進事業
②衛生対策補助金

対象者：市内宿泊事業者
補助対象：①市内宿泊事業者が提供するテレワークプラン
 ②①の事業に参加登録した宿泊事業者に対し、衛生対策に係る費用の一部を補助するも
の。
補助率：①最大3,000円割引、 ②補助率3／4以内、上限30万円。

理美容店利用促進事業

対象者：理美容店
対象経費：①１人１回当たり利用料の30%以上（親子利用時50%以上）の割引相当金額に対
する助成
②感染拡大防止対策費支援
補助率：①30%（親子利用時50%）限度額500千円、②一律3万円

2
年
度

札幌市

2
年
度

仙台市

2
年
度

3
年
度

さいた
ま市

千葉市

参考３



テナント支援協力金制度

対象者：対象テナントの賃料等を減免した賃貸人
【対象テナント】
①千葉県から発出された休業要請に応じて休業した中小企業・小規模事業者の店舗
②自粛要請により実質的に休業に準ずる影響を受けている飲食店のうち、本市が定めた
「新型コロナウィルス感染症対策８か条」を順守し、千葉県の飲食店に対する酒類の提供
自粛の協力要請に応じた中小企業・小規模事業者の店舗
対象経費：対象テナントに対して減免した賃料

２ヶ月分の賃料等を限度とする。
補助率：１０分の８（１テナントあたり上限５０万円）

テナント支援金制度

対象者：対象テナントの賃借人
【対象テナント】テナント支援協力金と同様
対象経費：令和２年６月１日から６月３０日の間に支払い期限が到来し、支払いを行った
１ヶ月分の賃料
補助率：３分の２（１テナントあたり上限２５万円）

宿泊施設利用促進事業
対象者：市内宿泊事業者
対象経費：市内宿泊事業者が提供する千葉や房総をＰＲするプランについて、 割引価格で
利用できるもの

MICE関連施設感染拡大防止対策補助事業

対象者：MICE施設管理運営事業者
対象経費：感染拡大防止に必要な設備や消耗品等に要する経費
補助率：対象経費の４分の３以内
上限額：１施設あたり、延床面積に応じて、５０万円から３，０００万円

ひとづくり応援講座等利用促進事業
対象者：習いごとの講座を開設し、サービスを提供するもの
対象経費：講座の提供価格
補助率：割り引いた額（＝講座の提供価格の50％）

飲食店のデリバリー対応
支援事業

対象者：①市内飲食店、②飲食宅配代行業者
対象経費：①飲食店が、飲食宅配業者を利用した際の利用手数料等を補助対象経費として、
飲食店に補助。
②飲食宅配代行業者が、利用者向け割引キャンペーンを 実施した際の、割引額を補助対象
経費として、飲食宅配代行業者に補助。
補助率：①補助率：1/2以内、限度額：月額利用手数料の場合15万円、 期間：３か月間
②補助率：1/2以内、限度額：無し、期間：2020年5月31日まで

飲食店冬季感染症対策支援金制度

冬季ならではの飛沫感染予防対策等に要した経費を支援。
【条件】①「千葉市新型コロナ感染症対策取り組み宣言の店」登録店舗限定
②同登録が「接待を伴わない飲食店」「接待を伴う飲食店」であること
【助成額】１事業所当たり10万円上限

千葉市中小企業者向け支援金

概要：令和３年１月からの緊急事態宣言の再発令、４月からのまん延防止等重点措置に伴
う外出自粛・時短要請等の影響を受け、国や県の協力金の対象外となる事業者（事業収入
減少が20%以上50%未満）へ支援金を支給。

    4,5,6月分：１事業者当たり1月につき5万円

テレワーク推進事業
市内宿泊施設のテレワークプランの利用料金に対し助成
【対象者】 千葉県内在住の方
【上限額】 3,000円/1回 （最低自己負担額1,000円）

飲食店感染症防止対策認証モデル事業

県認証制度のモデル事業を市内実施。
感染予防対策を十分に行っている飲食店を現地確認後、認証し公表する。
【認証事業】モデル事業として100店舗の認証
【感染対策支援補助】※全額県費
機器購入：上限30万円 補助率：10/10

