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 外出の自粛、イベント、会議等の開催、施設の利用制限の要請等は、5 月 25 日から 7 月

31 日までを｢新しい生活様式｣の定着等を前提として移行期間を設け、６月１日、 ６月１９

日、７月 10 日から、それぞれ段階的に緩和しました。 

しかしながら、7 月下旬からの感染拡大の第２波を受け、イベント等については 9 月 18

日まで開催制限等を維持しました。９月時点での感染状況を踏まえて 11 月末までの開催制

限を見直しましたが、さらに、11 月以降の第３波を踏まえ、当面来年 2 月まで開催制限を

見直しました。 

１．｢新しい生活様式｣の定着  

日常生活の中で、新型コロナウイルス感染の可能性があることを意識し、人との距離の確

保、マスクの着用、手洗い消毒、感染リスクが高まる 3 つの条件(密集場所・密接場面・密

閉空間)や感染リスクが高まる｢５つの場面｣を回避するなど、｢新しい生活様式｣の周知徹底

を図ります。 

・職場や外出先での座席や行列等では、人との間隔(できるだけ２ｍ。最低１ｍ)を取り、在

宅勤務や時差出勤を活用するなど人との距離の確保に努めるよう呼びかけます。 

・仕事や買い物などで外出するときは、必ずマスクを着用し、帰宅したときや、不特定多数

の触れる部分に触った後は、必ず手を洗う習慣の徹底を周知します。 

・屋外で人との距離が 2 メートル以上ある場合は気温や湿度など状況に応じてマスクをは

ずすほか、マスクを着用しての激しい運動は避ける、こまめに水分を補給するなど、熱中

症に注意するよう周知します。 

・検温をはじめ、自らの体調確認を心がけ、体調不良の場合は、無理をして外出・出勤しな

いよう周知します。 

・冬季にあたり、適度な保湿(湿度 40%以上を目安)と温度が下がらない範囲(室温 18℃以上

を目安)で常時換気をするよう周知します。 

・家族同士で感染防止対策を徹底し、家庭内感染の防止を呼びかけます。 

・閉め切った場所、多人数での酒類を伴う飲食、会食、パーティー、カラオケなど感染リス

クの高い場所や行動については回避または慎重にするよう呼びかけます。 

・県の｢感染警戒 QR システム｣や国の接触確認アプリ｢COCOA｣の活用を推進します。 

・県の｢新型コロナ対策実施店舗向けステッカー｣の掲示店舗の利用を推奨します。 

 

２．市民への情報提供と相談窓口   

・新型コロナウイルス感染症に関する最新情報を、市ホームページ、報道発表、市民安全情

報ネットワーク(メール)、市民安全情報ネットワーク(メール)のＬＩＮＥ連携等で市民に

お知らせします。また、広報なかつがわや新聞折込みチラシ等で情報を発信します。  

(補正予算 1,504 千円)【健康医療課・広報広聴課】 

1 . 感 染 症 対 策 
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・県コールセンター、県公式ホームページ等の情報を市ホームページ等からも案内し、市民

が正確な情報を把握できるよう支援します。 

・ＳＮＳなどの出所不明の情報などに惑わされないように注意喚起を行うとともに、正しい

情報の発信に努めます。  

【広報広聴課】 

・市ホームページの自動翻訳のほか、岐阜県在住外国人相談センターのホームページの案内

や外国語版啓発チラシの活用など、多言語対応を進めます。  

【広報広聴課・市民協働課】 

・新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口を設置し、庁内で連携して問い合わせや

相談に対応します。 

【健康医療課】 

・市ホームページでの申請書ダウンロードや郵送等による申請手続きの推進、24 時間自動

応答システム導入などで来庁せずに相談できる体制を整備し、接触機会の低減を図ります。 

(補正予算 2,943 千円)【健康医療課・広報広聴課】 

３．ストップ｢コロナ・ハラスメント｣宣言  

・県知事、全市町村長名でメッセージを発し、新型コロナウイルスの感染が確認された方や

ＰＣＲ検査を受ける方や、医療従事者や関係者に対する嫌がらせ(ハラスメント)、差別な

どの人権侵害を防止します。 

・市ホームページ、市民安全情報ネットワーク(メール)、新聞折込みチラシなどで不当な差

別、偏見をなくすよう呼びかけます。 

【健康医療課・市民課・広報広聴課】 

４．イベント等の開催制限、施設の使用制限の要請等  

・市が主催・共催のイベント等は、｢県コロナ社会を生き抜く行動指針(以下｢県行動指針｣と

いう。)｣に基づき、｢新型コロナウイルス感染症対策実施チェックシート(以下｢チェック

シート｣という。)｣等を用いて、感染防止対策の実施を条件に判断することとし、必要な

対策が取れない場合は、引き続き、自粛とします。 

・市主催等以外(市が後援または民間、実行委員会主催)については、当面は、｢チェックシ

ート｣を活用し、各チェック項目の実施を徹底できているか確認の上、市主催・共催イベ

ント等と同様の対応を要請します。 

・県内等の感染状況が県の基準を超える場合には、市主催のイベント、会議等の開催を中止、

延期とし、市主催以外のものについても、中止、延期等の検討を要請します。 

・地域や個人の少人数での集まりにおいても、３密(密集場所・密接場面・密閉空間)の回避

の徹底、適切な感染防止対策の実施をお願いします。 

・イベントの前後や休憩時間などの交流の場で感染拡大のリスクを高める可能性があるこ

とを踏まえ、イベントの主催者等にこうした交流等を極力控えるようお願いします。 
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・イベントの主催者等に対して、参加者の名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、

県の｢感染警戒 QR システム｣や国の接触確認アプリ｢COCOA｣の活用を周知します。 

【健康医療課】 

・イベントについては、国、県の方針に基づき、次のとおり規模要件(人数・収容率等)を

設定します。 

 

 

※１ 必要な感染防止対策：①消毒の徹底、②マスク着用の担保、③参加者及び出演者の制限、④参加者の把

握、⑤大声を出さないことの担保、⑥密集の回避、⑦演者・観客間の接触・飛沫感染リスクの排除、⑧催物

前後の行動管理(令和２年９月 11 日付内閣官房事務連絡「11 月末までの催物の開催制限について」) 

※2 これまで、「イベント中の食事を伴う催物」は、大声での歓声・声援等が想定されるものと扱ってきたが、

イベント中の発声がないことを前提とし、今後、必要な感染防止策が担保される場合に限り、「大声での歓

声・声援等がないことを前提としうるもの」と同様に取り扱うことを可とする。 

※3 異なるグループ間では座席を１席空け、同一グループ(5 人以内に限る。)内では座席間隔を設けなくとも

よい。すなわち、収容率は 50％を超える場合がある。 

・イベント規模要件の緩和にあたっては、上記※１に記載されている 8 つの措置すべてを主

催者(開催場所が施設である場合は施設管理者の双方)の業種別ガイドラインにおいて担

保しかつ、感染防止対策の取り組みを公表します。 

・密閉空間で大声を発するような、歌唱、演奏、演劇などのステージイベントなどについて

は、県行動指針及び業界が策定したガイドラインに基づき、徹底した感染防止対策を要請

します。 

・全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が 1,000 人を超えるようなイベン

トについては、県に事前相談をするよう主催者にお願いします。 

【健康医療課】 

時期 区分 収容率 人数上限 

現在 
屋内 50％ 5,000 人 

屋外 十分な間隔(できれば２ｍ) 5,000 人 

時期 区分 収容率 人数上限 

当面 

2 月末

まで 

イベント

の類型 

大声での歓声・声援等がない

ことを前提としうるもの 

・クラシック音楽コンサート、演劇

等、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、

公演・式典、展示会等 

・飲食を伴うが発声がないもの(※2) 

 

100％以内 

 
[席がない場合は適
切な間隔(最低限人
と人とが接触しな
い程度の間隔)] 

① 収容人数 10,000 人超 

⇒収容人数の 50％ 

 

② 収容人数10,000人以下 

⇒5,000 人 

 

(注)収容率と人数上限でどちら
か小さいほうを限度(両方の条
件を満たす必要)。 

大声での歓声・声援等が想定

されるもの 

・ロック、ポップコンサート、スポ

ーツイベント、公営競技、公演、

ライブハウス・ナイトクラブでの

イベント等 

50％(※3)以内 

 
[席がない場合は十
分な間隔(１ｍ)] 

業種別ガイドラインの見直しを前提に、マスク着用率 100％など必要
な感染防止対策(※１)が担保される場合、以下の要件へ緩和可。 
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５．公共施設等の利用 

(１)公共施設の利用制限 

・県内等の感染状況が県の基準を超える場合など必要に応じて、公共施設等を利用停止、休

館とします。 

【健康医療課】 

・各施設では、県行動指針に基づき、チェックシートを用いて、感染防止対策を徹底します。 

・公民館等の貸会議室等については、利用人数を収容人数の半分程度とし、人と人との距離

を確保するとともに、感染症発生後の感染拡大リスク低減のため、利用者を把握します。 

・健康増進施設については 12 月 22 日(水)から、図書館、公民館、文化施設、スポーツ施

設等（指定管理施設を含む）、児童館等、老人福祉センター、地域福祉センター等につい

ては、12 月 23 日(水)から令和 3 年 1 月 12 日(火)まで休館または利用停止、会議室等

の貸出を停止します。 

【図書館・生涯学習スポーツ課・文化振興課・高齢支援課・子ども家庭課】 

 (２)観光関連施設の利用等 

・県内等の感染状況が県の基準を超える場合など必要に応じて、市が所有する観光関連施設

の休館(一部休館)や営業時間短縮などを要請します。 

・観光・宿泊施設に対して感染防止対策の徹底を周知します。 

・観光地においては、人と人との間隔を確保するよう周知を徹底します。 

【観光課】 

・市が所有する観光関連施設の一部について、12 月 23 日(水)から令和 3 年 1 月 12 日(火)

までの間で状況に応じて休館（一部休館）や営業時間短縮などを実施します。 

  【観光課・林業振興課・農業振興課】 

６．衛生資材の確保  

・医療機関でのサージカルマスク、消毒用エタノール、防護服等の確保を県、国に要望する

とともに、随時、計画的に購入し、感染症のまん延に備えます。                               

(補正予算  1,989 千円)【健康医療課】・(補正予算 12,588 千円)【防災安全課】 

・公共施設内の感染症対策物品の在庫を定期的に確認し、計画的な使用と購入を行います。                          

【公共施設所管課】 

・国から支給される妊婦用マスクを妊婦に配布します。  

 (補正予算  382 千円)【健康医療課】 

７．公共施設、学校等での感染症対策の徹底  

(１)公共施設 

・正しい手洗い方法などの啓発チラシを掲示し、手洗いの徹底を進めます。 

・窓口への手指消毒液の配置や、共用物品の消毒の実施、窓口や受付カウンターにアクリル

ボードを設置するなど飛沫感染防止対策を進めます。                                                       

(補正予算  3,000 千円)【資産経営課】 
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・市役所、にぎわいプラザ等にＡＩサーマルカメラ、非接触型体温計等を配置します。 

(補正予算 3,100 千円)【資産経営課】・(補正予算 564 千円)【健康医療課】 

・施設内の定期的な換気(30 分に 1 回、数分間程度)を実施します。 

・民間事業者の営業目的での名刺配布のための入室を制限します。 

【公共施設所管課】 

・公民館や学校開放施設の利用再開にあたり、施設利用者用の手指消毒液を購入します。 

(補正予算 744 千円)【生涯学習スポーツ課】 

・市文化施設におけるイベントでの感染防止対策として、ＡＩサーマルカメラ、アクリル

パネル、手指消毒用スタンド等を配置します。 

(補正予算 6,903 千円)【文化振興課】 

・中津川市民病院の面会制限(原則禁止)、患者の外出・外泊禁止、坂下老人保健施設の面会制

限(原則禁止)を実施します。  

・中津川市民病院、坂下診療所のすべての来院者の体温測定を実施します。 

【病院事業部】 

・国保直診診療所の感染症対策として診察室等を改修し、備品を購入します。 

(補正予算 5,000 千円)【国保直診診療所】 

・市民病院、坂下診療所、訪問看護ステーションほほえみ、坂下老人保健施設での感染症

対策として診療材料、診療機器、備品等を購入します。 

(補正予算 153,605 千円)【病院事業部】 

(２)学校等 

・学校等での｢新しい生活様式｣の徹底と児童生徒等の距離の確保に努めます。 

・児童生徒、園児の健康チェックカードによる毎日の体調管理と家庭での感染防止対策を保

護者にお願いします。 

・教職員等については、感染防止対策の遵守と体調管理、体調不良時の報告を徹底します。 

【学校教育課・幼児教育課】 

・市内全児童・生徒へ学校給食調理員等の手作り布マスクを順次配付します。また、小中

学校での感染症対策用物品を購入します。 

(補正予算  36,541 千円)【教育企画課、学校教育課】 

・保育園・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所で使用するマスクや消毒用エタノー

ル、空気清浄機等を購入します。 

(補正予算  30,000 千円)【幼児教育課】 

・法人保育所等の感染防止対策として空調・換気機器設置や施設改修経費を補助します。 

(補正予算 5,000 千円)【幼児教育課】 

・子育て支援センター、放課後児童クラブで使用するマスクや消毒用エタノール、フェイ

スシールド等を購入します。 

(補正予算 13,500 千円)【子ども家庭課】 

・令和２年４月から６月の新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業に対応
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するため、平日の午前中から放課後児童クラブを運営した場合の委託料を増額します。 

