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岐阜県内市町村の支援策について 

令和２年６月３日現在 

◆主な需要喚起策 

（１）事業継続や業態転換等に係る事業者に対する支援 

 ○主な支援例： 

①雇用調整助成金の事業者負担分への補助 

 （対応市町村：岐阜市、大垣市、高山市、関市、中津川市、美濃市、 

        瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、 

        可児市、山県市、飛騨市、郡上市、下呂市、養老町、 

        垂井町、白川村） 

②店舗等における感染拡大防止対策（備品購入・施設整備等）や業態転換  

等に対する補助 

   （対応市町村：岐阜市、大垣市、高山市、美濃市、美濃加茂市、飛騨市、 

下呂市、岐南町、養老町） 

③観光需要回復に向けた環境整備等の取組みに対する補助 

（対応市町村：高山市、郡上市） 

④売り上げが減少した事業者等への家賃等の補助 

（対応市町村：高山市、美濃市、美濃加茂市、垂井町） 

⑤デリバリー・テイクアウトを導入するなどした飲食店への補助 

（対応市町村：大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、 

土岐市、瑞穂市、飛騨市、海津市、垂井町、揖斐川町、 

富加町、御嵩町） 

⑥市町村独自の休業要請協力金の支給 

（対応市町村：山県市、郡上市、下呂市、富加町、七宗町、東白川村） 

⑦テレワーク、ＩｏＴ・ＩＴツール導入やネット環境整備に係る補助 

（対応市町村：関市、中津川市、恵那市、飛騨市、揖斐川町） 

 

（２）プレミアム付商品券等の発行 

 ○主な支援例： 

①プレミアム付き商品券等の発行 

（対応市町村：大垣市、関市、中津川市、美濃市、恵那市、土岐市、 

瑞穂市、飛騨市、郡上市、養老町、揖斐川町、池田町、 

富加町、八百津町、白川町、東白川村） 



②市町村内飲食店で利用可能な食事券・テイクアウトクーポン等の発行 

   （対応市町村：関市、美濃加茂市、飛騨市、郡上市、下呂市、笠松町、 

          揖斐川町、大野町、川辺町、七宗町、東白川村） 

③地域通貨の発行 

（対応市町村：可児市、飛騨市） 

 

（３）融資制度の創設・拡充 

○主な支援例： 

①運転資金等に対する融資制度の創設 

  （対応市町村：岐阜市、関市、美濃加茂市、飛騨市） 

②利子補給、信用保証料補給等の創設・拡充 

  （対応市町村：大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、 

瑞浪市、羽島市、各務原市、可児市、瑞穂市、飛騨市 

郡上市、下呂市、白川村） 

 

（４）販売促進・販路拡大支援 

 ○主な支援例： 

①市の施設を活用した物販支援 

   （対応市町村：大垣市、関市） 

②ネットやポイントカード等を活用した販売促進キャンペーン 

  （対応市町村：関市、中津川市、瑞穂市、飛騨市） 

 ③ネットショッピングへの出店や宣伝費等販売促進に係る経費への補助 

   （対応市町村：恵那市、飛騨市、養老町） 

  ④宿泊料金への助成 

   （対応市町村：美濃市、飛騨市、郡上市） 

 

（５）特産品・観光ＰＲ 

 ○主な支援例： 

 ①オンライン旅行会社を活用した宿泊客数の増加対策 

 （対応市町村：岐阜市） 

②市町村外在住者への特産品の配送事業 

   （対応市町村：美濃加茂市、飛騨市、東白川村）  



岐阜県内各市町村の新型コロナウイルス支援策一覧（全市町村共通事業） 令和２年６月３日現在（未定稿）
（※給付的な要素に係る支援策を中心に掲載）

No. 市町村名 類型 事業名 事業概要 対象者の内容 備考

1 全市町村 個人向け（生活支援） 特別定額給付金 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。
基準日(R2.4.27)に住民基本台帳に記載され

ている方

2 社会福祉協議会 個人向け（生活支援） 生活福祉資金貸付制度
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。
感染症の影響により収入が減少した世帯

3

全市町村（福祉

事務所設置団

体）

個人向け（生活支援） 住居確保給付金

・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） 。

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

4 全市町村 個人向け（生活支援） 子育て世帯への臨時特別給付金

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。

児童手当を受給する

世帯(0歳～中学生がいる世帯)

5 全市町村 個人向け（生活支援）
国民健康（後期高齢者医療）保険

料等の減免
国民健康保険、国民年金等の保険料の減免を行う。(減免の基準は今後通知) 感染症の影響により一定程度収入が下がった方

6 全市町村 個人向け（生活支援）
国民健康（後期高齢者医療）保険

傷病手当金

新型コロナウイルスの影響で労務に服することができない場合に、日数に応

じて傷病手当金を支給。

新型コロナウイルス感染症に感染した人または

感染が疑われる人

7 全市町村 個人向け（生活支援） 納付猶予の特例(国)
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。

  2月以降、収入が減少(前年同月比  ▲

20％以上)したすべての方

8 全市町村 事業者向け（事業継続） 納付猶予の特例(国)
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(前年同月比  ▲

20％以上)したすべての事業者

9 全市町村 個人向け（生活支援） 納付猶予の特例(県) 自動車税や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

10 全市町村 事業者向け（事業継続） 固定資産税等の軽減
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、ゼロまたは1/2とする。

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

11 全市町村 事業者向け（感染拡大防止）
新型コロナウイルス感染症拡大防

止協力金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、施

設の使用停止や営業時間短縮（食事提供施設に限る）に全面的に協力する事

業者に対し支給。＜支給額＞1事業者あたり50万円

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



岐阜県内各市町村の新型コロナウイルス支援策一覧 令和２年６月３日現在（未定稿）

（※給付的な要素に係る支援策を中心に掲載）

No. 市町村名 類型 事業名 事業概要 対象者の内容 備考

1 岐阜市 個人向け（生活支援）
特別支援学校等臨時休業対応　放

課後等デイサービス

特別支援学校等の臨時休業に伴い利用が増加する放課後等デイサービスの利用

者負担額（令和3年3月2日から春休み前日まで）を支援

放課後等デイサービス（障害児通所給付）利用

者

2 岐阜市 事業者向け（事業継続） 観光需要喚起対策
新型コロナウイルス感染症収束後、オンライン旅行会社を活用した宿泊客数の

増加対策を講じる。
観光事業者等

3 岐阜市 事業者向け（事業継続）
ぎふし新型コロナウイルス感染症

対応資金

実質無利子・無担保の融資制度を創設し、中小企業者等を支援 小規模事業者・中小企業者でセーフティ

ネット保証４号、５号等の認定を受けた者

4 岐阜市 事業者向け（感染拡大防止）
障害福祉サービス事業所等衛生用

品購入費助成

障害福祉サービス事業所等が新型コロナウイルス対策に必要な衛生用品を購入

する費用を支援
障害福祉サービス事業所等

5 岐阜市 事業者向け（感染拡大防止）
高齢者福祉施設等衛生用品購入費

助成

高齢者福祉施設等が新型コロナウイルス対策に必要な衛生用品を購入する費用

を支援
高齢者福祉施設等

6 岐阜市 個人向け（生活支援） ひとり親家庭等応援金 児童扶養手当を受給する世帯に対し、1世帯あたり１万円を支給 児童扶養手当受給者

7 岐阜市 事業者向け（感染拡大防止） 病床確保事業費補助金 新型コロナウイルス感染症患者の受入可能病床を確保するため医療機関を支援 医療機関

8 岐阜市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整支援金 国の雇用調整助成金を活用した事業所を対象に事業主負担分を支援 市内事業者

9 岐阜市 個人向け（生活支援） ＩＣＴ教育推進事業
中学３年生を対象に家庭でのオンライン学習環境を確保するためタブレット端

末を導入
岐阜市立中学校3年生 教育関連事業

10 岐阜市 個人向け（生活支援） 子どもの学び応援
保育所等の閉園、学校の臨時休業により登園、登校ができなかった子どもたち

へ５千円分の図書カードを配布

市内の公立・私立保育園、認定こども園等、幼稚

園、小・中・特別支援学校に通う市内在住の子ども
教育関連事業

11 岐阜市 事業者向け（感染拡大防止） 私立保育園等感染症対策 私立保育園等が新型コロナウイルス対策に必要な備品を購入する費用を支援 私立保育園等

12 岐阜市 事業者向け（雇用継続）
雇用調整助成金申請等手数料補助

金

労働局へ提出する雇用調整助成金等の申請書類作成費として社会保険労務士等

へ支払う手数料を支援
市内事業者



岐阜県内各市町村の新型コロナウイルス支援策一覧 令和２年６月３日現在（未定稿）

（※給付的な要素に係る支援策を中心に掲載）

No. 市町村名 類型 事業名 事業概要 対象者の内容 備考

13 岐阜市 事業者向け（事業継続） 感染拡大防止支援金 店舗等における感染拡大防止対策を促進するため５万円の支援金を給付 市内小売業・サービス業の事業所

14 岐阜市 個人向け（生活支援） 学生の学修支援
オンライン講義や参考書の購入など、学生の学修環境を整えるため１万円を給

付

岐阜市立女子短期大学学生

岐阜薬科大学学生及び大学院生
教育関連事業

15 岐阜市 個人向け（生活支援）
市営自転車駐車場定期券利用期間

の延長

通学先が臨時休業となったことにより、市営自転車駐車場を利用していない方

を対象とし、利用期限を延長（最大２か月）または、料金の還付を実施

小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校、大学、専修学校等通学者

16 大垣市 事業者向け（事業継続） 大垣市中小企業融資制度の拡充

新型コロナウイルス感染症により、取引減少等の影響を受けた市内中小企業者

等の資金繰りを支援。

＜拡充の内容＞

・利子補給の補助率の嵩上げ

　1/2→全額（10/10）

・融資の据置期間の延長

　6月以内→12月以内

新型コロナウイルス感染症の影響により、

中小企業信用保険法第2条第5項第4号（売

上高等前年同期比20％以上減）又は第6項

（15％以上減）に定める認定を受けている

市内中小企業者等

17 大垣市 事業者向け（事業継続）
奥の細道むすびの地記念館を活用

した物販支援

農産物や特産品等を販売する事業者を対象に、奥の細道むすびの地記念館での

販売行為等を無料で許可し、物販を支援。

※施設が再開次第、実施予定。

大垣観光協会の会員である農産物や特産品

等を販売する事業者

18 大垣市
事業者向け（感染拡大防

止）

オンライン就活用スペースの無料

貸し出し

就職活動中の方を対象に、オンライン就活用のスペースとしてガキビズ（ス

タートアップラボ）を無料で貸し出し。

1)　就職活動中の学生（大学、短大、高

専、専門学校）

2)　既卒3年以内の就職活動中の方

19 大垣市
事業者向け（感染拡大防

止）
採用活動のオンライン化導入支援

企業向けのセミナーを開催し、ウェブ面接、ウェブ企業説明会、テレワークの

導入を支援。
企業経営者、人事担当者等

20 大垣市 事業者向け（事業継続） 学校給食の食材の販売 臨時休業のため市内小中学校の給食として利用できなかった食材を販売。 学校給食の食材の納入事業者

21 大垣市 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症対策申

請手続支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策の申請時に、社会保険労務士や

税理士等へ支払う事務手数料の一部を補助。

補助率：1/2

上限額：1事業所あたり100千円

市内に本社又は事業所を有している中小企

業者等で、新型コロナウイルス感染症の影

響により、前年同月比等で売り上げが50％

以上減少している者



岐阜県内各市町村の新型コロナウイルス支援策一覧 令和２年６月３日現在（未定稿）

（※給付的な要素に係る支援策を中心に掲載）

No. 市町村名 類型 事業名 事業概要 対象者の内容 備考

22 大垣市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた中

小企業者等が、従業員を一時的に休業させ、休業手当に国の雇用調整助成金を

活用した場合に、市が事業者の負担分を補助。

補助率：休業手当の1/10

上限額：1人1日あたり925円

市内に事業所を有する事業者で、次に掲げ

る要件をすべて満たすもの

1)　中小企業基本法上の中小企業であるこ

と

2)　市内で現に事業活動を行っていること

3)　国の雇用調整助成金の支給決定を受け

ていること

4)　市税の滞納がないこと

23 大垣市 個人向け（生活支援） 子育て世帯買い物支援事業
中学校3年生以下の児童を対象に、1人につき5千円分のギフトカード（クレ

ジットカード会社発行）を支給。

中学校3年生以下の児童（平成17年4月2日

～令和2年4月1日生まれ）：約21,000人

24 大垣市 個人向け（生活支援） ひとり親家庭応援金支給事業 ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）を対象に、1世帯につき2万円を支給。
令和2年5月分の児童扶養手当受給世帯：約

