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新型コロナウイルス感染症関連  経済・雇用対策の実施状況 

１ 経済の再生 

No 事業名【予算額】 事業概要 実施状況（８／２１現在）  

１ 

新型コロナウイルス感染症

対応事業者応援補助金 

【１２億５千万円】 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた小規模事業者を 

対象に、 業態転換などの事業の継続に向けた取組みを補助 

・補助率：３/４以内、補助上限額：１５０万円 

（1次募集分 ～６／５（金）） 

・採 択 件 数：４７２件 

・交付決定額：６０６，８７７千円 

（２次募集分 ～８／１２（水）） 

・申請件数：５００件  

※９月中に採択決定予定 

２ 
地域消費喚起事業費補助

金【２億４千万円】 

・地場産業の組合などが地域で開催する県産品フェア（ＥＣサイ

トでの開催を含む）やそれに伴う感染症対策に要する経費を

補助 

・補助率：３/４以内、補助上限額：６００万円（フェア開催）、     

２００万円（感染症対策） 

・８／３１（月）まで募集中 

３ 
県産品購入促進補助金 

【２億１千万円】 

・市町村が、伝統的工芸品、郷土工芸品、地域資源を活用した 

加工食品等を購入する費用を補助 

・補助率：３/４以内、補助上限額：５００万円 

・８／３１（月）まで募集中 

４ 
県産品購入促進事業 

【３,０１３万円】 

・県が、ねんりんピック、冬季国体等に使用する表彰状、ノベルテ 

ィ等を購入［直接事業］ 
・庁内各課と調整中 

５ 
技術シーズ移転・実証事

業費補助金【５千万円】 

・大学等又は研究機関等が保有する技術シーズを活用した生 

産工程の自動化、高度化、新商品の開発等の経費を補助 

・補助率：３/４以内、補助上限額：１,０００万円 

・募集期間：～７／２２（水） 

・申 請 件 数： １２件 

・交付申請額： ９９，２４１千円 

６ 依頼試験手数料等の減免 

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けている県内中小 

企業に対し、工業系試験研究機関が実施する依頼試験の手

数料や開放機器の使用料を減免 

・免除率：１/２ 

・７／１５（水）より減免開始 

・減免承認企業数： ５１社 

・依 頼 試 験： ３１９件 

・開 放 機 器： １６３件 

７ 

製品開発に関する評価・分

析機能の強化 

【1億 5,61３万円】 

・工業系試験研究機関に、県内モノづくり企業からのニーズが 

高い評価・分析機器等を導入し、県内企業における製品開発・

品質検査を支援 

・１２月供用開始予定 

８ 

中小企業販路開拓等緊急

支援補助金【１億５千万

円】 

・地場産業の中小企業や組合などが取り組む国内外における

見本市等への出展・開催や新商品開発・改良、担い手の育成

に要する経費を補助 

・補助率：３/４以内 

・８／３１（月）まで募集中 

９ 
商店街にぎわい回復事業

費補助金【９,６００万円】 

・商店街のにぎわい回復のために、商店街が実施する①商店街

イベント・集客プロモーション、②商店街「新しい生活様式」 事

業（テイクアウト、デリバリー等、感染防止対策）を補助 

・補助率：３/４以内、補助上限額：①６００万円、②２００万円 

・募集期間：7／２０（月）～８／１１

（火） 

・申請件数：３２件 

・申請金額：９，５１６万円 

１０ 

サプライチェーン対策等生

産設備導入事業費補助金 

【７億５千万円】 

・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企業の取組みを補助 

・補助率：３/４以内（大企業２/３以内）、補助上限額：１億円 

・９／１１（金）まで募集中 

１１ 
ヘルスケア産業推進ネット

ワーク 

・医療、福祉（介護）、健康分野の関連団体と、県内モノづくり企

業等との連携による新たなネットワーク組織 

（ネットワーク設立） 

・９月中旬（予定） 

・情報発信や意見交換の場を提供 

資料３ 
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１２ 

ヘルスケア産業新ビジネス

開拓支援事業 

【３,６４０万円】 

①新規参入事例の情報発信やマッチングセミナーの開催、県産

業経済振興センターの医療福祉コーディネーターを核に、ヘル

スケア産業分野への参入等に向けた伴走型支援を実施 

②「新たな日常」におけるニーズと県内中小企業等のシーズと

のマッチングによる試作に要する経費を助成 

・補助率：３/４以内、補助上限：２００万円 

③国内の医療福祉機器分野等の展示商談会への出展料等を助成 

・補助率：３/４以内、補助上限：170万円 

① セミナー参加者募集 

８月中旬～９月（予定） 

11月中旬～１２月（予定） 

② 8／25（火）～9／24（木） 

③ 8／25（火）～9／24（木） 

 

