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都道府県 市町村 タ イ ト ル 対　　象 申請期間 対象期間 補助対象商品 助成金額 ホームページアドレス 備　考

滋賀県 ― 産業様式確立支援事業
滋賀県内に事務所または事業所があ

る個人事業主、中小企業等
2020/8/20～
2020/11/20

2020/4/１～ 空気清浄機 1事業主上限100千円
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shi
gotosangyou/syougyou/313558.html

滋賀県 守山市 介護サービス事業者支援事業費補助金
市内に所在する介護サービス事業所（入
所施設（短期入所含む）、通所施設、居宅

介護支援事業所等）
～2021/3/31

2020/4/25～
2021/3/31

加湿器、空気清浄機 上限100千円
http://www.city.moriyama.lg.jp/kaigo/

siennjigyouhihojokinn.html

滋賀県 米原市 感染症対策補助金
市内に事務所または事業所を有する

事業者
2020/2/1～
2021/2/28

換気設備（換気扇、空気清浄機
等）の購入

補助率3/4　　　  　　  上
限100千円

https://www.city.maibara.lg.jp/sangyo
/shoukougyou/14546.html

滋賀県 近江八幡市 新しい生活・産業様式確立支援事業
県内中小企業等の新しい生活・産業
様式の確立に向けた取組を支援する

ため、助成金を支給
～2020/11/20 空気清浄機の購入等 上限100千円

https://www.city.omihachiman.lg.jp/so
shiki/hisho_koho/hp_kanri/nCorV/sup

port/14530.html

京都府 京都市
　民営保育園等における新型コロナウイルス感

染症対策事業補助金
京都市内の民営保育園、認定こども

園、保育園他
2020/10/9
2021/3/31

2020/4/1～
2021/3/31

空機清浄機、加湿器、
空間除菌関連商品

1施設上限500千円
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi

/page/0000266917.html

4/1～9/30納入2020/10/9受付
10/1～3/31納入 2021/3/31受
付

京都府 南丹市
新型コロナウイルス感染症対策事業所支援補助

金

南丹市内において、高齢者福祉施設、介
護保険サービスまたは障害福祉サービス

を提供する事業所

事業完了後10日又は
2021/3/31

2020/4/1～ 空気清浄機
定員60人以上600千円
人員により助成金変動

https://www.city.nantan.kyoto.jp/ww
w/life/109/009/000/index_77942.htm

l
助成金詳細はホームページへ

大阪府 ― （仮称）高機能換気設備等の導入支援事業
大阪府内に主たる事業所を有していること　　法
人：大阪府内に本社があること　　　　　　　　　個
人：大阪府内に事業所があること

～2020/9/30 ～2021/3/31 高機能換気設備【必須】
A：対象経費1/3　 6,666千円
B:対象経費1/6    3,333千円

http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisak
u/sec/korona_kankisetubi.html

A：休養要請支援金
B上記以外

大阪府 大阪狭山市 「新しい生活様式」導入補助金
大阪狭山市内に主たる事業所を有す

る法人又は個人
2020/8/3～
2020/10/30

2020/5/4～
2020/10/30

換気扇、空気清浄機 一事業者：50千円
http://www.city.osakasayama.osaka.jp
/jigyosha/syokogyo/1596101722295.

html

兵庫県 ―
宿泊施設における感染防止対策のための設備

整備事業補助金
旅館業法の営業許可を受けた宿泊事

業者
～2020/9/30

2020/4/7～
2020/9/30

換気扇、空気清浄機、
シーリングファン

1のホテルの事業者上限
300千円　　　　複数の事業
者上限600千円

https://www.hyogo-
tourism.jp/subsidy/facility/

問合せ先：
公益社団法人ひょうご観光本部

兵庫県 ― 中小企業事業再開支援事業
兵庫県内に事業所を置く中小法人及

び個人事業主
2020/6/30～
2020/9/3０

2020/4/7～
2020/9/30

換気扇、空気清浄機
1事業法人２00千円　個
人100千円（複数×２）

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr05/jigy
ousaikai.html

兵庫県 豊岡市
新型コロナスイルス感染症予防力向上事業補助

金

不特定多数の市民と対面で物販・サービス等
を提供する事業所における感染予防力を向上
のために購入する機器・備品等に対して助成

2020/6/30～
2020/4/１～
2020/10/31

換気設備、空気清浄機、
サーキュレーター

1事業者上限50千円
https://www.city.toyooka.lg.jp/kurashi
/gomikankyo/kankyo/1011531.html

兵庫県 香美町
新型コロナウイルス感染症予防資機材棟購入補

助金

町内に本店、本所を有する中小法人、個人事
業主で兵庫県が実施する「中小企業等事業再

開支援事業補助金」の受給した事業者

2020/6/30～
2020/10/3０

2020/4/7～
2020/9/30

換気扇、空気清浄機
1事業法人２00千円　個
人100千円（複数×２）

https://www.town.mikata-
kami.lg.jp/www/contents/1593310749

885/index.html

兵庫県
神崎郡
神河町

「新しい生活様式」への新型コロナウイルス感染
症対策事業補助金

神河町に事業所を有する中小法人お
よび個人事業主

～20290/12/28
2020/2/1～
2020/12/31

換気設備、空気清浄機
中小法人：200千円
個人事業主：100千円

https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
0000001501.html

兵庫県 西宮市
高齢者施設等における簡易陰圧装置及び換気

設備設置経費補助金

市内において以下の補助対象施設を設
置・運営する法人等

（介護施設、老人ホーム、サ高住等）
～2020/9/30 陰陽圧設備、換気設備

簡易陰陽圧装置4,230千円
換気設備4千円/㎡

https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/s
hakaifukushihojin/shisetsu/seibi_hojyo

kinn/kanniinnatsu.html

兵庫県 尼崎市 感染拡大防止対策等支援補助金
市内に主たる事業所を有し、市税を滞

納していないこと
2020/8/1～
2020/12/28

2020/4/1～
2020/12/28

空気清浄機、換気設備
対象経費2/3
上限200千円

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1022204.

html

奈良県 ― 緊急支援事業補助金
中小企業支援法第２条第1項第１号から

第３号に規定する中小企業及び中小企業
者と同等と認められる者

2020/4/1～
2020/11/30

2020/8/3～
2020/9/30

空機清浄機
工事費3/4
上限：500千円

https://www.nara-
sangyoshinko.or.jp/funds/funds042.ht

ml

和歌山県 ― 観光地づくり促進事業費補助金
5/31までに事業を開始しており、新型コロ
ナウイルス感染症等の影響を受けたも

(観光関連、前年比20％ダウン）

2020/7/1～
2020/10/3０

2020/5/1～
2021/2/28

高効率換気設備
中小企業：3/4
大企業:：2/3
上限10,000千円

https://www.pref.wakayama.lg.jp/pref
g/062400/d00204656.html
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