1,050世帯

25 大垣市 事業者向け（事業継続） 中小企業がんばれ応援事業補助金

中小企業者・個人事業主に対し、経営維持、設備投資、販路開拓に取り組む事

業の経費を補助。

補助率：1/2

上限額：1事業所あたり300千円

市内に本社又は事業所を有している中小企

業者等で、新型コロナウイルス感染症の影

響により、前年同月比等で売り上げが30％

以上減少している者

26 大垣市 事業者向け（事業継続）
「ＧＡＫＩめし」発掘・ＰＲ事業

補助金

飲食店がテイクアウトメニュー等を開発・販売するために要した経費を補助す

る（①）とともに、大垣観光協会が運営するホームページ等を通じて販売促進

のための情報を発信（②）。

実施主体：大垣観光協会

①「ＧＡＫＩめし」準備支援

補助率：10/10

上限額：1店舗あたり10万円

　　　　※申請は1店舗1回まで

条　件：1商品以上メニュー化し、ホーム

　　　　ページへ掲載すること

②「ＧＡＫＩめし」販売支援

補　助　率：10/10

補助限度額：7,000千円

市補助対象：大垣観光協会

＜大垣観光協会の実施事業に関する対象者

＞

①「ＧＡＫＩめし」準備支援

大垣観光協会会員で、市内で営業する飲食

店

※チェーン店除く

※②の実施対象者は、大垣観光協会

27 大垣市 事業者向け（事業継続）
プレミアム付商品券発行事業補助

金

新型コロナウイルス感染症の影響による需要の落ち込み等に対し、前倒しして

実施（9月→8月）する大垣市商店街振興組合連合会のプレミアム付商品券の発

行を支援。

実施主体：大垣市商店街振興組合連合会

券　　種：1冊1,000円券×11枚綴

　　　　（額面11,000円を10,000円で販売）

購入限度額：1人10冊まで

市補助対象：大垣市商店街振興

　　　　　　組合連合会

＜大垣市商店街振興組合連合会の実施事業

に関する対象者＞

募集対象店舗：大垣市中心市街地

　　　　　　　区域内の店舗

　　　　　　　※大型店舗除く
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28 大垣市 事業者向け（事業継続） 医療従事者応援事業
新型コロナウイルス感染症に最前線で対応している大垣市民病院の医療従事者

に対し、感染症対応手当（日額3千円～4千円）を支給。

大垣市民病院において、新型コロナウイル

ス感染症の患者等の治療や看護、病原体の

検査、病原体が付着している物の処理など

に従事する医師、看護師、医療技術職、事

務職：1日あたり約40人

29 高山市 個人向け（生活支援）
新型コロナウイルスにかかる特別

融資

・市内金融機関が行う特別融資制度の活用促進のため、市による支援を追加。

（令和2年9月までの融資実行分）

・利子：３年間全額補給

・保証料：一括前払い…全額補給、後払い…利子同様（保証料の有無・支払い

方法は制度内容による）

勤労者、市民

30 高山市 個人向け（生活支援）
福祉金庫基金資金の

貸付要件の緩和

・他の融資を受けられない方を対象に生活資金の貸付（上限20万円）を実施。

（～９月末、貸付上限額の引き上げ、保証人などの貸付要件の特例措置を実

施）

生計を維持することが困難になった方

31 高山市 個人向け（生活支援） 市営住宅による支援

・市営住宅の家賃、敷金及び駐車場使用料の支払いが困難な場合、収入の状況

により減免又は猶予。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

関わらず市営住宅を一時提供。

・申請から入居決定にかかる期間を短縮（１週間程度）

市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

32 高山市 個人向け（生活支援） 子育て世帯応援給付金

・保育園、幼稚園、小・中学校等の臨時休業措置に伴い影響を受けている子育

て世帯の生活に対する負担軽減のため、対象児童一人につき１万円を支給。

・市から申請書類を対象者へ郵送、必要事項を記入し郵送により申請。

・申請期限：7月31日まで

保育園、幼稚園、小・中学校等に在籍する

子どもの保護者

33 高山市 個人向け（生活支援） 学校の給食費に代わる支援

・給食がなくなったことによって生じた昼食にかかる経済的負担を軽減するた

め、給食費相当額を支給。

・給付については、対象者に対して各学校からお知らせしています。

要保護及び準要保護児童・生徒の保護者

34 高山市 個人向け（生活支援） 上下水道料金の支払い猶予 ・毎月の支払いについて、支払い期限を最大６ヵ月猶予。
一時的に料金の支払いに困難をきたしてい

る方

35 高山市 事業者向け（感染拡大防止） 観光振興事業補助金

・感染症対応や収束後の観光需要回復に向けた環境整備、おもてなし力の向上

等の取り組みを支援。

・補助対象事業

①観光客と観光関連事業者の安全・安心を確保する事業

②観光需要回復に向けた基盤を整備する事業

・補助率：１／２　補助上限：５０万円

市内の観光関連事業者 観光関連事業
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36 高山市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整助成金（上乗せ）

・国の雇用調整助成金を活用して、雇用の安定及び事業活動の継続、収束期を

見据えた雇用の確保の取り組みを支援するため、雇用調整助成金にかかる労働

者の休業手当相当額と国の助成金額との差額（事業者負担分）を全額補助す

る。

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

37 高山市 事業者向け（事業継続） 商業機能等持続化事業補助金

・感染症の影響により、３月～８月のいずれかの間に、売上が前年同期比で２

０％以上減少している者。

・対象経費：入居する店舗や事務所等の賃借料

・補助上限：１事業者につき４０万円

（4月～9月の6ヵ月分の家賃の1/3相当額）

市内でテナントにより店舗などを経営する

中小企業者等

38 高山市 事業者向け（事業継続） 温泉利用宿泊施設支援補助金

・感染症の影響により、３月～８月のいずれかの間に、売上が前年同期比で２

０％以上減少している者。

・対象経費：温泉を共同で利用・購入している組合等へ支払う利用料

鉱泉源を単独で所有している場合は、温泉を常時くみ上げるために必要な電気

料など

・補助上限：１施設４０万円

市内で温泉を利用する宿泊施設を営む事業

者
観光関連事業

39 高山市 事業者向け（事業継続）
生産性改革推進事業の拡充（上乗

せ）

・国の補助率等の拡大に加えて、さらに事業者の負担を軽減するため、事業者

の自己負担分を全額補助（補助上限あり）。
中小企業者

40 高山市 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症対応事

業者応援補助金（上乗せ）

・県の支援制度に加えて、さらに事業者の負担を軽減するため、事業者の自己

負担分を補助。

・補助率：１/３、補助上限：７５万円

小規模事業者

41 高山市 事業者向け（事業継続） 新ビジネス創出応援事業補助金

・新型コロナウイルス感染症による影響を乗り越えるため、市内事業者のそれ

ぞれの特色を最大限に活かした新たなビジネスの創出や経営の多角化などの取

り組みを支援。

・対象経費：店舗改修費、広告宣伝費など

・補助率：１/２、補助上限：５万円

中小企業者

42 高山市 事業者向け（事業継続）
観光振興事業補助金

※再掲

・感染症対応や収束後の観光需要回復に向けた環境整備、おもてなし力の向上

等の取り組みを支援。

・補助対象事業

①観光客と観光関連事業者の安全・安心を確保する事業

②観光需要回復に向けた基盤を整備する事業

・補助率：１/２、補助上限：５０万円

市内の観光関連事業者 観光関連事業

43 高山市 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症対策資

金

・事業者の負担を軽減するため、市による支援を追加。（令和２年９月までの

融資実行分）

・利子：３年間全額補給

・保証料：全額補給

中小企業者
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44 高山市 事業者向け（事業継続） 危機関連対応資金

・事業者の負担を軽減するため、市による支援を追加。（令和２年９月までの

融資実行分）

・利子：３年間全額補給

・保証料：全額補給

中小企業者

45 高山市 事業者向け（事業継続） 県返済ゆったり資金

・事業者の負担を軽減するため、市による支援を追加。（令和２年９月までの

融資実行分）

・利子：３年間全額補給

・保証料：全額補給

中小企業者

46 高山市 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症対応資

金

・事業者の負担を軽減するため、市による支援を追加。（令和２年９月までの

融資実行分）

・保証料の1/2補給、利子3年間全額補給

中小企業者

47 高山市 事業者向け（事業継続）
マル経融資（小規模事業者経営改

善資金）

・事業者の負担を軽減するため、市による支援を追加。（令和２年９月までの

融資実行分）

・利子：３年間全額補給

小規模事業者

48 高山市 事業者向け（事業継続）
衛生環境激変特別貸付（特別貸

付）

・事業者の負担を軽減するため、市による支援を追加。（令和２年９月までの

融資実行分）

・利子：３年間全額補給

旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む

中小企業者

49 高山市 事業者向け（事業継続） 経営安定特別資金融資の条件変更
・市制度融資の利用者が一定期間の返済猶予等の条件変更を受ける際に追加で

必要となる保証料を全額支給。
市制度融資利用者

50 高山市 事業者向け（事業継続） 小口融資の条件変更
・市制度融資の利用者が一定期間の返済猶予等の条件変更を受ける際に追加で

必要となる保証料を全額支給。
市制度融資利用者

51 高山市 事業者向け（事業継続） 創業支援資金融資の条件変更
・市制度融資の利用者が一定期間の返済猶予等の条件変更を受ける際に追加で

必要となる保証料を全額支給。
市制度融資利用者

52 高山市 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルスにかかる特別

融資

・事業者の負担を軽減するため、市による追加支援を実施。

・利子：３年間全額補給　保証料：全額補給

・融資条件は各金融機関により異なる。

市内事業者

53 高山市 事業者向け（事業継続）
上下水道料金の支払い猶予

※再掲
・毎月の支払いについて、支払い期限を最大６ヵ月猶予。

一時的に料金の支払いに困難をきたしてい

る方

54 多治見市 事業者向け（事業継続）
中小企業支援向け信用保証料補給

補助金

新型コロナウイルス感染症の影響に起因する中小企業支援向け信用保証料補給

に伴う補助金の追加
市内事業者

55 多治見市 事業者向け（雇用継続）
雇用調整助成金等申請事務委託補

助金
雇用調整助成金等申請事務に係る社会保険労務士への委託に伴う制度の新設 市内事業者

56 多治見市 事業者向け（事業継続）
市内飲食店テイクアウト200円OFF

事業「TAJIMEALGO」
市内飲食店テイクアウト200円OFF事業「TAJIMEALGO」 市内事業者、テイクアウト利用者
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57 関市
個人向け（生活支援）

事業者向け（事業継続）
せきのお食事応援券事業

・市内飲食店で利用可能な「お食事券」7000円分を5000円で購入できる。1世

帯３冊まで購入可

・食事券発行額1億500万円　※販売２日間で完売

市内全世帯

58 関市 個人向け（生活支援） 生活支援資金貸付事業
令和元年11月及び12月と比して、直近の月額収入が2割減少した世帯に対し、

30万円（月10万円×3月間）を無利子貸出
市内全世帯

59 関市
個人向け（生活支援）

事業者向け（事業継続）
ひとり親家庭支援事業

ひとり親に対して、市内店舗で利用できる商品券（せきチケ）を２万円又は３

万円を配布。　※児童扶養手当の額による。
児童扶養手当受給者

60 関市
個人向け（生活支援）

事業者向け（事業継続）
子育て世帯支援事業

中学生以下の子を有する世帯に、市内店舗で利用できる商品券（せきチケ2万

円）を配布。
対象の子どもが属する世帯の世帯主

61 関市 事業者向け（事業継続） 「#せきエール飯」登録事業
デリバリー・テイクアウトを行う店舗を市ホームページへ掲載し、市民で応援

する。
市内飲食業者

62 関市 事業者向け（事業継続） 飲食店支援事業補助金
デリバリー・テイクアウトを始めた飲食店へ、必要経費の80%を補助する。

（上限10万円）
市内飲食業者

63 関市 事業者向け（雇用支援） 雇用調整支援金
国の雇用調整助成金・雇用安定助成金威容者に対する嵩上げ。従業員一人

解雇なし：925円、解雇あり：520円など
市内事業者

64 関市 事業者向け（事業継続） 緊急つなぎ資金制度
・売上が減少した店舗のテナント料や店舗取得に係る借入金について、市が無

担保、無利子で融資する。家賃又は返済金の２カ月分を融資（上限20万円）
市内事業者

65 関市 事業者向け（事業継続） 人財スキルアップ支援事業補助金

・在宅勤務、休業が続く製造業の従業員が、この機会を生かして専門性の高い

資格や免許の取得、講習の受講等に係る経費（事業者負担分）の1/2を補助す

る。※１社あたり１０万円を限度

市内事業者

66 関市 事業者向け（事業継続） IOT・IT導入事業補助金の拡充

・中小企業がIOT・ITツールを導入するために必要な経費の2/3を補助する。

（従前は1/2）

・１社あたり限度額50万円

市内事業者

67 関市 事業者向け（事業継続） 関市信用保証料補給

中小企業が支払った信用保証料を補給する。

信用保証料の1%を助成する。

（コロナ：元金2,000万円まで）

市内事業者
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68 関市 事業者向け（事業継続）
コロナに負けない！

応援ショップ
商品の販売場所（市役所多目的ショップ）を提供し、事業者を応援する。 市内事業者

69 関市 事業者向け（事業継続） 食べて応援！！せきごはん
職員向けに弁当を販売し、飲食店を応援する。

（４月～５月）
市内事業者

70 関市 個人向け（生活支援） 関市奨学資金制度（拡充）
・関市奨学資金の額を、月額高校生1万円⇒2万円、大学生3万円⇒5万円へアッ

プし、学業に係る負担を軽減する。
高校生、大学生等

71 関市
個人向け（生活支援）

事業者向け（事業継続）

プレミアム商品券（せきチケ）発

行事業

・12,000円分の商品券を10,000円で,高校生以下の子を有する世帯は9,000円で

購入できるプレミアム商品券（せきチケ）の発行事業。1世帯あたり2冊まで購

入可能。

市内全世帯

72 中津川市 個人向け（生活支援） 給食費助成事業

学校等の再開にあたり、幼稚園、小学校、中学校、保育所等の給食費を3か月

分免除

３才未満児の保育料を給食費相当分減額

幼稚園、小学校、中学校、保育所等に通う

子を持つ世帯

73 中津川市 個人向け（生活支援）
飲食店等総合支援事業

(飲食店等利用促進事業）

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

18歳未満(令和2年4月1日現在)の子のいる

世帯

74 中津川市 個人向け（生活支援） プレミアム付商品券発行事業 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の発行事業 市内全世帯