(補正予算 35,317 千円)【子ども家庭課】 

・阿木高等学校の特別教室へエアコンを設置し、感染症対策用品を購入します。 

(補正予算 2,037 千円)【阿木高校】 

(２)社会福祉施設等 

・高齢者福祉施設、介護保険施設、障がい者支援施設、児童福祉施設等に対して、感染防止

対策を徹底し、支援が必要な方へのサービスが継続できるように、各施設と連携して取り

組みます。 

【高齢支援課・介護保険課・社会福祉課・子ども家庭課】 

・各地域包括支援センター・在宅介護支援センター、また各事業所のケアマネジャーについ

ては感染防止対策を徹底し、困りごとのあるご高齢者の方やご家族の相談を受けます。 

【高齢支援課・介護保険課】 

・令和２年４月から５月の県の休業要請に協力した指定障害児通所支援事業所に対し、休

業前から利用していた児童が利用できなかった日数に応じて補助します。 

(補正予算 2,300 千円)【社会福祉課】 

・児童館、児童センター、病児保育所の新型コロナウイルス感染症対策のためにテント、

空気清浄機、消毒液、非接触体温計等を購入します。 

（補正予算 2,500 千円）【子ども家庭課】 

８．事業者等への協力要請  

・遊興施設、運動施設、遊技施設、文教施設、社会福祉施設、大学、博物館、ホテル、商業

施設等及び、食事提供施設については、県行動指針に沿った感染防止対策を徹底するよう、

事業者や関係団体等に周知徹底を図ります。 

                        【商業振興課】 

・クラスター発生業種(キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、ライブハウス、

カラオケボックス、スポーツジム等)、パチンコ店等については、県行動指針に沿った感

染防止対策の確立を確認できるまで、休業協力要請が継続することから、事業者や関係

団体等に感染防止対策の徹底とマニュアル作成の周知徹底を図ります。 

・事業者に向けて県の｢新型コロナ対策実施店舗向けステッカー｣の掲示を勧奨します。 

                        【健康医療課】 

９．感染症発生時の対応  

・県や近隣の市町村と緊密な連携を図り、｢市新型インフルエンザ等対策行動計画｣に基づき、

適切に対応します。 

・県の発信する情報を確実に把握し、市の情報発信と連携させます。 

・市民への情報提供を正しく迅速に行い、不安の払しょくに努めます。 

・｢健康相談窓口｣を時間延長し、市民の健康不安解消に努めます。 

・市の体制は、次のとおりとし、各チームの連携のもと、一丸となって対策を進めます。   
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【健康医療課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10．災害時における避難所対応  

・避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は自宅に留まること、事前に連絡を

とりあって親戚や知人宅へ避難することを呼びかけます。  

・指定避難所に避難する際は、検温したうえでマスクを着用して避難すること、可能であれ

ば予備マスク、消毒用エタノール等の衛生用品を持参していただくよう呼びかけます。  

・指定避難所に定員を設け、避難者数を考慮し、必要に応じて開設避難所を増やします。  

・指定避難所では、受付時に問診を行い、感染が疑われる方は恵那保健所と連携して、病院

搬送等の対応をとり、自宅待機者(濃厚接触者、海外帰国者)及び発熱や風邪症状のある避

難者は、指定避難所内で出来る限り隔離スペースを設けますが、その対応がとれない場合

は、別の指定避難所へ移動していただきます。  

・指定避難所では、手指消毒・手洗いの励行・定期的な換気や体調確認等を行い、避難所の

衛生環境を確保します。  

・避難所での感染症対策としてパーテーションなどを準備します。 

(補正予算 11,197 千円)【防災安全課】 

11．官民連携などによる感染症対策  

・｢みんなでマスクを作ろう！運動｣を推進し、市ホームページ、ＰＲチラシ等を活用して手

作りマスクの作り方を周知し、感染防止のためのマスク着用を進めます。  

・新型コロナウイルス感染症対策を進めるため、広く寄付を募ります。また、感染症対策

の財源としてふるさと納税を呼びかけます。 
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【健康医療課・政策推進課】 

12．職員の感染防止対策  

・｢新しい生活様式｣の徹底を図り、職員のフレックス勤務、分散勤務、計画的な休暇取得、

パーテーション設置等により、職場内の密度を抑制し、感染防止に努めます。  

・職員については、感染防止対策と体調管理、体調不良時の報告を徹底します。 

     【人事課】 

13. ｢新しい生活様式｣を踏まえた取り組み  

・市役所での外部との会議や市民の相談業務にオンライン会議システムを導入します。 

(補正予算 159 千円)【情報政策課】 

・都市部等での移住相談会に代えて、全国で市の魅力を体感(疑似体験)してもらい市に

人を呼び込むための動画を作成します。 

(補正予算 2,156 千円)【定住推進課】 

・特例措置で創設された国補助金を活用し、苗木遠山史料館の空調設備を改修します。 

(補正予算 27,551 千円)【鉱物博物館】 

・一般社団法人恵那医師会による中津川・恵那地域の新型コロナウイルス感染拡大防止事

業を支援します。 

(補正予算 3,632 千円)【健康医療課】 

・産後ケア事業実施病院での感染症対策としてパーテーション、加湿器、マスク、消毒

液、感染予防用ガウン等を購入します。 

(補正予算 1,000 千円)【健康医療課】 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入減少をはじめ日常生活での不便さ、ストレスな

どで大きな負担があるなか、市民の皆さんが困っていることの相談に応じ、それぞれに寄り

添った支援を実施します。(｢支援策一覧｣17 ページから) 

１．生活福祉資金  

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方に、緊

急小口資金や総合支援資金等の特例貸付を実施します。                        

【市社会福祉協議会】 

２．住居の確保支援  

・休業等に伴う収入減少等により家賃が払えなくなった方に住居確保給付金を支給します。 

(補正予算 942 千円)【社会福祉課】 

・解雇等により、居住する住宅からの退去を余儀なくされた方に市営住宅を一時提供します。 

【都市建築課】 

２ ． 生 活 支 援 
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３．個人への臨時給付  

・国の特別定額給付金(一人当たり 10 万円)の支給について迅速に対応します。 

(補正予算 7,846,500 千円)【特別定額給付金室】 

・児童手当受給世帯に対する国の臨時特別給付金の支給について迅速に対応します。 

(補正予算 102,239 千円)【子ども家庭課】 

・国のひとり親世帯臨時特別給付金の支給について 迅速に対応します。 

(補正予算 143,314 千円)【子ども家庭課】 

・市の独自施策として、児童手当受給世帯等に子育て世帯応援給付金を支給します。 

(補正予算 257,848 千円)【子ども家庭課】 

・市の独自施策として、国の特別定額給付金の基準日(R2.4.27)後に生まれた子どもに対し

新生児特別支援給付金(一人当たり 10 万円)を支給します。 

(補正予算 35,199 千円)【子ども家庭課】 

・市の医療機関で働く医療従事者や職員に慰労金を給付します。 

(補正予算 175,950 千円)【病院事業部】 

４．市税の控除・軽減  

・個人住民税の控除適用の拡大等、軽自動車税(環境性能割)の軽減措置延長を実施します。 

【税務課】 

５．市税等の納付相談、納付猶予等  

・新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方について、市税、国民健

康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、上下水道料金等、占用料、市営住宅家賃、

市奨学金返還等の納付相談を受け付け、納付猶予、減免等の対応を適宜実施します。 

【各所管課】 

6．小学校等の臨時休業等に伴う子どもの居場所の確保  

・臨時休業等により、子どもが家庭で一人になるなどでお困りのご家庭の相談を受け、学校

等での預かりを実施します。 

【学校教育課】 

・保護者の就業等により子どもの保育等が必要な場合は、保育園や放課後児童クラブ、放課

後等デイサービス等で受け入れます。 

【幼児教育課・子ども家庭課・社会福祉課】 

7．子育て世帯への支援・相談  

・令和 2 年 5 月までの臨時休園中の保育料・副食費を欠席日数に応じて返還します。 

・保育園等と臨床心理士が連携し、家庭で過ごす園児の心のケア(必要に応じてケア相談)を

実施します。 

【幼児教育課】 
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・学校等の再開にあたり、子育て世帯への支援として、幼稚園、小中学校、保育所等の給食

費について、3 カ月相当分を免除します。 

(補正予算)支援額 119,066 千円【幼児教育課・学校教育課】 

・オンライン母子相談や感染防止対策を徹底した子育て訪問支援を実施します。 

(補正予算 1,606 千円)【健康医療課】 

・令和 2 年度に限り、既存のインフルエンザワクチン予防接種費用助成事業(1 歳から中学

3 年生まで)の対象を高校生まで拡大します。 

(補正予算 3,813 千円)【健康医療課】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行等が中止となった場合に、修学旅行等

に係る費用を保護者に補助します。 

(補正予算 1,227 千円)【教育企画課】 

・新型コロナウイルス感染症対策として、修学旅行を岐阜県内の日帰り旅行に変更するた

めに必要な費用を保護者に補助します。 

（補正予算 243 千円）【学校教育課】 

8．子どもの学習支援  

・学校等が臨時休業となった場合には、家庭訪問や電話連絡を通じて子どもの学習支援、状

況確認を行います。 

・児童生徒が学習計画を立て、主体的に学習に取り組むことができるよう市が取り組んで

いる｢学力アッププログラム｣を推進します。その中で、子どもたちが自分で計画を立て

て、生活づくり、学習づくりができるようにします。 

【学校教育課】 

・臨時休業中は、各学校で臨時休業中の課題を準備し、家庭で取り組むことができるように

します。(学習プリント、ドリル、インターネットを活用した web 学習等)  

【学校教育課・阿木高等学校】 

・市内全小中学校へのオンラインシステム導入と端末の整備により、新たな感染拡大などに

より、学校等が臨時休業となった場合に授業が実施できる体制を整備します。 

(補正予算 328,884 千円)【教育企画課】 

・通常どおりの授業再開にあたっては、児童生徒が安全で安心して学習に取り組むことがで

きるよう、学校施設の衛生管理と一人ひとりへの丁寧な声掛けや学習支援の実施を徹底し

ます。 

【学校教育課】 

・子どもたちの学びを保障するため学習指導員、スクール･サポート･スタッフを配置します。 

(補正予算 22,893 千円)【学校教育課】 
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 新型コロナウイルス感染症の影響により市内経済活動は大きなダメージを受けており、ま

ん延期、収束期、回復期といった各局面に応じた取り組みや支援を実施し、市内経済への影

響を最小限に抑制します。(｢支援策一覧｣17 ページから) 

 Ⅰ 感染拡大防止期(緊急対策)からの取り組み  

１．経営相談、支援  

・雇用の維持や資金繰り、業績悪化などでお悩みの事業者への各種融資、支援制度、相談窓

口等を、市ホームページ、市民安全情報ネットワーク(メール)、チラシ等で案内します。 

・中津川商工会議所、中津川北商工会と連携し、情報共有を進めるとともに、中津川商工会

議所、中津川北商工会にて融資、経営相談等を実施します。 

                        【工業振興課・商業振興課】 

・中津川市勤労者総合支援センター(ワーカーサポートセンター)による就労、雇用にかかる

相談窓口を開設します。 

【工業振興課】 

２．中小企業小口融資制度の支援拡充  

・令和 2 年 3 月 9 日(月)から令和 3 年 3 月 31 日(水)までの間の借り入れについて、利子相

当額の補給制度の新設、 信用保証料補給金の上限額拡充 、返済の据置期間の設定を実施

します。また、金融機関への預託金を増額します。 

(補正予算 125,000 千円)【商業振興課】  

３．商工事業者(中小企業)の支援  

・国の雇用調整助成金の上乗せ助成(やむを得ず従業員を解雇した中小事業主、助成率 4/5

適用部分)と助成金の申請代行に係る経費の一部を助成します。 

(補正予算 76,600 千円)【工業振興課】 

・市内事業所が新たにテレワークを導入する際の経費の一部を助成します。 

   (補正予算 1,000 千円)【商業振興課】 

・従業員の感染により一時的に閉鎖した事業所等に対して事業継続に向けた消毒等に要す

る経費の一部を助成します。 

(補正予算 1,250 千円)【商業振興課】 

・外出自粛のため売り上げが減少している飲食店等の支援として、飲食店等が新たにテイク

アウトに取り組む経費等の一部を助成します。（受付終了しました。) 

(補正予算 11,000 千円)【商業振興課】 

・利用者に特典を付与するなどによりテイクアウトの利用を促進し、また、収束後には店舗

の利用促進を支援します。 

(補正予算 33,895 千円)【商業振興課】 

３．経済支援・雇用

対策 
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・帰省できない方などに向けて、ふるさと納税のお礼の品となる市内産品などをＰＲし、

寄付を呼び掛けることで、市内事業者を支援します。 

【政策推進課】 

４．休業等に対する支援  

・県が、休業協力要請に全面的に協力した中小企業及び個人事業主に対して、｢岐阜県新型

コロナウイルス感染症拡大防止協力金｣として、1 事業所あたり 50 万円の協力金を支給し

たことに対し、市は協力金の 3 分の 1 を負担します。 

(補正予算 105,000 千円)【商業振興課】 

・県が、営業時間短縮要請に全面的に協力した酒類の提供を行う飲食店に対して、｢岐阜県

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第 2 弾)｣として支給する 1 事業所あたり 100

万円の協力金のうち市は 5 万円を負担します。 

(補正予算 34,250 千円)【商業振興課】 

５．農畜産物の購入促進  

・学校給食停止により消費が低減した牛乳、外食産業低迷により需要が激減した飛騨牛、行

事等の中止により消費が低下した花きなどの農畜産物の購入促進を実施します。 

 【農業振興課】 

６．医療・福祉サービスへの支援  

・感染リスクを負いながら地域で求められる医療の提供を継続している医療機関等に支援

金を交付します。 

(補正予算 31,700 千円)【健康医療課】 

・感染リスクを負いながら地域で求められる福祉・介護サービスの提供を継続している社

会福祉法人等に支援金を交付します。 

(補正予算 25,200 千円)【社会福祉課・介護保険課・子ども家庭課】 

 

 Ⅱ 収束後を見据えた取り組み  

１．商工業等の支援  

・小規模事業所等が新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けながらも取り組

む販路開拓等に要する経費の一部を補助します。(県補助金の上乗せ補助。県の公募期間

は終了しています。) 

(補正予算 15,440 千円)【工業振興課】 

・市民や観光客などが安全に安心して利用できるよう、事業所の感染防止対策の経費の一

部を助成します。 

(補正予算 126,100 千円)【商業振興課】 
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２．観光振興事業の支援  

