
スタートアップ企業向け名古屋市等支援施策一覧 

区 分 事業名 事業概要 申込期間 実施期間等 担当部署／担当者名／連絡先／担当者からの一言 
個別相談 

【6/17 18:20～】 

人材育成 ①ロボット・AI・IoT人材育成事業 
 
 

【専門人材育成講座】 
ロボット・AI・IoTの導入にかかる人材を育成するための講座
を開催します。 

5/28-6/17 
 

7月-12月 
 

名古屋市イノベーション推進部 
次世代産業振興課産業技術支援係 担当：藤田、中村 
ＴＥＬ：052-972-2419   Mail：a2419@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「受講は無料です！是非お申込みください！」 

Ａ 
ID：731 1642 5923 

パス：8sA6wk 【経営人材育成講座】 
AI・IoTの導入を進めるための経営者向け講座を開催します。 

6月下旬～ 8月-10月 

②NAGOYA BOOST 10000 2020 
 
 

【NAGOYA HACKATHON】 
共創によるビジネス創出を目指すプログラムを実施します。 

6/1－7/10 

7月-2月 

名古屋市イノベーション推進部 
スタートアップ支援室スタートアップ支援係 担当：稲垣、内藤 
TEL：052-972-3046  Mail：a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「起業や新規事業創出を目指す方向けの渾身のプログラムです！」 Ｂ 
ID：743 9402 1956 

パス：2HVwmd 

【AI・IoT人材 BOOSTプログラム】 
AI・IoT等の最新テクノロジー、ビジネス創出ノウハウを学び

ながら、新規事業創出を目指すプログラムを実施します。 

７月上旬予定 

【NAGOYA BOOST DAY】 
HACKATHON と人材 BOOSTプログラムから生まれたアイ
デアをプレゼンテーションし、投資家等とのマッチングを図る
イベントを開催します。 

１２月予定 

新事業

展開 

中小企業

の新規事

業創出 

③NAGOYA ICT INNOVATION LAB. 
 
 
 

コロナがもたらした変化に立ち向かう新規事業創出に取り事
業組みたい中小企業を対象に、自社の強みと最新の ICT
技術を活用して、社会や自社の課題に対する新規事業を
生み出すプログラムを実施します。 

6/1-6/30 7月-3月 名古屋市経済局イノベーション推進部 
次世代産業振興課次世代産業振興係 担当：中西、磯部 
ＴＥＬ：052-972-2418 Mail：a2417@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「自社の強み×ICT技術で新規事業創出にチャレンジしましょう！」 

Ａ 
ID：731 1642 5923 

パス：8sA6wk 

女性のス

タートアッ

プ 

④NAGOYA WOMEN STARTUP LAB. 
 
 

ビジネスアイデアを形にしてスタートアップで起業したいな
ど、チャレンジしたい女性を対象に、これからの新しい時代
に向けたビジネスストーリーを一緒に描いていくプログラムを

実施します。 

6/1-6/30 7月-3月 名古屋市経済局イノベーション推進部 
次世代産業振興課次世代産業振興係 担当：中西、磯部 
ＴＥＬ：052-972-2418 Mail：a2417@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「新しい時代に向け、スタートアップでチャレンジしましょう！」 

Ａ 
ID：731 1642 5923 

パス：8sA6wk 

海外展開 ⑤スタートアップ企業海外連携促進事業 
（スタートアップ海外展開支援プログラム） 

（イノベーション企業海外展開支援プログラム） 
 

愛知県内のスタートアップ企業等を対象に、海外展開を成
功に導くための集中プログラムを実施し、海外におけるビジ

ネスマッチング及びそれに向けた伴走型支援等を実施しま
す。 

6/11-7/10 7月-3月 名古屋市経済局イノベーション推進部 
産業立地交流室産業立地交流係 担当：加藤、濱島 

ＴＥＬ：052-972-2423 Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「スタートアップの海外展開を応援します！」 

Ｃ 
ID：729 7602 7343 

パス：1HMT2E 

補助金 ⑥スタートアップ企業支援補助金 
 
 

名古屋市内で新たに創業する方や創業後 5年以内の中
小企業者を対象に、創業時等の経費の一部を助成しま
す。 

7/1-8/7 9月-１月 名古屋市経済局産業労働部 
中小企業振興課経営支援係 担当：松浦、澤田 
ＴＥＬ：052-735-2100 Mail：a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「創業時等に必要な経費を助成しますので是非活用ください！」 

Ｂ 
ID：743 9402 1956 

パス：2HVwmd 

⑦ICT企業等集積促進補助金（事業拡張型） 
 
 

名古屋市内の ICT企業等（ＩＣＴ分野、ロボット分野、デジタ
ルコンテンツ分野、クリエイティブ分野等）を対象に、事業拡
張に要する経費の一部を助成します。 

12月末まで ― 名古屋市経済局イノベーション推進部 
産業立地交流室産業立地交流係 担当：加藤、森 
ＴＥＬ：052-972-2423 Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「オフィスの拡張をお考えの方は是非ご相談ください！」 

Ｃ 
ID：729 7602 7343 

パス：1HMT2E 

⑧スタートアップ等販路開拓支援事業 名古屋市に本社機能を置くスタートアップ企業等の事業拡
大を支援するため、東京における拠点経費に対して助成し
ます。 

夏頃 
募集開始予定 

― 名古屋市経済局イノベーション推進部 
産業立地交流室産業立地交流係 担当：加藤、森 
ＴＥＬ：052-972-2423 Mail：a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「東京への進出をお考えの方は是非ご相談ください！」 