75 中津川市 個人向け（生活支援） 市営住宅家賃の減免
・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。
市営住宅入居者

76 中津川市 個人向け（生活支援） 市営住宅の一時提供
・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

解雇等により住居の退去を余儀なくされた

方

77 中津川市 事業者向け（感染拡大防止）
感染による一時閉鎖事業所支援事

業

感染により一時閉鎖した事業所などが、再開のための消毒などに要する経費の

一部を助成
対象となる事業者

78 中津川市 事業者向け（感染拡大防止） テレワーク導入事業 新たにテレワーク環境を整備する経費の一部を助成 対象となる事業者
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79 中津川市 事業者向け（事業継続） 中小企業小口融資制度
市中小企業小口融資制度に係る利子補給の新設及び信用保証料の補給の拡充、

据置期間の新設
市内中小企業

80 中津川市 事業者向け（事業継続）
飲食店等総合支援事業

（テイクアウト導入事業）
テイクアウト導入に係る初期費用相当額（上限100,000円）について助成 市内飲食店等事業者

81 中津川市 事業者向け（事業継続）

飲食店等総合支援事業

(飲食店等利用促進事業）

※再掲

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
市内飲食店等事業者

82 中津川市 事業者向け（事業継続）
プレミアム付商品券発行事業※再

掲
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の発行事業 市内事業者

83 中津川市 事業者向け（事業継続） 雇用安定支援事業 雇用調整助成金の上乗せ、申請代行に必要な経費の一部を助成 市内中小企業等

84 中津川市 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症対応事

業者応援事業
県新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金の上乗せ 市内小規模事業者

85 中津川市 事業者向け（事業継続）
ふるさと納税（飲食店、観光関連

事業者の応援）

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者（飲食店、観光関連事業者

等）の返礼品を特集で掲載し、返礼品の取り扱い量増加を図ることで支援す

る。

・新型コロナウイルス感染症対策を寄付の使途に追加。

感染症の影響を受けた事業者

86 美濃市 個人向け（生活支援） ひとり親世帯等マスク配布事業
ひとり親世帯等に対して不織布マスク1箱（50枚入り）を配布する ひとり親世帯

87 美濃市 個人向け（生活支援） 買い物代行支援事業

外出が難しい方、濃厚接触者に指定され外出できない方等に、食料品や日用品

などの買い物を代行された際の支援。

市内全世帯

88 美濃市 事業者向け（雇用継続） 雇用安定支援事業補助経費

労働者を休業させた場合に休業手当等の一部が助成される国の「雇用調整助成

金」について、事業者負担分を市が補助する。

対象となる市内事業者

89 美濃市 事業者向け（事業継続） 酪農業支援事業

小中学校の臨時休業に伴う学校給食の停止により、余剰となった牛乳を市が買

い取り、児童生徒に配布し、酪農家を支援する。

美濃酪農農業協同組合

90 美濃市 事業者向け（事業継続） 美濃商工会議所補助経費

事業者が既存融資の返済猶予等を受ける場合に、償還据置期間中の利子を最長

6カ月間補給する。

商工会議所が社会保険労務士を招聘し、事業者に対して各種支援制度の申請書

作成支援及び助言を行う。

対象となる市内事業者
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91 美濃市 事業者向け（事業継続） 事業継続支援利子補給等補助経費

売上が減少し資金繰りに困っている小規模事業者が運転資金を借り入れた際の

利子、及び保証料の一部を補助する。

対象となる市内事業者

92 美濃市 事業者向け（事業継続） 飲食店配食等支援事業

自宅で過ごす機会が増え、食生活が偏りがちな子供たち等に対し、学校給食メ

ニューのテークアウト弁当を提供する事業者に対し、製造費用等の一部を補助

する。

対象となる市内事業者

93 美濃市 個人向け（生活支援） 子育て特別応援金給付事業

令和2年4月28日以降、国の緊急事態宣言が全て解除された日の翌日までに生ま

れた子どもを対象に、子ども1人につき8万円を特別応援金として給付。

令和2年4月28日以降、国の緊急事態宣言が

全て解除された日の翌日までに生まれた子

どもの保護者。

94 美濃市 個人向け（生活支援） 家庭学習環境整備事業

臨時休業中の児童生徒に対して学習支援等を行うため、家庭学習用教材の配

布、ICTを活用した家庭学習環境整備を実施。

市内小中学校に通う児童生徒

教育関連事業

95 美濃市 個人向け（生活支援） 学校給食費支援

市内小中学校に通学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学校

給食費の一部を支援。

市内小中学校に通う児童生徒

96 美濃市 事業者向け（事業継続） プレミアム付商品券発行事業
市内店舗で使用できる額面7千円（販売価格5千円）のプレミアム付商品券の発

行

市内全世帯

97 美濃市 個人向け（生活支援） 家計急変学生等支援事業

市内在住の保護者に対して高校生1人につき1万円、大学生1人につき2万円を給

付。

市内在住の保護者に対して、下宿する高校生、大学生の家賃の1/2を補助（最

大75千円）。

平成8年4月2日から平成17年4月1日までに

生まれた高校生及び大学生のうち、保護者

又は本人が美濃市に住所を有するもの。

98 美濃市 事業者向け（雇用継続） 社会福祉施設等従事者慰労事業

老人福祉施設、障がい者支援施設といった社会福祉施設等の従事者に対し、慰

労品として商品券を贈呈。

市内社会福祉施設等の従事者

99 美濃市 事業者向け（事業継続） 事業者向け家賃等支援事業
売上が20％以上減少した事業者に対して、家賃及び光熱水費の一部を補助。 対象となる市内事業者

100 美濃市 事業者向け（事業継続） 事業継続応援事業

事業継続に向け業務転換などに取り組む事業者を対象に、業務転換にかかる費

用の一部を補助。

対象となる市内事業者

101 美濃市 事業者向け（事業継続） 事業再開応援事業

事業者が感染防止対策のための新たな店舗施設整備、備品購入を行った場合、

費用の一部を補助。

対象となる市内事業者
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102 美濃市 事業者向け（事業継続）
宿泊・会食等応援キャンペーン事

業

市内宿泊施設の利用があった場合、宿泊事業主に対し宿泊プランの費用の一部

を補助。

市内料理店で団体利用があった場合、料理店に対して会食プランの費用の一部

を補助。

対象となる市内事業者

観光関連事業

103 瑞浪市 個人向け（生活支援）
子育て世帯応援金給付事業（新型

コロナ対策）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対し、市独自に子

ども１人当たり給付金１万円を支給する。

令和2年4月1日時点で本市に住民票があり

令和2年3月31日時点で中学校修了前のお子

さんを養育している方

104 瑞浪市 事業者向け（雇用継続）
雇用調整助成金給付事業（新型コ

ロナ対策）

中小企業における失業の予防と雇用の安定を図ることを目的として、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、市が上乗せ

して助成する。

対象となる市内事業者

105 瑞浪市 事業者向け（事業継続）
飲食店緊急支援事業（新型コロナ

対策）

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内の飲食店を支援するため、テイ

クアウトを推進する市内団体に対し、チラシやホームページの作成にかかる費

用などを助成する。

市内団体等

106 瑞浪市 事業者向け（事業継続）
小口融資緊急利子補給事業（新型

コロナ対策）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業を支援するため、中

小企業小口融資を活用した事業者に対し、現状の信用保証料全額補助（上限50

万円）に加え、新たに2年間の利子相当額の補給を実施する。

市内事業者

107 瑞浪市 事業者向け（雇用継続）
離職者等再就職支援事業（新型コ

ロナ対策）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、就労の機会を失った求職者の雇

用を確保するため、岐阜県が行う「新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

る離職者等の再就職支援」に、市が上乗せして助成する。（上乗せ助成額：40

万円）

対象となる市内事業者

108 瑞浪市 事業者向け（事業継続）
ものづくり補助金助成事業（新型

コロナ対策）

新型コロナウイルス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

者を支援するため、国が行う「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補

助金（特別枠）」の採択を受けた事業者に対し、市が上乗せ補助にて支援す

る。（上乗せ補助上限額100万円）

対象となる市内事業者

109 瑞浪市 事業者向け（事業継続）
持続化補助金助成事業（新型コロ

ナ対策）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、販路開拓等に取り組む事業

者を支援するため、国の「小規模事業者持続化補助金」又は、岐阜県の「新型

コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金」の採択を受けた事業者に対し、

市が上乗せ補助にて支援する。（上乗せ補助上限額25万円）

対象となる市内事業者

110 瑞浪市 事業者向け（事業継続）
ＩＴ導入補助金助成事業（新型コ

ロナ対策）

新型コロナウイルス感染症の対策として、テレワーク環境等の整備に取り組む

事業者を支援するため、国の「ＩＴ導入補助金（特別枠）」の採択を受けた事

業者に対し、市が上乗せ補助にて支援する。（上乗せ補助上限額225万円）

対象となる市内事業者

111 羽島市 事業者向け（事業継続） 羽島市小口融資

・利子補給72％、信用保証料助成3分の1

〈融資条件〉融資限度額：2千万円（無担保）

　　　　　　　融資利率：年0.75％

　　　　償還期間：設備10年以内・運転5年以内

市内事業者
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112 羽島市 事業者向け（事業継続）
羽島市新型コロナウィルス感染症

緊急支援融資

・市が利子および信用保証料の全額を助成

〈融資条件〉融資限度額：500万円（無担保）

　　　　　　償還期間：運転3年以内

市内事業者

113 恵那市 事業者向け（事業継続） 雇用調整支援事業 休業手当と雇用調整助成金との差額分を助成する。 対象となる事業者

114 恵那市 事業者向け（事業継続） テレワーク導入支援事業
テレワークを導入する事業所に対して、ITツール導入経費を補助。補助率1/2

以内、上限20万円
対象となる事業者

115 恵那市 事業者向け（事業継続） 販路拡大支援事業
ネットショッピングを活用する事業所に対

してサイト開設や出店等の経費を補助。補助率1/2以内、上限20万円
対象となる事業者

116 恵那市 事業者向け（事業継続） カッとく！応援チケット！事業

1シート5,000円（500円の10枚綴り）を3,500円で販売。シートは購入者が応

援したいお店を指定して購入。プレミアム分1,500円に販売枚数を乗じた金額

を市が補助金として交付。

市内の飲食店や観光事業者など

117 恵那市 個人向け（生活支援） 高齢者等生活支援支援事業
デイサービスの利用ができなくなり、食事をとることが困難になった高齢者世

帯に弁当を配達する。
食事を作ることが困難な独居の高齢者世帯。

118 恵那市 個人向け（生活支援） 子ども・子育て支援事業
日中、放課後児童クラブ等を利用しない小学生1人につき、2千円分のプレミア

ム付商品券を発行。
対象となる世帯

119 恵那市 個人向け（生活支援） 手作りマスク10,000枚大作戦事業
布マスクの作成に協力いただいた方に商品券と引き換えができる引換券を渡

す。マスク10枚につき、1,000円分。上限1人引換券3枚まで。
布マスクの作成に協力いただいた方

120 恵那市 個人向け（生活支援）
子育て世帯への臨時特別給付金事

業

新型コロナウイルスの影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、給

付金を支給するもの。1人当たり国事業10,000円＋恵那市独自事業10,000円の

給付。

対象児童に係る令和２年４月分（３月分を

含む）の児童手当（本則給付）の受給者

121 美濃加茂市 個人向け（生活支援） 母子家庭等支援事業 ひとり親家庭の生活の安定を図るため、１世帯当たり３万円を支給。 児童扶養手当受給者

122 美濃加茂市 個人向け（生活支援） 水道料金を軽減又は免除
新型コロナウイルス感染症の影響下における離職や収入の大幅な減少等による

生活困窮者への支援を図るため、水道料金を軽減又は免除。

感染症の影響下における離職や収入の大幅

な減少等による生活困窮者

123 美濃加茂市 事業者向け（感染拡大防止）
生活必需品小売店舗等支援事業

（ありがとう助成金）

「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支給対象外施設であっ

て、市民生活に欠かすことのできない日用品を販売する市内小売店舗等に対

し、感染症防止対策に必要な経費として１事業者５万円を助成するもの。

県の感染症拡大防止協力金の支給対象外施

設かつ日用品を販売する市内小売店舗等

124 美濃加茂市 事業者向け（雇用継続）
中小企業支援事業

（感染症雇用維持促進補助金）

小規模企業者が社労士等に雇用調整助成金の申請手続きを依頼した場合の費用

の2/3（上限額１０万円）を補助。
小規模企業者
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125 美濃加茂市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整支援事業