・収束後速やかに地域経済を活性化するため、｢新しい生活様式｣を踏まえた観光誘客、需要

喚起や域内消費拡大について、市内観光協会、各種組合等の取り組みを支援します。 

(補正予算 20,000 千円)【観光課】 

・収束後の誘客への準備期間と位置付け、観光資源の魅力向上と観光地の受け入れ環境を整

えます。 

(補正予算 2,500 千円)【観光課】 

３．農林畜産業の支援  

・事業者と連携し、相次ぐイベントの中止や外出自粛により販売量が減少した農畜産物の購

入促進ＰＲを実施します。 

・需要が減少し経営状況が悪化した農家の事業継続を支援します。 

・畜産農家が市場に出荷する際に負担する搬送経費を支援し、出荷負担を軽減します。 

 (補正予算 6,633 千円)【農業振興課】 

・市内産材の使用への補助等による利用促進を図り、木材関連事業者を支援します。 

(補正予算 15,000 千円)【林業振興課】 

・林業・木材関連事業者の、三密対策での営業活動などを推進します。 

【林業振興課】 

４．公共交通事業の支援  

・学校等の臨時休業や外出の自粛で乗客の減少が続いたなかで、市内の路線バス運行を維

持している事業者や明知鉄道株式会社を支援します。 

(補正予算 5,123 千円)【定住推進課】 

５．納税等の特例  

・新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な事業者の方の相談を受け

付け、適宜、納付猶予等の対応を実施します。 

・国の緊急経済対策に基づき、売上が一定程度減少した事業者等に対し、市税の軽減等税制

上の措置を実施します。 

 【税務課・債権管理課】 
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 Ⅲ 収束後における景気回復と更なる成長に向けた取り組み  

１．商業関連事業の支援 

・市民の消費喚起のためプレミアム付き商品券を発行します。(販売終了しました。) 

   (補正予算 105,103 千円)【商業振興課】 

・更なる市内消費拡大のため、プレミアム付き商品券を追加発行します。(販売終了しまし

た。) 

   (補正予算 100,779 千円)【商業振興課】 

・市内経済活性化と事業者支援、利用者への経済的支援のため、プレミアム率 100％のスー

パープレミアム付き商品券を追加発行します。 

   (補正予算 445,028 千円)【商業振興課】 

２．観光誘客など消費拡大・賑わいづくり  

・観光地の｢安全・安心｣を強調したＰＲの実施や、観光誘客イベントへ出展するなど市内周

遊観光キャンペーンを官民一体となって実施します。 

・市内周遊観光を促進する市独自の旅行クーポンを発行します。(販売終了しました。) 

(補正予算 44,352 千円)【観光課】 

３．農畜産物の販路拡大支援  

・市内外でのイベントの際に試食や無料配布などを実施し、市内産農畜産物のＰＲと販売促

進のための支援を行います。   

【農業振興課】 

・農業 6 次産業化を促進することで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者の

所得向上を図る取り組みを支援します。 

(補正予算 742 千円)【農業振興課】 

・県の事業により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飛騨牛、県水産物（ニジマ

ス等）を利用した給食を市内の全小中学校で提供します。 

【学校教育課】 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飛騨牛、県産水産物(ニジマス等)を利用した

給食を市内の保育所等で提供します。 

(補正予算 4,447 千円)【幼児教育課】 

４．再就職者の支援  

・WEB 就職企業説明会を開催するなど、幅広く求職の機会を創出し、再就職を支援します。 

(補正予算 2,800 千円)【工業振興課】 

・市内木材関連事業者の就職相談会などへの参加を促進し、人材確保と再就職を支援します。 

【林業振興課】 
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＜市の支援策一覧＞ 

個 

人 
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け 

生
活
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援 

生活資金に 

困っている 

1 特別定額給付金 

2 生活福祉資金貸付制度 

3 住居確保給付金 

4 市営住宅家賃の減免・市営住宅の一時提供 

子どもがいる方の 

ために 

5 
子育て世帯への臨時特別給付金 

子育て世帯応援給付金 

6 ひとり親世帯臨時特別給付金 

7 新生児特別支援給付金 

8 奨学金返還猶予 

9 給食費免除 

新型コロナに 

感染したら 

10 国民健康保険料等の減免 

11 国民健康保険料等の徴収猶予 

12 国民健康保険、後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給 

13 介護保険料の減免 

14 介護保険料の徴収猶予 

納税等の特例 

15 納税猶予の特例 

16 市県民税税務申告期限の延長 

18 軽自動車税の軽減措置の延長 

19 使用料納入猶予 

20 個人住民税への対応・寄附金控除 

21 個人住民税への対応・住宅ローン控除 

22 市税等の納付相談 

収束を見据えた 

取り組み 

23 
プレミアム付商品券発行 

飲食店等総合支援事業(飲食店等利用促進援事業) 

24 中津川市内産材内外装・外構工事支援事業 

25 飲食・宿泊・土産物クーポン発行 

事 

業 

者 

向 

け 

感
染
拡
大
防
止 

感染拡大を 

防ぐために 

26 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

27 従業員等の感染により一時的に閉鎖した事業所等への支援 

28 働き方改革推進支援助成金(テレワーク新規導入) 

29 新型コロナウイルス感染症対策補助金 
雇用継続 従業員を休業させたい 30 雇用調整助成金 

事
業
継
続 

資金繰りのため融資等を受けたい 31 中津川市中小企業小口融資 

経営を改善したい 

32 新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金 

33 出荷負担経費支援事業 

34 地域産材製材促進 

35 飲食店等総合支援事業(飲食店等テイクアウト推進事業) 

36 プレミアム付商品券発行 

37 医療機関診療継続支援金 

38 社会福祉施設サービス継続支援金 

39 固定資産税特例措置の拡充・延長 

納税等の特例 

40 固定資産税等の軽減 

41 納税猶予の特例 ※再掲 

42 軽自動車税の軽減措置の延長 ※再掲 

43 占用料等納入猶予 ※再掲 

44 使用料納入猶予 ※再掲 

45 市税等の納付相談 ※再掲 

収束を見据えた 

取り組み 

46 中津川市内産材内外装・外構工事支援事業 ※再掲 

47 観光振興事業支援補助金 

48 飲食・宿泊・土産物クーポン発行※再掲 
 



中津川市役所　☎0573-66-1111(代表)

区分 支援方法 対象 概要 問い合わせ先

1 特別定額給付金 給付
基準日(R2.4.27)に住民基本台帳に記載されてい
る方

・一律に国民一人あたり10万円を給付。郵送またはオンラインにより申請。（補助率：国10/10）
　申請期限：R2年10月10日(土)まで、返信用封筒による郵送申請（令和2年10月10日消印有効）

市特別定額給付金室

2 生活福祉資金貸付制度 貸付 感染症の影響により収入が減少した世帯 ・据置期間や償還期限を延長した無利子・保証人不要の緊急小口資金等の特例貸付を実施。 市社会福祉協議会

3 住居確保給付金 給付
給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理
由、当該個人の都合によらないで減少している方
など

・従来の離職、廃業後２年以内の者に加え、新型コロナ等の影響で、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居喪失又
は住居喪失のおそれが生じている方に対しても対象範囲を拡大。
・家賃相当額(例：県内市町村における1人世帯の場合：上限29,000円/月)を原則3か月間支給（一定の求職活動を行う
等の支給要件あり）。

市社会福祉課

その他 市営住宅入居者
・休職・離職等により収入が減少し市営住宅の家賃の支払いが困難な場合、収入減少後の所得階層に見合った家賃に
減額。

市都市建築課

その他 解雇等により住居の退去を余儀なくされた方
・解雇等により住居からの退去を余儀なくされた方に市営住宅を一時提供。
　家賃　3カ月無償　敷金　免除

市都市建築課

子育て世帯への臨時特別給付金 給付 児童手当を受給する世帯
(0歳～中学生がいる世帯)新高校１年生を含む

・臨時特別の給付金(一時金)として、対象児童一人につき1万円を支給する。 市子ども家庭課

子育て世帯応援給付金 給付 児童手当・特例給付を受給する世帯等 ・子育て世帯応援給付金として、対象児童一人につき2万円を支給する。 市子ども家庭課

6 ひとり親世帯臨時特別給付金 給付 児童扶養手当を受給するひとり親世帯等
・新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな困難に直面しているひとり親世帯の方への支援。
【児童扶養手当受給世帯等への給付(再支給分含む)】1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。
【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付】1世帯5万円。

市子ども家庭課

7 新生児特別支援給付金 給付
申請時点において、本市の住民基本台帳に記録さ
れている支給対象児の父又は母。（R2.9.30まで
に市外へ転出した者は除く)

R2.4.28からR2.12.31までの間に出生した乳児であって次のいずれかに該当する者　一人あたり10万円を給付
①出生の日から、給付金の申請の日まで引き続き中津川市に住民登録　している者
②R2.12.31までに中津川市に転入し、給付金の申請の日まで引き続き中津川市に住民登録している者

市子ども家庭課

8 奨学金返還猶予 その他 家計が困窮している家庭の学生 ・経済的な事情により生活に困窮している場合、市の奨学金の返還を猶予。 市教育企画課

9 給食費免除 その他 幼稚園、小中学校、保育所等に通う子のいる世帯 ・学校等の再開にあたり、幼稚園、小中学校、保育所等の給食費3カ月相当分を免除
市学校教育課
市幼児教育課

10 国民健康保険料等の減免 その他 感染症の影響により一定程度収入が下がった方

・国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険料の減免を行う。
＜減免割合＞
①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合：対象保険料額の全部
②主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが前年の10分の3以上減少した場合
：対象額保険料額の全部または一部　※前年の所得状況により制限あり

市保険年金課

11 国民健康保険料等の徴収猶予 その他 感染症の影響により一定程度収入が下がった方
・収入が前年同月比で30％以上減少し、納付が困難な方の国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険料の徴収猶予を
行う。

市保険年金課

12
国民健康保険、後期高齢者医療保険の
傷病手当金の支給

給付 被用者のうち、感染症に感染した方、又は発熱等
の症状があり感染が疑われる方

・国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方が療養のため労務に服する
ことができないとき傷病手当金を支給する。
<支給要件>労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期
間のうち労務に就くことを予定していた日
<支給額>直近の継続した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給対象となる日数

市保険年金課

13 介護保険料の減免 その他 感染症の影響により一定程度収入が下がった方等

・介護保険の保険料の減免を行う。
＜減免割合＞
①主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合：対象保険料額の全部
②主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが前年の10分の3以上減少した場合：対象額保険料額の全部または10分の
8　※前年の所得状況により制限あり

市介護保険課

14 介護保険料の徴収猶予 その他 感染症の影響により一定程度収入が下がった方 ・条例に基づき、介護保険料の徴収猶予を行う。 市介護保険課

15 納税猶予の特例 その他 2月以降、収入が減少(前年同月比▲20％以上)し
納付が困難な方

・無担保かつ延滞金なしで納税を1年間猶予。固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税など基本的にすべて
の市税が対象。

市債権管理課

16 市県民税税務申告期限の延長 その他 感染拡大により外出を控えるなど期限内の申告が
困難な方

・市県民税申告の申告期限の延長終了後であっても柔軟に申告を受付け。 市税務課

17 軽自動車税の軽減措置の延長 その他 軽自動車を取得される方 ・軽自動車税環境性能割の税率を1％軽減する措置を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。 市税務課

18 占用料等納入猶予 その他 納入が困難な方
・道路、法定外公共物、準用河川の占用料等について、納入が困難な方に対し、最長で１年間納入を猶予し、猶予期
間中の延滞金は免除。

市管理課

19 使用料納入猶予 その他 納入が困難な方
・都市公園における公園施設の設置若しくは管理許可又は占用許可に基づく使用料について、納入が困難な方に対
し、最長で１年間納入を猶予。

市管理課

20 個人住民税への対応・寄附金控除 その他 イベント中止等による払戻請求権を放棄した方 ・イベントを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した方について、個人住民税の寄附金控除の対象とする。 市税務課

21 個人住民税への対応・住宅ローン控除 その他 住宅ローン控除される方 ・所得税から控除しきれなかった額を控除限度額内で個人住民税控除する措置を延長する。 市税務課

納税等の特例

支援策
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中津川市役所　☎0573-66-1111(代表)

区分 支援方法 対象 概要 問い合わせ先支援策

その他 感染症の影響により納入が困難な方 ・市税の納付が困難な方の相談を受け付けます。 市税務課・債権管理課

その他 感染症の影響により納入が困難な方 ・国民健康保険、後期高齢者医療保険の保険料の納付が困難な方の相談を受け付けます。 市保険年金課

その他 感染症の影響により納入が困難な方 ・介護保険の保険料の納付が困難な方の相談を受け付けます。 市介護保険課

その他 感染症の影響により納入が困難な方 ・上下水道料金等の納付が困難な方の相談を受け付けます。
上下水道料金センター
電話0573-62-1285

その他 感染症の影響により納入が困難な方 ・占用料の納付が困難な方の相談を受け付けます。 市管理課

その他 感染症の影響により納入が困難な方 ・市営住宅の家賃の納付が困難な方の相談を受け付けます。 市都市建築課

プレミアム付商品券発行 その他 市内の全世帯
・12,000円の商品券を10,000円で購入できるプレミアム付商品券を発行。（第1弾、第2弾 販売終了）
・10,000円の商品券を5,000円で購入できるスーパープレミアム付商品券を発行。(第3弾)

市商業振興課

飲食店等総合支援事業
(飲食店等利用促進援事業)

その他 18歳未満(令和2年4月1日現在)の子のいる世帯
・飲食店のテイクアウトなどの利用時にポイントが付与されるカードを配布し、たまったポイントを市プレミアム付
商品券と交換。

市商業振興課

24
中津川市内産材内外装・外構工事支援
事業

補助 住宅等施主
・市内工務店等が受注し、市内産材を使用した住宅リフォーム(増改築)・外構(ウッドデッキ、木塀など)工事につい
て、木材の使用量に応じて補助。

市林業振興課

25 飲食・宿泊・土産物クーポン発行 補助 市内事業者、旅行者 ・来訪者が市内の飲食店や宿泊施設、小売店などで使用できるクーポン券を発行 市観光課

26
新型コロナウイルス感染症拡大防止協
力金

給付 県の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等
に全面的に協力する事業者

・第1弾：県が支給する額の1/3を市が負担
・第2弾：県が支給する額の５％を市が負担

市商業振興課

27
従業員等の感染により一時的に閉鎖し
た事業所等への支援

給付 従業員が感染して一時的に閉鎖した事業所等
・感染拡大を防ぐため消毒に要する経費を給付。
＜支給額＞1件あたり一律25万円

市商業振興課

28
働き方改革推進支援助成金
（テレワーク新規導入）

補助 中小企業事業主
・新たにテレワーク環境を整備する経費の一部を助成。
＜支給額＞限度額10万円

市商業振興課

29 新型コロナウイルス感染症対策補助金 補助 中小企業事業主 ・新型コロナウイルス感染防止のための施設改修や備品等の購入の経費の一部を助成。 市商業振興課

雇
用
継
続

従業員を
休業させたい

30 雇用調整助成金 補助 労働者を一時休業又は出向を行うことで、労働者
の雇用の維持を図った事業者

・国の雇用調整助成金の拡大に加えて、さらに事業主の負担を軽減するため、助成金の上乗せ支援を行う。
　(やむを得ず従業員を解雇した中小企業主、助成率4/5適用部分)
・雇用調整助成金の申請手続きを社会保険労務士に代行させる場合の経費の一部を助成する。

