


補助対象事業
補助対象経費 補助率 補助限度額等 申請時期

区分 内容

企業立地
促進補助金
(抜粋)

企業立地
補助金

生産施設の
新設・増設時の補助

土地の取得費 建物建設費 
機械設備等設置費 20% 3 5億円

(市外企業：5億円) 随時

持続的発展生産
設備増設等事業
補助金(R4まで)

生産施設の新設・増設・
更新時の補助

土地の取得費 建物建設費 
機械設備等設置費 10% 1,000 2億円 随時

越
前
た
け
ふ
駅
周
辺
エ
リ
ア

ホテル等
立地
補助金

旅館ホテル業 土地の取得費 建物建設費 20% 1 2億円 随時

新幹線駅
周辺商業
施設等立
地補助金

南越駅周辺まちづくり計画に合
致する商業施設や物流施設を設
置する企業

土地の取得費 建物建設費 20% 1 3億円
(市外企業：2 5億円)

随時

空き工場等
活用助成金

空き工場を取得する場合の補助 土地・建物の取得費 20% 1,000万円 随時

空き工場を賃借する場合の補助 土地・建物の賃借費
賃借：

1/2
(３年分)

賃借：720万円
最大(月20万円)

随時

チャレンジ
支援事業
補助金

研究開発 新商品、新技術の
研究開発に対する補助

専門家指導受入費、原材料費、
委託費、市場調査費、試験費、
展示会等出展費、販売促進費、

事務費など

共同事業
2/3以内
単独事業
1/2以内

最大250万円 5月下旬
9月下旬

販売促進 新商品等の販売促進に
対する補助

専門家指導受入費、市場調査費、
展示会等出展費、販売促進費、

事務費など

1/2
以内 最大100万円 5月下旬

9月下旬

知的財産権取得 特許・実用新案・意匠・
商標の取得に対する補助

登録出願に係る出願料、
弁理士謝礼、手数料など

1/2
以内 最大10万円

随時
(最終は
2月末
まで)

産業人材育成支援事業補助金
※女性創業者も対象になります

公的な機関が実施する
人材育成講座受講、
外部指導員研修、
デジタルトランスフォーメー
ションの推進に関する研修、
外国人技能実習生技能
検定受験(3級のみ)、
女性創業者等グループ研修への
補助

講座の受講料及び主催者指定の
テキスト代、外部指導員への謝金
、外国人技能実習生技能検定受験
手数料、女性創業者等グループが

行う講座等に係る費用

1/2
以内 最大10万円 随時

展示会等
出展支援
補助金

展示会等
出展

リ
ア
ル

県外・海外での展示会等への
出展費用の補助

出展料、展示装飾料、通訳料、
展示物送料（海外のみ）、

旅費・宿泊費（小規模企業者、
市PR応援商品出展時のみ）、
パンフレット等作成費 1/2

以内

最大50万円
★市PR応援商品を

出展すると、5万円加算

12月末
まで

オ
ン
ラ
イ
ン

オンライン展示会への出展費用
の補助 上記に加え、機器レンタル費

女性創業
チャレンジ出展

市内外での展示会・販売会への
出店費用の補助

出展料、展示装飾料、
パンフレット等作成費

2/3
以内

女性創業者個人：
最大 3万円/回

女性創業者グループ：
最大 5万円/回

12月末
まで

UIJターン就職奨励金
越前市に転入し、市内で
就職した場合に一時金
(奨励金)を支給

- - 基本額10万円
（加算有り）

随時

頑張る商業者
イベント賑わい創出

支援事業補助金

市内商業施設等において、小売
商業者等が連携して市外又は県
外等からの誘客を図る取り組み
を支援

イベント委託料、会場設営費や景
品代、広告宣伝費など

3/4
以内 最大100万円

前期
4 8月

後期
9 1月

※それぞれ交付要件がございます。着手前に必ずご相談ください。
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越前市内で生産施設(工場)の新設・増設を行う場合、越前たけふ駅周辺エリア※で
ホテルや商業施設等の新設を行う場合、空き工場等を活用される場合などに、補助
金を交付します。

