■新型コロナ関連補助金・給付金一覧表
事由

（令和３年４月１日現在）

名称

※随時更新予定

制度の内容

新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少し、セーフティ
ネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、金融機
関の伴走支援を受けながら経営改善を図る中小企業者
融資限度額：4,000万円
資金使途：設備、運転、返済資金（保証協会の保証付き融資）
大阪府
融資期間：一括返済1年以内、分割返済10年以内
新型コロナウイルス
（内据置期間5年以内）
感染症伴走支援資金
融資利率：和歌山県…1.2％以内 大阪府…1.2％
保証料率：0.2％ （補助前の料率は0.85％※）
和歌山県
経営支援資金
（伴走支援枠）

融資を受けたい

相談窓口

電話番号

当金庫の本支店窓口へ
（保証協会への直接の申込は不可と
なっておりますので、お取引先の金
融機関にご相談ください）

※経営者保証免除対応を適用する場合は0.2％上乗せ

新しい事業・商品・サービス
を始めたい
（ 国 ）

緊急事態宣言地域の影響で
売上が半減した
（ 国 ）

事業再構築補助金

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、諸要件を満たす新たな挑戦を支援。
要件(抜粋)：直近６カ月のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の
同３か月と比較して10％以上減少
＜中小企業向け＞通常枠 補助額：100～6,000万円 補助率：2/3
緊急事態宣言特別枠
補助額：100～1500万円 補助率：3/4
※4/15申請受付スタート

事業再構築補助金コールセンター
https://jigyou-saikouchiku.jp/

＜ナビダイヤル＞
0570-012-088
＜IP電話用＞
03-4216-4080

緊急事態宣言の
影響緩和に係る
一時支援金

緊急事態宣言地域の飲食店と直接・間接の取引がある又は宣言発令による外
出・移動の自粛による影響を受け、令和3年1～3月のいずれかの月の売上高
が対前年比（または前々年比）50％以上減少している中堅・中小事業者
＜支給額＞ 法人：最大60万円 個人30万円
＜算出式＞比較年の1～3月の事業収入
ー（同月比▲50％以上の月の事業収入×3）
※5/31まで

一時支援金相談窓口
https://ichijishienkin.go.jp/

0120-211-240

飲食・宿泊・旅行業を営んでおり、令和3年1月又は2月の売上高が前年同月
比50％以上減少しており、かつ、令和2年1月及び2月の売上高が15万円以上
であること。
＜給付額＞従業員数０人～５人
給付金額１５万円
６人～２０人
３０万円
２１人～５０人
４５万円
５１人～
６０万円
※5/31まで
バス・タクシー業を営み、県内の営業所に事業用の車両を１台以上配備して
いる事業者。
＜給付額＞バス事業者
１００万円
タクシー事業者(法人) １００万円
タクシー事業者(個人)
２０万円
※台数により加算あり
※5/31まで

飲食・宿泊・旅行業を営み、
売上が半減した
（和歌山県）

飲食・宿泊・旅行業
給付金

バス・タクシー業を営み、
売上が半減した
（和歌山県）

地域交通運行継続
給付金

コロナ禍の影響を受けた
（御坊市）

御坊市まちのあかり
支援事業給付金

令和2年12月1日時点で営業を行っている、または令和3年3月31日までに営業
を開始した御坊市内で飲食・旅行業を営む法人または個人事業主。
＜支援額＞1店舗につき30万円
※5/31まで

http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/s
angyokensetu/syoko/osirase/kyufu.html

田辺市産業経済
緊急対策支援金

令和3年1月から3月までの期間のうちいずれか1つの任意の月の事業収入額と
前年又は前々年の同期間の事業収入額を比較して、50％以上減少している事
業者。または令和2年の年間事業収入額と平成31年の年間事業収入額を比較
して、30％以上減少している事業者。
＜支援額＞従業員数により10万円～50万円
※5/31まで

田辺市商工振興課
http://www.city.tanabe.lg.jp/shoukou/s
angyoukeizai.html

売上が減少した
（田辺市）

飲食・宿泊・旅行業給付金事務局
0120-310-342
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
060100/d00206818.html

和歌山県企画部地域振興局
総合交通政策課
073-441-2343
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
020500/d00206893.html
御坊市 産業建設部 商工振興課