１３ 

ヘルスケア産業関連設備

等導入事業費補助金 

【１億８千万円】 

・県内モノづくり企業等が新たな需要に対応するヘルスケア産業製

品等の生産設備（金型）、分析・評価機器等の導入経費を補助 

・補助率：３/４以内（大企業２/３以内）、補助上限額：６,０００万円 

・９／１１（金）まで募集中 

１４ 

航空宇宙産業競争力維持支

援事業費助成金 

【１,８００万円】 

・航空宇宙産業にかかる公的認証（JISQ9100 等）を維持して

いくための定期審査や更新審査に要する経費の一部を補助 

・補助率：３/４以内、補助上限額：６０万円 

（８／２４（月）で公募締め切り） 

・申請件数： ４１件 

１５ 
県産品販売フェアの開催

【1,60９万円】  

・県内及び名古屋圏等の百貨店で「観光・食・モノ」の３つのテ

ーマをワンパッケージとした県産品の販売促進フェアを開催 

（ＪＲ名古屋高島屋 フェア開催） 

・11／25（水）～11／30（月） 

１６ 

県産品アンテナショップ等

における販売促進 

【１,３４２万円】 

・「THE GIFTS SHOP」において、一定期間の緊急対策とし

て、県産品の特別販売及び市町村と連携したフェアを実施 
・8／26（水）～11／3（火） 

１７ 

ＥＣサイト新規構築等事業

費補助金 

【1,909万円】 

・自社のECサイトを新規構築又は改修する場合に必要な経費を補助 

①ECサイト新規立ち上げ 

・補助率：３/４以内、補助上限：７５万円 

②既存 ECサイト改修 

・補助率：２/３以内、補助上限：３０万円 

（補助金募集） 

・８／１８（火）～９／１８（金） 

１８ 
ＷＥＢ物産展の開催 

【２，４３０万円】  

・大手ＥＣサイトにおいて、既存ネットショップ事業者と新規出店 

事業者も併せたＷＥＢ物産展を開催 

第１弾（飛騨・美濃すぐれもの） 

・実施期間：４／２９（水）～６／１２

（金） 

・売上額：１，４２０万円 

第２弾（岐阜県WEB物産展） 

・実施期間：７／１（水）～８／３（月）      

・売上額：２，５７７万円 

第３弾（飛騨・美濃すぐれもの） 

・１０／１（木）～１１／３０（月） 

第４弾（岐阜県WEB物産展） 

・１２月上旬～１月上旬（予定） 

１９ 

海外ＥＣサイトによる県産

品の販路拡大 

【１，２５０万円】 

・ＥＣ市場規模が大きく岐阜県の認知がある中国上海、江西 

省、香港をターゲットに、日用品（刃物、木工製品等）、加工食

品を中心に、当該品目等を取り扱う事業者の販路拡大を支援 

（出品商品募集） 

・９月中旬頃～（予定） 

（ECサイトでの販売） 

・11月末頃～３月初旬(予定) 

２０ 
オンライン個別商談会の開

催【1,000万円】 

・民間企業が利用しているＷＥＢ会議システムを活用し、大都市  

 圏バイヤーと県内企業がオンライン上でマッチングする個別 

商談会を実施 

・バイヤー募集：９月中旬～１０月下 

旬（予定） 

・商談会開催：１１月上旬～２月下旬 

（予定） 
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２１ 
海外販路開拓への支援 

【1,896万 4,000円】 

・海外主要都市に設置している海外販路開拓のためのパート 

ナー拠点（グローバル・アンテナ・ショップ（GAS））において、県

産品フェアやテストマーケティング等のプロモーションを実施し、

海外市場開拓を目指す県内中小事業者を支援。 

・９～１０月 フェア商品決定・輸出 

・１１月以降、随時フェア開催 

２２ 

岐阜かかみがはら航空宇

宙博物館への誘客促進 

【５，０５０万円】 

①８月から１２月末まで、予算の範囲内において、入館料の半額

割引キャンペーンを実施 

②主に県内や東海三県在住者を対象に地元メディア等を活用

した広告やＣＭの制作・放送を行う 

③航空・宇宙分野の著名人を招聘し、講演会やトークイベント等を開

催 

④赤外線カメラ装置の導入や消毒マット等を設置 

①新型コロナウイルスの再拡大状

況を考慮し、延期（８／１（土）～１２

／２７（日）） 

②新型コロナウイルスの再拡大状

況を考慮し、延期（７／３１（金）～９

月半ば） 

③新型コロナウイルスの再拡大状況を

踏まえ、実施可否を判断（１０月～１１

月頃） 

④７／１５納品。利用中 

２３ 
新型コロナウイルスに関す 

る休日経営相談会 

・県商工会議所連合会、県商工会連合会、産業経済振興センタ

ーと共同で、県内事業者向けの休日無料相談会を実施 

・実施場所：各日２会場（岐阜１会場、岐阜以外１会場） 

・実施日時：土・日曜日の午前９時～午後５時 など 

３／２０（金・祝）～ 現在 

（８月２１日現在） 

・相談件数：２０３件 

 