市工業振興課

資金繰りのため融資
等を受けたい 31 中津川市中小企業小口融資 貸付 売上が一定程度減少した事業者

・直近の売上が前年より３％以上減少した事業者に対して、信用保証料補給額の上限拡充、利子補給を実施。
・貸付期間：10年以内、据置期間：6月以内

市商業振興課

32
新型コロナウイルス感染症対応事業者
応援補助金

補助 小規模事業者 ・県の補助金に上乗せ補助を行う。(県の公募期間は終了しています。） 市工業振興課

33 出荷負担経費支援事業 補助 畜産農家
（繁殖・肥育）

・畜産農家が市場に出荷する際に負担する搬送経費を補助
・補助率：定額（肉牛1頭あたり2,750円、子牛1頭あたり3,850円）

市農業振興課

34 地域産材製材促進 補助 製材事業者 ・市内産材原木丸太（ヒノキ、杉、松）を仕入れる製材所に仕入れ量に応じて補助 市林業振興課

・テイクアウトを開始した飲食店に経費の一部を助成。(受付終了）
＜支給額＞補助率2/3、補助上限10万円

市商業振興課

飲食店等利用促進事業
・利用者に特典を付与し、テイクアウトの利用促進と収束後の飲食店利用を促進。

市商業振興課

36 プレミアム付商品券発行　※再掲 その他 市内の全世帯
・12,000円の商品券を10,000円で購入できるプレミアム付商品券を発行。（第1弾、第2弾 販売終了）
・10,000円の商品券を5,000円で購入できるスーパープレミアム付商品券を発行。(第3弾)

市商業振興課

37 医療機関診療継続支援金 給付 病院・診療所、歯科医院
調剤薬局

・感染リスクを負いながら地域で求められる医療の提供を継続している医療機関等に支援金を給付
・病院、診療所　40万円/施設、歯科医院　30万円/施設、調剤薬局　20万円/施設

市健康医療課

38 社会福祉施設サービス継続支援金 給付 福祉・介護等サービスを提供している社会福祉法
人等

・感染リスクを負いながら地域で求められる福祉・介護等サービスの提供を継続している社会福祉法人等に
　支援金を給付
・基本額　20万円/施設　従事者数加算　5千円/人

市社会福祉課・介護保険
課・子ども家庭課

39 固定資産税特例措置の拡充・延長 その他 設備投資を行う中小事業者 ・生産性向上特別措置法による設備投資の適用対象の拡充と期限の延長を行う。 市工業振興課

40 固定資産税等の軽減 その他 売上が一定程度減少した事業者
・令和2年2月～10月までの任意の3か月間の収入の対前年同期減少率が30％以上の事業者が対象。
・事業者の保有する設備や建物等の令和3年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は
1/2とする。

市税務課

41 納税猶予の特例　※再掲 その他 2月以降、収入が減少(前年同月比▲20％以上)し
納付が困難な事業者

・無担保かつ延滞金なしで納税を1年間猶予。固定資産税・都市計画税、法人市民税、軽自動車税など基本的にすべて
の市税が対象。

市債権管理課

42 軽自動車税の軽減措置の延長　※再掲 その他 軽自動車を取得される方 ・軽自動車税環境性能割の税率を1％軽減する措置を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。 市税務課

43 占用料等納入猶予　※再掲 その他 納入が困難な法人
・道路、法定外公共物、準用河川の占用料等について、納入が困難な法人に対し、最長で１年間納入を猶予し、猶予
期間中の延滞金は免除。

市管理課

44 使用料納入猶予　※再掲 その他 納入が困難な法人
・都市公園における公園施設の設置若しくは管理許可又は占用許可に基づく使用料について、納入が困難な方に対
し、最長で１年間納入を猶予。

市管理課

補助 中小事業者（飲食店）

納税等の特例

 経営を改善
したい

納税等の特例 22 市税等の納付相談

23

35
飲食店等総合支援事業
（飲食店等テイクアウト推進事業）
　※再掲

感染拡大を
防ぐために

収束を見据えた
取り組み

個
人
向
け

生
活
支
援

事
業
者
向
け

事
業
継
続

感
染
拡
大
防
止
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中津川市役所　☎0573-66-1111(代表)

区分 支援方法 対象 概要 問い合わせ先支援策

その他 納入が困難な法人 ・市税の納付が困難な方の相談を受け付けます。 市税務課・債権管理課

その他 納入が困難な法人 ・上下水道料金等の納付が困難な方の相談を受け付けます。
上下水道料金センター
電話0573-62-1285

46
中津川市内産材内外装・外構工事支援
事業　※再掲

補助 住宅等施主
・市内工務店等が受注し、市内産材を使用した住宅リフォーム(増改築)・外構(ウッドデッキ、木塀など)工事につい
て、木材の使用量に応じて補助。

市林業振興課

47 観光振興事業支援補助金 補助 市内観光協会、各種組合等
・「新しい生活様式」を踏まえた観光誘客、需要喚起や域内消費拡大について、市内の各種組合や協会等が企画する
自主事業を補助。

市観光課

48
飲食・宿泊・土産物クーポン発行
※再掲

補助 市内事業者、旅行者 ・来訪者が市内の飲食店や宿泊施設、小売店などで使用できるクーポン券を発行。 市観光課

事
業
者
向
け

事
業
継
続 収束を見据えた

取り組み

納税等の特例 市税等の納付相談　※再掲45

20



＜参考資料＞ 

・【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 

・ストップ「コロナ・ハラスメント」宣言 



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 ①

個人向け 事業者向け

1 特別定額給付金

2 生活福祉資金貸付制度

3 住居確保給付金

4 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応休業支援金

5 県営住宅による支援

生活資金に困っている

子どもがいる方のために

6 子育て世帯への臨時特別給付金

7 ひとり親世帯臨時特別給付金

8 小学校休業等対応支援金（委託を受け
て個人で仕事をする方向け）

9 県立高等学校の授業料減免

10 公立・私立高等学校の奨学金返還猶予

11 公立・私立高等学校等奨学給付金

12 国立大学等の授業料減免

13 企業主導型ベビーシッター利用者支援

14 私立高等学校等授業料軽減補助金

15 こそだて世帯住宅ｺﾛﾅ対策支援補助金

新型コロナに感染したら

16 新型コロナウイルス感染症患者の入院
医療費の公費負担

17 傷病手当金

納税等の特例

18 国民健康保険料等の減免

19 納税猶予の特例（国）

20 税務申告・納付期限の延長

21 電気・ガス・電話料金、NHK受信料の
支払猶予等

22 納税猶予の特例（県）

23 自動車税の軽減措置の延長

24 占用料等納入猶予

25 使用料納入猶予

医療関係機関向け

医療提供体制の整備のために

26 宿泊先確保支援

27 特殊勤務手当支給の支援

28 妊娠した看護職員に対する代替職員
雇用経費の助成

29 新型コロナウイルス関係病床確保事
業費補助金

30 新型コロナウイルス感染症院内感染
防止対策事業費補助金

31 新型コロナウイルス感染拡大防止等
支援事業費補助金

32 院内感染対策事業

33 新型コロナウイルス感染症陰圧病室
等整備事業費補助金

34 新型コロナウイルス感染症患者受入
医療機関協力金

35 新型コロナウイルス感染症医療機関
再開支援事業費補助金

36 新型コロナウイルス感染症拡大防止
等支援事業費補助金（訪看ｽﾃｰｼｮﾝ）

37 オンライン診療設備整備費補助金

38 新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止対策事業費補助金（薬局）

39 新型コロナウイルス感染症薬剤師派
遣事業費補助金

40 新型コロナウイルス感染症薬局継続
再開事業費補助金

41 岐阜県新型コロナウイルス感染症検
査設備整備費補助金

42 医療機関向け設備整備補助金

文化・芸術活動向け

46 新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金（第2弾）

47 従業員等の感染により一時的に閉鎖し
た事業所等への支援

48 働き方改革推進支援助成金(ﾃﾚﾜｰｸｺｰｽ)

49 テレワーク用ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ設置支援事業

50 高齢者施設等の消毒実施及び換気設備
整備等への支援

51 高齢者施設等の多床室の個室化整備へ
の支援

52 衛生資材生産強化費補助金

53 マスクを作ろう運動

54 保育所等感染拡大防止対策支援事業費
補助金

55 児童養護施設等の生活向上のための環
境改善事業費補助金

56 児童養護施設等感染症防止対策事業費
補助金

57 「新たな日常」対応宿泊施設応援補助金

58 新型コロナウイルス感染症感染防止対
策事業支援金（施術所）

59 看護師養成所等環境整備費補助金

感染拡大を防ぐために

新たに従業員を雇いたい

感染拡大防止

60 新型コロナウイルス感染症感染防止対
策事業支援金（理美容所）

61 介護福祉士養成施設等感染症予防対策
事業

62 介護事業所等ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金

63 感染症対策事業者支援事業補助金

64 サービス利用再開支援事業補助金

65 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ確保支援事業費補助金

66 障害福祉サービス事業者等感染症防止
対策事業費補助金

67 障がい福祉サービス等利用再開アセス
メント等支援

68 障害福祉サービスにおけるテレワーク
等導入支援事業費補助金

69 保育所等における感染拡大防止対策事
業費補助金

70 児童養護施設等感染症対策用備品等購
入費補助金

71 ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ誘致推進補助金

72 デジタル変革推進事業費補助金

73 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ総合住宅展示場構築支援補助金

74 「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワー
ク連携促進補助金

雇用継続

従業員を休業させたい 従業員の家族のために

75 雇用調整助成金

76 離職者雇用企業給付金

77 外国人材受入支援事業費補助金

78 農業労働力確保緊急支援事業

79 労働力不足の解消に向けたｽﾏｰﾄ農業実証

80 雇用維持・継続人材マッチング事業

81 働き方改革推進支援助成金（職場意識改
善特例コース）

82 新型コロナウイルス感染症に係る介護事
業所内保育支援補助金

83 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する母性健康管
理措置による休暇取得支援助成金

84 両立支援等助成金／介護離職防止支援
コース（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応特例）

85 小学校休業等対応助成金（企業向け）

86 小学校休業等対応支援金（委託を受けて
個人で仕事をする方向け） ※再掲

文化・芸術活動を継続したい

44 文化芸術活動の継続支援事業

45 岐阜県文化芸術活動応援助成金

令和2年12月14日現在

慰労金・その他

43 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応従事者慰労金



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 ②

事業者向け

事業継続

資金繰りのため融資等を受けたい 経営を改善したい

納税等の特例

87 新型コロナウイルス感染症対応資金

88 セーフティネット保証

89 危機関連保証【信用保証協会】

90 新型コロナウイルス感染症特別貸付

91 マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

92 危機対応融資【商工組合中央金庫】

93 新型コロナウイルス感染症対策資金

94 危機関連対応資金【県】

95 経営環境変化対応資金（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付）

96 衛生環境激変特別貸付（特別貸付）

97 農林漁業セーフティネット資金

98 林業・木材産業災害復旧対策保証

99 社会福祉施設等に対する融資

100 危機対応融資【日本政策投資銀行】
【商工組合中央金庫】

101 既往債務の借換資金への信用保証

102 持続化給付金

103 新型コロナウイルス感染症対応事業者
応援補助金

104 第三者事業承継補助金

105 肉用子牛流通円滑化緊急対策

106 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業

107 生産性革命推進事業の拡充

108 JAPANブランド育成支援等事業

109 高収益作物次期作付支援交付金

110 経営継続補助金

111 飛騨牛市場活性化緊急対策事業費補助金

112 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業

113 県産農畜水産物消費拡大推進事業費補
助金

114 学校給食の休止に伴う未利用食品活用
緊急促進事業のうちフードバンク活用
の促進対策及び再生利用の促進対策

115 移動販売事業運営費補助金

116 介護ロボット導入促進事業費補助金

117 介護事業所におけるＩＣＴ化導入支援
事業費補助金

118 新型コロナウイルス感染症に係る介護
職員休暇取得支援補助金

119 障がい福祉職員休暇取得支援費補助金

120 就労系障害福祉サービス等の機能強化
事業費補助金(生産活動活性化支援事業)

