
平成２７年度 雇用経済部関連 補助金等一覧
補助金等名称 対象 支援内容 補助率 補助上限額 件数 募集期間（予定） 問い合わせ先 電話番号

三重県特例子会社設立補助金 県内で新たに特例子会社を設立する者 特例子会社設立に係る経費を補助 １／２以内 ２００万円 １件 随時 雇用対策課 059-224-2510

メイド・イン・三重ものづくり推進事
業費補助金

県内ものづくり中小企業・小
規模事業者等

中小企業・小規模事業者による、世界に通用する基盤技術の
開発にかかる経費を補助

1/2以内
1,000万円

（下限100万
円）

５件程度 ５月～６月 ものづくり推進課 059-224-2749

中小企業連携体高度化支援事業費補助
金

県内の３者以上からなる中小
企業・小規模事業者の連携体

中小企業･小規模企業の企業連携体が設立されて事業活動が軌
道に乗るまでのスタートアップの期間（３年間）の事業活動
運営費（展示会出展等の販路開拓費、試作品製作費等）を補
助

1/2以内 １００万円 ２件程度 ５月～６月 ものづくり推進課 059-224-2749

産業廃棄物抑制等事業費補助金
県内の自ら産業廃棄物を排出
している事業者等

①自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化の研
究、技術開発、産業廃棄物を使った商品開発並びに産業廃棄
物の抑制等に伴う水質保全に資する取組を補助
②自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化のため
の設備機器及び抑制等を伴う水質保全機器の設置経費を補助

①研究開発
中小企業2/3以

内
大企業　1/2以

内
②設備機器

中小企業1/2以
内

大企業　1/4以
内

1,000万円
（下限100万

円）
５件程度

４月下旬
～５月中旬

ものづくり推進課 059-224-2749

航空宇宙産業専門講座受講費補助（初
級、専門）

航空宇宙産業分野の県内企業
航空宇宙産業分野の企業で高度なソフトや技術英語に精通し
た人材を育成するため、講座受講料の費用の一部を補助

1/2以内 １００万円 １５件程度 ５月～６月 ものづくり推進課 059-224-2749

航空宇宙分野に関する認証取得費補助 航空宇宙産業分野の県内企業
航空宇宙分野に必要とされる特殊な認証（JISQ9100等）の
取得をめざす企業に対してその費用を補助

1/2以内 ２００万円 ３件程度 ５月～６月 ものづくり推進課 059-224-2749

トビタテ！留学JAPAN事業「航空宇
宙人材留学支援金（学生版）」

県内等の大学等に在籍する学生
航空宇宙産業分野で通用する国際的な人材を育成するため、
文部科学省が実施するメニューを活用し、県内大学生等が海
外留学をする際に留学費用の一部を支援。

文部科学省の基
準による

１００万円程度 ６件程度 ４月中 ものづくり推進課 059-224-2749

トビタテ！留学JAPAN事業「航空宇
宙人材留学支援金（社会人版）」

航空宇宙産業分野の県内企業
航空宇宙産業で通用する国際的な人材を育成するため、企業
が海外留学により、自社の社員の育成を行う際に留学費用の
一部を支援

1/2以内 ５０万円 ５件程度
６月頃

（予定）
ものづくり推進課 059-224-2749



補助金等名称 対象 支援内容 補助率 補助上限額 件数 募集期間（予定） 問い合わせ先 電話番号

航空宇宙産業研究開発費補助 航空宇宙産業分野の県内企業
県内企業の技術力向上のため、企業の研究開発費用の一部を
補助

1/2以内 1,000万円 ３件程度 ５月～６月 ものづくり推進課 059-224-2749

ものづくり高度人材確保支援支援補助
金

県内のものづくり中小企業等
県内のものづくり中小企業等が高度人材を採用・雇用するた
めに要する経費を補助

１／２以内 １００万円 １０件程度 ６月 ものづくり推進課 059-224-2749

外国・国内出願支援補助金 県内中小企業・小規模事業者
明確な事業戦略を持って外国・国内にて特許等出願をしよう
とする県内中小企業・小規模事業者を対象に特許等出願経費
を補助

1/2以内

外国特許等
１００万円
国内特許
１５万円

外国特
許等

３件程
度

国内特
許

８件程
度

６月頃
（予定）

ものづくり推進課 059-224-2749

三重県新エネルギー地域貢献施設支援
事業費補助金

各種法人

新エネルギーの施設（補助対象施設）の立地に合わせて、そ
の施設を活用した地域貢献施設（環境学習など）の整備に係
る費用の一部を補助

＜補助対象設備＞
　太陽光発電設備　　（出力1000kW以上）
　風力発電設備　　　（出力1000kW以上）
　バイオマス発電設備（出力1000kW以上）
　水力発電設備　　　 （出力２０0kW以上）
※ただし、自立分散型電源など防災対策に資する設備あるい
は機能を有すること