※ 南越駅周辺まちづくり計画で定める区域

・補助率は県内トップクラスの最大20%、1回の限度額は最高3億円です(市外からの新設の場合は5億円) 
・設備等の新増設だけでなく、更新費用も補助対象となります（持続的発展生産設備増設等事業補助金）※R4まで
・市内在住者を新規で雇用した場合は補助金を加算、UIJターン者・女性エンジニアの場合はさらに加算します
・環境、福利施設等を整備する場合は補助金を加算、女性雇用促進環境施設の場合はさらに加算します

工場等の新増設に係る土地の取得費、造成費、建物建設費、機械設備等設置費
ホテル、商業施設等の新増設に係る建物建設費
(空き工場活用助成金の場合 : 土地・建物の取得費、賃借料)

工場等の新増設に伴い増加する電気料金に対する補助や、固定資産税の不均一課税制度がございます。
詳しくはお問い合わせください。

ビジネスマッチングサイト「えちぜんモノづくりNET」

http://echizen-mono.jp

300社を超える越前市内の製造業者が登録し、製品や技術が一目でわかるビジネスマッチングサイトです。
製品技術募集情報、越前市PR応援商品の登録商品を多数掲載。カテゴリでの検索等にも対応。ぜひご覧ください。

【登録方法】 サイト内の問合せフォームからお申込みください。(無料)

メルマガ「越前ブランドネットワーク」(EBN)にご登録ください!

市や県、国などの中小企業支援情報や各種補助制度、展示商談会・セミナーなどのお役立ち情報を随時メールで配信中です。
【登録方法】市産業政策課までメール又はモノづくりNETの問合せフォームよりお申込みください。(無料)

syoukou@city.echizen.lg.jp

えちぜんモノづくりNET QRコード
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えちぜんモノづくりNET問合せフォーム QRコード

市産業政策課メールアドレス



中小企業者が新規性のある商品、サービス、
新技術又はビジネスモデルの開発を行ったり、
その販路の拡大を行う場合に補助金を交付します。

・研究開発事業(最大250万円)と販売促進事業(最大100万円)の2種類の事業があります。(補助率1/2以内)
・研究開発事業において、企業(法人または個人)や研究期間等(大学等を含む)、

複数事業者と連携して共同事業を行う場合、補助率を2/3以内に拡充します。
・研究開発事業、販売促進事業とも、大学や研究機関、認定支援機関等からの指導、

助言を受けることが条件となります。(研究機関等での試験実施等も含む)
・申請前に事前相談が必要です。
・なお、後日開催される審査会を経て、事業の認定を受ける必要があります。
・審査会は6 7月上旬頃(前期)、10 11月上旬頃(後期)の2回/年を予定しています。
・交付を受けられた場合、翌年度から4年間、事業成果に係るヒアリングを受けていただきます。

【研究開発事業】専門家指導受入費、原材料費、委託費、市場調査費、
試験費、展示会等出展費、販売促進費、事務費など
※共同事業において、共同事業者が市内事業者の場合、共同事業者が支払った経費も補助対象とします。

【販売促進事業】専門家指導受入費、市場調査費、展示会等出展費、販売促進費、事務費など

中小企業者が知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の
取得に取り組む場合に補助金を交付します。

・出願前に申請してください。
(補助限度額:特許権、実用新案権-最大10万円 意匠権、商標権 - 最大5万円)(補助率1/2以内)

・ 異なる発明に基づく出願であれば、同一年度内の申請が可能です。(3回まで)

登録出願に係る出願料、弁理士謝礼、手数料など

・市内に事業所を有し事業活動を行うもしくは、
市内で新事業を創出しようとする従業員が１００人以下の中小企業者または個人事業者

※以下の場合は、対象となりませんのでご注意ください
・研究内容が既に他において完成されたものと同一のものとみなされる場合
・申請者が研究開発の全部、又は大部分を他に委託する場合
・当該研究開発目的以外のための申請とみなされる場合
・国または県に補助金を受けたものまたは受ける予定のもの