Ｃ 
ID：729 7602 7343 

パス：1HMT2E 

社会実証 ⑨先進技術社会実証支援等事業 行政課題等に対して、先進技術を活用した解決策を企業等か
ら広く募集し、その実証プロジェクトに対して費用の一部負担等
を行うほか、先進技術を有する企業等の提案や実証ニーズを
実現するための産官学による協議会(仮称)を立ち上げます。 

７月上旬 
募集開始 

10月-3月 名古屋市イノベーション推進部 
スタートアップ支援室スタートアップ支援係 担当：小野地、加藤 
TEL：052-972-3046  Mail：a3046@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「自社の技術を社会実証したい方はぜひご提案ください！」 

Ｂ 
ID：743 9402 1956 

パス：2HVwmd 
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コロナ関連 ⑩ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事
業継続資金 

 

新型コロナウイルス感染症により、売上減少の影響を受け
ている市内中小企業者の方を対象に、実質無利子・無担
保・保証料減免・据置最大 5年かつ長期借入を低金利で

融資します。 

12月末まで ― 名古屋市経済局産業労働部 
中小企業振興課金融係 担当：新美 
ＴＥＬ：052-735-2100 Mail：a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp 

「融資をお考えの方は是非ご相談ください！」 

Ｂ 
ID：743 9402 1956 

パス：2HVwmd 

⑪国の経済対策（ものづくり・商業・サービ
ス生産性向上促進補助金、サービス等
生産性向上 IT 導入支援事業、持続化
給付金 等） 

各事業の概要や問合せ先等については、Webサイト及び当日提供資料をご確認ください。 

 

⑫愛知県の経済対策（新型コロナウイルス
感染症対策新サービス創出支援事業） 

スタートアップを含む中小企業等が取り組む感染症対策に
資する新サービス・新製品の開発及び販路拡大に対する
補助（補助上限額：500万円、補助率 3/4以内、スタート
アップ枠を設定）を行います。 

7/6以降 
詳細発表予定 

7/6以降 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：榊原 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

愛知県のスタート

アップ支援施策 

⑬あいちスタートアップキャンプ 起業家人材の発掘・養成及びスタートアップの成功ロール
モデルを生み出すために、ビジネスプランの磨き上げ、イベ
ント開催、個別の短期集中支援や資金獲得・事業提携等

の支援を行います。 

6月下旬 
詳細発表予定 

6月下旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：千種 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 

 

 

⑭アクセラレータープログラム 5か月間の集中支援や、資金獲得・事業提携等につなげ
るための場を提供するとともに、メンタリング、研修プログラ
ム、ネットワーキング、実証実験支援等を行います。 

6月下旬 
詳細発表予定 

6月下旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：林 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

⑮マッチング支援 革新的な技術・ビジネスモデルを有するスタートアップと、
県内の優れたモノづくり企業等との企業間連携の支援を行
います。 

6月下旬 
詳細発表予定 

6月下旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：榊原 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

⑯ビジネスモデルプランコンテスト 大学院等が保有する高度な科学技術を持つ人材で、企業
マインドを持つものの、起業に必要な資金を十分に持たな
い人材をターゲットにビジネスモデルプランコンテストを実施
するとともに、統括マネージャーによるハンズオン支援を行

います。 

6月下旬 
詳細発表予定 

6月下旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：林 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

⑰起業支援金 県内で起業する者に対して、企業に要する経費の一部（起
業支援金）を支給するとともに、事業の成長を加速するた
めの経営面等に係る伴走支援を行います。 

6月下旬 
詳細発表予定 

6月下旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：榊原 
TEL：052-954-6331  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

⑱テキサス大学オースティン校との連携プ
ログラム 

世界を代表するスタートアップ・エコシステム先進地で、そ
の成長の中心的役割を担ったテキサス大学オースティン
校と連携し、グローバルに活躍するスタートアップの創出・
育成やスタートアップ支援機関の連携強化を行います。 

6/4-6/30 7月-3月 愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：沖本 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

⑲シンガポール国立大学との連携プログ 
ラム 

世界有数のスタートアップ支援の実績を誇るシンガポール
国立大学のノウハウを取り込むとともに、こうしたノウハウを活
用した県内スタートアップの支援等を行います。 

７月上旬 
詳細発表予定 

７月上旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：森 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

⑳フランス支援機関との連携プログラム 欧州有数のスタートアップの中心地の１つであるフランスのス
タートアップ支援機関（Paris&Co、INSEAD、IMT-Atlantique）
との連携を通じて、スタートアップ支援を行います。 

７月上旬 
詳細発表予定 

７月上旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：山中 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
 

 

㉑中国支援機関との連携プログラム 清華大学の傘下組織の Tus Holdings と事業連携すること
で、県内のスタートアップ・起業と中国との連携創出のため
の企画、マッチング支援を行います。 

７月上旬 
詳細発表予定 

７月上旬 
詳細発表予定 

愛知県経済産業局 
スタートアップ推進課 担当：辻本 
TEL：052-954-7474  Mail：startup@pref.aichi.lg.jp 
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