0738-23-5531

0739-26-9970

■新型コロナ関連補助金・給付金一覧表

（令和３年４月１日現在）

※随時更新予定

名称

制度の内容

生産性を向上するため
デジタル化を進めたい
（和歌山県）

ものづくり
システムカイゼン
促進支援補助金

県内ものづくり中小企業者が行う生産性向上を目的としたシステムの購入、
構築、借用その他の導入に要する経費及びシステムと同時に導入する必要の
ある機器又は備品の購入に要する経費を支援します。
＜補助上限額＞ 500万円
＜ 補助率 ＞ 1／2以内
※和歌山県IT関連事業者登録名簿登載事業者への発注のみ
※5/31まで

生産性を向上するため
デジタル化を進めたい
（和歌山県）

ものづくり製品販促
デジタル化促進
補助金

県内ものづくり中小企業者が行う生産性向上を目的とした、ウェブサイト等
の作成又は改良に要する経費、及びウェブサイト等を効果的に活用するため
の経費を支援します。

販売促進に係る
デジタルツールを作成したい
（和歌山県）

農林水産品販売促進
ツール作成支援
補助金

ｅコマースによる販売を行う農林漁業者等のWebサイト制作、Webマーケ
ティングに必要なコンテンツ制作等、県産品の販売力を強化する取組を支援
します。

事由

従業員を休業させた

事業主から休業するよう指示された

雇用調整助成金

＜補助上限額＞ 50万円
＜ 補助率 ＞ 1／2以内

＜補助上限額＞
＜ 補助率 ＞

50万円
1／2以内

相談窓口

※5/7まで

※7/30まで

1ヶ月の売上5％以上減少
解雇等を行わない中小企業の助成率は10/10に引き上げ
上限は労働者一人あたり15,000円
対象期間を令和3年4月30日まで延長
特例として従来の制度を拡大・緩和

新型コロナウイルス感染症 令和2年4月1日～令和3年4月末までの間に、事業主の指示により休業した中
小事業主の労働者で、休業に対する手当を受けることができない方を対象に
対応休業支援金・給付金 休業前賃金の８割（日額上限11,000）を支給

人材確保等促進税制
（計画中）

新卒・中卒採用による人材確保や人材育成への投資を行う企業を支援。
新規雇用者の給与等支給額が前年度より２％以上増えた企業に対し、給与支
給額の15％を法人税から税額控除。さらに教育訓練費が前年度より20％以上
増えた企業に対しては、控除率を5％上乗せ。
＜対象＞全企業
＜適用期間＞R3.4.1～R5.3.31

テイクアウト開始の為webサイト作成
自動受付機を導入し非対面化を促進
ブランド力を高め、商品を宣伝したい

小規模持続化補助金

小規模事業者の販路開拓等の為の取組を支援
補助上限：50万円
補助率 ：2/3
※条件満たせば＋50万円の追加枠、特例事業者は＋50万円上乗せ有

新製品開発のため設備投資したい
部品調達が困難のため内製化したい

ものづくり補助金

顧客管理と販売ツールを一元化したい
新しい経理システムを導入したい
テレワークシステムを導入したい

IT導入補助金

新卒・中途採用を行った

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
補助上限：＜一般形＞1000万円 ＜グローバル展開型＞3000万円
補助率 ： 1/2～2/3
※条件満たせば＋50万円の追加枠有
ソフトウエア導入等を支援。対象は事務局に登録されたITツール。ハードウ
エアのレンタル費用も対象。
補助額上限：30万～450万円

※融資については、審査がございます。
※本資料は、各官公庁のホームページ等で一般に公表されている情報をもとに、細心の注意をはらって作成しておりますが、
情報の正確性、有用性、確実性、安全性、適合性、合法性、最新性について保証を与えるものではございませんので、ご留意願います。

電話番号

和歌山県 商工観光労働部 企業政策
局 企業振興課
073-441-2760
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
061000/d00207108.html
和歌山県 商工観光労働部 企業政策
局 企業振興課
073-441-2760
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
061000/d00207109.html
和歌山県 農林水産部 農林水産政策
局 食品流通課
073-441-2814
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/
071700/kokunai/d00206974.html
和歌山労働局
最寄のハローワーク

和歌山労働局
073-488-1161

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ko
you_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金コールセンター
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

0120-221-276

経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotok
ukakudaisokushin/26fykaisei/jinzaikakuhotosokushinz
eisei20210104.pdf

全国商工会連合会
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

日本商工会議所
https://r1.jizokukahojokin.info/

ものづくり補助金事務局
http://portal.monodukuri-hojo.jp/

サービスデザイン推進協議会
https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/

和歌山県商工会
連合会
073-432-4661
和歌山商工会議所
073-422-1111

050-8880-4053

0570-666-424