3

新型コロナの影響を払拭する取組みとして、市内商業施設等におい
て、小売商業者等が連携して市外又は県外等からの誘客を図る取り組
みを支援します。

コロナの影響を払拭する新たな取組みを行いたい

・市内の商店街又は同業者からなるグループが、誘客のために連携して行うイベント又はキャンペーンに要する
経費の一部を補助します。※グループは５つ以上の事業者で構成するものに限ります。

・補助限度額:最大100万円（補助率3/4以内）
・取り組む事業内容が補助対象にならない場合があります。申請前にご相談ください。
・市が推進する事業等と連携する企画が必要です。詳細はチラシをご覧ください。

頑張る商業者イベント
賑わい創出支援事業

補助金

NEW!!



制
度
融
資

融資名称 融資限度額 年利率 返済期間 受付窓口

中小企業等
伴走型資金

運転 2,000万円

2%

5年以内

市内の各銀行・
信用金庫

設備・併用 3,000万円※ 10年以内

小規模企業者支援特別資金 2,000万円
1.0%

※県中小企業育成資金(
小口)の利率に準じる

(R3.4.1現在)

7年以内

利
子
補
給
制
度

対象融資 補給内容 融資申込先

中小企業等
伴走型資金

一般補給 優遇補給

市内の各銀行・
信用金庫

運転 2年間 1% 3年間 1.5%

設備 3年間 1.3% 5年間 1.5%

小規模企業者支援特別資金 1年間全額

マル経融資
運転 １年間

1%か1/2の
いずれか多い額

武生商工会議所・
越前市商工会

設備 ２年間

女性、若者/シニア企業家支援資金
2年間 全額

(累計20万円まで) 日本政策金融公庫
中小企業経営力強化資金

県新型コロナウイルス感染症伴走支援資金 1年間 全額 市内の各銀行・信用金庫

優遇補給対象者 各補助金、制度に関する問合せ先

1 持続的発展生産設備増設等事業補助金 指定企業 産業政策課 0778-22-3047

2

非製造業で、設備の新増設・更新を行う市内の企業
(要件)当該計画が下記を満たすものであること

中小企業：設備投資5,000万円以上、新規雇用者3名以上
小規模企業者：設備投資2,000万円以上

産業政策課 0778-22-3047

3 まちなか出店・改装促進支援事業助成金 対象企業 まちづくり武生(株) 0778-25-6802

4 重点エリア商業活性化補助金 対象企業 にぎわいづくり課 0778-22-3007

5 健康すまいる事業取組達成事業所 健康増進課 0778-24-2221

6 女性創業者(市内で創業又は融資申込から3ヶ月以内に創業予定の女性) 産業政策課 0778-22-3047

10年、
利子補給中の実質金利は最小0.5% 5年間）です。
※優遇補給の場合

※ただし、運転・設備併用資金の運転資金に相当する部分は、1,000万円まで

中小企業等伴走型資金利子補給優遇対象一覧 対象要件など、詳しくは以下までお問合せください。
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中小企業者の社員が、人材育成機関が開催する講座を受講する場合や、
外部から指導員を招いた研修を受講する場合に補助金を交付します。

・ デジタルトランスフォーメーションの推進に関する研修（デジタル時代に求められるＡＩ・ＩｏＴ・ビッグデータ・

ロボット・ＩＴ等生産性向上、販売促進、コスト削減等につながるデジタルツールに関する研修等）費用を補助対象に追加します。
・外国人技能実習生が受験する技能検定試験、女性創業者等グループが行う講座等の費用も補助対象となります。
・ふくい産業支援センターなどの公的な機関 が実施する講座が対象です。