121 障害福祉分野ロボット等導入費補助金

122 障害福祉サービス事業所等における
ＩＣＴ導入支援事業費補助金

123 家賃支援給付金

124 地域消費喚起支援事業費補助金

125 中小企業販路開拓等緊急支援事業費補
助金

126 商店街にぎわい回復事業費補助金

127 岐阜県技術シーズ移転・実証事業費補
助金

128 楽天市場新規出店支援

129 ＥＣサイト新規構築等事業費補助金

130 サプライチェーン対策等生産設備導入
事業費補助金

131 サプライチェーン対策のための国内投
資促進事業費補助金

132 航空宇宙産業競争力維持支援事業費補
助金

133 ヘルスケア産業新ビジネス開拓支援事
業費補助金

134 ヘルスケア産業関連設備等導入支援事
業費補助金

135 モノづくり企業新分野展開支援事業費
助成金

136 企業立地促進事業費補助金（サプライ
チェーン対策枠）

137 外食ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ回復緊急支援事業費補助金

138 輸出力の維持・強化緊急施設整備等事
業費補助金

139 地産地消取組事業者応援事業費補助金

140 農業６次産業化緊急支援事業費補助金

141 産地収益力向上対策条件整備事業費補
助金

142 飛騨牛子牛市場活性化緊急対策事業費
補助金

143 スマート農業技術実証農場設置事業費
補助金

144 ｽﾏｰﾄ農業技術導入支援事業費補助金
（農作業の省力化・効率化・軽労化支援事業）

145 スマート農業推進センター機能拡大事業

146 飛騨牛輸出促進緊急支援事業費補助金

147 新規輸出促進緊急対策事業費補助金

148 原木供給調整対策事業費補助金

149 ぎふの木で家づくり支援事業（新型コ
ロナ経済対策）

152 固定資産税等の軽減

153 納税猶予の特例【国】

154 テナント賃料を免除した場合の損失の
税務上の損金算入

155 納税猶予の特例【県】※再掲

156 自動車税の軽減措置の延長 ※再掲

157 占用料等納入猶予 ※再掲

158 使用料納入猶予 ※再掲

159 県営工業用水道料金の徴収猶予

160 電気・ガス・電話料金、NHK受信料の
支払猶予等

161 厚生年金保険料等の猶予制度の特例

162 依頼試験手数料及び機器使用料の減免

慰労金・その他

163 介護施設等従事者慰労金

164 新型コロナウイルス感染症対応事業者
慰労金（障害者施設）

150 林業・木材事業者活動強化支援補助金

151 林業デジタル化推進事業費補助金

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

個
人
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

生活資金に
困っている

子どもがいる
方のために

１ 特別定額給付金【国】
基準日(R2.4.27)に
住民基本台帳に記
載されている方

総務省
各市町村

・一律に国民一人あたり10万円を給付。郵送またはオンラインにより
申請 ※申請受付は終了しています

給 付

新型コロナの影響に
より収入が減少した
世帯

・据置期間や償還期限を延長した無利子・保証人不要の緊急小口資金
等の特例貸付を実施。

県・市町村
社会福祉協議会

２ 生活福祉資金貸付制度
【社会福祉協議会】

貸 付

３ 住居確保給付金【国】

・従来の離職、廃業後２年以内の者に加え、新型コロナ等の影響で、
離職や廃業と同程度の状況に至り、住居喪失又は住居喪失のおそれ
が生じている方に対しても対象範囲を拡大。

・家賃相当額(例：県内町村における1人世帯の場合：上限29,000/月)
を原則3か月間支給（一定の収入要件及び資産要件あり）。

社会福祉
協議会等

給与等を得る機会が
当該個人の責に帰す
べき理由、当該個人
の都合によらないで
減少している方など

給 付

４ 新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金【国】

給 付 休業中に賃金（休業手
当）が支払われなかっ
た中小企業の労働者

・支給額の算定方法：休業前の１日当たり平均賃金×８０%×（各月
の日数ー就労した又は労働者の事情で休んだ日数）

・1日当たり支給額は、11,000円が上限。
・雇用保険被保険者でない非正規雇用者も対象

厚生労働省

５ 県営住宅による支援【県】

・県営住宅入居者及
び新規入居者

・居住する住宅から
の退去を余儀なく
された方

・県営住宅の家賃の支払いが困難な場合、収入減少後の所得階層に見
合った家賃に減額。また保証人が見つからない場合、保証人を免除。

・解雇等の理由により、住宅から退去を余儀なくされた方に対し、収
入状況に関わらず県営住宅を一時提供。

県住宅供給公社

その他

６ 子育て世帯への臨時特別
給付金【国】

児童手当を受給する
世帯（０歳児から中
学生がいる世帯）

・臨時特別の給付金(一時金)として、対象児童一人につき1万円を上
乗せ支給する。

内閣府

７ ひとり親世帯臨時特別給付金【国】
児童扶養手当を受給
するひとり親世帯等

・新型コロナウイルス感染症の影響により、特に大きな困難に直面し
ているひとり親世帯の方への支援。

・【児童扶養手当受給世帯等への給付】1世帯5万円、第2子以降1人
につき3万円。

・【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付】1世帯5万円。

各市町村

給 付

給 付

・小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために契
約した仕事ができなくなった保護者への支援。

・就業できなかった日について、令和2年2月27日から3月31日までは
4,100円/日（定額）、令和2年4月1日以降の日については、7,500円
/日（定額）を給付。

委託を受けて個人で
仕事をしている方
（一定の要件あり）

８ 小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事を
する方向け）【国】

厚生労働省

給 付

９ 県立高等学校の授業料減免
【県】

家計が困窮している
家庭の生徒

・勤めていた会社が倒産するなど、自己都合によらない失業により、
家計が著しく困窮していると認められる場合、授業料を減免。

県教育委員会その他

1
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【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

個
人
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

新型コロナに
感染したら

納税等の特例

子どもがいる
方のために

10 公立・私立高等学校の奨学金
返還猶予【県】

・経済的な事情により生活に困窮している場合、申請より最大1年間、
奨学金の返還を猶予。

(公立)
県教育委員会

(私立)
県環境生活部

家計が困窮して
いる家庭の生徒

その他

民間企業等に勤務す
る方又は個人で仕事
をしている方（一定
の要件あり）

・新型コロナによって小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で
働く保護者や個人事業主の保護者がベビーシッターを利用した場合
の利用料金に対する補助（割引券2,200円／枚の支給）。

(公社)全国保育
サービス協会

13 企業主導型ベビーシッター
利用者支援【国】

その他

12 国立大学等の授業料減免【国】
家計が急変した
家庭の学生

・国立大学、国立高等学校等が行う授業料減免を運営費交付金で支援。
・授業料減免等を実施した私立大学等に対しても、国が所要額の1/2
を補助。

文部科学省
その他

16 新型コロナウイルス感染症
患者の入院医療費の公費負担【国】

新型コロナウイルス
感染症にかかった方

・感染症法に基づき、感染者の自己負担相当額を公費負担とする(国
3/4、県1/4)。（患者が任意で特別療養室を利用した場合や所得が
一定水準を超える場合などに一部自己負担あり）

厚生労働省
その他

17 傷病手当金【国】
新型コロナに感染し、
その療養のために働
くことができない方

・傷病手当金は、医療保険の被保険者が、業務災害以外の理由による
病気等の療養のため仕事を休んだ場合に所得保障を行う制度。

・新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことが
できない方も申請することができる。

ご加入の
医療保険の
保険者

給 付

19 納税猶予の特例【国】
2月以降収入が減少
(前年同月比▲20％
以上)したすべての方

・無担保かつ延滞金なしで納税を猶予。所得税、固定資産税など、基
本的にすべての税が対象。

20 税務申告・納付期限の延長
【国】

感染拡大により外出
を控えるなど期限内
の申告が困難な方

・申告所得税、個人事業主の消費税、市・県民税の締切りを、4月16
日(木)まで延長しつつ、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告
を受付け。

国税庁
各市町村

国税庁
各市町村

18 国民健康保険料等の減免【国】
感染症の影響により
一定程度収入が下
がった方

・国民健康保険、国民年金等の保険料の減免を行う。 各市町村その他

その他

その他

私立小学校、中学校、
高等学校、一部の専
修学校・各種学校に
通う児童、生徒

・経済状況の悪化に伴う保護者の収入の急激な減少により、授業料の
納付が困難と認められた児童・生徒に対して授業料を減免した学校
へ補助。

県環境生活部
14 私立高等学校等授業料軽減

補助金【県】

補 助

住宅ローンを利用し
県内で住宅を建設・
購入する子育て世帯

・子育て世帯の住宅建設等において、コロナ禍による経済的影響や新
たな生活様式への対応に対し補助

・補助額：最大231,000円/戸
県都市建築部

15 こそだて世帯住宅コロナ対策
支援補助金【県】

補 助

2

11 公立・私立高等学校等奨学
給付金【県】

家計が急変した世帯
・家計急変により保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税
所得割が非課税相当と認められる世帯に対して奨学給付金を給付。

・（公立）36,500円～129,700円（私立）38,100円～138,000円

給 付

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

個
人
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

納税等の特例

24 占用料等納入猶予【県】 納入が困難な方
・道路、河川、砂防の占用料等について、納入が困難な方に対し、最
長で1年間納入を猶予し、猶予期間中の延滞金は免除。

各県土木
事務所

23 自動車税の軽減措置の延長
【県】

・自動車税環境性能割の税率を1％軽減する措置を6月延長し、令和3
年3月31日までに取得したものを対象とする。

自動車税
事務所

自家用乗用車を取得
される方

25 使用料納入猶予【県】 納入が困難な方
・都市公園における公園施設の設置若しくは管理許可又は占用許可に
基づく使用料について、納入が困難な方に対し、最長で1年間納入
を猶予。

各県土木
事務所

その他

その他

その他

医
療
関
係
機
関
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

医療提供
体制の整備
のために

各県税事務所22 納税猶予の特例【県】 ・不動産取得税について、無担保かつ延滞金なしで納税を1年間猶予。
2月以降収入が減少
(前年同月比▲20％
以上)したすべての方

21 電気・ガス・電話料金、NHK
受信料の支払猶予等【国】

新型コロナの影響に
より、左記料金の支
払いが困難な方

・電気、ガス、電話料金、NHK受信料の支払いに困難な事情がある
方に対しては、国は各事業者に対し、料金の支払猶予や料金未払い
によるサービス停止の猶予等について柔軟な対応を要請しています。

各事業者その他

その他

26 宿泊先確保支援【国・県】 医療機関

・新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関に対する補助。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため感染症患者の治療に従事す
る医療従事者の支援を目的に、宿泊施設に宿泊する経費を補助。

・支給額：補助上限額一泊あたり10,000円
※申請受付は終了しています

県健康福祉部

補 助

・新型コロナ感染症患者受入医療機関に対する補助。
・新型コロナ感染拡大防止のため感染症患者の治療に従事する医療従
事者の支援を目的に、特殊勤務手当支給にかかる経費を補助。

・支給額：補助上限額一人あたり外来治療3,000円／日、入院治療
4,000円／日 ※申請受付は終了しています

27 特殊勤務手当支給の支援【県】 医療機関 県健康福祉部

28 妊娠した看護職員に対する
代替職員雇用経費の助成【県】

医療機関

・新型コロナウイルス感染症患者受入医療機関に対する補助。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため感染症患者の治療に従事す
る医療従事者の支援を目的に、妊娠している看護職員の代替職員雇
用にかかる経費を補助。

・支給額：補助上限額一人あたり 9,000円／日
※申請受付は終了しています

県健康福祉部

補 助

補 助

3

29 新型コロナウイルス関係病床
確保事業費補助金【国・県】

・新型コロナウイルス感染症患者の病床を確保するため、医療機関の
病床確保に対する空床補償経費・病床消毒経費を補助

県健康福祉部医療機関補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

医
療
関
係
機
関
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

医療提供
体制の整備
のために

35 新型コロナウイルス感染症
医療機関再開支援事業費
補助金【県】

医療機関
・新型コロナ感染症が発生し、休業等を行った医療機関が再開・継続
のための消毒や設備整備に要する経費に対する補助

県健康福祉部
補 助

36 新型コロナウイルス感染症
拡大防止等支援事業費補助金
（訪問看護ステーション）【県】

訪問看護
ステーション

・医療機関・薬局等の感染拡大防止対策等に要する経費に対する補助。
・補助率10/10、上限あり。

県健康福祉部
補 助

37 オンライン診療設備整備費
補助金【県】

病院又は診療所
(歯科診療所は除く)

・医療機関・薬局等のオンライン診療に係る情報通信機器等の購入に
対する補助。補助率10/10、上限あり。

県健康福祉部補 助

38 新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止対策事業費補助金
（薬局）【県】

薬局
・新型コロナウイルス感染拡大を防止するための取組を行う薬局に対
し、700千円を上限として、その経費を補助する。

県健康福祉部
補 助

39 新型コロナウイルス感染症
薬剤師派遣事業費補助金【県】

薬局
・医療機関・薬局の薬剤師が新型コロナウイルスの感染により調剤・
服薬指導等ができなくなった場合に、代替の薬剤師の派遣を行う他
の医療機関・薬局に対して、派遣に必要な経費を支援する。

県健康福祉部
補 助

40 新型コロナウイルス感染症薬
局継続再開事業費補助金【県】

薬局
・新型コロナウイルスの感染により休業せざるを得なくなった薬局に
対して、事業の継続再開に必要な経費を支援する。

県健康福祉部
補 助

41 岐阜県新型コロナウイルス
感染症検査設備整備費補助金【県】

新型コロナウイルス
検査を実施する、帰
国者・接触者外来設
置医療機関等

・医療機関等の新型コロナウイルス検査に必要な機器や試薬の購入経
費に対する補助。

・補助率10/10
県健康福祉部

補 助

32 院内感染対策事業【県】 病院、有床診療所
・医療機関の院内感染対策を強化するため、専門家を派遣して現地指
導・助言等を実施。

県健康福祉部その他

33 新型コロナウイルス感染症
陰圧病室等整備事業費補助金

【県】
医療機関

・新型コロナ感染症患者を受け入れる集中治療室（ICU)等の前室付き
陰圧室化等への改修経費に対する補助

県健康福祉部
補 助

34 新型コロナウイルス感染症
患者受入医療機関協力金【県】

医療機関
・医療機関の新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る経費負担
の軽減を図るための協力金

県健康福祉部給 付

31 新型コロナウイルス感染拡大
防止等支援事業費補助金【県】

病院(医科/歯科)、
有床/無床診療所
(医科/歯科)、助産所

・医療機関等の感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費に対
する補助

県健康福祉部
補 助

4

30 新型コロナウイルス感染症
院内感染防止対策事業費
補助金【県】

救急・周産期・
小児医療機関

・新型コロナウイルスの院内感染防止対策に必要な設備整備費及び病
院規模に応じた対策費に対する補助。

・補助率10/10、上限あり。

県健康福祉部
補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

支援策 対象 概要 問合せ先

文
化
芸
術

文化・芸術
活動を継続
したい

県内の芸術家等(過去
２年間、継続した文
化芸術活動の実績を
有する個人又は団体)

・【一般助成型】有料施設を使用した一般に公開される公演等に対し、
10万円を上限に助成。

・【動画配信活用モデル型】清流文化プラザ、OKBふれあい会館、飛
騨・世界生活文化センターのホールを使用した一般に公開される公
演等で動画配信を行うものに対し、100万円を上限に助成。

(公財)岐阜県
教育文化財団

44 文化芸術活動の継続支援事業
【国】

文化芸術関係者(過去
３年間で複数回の文
化芸術活動を行う個
人又は文化芸術団体)

・文化活動の再開・継続に向けた積極的な取り組みに要する費用を補
助（補助率2/3または3/4、上限100万円）

・上記と併せて、新型コロナ感染拡大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づいた取組を
行う場合には、当該取組費用を補助（補助率：定額、上限50万円）

