
松阪市産業支援センターからのお知らせ (令和 4 年 7 月 11 日)  

 

松阪市産業支援センターです。 

三重県より、第 2 回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金の募集が始まりました。 

また、様々な補助金の募集が開始されましたので、このメルマガをご参考にしていただければ幸いで

す。 

今後とも、松阪市産業支援センターをよろしくお願いいたします。 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 1.第 2 回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金のご案内 

  https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000177_00010.htm 

 2.カーボンニュートラル実現に向けた成長産業育成・業態転換に係る技術開発支援事業補助金のご

案内 

  https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300333.htm 

 3.中小企業支援「新たな日常」対応補助金のご案内 

  https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300336.htm 

 4.三重県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金の募集のご案内 

  https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300335.htm 

 5.事業承継・引継ぎ補助金のご案内 

  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2022/220707shoukei.html 

 6.令和 4 年度販路開拓相談窓口の予約を行っています 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hanro-kaitaku.html 

 7.「専門家派遣事業」受付中 ～事業所でのお困りごとを解決します～  

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/sien-haken.html 

 8.「コロナに負けるな！松阪みんなの商品券」新たな参加店舗を募集中！！ 

  https://puremiamu-shohinken.site/ 

 9.優秀勤労障がい者表彰制度のご案内 ～職場で輝いている障がい者の推薦を～ 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/work/kagayaku.html 

10.松阪市産業支援センターでは、様々な支援策を下記ホームページで紹介しています 

 (1)新型コロナウイルス感染症対策の支援内容 

   https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/covid-19.html 

 (2)新型コロナウイルス感染症対策の支援について(補助金等) 

   https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/covid-19-3-1.html 

 (3)国・県等の補助金等のご紹介 

   https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

----------------------------------------------------------------------- 

 

1.第 2 回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金のご案内  

 

三重県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業等が、コロナ禍の現状のみならず

「アフター・コロナ」を見据えたビジョンを持って、生産性向上や業態転換の意欲的な経営向上等に



取り組むこと(通常枠)や、新型コロナの影響のみならず、原油価格や物価の高騰の影響を受ける中に

あっても前向きなビジョンを持って、生産性向上や業態転換による自社のステップアップにつなが

る取組にチャレンジする、意欲的な経営の向上等に取り組むこと(原油価格・物価高騰対応枠)を支援

する、令和 4 年度第 2 回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金の募集が開始され

ました。 

 

・補助対象者： 

  三重県内に主たる事務所または事業所を有する中小企業等 (三重県版経営向上計画の認定申請

を行うことができる者) で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者(通常枠)、また原油価格・

物価高騰の影響を受けた者(原油価格・物価高騰対応枠) 