２ 資金繰り対策 

No 事業名【予算額】 事業概要 実施状況（８／２１現在） 

１ 
新型コロナウイルス感染症

対応資金 

・フリーランスを含む個人事業主や売上高が急減している中小・

小規模事業者に対し、県が３年間利子を負担することで、実

質無利子・無担保で融資 

売上高が▲５％以上の個人事業主(小規模)、売上高が▲１５％

以上の中小・小規模事業者は、県が３年間全額を負担 

・新型コロナウイルス感染症による影響で、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

受けた者が対象 

・融資限度額：４，０００万円、 償還期間：１０年以内（措置５年 

以内）、利率：１．４％ 

・１２／３１（木）まで募集中 

＜融資実行件数＞ 

・融資件数：８，７５０件 

・融 資 額：１，４７６億９，４００万円 

２ 
新型コロナウイルス感染症

対策資金 

・新型コロナウイルス感染症による影響で、市町村長からセー 

フティネット保証４号の認定を受けた者が対象 

・融資限度額：８，０００万円、利率１．０％ 

・償還期間：運転資金 ７年以内（措置１年以内） 

          設備資金１０年以内（据置１年以内） 

・９／３０（水）まで募集中 

＜融資実行件数＞ 

・融資件数：１，２６１件 

・融 資 額：２６５億６，４００万円 

３ 危機関連対策資金 

・新型コロナウイルス感染症による影響で、市町村長から危機関

連保証の認定を受けた者が対象 

・融資限度額：１億円、利率１．０％ 

・償還期間：運転資金 ７年以内（措置１年以内） 

          設備資金１０年以内（据置１年以内） 

・Ｒ３.１／３１（日）まで募集中 

＜融資実行件数＞ 

・融資件数：２７１件 

・融 資 額：１１５億９００万円 
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４ 
経済変動対策資金 

の要件緩和 

・新型コロナウイルス感染症による影響で、最近１か月の売上高

等が前年同月比３％以上減少し、かつその後２か月を含めた３

か月平均も３％以上減少することが見込まれる者が対象 

・融資限度額：１億円、利率１．４％ 

・償還期間：運転資金 ７年以内（措置１年以内） 

          設備資金１０年以内（据置１年以内） 

＜融資実行件数＞ 

・融資件数：１９件 

・融 資 額：２億６，５００万円 

５ 
「新型コロナウイルス関連

融資相談窓口」の設置 

・新型コロナウイルス感染拡大に伴う中小企業・小規模事業者

の資金繰り対策として、２月５日に融資相談窓口を開設 
・相談件数： ５３５件 

 

３ 雇用維持・就労支援 

No 事業名【予算額】 事業概要 実施状況等（８／２１現在） 

１ 

新型コロナウイルス感染症

離職者雇用事業者給付金 

【６,０００万円】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により就労の場を失った方を

正規雇用労働者として６か月を超える期間雇用する中小企業

事業主に対して、給付金を支給 

・対象労働者１人当たり 60万円（１事業所当たり２人まで） 

・９／３０（水）まで募集中募集中 

（※１）雇入れは 8／31（月）まで 

・申請件数：1８０件（２１１人分） 

・申請額：１億２，６６０万円 

２ 

雇用調整助成金上乗せ助

成金 

【３億円】 

・新型コロナウイルス感染症の影響で、国の雇用調整助成金を

受給した中小企業に市町村が上乗せで助成した場合に、市町

村負担額の１／２を支援（中小企業に対し、市町村と併せて

1/10を上乗せただし、10/10の部分を除く） 

・上乗せ助成対象期間（雇用調整

助成金緊急対応期間（９月末）ま

で） 

・市町村からの交付申請・決定（１１月） 

・市町村からの実績報告・支払い（３

月） 

３ 

ＷＥＢ合同企業説明会の

開催、専用の動画サイト

開設 

【1,249万円】 

①ＷＥＢ合同企業説明会の開催 

②企業の魅力をＰＲする専用の動画サイトの開設 

①５０社の県内企業 

延べ２，０５０人学生等が参加 

・開催日：6／10（水）、16（火）、 

24（水）、29（月） 

②２４社を掲載中 

４ 

Ｗｅｂ活用型岐阜県内企

業情報発信事業費補助

金 

【1,500万円】 

・自社を紹介するための動画の作成及びＷｅｂ合同企業説明会

への出展等に要する経費を補助 

・補助率：２/３以内、補助上限額：３０万円 

・交付決定件数：55件 

・交付決定額：14,943千円 

５ 

留学生の県内就職に向け

た情報の発信 

【723万円】 

・留学生を対象としたＷＥＢ合同企業説明会の開催のほか、留

学生向け採用情報を提供 

・開催日：7／29（水）、9／9（水）、

16（水）、23（水） 

（第 1回（7／29）結果） 

・県内企業 4 社、県内外の留学生

70人が参加 



5 

 