新型コロナウイルス感染症対応商店街等活動支援
事業

市内商店街等に対して、感染症拡大防止や加盟店支援など、個々のニーズに応じた様々な活
動に充当できる一時金を交付

商店街新型コロナウイルス感染症衛生対策支援事
業

商店街の店舗で使用する衛生用品の購入経費や感染症拡大防止に係る経費を補助

テイクアウト＆デリバリー横浜 テイクアウトやデリバリーを行っている市内飲食店を市のＨＰで一元的に紹介

宅配・出張販売・送迎支援モデル事業
宅配や出張販売等を通じて消費者の利便性を向上させ、新たな顧客獲得や商店街の活性化
のための取組を支援

小規模事業者設備投資助成金
市内小規模事業者が業務改善や生産性向上のために行う新たな設備投資に対する助成金を
交付

商店街ソフト支援事業 商店街が行うホームページやガイドマップ作成などのソフト事業に対する支援
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社会課題チャレンジモデル事業
地域・社会の課題を商業活動の中で解決していくことで、ＳＤＧｓの実現に繋がる事業の実
施を支援

商店街プレミアム付商品券支援事業
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた商店街が、消費喚起策としてプレミアム付商品券
（紙による商品券・電子商品券）を発行し、地域の活性化につなげることを支援

商店街個店の活力向上事業

 現状の課題を踏まえ、その課題解決に結びつく事業を新たに実施する事業者に対して、店
舗改装費等の経費の一部を補助
 審査において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による業種変更と認定された場合
は補助上限額を100万円から150万円に引き上げて支援

小規模事業者設備投資助成金【特別相談型】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた市内小規模事業者に対して、「小規模事業者
コロナ禍特別相談窓口」により経営相談を受けた方を対象に、設備投資に対する助成率を
引き上げて支援

中小商業者テイクアウト等参入支援事業
飲食店が行うテイクアウト、デリバリー、移動販売を開始するための経費や中小商業者が
行うインターネット通販、ＷＥＢ講座を開始するための経費の補助
 補助率：３／４以内 補助上限額：２０万円

商店街等緊急支援事業

コロナ渦における商店街内の店舗やサービスをＰＲし、集客の増加や売上の向上を図る事
業や、新しい生活様式に対応するための事業に対する補助
  補助率：３／４以内 補助上限額：２０万円
※連携先１団体ごとに限度額１０万円加算（上限４０万円）

川崎市じもと応援券推進事業（第１弾）

市内の中小企業で使用可能な商品券（プレミアム率30%）の発行
発行総数87万冊（1,000円券13枚を10,000円で販売）
（予算の一部を令和3年度に繰り越して執行）

商店街等緊急支援事業

商店街内の店舗のＰＲやサービスの向上を行い、集客の増加・売上向上を図る事業や感染
症拡大を予防し安心と安全を図るための事業に対する補助
  補助率：３／４以内 補助上限額：２０万円
※連携先１団体ごとに限度額１０万円加算（上限４０万円）

川崎市じもと応援券推進事業（第２弾）
市内の中小企業で使用可能な商品券（プレミアム率20%）の発行
発行総数50万冊（1,000円券12枚を10,000円で販売）
（予算の全部を令和3年度に繰り越して執行）

中小企業融資制度利子補給
中小企業融資制度保証料補助金
（災害等対策特別資金）

期間を定めた全額利子補給や保証料補助を実施

商業者団体等支援補助金 商店街団体等が実施する感染拡大防止策等に要する経費を一部補助（補助率10/10）
小規模事業者臨時給付金 国の持続化給付金対象外の小規模事業者へ一律10万円給付
中小企業研究開発補助金
（新型コロナウイルス関連型）

市内中小企業が行う感染症対策に資する製品等の研究開発に要する経費を一部補助（補助
率3/4、上限300万円）

さがみはら３９（サンキュー）
キャッシュバックキャンペーン
新型コロナウイルス感染症に強い
店づくり家づくり応援助成金

新しい生活様式に対応するための工事に対し一律25,000円を補助

サンキューさがみはら！
最大２５％戻ってくるキャンペーン

スマートフォン決済を活用し、最大25％のポイント還元

商店街等飲食店応援事業in緑区 テイクアウト事業への取組みのための講習会の実施、テイクアウト販売場所確保の支援
全力応援！メシチケット 商店街と市の共同事業として、各飲食店が自店の食事券（メシチケット）を販売

テイクアウトメニュー販売会in中央区 テイクアウトメニューの販売機会と販売場所を提供

ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ活用ＤＸ化促進支援補助
金

市内企業のロボットやAI、IoTを活用した自動化や非接触化の取り組みを支援するため、設
備投資、システム構築などの費用を一部補助（補助率 中小企業2/3、大企業1/2、上限
1,000万円）

中小企業融資制度利子補給
（災害等対策特別資金）

令和4年3月償還分まで市が全額利子を補給（融資限度額：3,000万円）

中小企業研究開発補助金
（新型コロナウイルス関連型）

市内中小企業等の新型コロナウイルス感染症に資する製品等の研究開発に要する経費の一部
を補助（補助率3/4、上限300万円）

オンライン営業ツール等作成支援補助金
オンラインや非対面で行う新たなビジネススタイルに対応するため、オンライン展示会用の
動画作成やインターネットでの販売システムの取組等に係る費用を一部補助（補助率3/4、
上限20万円）