  ※これまでに実施された本補助金の採択事業者についても申請可能 

・補助対象事業： 

 (1)通常枠 ･･ 生産性向上や業態転換に向けて実施する次に掲げる事業 

  (a)生産性向上のためのデジタルトランスフォーメーション(DX)の導入 

  (b)省力化・作業効率化・生産能力の増強等により生産性向上を推進する取組 

  (c)需要が見込まれる分野にシフトして収益の柱を作る事業再構築 

  (d)新商品、新サービスの開発、新事業の立ち上げ 

  (e)新たな需要が見込める既存商品のブランド力強化 

  (f)新たな顧客層の掘り起こしにつなげるための取組 

  (g)サプライチェーン強靭化のための部素材の内製化、製造工程の再構築 等 

 (2)原油価格・物価高騰対応枠 ･･ 原油価格・物価高騰対応枠 原油価格・物価高騰に対応するた

め、生産性向上や業態転換に向けて実施する次に掲げる事業 

  (a)原油価格・物価高騰に対応した生産性向上のための DX の導入 

  (b)原油価格・物価高騰に対応する省力化、生産能力の増強等により生産性向上を推進する取組 

  (c)原油価格・物価高騰の影響を受けにくい分野への事業シフトによる事業再構築 

  (d)原油価格・物価高騰に対応するための新商品・新サービスの開発、新事業立ち上げ 

  (e)原油価格・物価高騰に対応するための省エネルギーや再生可能エネルギーに関する設備の導

入 

  (f)原油価格・原材料価格高騰に対応したサプライチェーン強靭化のための部素材の内製化、製

造工程の再構築 等 

・補助限度額、補助率： 

 (1)「通常枠」  50 万円(下限)から 200 万円(上限)、補助率 1/2 以内 

 (2)「原油価格・物価高騰対応枠」  50 万円(下限)から 400 万円(上限)、補助率 2/3 以内 

・締切日： 

 (1)通常枠  令和 4 年 7 月 28 日 

 (2)原油価格・物価高騰対応枠  令和 4 年 8 月 10 日 

・問い合せ先： 

  公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 

  令和 4 年度第 2 回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金 係 

   TEL：059-253-1281 

 



詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/m0143000177_00010.htm 

 

 

2.カーボンニュートラル実現に向けた成長産業育成・業態転換に係る技術開発支援事業補助金のご案

内 

 

三重県では、2030 年度の温室効果ガス削減目標を踏まえ、県内中小企業が行うカーボンニュートラ

ル実現に向けた成長分野への事業拡大、新規参入または業態転換に係る技術開発の取組を支援しま

す。さらに、DX を活用した取組については、補助上限額を引き上げます。 

 

・補助対象者： 

  三重県内に本社または事業所等を有し、かつ三重県内に本補助事業の主たる実施場所を置く中

小企業 

・補助対象事業： 

  標準型 ･･ 次世代自動車、蓄電池、カーボンリサイクル・マテリアル、新エネルギー、情報分

野等、カーボンニュートラル実現に向け今後成長が期待される分野への事業拡大、新規参入または業

態転換を目的として行う技術開発(製品化を含む) 

  DX 活用型 ･･ 標準型の技術開発であって、研究データの蓄積と運用、研究開発期間の短縮、

生産コストの最適化及び新たな生産技術の開発等に DX 技術を活用する事業 

・補助限度額、補助率： 

 (1)標準型  ･･ 200 万円以内、補助率 1/2 以内 

 (2)DX 活用型 ･･ 400 万円以内、補助率 1/2 以内 

・締切日：  

  令和 4 年 8 月 3 日まで 

・問い合せ先： 

  三重県雇用経済部新産業振興課 成長産業・DX 推進班 

   TEL：059-224-3113 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300333.htm 

 

 

3.中小企業支援「新たな日常」対応補助金のご案内 

 

三重県では、社会経済情勢の変化に伴い、「新たな日常」への対応をはじめとした社会構造の変化等

に的確に対応し、DX 推進を通じた新たな事業展開や価値創出に挑戦し、収益性の向上・競争力を強

化しようとする取組を支援するため、下記のとおり、中小企業支援「新たな日常」対応補助金にかか

る補助事業者を募集します 

 

・補助対象者： 



  県内ものづくり中小企業者・小規模企業者 

・補助対象となる取組 

 (1)DX 等による経営革新に向けた試作開発・高度化支援 

   製品やサービスのあらゆるデータを蓄積・解析し、ＡＩで未然の故障予知に活用するなど、事

業革新に向けた高度化等を支援(データの活用による新たな価値の創出) 

 (2)企業・部門間データ連携等ＤＸ推進支援 

  生産現場に費やすヒト・モノ・時間等のデータを蓄積・解析し、データに基づく経営判断を行う

取組等を支援(データに基づく経営手法の変革) 

・補助限度額、補助率： 

  125 万円以内、補助率 1/2 以内 

・締切日：  

  令和 4 年 8 月 10 日まで 

・申請書の提出先： 

  〒514-8570 三重県津市広明町 13 三重県 雇用経済部 新産業振興課 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300336.htm 

 

 

4.三重県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金の募集のご案内 

 