文化芸術活動の
継続支援事業
事務局

補 助

45 岐阜県文化芸術活動応援助成金【県】

補 助

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

感
染
拡
大

防
止

感染拡大を
防ぐために

46 新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金（第２弾）【県】

・日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の拡散抑制のため、
県の要請に応じて対象期間中の全ての期間において、営業時間の短
縮にご協力いただける事業者に対し、協力金（第2弾）を支給。

・詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/117190.html

県商工労働部

47 従業員等の感染により
一時的に閉鎖した事業所
等への支援【県】

従業員が感染して
一時的に閉鎖した
事業所等

・感染拡大を防ぐため消毒に要する経費を給付。
・支給額：閉鎖期間1日～13日：1件あたり一律25万円

閉鎖期間14日以上 ：1件あたり一律50万円
県商工労働部

県による営業時間
の短縮要請に全面
的に協力する事業
者

給 付

給 付

医
療
関
係
機
関
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

慰労金
その他

43 新型コロナウイルス感染症
対応従事者慰労金【県】

医療機関、訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ、助産所に勤
務する、患者と接す
る医療従事者、職員

・医療機関等に勤務する者に対する慰労金の交付
・患者と接する職員一人当たり5万円、10万円、20万円のいずれか

県健康福祉部

給 付

医療提供
体制の整備
のために

42 医療機関向け設備整備補助金【県】
新型コロナ感染症患
者等の入院医療を提
供する医療機関

・新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療を提供する医療機関の
設備整備費用に対する補助。補助率10/10、上限あり。

・補助対象
① 入院患者受入医療機関：人工呼吸器、簡易陰圧装置等
② 重点医療機関等：超音波画像診断装置、血液浄化装置等 県健康福祉部

補 助

・帰国者・接触者外来等を設置する医療機関の設備整備費用補助。
・補助対象：HEPAフィルター付空気清浄機、HEPAフィルター付
パーティション等。

・補助率10/10(上限額あり)

5

令和2年12月14日現在
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【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

感
染
拡
大
防
止

感染拡大を
防ぐために

50 高齢者施設等の消毒実施
及び換気設備整備等への支援【県】

①感染者が発生した場合の施設内消毒・洗浄に必要な費用に対し補助
②感染拡大防止のための陰圧装置の設置に必要な費用に対し補助
③定期的な換気ができるよう換気設備整備に必要な経費に対し補助
・補助率10／10（補助単価：②は4,320千円／台、③は4千円／㎡）

・感染拡大防止のための多床室の個室化整備に要する経費に対し補助。
・補助率10／10（補助単価：978千円／床）

県健康福祉部

51 高齢者施設等の多床室の
個室化整備への支援【県】

高齢者施設等
（①②③）

障害者支援施設等
（①）

高齢者施設等 県健康福祉部

53 マスクを作ろう運動【県】

・マスクを製造するため、設備を増強又はリースにより設備を整備す
るのにかかる経費に対する補助。

・補助率：10/10(１企業あたり上限50百万) 
・補助対象企業数：５企業 ※募集期間は終了しています

県健康福祉部

54 保育所等感染拡大防止対
策支援事業費補助金【県】

認可外保育施設

県内に本店又は工
場を有する企業で、
製造したマスクを
優先的に県に供給
する企業

・児童養護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための
施設改修等に要する経費及び施設消毒等に係る職員の時間外勤務手
当など感染防止対策により増加した経費を支援（１施設あたり上限
800万円）。補助率10/10

55 児童養護施設等の生活
向上のための環境改善
事業費補助金【県】

児童養護施設等

・衛生用品や感染拡大防止のための備品等の購入、施設内の消毒等に
かかる経費を支援（1施設あたり50万円以内）。

・補助率：10/10

県子ども・女性局

補 助

補 助

補 助

補 助

補 助
県子ども・女性局

56 児童養護施設等感染症
防止対策事業費補助金【県】

児童養護施設等

・児童養護施設等において新型コロナウイルスの感染が疑われる者が
発生した場合の施設内消毒や洗浄に係る経費を支援（1施設あたり
上限50万円）。

・補助率：10/10

県子ども・女性局
補 助

・感染症対策のため、テレワークの新規導入に取り組む中小企業事業
主に対する助成。 ※募集期間は終了しています

・支給額：対象経費の合計額×1/2(上限額100万円)

・国の働き方改革推進支援助成金を活用し、テレワークを新規で導入
する中小企業者に対し、県独自の上乗せ支援を実施（助成率：国助
成額と同額）。

48 働き方改革推進支援
助成金（テレワークコース）

【国・県】

中小企業事業主

厚生労働省

県商工労働部

国：補助

県：給付

49 テレワーク用サテライト
オフィス設置支援事業【県】

ＩＴ関連企業
・施設利用型テレワークを行うためのサテライトオフィスをソフトピ
アジャパンセンターに整備する際に、その利用料（家賃）を免除。

ソフトピア
指定管理者

その他

6

・県内企業が、ガウン、防護服及び医療用マスクの生産設備を導入す
るのにかかる経費に対する補助。

・補助率：10/10（１企業あたり上限600万円）
※募集期間は終了しています

52 衛生資材生産強化費補助金
【県】

ガウン、防護服及び
医療用マスクの生産
設備を導入する県内
企業

県健康福祉部

補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

感
染
拡
大
防
止

感染拡大を
防ぐために

58 新型コロナウイルス感染症
感染防止対策事業支援金
（施術所）【県】

施術所
・新型コロナウイルス感染症感染防止対策に必要な経費として施術所
に支援金を交付。

・1施術所当たり定額10万円 ※申請受付は終了しています
県健康福祉部

補 助

64 サービス利用再開支援事業
補助金【県】

介護施設等
・サービス利用を休止した利用者に対しサービス再開のための調整に
要した経費に対する補助。

・補助率10/10、上限あり
県健康福祉部

補 助

59 看護師養成所等環境整備費
補助金【県】

看護師養成所
・遠隔授業実施に必要な環境設備整備費に対する補助。
・補助率1/2、上限あり

県健康福祉部
補 助

60 新型コロナウイルス感染症
感染防止対策事業支援金
（理美容所）【県】

理容所、美容所
・利用者と近距離で長時間接するなど、高い感染リスクを負う理美容
所の感染防止対策経費を支援。

・１店舗10万円の支援金 ※申請受付は終了しています
県健康福祉部

給 付

61 介護福祉士養成施設等感染
症予防対策事業【県】

介護福祉士
養成施設

・介護福祉士養成施設等における新型コロナウイルス感染拡大の防止
のため、学生が使用するマスクや消毒液の購入に係る経費の支援

県健康福祉部
その他

62 介護事業所等サービス継続
支援事業補助金【県】

介護施設等
・実際に新型コロナウイルス感染症が発生した施設等において、サー
ビスを継続するために必要なかかり増し経費に対する補助。

・補助率10/10、上限あり
県健康福祉部

補 助

63 感染症対策事業者支援事業
補助金【県】

介護施設等
・感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかか
り増し経費に対する補助。

・補助率10/10、上限あり
県健康福祉部

補 助

・新型コロナによる感染機会を減らしながら必要な障害者サービスを
継続提供するため、通常時に想定されないかかり増し経費を支援

・補助率10/10、上限あり

65 障害福祉サービス確保支援
事業費補助金【県】

障害福祉サービス
事業所等

県健康福祉部
補 助

・障害者施設等における感染症対策徹底のための物品の購入や多機能
型簡易居室の設置等のかかり増し経費の補助

・補助率10/10、上限あり

66 障害福祉サービス事業者等
感染症防止対策事業費補助金【県】

障害福祉サービス
事業所等

県健康福祉部
補 助

・サービスの利用を控えている方への利用再開支援のため、相談支援
専門員等が実施するアセスメントやニーズ調査等に係る経費を支援

・補助率10/10、上限あり

67 障がい福祉サービス等利用
再開アセスメント等支援【県】

障害福祉サービス
事業所等

県健康福祉部
補 助

7

57 「新たな日常」対応宿泊
施設応援補助金【県】

県内宿泊事業者

・県内で宿泊施設を営む事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止対策のための物品、備品等購入や工事経費を補助。

・【2次募集】補助率3/4（１事業者あたり上限額2,000千円、下限額
50千円）

県観光国際局

補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

感
染
拡
大
防
止

感染拡大を
防ぐために

・就労系障害福祉サービス事業所が在宅就労の実施に用いるテレワー
クのシステムを導入する経費を補助

・補助率：国1/2、県1/4、上限あり ※募集期間は終了しています

68 障害福祉サービスにおける
テレワーク等導入支援事業
費補助金【県】

就労系障害福祉
サービス事業所

県健康福祉部
補 助

69 保育所等における感染拡大
防止対策事業費補助金【県】

認可外保育施設

・認可外保育施設に対し、職員が勤務時間外に消毒・清掃を行った場
合の超過勤務手当や職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継
続的に実施していくために必要な経費等を支援。

・1施設あたり50万円以内。補助率10/10

県子ども・
女性局

補 助

70 児童養護施設等感染症対策
用備品等購入費補助金【県】

児童養護施設等
・児童養護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止のために
必要な衛生用品や備品の購入に要する経費を支援。

・１施設あたり上限50万円。補助率10/10

県子ども・
女性局

補 助

71 サテライトオフィス誘致
推進補助金【県】

県内市町村、
法人（県外含む）

・県外企業が入居する賃貸用サテライトオフィス整備への支援。
・補助率3/4。補助上限額3,000万円。 ※募集期間は終了しています

県商工労働部補 助

72 デジタル変革推進事業費
補助金【県】

県内中小企業等

・製造工程等の自動化や業務のデジタル化、セキュリティ対策により、
テレワークの推進環境や整備等に係る経費に対する補助。

・【中小企業のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化推進】補助率3/4、上限あり【ｾｷｭﾘﾃｨ対策支
援】補助率10/10、上限あり ※募集期間は終了しています

(公財)ソフトピ
アジャパン

補 助

73 デジタル総合住宅展示場
構築支援補助金【県】

林業・木材事業者
・県内工務店や木材流通事業者等が連携して行うＶＲ技術を活用し、
ＷＥＢ上に開設するデジタル住宅展示場の制作に対し支援。

・補助率3/4以内 ※募集期間は終了しています
県林政部

補 助

従業員を
休業させ
たい

75 雇用調整助成金 【国・県】

労働者を一時休業、
教育訓練又は出向を
行うことで、労働者
の雇用の維持を図っ
た事業者

・休業手当、賃金等の一部を助成。緊急対応期間(4/1～12/31)は助成
率を中小企業4/5、大企業2/3、解雇等を行わない場合は、中小企業
10/10、大企業3/4 、上限額を対象労働者１人あたり15,000円/日。

・雇用保険被保険者でない非正規雇用者も対象とする等の拡充。

厚生労働省

・国の雇用調整助成金の拡大に加えて、さらに事業主の負担を軽減す
るため、市町村が助成金の上乗せ支援をする場合に、市町村の助成
額の1/2を助成。 ※社会保険労務士による無料相談会は終了

県商工労働部
雇
用
継
続

補 助

8

新たに
従業員を
雇いたい

76 離職者雇用企業給付金
【県】

中小企業事業主
・就労の場を失った離職者を正社員として雇用（※）した事業者に対
して助成（1人あたり60万円）。 ※募集期間は終了しています

県商工労働部

77 外国人材受入支援事業
費補助金【県】

監理団体等
・園芸産地等について、技能実習生等の受け入れを行う監理団体と海
外を結ぶWEB面接に必要な機器導入経費等を支援。

・補助対象：WEB面接に必要な機器導入等経費、補助率：1/2以内
県農政部

給 付

補 助

74 「清流の国ぎふ」SDGs
推進ﾈｯﾄﾜｰｸ連携促進補助金【県】

「清流の国ぎふ」
ＳＤＧｓ推進ネット

ワーク会員

・①「コロナとともにある新しい日常」に向けた取組み、②業態の変
更を含む新分野への進出、③①・②の取組の普及啓発 を支援

・補助率【単独事業】1/2、【連携事業】3/4
※募集期間は終了しています

県清流の国
推進部

補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

雇
用
継
続

従業員の
家族の
ために

82 新型コロナウイルス感染
症に係る介護事業所内保
育支援補助金【県】

介護サービス事業者
・小学校の臨時休業等に伴い、介護施設・事業所内保育施設が追加的
に実施する学童保育に要する経費への補助

・補助率10/10、上限あり
県健康福祉部

補 助

83 新型コロナウイルス感染症
に関する母性健康管理措置
による休暇取得支援助成金【国】

事業者
（一定の要件あり）

・新型コロナに関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊
娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継
続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のため
に有給休暇制度を設けて取得させた事業者に対する助成。

・対象労働者1人当たり、有給休暇合計5日以上20日未満:25万円。以
降20日ごとに15万円加算（上限額:100万円）

厚生労働省

補 助

84 両立支援等助成金／
介護離職防止支援コース
（新型コロナウイルス感染症
対応特例）【国】

事業者
（一定の要件あり）

・新型コロナウイルス感染症への対応として、育児・介護休業法に基
づく介護休業とは別に、労働者が有給休暇を取得して家族の介護を
行えるような取組を行う中小企業に対する助成。

・支給額は、取得日数が合計5日以上10日未満の場合は20万円、取得
日数が合計10日以上の場合は35万円。

厚生労働省

補 助

・小学校・保育所等の臨時休業に伴い、小学校等に通う子の保護者で
ある労働者に対し、労基法の年次有給休暇とは別途、有給休暇を取
得させた企業に対し助成。

・支給額：対象労働者の日額換算賃金額×有給日数（R2.2.27から
R2.3.31までの日額上限8,330円 R2.4.1以降の日額上限15,000円）

有給休暇を
取得させた企業

85 小学校休業等対応助成金
（企業向け）【国】

厚生労働省

補 助

新たに
従業員を
雇いたい

・感染症の影響による入国制限等により、外国人技能実習生等が確保
できない生産者を支援。

・補助対象：人材確保に伴う賃金や交通費など掛かり増し経費
・補助率：定額 ※上限あり

農林水産省
技能実習生等を確保
できない生産者

78 農業労働力確保緊急支援
事業【国】

補 助

・人手不足が深刻化する品目・地域を対象に、スマート農業技術の現
場への導入・実証（農業大学校等との連携など別途取組み必要）

・補助対象：省力化スマート農業技術の導入経費
・補助率：定額 ※上限あり ※募集期間は終了しています

農林水産省
人手不足の
生産者

79 労働力不足の解消に向けた
スマート農業実証【国】

補 助

9

・感染症に関連した病気休暇や、子どもの休校・休園に関する特別休
暇制度の整備等に取り組む中小企業主に対する助成。

・支給額：対象経費の合計額×3/4等(上限額50万円)
・交付申請期限：令和3年1月4日

特別休暇制度の
整備等に取り組む
中小企業主

厚生労働省

県商工労働部
・国の働き方改革推進支援助成金を活用し、特別休暇制度の整備等に
取り組む中小企業者に対し、県独自の上乗せ支援を実施（助成率
1/4、上限12.5万円）。