事業継続応援補助金
新型コロナウイルスの感染・まん延防止と事業継続を両立するための工事・物品購入の費用
を一部補助（補助率3/4、上限20万円）

あらっいいお店♪感謝（サンキュー）を込めて！
さがみはら・みんなのキャッシュバックキャン
ペーン

市内の参加店舗等で期間中に合計10,000円以上（複数店舗等合算も可）の購入などをした
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「新しい生活様式」に対応した店づくり応援事業
「新しい生活様式」に対応した店づくりを行う事業者を支援するため、小規模店舗が実施
する設備投資に係る費用を補助する

地域を支える商店街支援事業 地域を支える商店街が独自に取り組む感染症対策や集客回復の様々な活動に対して補助する

地域のお店応援商品券発行事業
地域のお店の応援と消費喚起を目的に、大型店を除く市内全域の幅広い店舗で使用できる
商品券の発行を補助する
感染症拡大により大きな影響を受けている飲食店を支援するため、経済団体や新潟県・新
潟市などを中心に立ち上げた実行委員会で、飲食店支援クラウドファンディングとプロジェ
クト支援事業を実施

地域を支える商店街支援事業 地域を支える商店街が独自に取り組む感染症対策や集客回復の様々な活動に対して補助する

地域のお店応援商品券発行事業
地域のお店の応援と消費喚起を目的に、大型店を除く市内全域の幅広い店舗で使用できる
商品券の発行を補助する

パーティション設置促進事業補助金 飲食店等を対象に飛沫感染防止のためのパーティションを設置する経費を補助する

情報メディアを活用した商業者支援情報発信事業
テイクアウトやデリバリー等、商業者を支援する情報を、特設ウェブサイト等の情報メディ
アを通じて情報発信するもの

エール静岡事業者応援金事業
年収3,600千円以上かつ事業収入が前年比30％以上落ち込んだ全ての事業者に対し、一律
100千円を支給するもの

エール静岡消費喚起事業
感染対策を講じたうえで、消費喚起事業を実施する団体に対し、消費喚起に係る経費を
10/10、事務費を２/３助成（１店舗当たり100千円）

エール静岡飲食業支援金事業 会食自粛の影響を受ける飲食店を対象に1店舗当たり100千円を支給するもの

静岡市地域消費促進事業

キャッシュレスによる消費喚起を進めるため、構成員の６割以上がキャッシュレス決済を
導入している商店街又は商業者グループに対し、消費喚起に係る経費を10/10、事務費を２
/３助成（キャッシュレス導入済み店舗数×100千円、キャッシュレス未導入店舗数×50千
円、上限7,000千円）