６ 
第三者事業承継補助金 

【１，０００万円】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により経営の危機に直面す 
る事業者から、創業を希望する第三者への事業承継を契機とし
た新たな取組みに必要な経費を補助 

・補助率：２/３以内、補助上限額：２００万円 

・申請件数：４件 

・申請額：７，５１３，３３３円 

※採択：８月下旬を予定 

７ 

新型感染症対応ＢＣＰ策

定支援 

【１,０１１万円】 

・新型感染症に対応したＢＣＰ基本モデル、ガイドラインを作成 
・基本モデルを活用したＷＥＢ講習会の開催 
（計 20回、10社程度/回） 
・ＷＥＢや電話による個別相談の実施（150社） 

・基本モデル、ガイドラインを作成し、

９月中にＨＰ公開予定 

・９月下旬～ＷＥＢ講習会、個別相談

を実施予定 

８ 

社会保険労務士による雇

用調整助成金の相談会 

【9８１万円】 

・社会保険労務士による雇用調整助成金に関する休日無料相

談会を実施 

・実施日時：土・日曜日の午後１時～午後５時 

・実施場所：各日２会場（岐阜１会場、岐阜以外１会場） 

・相談件数：７６件 

９ 
就労相談体制の強化 

【１，４２０万円】 

・総合人材チャレンジセンターの相談対応をＷｅｂ等でできるよう

環境整備を行うとともに、増加が見込まれる求職者の就労相

談に対応するため、就労相談員を２名増員 

・相談件数： 

４～７月：１，２２８件（うちＷｅｂ相 

談：28件） 

１０ 

国の働き方改革推進支援

助成金の上乗せ給付 

【２,２００万円】 

・国の働き方改革推進支援助成金の対象となった県内中小企

業事業主に、上乗せ給付を実施 

・給付額 

テレワークコース：国の助成額の 1/3（上限 100万円） 

新型コロナ特例コース：国の助成額と同額（上限 100万円） 

職場意識改善特例コース：国の助成額の 1/4（上限１２．５万

円） 

３／３１（水）まで募集中 

・申請件数：３件 

・申請額：１０４万３，５００円 

１１ 

障がい者雇用企業へテレ

ワーク導入サポート 

【７０１万円】 

・障がい者雇用にあたり、テレワークの導入を検討している企業

に対し、専門家のサポートや遠隔地コミュニケーション体験、機

器の短期無料貸し出しなどを実施 

３／３１（水）まで募集中 

・実施件数：５件 

 

 

４ 観光のリスタート 

No 事業名【予算額】 事業概要 実施状況（８／２１現在） 

１ 

「新たな日常」対応宿泊

施設応援補助金 

【５億円】 

・県内の宿泊事業者が実施する感染防止のための取組みや安

全対策に必要な経費を補助 

・補助率：３/４以内、補助上限：５００万円 

８／３１（月）まで募集中 

２ 

“安心ステイ～ほっと一息、

ぎふの旅”キャンペーン 

【６億３，７７７万円】 

・県内、東海三県、全国へと段階的に対象エリアを拡大しなが 

ら、多くの方に本県を旅行先に選んでもらうためのプロモーショ

ン及び周遊企画・宿泊企画を展開 

①第１弾県民限定（～9／30） 

   ⇒ 10,411人泊を創出 

②第２弾東海３県限定（～10/31） 

   ⇒ 22,037人泊を創出 

３ 

「清流の国ぎふ」観光回廊

づくり推進事業費補助金

（拡充分） 

【７，４００万円】 

・感染拡大の終息を見据え実施する県内観光地の周遊性、滞在 

時間、宿泊期間又は消費額を増加させる取組みを補助 

①地域の観光協会等が取り組む地域内での消費喚起 

補助率：３/４以内、補助上限：１０，０００千円 

②新たな観光資源の磨き上げ  

補助率：１/２以内、補助上限：１０，０００千円 

① ② 要望件数：１３件 

※採択（内示）：8月下旬を予定 
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４ 

デジタル技術を活用した

観光コンテンツの作成・配

信 

【1億 7,526万円】  

① リニア沿線７市町の東美濃エリア内での広域的な周遊滞在

や観光消費を促進する「東美濃観光パスポート」に、人と人

との接触機会を減らすことにつながる専用アプリを導入 

 

②ＶＲ技術を活用して、関ケ原の合戦をバーチャル体験すること

ができるシステム開発と自宅に居ながら関ケ原古戦場を体験

できる動画コンテンツを作成 

③大河ドラマ関連の土産物をオンラインで販売するためのＥＣサ

イトを開設 

① 開催期間： 

９／１（火）～Ｒ３.２／２８（日） 

参加施設 ３７７（全ての施設で

非接触による電子スタンプラリー

が可能） 

 