三重県では、県内中小企業者等が、原油価格、電気・ガス料金の高騰等の影響を克服するため、性能

の優れた省エネ機器への更新、自己消費用再生可能エネルギー発電装置等の設置を行う取組に対し、

三重県省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金の募集を開始します。 

 

・補助対象者： 

  三重県内に本社または事業所等を有する、中小企業者等(法人、個人事業主) 

   ※大企業、みなし大企業は除く。 

   ※個人事業主は青色申告者に限る。 

・補助対象事業： 

 (1)省エネ設備更新 

  (a)一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー最適化診断、または、「省エネお

助け隊」により、設備更新に関する提案のあった設備へ、既存の設備から更新する事業 

  (b)国の「令和 4 年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の「C)指定設備導入事業」

に指定されているエネルギー消費効率が一定の基準を満たし、当該事業で補助対象設備として登録

及び公表されている指定設備へ更新する事業 

    ※(a)(b)の対象設備の例：高効率な空調、変圧器、ボイラ、工作機械、プレス機械等 

 (2)再生可能エネルギー発電装置導入 

   太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電またはこれらの複数の組み合わ

せにより、事業活動において自己消費する発電設備を導入する事業。ただし、蓄電池は、太陽光発電

等と組み合わせる場合または既に再生可能エネルギー発電装置を導入済みの場合を対象とする。 



・補助限度額、補助率： 

  400 万円から 1,000 万円以内、補助率 2/3 以内 

・締切日：  

  第 1 次募集期間 令和 4 年 7 月 8 日から令和 4 年 8 月 10 日 

  第 2 次募集期間 令和 4 年 8 月 11 日から令和 4 年 9 月 14 日 

   ※第 2 次募集は、第 1 次募集の予算残額の範囲内で募集します。第 1 次募集の状況によって

は、第２次募集は募集自体が中止となる場合があります 

・申請書の提出・問合わせ先： 

  〒514-8570 三重県津市広明町 13 三重県 雇用経済部 新産業振興課 

   TEL：059-224-2749 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031300335.htm 

 

 

5.事業承継・引継ぎ補助金のご案内 

 

中小企業庁では、事業承継や M&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む)

を契機とした経営革新等への挑戦や、M&A による経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おう

とする中小企業者等を後押しするため、「事業承継・引継ぎ補助金」による支援を実施します。 

本補助金は申請受付に先立って公募要領を公開します。 

本補助金の申請は「電子申請(J グランツ)」のみでの受付となりますので、G ビズ ID プライムアカ

ウントの取得等の準備を進めてください。 

 

・補助対象者： 

  事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機として、経営革新等に挑戦する

中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む) 

・事業概要： 

  以下の 3 つの類型で申請を受付ける予定です。 

 (1)「経営革新事業」 補助率：1/2 補助上限：500 万円以内 

    事業承継や M&A(事業再編・事業統合等。経営資源を引き継いで行う創業を含む)を契機と

した経営革新等(事業再構築、設備投資、販路開拓 等)への挑戦に要する費用を補助します。(補助

対象経費：設備投資費用、人件費、店舗・事務所の改築工事費用、等) 

 (2)「専門家活用事業」 補助率：1/2 補助上限：400 万円以内 

    M&A による経営資源の引継ぎを支援するため、M&A に係る専門家等の活用費用を補助し

ます。 (補助対象経費：M&A 支援業者に支払う手数料 ※デューデリジェンスにかかる専門家費

用、セカンドオピニオン 等) 

 (3)「廃業・再チャレンジ事業」 補助率：1/2 補助上限：150 万円以内 

    再チャレンジを目的として、既存事業を廃業するための費用を補助します。 (補助対象経

費：廃業支援費、在庫廃棄費、解体費 等) 

・申請受付期間：  



  令和 4 年 7 月 25 日から令和 4 年 8 月 15 日 (予定) 

 

詳細等につきましては、下記 URL をご覧ください 

 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2022/220707shoukei.html 

 

 

6.令和 4 年度販路開拓相談窓口の予約を行っています 

 