雇用調整助成金の特例措置を活用し、雇用維持を図る市内小規模企業者（一部

業種については中小企業を含む）を対象に休業手当と助成金の差額を補助する

もの。

小規模企業者等

126 美濃加茂市 事業者向け（事業継続）
中小企業支援事業

（つなぐ資金貸付制度）

融資制度の実行や給付金制度の支給までに要する期間に必要となる一時的な運

転資金として、無利子・無担保で貸付。
融資制度等を利用する事業者等

127 美濃加茂市 事業者向け（事業継続）
子育て世帯・医療従事者応援テイ

クアウト等クーポン発行事業

中学生以下の子育て世帯及び医療従事者を対象として、市内飲食店等のテイク

アウト等で利用できるクーポンを配布し、家計、医療従事者の支援と事業者を

応援するもの。

中学生以下の子育て世帯及び医療従事者

128 美濃加茂市 事業者向け（事業継続） テナント家賃減免支援事業

賃貸人（ビルのオーナー等）が、新型コロナウイルス感染症の影響等により、

売上が減少した小規模企業者である賃借人（テナント等）の賃料の減免を行う

場合に、賃貸人に当該減免額(上限あり)を補助。

小規模企業者等

129 美濃加茂市 事業者向け（事業継続）
先得みのかも応援チケット発行事

業

観光・運輸・飲食・宿泊業等を営む事業者のプレミアム付クーポン券のプレミ

アム分（３割）を補助するもの。事業者の手元資金の早期調達を支援するた

め、クーポン券の販売等を、美濃加茂商工会議所と連携し、短期集中で行う。

観光・運輸・飲食・宿泊業を営む事業者等

130 美濃加茂市 事業者向け（事業継続） 水道料金を軽減又は免除
新型コロナウイルス感染症の影響下における市内事業者の固定経費の負担軽減

を図るため、水道料金を軽減又は免除。
感染症の影響下における市内事業者

131 美濃加茂市 事業者向け（事業継続）
ふるさと納税で地域・事業者を元

気に！！

（１）使い道メニューに、【応援プロジェクト】「ストップコロナ！がんばろ

う美濃加茂」を追加し、市内の医療従事者を応援するための資金を、ふるさと

納税で募集する。

（２）新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者（給食関連・外食産業

関連事業者等）の商品を返礼品とし、支援する。また、体験型返礼品の造成に

も注力する。

医療従事者及び感染症の影響を受けた事業

者

132 土岐市 個人向け（生活支援） 緊急支援奨学金支給事業

保護者の失業、廃業等による著しい所得減少等で緊急的な支援が必要な生徒ま

たは学生に対し、規則の定めるところにより、予算の範囲内で、緊急支援奨学

金を支給する。

保護者の失業、廃業等により前年度より著

しく所得減少があった世帯の学生

133 土岐市 個人向け（生活支援）

新型コロナウィルス感染症拡大の

影響による各種支援制度等の利用

に係る住民票の写しや証明手数料

の免除

新型コロナウィルス感染症に対して行政または民間が実施する各種支援制度を

利用するために必要な住民票の写しや証明書発行手数料について全額免除す

る。

新型コロナウィルス感染症の影響による各

種支援制度等を受ける者

134 土岐市 個人向け（生活支援） （仮称）プレミアム付商品券 １セット20,000円分の商品券を10,000円にて販売（１世帯１セット限り） 市内全世帯主

135 土岐市 個人向け（生活支援）
「観光大使がもてなす読書のと

き」事業の支援

休校中の子どもたちに向けた「読み聞かせ動画」の作成。

（産業振興課観光係では、主に観光大使への依頼・調整）

小学生
教育関連事業
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136 土岐市 事業者向け（事業継続）

新型コロナウィルス感染症拡大の

影響による各種支援制度等の利用

に係る証明手数料の免除

新型コロナウィルス感染症に対して行政または民間が実施する各種支援制度を

利用するために必要な証明書発行手数料について全額免除する。

新型コロナウィルス感染症の影響による各

種支援制度等を受ける者

137 土岐市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整助成金申請委託費補助金
・雇用調整助成金の申請を委託した場合の費用を補助

　補助率：1/2、補助上限：50,000円
雇用調整助成金の申請委託をした事業所

138 土岐市 事業者向け（事業継続） テイクアウト弁当促進事業 弁当代の一部助成及びテイクアウトサービス実施ＰＲ支援 テイクアウト取扱事業者、市民

139 土岐市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整助成金等の上乗せ補助 労働者の雇用の維持と生活の安定を図る事業所へのさらなる支援 雇用調整助成金の申請をした事業所

140 土岐市 事業者向け（事業継続）
小規模事業者持続化補助金の上乗

せ補助
国及び県の補助を受けた事業所へのさらなる支援 国及び県の補助を受けた事業所

141 土岐市 事業者向け（事業継続） 試験・検査等手数料の減免
市内の事業者が陶磁器試験場へ依頼する試験・検査・試作・デザイン等の業務

に対する手数料を　１／２に減免する。（Ｒ２．５．１２～Ｒ３．３．３１）
市内の陶磁器関係事業者

142 土岐市 事業者向け（事業継続） 商品開発支援事業
デザイナーを市内の事業者へ派遣し、陶磁器デザインの指導を行い　商品開発

を行目指す。１社あたり３回、１２社までとする。
市内の陶磁器関係事業者

143 土岐市 事業者向け（事業継続）
学校臨時休業による学校給食休止

対策事業費
学校給食用に予定していた食材の購入及び加工賃の補償 学校給食関係事業者

144 各務原市 個人向け（生活支援）
児童扶養手当受給者「特別応援

金」

ひとり親家庭などを支援するため、児童扶養手当を受給している方に、「特別

応援金」を支給する。
児童扶養手当受給者

145 各務原市 個人向け（生活支援）
「今こそ読書」ステイホーム支援

事業

児童生徒の家庭生活を豊かにしてもらうため、「図書カード」（5,000円分）

と「おすすめの本一覧」を配布する。
市内小中学生

146 各務原市 個人向け（生活支援）
「絵本で応援」ステイホーム支援

事業

親子のふれあいを深めてもらうため、「図書カード」（5,000円分）と「おす

すめの絵本リスト」を配布する。
市内未就学児

147 各務原市 個人向け（生活支援）
障がい児者サービス利用者負担軽

減事業

施設への通所サービスなどの利用を自粛している障がい児者が、自宅での電話

や訪問サービスを利用した場合の利用料自己負担額を助成する。
サービス利用者

148 各務原市 個人向け（生活支援）
お家で手を洗おう！

Wash!Wash!Wash!キャンペーン
家庭での生活時間の長期化に対し、上水道の基本料金を４カ月間免除する。 市内全世帯

149 各務原市 事業者向け（事業継続） 創業者向け持続化給付金
国の持続化給付金の対象とならない、創業間もない事業者（売上が２０％以上

減少した方）に給付金を支給する。
市内事業者
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150 各務原市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整助成金（上乗せ）
従業員の雇用維持を図るために利用した、国の雇用調整助成金に上乗せして、

市からの助成金を支給する。
市内事業者

151 各務原市 事業者向け（雇用継続）
雇用調整助成金申請等手数料補助

金

雇用調整助成金の申請に必要な申請書類の作成を、社会保険労務士に委託した

場合、その費用の２分の１を補助する。
市内事業者

152 各務原市 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症対応事

業者応援補助金（上乗せ）

県の新型コロナウイルス感染症対応事業者補助金を活用し事業を行った小規模

事業者に、経費の一部を補助する。
市内事業者

153 各務原市 事業者向け（事業継続）
市小口融資運転資金補償料全額補

助事業

事業者が市小口融資にて、「運転資金」として融資を受け、信用保証協会へ支

払った信用保証料の全額を補助する。
市内事業者

154 可児市 個人向け（生活支援） かにっこ応援特別給付金事業
子育て世帯を応援するため、中学生以下の子ども１人あたり１万円の特別給付

金を支給するもの。

令和２年３月31日時点で中学生以下の子どもが

いる世帯

155 可児市 個人向け（生活支援）
公立保育園・幼稚園給食費の日割

り
登園しなかった日の保育料の減額に併せ、給食費についても同様に減額。 公立保育園・幼稚園利用者

156 可児市 個人向け（生活支援） キッズクラブ保育料の免除 学校の臨時休業期間の保育料を全額減免。 キッズクラブ利用者

157 可児市 個人向け（生活支援） リクエスト本の自宅お届け
電話でリクエストを受け、リクエストから司書がおすすめ本選定し、自宅にお

届け。
中学生以下の子ども

158 可児市 個人向け（生活支援） プレミアムKマネー発行事業
12,000円の地域通貨Kマネーを10,000円で購入できるプレミアムKマネーの発

行事業（1人当たり5冊まで）。
市内在住者

159 可児市 個人向け（生活支援） 市営住宅家賃の減免
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。
市営住宅入居者

160 可児市 個人向け（生活支援） 市営住宅の一時提供 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。
解雇等により住居の退去を余儀なくされた

方

161 可児市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整助成金の上乗せ助成
市内に事業所を有する国の雇用調整助成金の特例を受ける中小事業者に対し、

市が上乗せ（上限100万円）して助成するもの。
対象となる事業者
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162 可児市 事業者向け（事業継続）
融資における信用保証料の補給に

ついて

事業実施に影響を受けたことにより、岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要

綱に基づく資金借り入れを行う中小事業者に対し、借入に係る信用保証料を補

給するもの。

対象となる事業者

163 可児市 事業者向け（事業継続） 持続化補助金の上乗せ助成
国又は県による持続化補助金の交付を受けた小規模事業者に対し、市が上乗せ

（上限25万円）を補助するもの。
対象となる事業者

164 可児市 事業者向け（事業継続） 雇用調整助成金等申請費用の助成

雇用調整助成金又は持続化補助金の申請手続きを社会保険労務士等に依頼した

小規模事業者に対し、申請費用の一部（上限10万円又は2万5千円）を助成する

もの。

対象となる事業者

165 可児市 事業者向け（感染拡大防止） 医療機関への支援事業 市内の医療機関にマスクを配布。 医療機関

166 可児市 事業者向け（事業継続） かに飯応援プロジェクトへの補助
可児商工会議所が実施する「かに飯応援プロジェクト」のテイクアウト商品購

入者に対し、Ｋマネー発行費用等を市が補助するもの。
事業を実施する可児商工会議所

167 可児市 事業者向け（事業継続）
プレミアムKマネー発行事業

※再掲

12,000円の地域通貨Kマネーを10,000円で購入できるプレミアムKマネーの発

行事業（1人当たり5冊まで）。
市内事業者

168 山県市 事業者向け（雇用継続） 雇用調整支援事業

・新型コロナウイルス感染症の影響により国の雇用調整助成金を活用した場合

の事業者負担分（１／１０）を市が支援

・雇用調整助成金等の相談件数の増加が見込まれるため、商工会に社会保険労

務士による相談窓口を設置

対象となる事業者

169 山県市 事業者向け（感染拡大防止） 事業者協力金事業（市独自分）

　県の休業協力要請の対象外となっている施設の中で、感染拡大防止の　ため

市が独自に休業協力要請を行う観光レジャー施設を運営する事業者　に協力金

を支給

休業を行った事業者

170 山県市 個人向け（生活支援） 消費者支援事業
　外出自粛要請により買い物する機会が減少しているため、移動販売車による

食品等の販売を委託
対象地域の市民
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171 山県市 個人向け（生活支援）
臨時休業の長期化に伴う児童生徒

への支援事業

・児童生徒に学習面（学習図書購入・文具・家庭学習支援）・生活面（昼食・

体力作り用品等）で活用してもらうよう一人あたり１万円の支援

・DVDによる授業動画の配信

・教職員の遠隔会議システム構築

市内の児童生徒等 教育関連事業

172 山県市 事業者向け（感染拡大防止） 医療機関への支援事業
　市が備蓄していた防護服１４０枚、ゴーグル２００個、N９５マスク１，０

００枚を岐阜・西濃医療センター　岐北厚生病院へ寄贈
医療機関

173 瑞穂市 事業者向け（事業継続） 飲食店応援キャンペーン事業
市内飲食店業を営むものがテイクアウトやデリバリーを実施する場合に上限７

万円の補助を実施。
市内飲食店事業者

174 瑞穂市 個人向け（生活支援） 地域振興券

市内の18歳（高校生）までの児童等がいる子育て世帯の生活を支援するため、

地域振興券を発行し、地域経済の活性を促す。

　配布対象者へ１人あたり１０,０００円の振興券を配布。

平成１４年４月２日（令和２年度の高校３

年生）から令和２年４月１日までに生まれ

た子ども

175 瑞穂市 事業者向け（事業継続） 飲食店応援スタンプラリー事業

市内の飲食店を利用してもらい、５００円以上の消費があった場合にスタンプ

を押してもらい５個のスタンプを収集すると地域振興券１､０００円分（１､０

００人分）と交換する。

市内飲食店事業者

176 瑞穂市 個人向け（生活支援） みずほ子育て応援給付金事業 子育て世帯の生活を支援するため１０,０００円の給付金の支給 児童手当受給対象者

177 瑞穂市 個人向け（生活支援）
就学援助事業（学校給食費）の給

付

就学援助（学校給食費）について、学校給食が実施されたとみなし、昼食費支

援として給付

就学援助事業（学校給食費）を受けられて

いる方

178 瑞穂市 個人向け（生活支援）
市営自転車駐車場定期駐車料金の

還付

市営自転車駐車場の定期利用券を購入したが通学先が臨時休業となったことで

市営自転車駐車場を利用していない方を対象とし、市へ自転車駐車場駐車料金

還付請求書を提出された場合に定期駐車料金を還付。

定期利用券購入者のうち、小学校、中学

校、高等学校、特別支援学校、大学、高等

専門学校、専門学校等に通学しており、自

転車駐車場を利用していない方

179 瑞穂市 個人向け（生活支援） 市営住宅家賃の減免又は徴収猶予
市営住宅家賃の支払いが困難な場合、収入減少後の所得に見合った家賃に減免

又は徴収の猶予。

収入が著しく定額（生活保護基準以下）と

なった方

180 瑞穂市 事業者向け（事業継続） 商工会員向け利子補給
ＳＮ4号又は危機関連保証の認定により融資を受けた方に1年間に限り利子額の

100%を補助（年限度額20万円）他で補助を受けていない場合に限る

市内に事業所を有する商工会員（その他条

件有）
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181 飛騨市 個人向け（生活支援）
返済免除付き生活支援資金貸付制