② 10月上旬～、関ケ原の合戦のバ

ーチャルコンテンツ作成の事業

開始予定 

 

③ ９／１５（火）サイト開設予定 

５ 
サステイナブル・ツーリズム

の推進【3,90０万円】 

・ＳＤＧｓの理念に沿った「自然」「匠の技」「暮らし・文化」等を 

活かした体験型コンテンツを造成し、こうした「持続可能」な 

観光の強みを持つ本県のブランドイメージを確立させ、オンラ 

インでのプロモーションを展開 

・９月下旬～、事業開始予定 

 

６ 

「着地型コンテンツ」バー

チャル体験の配信

【５,000万円】 

・県内の着地型コンテンツがバーチャル体験できる映像を世界

各国へ配信し、本県への旅行意欲を喚起。また、Ｅコマースを活

用し、県産品を海外から購入できる仕組みを構築 

・８月下旬～、事業開始予定 

７ 
世界レベルのデジタルマ

ーケティング【900万円】 

・デジタルマーケティング専門家の支援を受け、インバウンド向け

ＷＥＢサイトの運用や発信力の向上及びＷＥＢサイトから得られ

るデータの解析ノウハウの習得 

・９月下旬～、事業開始予定 

８ 
海外誘客戦略推進事業 

【5,000万円】 

・将来の訪日需要の回復を見据え、まずは早めの再開が見込ま

れるアジア、オセアニア市場をターゲットに、現地旅行会社等と

連携した旅行商品の造成と販売促進、現地旅行博等でのプロ

モ―ションを実施 

・９月上旬～、台湾、東南アジア市場 

を皮切りに事業開始予定 

 

 

 