松阪市では、専門家が自社等で開発を計画している製品や取扱い商品の販路拡大や売上拡大のため

の助言を行う、相談窓口を開設しております。 

皆さんのご活用をお待ちしております。 

 

・開設日等： 

  毎月第 3 水曜日 (祝祭日等により変更する場合があります) 

・開始時刻： 

  13 時 30 分より ※1週間前までに要予約 

・窓口会場： 

  カリヨンプラザ 1 階 会議室 (松阪市日野町 788) 

 

詳細、予約につきましては、下記 URL をご覧ください。 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hanro-kaitaku.html 

 

 

7.「専門家派遣事業」受付中 ～事業所でのお困りごとを解決します～ 

 

松阪市では、市内の事業者の皆さんが抱えているお困りごとを解決するため、各分野の登録専門家を

無料で派遣する専門家派遣事業の受付を行っています。 

 

例えば・・・ 

(1)ホームページの更新ができない。新たに自分達で更新が行えるホームページを立ち上げたい。 

(2)事業承継を行いたいので、中期の事業計画を作成したい。 等 

 お困りごとを解決したい事業者の皆さんからのご相談をお待ちしております。 

 

・対象企業： 

  松阪市内に松阪市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者等  

・派遣回数： 

  最大 4 回／1 テーマ (年間 2 テーマまで) 

・派遣費用： 

  無料 

 

詳細等につきましては下記 URL をご覧ください。 



 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/sien-haken.html 

 

 

8.「コロナに負けるな！松阪みんなの商品券」新たな参加店舗を募集中！！ 

 

松阪市では、「第 3 弾コロナに負けるな！松阪みんなの商品券」の新たな参加店舗を募集しておりま

す。 

なお、前回(令和 3 年 7 月から令和 4 年 1 月)の松阪市コロナに負けるな！松阪みんなの商品の参加

店舗は、参加登録が継続されますので参加の届出は不要です。 

 

お申し込みは下記 URL からどうぞ 

 https://puremiamu-shohinken.site/ 

 

 

9.優秀勤労障がい者表彰制度のご案内 ～職場で輝いている障がい者の推薦を～ 

 

松阪市では、障がい者の雇用促進と就業の安定に役立てることを目的に、職業人として輝いている障

がい者の方を優秀勤労障がい者として表彰しています。 

貴事業所に被表彰候補者がおられましたら、ぜひご推薦ください。 

 

・推薦対象者： 

 次のすべてに該当する方の推薦をお願いします。 

 (1)市内の事業所に勤務する、または市内に住民登録があり市外の事業所に勤務する障がい者の方 

 (2)模範的な職業人として業績をあげ、職場において同僚等から敬愛されている方 

 (3)令和 4 年 6 月 1 日現在において、5 年以上同一事業所に勤務されている方 

  (※官公署に勤務する方は表彰の対象から除きます) 

・推薦人員： 

  1 事業所につき原則 2 人以内 

・推薦の締切： 

  令和 4 年 7 月 29 日 

 

詳細等につきましては下記 URL をご覧ください。 

 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/work/kagayaku.html 

 

 

10.松阪市産業支援センターでは、様々な支援策を下記ホームページで紹介しています 

 

(1)新型コロナウイルス感染症対策の支援内容 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/covid-19.html 

(2)新型コロナウイルス感染症対策の支援について(補助金等) 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/covid-19-3-1.html 



(3)国・県等の補助金等のご紹介 

  https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/hojyokin.html 

 

メールが不必要な方は下記にご連絡をいただきますようお願いいたします 

 

発信元 

*********************************************** 

   松阪市産業文化部 商工政策課 

   松阪市産業支援センター 

   515-0084 

    松阪市日野町 788 カリヨンプラザ１階 

    TEL 0598-25-6520 FAX 0598-25-6521 

    URL:https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/matsusaka-sangyo/ 

    E-mail san.shien@city.matsusaka.mie.jp 

*********************************************** 