静岡市地域消費促進事業（拡充） 上記事業の拡充
がんばれ浜松！対象店舗で最大３０％戻ってくる
キャンペーン

対象店舗におけるPaypayで支払い時に、30％を還元することで消費を促す。
予算額：500,000,000円 参加店舗：約4,500店 利用者：約41万人

浜松市マイクロツーリズム推進支援事業「近くの
魅力を再発見！はままつ元気たび！第１弾」

旅行需要回復に向けた市内旅行に対する支援

３密対策事業者支援事業費補助金（令和2年度から
実施中）

３密対策を実施した対象業種の中小事業者への補助制度

浜松市マイクロツーリズム推進支援事業「近くの
魅力を再発見！はままつ元気たび！」

内容は令和２年度と同様

１億円キャッシュバックキャンペーン（令和2年度
にも実施）

安全安心な飲食店認証店舗（市独自に感染症対策を実施している飲食店に与える認証制度）
を利用した際の飲食代金を抽選でキャッシュバック

先払いチケット（さきめし）による飲食店支援事
業（令和2年度から継続事業） するとともに、購入手数料10％を市が負担することで購入を促進する。

電子決済サービス等を活用したポイント還元事業 内容は令和2年度と同様

ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援
金

緊急事態宣言で「基本的に休止を要請しない施設」において事業を継続している事業者に応
援金を交付する

中小企業の新しい生活様式・働き方対応支援補助
金

中小企業者に対して、新しい生活様式に対応した事業展開・働き方への対応に必要となる設
備・機器等の導入に要した経費の一部を助成する。

飲食宅配サービス利用促進事業
新たに飲食宅配サービスに取り組む飲食店の支援等を目的とし、公募により選定した飲食

プレミアム付商品券発行事業への助成
市内の商業団体等で構成される実行委員会が実施するプレミアム付商品券発行事業に対し助
成。（発行総数108,350冊）

商店街での新たな生活様式に対応した設備等購入
費補助事業

安心・安全な商店街づくりを進めるため、3密対策や保健衛生対策として設備・機器等を購
入する事業費の一部を補助する

プレミアム付商品券発行事業
20％のプレミアムが付いた商品券を名古屋市とプレミアム商品券事業実行委員会の共催で発
行。（発行総数670,000冊）

商店街緊急支援補助金事業
市内商店会を対象に「感染症予防のための事業」と「収益向上のための独自の取組」の二
種類の補助対象事業に係る経費の一部を補助する

観光事業者等緊急支援補助金事業

観光客に直接サービスを提供する中小企業者等や観光関連の業界団体（商店会含む）を対
象に，「観光客と京都の観光を支える観光事業者の安心安全を確保するための事業」「今
般の危機的状況を乗り越えるために実施する事業」「回復期を見据えた事業継続のために
実施する事業」の三種類の補助対象事業に係る経費の一部を補助する
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中小企業等緊急支援補助金事業

商店会・業界団体等や売上高が５０％以上減少している中小企業，小規模事業者，フリーラ

のための事業」「今般の危機的状況を乗り越えるために実施する事業」「事業継続のため
に必要とする取組」の三種類の補助対象事業に係る経費の一部を補助する

飲食店デリバリーサービスの利用促進事業

市内に所在する「出前館」加盟店舗の商品を税込1,000円以上注文し，且つ市内へ配達を依
頼した利用者を対象に，500円分のポイント（Ｔポイント）を付与する。また市内に所在す
る「出前館」加盟店舗を対象に，(ｱ)「出前館」初期登録手数料（2万円）の免除，(ｲ)「出
前館」配達代行手数料（商品代金（税抜）の30％）の7％を助成，(ｳ)店舗が負担するサービ
ス利用料（最大10％）の全額を助成

伝統産業つくり手支援事業
本市指定の伝統産業に従事する個人及びグループ，伝統産業の製造に従事する事業者の団体

業界等が一体となった活性化支援事業（業種別団
体等活性化支援事業）

(ｱ)中小企業等で構成する業種別団体等（商店会含む）や同一の業種別団体等に属する中小
企業等（３者以上）を構成員に含むグループを対象に，「見本市，展示会及び商談会等の
市場開拓に関する事業」「販売促進又は販路拡大のための事業」「新たな販売手法の導
入」「売上向上に資するガイドラインの策定又は経営課題解決のための調査研究」「新商品
開発費用」の五種類の補助対象事業に係る経費の一部を補助する制度
(ｲ)京都産品等の販売促進，需要喚起を目的に，伝統産業品や名産品など，京都産品の販売
から舞踊・茶道・いけばななどの伝統文化の体験や京料理点心まで，京の逸品が集う二日
間のイベント開催

伝統文化との融合などにより花需要等の喚起事業
（花を活かした賑わい創出事業）

 (ｱ)市内の宿泊事業者・飲食店・商店街等を対象に，店舗やイベント会場の飾花に要する
経費の一部を補助する，(ｲ)市内の宿泊事業者・飲食店を対象に，利用客への個室の飾花や
花束の贈呈サービス等に要する経費の一部を補助する
※ (ｱ)・(ｲ)いずれも，京都市内の花き取扱業者から調達した経費（花材費，生けこみ技術
料，資材費等）が対象

消費喚起に向けた販売促進支援事業

(ｱ)商店会，小売市場その他の中小商業団体及びこれらの連合体，地域商業業ビジョン推進
団体，中小企業者グループ，(ｲ)伝統産業に従事する者により組織された団体，伝統産業に

の消費喚起・販売促進・新商品開発等を図る事業に係る経費の一部を補助する

中小企業等IT利活用支援事業

(ｱ)市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業，小規模事業者，フリーランスを含
む個人事業者等，(ｲ)主たる事業所を市内に設けている中小企業等で構成する団体,(ｳ)団体の
構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている中小企業等で構成する団体を対象に，ITを
利活用した，「基幹システムの構築」「販路の拡大」「新たなビジネスモデルの構築」など
の事業において，専門家派遣によるIT利活用方法の協議・検討及びITシステム導入経費の一
部を補助する

中小企業等再起支援補助金事業

(ｱ)市内に本社・本店を有する中小企業，小規模事業者，フリーランスを含む個人事業者
で，時短要請協力金の対象とならない方（売上高減少要件あり），(ｲ)主たる事業所を市内
に設けている又は構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている商店会・業界団体 を対
象に，「感染症対策」「事業・経営改革」「販路開拓，売上向上，事業継続を図るための
取組」に係る経費の一部を補助する