81 働き方改革推進支援助成金
（職場意識改善特例コース）

【国・県】

国：補助 県：給付

80 雇用維持・継続人材
マッチング事業【県】

その他
労働力が不足する
企業及び労働力に
余剰のある企業

・労働力が不足する企業情報をマッチングサイトに掲載し、労働力に
余剰のある企業との労働力シェアマッチングを支援。

県商工労働部

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

資金繰りの
ため融資等
を受けたい

売上等が減少して
いる中小・小規模
事業者

・市町村長からセーフティネッ ト保証４号、５号、危機関連保証の
いずれかの認定を受けた事業者等に対し、実質無利子無担保で融資
を受けることができる県の制度融資を創設。

・融資限度額：4千万円（無担保）／償還期間：10年以内（据置5年
以内）／融資利率：年1.4%（※一定要件を満たした場合、借入後3
年間無利子）

県商工労働部87 新型コロナウイルス感染症
対応資金【県】

・＜保証4号＞直近の売上が前年より20％以上減少した事業者等に対
して、通常の保証枠とは別枠で、2.8億円まで借入債務を100％保証。

・＜保証5号＞感染症の影響が生じている対象業種で、直近の売上が
前年より5％以上減少した事業者等に対して、通常の保証枠とは別枠
で、2.8億円まで借入債務を80％保証。 信用保証協会

売上が一定程度
減少した事業者

88 セーフティネット保証
【信用保証協会】

・直近の売上が前年より15％以上減少した事業者等に対して、通常の
保証枠及びセーフティネット保証の保証枠とは更に別枠で、2.8億円
まで借入債務を100％保証。

売上が一定程度
減少した事業者

89 危機関連保証
【信用保証協会】

貸 付

貸 付

貸 付

・直近の売上が前年より５％以上減少した小規模事業者等に対し、通
常の融資枠とは別枠で無担保による貸付を実施。

・信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9％の金
利引下げを実施。据置期間は最長5年。

・一定要件を満たした場合、借入後3年間無利子

日本政策
金融公庫

売上が一定程度
減少した事業者

90 新型コロナウイルス感染症
特別貸付【日本政策金融公庫】

・直近の売上が前年より5％以上減少した事業者等に対する資金繰り
支援として、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間
まで0.9%の金利引下げを実施（据置期間は最長5年）。

・一定要件を満たした場合、借入後3年間無利子

商工組合中央
金庫

売上が一定程度
減少した事業者

92 危機対応融資
【商工組合中央金庫】

・直近の売上が前年より５％以上減少した小規模事業者に対し、通常
の融資枠とは別枠で貸付(融資後3年間まで金利0.9％引下げ)。

・一定要件を満たした場合、借入後3年間無利子

各商工会議所
・ 商工会

売上が一定程度
減少した事業者

91 マル経融資(小規模事業者
経営改善資金)

【日本政策金融公庫】

・売上げ等が減少している中小企業者の資金繰りを支援。
・融資限度額：運転・設備8千万円／償還期間：運転7年以内、設備

10年以内／融資利率：年1.0％、信用保証料負担：年0.5％
県商工労働部

中小・小規模
事業者

93 新型コロナウイルス感染
症対策資金【県】

貸 付

貸 付

貸 付

貸 付

・売上げ等が減少している中小企業者の資金繰りを支援。
・融資限度額：運転・設備1億円／償還期間：運転7年以内、設備10
年以内／融資利率：年1.0％、信用保証料負担：年0.6％

県商工労働部
中小・小規模

事業者
94 危機関連対応資金【県】

貸 付

10

・新型コロナの影響で小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの
世話を行うために契約した仕事ができなくなった保護者への支援。

・就業できなかった日がR2.2.27からR2.3.31までは4,100円/日（定
額）、R2.4.1以降の日は、7,500円/日（定額）を給付。

委託を受けて個人で
仕事をしている方
（一定の要件あり）

86 小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事
をする方向け）【国】※再掲

厚生労働省

給 付従業員の
家族の
ために

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

資金繰りの
ため融資等
を受けたい

・直近の売上が前年より10％以上減少した生活衛生関係営業者等に対
する融資制度

・旅館業者:限度額3,000万円/償還期間 7年以内
・旅館業以外:限度額 1,000万円/償還期間7年以内

日本政策
金融公庫

売上が一定程度
減少した事業者

96 衛生環境激変特別貸付
（特別貸付）【日本政策金融公庫】

・資金繰りに著しい支障を来している農林漁業者に対し、経営の維持
安定に必要な長期運転資金を貸付。

・貸付条件：貸付当初5年間実質無利子／実質無担保／貸付限度額
1,200万円 等

日本政策
金融公庫

農林漁業者
97 農林漁業セーフティネット

資金【日本政策金融公庫】

・経営の維持安定が困難な林業、木材産業者に対する貸付。
・債務保証の当初5年間の保証料免除、保証限度額 8,000万円

(独)農林漁業
信用基金

林業・
木材産業者

98 林業・木材産業災害復旧
対策保証
【(独)農林漁業信用基金】

・事業を継続することが困難な社会福祉施設等の運営事業者に対し、
通常よりも有利な条件で貸付。

・貸付利率：当初5年間 3,000万円まで無利子、3,000万円超の部分は
0.2％、6年目以降0.2％

(独)福祉医療
機構

社会福祉施設等の
運営事業者

99 社会福祉施設等に対する
融資【(独)福祉医療機構】

・直近の売上が前年より5％以上減少した事業者等に対し資金繰り支
援を実施。

・貸付期間：設備20年以内、運転15年以内

商工組合
中央金庫

売上が一定程度
減少した事業者

100 危機対応融資

【日本政策投資銀行】

【商工組合中央金庫】

101 既往債務の借換資金への

信用保証【(独)農林漁業信用基金】
林業者

・民間金融機関を利用して債務を借り換える際、農林漁業信用基金の
債務保証を条件に、利子助成（窓口：全木連）

・債務保証の当初5年間の保証料免除、３億円または必要額のいずれ
か低い額

(独)農林漁業
信用基金

貸 付

貸 付

貸 付

貸 付

貸 付

貸 付

経営を
改善したい

・売上等が50％以上減少している者。
・法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者、2020
年1月～3月の間に創業した事業者も新たに対象。

経済産業省102 持続化給付金【国】

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内に主たる事務所を有
する小規模事業者に対し、業態転換など、事業継続に向けた取組み
を支援する補助制度。

・補助率3/4、補助上限150万円 ※募集期間は終了しています

県商工労働部小規模事業者
103 新型コロナウイルス感染

症対応事業者応援補助金【県】

中小・小規模事業者、
フリーランスを含む
個人事業者等(一定の
要件あり)

給 付

補 助

11

・「売上が５％以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影
響が見込まれる事業者も含めて対象とした融資制度。

日本政策
金融公庫

経営状態が
悪化した事業者

95 経営環境変化対応資金
（セーフティネット貸付）

【日本政策金融公庫】

貸 付

事業継承する
第三者

・感染症の影響により廃業等経営の危機に直面する事業所に対して、
創業を希望する第三者とのマッチングにより事業承継を支援する補
助制度を創設。 ※募集期間は終了しています

県商工労働部
104 第三者事業承継補助金

【県】

補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

経営を
改善したい

・感染症の影響による国内外の需要減少により経営悪化が懸念される
ため、経営体質の強化に向けた取組みを支援。

・補助対象：経営体質強化に資する取組みに係る経費。
・補助率：定額(1頭あたり2～5万円 ※条件等に応じて単価が異なる)

農林水産省
畜産農家

（肥育牛生産）
106 肥育牛経営等緊急支援

特別対策事業【国】

・感染症の影響により、肉用子牛の出荷の停滞が懸念されるため、計
画出荷に係る掛かり増し経費を支援。

・補助対象:計画出荷に係る掛かり増し経費(飼料費等)、補助率:定額
農林水産省

畜産農家
（肉用子牛生産）

105 肉用子牛流通円滑化緊急
対策【国】

補 助

補 助

107 生産性革命推進事業の拡充【国】
中小・小規模
事業者等

・感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、
「生産性革命推進事業」における各補助事業の補助率又は補助上限
を引き上げた「特別枠」を設置するとともに、新たに「事業再開
枠」(上限50万円)を設置。

・ものづくり補助金：補助率1/2→2/3又は3/4、持続化補助金：補助
上限50万円→100万円・補助率2/3→3/4、IT導入補助金：補助率
1/2→2/3又は3/4

経済産業省

108 JAPANブランド育成支援等事業
【国】

(1)事業者支援型
・中小企業・小規模事業者が市場ニーズに合致した商品・サービスを
開発し、新市場への販路開拓を目指す取組みの費用を補助。

・補助上限額：500万円（1事業者あたり）、補助率：2/3以内
(2)支援事業型
・民間支援事業者や地域の支援機関等が、地域産品を活用した新商品
の開発・商品のブランド化等に取り組む中小企業・小規模事業者に
対して、市場調査や商品のプロモーション活動等の支援を行う際の
費用を補助。

・補助率：2/3以内、補助上限額：2,000万円

中小企業庁
中小・小規模
事業者等

109 高収益作物次期作付支援
交付金【国】

・経営維持に向けた販路の回復・開拓や生産販売方式の確立・転換、
感染防止対策等の取組みを支援。

・補助率：３/４又は定額（上限額150万円）
農林水産省

農林漁業者
（常時従業員数が

20人以下の者）
110 経営継続補助金【国】

・飛騨牛のブランドの維持を図るため、県内食肉市場で飛騨牛を購入
する事業者に対し、購入費用の一部を補助（期間延長）

・補助率：定額(１頭あたり10万円以内) ※募集期間は終了しています
県農政部

県内食肉市場の
買参人

111 飛騨牛市場活性化緊急
対策事業費補助金【県】

生産者
（野菜、花きなど）

・外食需要等に伴う価格下落等の影響を受けた野菜、花き、果樹、茶
などの生産者の次期作に向けた前向きな取組みを支援。

・補助対象：作型転換に必要な種苗購入費など。
・補助率：10aあたり５万円。なお、施設花き等は10aあたり80万円、
施設果樹は10aあたり25万円を上限。

農林水産省

補 助

補 助

補 助

補 助

補 助
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【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

経営を
改善したい

・感染症拡大の影響により、肉用子牛の全国平均価格が発動標準を下
回った場合に、経営改善のための取組みを行う生産者に対して、販
売頭数に応じた奨励金を交付。

・定額補助(1頭あたり1万円又は３万円 ※条件等により単価異なる)

農林水産省
畜産農家

（肉用子牛生産）
112 優良肉用子牛生産推進

緊急対策事業【国】

113 県産農畜水産物消費拡大
推進事業費補助金【県】

農畜産物生産者
団体、流通業者等

・感染症の影響を受けた県産農畜水産物をネット通販する際の販売促
進キャンペーンや広報に要する経費を支援。

・補助対象：販売促進・広報経費、補助率：定額
※募集期間は終了しています

県農政部

114 学校給食の休止に伴う
未利用食品活用緊急促進
事業のうちフードバンク
活用の促進対策及び再生
利用の促進対策【国】

・感染症対策に伴う休業等により発生する未利用食品の有効活用を図
るため、フードバンクに寄付する際の輸配送やフードバンクの受入
能力向上に必要な経費等を支援。

・補助対象:庸車費・配送便経費,一時保管用倉庫・運搬車両等賃借料
・補助率:定額

農林水産省
食品関連事業者
フードバンク等

補 助

補 助

補 助

115 移動販売事業運営費
補助金【県】

食料品・日用品を移
動販売する個人事業
者、企業、団体

・新型コロナウイルス感染症の影響により、食料品等の買物に課題を
抱える高齢者や障がい者を支援するため、移動販売事業の実施に要
する経費の補助。

・補助率1/2、上限あり

県健康福祉部

補 助

116 介護ロボット導入促進
事業費補助金【県】

特養、老健、介護
療養型医療施設及び
これら施設の併設
ショート

・新型コロナによる職員体制の縮小や業務量の増加に対応するため、
業務負担の軽減に資する介護ロボットの導入経費に対する補助

・補助率3/4、上限あり ※募集期間は終了しています
県健康福祉部

補 助

117 介護事業所における
ＩＣＴ化導入支援事業費
補助金【県】

介護サービス事業者

・新型コロナによる職員体制の縮小や業務量の増加に対応するため、
業務の効率化に資する介護ソフトや通信環境整備などＩＣＴ化に係
る経費への補助

・補助率3/4、上限あり ※募集期間は終了しています

県健康福祉部

補 助

118 新型コロナウイルス感染
症に係る介護職員休暇取
得支援補助金【県】

介護サービス事業者
・介護施設等職員の出勤が困難となった施設等に対し、サービス提供
を継続するために職員等を派遣する事業者に対して派遣費用を補助

・補助率10/10、上限あり
県健康福祉部

補 助

119 障がい福祉職員休暇取得
支援費補助金【県】

障害福祉
サービス事業所等

・障害福祉サービス事業所等職員の出勤が困難となった施設等に対し、
サービス提供を継続するために職員等を派遣する事業者に対して派
遣費用を補助

・補助率：10/10、上限あり

県健康福祉部

補 助

120 就労系障害福祉サービス
等の機能強化事業費補助金

（生産活動活性化支援事業）【県】

就労系障害福祉
サービス事業所

・感染拡大の影響を受ける障害者の就労を維持・確保するため、事業
所の生産活動の再起に向けて必要となる経費を補助

・補助率10/10、上限あり ※募集期間は終了しています
県健康福祉部

補 助

13

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

経営を
改善したい

124 地域消費喚起支援事業費
補助金【県】

県内地場産業の組合、
実行委員会等

・地場産業の組合等が県内やオンラインで開催する県産品フェアに対
する支援

県商工労働部
補 助

125 中小企業販路開拓等緊急
支援事業費補助金【県】

中小企業者、県内地
場産業の組合等

・県内の中小企業や地場産業の組合等が取り組む新商品開発・改良や
国内外における見本市等への出展・開催などを支援

県商工労働部
補 助

123 家賃支援給付金【国】

民間企業、個人事業
者、医療法人、農業
法人、NPO、社会福
祉法人等幅広く対象
（一定の要件あり）

・5月の緊急事態宣言の延長等により売上急減に直面する事業者を支
援するため、地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給。

