
市町村 名目 支援金額 概要 期限 参考URL

名古屋市 事業継続応援金 10万円 令和2年8月31日

豊山町 テイクアウト対応助成金 最大10万円 未定

救急医療体制支援金 100万円 未定

町内医療機関支援金 医院 30万円 町内の医療機関の支援のため。 未定

歯科医院 15万円

小牧市 飲食店型感染症対策補助金 1店舗15万円限度 令和2年7月31日

犬山市 中小企業家賃補助金 4月、5月の家賃1/2 特になし。

10万円限度 (令和2年7月2日現在)

一宮市 一宮市持続化給付金 法人 10万円 令和3年1月15日

個人 8万円

雇用調整助成金申請支援金 雇用調整助成金に 特になし。

5万円の上乗せ (令和2年7月2日現在)

3密対策リフォーム補助金 3密対策費用の2/3 令和2年8月31日

20万円限度

瀬戸市 飲食店事業者支援給付金 10万円 令和2年7月17日

⾧久手市 飲食店感染症対策補助金 対策費用の9/10 令和2年7月31日

10万円を限度

日進市 小規模企業者事業継続応援金 10万円 令和3年1月15日

事業所家賃支援 10万円を限度 令和3年1月15日

豊明市 安全安心おもてなし補助金 詳細不明 令和2年10月31日

大府市 雇用調整助成金等上乗せ 一定の計算方法 特になし。

補助 150万円を上限 (令和2年7月2日現在)

雇用調整助成金申請等 10万円を限度 特になし。

手数料補助金 (令和2年7月2日現在)

常滑市 宿泊事業者緊急支援金 1室×1,000円 令和2年7月31日

200万円上限

美浜町 事業費の4/5 予算に達するまで

最大40万円

東浦町 飲食店テイクアウト支援 費用の1/2 令和2年7月31日

http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/sy

oukou/2/8/2/29772.html

愛知県の休業要請協力金を受けていない飲食店業に

対して10万円を給付。

テイクアウト容器や割りばし、おしぼり購入代金、

のぼりちらしなどの広告作成料等を補助。

https://www.city.nagakute.lg.jp/tatsuse/sangyo/covid_insyok

uten_hojyo.html

http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2020052500066/

http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128891.html

持続化補助金を受けている企業で犬山市に店舗、事

務所を有する場合の家賃を補助。

https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/kigyoshien/1006818.h

tml

売上が減少しているが、持続化給付金の対象外の企

業に対して給付する。

雇用調整助成金の給付決定を受けている事業者に対

して5万円を助成。

換気設備やテイクアウト設備の導入などの費用につ

いて2/3まで補助。

https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/covid19/1033848/103478