中小企業デジタル化推進事業

(ｱ)市内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業，小規模事業者，フリーランスを含
む個人事業者等，(ｲ)主たる事業所を市内に設けている中小企業等で構成する団体,(ｳ)団体の
構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている中小企業等で構成する団体を対象に，
「顧客，生産管理システム等の構築」「ECサイトの構築」「バーチャル展示場の構築」な
どの事業において，専門家派遣によるIT化の方針等の検討及び方針等を実現するためのITシ
ステム導入経費の一部を補助する

2
年
度

新型コロナウイルス感染症対応商店街活性化支援
事業

①「Go To 商店街キャンペーン」事業獲得に向けた商店街サポート事業
【内容】「Go To 商店街キャンペーン」獲得に向け、商店街団体に専門家を派遣し、企画
等の助言及び「Go To 商店街キャンペーン」申請書の作成補助を行う
【対象者】「Go To 商店街キャンペーン」参加希望の市内商店街のうち、大阪府商店街感
染症対策等支援に選定されていない市内商店街（20程度）※任意団体も含む
②国内観光客に向けた総合的なプロモーション事業
【内容】「Go To 商店街キャンペーン」に参加する市内商店街について、国内観光客に向
けた総合的なプロモーションを実施し市内商店街の需要喚起を図る
【対象者】「Go To 商店街キャンペーン」参加の市内商店街

大阪市

2
年
度

3
年
度



3
年
度
大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金

【内容】新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するため、飲食店、喫茶店その他設
備を設けて客に飲食をさせる施設において必要な備品（アクリル板等のパーテーションや
CO2センサー）を設置した事業者を対象に、かかる費用の負担軽減に資する支援金を支給
・１店舗あたり上限１０万円 ※大阪市内については、１店舗あたり上限１０万円を上乗
せ
【対象者】・大阪府内の飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可、又は
喫茶店営業許可を受けている店舗
・府内で酒類の販売業を行う施設（店舗）のうち、酒税法上の販売業免許もしくは製造場
において製造免許を受けており、かつ、当該施設（店舗）において、客の飲用のためのス
ペースを有しているもの

新型コロナウイルス感染症対策商店街等支援事業
商店街等が新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を図りつつ実施する、消費回復や商店街
等活性化に対する取り組みを支援

キャッシュレス決済を活用した市内消費活性化事
業

市内の対象店舗等で、キャッシュレス決済サービスを利用して買い物をした方を対象に、支
払額の最大20％のポイント還元が受けられるキャンペーンを実施

地域飲食店応援クラウドファンディング支援事業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて厳しい経営を余儀なくされている市内店舗の
運転資金確保のため、クラウドファンディング事業を試みる商工会議所を支援

3
年

度 飲食店感染症対策支援事業
市内にある飲食店に対し、１店舗あたり５万円を上限に感染予防対策を目的とする物品の
購入経費を支援

こうべ商店街・小売市場お買い物券事業
市内商店街・小売市場等で利用できる20％のプレミアムが付いたお買い物券の発行。県市
協調で実施

食料品等宅配支援事業
市内の小売市場等が宅配事業を実施する際の、新規参入や事業の広報にかかる経費への支
援

Uber Eats・出前館との連携による宅配事業

内で受けられる割引（プロモーションキャンペーン）について、通常時においては対象飲

うち、2.5％を助成。また、市内の登録店舗への1,000円以上の注文に対する500円分のポイ
ントを還元またはクーポン配布の半分を助成。

オンラインストアによる販売促進事業

量販店やネット通販との競合に加え、新型コロナウィルス感染拡大防止のための外出自粛

サイトを立ち上げ、オンラインストアへの出品・出店を支援することで販路拡大につなげる
とともに、高齢化等により、新しい投資への不安やＥＣの活用方法がわからない事業者の
相談に応じ、新たな事業展開や事業継続につなげる。

先払い利用券による飲食店等の支援
先払いシステム運営事業者と事業協定を締結し、利用者が支払う先払い額に20％のプレミ
アムを付与することで、中小商業者の支援を行う

商店街・市場応援隊派遣事業の新型コロナウイル
ス対策への特別措置

応援隊を利用する際に必要になる団体負担（１回３千円、初めての利用は２千円）につい
て、令和２年度のみ新型コロナ対策に取組む場合は、１団体５回まで団体負担なしとする

キャッシュレスポイント還元事業
市内中小規模の飲食店の支援と、「新しい生活様式」であるキャッシュレス決済の普及促
進を図るため、ＱＲコード 決済事業者と連携し、市独自のポイント還元キャンペーンを実
施する