５ 「新たな日常」・社会経済の変容 

No 事業名【予算額】 事業概要 実施状況（８／２１現在）  

１ 

サテライトオフィス誘致推

進補助金 

【２億２,７00万円】 

①県外の企業が入居できるサテライトオフィスの整備を補助 

・補助率：３/４以内、補助上限：３千万円 

②県外の法人が県内に新たにサテライトオフィスを開設又は入

居する経費を補助 

・開設費：補助率：３/４以内、補助上限：２千万円 

・入居費：補助率：１０/１０以内、補助上限：５０万円／月 

③県内にサテライトオフィスを誘致するため、企業展等への出展

やビジネス雑誌への広告等を掲載 

①９／１８（金）まで募集中 

②R３.１／２９（金）まで募集中 

③企業展:１月出展予定 

  雑誌広告:１２月掲載予定 

２ 

スマートワーク推進ネットワ

ークによる活動【１,１００万

円】 

・テレワーク推進に向けて、講演会・セミナー・勉強会の開催、テ

レワークの実証に向けたワーキンググループ活動、企業間の情

報交換・マッチングを実施 

・ワーキンググループの活動には３／４以内（上限５００万円）の

補助金を支給 

・第１回テレワークに関するセミナー

（オンライン）を８／５に開催（受講

者数：約 120名） 

・９月に第２回、１０月に第３回を開 

催予定 
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３ 
デジタル変革推進事業補

助金【５億４,８６５万円】 

①製造工程や作業工程の自動化に向けたシステム、設備導入

に係る経費を補助 

・補助率 ： 3/4 以内、補助上限額：１億円 

②バックオフィス業務等の効率化、デジタル化を図るシステム 

や設備導入等に係る経費を補助 

・補助率 ：3/4 以内、補助上限額：３００万円 

（２者以上のグループを構成して申請する必要有） 

③セキュリティアセスメント実施に係る経費を補助 

・補助率 ：１０/１０ 以内、補助上限額：４００万円 

④セキュリティ設備導入に係る経費の補助 

・補助率 ：１０/１０ 以内、補助上限額：４００万円 

⑤セキュリティアセスメント及び設備導入事業 

・③と④を合わせて実施する経費を補助（③と④に準ずる） 

（1次募集：７／１０～７／３０） 

① 申請件数：２１者 

交付申請額：８９０，５２０千円 

② 申請件数：１３グループ/３２者 

   交付申請額：６３，９１１千円 

③ 申請件数：１者 

交付申請額：５８６千円 

④ 申請件数：３者 

交付申請額：１３，０５２千円 

⑤ 申請件数：１５者 

交付申請額：９０，５０３千円 

４ 

ドリーム・コア通信環境強

化 

【１９９万円】 

・施設利用型テレワークとして提供するドリーム・コアの技術開発

室、１階広場及び２階会議室の通信環境を強化 
・１０月下旬利用開始（予定） 

５ 
ＩＴサービス開発への支援

【2,200万円】 

・ソフトピアジャパン入居企業に対し、非接触型アプリの開発など、コ

ロナ社会に対応する新たなＩＴサービスを開発するための活動費を

支援 

・９月開始（予定） 

６ 

ＩＡＭＡＳにおける新たな教

育研究環境の整備 

【７７０万円】 

①オンライン授業の内容を拡充するため、タブレット端末やヘッド
セット等の機器を追加購入等し、新たな教育環境を整備 

②ＩＡＭＡＳの学生寮全室に高速で容量制限のないインターネッ
ト回線を整備する 

① 9月末利用開始見込み 

仕様調整・調達中 

② ６月１日から利用開始 

７ 

県立職業能力開発施設の

オンライン等訓練環境の整

備 

【３,２１３万円】 

①国際たくみアカデミーにオンライン訓練の実施に必要な訓練
生用タブレット端末を配備するとともに、施設内のＷｉ－Ｆｉ環境
を整備 

②木工芸術スクールの施設内の各教室に分散して訓練が実施
できるよう、各教室にモニター等を整備 

③障がい者職業能力開発校の既存のノートパソコンのセキュリ
ティ強化等により、オンライン訓練の実施可能な環境を整備 

①国際たくみアカデミー 

・タブレット端末：業者見積徴収等を

行い、調達準備中 

・Wi-Fi 環境整備：調達前審査（情

報企画課）準備中 

②木工芸術スクール 

・モニター等の整備：調達準備中 

③障がい者職業能力開発校 

・PC セキュリティ対策：調達前審査

（情報企画課）準備中 

８ 

テレワーク用サテライトオフ 

ィス設置支援【２,８６４万 

円】 

・新型コロナウイルス感染症対策として、ソフトピアジャパンに、 

テレワークを行うためのサテライトオフィスを整備する場合、利

用料（家賃）を免除 

・５月１日（金）から募集中（～R3.３ 

／３１（水）まで） 

（７／３１現在） 

・5事業者が入居済（5室） 
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６ 農林水産業の支援（農業） 

 事業名【予算額】 事業概要 実施状況（８／２１現在）  

１ 

スマート農業推進センター

機能拡大事業費 

【３,200万円】 

・農業者が生産現場で機械の効果を比較検証できる機会を創 

出するため、特徴の異なる複数の機種を岐阜県スマート農業 

推進センターに配備する。 

 ＜導入機械＞ 

・リモコン草刈機４機種、アシストスーツ４機種、環境モニタリング

機器１機種 

・受付開始：8／19～ 

・貸付開始：9月中旬予定 

２ 

スマート農業緊急実証プロ

ジェクト事業費 

【５,0９１万円】 

・人手不足が深刻化する品目・地域を対象に、ロボット・AI・ 

IoT等を活用したスマート農業技術を実証し、省力化等の効 

果を明らかにする。 

・農業大学校と連携し、農業生産を学ぶ学生に実習の機会を 

提供する。 

・設置場所：郡上市だいこん産地 

・実証内容：リモコン式草刈り機、ア 

シストスーツ 

3 

スマート農業技術実証農

場設置事業費補助金 

【３,３５０万円】 

・スマート農業機器による作業時間の削減効果等の分析を行 

い、その効果を地域へ普及する「スマート農業技術実証農場」 

を設置するとともに、農業者に対し、必要な機器の導入経費等 

を助成する。 

・要望件数：19件（5市 3町） 

・要望額：103,866千円 

・スマート農業推進協議会の意見を踏

まえ、9月上旬までに採択決定予定 

４ 

スマート農業技術緊急導

入支援事業費補助金 

【5,000万円】 

・スマート農業技術を導入し、作業の省力化・効率化を図り、労 

働力不足等の解消を目指す農業者や農業者で組織する団体 

等に対して、必要な機器等の導入を支援する。 

・要望件数：20件 

・要望額：35,466千円 

・スマート農業推進協議会の意見を踏

まえ、9月上旬までに採択決定予定 

・9月中旬から追加募集を開始 

５ 

農業生産における省力化

実証研究 

【４,700万円】 

・労働力の確保が困難な産地の農業経営の維持、発展に資す 

るため、県研究機関において、農業の省力化等に対応できる 

自動収穫機や遠隔操作草刈り機等の機器を用いた試験研究 

を実施する。 

・10月から順次供用開始 

６ 

飛騨牛市場活性化緊急対

策事業費補助金 

【５補：６,000万円 

→６補：１億６ ,000 万

円】 

・飛騨牛の需要拡大を図るため、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 

・県内食肉市場に買参権を有する者（飛騨牛購買者） 

・定額１頭あたり１０万円以内 

・事業者数：４４ 

・交付対象期間：5／18～6／11、 

6／22～7／31 

・交付頭数：947頭 

７ 

輸出力の維持・強化に向

けた施設整備等への支援 

【１億３,５00万円】 

①外食産業におけるインバウンド需要回復への支援 

・訪日外国人が安心して店舗を利用できるよう、空気換気設備 

の導入や店舗改装など、新型コロナウイルス対策を含む衛生 

管理の徹底・改善を図るための設備導入等を支援する。 

 