・支給額は、申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算
出した給付額(月額)の6倍で、法人は最大600万円、個人事業者は最
大300万円を一括支給。

経済産業省

給 付

121 障害福祉分野ロボット等
導入費補助金【県】

障害者支援施設、
共同生活援助

・障害者支援施設等が感染拡大の防止、負担軽減、労働環境の改善、
生産性の向上等を図るためにロボット導入経費を補助

・補助率10/10、上限あり ※募集期間は終了しています
県健康福祉部

122 障害福祉サービス事業所
等におけるＩＣＴ導入
支援事業費補助金【県】

障害福祉サービス
事業所等

・障害福祉サービス事業所等における新型コロナ感染拡大防止や生産
性向上の取組みを促進するため、ＩＣＴ機器導入に係る経費を助成

・補助率10/10、上限あり
県健康福祉部

補 助

126 商店街にぎわい回復事業
費補助金【県】

商店街振興組合、商
工会議所、商工会等

・商店街組織が実施するイベント・集客プロモーション事業及び「新
しい生活様式」確立に資する事業に必要な経費に対する補助。

・補助率3/4以内、上限あり。 ※募集期間は終了しています
県商工労働部

補 助

127 岐阜県技術シーズ移転・
実証事業費補助金【県】

県内中小企業、その
他知事が適当と認め
る団体

・県内産業の中長期的な業績回復を支援するため、技術移転・実証の
ための機器導入や試作などに要する費用に対する補助。

・補助率3/4以内、補助限度額 上限 10,000千円
※募集期間は終了しています

県商工労働部

補 助

128 楽天市場新規出店支援【県】

県内に本社または店
舗がある法人、また
は県内に居住する個
人事業主

・楽天市場の新規出店費用一部免除やECｻｲﾄの構築・運営サポート
・補助対象経費は、初期登録費用と月額出店料(半年分)の1/2を上限
※募集期間は終了しています

県商工労働部

129 ＥＣサイト新規構築等
事業費補助金【県】

県内中小企業であっ
て、県内に岐阜県産
品を販売する実店舗
を運営している者

・ＥＣサイトの新規構築又は改修する事業に要する経費の一部を支援
・新規構築の場合：補助率3/4以内、補助限度額 上限 750千円
・改修の場合：補助率2/3以内、補助限度額 上限 300千円
※募集期間は終了しています

県商工労働部

補 助

補 助

補 助
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【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

経営を
改善したい

134 ヘルスケア産業関連設備
等導入支援事業費補助金【県】

県内に本社又は事業
所を有する法人及び
個人

・新型コロナウイルス感染症と共生する「新たな日常」に対応するヘ
ルスケア産業製品等の生産設備（金型）、分析・評価機器等の導入
を支援

県商工労働部
補 助

131 サプライチェーン対策の
ための国内投資促進事業
費補助金【国】

製造業、情報通信業、
物流業の企業

・ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ強靭化のため、生産拠点の集中度が高い製品や、国民が
健康な生活を営む上で重要な製品の生産拠点等の整備に対して補助。

・補助率1/2～3/4。上限150億円。 ※募集期間は終了しています
経済産業省

補 助

132 航空宇宙産業競争力維持
支援事業費補助金【県】

航空宇宙産業関連
企業

・航空宇宙分野での企業間取引に必要な公的認証（JISQ9100）を維
持していくため定期審査や更新審査に要する経費の一部を助成。
※募集期間は終了しています

県商工労働部
補 助

133 ヘルスケア産業新ビジネ
ス開拓支援事業費補助金【県】

県内に本社又は事業
所を有する法人及び
個人

・従来の医療機関、モノづくり企業等に福祉機関等を加えたネット
ワークを創設し、「新たな日常」に対応したヘルスケア産業分野へ
の新ビジネス展開を支援

県商工労働部

補 助

137 外食インバウンド回復緊
急支援事業費補助金【県】

外食事業者
・外食産業のインバウンド需要回復に向けた衛生管理の徹底・改善に
資する店舗改修等を緊急支援

・補助率1/2 ※募集期間は終了しています
県農政部

補 助

138 輸出力の維持・強化緊急
施設整備等事業費補助金【県】

食品製造事業者、
食品流通事業者等

・輸出先国の市場変化に対応した食品製造施設整備を緊急支援
・補助率1/2 ※募集期間は終了しています

県農政部
補 助

139 地産地消取組事業者応援
事業費補助金【県】

生産者団体,流通業者,
直売所等(地産地消ｷｬ
ﾝﾍﾟｰﾝ参加店舗)

・地産地消の取組みに係る店頭キャンペーンなどの販売促進活動や新
聞広告による広報等の取組みに要する経費を補助

・補助率：定額、上限あり ※募集期間は終了しています
県農政部

補 助
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130 サプライチェーン対策等
生産設備導入事業費補助金【県】

県内に事業所を有す
る製造業の企業

・新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によるサプライチェーン
の見直しや、コロナ社会における新たな需要に対応するため、生産
設備を導入する場合に補助。 ※募集期間は終了しています

・補助率3/4以内（大企業2/3以内）、補助上限額1億円。

県商工労働部

補 助

135 モノづくり企業新分野
展開支援事業費助成金【県】

県内に事業所を有す
る製造業の中小企業

・多角化による安定経営を目指すため、自社の技術を生かした新分野
に進出する取組み（①専門家指導、②国内展示会出展）を支援。

・補助率10/10。上限①100万円、②60万円（①②両方の申請可能）。
※募集期間は終了しています

県商工労働部

補 助

136 企業立地促進事業補助金
（サプライチェーン対策枠）【県】

県内に工場を
新設（増設）する
製造業の企業

・サプライチェーンの見直しによる工場の新設（増設）に対する補助。
従来の企業立地促進事業補助金の中で投資額及び雇用要件を緩和。

・補助率0.5/10～1/10 、補助上限額5億円。
・令和2年10月20日募集開始。

県商工労働部

補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

経営を
改善したい

144 スマート農業技術導入
支援事業費補助金

（農作業の省力化・効率化・
軽労化支援事業）【県】

人手不足の生産者

・外国人労働者等の人手不足を解消するため、スマート農業技術機
器・機械等の導入に必要な経費を支援

・補助対象：スマート農業機器・機械等の導入経費
・補助率1/3

県農政部

補 助

145 スマート農業推進センタ
ー機能拡大事業【県】

生産者
・農業者が生産現場でスマート農業機器・機械等の効果を比較検証で
きる機会を創出するため、実証用機器・機械等の貸出し制度を新設

県農政部
その他

148 原木供給調整対策事業費
補助金【県】

林業者

・新型コロナウイルス感染症の影響により滞留している原木を一時的
に保管するための経費を補助

・【補助率】ストックヤード対策：1/2以内、原木運搬等対策：1,500
円/㎥以内

県林政部
補 助

149 ぎふの木で家づくり支援
事業(新型コロナ経済対策)【県】

県産材住宅の
建設主（施主）

・木材需要の喚起及び県内工務店を支援するため、住宅の構造材や内
装材に加え、新たに外壁や木塀などに一定量以上の県産材を使用し
た建築主へ助成。助成額：最大90万円

県林政部

補 助

16

143 スマート農業技術実証農
場設置事業費補助金【県】

人手不足の生産者
（産地等）

・感染症の影響を受けた地域においてスマート農業の実証実験を展開
・補助対象：スマート農業機器・機械等の導入経費、補助率3/4

※募集期間は終了しています
県農政部

補 助

141 産地収益力向上対策条件
整備事業費補助金【県】 生産者団体等

・今後、需要拡大が見込まれる県産野菜等農産物の安定供給に必要な
貯蔵施設や加工施設等の整備を支援

・補助率1/2
県農政部

補 助

142 飛騨牛子牛市場活性化
緊急対策事業費補助金

【県】
県内肉牛生産者

・購買意欲が低下した県内肉牛農家の購入奨励のため、県内産和牛の
子牛導入経費を支援 ※子牛市場を開設する団体が実施する子牛導
入支援の一部を県が補助（1/2）、団体の交付単価：３万円/頭

県農政部
補 助

146 飛騨牛輸出促進緊急支援
事業費補助金【県】

食肉販売事業者
・コロナ禍でニーズの高まる飛騨牛の小ロット輸出に必要な加工費
（掛かり増し相当分）に対する補助。

・定額補助（1頭あたり5万円 ）
県農政部

補 助

147 新規輸出促進緊急対策
事業費補助金【県】

農畜水産業者
食品事業者

・コロナ禍での海外食市場の変化に対応した商品開発やＰＲ資材作成、
商談会出展などの取組みに対する補助。

・補助率3/4、上限2,000千円
県農政部

補 助

140 農業６次産業化緊急支援
事業費補助金【県】

６次産業化に
取り組む

農林漁業者等

・自ら生産する農林水産物を利用した新商品開発・販売促進に必要な
機械・器具の導入に要する経費を補助

・補助率3/4 ※募集期間は終了しています
県農政部

補 助

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

事
業
継
続

納税等の
特例

157 占用料等納入猶予【県】
※再掲

・道路、河川、砂防の占用料等について、納入が困難な法人に対し、
最長で1年間納入を猶予し、猶予期間中の延滞金は免除。

各県土木事務所納入が困難な法人

156 自動車税の軽減措置の
延長【県】 ※再掲

自家用乗用車を
取得される方

・自動車税環境性能割の税率を１％軽減する措置を6月延長し、令和3
年3月31日までに取得したものを対象とする。

自動車税事務所

158 使用料納入猶予【県】
※再掲

・都市公園における公園施設の設置若しくは管理許可又は占用許可に
基づく使用料について、納入が困難な方に対し、最長で1年間納入を
猶予。

各県土木事務所納入が困難な法人

159 県営工業用水道料金の
徴収猶予【県】

・資金繰りを支援するため、受水企業からの申請により料金の徴収を
最大3か月猶予。

県都市建築部12事業所

その他

その他

その他

その他
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155 納税猶予の特例【県】
※再掲

2月以降、事業収入
が減少(前年同月比
▲20％以上)し納付
が困難な事業者

・無担保かつ延滞金なしで納税を1年間猶予。地方法人2税、個人事業
税等が対象。

各県税事務所

その他

152 固定資産税等の軽減【国】

153 納税猶予の特例【国】

・2020年2月～10月までの任意の3か月間の収入の対前年同期減少率
が30％以上の事業者が対象。

・事業者の保有する設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市
計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2とする。

事業収入が一定程度
減少した事業者

・無担保かつ延滞金なしで納税を猶予。法人税、固定資産税など、基
本的にすべての税が対象。

2月以降、事業収入が
減少(前年同月▲20％
以上)した事業者

各市町村

国税庁
各市町村

その他

154 テナント賃料を免除した
場合の損失の税務上の
損金算入【国】

・賃料の支払いが困難となった取引先に対し、取引先の営業に被害が
生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、
寄付金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能。

不動産を賃貸する
所有者等

国税庁

その他

その他

150 林業・木材事業者活動
強化支援補助金【県】

林業・木材事業者

・ＷＥＢを活用した非対面型の営業・商談会の実施など新たなビジネ
ス手法等の創出に対し支援。※募集期間は終了しています

・補助率3/4以内
・補助上限額：1,500千円～7,500千円 ※メニューによって異なる

県林政部

補 助

151 林業デジタル化推進事業
費補助金【県】

森林組合、
林業事業体

・新型コロナウイルス感染症対策に取り組みながら、需要に応じた品
質・量の木材を安定的に生産するための森林資源調査体制整備（Ｉ
ＣＴ機器導入）に対する補助。

・補助率3/4以内

県林政部

補 助

経営を
改善したい

令和2年12月14日現在



【岐阜県】新型コロナウイルス感染症対策に関する各支援策

事
業
者
向
け

支援策 対象 概要 問合せ先

163 介護施設等従事者慰労金
【県】

介護サービス
事業所・施設等

従事者

・新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継
続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給。

・支給を希望する方は、原則として、勤務先の介護サービス事業所・
施設等に代理受領委任状を提出。

県健康福祉部

給 付

164 新型コロナウイルス感染
症対応事業者慰労金
（障害者施設）【県】

障害福祉
サービス事業所等

・県内の障害者施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給 県健康福祉部
給 付

そ
の
他

慰労金
その他
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162 依頼試験手数料及び機器
使用料の減免【県】

県内中小企業

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対し、工業系
試験研究機関が実施する依頼試験手数料及び開放機器使用料を減免。

・減免率1/2
・適用期間：令和2年7月15日～令和3年3月31日

産業技術総合セ
ンター、食品科
学研究所、セラ
ミックス研究所、
生活技術研究所

その他

161 厚生年金保険料等の猶予
制度の特例【国】

新型コロナの影響に
より事業収入が減少
し、一時的に納付が
困難な事業者（一定
の要件あり）

・申請等により、特例として1年間、厚生年金保険料・労働保険料等
の納付を猶予。担保の提供は不要。延滞金もかからない。

・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年
金保険料等が対象。

最寄りの
年金事務所

その他

160 電気・ガス・電話料金、
NHK受信料の支払猶予等

【国】

新型コロナの影響に
より、左記料金の支
払いが困難な企業

・電気、ガス、電話料金、NHK受信料の支払いに困難な事情がある
方に対しては、国は各事業者に対し、料金の支払猶予や料金未払い
によるサービス停止の猶予等について柔軟な対応を要請しています。

各事業者
その他

納税等の
特例

事
業
継
続

令和2年12月14日現在







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

中津川市役所 電話 0573-66-1111(代表) 

詳細はこちらから 中津川市 コロナウイルス 

市民安全情報ネットワークの登録 

市では新型コロナウイルス感染症に関する情報を「市民安全情報ネットワーク」のメールで随時配信

しています。メールの登録は右の二次元コードを読み取ってください。 