商店街・小売市場お買物券事業第２弾
市内商店街・小売市場等で利用できる20％のプレミアムが付いたお買い物券の発行。県市
協調で第２弾を実施。
１冊6,000円分（500円券×12枚）を5,000円で販売。22万冊を発行予定

思い出の飲食店・商店街 魅力発信事業
ふるさと納税の寄付者がオススメする飲食店や、一般募集にて選ばれた飲食店計84店と10
商店街が掲載されたガイドブックを作成し、掲載店を巡るデジタルスタンプラリーを開催

商業者によるにぎわい・魅力発信活動支援事業
地域商業の活性化及び地域の個性を活かしたまちの魅力とにぎわいを創出するため、小売
業、飲食業、サービス業等を営む商業者により構成されるグループが実施する街バル等のに
ぎわいにつながる活動に対して支援を行う

事業継続支援金事業

目的及び内容：新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小・小規模事業者に
対し、事業継続のための支援金（給付金）を支給
対象者：(1)本社（本店）が岡山市内にある中小企業者又は小規模事業者（個人にあっては

(2)令和２年２月から６月までのいずれか１ヶ月の売上が、前年同月比２０％以上減少して
いること ※1事業者1回限り

補助額：①１０万円 対象：小規模事業者（個人事業主を含む）
    ②２０万円 対象：中小企業者（小規模事業者を除く）

2
年
度

堺市

岡山市

2
年
度

3
年
度



事業向上補助事業

目的及び内容：新型コロナウイルスの影響を受けた中小事業者が、業態の転換等の事業内
容の見直しの取り組みに対する経費の補助
対象者：(1)主たる事業所が岡山市内にある小規模事業者又は中小企業者

いること

たものであること

補助額：①上限１０万円 対象：小規模事業者 ②上限２０万円 対象：中小企業者 ※
上限まで10/10補助（千円未満切り捨て）

販売促進補助金

目的及び内容：新型コロナウイルスの影響を受けた中小事業者が、顧客を呼び戻すために
不可欠となる販売促進に要する経費の補助
対象者：(1) 主たる事業所が岡山市内にある小規模事業者又は中小企業者

ていること。

了したものであること。

補助額：①上限１０万円 対象：小規模事業者 ②上限２０万円 対象：中小企業者 ※
上限額まで10/10補助（千円未満切り捨て）

スマートフォン（キャッシュレス）決済ポイント
還元事業

目的：新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市内事業者の売上回復等
内容：期間中に対象店舗において、スマートフォン決済「ＰａｙＰａｙ」で支払うと、決
済金額の一定割合をポイント還元する。
対象店舗：市内のＰａｙＰａｙが利用できる店舗等のうち、市が対象として指定する店舗等
（対象外：病院・調剤薬局、公共料金、換金性が高い事業）
＜第１弾＞

還元内容：還元率…２０％
付与上限…１回あたり１，０００円相当、期間中…５，０００円相当
＜第２弾＞

還元内容：還元率…２５％
付与上限…１回あたり １，０００円相当、期間中…２０，０００円相当（1か月ごと１
０，０００円相当）

宿泊・飲食クーポンを活用した宿泊促進事業（岡
山市応援旅）

インターネット上の宿泊予約サイトで「宿泊クーポン」を発行するとともに、利用者に

宿泊クーポンは、3,000円（宿泊費5,000円以上）、5,000円（宿泊費１万円以上）、10,000
円（宿泊費２万円以上・２人以上宿泊）の３種。利用施設は市内宿泊施設。
飲食クーポンは、宿泊クーポン利用者１人につき1,000円。利用施設は市内飲食店。

医療法人等事業継続支援金

○日常生活を取り戻すうえで必要となる社会インフラを担う事業者等への「事業継続支援

員が５人以下：１０万円）
○令和２年４月１日までに事業を開始している法人等で、市内に主たる事業所を置く以下の
法人等が対象
医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益

少していることが要件。

飲食店感染防止強化補助金

【目的】新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大傾向にある中で、岡山市内においても
令和3年3月下旬以降から変異株の感染事例が増加している現状に対応するため、市内飲食
店等が実施する感染防止対策を緊急的に支援する。
【内容】新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行う市内飲食業者等に対し、感染対
策用品購入費用の一部を補助。
【対象事業者】食品衛生法上の飲食店営業許可または喫茶店営業許可を有し、岡山市内で
店内飲食を提供する店舗（※飲食スペースを持つテラス営業、移動販売等を含む）
【補助額】１店舗あたり上限額５万円（補助率１０/１０）
【補助対象経費】令和３年４月１日から令和３年９月３０日までに購入した感染対策用品
（飛沫防止板、非接触体温測定器、CO2濃度測定器等）