(対象機関は市ホームページでご確認ください。)
・新入社員研修も補助の対象になります。
・受講前に申請が必要です。

・出展料・展示装飾費の合計が税抜20万円以上（小規模企業者に限り10万円以上）要する展示会等への出展であること。

・「えちぜんモノづくりNET」内の商品登録ページで商品を紹介します。
・商品にロゴマークを表示するための補助があります(シール配付、製版、改版費用の一部補助)。
・登録商品を展示会等に出展する場合、展示会等出展支援補助金の補助金額を5万円加算します。
・ふるさと納税返礼品の取り扱い審査を優先的に行います。

左記のロゴマークを活用し、越前市をPRしていただける商品や、
販売促進を行いたい商品を募集します。

※女性創業者チャレンジ出展の場合は税抜5,000円以上(グループでの申請の場合は税抜1万円以上)。
※展示会などの開催前に申請が必要です。

越前市PR応援商品にご登録ください!

商品登録ページ

5

市内の中小企業者等が、県外の展示会などへ出展する場合に
その経費の一部を補助します。

【人材育成講座】受講料及び主催者指定のテキスト代 ※1人当たり税込15,000円以上の講座が対象

【外国人技能実習生技能検定受験】学科試験及び実技試験手数料（3級のみ、技能実習評価試験は含まない）
※1人当たり税込15,000円以上のものが対象

【外部指導員研修】外部指導員の招聘旅費、指導員、謝金
【女性創業者等グループ研修】女性創業者等グループが主催する講座や自己研修会などの集会、県外の創業者

団体との交流会の開催に係る外部指導員への招聘旅費、指導員、謝金、印刷
費、会場使用料の経費

こんなときに
使えます

県外の展示会等に出展する場合 女性創業者が市内外の展示・販売会等に出展する場合

展示会等出展
女性創業者チャレンジ出展

リアル オンライン

補助
内容

補助対象経費

出展料、展示装飾料、
会場配布用パンフレッ

ト等作成費など
(小規模企業者の方は旅費・

宿泊費も対象)

左記に加え、機器レン
タル費等

出展料、展示装飾費、
会場配布用パンフレット等作成費、

案内状の作成費及び購入費

補助率 1/2以内 2/3以内

補助金上限 20 ※
(国外・複数出展の場合+10万円)

個人申請：3万円
グループ申請：5万円

・出展料・機器レンタル費の合計が5万円以上要するオンライン展示会への出展であること。
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県外から越前市に移住して、市内の企業に就職された
(又は、越前市内で創業された)“UIJターン者”に、奨励金を交付します。

・交付対象者一人当たり10万円(創業した方は一人当たり20万円)を交付します。
・扶養親族等とともに転入した方は、扶養親族等一人当たり5万円を加算します。
・同一世帯への交付上限額は20万円(交付申請者が創業した方の場合は30万円)です。

・ 県外で2年以上居住していた方で平成31年4月1日以降に転入した方
・平成31年4月1日以降に雇用契約期間が1年以上の継続的な形態で雇用された方又は市内で創業された方
・雇用(創業)から6カ月以上経過し、雇用(創業)時の年齢が満40歳未満の方
・奨励金交付申請日から5年以上越前市に居住する意思を示した方

(転勤者、系列企業からの出向者、新卒者、公務員の場合は対象になりません。)

「中小企業等伴走型資金」 市内で事業を営む方又は3ヵ月以内に事業の開始が予定されている方もご利用できます。

「中小企業等伴走型資金利子補給」 利子補給をさらに優遇します。(最大5年間1.5%)

「女性創業チャレンジ出展補助金」

市内外の展示会・販売会へチャレンジ出展される場合、出展料や展示装飾、
会場配布用パンフレット作成等に係る経費を補助します。 (2/3以内) 

「産業人材育成支援」
・人材育成機関が開催する講座を受講する場合、受講料や指定テキスト代等の経費を補助します(1/2以内)。
・デジタルトランスフォーメーションの推進に関する研修（デジタル時代に求められるＡＩ・ＩｏＴ・ビッグデータ・