１/２以内 ４５０万円
2件
程度

4月予定 エネルギー政策課 059-224-2316

三重県新エネルギー活用システム普及
促進事業費補助金

各種法人

県内の事業所等への新エネルギー導入にかかる費用の一部を
補助
＜補助対象設備＞
　太陽光発電設備、太陽熱利用設備、小型風力発電設備、小
型水力発電設備、小型コージェネレーション設備、バイオマ
ス発電設備、バイオマス熱利用設備、地中熱利用設備
※ただし、再生可能エネルギー固定価格買取制度による売電
を目的とする設備は対象外

＜太陽光発電＞
１万円／kW

（予定）
　

＜その他＞
１/１０以内

（予定）

10万円
（予定）

40件
程度
（家庭
用含
む）

4月予定 エネルギー政策課 059-224-2316

三重県新エネルギー等まちづくり促進
事業費補助金

市町、地縁団体、地域協議
会、団体、民間事業者（市町
以外は、事業実施場所の市町
の副申書が必要）

市町や地域コミュニティ単位で、太陽光、風力、木質バイオ
マスなどの新エネルギーや未利用エネルギーの資源を活用し
て地域エネルギーの創出につなげる創エネの取組のほか、蓄
エネや省エネの取組などにかかる費用の一部を補助

１/２以内 2０0万円
4件
程度

4月予定 エネルギー政策課 059-224-2316



補助金等名称 対象 支援内容 補助率 補助上限額 件数 募集期間（予定） 問い合わせ先 電話番号

民間施設再生可能エネルギー等導入推
進基金事業費補助金

各種法人
災害時に県内市町の指定避難所となる各種法人が所有する施
設に太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーや蓄電池
等の導入に係る費用の一部を補助

１/３以内
１，０００万

円
３件
程度

4月予定 エネルギー政策課 059-224-2316

発電用施設周辺地域企業立地資金貸付 中小企業
三重県内に事業所の新設、増設、移転を行う中小企業が取得
する土地費用、建物・機械設備等に要する費用に対する融資

-
融資上限額

2億円
- 通年 エネルギー政策課 059-224-2316

中小企業高付加価値化投資促進補助金
県内に事務所又は事業所を有
する中小企業

中小企業の高付加価値化に資する設備投資に要する経費を補
助

１／１０以内 １億円 若干数
4/3～5/22

（予定）
企業誘致推進課 059-224-2024

企業投資促進制度 県が誘致した企業 企業の投資を促進する各種補助制度 １／１０等 ５億円等 随時 企業誘致推進課
059-224-2819
059-224-2024

本社機能移転促補助金
東京圏や大阪圏及び海外に本
社機能を有する企業

東京圏や大阪圏及び海外に本社機能を有する企業が、三重県
へその機能を移転（一部移転を含む）した場合に対して補助

２／１０ 5,000万円 若干数 随時 企業誘致推進課 059-224-2819

伝統産業・地場産業新たな魅力創出事
業費補助金

伝統産業、地場産業事業者等
伝統産業・地場産業における、新しいライフスタイル提案等
による展示会等への出展、後継者育成などの取組にかかる経
費を補助

1/2以内 50万円 2件程度 4月～5月 地域資源活用課 059-224-2336

小規模事業者支援連携プロジェクト推
進事業費
（小規模事業者トライアル補助金）

県内小規模事業者
商工団体のサポートを受け、小規模事業者が連携（グループ
化）して行う商品開発等の取組にかかる経費を助成

1/2以内 50万円
（下限50万円）

8件程度 4月
サービス産業振興

課
059-224-2534

地域特性活用促進事業費
（地域特性活用促進事業費補助金）

県内商工団体
地域の小規模企業等が共通して抱える課題を解決するため、
商工団体が地域特性を生かして行う小規模企業の販路開拓や
創業・第二創業促進の取組に係る経費を助成

1/2以内 100万円
（下限50万円）

4件程度 5～6月
サービス産業振興

課
059-224-2534

商店街等活性化支援事業費補助金 商店街等

商店街等が実施する販売力向上に繋がる取り組みや、商店街
等が地域住民等と連携して地域及び商店街の活性化に資する
取組、商店街等が空店舗を解消するために新たに個店の創業
を目指す方を育成を行う取組にかかる経費を補助。

1/2以内 100万円 4件程度 4月
サービス産業振興

課
059-224-2227

※補助金等については、制度の名称や内容を変更する場合がありますこと、ご了承下さい、
　詳細については、事前に各問い合せ先までお尋ね下さい。