2
年
度



コロナ対応事業者応援金給付事業

【目的】新型コロナウイルス感染症拡大により、緊急事態宣言の対象地域か否かを問わ
ず、幅広い業種の事業活動に大きな影響が出ていることを踏まえ、国・県の支援策で対象
となる事業者に対しては上乗せして支援するとともに、対象とならない事業者に対しても市
独自に支援を行う。
【内容】新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している市内事業者へ応援金
を支給する。
【対象事業者】
（１）主たる事業所が岡山市内にある中小企業者又は小規模事業者
（２）新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年１月、２月または３月のいずれか
１か月の売上が令和元年（平成３１年）又は令和２年の同月比で３０％以上減少しているこ
と。
（３）今後も事業を継続する意思があること。
【支給額】中小企業者：２０万円  小規模事業者：１０万円

岡山市コロナ対応事業者応援金（医療法人等向
け）

○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している岡山市内の医療法人等へ応援
金（給付金）を支給。

下：１０万円
○支給対象者：令和２年１２月末までに事業を開始している法人等で、市内に主たる事業所
（法人本部）を置く以下の法人等が対象
医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益

○令和３年１月、２月または３月のいずれか１カ月の収入総額が、平成３１年又は令和２
年の同月比で３０％以上減少していることが要件。

広島は決して屈しない！プロジェクト
営業活動に影響を受けながらも感染拡大防止や苦境打破に取り組む事業者を共助の精神に
立って支援する者に対し、広報活動や割引チケットなどに要する経費や、「新しい生活様
式」に対応した営業活動を行うために必要なマスク、消毒液などの購入経費を補助した

広島市飲食店応援実行委員会への支援
多くの人出が見込まれ感染拡大リスクが高まる年末年始を中心に、一定期間休業すること
で、感染拡大防止に協力する市内の飲食店に対し、応援金を支給した

雇用調整助成金利用促進事業

・広島市雇用調整助成金等申請費用補助事業
雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に委託した場合の経費を補助する（補助率10分
の10、1事業者1回、上限10万円）
・動画を活用した事業主への雇用調整助成金の利用促進事業

テレワーク等ICT環境整備支援事業
テレワークの導入など「新しい生活様式」に対応した企業活動を行う中小企業者に対し、
ＩＣＴ環境を整備する経費を補助した。（補助率5分の4、上限100万円）

広島市テナントオーナー支援事業
家賃等の減額を行うテナントオーナーに対し、減額した家賃等を補助した。（補助率3分の
2、上限月20万円/店舗×最大6か月分(1オーナーの限度額2,000万円)）

プレミアム付宿泊券発行事業 100％のプレミアが付いた宿泊券を発行

修学旅行等支援事業 修学旅行等で本市を訪れる学校（小・中・高）に対し、旅行費用の一部を補助

体験型観光プログラム利用促進事業
広島広域都市圏での体験型観光プログラム商品に利用できる割引クーポン（最大50％割
引）をオンライン予約サイト（3社）で発行した

新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業 いることから、こうした事業者が、共助の精神の下、団体又はグループで苦境に耐え、感
染拡大の防止を図りながら事業を維持するために行う取組に要する経費を補助する

雇用調整助成金利用促進事業（令和2年度事業費の
継続）

広島市雇用調整助成金等申請費用補助事業
雇用調整助成金等の申請を社会保険労務士に委託した場合の経費を補助する（補助率10分
の10、1事業者1回、上限10万円）

テレワーク環境整備支援事業
「新しい生活様式」に対応し、テレワークを行う中小企業者に対し、ＩＣＴ環境を整備す
る経費を補助する。（補助率5分の4、上限100万円）
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年
度

2
年
度

3

広島市



観光関連事業者への支援

日本旅行業協会中四国支部等で構成する「広島市観光関連事業者応援実行委員会」に対
し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている本市の中小観光関連事業者の事業継続
を支援する取組に要する経費を補助。
（実行委員会の取組内容）
１．応援金交付事業
  支給額：３０万円／者
  支給対象：中小観光関連事業者（１，６００事業者を想定）
  売上要件：有
２．観光関連事業者支援事業
 コロナ禍における観光関連事業者の経営力強化セミナーの開催や、観光関連の中小事業
者等からの経営上の相談対応を行う窓口の設置等を行う。