ロボット・ＩＴ等生産性向上、販売促進、コスト削減等につながるデジタルツールに関する研修等）費用を補助します
（1/2以内）。
・創業に向けた研修会に外部講師を招聘する場合、指導員謝礼 旅費等の経費を補助します(1/2以内)。
・女性創業者等グループが主催する次の事業に対し、指導員謝礼・旅費のほか、

印刷費や会場使用料の経費を補助します(10/10以内)。
対象事業・講座の開催、自己研修会等の集会の開催、県外の創業者団体との交流会

「女性等創業支援資金利子補給」

対象融資:日本政策金融公庫の女性、若者 / シニア起業家支援資金又は中小企業経営力強化資金
対象者:対象融資をご利用の女性又は創業(予定)時において55歳以上の男性補給 容:2年間全額(累計20万まで)

創業資金の借り入れに利子補給します。

6

（経営･相談･事業計画･セミナー等に関すること）武生商工会議所：0778-23-2020/越前市商工会：0778-43-0877
（経営･相談･事業計画･融資に関すること）日本政策金融公庫：0778-23-1133/市内金融機関

創業全般に
関する相談先



産業活性化を“元気な産業の森づくり”に例え、多様な連携をとおして企業(一本一本の木)の強みを引き出し、
知性と創造力に富んだ産業の集積(森づくり)を目指しています。このプランは、以下の４つの柱で構成されており、
「Society5.0」時代をにらみ、デジタルトランスフォーメーションの推進や、オープンイノベーションの推進など、
市内企業の皆さまのバックアップに取り組みます。

中小・小規模事業者の生産性向上の支援強化や、
SDGsの取組みの推進に取り組みます。

従業員の人材育成のための研修・講座受講への支援
→デジタルトランスフォーメーションの推進に関する

セミナーや新入社員研修の受講も対象とします。

① 産業人材育成支援事業(補助金)【P5】

販路開拓を目指し、県外での展示会やオンライン展示会
への出展などについて支援

② 展示会等出展支援事業(補助金)【P5】

越前市にゆかりを持つ商品を市がPR応援商品として登録

③ 越前市PR応援商品事業(認定制度)【P5】

外部機関と連携した新技術・新事業・新産業の創出の
推進に取り組みます。

新商品・新技術の企画研究開発や事業化、販売促進のほか、
特許・商標登録などを支援
→専門機関や企業間の連携の場合、さらに強力に支援

① 新事業チャレンジ支援事業(補助金)【P3】

企業が保有する技術をデータベース化し、情報を公開中

② ビジネスマッチングサイト
「えちぜんモノづくりNET」【P2】

市内で創業する女性向けに、借入時の利子補給制度、
チャレンジ出展やセミナー受講時の補助制度などの
支援メニューを創設

③ 女性創業者の支援【P6】

市、商工団体、金融機関等といった
企業に身近な伴走機関から、大学・高専、中小機構、
県産業支援センター、FOIP(ふくいオープンイノベーション
推進機構)等の専門機関がタッグを組み、
市内中小企業を強力に支援します。

① 産学官金連携ネットワーク

市や県、国等の各種支援情報を随時配信するメルマガを運営

② 越前ブランドネットワーク(EBN) 【P2】

県外から越前市に住み市内企業で就職することを支援

③ UIJターン就職奨励金(奨励金)【P6】

企業立地の更なる誘導、企業の労働力確保に取り組みます。

県内トップクラスの企業立地促進制度
・インバウンドに対応した産業観光施設の整備促進
・南越駅周辺まちづくり計画に合致する企業等の立地を支援

① 企業立地促進補助金(補助金)【P2】

、
市内外の企業を訪問し情報交換を実施(年間延べ100社)

② アタック100

全庁横断組織による立地企業への
ワンストップサービスの提供

③ 企業立地推進本部の設置
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