②輸出先国の市場変化に対応した施設整備等への支援 

・輸出先国における外食から家庭食へのシフトに対応するた 

め、輸出向けインスタント食品の製造やパッキングに必要な設 

備の導入等を支援する。 

①・申請件数：9件 

  ・申請額：81,871千円 

 

②・交付決定：2件 

・交付決定額：26,916千円 
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８ 

学校給食飛騨牛提供推進

事業費補助金 

【５億３,４00万円】 

・学校給食における飛騨牛の提供を支援 

 

＜補助対象＞ 

・県内の小中学校等の学校給食において、飛騨牛の利用に要す

る経費（財源：国 10/10和牛肉等販売促進緊急対策事業） 

・９月以降に学校給食において提供

開始予定 

９ 

水産物販売促進緊急対策

事業費補助金 

【１億３,３５０万円】 

・学校給食における鮎等の提供を支援 

 

＜補助対象＞ 

・県内の小中学校等の学校給食において、鮎・マス等の利用に

要する経費（財源：国10/10水産物販売促進緊急対策事業） 

・９月以降に学校給食において提供

開始予定 

10 

県産農畜水産物の消費拡

大（地産地消キャンペー

ン） 

【３,８00万円】 

 

 

 

 

①県産農畜水産物の地産地消の推進 

・県内量販店、スーパー、農産物直売所やイベント等において、 

県産農畜水産物の需要を喚起し、販売を促進する地産地消キ 

ャンペーンを実施する。 

 

②地産地消に係る需要喚起対策等の支援 

・生産者団体、流通業者及び直売所等が独自に行う農産物の 

地産地消のための取組みを支援。 

 （WEB 上でのフェア、店頭キャンぺーン等の販売促進、PR 動

画等広報ツール、料理レシピの作成や活用提案など、新しい

生活様式に向けた需要喚起 等） 

 

③「観光・食・モノ」情報発信拠点における販売促進 

・「GIFTS PREMIUM」において、一定期間の緊急対策として 

県産品の販売促進フェアを行い、消費者が割引価格で購入で 

きるよう、特別販売を実施 

 

①地産地消キャンペーン 

・実施店舗数：311店舗 

・期間：第 1弾 6／13～6／28、 

第 2弾 7／26～8／10 

 

②・採択件数：8件 

・申請額：9,9９8千円 

 

③・8／1～12／31 まで割引キャン

ペーンを実施 

11 

繁殖農家の経営回復に向

けた子牛市場の活性化 

【１,６５０万円】 

・肉牛農家の子牛導入に対する緊急的な支援を通じ、子牛市場 

の活性化を早急に図ることにより支援する。 

・７月～１０月に実施する子牛市場が対象 

・交付頭数：第１期（7/1～7/10） 

255頭、第 2期（7/11～8/7）

275頭（見込み） 

12 

６次産業化商品の開発・販

売促進支援 

【１,３２０万円】 

・新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた農業者等が、 

自ら生産する農林水産物を利用した加工食品の商品開発や 

販売促進に必要な機械・器具等の導入に要する経費を支援。 

・採択件数：10件 

・申請額：13,567千円  

13 
農業機械緊急整備事業費 

【１,５１０万円】 

・援農や就農に必要となる農業機械の技術習得を目的とした研 

修を実施するため、農業大学校に最新型のトラクター、ラジコン 

草刈り機を導入する。 

・国からの交付決定： 8／17 

・9月入札、10月納品予定 

14 

農業教育や普及現場にお

ける ICT環境整備 

【３,５５１万２,000円】 

①ICT環境整備事業費 

・農業大学校及び国際園芸アカデミーにおいて、校内全体の 

Wi-Fi接続などの環境整備を行うとともに、情報端末、遠隔地 

から作物や家畜を監視できるシステム等の ICT機器を導入 

する。 

②農業普及指導活動高度化推進事業費 

・農林事務所にオンライン会議システムを導入し、WEB研修会 

や農業者と画像やデータを共有し、遠隔地からリアルタイムに 

個別指導ができる環境を整備する。 

①10月から供用開始予定 

 

②タブレット端末 5台、オンライン会

議システム 18台分を納品済み。 

・9月に環境整備を実施し、個別指 

導を開始予定 

15 
野菜等農産物安定供給支援 

【１億５,０００万円】 

・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。 
・7／7～ 事業周知を実施中 
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16 
Eコマースによる支援 

【２,000万円】 

・飛騨牛や花きなど県産農畜水産物の消費拡大を図るため、自 

宅でも注文可能なネット販売キャンペーンを実施するとともに、 

生産者団体等が行うネットによる販売促進活動を支援 

①「ギフツプレミアム」オンラインサイトで飛騨牛、花きの２割引き

販売を実施（送料無料） 

②生産者団体等がそれぞれ行うネット販売活動に対する支援

（県産農畜水産物消費拡大推進事業） 

①・販売期間 

飛騨牛：４／２４～8／31 

      花き：4／29～8／31 

  ・販売額（8／20時点） 

     飛騨牛：4,522千円 

       花き：624千円 

 