度

・貸し付け額：最大30万円（一括可）を3ヶ月以内で貸付

・借入・返済：連帯保証人不要、無利子、償還期間５年以内（初回借入日から

１年以内据置）

・対象期間：令和２年３月２５日から随時受付

令和元年11・12月の通常の月額収入の平均額

に対し、直近の月額収入が２/３以下に減少し

た方（同一世帯内で複数人の貸付も可）

182 飛騨市 個人向け（生活支援）
緊急経済対策住宅リフォーム補助

制度の創設

住宅及び附属施設や外構のリフォームを助成

・補助内容：10万円以上の工事　補助率1/2(上限30万)※1住宅1回のみ

・事業期間：令和3年3月31日までに交付決定したもので、令和4年3月31日ま

でに工事が完成するもの

市内に居住している個人の住宅、倉庫、車庫等

のリフォームを支援します。

183 飛騨市 個人向け（生活支援） 飛騨市プレミアム食事券発行事業

・対象店舗：市内飲食店組合及び旅館組合加入店 等

・商 品 券： １セット 6,000 円分の食事券（ 500 円 券 12 枚 綴り）を 5,000

　　　　　  円で販売（購入限度額なし）

・対象期間：令和２年４月10日から令和２年６月30日まで

飛騨市民及び市内事業所にお勤めの方

184 飛騨市 個人向け（生活支援）
飛騨市史上最大級の飛騨市プレミ

アム商品券発行事業

・販売金額：商品券12,000円分(1,000円×12枚)を

　　　　　　一般10,000円（20％還元）　子ども9,000円（約33％還元）

　　　　　　※子ども　平成14年4月2日以降に生まれた方

・購入限度額：飛騨市プレミアム電子地域通貨と合わせて

　　　　　　　お一人様最大5口まで

　　　　　　　お子様分は最大10口まで（市民全員の購入が可能です。）

　※お子様分を満額購入いただくと、お一人3万円分の定額給付と同じ効果！

・販売期間：令和２年6月1日(月)～利用期間まで

・販売箇所：古川町商工会、神岡商工会議所、飛騨市役所、各振興事務所

・利用期間：令和２年6月1日(月)から令和２年11月30日(月)まで

・利用上限：1回の買い物に付き50万円分まで

・対象商品：「タバコ、資産形成に資するもの、換金性の高い商品、電気、ガス、不動産の貸

付」以外の商品。商店等が独自に発行する予約券等も可

・対象業種：市内に事業所または店舗を有し参加をご希望される事業者

（風営法に規定する事業者、特定の宗教・政治団体・暴力団と関わる事業者は除く）

・実施内容：お一人様一枚の引換券を送付(5月下旬頃)

　受け取り後最寄りの販売所に持参いただき、ご購入ください。

・利用方法：切り離さずに利用店舗にて支払いの際にご利用ください。

　※飛騨市プレミアムお食事券も併用してお使いいただけます。

　※利用可能店舗は随時公開していきます。(市内店舗約400件想定)

飛騨市に住民票を置く全市民
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185 飛騨市 個人向け（生活支援）
金融機関と連携した"飛騨市プレミ

アム電子地域通貨"の実施

さるぼぼコインチャージに対して以下の通りプレミアムポイントを付与しま

す。

・チャージ額：一般‥チャージ額10,000円あたり　2,000ポイント(20%)

　　　　　　　こども‥チャージ額9,000円あたり　3,060ポイント(34%)

・チャージ期間：令和２年5月末まで

・利用期間：コイン‥原則チャージから1年又は3年間

　　　　　　ポイント‥付与されてから1年間

・利用店舗：市内201店舗（4月末日現在）

飛騨市に住民票を置く全市民

186 飛騨市 個人向け（生活支援）

飛騨市に来られないご家族・ご友

人に飛騨から愛を贈ろうキャン

ペーン

・事業内容

1,市内特産品詰め合わせパッケージ（３種類）を、市外に住むご家族等に贈る

ために市民が購入された場合、送料、箱代を全額支援します。

2,商品送付の際には、帰省を自粛された家族への気持ちを伝えるメッセージ

カードをお付けします。

・実施期間：令和２年４月２２日（水）～５月３０日（土）

・発送日：令和２年４月３０日（木）※4月28日以降は順次発送となります。

飛騨市出身者等を市外にもつ市民

187 飛騨市 個人向け（生活支援）
市外に学ぶ学生応援！飛騨のうま

いもんお届け大作戦の実施

《内容》1,000円の負担で、希望するセット商品（3,000円相当）のいずれか一

点をお子様等へのメッセージカードを添えて、市外に住む学生にお届けしま

す。

《セット商品 》※一部抜粋

　①「飛騨の米たらふくセット」‥米5キロ

　②「カレーライスセット」‥米2kg×カレー2種

　③「ラーメン定食セット」‥米2kg×ラーメン4種8食入り

《受付期間》令和2年5月15日(金)～6月30日(火)

《申込方法》令和2年5月15日(金)以降に、さくら物産館での店頭注文又はメー

ル、FAX用紙にてお申込みください。

市外の高校、短大、大学、大学院、高専、専門

学校、予備校に在籍する者を市外にもつ飛騨市

在住の保護者等

188 飛騨市 個人向け（生活支援）
小中学校の臨時休業に係る家庭で

の学習・生活支援DVDの作成

《学習・生活支援DVDの作成》

飛騨市内の全児童生徒1,600名を対象に、学年に応じた学習内容のDVDを作

成・配布します。5月25日(月)を目処に全児童生徒に配布予定。

《ポータブルDVDプレイヤーの貸し出し》

DVD視聴環境の事前アンケートを実施し、視聴環境のない家庭にポータブル

DVDプレイヤーを無償で貸し出します。

飛騨市内小中学校の全児童生徒 教育関連事業
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189 飛騨市 個人向け（生活支援）
新型コロナウイルス感染症傷病手

当金の創設

《対象者》

個人事業者で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため事業を営むこと

ができない場合(市が独自に支援)

《支給期間》

事業を営むことができなくなった期間(最長1年6月)

《支給額》

令和元年中の事業所得を365で除し、その金額の3分の2を療養日数に応じて支

給（上限あり）

《適用時期》

傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日～9月30日までの間に属する場

合

※後期高齢者医療の被保険者(被用者に限る)については、岐阜県後期高齢者医

療広域連合から支給されます。

国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者で

感染又は感染の疑いのある方

190 飛騨市 事業者向け（感染拡大防止）
市内事業者との連携による建物消

毒体制の強化

・支援内容

1,消毒専門事業所の斡旋

防疫に関するノウハウを有する「一般社団法人岐阜県ペストコントロール協

会」と消毒作業に関する協定を締結し、消毒作業の委託が必要な個人及び事業

所に対し、市が専門事業所を斡旋します。

2,消毒作業委託費用の助成

消毒作業を委託した個人及び事業所に対し、作業の委託に係る費用の一部を補

助します。

・対象者

1,個　人：住宅（店舗兼用を含む）　    補助率：実費負担額の2/3

2,事業所：社会福祉施設及び医療施設　補助率：実費負担額の10/10

2,事業所：その他の事業施設　補助率：実費負担額の1/2※上限額50万円

市内で消毒作業の委託が必要な個人及び事業所

191 飛騨市 事業者向け（雇用継続） 飛騨市雇用調整支援金

・補助率：同助成金を活用した場合の企業自己負担分全額

（中小企業：国 9/10 ・市 1/10 、大企業：国 3/4 ・市 1/4)

・対象日数100日（対象期間は休暇開始日が令和２年１月24日から令和２年７

月23日まで）

公共職業安定所の雇用調整助成金を活用した市

内事業者
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192 飛騨市 事業者向け（雇用継続）
みんなで仕事づくり応援パッケー

ジ①

①緊急市民雇用奨励金制度

・制度内容：新型コロナウイルス感染拡大の影響により、就労機会に制約を受

けている方を臨時的に雇用し、働く場所を提供する市内事業者等に対し、人件

費相当額を奨励金として交付。

・雇用期間：令和３年３月末まで

・奨励金額：実施期間中における新規雇用者の労働時間数に880円を乗じた額

（上限8ｈ/人日）

市内に事業所を有する事業主、市内に住所を有

する個人経営の農林漁家

193 飛騨市 事業者向け（雇用継続）
みんなで仕事づくり応援パッケー

ジ②

②緊急事業創出支援制度 (新規事業提案型)

・制度内容：新型コロナの影響により、就労機会に制約を受けている方を臨時

的に雇用し、新たな分野の事業を実践しようとする市内事業者等に対し、事業

内容を市に提案いただき、人件費相当額を委託金として支援します

・委託期間：令和2年5月1日～令和3年3月31日の間で必要と認められる期間

・委託金額：以下の1～3を合計した額

　　1,人件費：提案事業における新規雇用者の労働時間数に880円を乗じた額

(上限8h/人日)

　　2,運営費：10万円

　　3,インセンティブ分:特に優秀な提案と認める場合に限り、10～40万円

市内に事業所を有する事業主、市内に住所を有

する個人経営の農林漁家

194 飛騨市 事業者向け（雇用継続）
みんなで仕事づくり応援パッケー

ジ③

③緊急事業継続支援制度 (代替事業提案型)

・制度内容：新型コロナの影響により、休業や短時間勤務など本業に制約を受

けている事業者等に本業に代わる短期間の代替業務として、先々につながる事

業を市に提案いただき、代替業務の人件費相当額を委託金として支援します。

・委託期間：令和2年5月1日～令和3年3月31日の間で必要と認められる期間

・委託金額：以下の1～3を合計した額

　　1,人件費：代替事業の労働時間数に880円を乗じた額(上限8h/人日)

　　2,運営費：10万円

　　3,インセンティブ分:特に優秀な提案と認める場合に限り、10～40万円

市内に事業所を有する事業主、市内に住所を有

する個人経営の農林漁家
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195 飛騨市 事業者向け（事業継続） 飛騨市宿泊事業者緊急対策事業

・対象となる宿泊施設：飛騨市内の宿泊施設

・補助要件：飛騨市民の宿泊

・補助額：１泊素泊まり3,000 円、１泊朝食付き4,000 円、１泊２食付き

　　　　　 5,000 円  ※ただし、宿泊料金(税抜き)を上限とします。

・対象期間：令和２年３月16 日から令和２年６月30 日まで

・仕組み：宿泊施設が宿泊形態に応じた補助金の額分を差し引いて料金徴収

し、差引分を市へ申請。

飛騨市内の宿泊施設を経営する事業者 観光関連事業

196 飛騨市 事業者向け（事業継続）
飛騨牛を食べよう！贈ろう！キャ

ンペーン（仮）

ふるさと納税や格差通販サイトの令和2年4月売上合計費の30％増を目標に、飛

騨市独自の飛騨牛拡販キャンペーンを実施します。

《キャンペーン内容》

①飛騨牛キャンペーン特設ページ作成

　飛騨牛キャンペーン特設ページを作成し、検索サイトやFacebookなどから

キーワード広告で飛騨牛のキャンペーンページへ誘導するよう仕掛けます。

②大手通販サイトのモール内広告によるPR

　「肉」「和牛」「飛騨牛」などビッグワードを検索した際に、各事業者の通

販商品等のお肉が上位に表示されるように露出を仕掛けます。

市内の飛騨牛販売を扱う精肉店等

197 飛騨市 事業者向け（事業継続）

「新型コロナウイルス感染症対策

資金」「危機関連対応資金」に対

する保証料補給制度

《対象要件》

・岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づいて行われる、下記新型コ

ロナウイルス感染症関連県制度融資の実行を受けた者。

　1,新型コロナウイルス感染症対策資金

　2,危機関連対応資金

《助成内容》

・支払った信用保証料の全額（各制度融資毎に限度額100万円）

・対象融資：令和2年4月1日から令和2年6月30日の間に実行を受けた融資

市内に住所を有する個人又は市内に本社、事業

所を有する法人

198 飛騨市 事業者向け（事業継続） 畜産・酪農農家向け利子補給制度

・市税等を滞納しておらず日本政策金融公庫が実施する農業制度資金及び民間

金融機関から特定の融資要綱に基づき農業資金の融資を受けた方

《助成内容》

融資実行日から３年間、資金融資に対し全額利子補給

　※既往融資の返済については、令和2年4月1日から

・対象融資 ：令和2年4月1日から令和2年6月30日の間に実行を受けた融資

・令和2年3月31日以前に実行を受け、返済期間途中の融資

市内に住所を有する畜産農家または酪農農家
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199 飛騨市 事業者向け（事業継続）
飛騨市中小企業経営安定資金融資

制度

《対象要件》

・市内で1年以上継続して事業を営む方

・岐阜県信用保証協会の次のいずれかの保証の承諾を受けることができる方

(普通保証・無担保保証・経営安定関連特別保証・借換保証・経営力強化保証)

・,新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少した事業者

《融資内容》

・融資限度額:3,000 万円

・利子補給:１/２(3年間)

・信用保証料補給:１/２

・償還期間運転資金：7年以内 設備資金10年以内(いずれも据置期間1年以内)

市内に住所を有する個人又は市内に本社、事業

所を有する法人

200 飛騨市 事業者向け（事業継続）
飛騨市コロナウイルス対策特別融

資制度

《対象要件》

・市内で1年以上継続して事業を営む方

・岐阜県信用保証協会の次のいずれかの保証の承諾を受けることが出来る方

(普通保証、無担保保証、経営安定関連特別保証、借換保証、経営力強化保障)