2.html

消費者と対面して商売をする中小企業で休業要請協

力金（50万円）を受けていない方。

飲食店業が新たにテイクアウトやデリバリーサービ

スを開始する際の経費補助。

西春日井地区の二次救急医療に対して、医療体制を

確保するため。

https://www.town.toyoyama.lg.jp/chosei/yakuba-

annai/1001336/1002783.html

テイクアウト容器や割りばし、おしぼり購入代金、

のぼりちらしなどの広告作成料等を補助。

美し美浜の観光を支えるがん

ばる美浜人応援事業

テイクアウトやインターネット販売等、飲食店や宿

泊業者が新たなサービスに取り組む場合。

http://www.town.mihama.fukui.jp/www/info/detail.jsp?id=62

22

テイクアウト容器や割りばし、おしぼり購入代金、

国の家賃支援給付金の対象にならない事業者の家賃

に対して10万円を限度に交付。

https://www.city.nisshin.lg.jp/kinkyu/kinkyu/sien/sienjigyous

ya/10325.html

小規模事業者が感染症対策として支出した費用に対

し補助金を交付。
https://www.city.toyoake.lg.jp/14123.htm#1_3

国の雇用調整助成金の支給決定を受けて事業者に対

して最大150万円補助。

小規模事業者が雇用調整助成金の申請をする際の士

業への手数料を10万円を限度に100％補助。

https://www.city.obu.aichi.jp/1013328/1013829/1013872/ind

ex.html

持続化補助金の対象にならない企業に対して１０万

円を給付。

宿泊業を営む事業者に対し、1室あたり1,000円の支

援金を交付。50室未満は5万円。

http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/1004531/1004753/

1004767/index.html



10万円を上限

中小企業家賃補助金 2か月分の家賃の1/2 令和2年7月31日

上限30万円

半田市 事業継続緊急支援金 法人 100万円 令和2年7月31日

個人 50万円

刈谷市 中小企業持続化支援補助金 25万円 令和3年3月31日

中小企業家賃支援補助金 法人 25万円上限 令和3年3月31日

個人 12.5万円上限 （予算に達するまで）

雇用安定支援事業補助金 一定の定める金額 予算に達するまで

200万円を上限

知立市 補助金等申請サポート事業 5万円を限度 令和2年8月31日

テイクアウト導入助成 5万円を限度 令和2年7月31日

碧南市 ビジネスプロフィール 費用の1/2 令和3年3月31日

活用補助金 5万円を限度

中小企業雇用安定支援 一定の定める金額 令和3年3月31日

補助金

豊田市 中小企業者支援金 10万円 令和2年7月31日

中小企業雇用調整補助金 200万円を上限 令和3年3月31日

安城市 中小企業緊急支援金 10万円 令和2年8月28日

テナントは10万追加

雇用調整補助金 一定の金額 令和3年3月15日

雇用調整助成金申請補助金 10万円を上限 令和3年3月15日

幸田町 小規模事業者業態変換補助金 10万円 令和2年7月31日

旅館ホテル事業継続支援 法人 100万円 令和2年7月31日

補助金 個人 50万円

蒲郡市 中小企業支援金 10万円 令和2年8月31日

豊川市 飲食店等支援金 10万円 令和2年7月10日

豊橋市 中小企業賃料補助金 賃料の1/2or2/3 令和2年7月31日

のぼりちらしなどの広告作成料等を補助。

国の家賃支援給付金の決定を受けた事業者に対し、

申請直前の家賃2か月分の1/6を補助。
https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/syoukou20200326.html

雇用調整助成金を決定を受けている場合、一定の計

算方法により200万円を上限に補助される。

2月～6月までの連続する2か月の売上が30％以上減

少している場合家賃の1/2が補助。

https://www.town.aichi-

higashiura.lg.jp/juyo/covid19kyuufujoseihojo/index.html

持続化給付金だけでは減収分を補填できない事業者

に対し一定の計算により最大100万円を補助。
https://www.city.handa.lg.jp/keizai/kinkyushien.html

持続化給付金を受けている事業者でかつ愛知県の休

業要請協力金を受けていない事業者が対象。

雇用調整助成金の申請に際し士業に報酬を払った場

合、その費用が補助される。

https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/shiensaku.html

補助金の申請に伴う士業への手数料を５万円を限度

として補助。

テイクアウト容器や割りばし、おしぼり購入代金、

のぼりちらしなどの広告作成料等を補助。

https://www.city.chiryu.aichi.jp/important/singatacoronataisa

ku/coronasien/1591336337343.html

ビジネスプロフィールをインターネット上に掲載す

る為の初期費用を補助。

雇用調整助成金の支給決定を受けた事業者は一定の

定める金額が補助される。

http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/soumu/keiei/corona_vir

us/13964.html

4月、5月の売上が25％以上減少している事業者で休

業要請協力金を豊田市に申請していない方。

雇用調整助成金の支援決定を受けている事業者で一

定の休業手当部分について補助。

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/eisei/103774

4/1037746.html

中小企業で休業要請協力金を受けていない事業者に

対して10万円給付。テナント入居は10万追加。

雇用調整助成金の支給決定を受けた事業者は一定の

定める金額が補助される。

飲食店業の事業者が新たに非対面サービスの事業を

行う場合。

直近の売上が50％以上減少している宿泊業を営む事

業者は、100万円交付される。

https://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/45,0,325,386,html

売上が20％以上減少した事業者で、休業要請協力金

等を受けていない場合、一律10万円交付。

https://www.city.gamagori.lg.jp/site/covid19-

sien/kyufujigyo.html

感染症防止の為の取り組みを行った飲食店業者で休

業要請協力金をもらっていない事業者。

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/sangyo/chushokigyosh

aseido/index.html

4月、5月の売上が30％以上減少している事業者は、



20万円を限度

豊橋市がんばる個店応援 設備投資の内容で 令和3年3月31日

事業補助金 相違あり

雇用維持助成金 100万円を上限 未定

(令和2年7月2日現在)

雇用調整助成金申請手数料 1/2を補助 未定

補助金 10万円を限度 (令和2年7月2日現在)

東栄町 感染症対策追加休業協力金 県補助 10万円 令和2年7月31日

町補助 5万円

休業要請協力金を受けた事業者で県の補助を受けた

事業者は10万円、町の補助は5万円給付。
http://www.town.toei.aichi.jp/1738.htm

賃料1/2。50％以上の場合は2/3を補助。

非対面型のサービスの為の取り組みにかかる経費に

対して主に個人を相手にする事業者が対象。

緊急事態宣言中の休業手当を支払った事業者で雇用

調整助成金では足りない部分を補助。

雇用調整助成金を申請する際にかかる士業への手数

料を1/2補助する。

https://www.city.toyohashi.lg.jp/13463.htm