②・交付決定件数：４件 

・交付決定額：4,377千円 

17 

県産花き利用拡大支援事

業 

【３,２00万円】 

･県産花きの需要拡大のため、県総合庁舎などの県有施設や市 

町村庁舎などにおける花飾り経費を支援 

＜医療機関における花飾り＞ 

・期間：５／２９～６／１９ 

・実施個所：１８カ所（県病院 3カ所 

含む） 

＜県庁舎・市町村庁舎＞ 

・期間：6／15～１２月 

・実施個所：５４施設 

18 

外国人材受入支援事業費

補助金【４月専決１00 万

円】 

・農業の技能実習生等の受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 

・4／17～ 募集開始 

・交付決定件数：3件 

・交付決定額：188千円 

 

 

 

 

７ 農林水産業の支援（林業） 

 事業名【予算額】 事業概要 実施状況（8／2１現在）  

1 

ぎふの木で家づくり支援事

業費補助金 

【２,８６0万円】 

・従来制度に新たに住宅の外壁や木壁などを補助対象として、 

県産材を一定量以上使用した住宅の建設者（施主）に対する 

助成額を拡充。 

＜拡充分＞ 

①県内新築タイプ（構造材） 

 「ぎふ性能表示材」を柱や土台など構造材の９０％以上、かつ 

梁・桁など横架材に８㎡以上使用した場合、２００千円を追加助 

成 

②県内新築タイプ（外構） 

 外壁や木塀などに「ぎふ証明材」やぎふ「性能表示材」を一定 

量使用した場合、最大３８０千円を助成 

・７／９ ～募集開始（工務店等で受 

付中） 

・枠登録（事前申込）件数：７件 

・申込額：１，０３０千円 

2 

林業・木材事業者活動強

化支援補助金 

【４,５00万円】 

 

・WEBを活用した非対面型の営業・商談会の実施や、県産材を 

活用した部材の開発など、林業・木材事業者が行う新たなビジ

ネス手法の導入等に対して助成 

・対象者：林業、木材事業者 

・補助率：3/4以内、補助上限：1,500千円～7,500千円（メ

ニューによって異なる） 

 

・採択件数：１８件 

・採択補助額：４５,０００千円 

3 

デジタル総合住宅展示場

構築支援補助金 

【３,３７５万円】 

・VR技術を活用し、WEB上に開設するデジタル住宅展示場の 

政策経費の一部を助成 

・対象者：工務店、木材流通事業者等 

・補助率：3/4以内 

 

・申請件数：１事業 

・交付申請額：33,750千円 
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4 

原木供給調整対策事業費

補助金 

【３,２00万円】 

・原木供給量を調整するために、一時的に原木を補完するため 

のストックヤードの確保や、原木の運搬等に要する経費の一部 

を助成 

・対象者：森林組合、森林組合連合会、民間事業体等の林業事

業体 

・補助率：ストックヤード賃借料補助１/２以内 

原木運搬経費補助 1,500円/㎥以内 

・要望件数：１２件 

・要望額：２８，３８２千円 

5 
林産物生産技術開発事業 

【７,９８２万３,000円】 

・製品開発や品質向上に取り組む林産事業者への支援を強化 

するため、森林研究所において、新たな木質部材や付加価値 

の高いキノコの生産技術開発を行い、技術移転を進める。 

・業務委託 2件 

・機器整備 ４件 

・業務委託：１０月頃契約予定 

・機器整備：９月頃契約予定 

6 

林業デジタル化推進事業

費補助金 

【４,８0６万９,000円】 

・「地上３D レーザー計測器」等の ICT機器の導入を支援。 

・対象者：森林組合、林業事業体 

・補助率：3/4以内 

・要望件数：７件 

・要望額：３３，４６６千円 

・内示（８／２１） 

・追加要望照会予定 

7 

林業デジタル化推進事業

費 

【８,５８３万３,000円】 

・ドローン、地上３D レーザー計測器等のデジタル機器及び VR 

ハーベスタシミュレータを導入し、これら機械の操作指導者を育

成。 

・「高所無人掘削機」を林業作業用に転換するための技術開発

や実証試験を実施。 

・ドローン操作研修会（8/27，28） 

・林業用無人化機械開発に向けた 

検討会（9／11,１４,１５） 

8 

白山白川郷ホワイトロード

利用支援事業 

【478万 4,000円】 

・観光客・地元客の誘致を図り、飛騨地域の観光産業の活気を 

取り戻すきっかけとするため、白山白川郷ホワイトロードの利用

料の半額相当及び広告宣伝費用を補助する。 

・補助先：岐阜県森林公社 

・補助上限：5,000台 

・８月１日から半額割引開始 

（8／２０現在） 

・利用台数：1,２２２台 

 

 