・新型コロナウイルス感染症により売り上げが減少しており、今後の資金繰り

について商工団体又は飛騨市ビジネスサポートセンターの経営指導を受けた方

《融資内容》

・融資限度額：5,000万円

・資金使途：運転資金・設備資金

・融資利率：年1.3％

・償還期間：運転7年　設備１０年（いずれも据置期間1年以内）

・取扱期間：令和2年4月15日～令和2年6月30日

・助成内容：融資実行日から3年間、全額利子補給、支払った信用保証料の全

額

市内に住所を有する個人又は市内に本社、事業

所を有する法人
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201 飛騨市 事業者向け（事業継続）
「返済ゆったり資金」に対する利

子補給制度

《対象要件》

・市内で1年以上継続して事業を営む方

・岐阜県中小企業振興支援資金融資制度要綱に基づいて行われる、「返済ゆっ

たり資金」融資の実行を受けた方

《助成内容》

・「返済ゆったり資金」の旧債を除く金額に対し、支払利子の年利１％相当を

最長３年間補給

・補助対象融資：令和2年4月1日から令和2年6月30日の間に実行を受けた融資

市内に住所を有する個人又は市内に本社、事業

所を有する法人

202 飛騨市 事業者向け（事業継続） 飛騨市起業化促進補助制度

・助成内容

起業に必要な附帯経費及び直接経費を補助します。

第二起業者：新型コロナウイルス対策を踏まえた新規事業などを起業しようと

する方

　補助対象経費の２／３以内に相当する額（上限額１００万円）

※申請時に自らが経営する中核事業とは別事業を新たに興そうとする者

※用途地域の内、「商業地域」「近隣商業地域」の地域内で起業する場合及び

宿泊施設を開業する場合は上限額１５０万円。

・注意事項

※補助金の交付を受けた日から３年間は当該事業活動を行うと共に、その活動

を第三者に譲渡又は転貸してはいけません。

※起業化計画の認定

事業開始前に支援機関と相談し、起業化計画書を作成の上、市に提出します。

内容の審査を行い認定の可否を決定いたします。

市内に拠点をおいて、新たに事業を創業・起業

する個人、中小企業者、ＮＰＯ法人等で起業化

計画の認定を受けた方

203 飛騨市 事業者向け（事業継続）
飛騨市新型コロナウィルス対応ス

テイホーム緊急推進事業

・対象事業：自宅自粛の中で生活に必要な商品やサービスを配達する事業

（自社で取り扱う飲食物・商品・サービスに限る）

・補 助 額：１事業所につき3,000円/日

・実施期間：令和２年４月２９日（水・祝）～６月３０日（火）

※事前に市に申請いただく必要があります。

・申請期間：令和２年４月２７日（月）～

市内事業者（営業活動等は除く）
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204 飛騨市 事業者向け（事業継続） 飛騨市店舗リニューアル補助制度

《対象要件》

・過去３年間に起業・空き店舗活用・創業支援等にかかる市の支援制度を受け

ていないこと。

・周辺と調和のとれた街並み景観の形成（飛騨市都市景観条例の規定を順守）

に努めること。

《対象工事要件》

1, 主に接客に要する店舗部分の改造、改装に要する経費（備品購入費や設備は

除く。）とし、市が認める範囲。

2, リニューアル工事費用が３０万円（消費税抜き）以上であること。

3, 市内に事業主が施工するリニューアル工事であること。

《補助内容》

・補助対象工事費の１/３以内　限度額１００万円

　（ただし、市が認める宿泊業については上限150万円とする）

市内に住所を有する個人又は法人で直接顧客と

対面する商売をおこなう小売業、飲食業及び

サービス業

205 飛騨市 事業者向け（事業継続）
飛騨市インターネット環境整備補

助金

《対象要件》

・販売する商品などが公序良俗に反しないこと。

《補助内容》

インターネット環境整備に要する下記の費用で市が認める範囲とする。ただ

し、機器に関する費用は対象外。

・補助額：10 万円以上の事業で補助対象経費の1/2 以内（上限50万円）

市内に住所を有する個人又は市内に本社、事業

所を有する法人

206 飛騨市 事業者向け（事業継続）
飛騨市新型コロナウイルス対応販

売促進事業支援制度

・対象事業

①看板や案内表示の製作費、リーフレット・チラシ等の印刷費・宣伝費、テイ

クアウトや出前等を始めるための備品・消耗品費等

・補助率：①10/10　限度額20万円

・対象期間：令和２年４月１５日から令和２年６月３０日

市内に事業所を有する商工業者及び飛騨市に住

民登録を有する個人（大規模店舗、フランチャ

イズ店舗等は除く）

207 飛騨市 事業者向け（事業継続） 牛の導入基金の償還猶予

・要件：市税等を滞納しておらず牛の導入に係る基金貸付を受けていること

・支援内容：牛の導入基金の償還を１年間猶予

・対象基金：飛騨市肉用繁殖雌牛導入基金、飛騨市乳用牛導入基金

市内に住所を有する畜産農家または酪農農家
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208

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための幼児園、小中学校臨時休業によ

り影響を受けている子育て世帯の負担軽減を図るため応援給付金（対象となる

子ども一人につき２万円）を支給する。

基準日（４/２４）において市の住民基本台帳

に登録されているもののうち、基準日までに生

まれた０歳児から中学３年生までの子ども

209
上記の対象者のうち市の援助を受けている児童生徒は上記の給付金に一律２万

円を加算して給付する。

上記の対象者のうち、要保護・準要保護の

対象となる児童生徒

個人向け（生活支援）

事業者向け（事業継続）

211 郡上市 個人向け（生活支援）
子育て世帯への臨時特別給付金

（市独自上乗せ）

国の臨時特別給付金に、１人につき１万円を上乗せ支給する。国制度では給付

対象とならない特例給付受給者へも同様に支給する。

児童手当・特例給付を受給する

全世帯(0歳～中学生がいる世帯)

212 郡上市 個人向け（生活支援） 就学援助費の特例措置
学校納入金（給食費など）の支払いが困難となった世帯に、就職援助費の特例

措置を行う。

感染症の影響により減収した小中学生のい

る世帯

213 郡上市 個人向け（生活支援）
郡上市青少年育英奨学資金貸付制

度の特例対応

貸し付けを希望する学生を対象に、特例的に月額貸付を行う。高校・高専：月

額2万円以内／その他学校：月額5万円以内。

市内に１年以上住所を有し、引き続き居住

する者の子弟

214 郡上市 個人向け（生活支援） 市営住宅の家賃の減免等 現入居者の家賃の減額や新規入居時の敷金の免除等を行う。
感染症の影響を受けた現在入居中の方及び

今後入居を申込む方

215 郡上市 事業者向け（雇用継続） 郡上市緊急雇用維持助成金
国の雇用調整助成金を受けた場合に市が上乗補助を行う。助成率1/10　(国

9/10)
国の雇用調整助成金を受けた市内事業者

本巣市 個人向け（生活支援） 子育て世帯応援給付金給付事業

210 本巣市 上下水道料金等納期猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により罹患されたり、新型コロナウィルスの

影響により著しい損失を受けた、収入が大幅に減少したなどの事情で、水道料

金・下水道使用料および水道加入金並びに下水道受益者負担金の納付が困難と

なった方は、申し出をしていただくことにより、個々の状況に応じて納付期限

の延長や納付の猶予が適用される場合があります。

以下の①、②いずれも満たす方

①新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、令和２年２月以降の任意の期間（１ヶ

月以上）において、収入が前年同期に比べ

ておおむね２０％以上減少していること

②一時に納税を行うことが困難と認められ

ること
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216 郡上市 事業者向け（感染拡大防止）
郡上市新型コロナウイルス感染症

拡大防止休業協力金

R2.5.15～15までの期間、休業等に取り組まれる事業者に対し、市独自の協力

金を支給。1事業者あたり5万円。

申請期間：R2.5.25(月)～6.5(金)

緊急事態宣言の期限延長に伴い、引き続き

期間、休業等に取り組まれた事業者

217 郡上市 事業者向け（事業継続）

新型コロナウイルス対策小規模事

業者　経営改善資金融資（マル

経）利子補給

新型コロナウイルス対策マル経融資の利息について、市の予算措置により全額

補給する。

・運転資金　　7年以内の利息を全額補給

・設備資金　 10年以内の利息を全額補給

新型コロナウイルス対策マル経融資の利用

者

218 郡上市 事業者向け（事業継続）
従来型小規模事業者経営改善資金

融資（マル経）利子補給

マル経融資の利息について、市の予算措置により全額補給する。

・運転資金　　7年以内の利息を全額補給

・設備資金　 なし

・上限借入額500万円まで、それ以上は1/2

従来型マル経融資利用者

219 郡上市 事業者向け（事業継続）
郡上市商工業災害復旧資金利子補

給

最近1カ月と前年同期と比較し、売上額が5%以上減少した中小企業で、国・

県・市の中小企業者対象融資、市内金融機関が行う融資に対して、一定期間全

額利子補給を行う。借入から3年間全額利子補給。ただし年20万円を限度とす

る。

市内金融機関で借入を行う中小事業者

220 郡上市 事業者向け（事業継続）
郡上市観光事業者経営安定化補助

金

経営の安定に支障を生じている観光事業者に対して事業の継続を支援するた

め、施設の固定費の一部を補助。1月当たり、法人150万円、個人10万円を上

限に、固定費の2分の1に相当する額（千円未満は切り捨て）を最長3ヶ月分支

援。申請期間：R2.5.15~R2.8.31

郡上市内で３か月以上事業を行っている観

光事業者

221 郡上市 個人向け（生活支援）
郡上市飲食・宿泊プレミアム付商

品券事業

市内の飲食・宿泊施設で使用できるプレミアム付商品券を、郡上市商工会を通

じて、限定5,000セット販売。
郡上市民

222 郡上市 個人向け（生活支援） テイクアウト用弁当購入支援事業

市内で購入したテイクアウト用弁当の購入総額に応じ、郡上市共通商品券を引

き換える。

引換率：テイクアウト用弁当購入総額の最大20％。※R２.５.２～7.31までの購

入分

市内でのテイクアウト用弁当購入者(郡上市

に住所を有する者に限る)

223 郡上市 個人向け（生活支援）

市内の宿に泊まろうキャンペー

ン！（市民限定宿泊

助成事業補助金）

市内宿泊施設の宿泊料金の一部を助成。

1泊素泊まり3,000円、1泊1食付き4,000円、

1泊2食付き5,000円

※対象期間R2. 3.30～R3.3.31

郡上市民 観光関連事業

224 下呂市 事業者向け（事業継続）
下呂市中小企業緊急支援融資補給

事業

売上が一定以上の減少があり、コロナ関連の融資を利用した場合に１年間の利

子の補給と、県融資に必要な保証料を補給する。
対象となる市内事業者

225 下呂市 個人向け（生活支援） 下呂市プレミアム食事券事業
7,500円の食事券を5,000円で購入できるプレミアム付き食事券の発行事業（1

世帯あたり1冊）
市内全世帯
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226 下呂市 事業者向け（事業継続）
商工業活性化事業補助費（商工業

活性化事業緊急支援補助金）

業態の変更など新たに取り組む事業に要する費用の一部を補助する。（補助率

4/5、上限100,000円）
市内事業者

227 下呂市 事業者向け（雇用継続）
雇用調整助成金緊急支援事業補助

金（市独自分）

休業手当の事業者負担分と雇用調整助成金支給額の差額（1日一人あたり4,000

円上限）を助成する。
市内の中小事業者

228 下呂市 事業者向け（感染拡大防止） 宿泊施設休業支援協力金事業
５月１日～５月末までの間、休業要請に応じて休業した宿泊施設に対して、休

業日数等に応じて支援を行う。
休業を行った市内宿泊施設

229 下呂市 事業者向け（事業継続）
下呂市事業者運営支援事業（市独

自分）

コロナ対策を講じながら事業を継続する事業者を支援するため25万円を支給す

る。
対象となる市内事業者

230 海津市 個人向け（生活支援） かいづっこ笑顔の給付金
・応援給付金として、臨時特別給付金の対象者に児童１人当たり１万円を上乗

せして支給する。 子育て世帯への臨時特別給付金の対象者

231 海津市 事業者向け（事業継続）
海津市テイクアウトおよびデリバ

リー促進事業補助金

・感染症の影響を受け、テイクアウトおよびデリバリー事業を行いそれに伴い

発生した経費の補助（100%)　上限7万円

市内で営業する食事提供飲食店

テイクアウト事業や容器回収が不要なデリ

バリー事業を行った事業者

232 海津市 個人向け（生活支援） こども園保育料の日割り

利用自粛要請をした4月14日(火)～5月31日(日)の期間の保育料を登園日数に応

じた日割り計算とする。（公立園は後日還付手続、私立園は各園により対応が

異なります。）

市内認定こども園の利用者

233 海津市 個人向け（生活支援） 留守家庭児童教室利用料の減免

利用自粛要請をした期間、留守家庭児童教室を利用されなかった児童につい

て、月ごとに利用料を減免する。

4月分：4月14日(火)または15日(水)～4月30日(木)

5月分：5月1日(金)～5月31日(日)

留守家庭児童教室の利用者

234 海津市 個人向け（生活支援） 市営住宅使用料の減免 収入減収後の所得階層に見合った家賃へ減免を行う。
新型コロナウイルス感染症の影響による休職、

離職等により収入が減少した人
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235 岐南町 個人向け（生活支援） 生活困窮者総合支援強化