新しい生活様式の店舗助成事業
不特定多数の人が集まる来客型の店舗に感染予防を目的として設置した、間仕切りや換気扇
等の購入費用の一部を補助

飲食店における二酸化炭素濃度測定器の購入費助
成事業

飲食店内の換気状況を見える化するために購入した二酸化炭素濃度測定器の購入経費の一
部を補助

コロナに負けるな！北九州応援サイト「我らキタ
キュウサポーターズ」

新型コロナウイルスの影響により、売上の減少や過剰在庫等で困っている店舗情報を紹介
し、消費喚起を図る

クラウドファンディングを活用した飲食店等支援
事業「夏に行く券」（２回実施）、「春にいく
券」

飲食店等を支援するため、クラウドファンディングによる資金調達を行う。
支援者には、プレミアム付の応援チケットを発行

デリバリーサービスの拡充による市内飲食店等支
援事業「デリキタ」

大手小売店の既存のデリバリーサービスを拡充して、市内飲食店が登録できるデリバリー

我がまち思いやりデリバリー事業
地域でデリバリーを提供するグループへ、デリバリーサービスの運営に要する経費を、１ヶ
月あたり50万円を上限に、３ヶ月まで助成する
市内大手小売店が販売する「お歳暮」のうち、地元産品の一部を送料無料とすることで、
地元産品の認知度向上や販路拡大支援を図る

飲み歩き街バル支援事業 イベントに要する事務費等の一部経費を補助するもの

商店街プレミアム付商品券発行支援事業
県の助成制度に上乗せする形で、プレミアム率２０%の商品券を発行する商店街を支援する
もの

クラウドファンディングを活用した飲食店等支援
事業「夏にいく券」

飲食店を支援するため、クラウドファンディングによる資金調達を行う。
支援者には、プレミアム付の応援チケットを発行
市内大手小売店が販売する「お中元」のうち、地元産品の一部を送料無料とすることで、
地元産品の認知度向上や販路拡大支援を図る

商店街プレミアム付商品券発行支援事業
県の助成制度に上乗せする形で、プレミアム率２０%の商品券を発行する商店街を支援する
もの

地域を支える商店街支援事業
商店街が取り組む感染症対策やテイクアウト、デリバリー、キャッシュレス等の促進に対
して、その対象経費の一部を補助

商店街プレミアム付商品券事業 福岡県と連動して商店街のプレミアム付き商品券発行を支援

地域の飲食店を支えるテイクアウト支援 割引などの特典を付けてテイクアウトに取り組む飲食店に対し、支援金を支給する

地域を支える商店街支援事業 商店街が取り組む感染症対策に対して、その対象経費の一部を補助

商店街プレミアム付商品券事業 令和２年度よりも事務経費の支援額を増やし、伴走支援事業も行う

次世代商店街支援事業
商店街がみずから取り組む「新しい生活様式」を踏まえた商店街活動や新しい商店街の仕組
みづくりを支援するため、その対象経費の一部を補助

商店街開業時感染対策支援事業 商店街の空き店舗への出店に際し、感染症対策に係る経費の一部を支援

地域の飲食店を支えるテイクアウト支援
テイクアウトに取り組む飲食店に対し、割引などの特典を付けることで、１店舗あたり10
万円を支援

全市版プレミアム付商品券事業
域内経済の活性化に向けた消費喚起の取組として、福岡商工会議所等が実施する、市内全域
の登録店舗で利用可能な電子版プレミアム付商品券の発行を支援する

感染症対応シティ促進事業
を支援

飲食店デリバリー利用促進事業
（補助対象経費）注文者が飲食宅配代行業者を利用して飲食店へ飲食物を注文する際、注文
者が負担する配達料を全額補助
※市内飲食店への注文であって、配達先が市内に限る。

新型コロナウイルス対策緊急プレミアム付商品券発
行支援事業（プレミアム率20％）

新型コロナウイルスの影響により売上げが減少した事業者の事業継続等を目的に、商店街等
団体がプレミアム付商品券を販売する事業に対して助成
補助率：10/10、補助上限：プレミアム分５００万円、事務費１００万円
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商店街等プレミアム付商品券発行支援事業（プレミ
アム率30％）

新型コロナウイルスの影響により売上げが減少した事業者の事業継続等を目的に、商店街等
団体がプレミアム付商品券を販売する事業に対して助成
補助率：10/10、補助上限：プレミアム分５００万円、事務費１００万円

飲食店デリバリー利用促進事業 （補助対象経費）令和２年度から変更なし

プレミアム付商品券発行支援事業（プレミアム率
30％）

新型コロナウイルスの影響により売上げが減少した事業者の事業継続等を目的に、商店街等
団体がプレミアム付商品券を販売する事業に対して助成
（補助率） 10/10、（補助上限）プレミアム分：５００万円、事務費：１００万円
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