生活困窮者への支援体制を強化する。失業者に対する就業支援や生活困窮世帯

の子どもに対する学習支援の実施のほか、生活一時金として100,000円を上限

に貸付を実施する。

生活困窮者

236 岐南町 個人向け（生活支援） 岐南町版フードバンク

新型コロナウイルス感染症により収入減少や失業した方を中心に、生活に困窮

した町民を対象として、岐南町版フードバンクを創設する。基準を定め、事業

所や町民からの現物寄附や食糧調達に係る寄附金の募集も行う。

生活困窮者

237 岐南町 個人向け（生活支援） 小中学生食費助成

学校の再開時、給食の提供がなされない分割登校の期間中において、町立小中

学校に通う児童生徒の食費を助成することを目的として、1人につき3,000円分

のクオカードを配布する。

小中学生

238 岐南町 個人向け（生活支援） 中学3年生学習費助成

学校の休校に伴い、学習機会が減少しているなか、多くの生徒が受験を控える

岐南中学校3年生に対して、自宅学習や今後の学習費を助成することを目的と

して、1人につき10,000円分の図書カードを配布する。

中学3年生

239 岐南町 個人向け（生活支援）
要保護及び準要保護

児童生徒食費助成

学校の休校に伴い、学校給食によるバランスの取れた栄養摂取が確保されない

なか、特に支援の必要な要保護及び準要保護児童生徒に対し、小学生4,410/

月、中学生5,040円/月を2か月分助成する。

要保護及び準要保護児童生徒

240 岐南町 事業者向け（感染拡大防止） 飲食店応援金

感染症対策を講じて事業を行うことに対する応援金として、店舗の改装や関連

する備品等を整備するための費用について、1施設につき100,000円を上限に助

成する。

飲食店事業者

241 岐南町 事業者向け（感染拡大防止） 医療施設等応援金
感染症対策を講じつつ事業を継続されている町内医療施設等への応援金とし

て、1施設につき100,000円を上限に助成する。
医療施設等

242 岐南町 事業者向け（感染拡大防止） 高齢者施設等応援金
感染症対策を講じつつ事業を継続されている町内高齢者施設等への応援金とし

て、1施設につき100,000円を上限に助成する。
高齢者施設等
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243 養老町 個人向け（生活支援） 子育て世帯等応援給付金事業
児童手当対象児童１人につき１万円（国事業の子育て世帯臨時特別給付金対象

者に上乗せ給付）、および児童扶養手当対象児童１人につき１万円給付
児童手当対象者、児童扶養手当対象者

244 養老町 事業者向け（雇用継続）
新型コロナウイルス感染症対策雇

用維持助成金

国の「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大」に

よる雇用調整助成金の支給を受けた中小事業者に対し町独自で上乗せ助成
雇用調整助成金の支給を受けた中小事業者

245 養老町 事業者向け（事業継続） プレミアム付商品券事業 25％のプレミアム分が付いた商品券事業を実施 町内全域

246 養老町 事業者向け（事業継続） 特産ブランド認証品販売促進事業
町が指定する特産ブランド品を通常販売価格に対し割引率10％以上で販売する

事業者に対し、発送にかかる経費を負担
対象となる事業者

247 養老町 事業者向け（感染拡大防止）
新型コロナウイルス感染防止対策

助成事業

休業要請後の再開に際し、新型コロナウイルスの感染防止対策として行う施設

整備等を行う事業者に対し、必要な経費を上限100千円で助成
対象となる事業者

248 養老町 事業者向け（事業継続） 地域交通弱者対策事業 高齢者、子育て世帯に養老鉄道の回数券を交付
65歳以上の運転免許証返納者、未就学児の保護

者

249 笠松町 事業者向け（事業継続）
テイクアウトクーポン券補助金事

業

町商工会の「テイクアウト・配達PR事業」に参加する飲食店などで使用でき

るテイクアウトクーポン券（500円×2枚、300円×4枚、200円×4枚　計3,000

円分）を町内各世帯に配布し、対象店舗で使用してもらうことで事業継続支援

を図る。

町商工会の「テイクアウト・配達PR事業」に

参加する飲食店などの事業者

250 笠松町 個人向け（生活支援）
要保護及び準要保護

児童生徒食費助成事業

学校の休校により、家庭で食事をとる機会が増加した中で、支援を必要とする

要保護及び準要保護児童生徒に対し、小学生4,600/月、中学生5,300円/月を2

か月分助成する。

要保護及び準要保護児童生徒

251 笠松町 個人向け（生活支援） 給食費補助事業

休校期間が長くなり、食費の増加による子育て世帯の家計の負担が増えている

ことが想定されることから、休校期間終了後１か月分の給食費を無料（徴収無

し）とする。

小中学生
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252 垂井町 個人向け（生活支援） たるいっ子応援給付金給付事業
子育て世帯の生活を応援するため、18歳以下（高校3年生世代まで）のすべて

の子どもに1人1万円を支給する。

平成14年4月2日から令和2年4月27日までに生

まれた子の世帯の世帯主

253 垂井町 個人向け（生活支援） 水道料金（基本料金）の免除事業
町民や事業者の経済的負担を軽減するため、4ヶ月間、水道料金の基本料金を

免除する。
町内全世帯及び事業所

254 垂井町 個人向け（生活支援） 勤労者離職者支援事業

事業主の都合により離職された方を支援する。

・中学生以下10,000円/人（月額）

・高校生16,000円/人（月額）

離職者

255 垂井町 個人向け（生活支援） 町指定ごみ袋無償提供事業 町指定ごみ袋10枚を無償提供する。 町内全世帯

256 垂井町 事業者向け（雇用継続） 雇用調整助成金上乗せ助成事業 国の助成に、町が上乗せして助成する。 対象となる事業者

257 垂井町 事業者向け（雇用継続） 雇用調整助成金申請手続支援事業
雇用調整助成金に関する申請手続きを社会保険労務士に依頼した場合、最大7

万円を助成する。
対象となる事業者

258 垂井町 事業者向け（事業継続）
テイクアウト又はデリバリーに参

入する事業者への補助事業

飲食物のテイクアウト又は食器の回収を必要としないデリバリー事業に新規参

入する初期投資の経費（上限70,000円）を補助する。
町内の飲食店

259 垂井町 事業者向け（事業継続） 店舗等賃料補助事業
4月～6月の3か月間、町内に店舗、事務所等を構える事業者に対し、土地及び

建物の賃料（上限 50,000円/月）を補助する。
対象となる町内の事業者

260 垂井町 事業者向け（事業継続） 工業団地用地無償貸付事業
昨年造成が完了した府中離山工業団地用地（39,000㎡）を、企業の製品、資機

材の仮置き場として、12月まで無償で貸し付ける。
町内企業

261 神戸町 個人向け（生活支援） 上水道基本料金の免除事業 ７月～１２月までの６か月間、町内全世帯の水道基本料金について免除する。 町内全世帯

262 神戸町 個人向け（生活支援） 新生児臨時特別給付金給付事業 期間中に産まれた子ども１人あたり１０万円を給付する。

令和２年４月２８日から令和３年４月１日の間に生

まれた子（出生により神戸町に住民登録した子に限

る。）

263 輪之内町 個人向け（生活支援）
新型コロナウイルス感染症予防の

ためのマスクの配布事業

新型コロナウイルスに感染した際にハイリスクとなる対象者にマスクを配布す

る

65歳以上の高齢者（15枚/ひとり）

障がい者（15枚/ひとり）

妊婦（妊娠周期に応じ5～14枚/ひとり）
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264 輪之内町 個人向け（生活支援）
小中学校Ｗｅｂ映像配信設備等導

入事業

休校措置に伴いオンライン授業を行うための設備導入とWi-Fi環境のない児童

生徒のためのモバイルルータの貸し出し
小中学校生徒 教育関連事業

265 揖斐川町 事業者向け（事業継続）
持続化給付金支援事業（町上乗せ

分）
国の持続化給付対象となった者に対し、給付金額の10％を上乗せ補助する。 国の持続化給付金を活用した事業者等

266 揖斐川町 個人向け（生活支援） いびがわ飲食店応援食事券
飲食店の利用を促進のための食事券を発行する。6,000円分の食事券を3,000円

で販売。　　　販売枚数　8,000冊
町内在住者または町内在勤者

267 揖斐川町 事業者向け（事業継続）
いびがわ飲食デリバリー等新規参

入事業

新規にテイクアウトやデリバリー(出前)事業を実施する事業者に対し、初期投

資に要する経費を補助（上限50,000円）する。
町内事業者

268 揖斐川町 個人向け（生活支援） プレミアム商品券

商店等の利用促進のための商品券を発行する。13,000円分の商品券を10,000円

で販売

販売枚数　4,000冊

町内在住者または町内在勤者

269 揖斐川町 事業者向け（事業継続） テレワーク導入支援事業補助金
働き方改革推進支援助成金を活用し、新規にテレワークを導入した事業体に対

して、町独自に１割（上限100,000円）を補助する。
町内事業者

270 揖斐川町 個人向け（生活支援） 緊急生活支援助成事業
揖斐川町社会福祉協議会において緊急小口資金の貸付を受けた者に対して、償

還金の３割を助成する。
町内低所得者世帯

271 揖斐川町 個人向け（生活支援） 緊急配食サービス事業
通所介護事業所閉鎖時に食事が必要な利用者に対して、配食サービスを提供す

る。
町内在住の通所介護事業所利用者

272 揖斐川町 個人向け（生活支援）
子育て世帯応援給付金(単独)支給

事業

平成14年4月2日以降生まれの児童・生徒の子育て世帯及び児童扶養手当時給対

象児童に対して10,000円の給付金を支給するもの

平成14年4月2日以降生まれの児童・生徒の

子育て世帯及び児童扶養手当時給対象児童
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273 大野町 個人向け（生活支援） 大野町プレミアム食事券の販売

・5,000円分の食事券を3,000円で販売（1,000円券×5枚）

・販売予定数8,000冊

・令和2年6月1日より販売開始し、完売した時点で終了

・大野町内各金融機関・郵便局にて販売

・大野町内飲食店のみ利用可能（対象店舗数41件）

　対象店舗については大野町プレミアム食事券のチラシに記載

・令和2年6月1日から令和2年9月30日まで利用可

大野町内在住者

274 大野町 個人向け（生活支援）
大野町地元応援割引クーポンの発

行

・2種類のクーポン券発行

　大野町商工会加盟店舗用クーポン券（500円割引券　3枚）

　すべての参加店舗用クーポン券（500円割引券　3枚）

・1,000円以上のお買い物ごとに割引クーポン券1枚使用可

・令和2年8月号（7月31日配布）町広報紙にクーポン券を同封

・令和2年8月1日から令和2年12月31日まで利用可

・使用対象店舗については令和2年6月1日より募集

・対象店舗については8月号広報紙に掲載

大野町内在住者

275 大野町 個人向け（生活支援）
新型コロナウィルス感染症関連の

各種証明書類の発行

新型コロナウィルス感染症関連の各種申請に必要な住民課が発行する証明書類

は、手数料が免除となる

新型コロナウィルス感染症関連の各種申請に住

民課が発行する証明書類が必要な方

276 大野町 個人向け（生活支援） 高齢者等買い物支援事業

町と高齢者見守りネットワーク事業の協定を締結した事業者が行う配達サービ

ス等（日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等の購入）の利用登録に係る費

用（１，０００円）を助成。　協定締結事業者：株式会社平和堂　大野店

65歳以上の高齢者のみの世帯（独居・高齢者世

帯）

277 池田町 個人向け（生活支援） 池田っ子特別支援給付金給付事業 生活支援のため、１人あたり２万円を給付。
０歳から15歳まで

（約3,065人）

278 池田町 個人向け（生活支援）
ひとり親子育て応援給付金給付事

業

生活支援のため、母子父子家庭（福祉医療助成対象世帯）１世帯あたり２万円

を給付。

母子父子家庭

161世帯（389人）

279 池田町 個人向け（生活支援）
障害児子育て世帯特別給付金給付

事業

生活支援のため、重度心身障害児子育て世帯（福祉医療助成対象世帯）１世帯

あたり２万円を給付。

重度心身障害児家庭

45世帯

280 池田町 個人向け（生活支援） 高校生教育支援事業 教材図書費として１人あたり１万円を支給。
高校生

（約807人）
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281 池田町 個人向け（生活支援） 大学生奨学金利用者支援事業 生活支援のため、奨学金受給者１人あたり５万円を支給。
大学生・専門学校学生

（約250人）

282 池田町 個人向け（生活支援） 保育給食費3ヶ月無料化事業 令和３年１月から３ヶ月間、保育給食費の無料化を実施。
公私立保育園児（３歳児以上）

（公立248人＋私立66人）

283 池田町 個人向け（生活支援） 学校給食費3ヶ月無料化事業 学校再開から3ヶ月間、学校給食費の無料化を実施。 小・中学生

284 池田町 事業者向け（事業継続） 生活資金貸付支援事業
１件あたり１０万円（緊急小口資金特例貸付上限額20万円の２分の１）を給

付。

社会福祉協議会への緊急小口資金申請者

（20件分）

285 池田町 事業者向け（事業継続） ふれ愛の家事業継続緊急助成事業 障害福祉サービス事業所「ふれ愛の家」への応援支援給付。５０万円 障害福祉サービス事業所「ふれ愛の家」

286 池田町 事業者向け（事業継続） まちを明るくする商品券事業

経済対策のため、収束の状況により商品券１冊3,000円（5,000円分）の販売。

第１弾：６月１日（8,000冊）、

第２弾：８月３日（7,000冊）販売開始。

登録飲食店、宿泊業等

287 北方町 個人向け（生活支援） 上下水道料金減免事業
5月～12月までの上水道料金並びに下水道料金について、2か月ごとの請求金額

から上水道料金1,100円、下水道料金1,100円を各々減額する
水道を利用する世帯、事業者

288 北方町 個人向け（生活支援）
学級担任と児童、生徒、家庭をつ

なぐホットライン事業

小中学校の学級担任に携帯電話を配備し、休校期間中の児童生徒の学習支援及

び心のケアの為の連絡体制を強化する
小学校児童、中学校生徒 教育関連事業

289 北方町 個人向け（生活支援） ひとり親家庭等応援給付金
ひとり親家庭の生活支援のため、児童扶養手当受給対象児童１人あたり10,000

円を支給する

令和２年４月分の児童扶養手当受給世帯

（全額停止者は対象外）
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290 北方町 個人向け（生活支援） ひとり暮らし高齢者食料支援事業
見守りのための配食サービスを利用している70歳以上の高齢者の生活支援のた

め、日持ちのする食品（1,500円程度）を支給する

見守りのための配食サービスを利用してい

る70歳以上の高齢者

291 北方町 個人向け（生活支援）
支援策等に必要な証明書の交付手

数料免除事業

支援策を受けるために必要な証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証

明等）を無料交付する
支援策等を申請する個人、事業者

292 富加町 個人向け（生活支援） マスク配布事業
新型コロナウイルス感染拡大防止策として、１世帯あたり30枚ずつマスクを配

布する。
町内全世帯

293 富加町 個人向け（生活支援） 児童手当受給者臨時給付金事業
子育て世帯への生活支援のため、対象世帯に対し、児童手当を子ども１人あた

り20,000円給付する。

児童手当（本則給付）の令和２年５月分

（4月分の対象となる児童を含む）の受給

者

294 富加町 個人向け（生活支援） 児童扶養手当臨時給付金事業
子育て世帯（ひとり親世帯）への生活支援のため、対象世帯に対し、児童扶養

手当を子ども１人あたり30,000円給付する。

児童扶養手当の令和２年５月分（4月分の

対象となる児童を含む）の受給者

295 富加町 個人向け（生活支援） とみか元気振興券事業

地域に貢献している事業者で共通して使用できる地域振興券を発行し町民に交

付することで、地元消費の拡大・地域振興・活性化に資する。町商工会と共同

で実施する。

【交付対象額】

　１人あたり5,000円分の振興券交付

【交付方法】

　交付対象世帯主に対して、交付対象者の人数分の振興券を送付して交付す

る。

令和２年６月１０日時点で、富加町に住民

登録がある世帯主

296 富加町 事業者向け（事業継続）
とみかテイクアウト弁当販売サ

ポート事業

弁当のテイクアウトを開始した事業者に対して、事業開始準備費用として支援

金（上限30,000円）を支給する。また、登録事業者をのぼり旗等でPRして弁

当テイクアウトを推進する。

本事業に申請した事業者
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297 富加町 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症防止対

策営業再開支援金事業

岐阜県の休業要請に応じて「岐阜県新型コロナウイルス感染症対応拡大防止協

力金」の対象となった事業者に対し、営業再開支援金を支給する。

①5/7から緊急事態宣言解除まで休業した事業者

　支給額：100,000円

②適切な感染防止を講じたうえで営業した事業者

　支給額：50,000円

協力事業者

298 富加町 事業者向け（雇用継続）
道の駅コロナウイルス感染症感染

症対策支援事業

5/6までの岐阜県の休業協力要請に応じてレストラン営業を休業したが、休業

協力金の対象とならない道の駅に対し、協力金交付及び管理運営上必要なマス

クを配布する。

①協力金交付：500,000円

②マスク配布：500枚

道の駅指定管理者

（半布里の郷とみか）

299 川辺町 個人向け（生活支援） ひとり親世帯臨時特別給付金
児童扶養手当を受給している世帯を対象に臨時特別給付金30,000円を給付し、

経済支援を実施する。
児童扶養手当受給者

300 川辺町 事業者向け（事業継続） 「川辺おうちごはん券」発行事業

町内飲食店で利用可能な食事テイクアウト券（2,000円分）を全町民に配布し

利用してもらうことで、町民の生活支援及び飲食店事業者の売上げ支援を行

う。

・4/27時点で住民登録のある全町民

・テイクアウト実施可能な町内飲食店

301 川辺町 個人向け（生活支援） 感染防止のためのマスク配布事業
町内全世帯に対し、一世帯あたり10枚のマスクを配布し、マスクの調達不足の

支援を図るとともに感染の拡大を防止する。
町内全世帯

302 七宗町 事業者向け（事業継続）
新型コロナウイルス感染症対策お

べんとう券事業

町内の飲食店で利用可能な「おべんとう券」を一人2,500円分（500円券×５

枚）配布する。
全町民

303 七宗町 個人向け（生活支援）
七宗町子育て世帯支援臨時給付金

支給事業

休園や休校などにより、自宅等での生活が長くなり、食事等の経済的負担を軽

減するため、１人月1万円（最大2か月分の2万円（4月・5月分）を支給する。

令和2年4月1日から令和2年5月31日までの

間に住所がある０歳から中学校３年生
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304 七宗町 事業者向け（感染拡大防止）

新型コロナウイルス感染症感染拡

大協力事業

（町単独分）

岐阜県からの休業要請を令和2年5月7日以降も引き続き継続し、協力いただい

た事業者に対し、県の制度とは別に10万円を支給する。
町内事業者

305 七宗町 個人向け（生活支援） 手作りマスク配布事業
コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、町が作製した布製の手作りマスク

を一人１枚づづ配布する。

令和2年6月5日時点において、住所を有し

ている全町民

306 八百津町 個人向け（生活支援） やおっちふるさと応援券交付事業
町内のみで使用できる１万円の「やおっちふるさと応援券」を全世帯に配布す

る。
町内全世帯

307 八百津町 個人向け（生活支援） ふるさと応援奨学金給付事業

修学支援のため、大学生等に給付型の奨学金を給付する。

・自宅から通学　　　４万円

・自宅外からの通学　８万円

・申請時点において、3箇月以上町内に住所を

有している方の子

・学校教育法に規定する大学等に在学する方

308 白川町 個人向け（生活支援） 地域振興券等交付事業 5,500円/人の振興券等を交付（1,000円券×２枚　700円×５枚） R2.4.27現在　町内全住民

309 東白川村 個人向け（生活支援） 感染症対策事業 感染対策消耗品を購入し、全村民に対して一人5枚のマスクを配布する。 住民

310 東白川村 個人向け（生活支援） 自主的な隔離措置応援事業 感染者と接触した住民の自主的な隔離措置をた場合、その宿泊費を支援する。 感染者と接触した住民等

311 東白川村 事業者向け（感染拡大防止） 感染症拡大防止協力金事業
岐阜県感染症拡大防止協力金の対象とならない事業者（施設）に対して、感染

症拡大防止協力金として1施設20万円を支給。
休業を行った事業者

312 東白川村 事業者向け（事業継続） おべんとう券事業
一人5枚（350円券*5枚）のおべんとう券を発行。お弁当を提供する事業者に対

して、１枚当たり450円、回収枚数を乗じて補助する。
住民及び事業者
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313 東白川村 事業者向け（事業継続） お食事券事業
一人5枚（500円券*5枚）のお食事券を発行。飲食を提供する事業者に対して、

１枚当たり500円、回収枚数を乗じて補助する。
住民及び事業者

314 東白川村 事業者向け（事業継続） プレミアム付商品券発行事業

全村民に対して一人1枚（額面5,000円と30％1,500円プレミアム付商品券）の

プレミアム付商品券の引換券を発行。プレミアム付商品券業務の受託者に対し

ての事務補助とプレミアム分を補助する。

住民及び事業者

315 東白川村 事業者向け（事業継続） 白川茶新茶販売促進事業

全世帯に1枚（新茶1,080円*2個）の新茶引換券を発行。全世帯と195名の村人

会の会員に対して一世帯5枚（500円券×5枚）新茶割引券を発行。新茶取扱店

に対して、１枚当たり500円、回収枚数を乗じて補助する。

全世帯及び関係人口（村人会）、事業者

316 東白川村 個人向け（生活支援） 子育て世帯への給付金支給事業
平成14年4月2日から令和2年4月30日生まれの児童・生徒を養育する保護者に

対して子育て世帯への給付金（児童生徒一人10,000円）を支給する。
対象児童生徒の保護者

317 東白川村 個人向け（生活支援）
高齢者世帯、ひとり親世帯への商

品券事業

高齢者世帯とひとり親世帯に商品券を発行。商品券業務の受託者に対しての事

務補助と商品券の額面相当額を補助する。
高齢者世帯、ひとり親世帯

318 東白川村 個人向け（生活支援） 手作りマスク製作事業

日赤東白川分区の手作りマスクを購入し、高齢者世帯、授産施設及び保育園等

の利用者・園児・従事者に対して一人2枚（園児は1枚）の手作りマスクを配布

する。

高齢者世帯

319 東白川村 事業者向け（事業継続） ふるさと便事業
関係人口（村人会）と村外で生活している学生に対して特産品（茶・トマト

ジュース・きくらげ等）を購入しふるさと便として発送する。

関係人口（村人会）、村外で生活している

学生

320 東白川村 個人向け（生活支援） CATV使用料の減免 ２ヶ月間、ＣＡＴＶ使用料の免除する。 住民
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321 東白川村 個人向け（生活支援） 簡易水道使用料基本料の減免 ２ヶ月間、水道使用料基本額の免除する。 住民

322 御嵩町 個人向け（生活支援） 水道料金支援事業

外出自粛期間中に利用した水道料金（５月検針分）を減免・助成することで、

家庭等の経済的負担を軽減するもの。町上水道契約者は減免とし、町内在住者

で町以外の水道事業者等と契約している者は、申請により助成する。

町内全世帯及び事業所（官公庁を除く。）

323 御嵩町 個人向け（生活支援） 可燃ごみ袋配布事業
町内一般家庭に可燃ごみ袋（１世帯あたり10枚の有料可燃ごみ袋）を配布し、

在宅時間の増加に伴う家庭ごみの増加に対する負担を軽減するもの。
全世帯

324 御嵩町 個人向け（生活支援） 大学生等生活支援給付事業
アルバイト減等による収入減に対応した生活支援と学びの機会の支援のため、

町内在住又は町出身の学生に対し10千円を給付するもの。

御嵩町内在住または御嵩町出身の大学生、専門

学校生等

325 御嵩町 個人向け（生活支援） 大学生等生活物資費用等補助事業

地域内消費の促進と学生等の生活支援のため、町内の保護者が、町内店舗で購

入した仕送り品（食料品、日用品等）の購入代及び送料を補助するもの。※申

請を要する。

御嵩町出身で町外に在住している大学生、

専門学校生等の保護者等

326 御嵩町 個人向け（生活支援） 子育て世帯応援特別給付事業
子育て世帯への生活支援のため、町内に住所を有する満15歳以下の児童1人に

つき、1万円の給付金を支給するもの

令和2年3月31日現在で御嵩町に住所を有する

満15歳以下の子の保護者等

327 御嵩町 個人向け（生活支援） らくだネット事業費補助事業

地域内消費の促進と高齢者の買い物・生活支援を行うため、として、「らくだ

ネット」の協力店で使用できる1千円分の優待券を65歳以上の町民に配布する

もの

※らくだネット…高齢者支援のため、食料品や日用品の配達のほか、見守りな

どを行う協力店舗によるネットワーク事業。食料品店やコンビニ、日用品店、

タクシー会社、病院などが参加

65歳以上の町民
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328 御嵩町 事業者向け（事業継続） 飲食店販売促進支援事業

飲食店の安定的な事業活動の維持と地域内での消費を促進するとともに、感染

予防拡大を図るため、町内飲食店が行うテイクアウトの実施に係る経費を補助

するもの。

町内飲食店事業者

329 白川村 事業者向け（雇用継続） 白川村雇用調整対策給付事業 国の雇用調整助成金の事業主負担分を村が独自に補助する 休業を行った事業者

330 白川村 事業者向け（雇用継続） 白川村緊急休業等支援事業
国の雇用調整助成金の対象外となる従業員の休業等に対し、村が事業主へ独自

に支援する
休業を行った事業者

331 白川村 事業者向け（事業継続）
白川村新型コロナウイルス感染症

経済対策特別利子補給事業

著しく売り上げが減少した事業者に対し、既存借入れ又は既往債務の条件変更

に係る利子に関して、1年以内分の補助をする（対象となる資金の上限5,000万

円）

村内事業者

332 白川村 事業者向け（事業継続）
白川村商工業等緊急対策融資利子

補給補助金

新たに融資を受けた事業主に対し、最大3年間利子を補助する（対象となる資

金の上限2,000万円）
村内事業者

333 白川村 事業者向け（事業継続） 温泉使用料の減免
平瀬温泉内の旅館・民宿等の事業者に対し、温泉使用料の減免を行う。（３月

分：全額、４～７月分：2/3減免）支援額：3,814千円
平瀬温泉内の旅館、民宿 観光関連事業

334 白川村 個人向け（生活支援）
白川村児童生徒家庭食費支援交付

事業

学校等休業に係る子育て世帯への経済的支援

（児童生徒15,000円/人）
村内住所を有する児童生徒

335 白川村 個人向け（生活支援） 白川村児童生徒家庭食費配給事業 学校等休業に係る子育て世帯へ食品を支給する。 村内住所を有する児童生徒

336 白川村 事業者向け（雇用継続） 学校給食供給事業者支援事業 学校給食の食材供給業者に対する供給価格の一部を助成する。 学校給食供給事業者


