
1 特別定額給付金 24 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 46 新型コロナウイルス感染症対策資金

2 新型コロナウイルスにかかる特別融資 25 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 47 危機関連対応資金

3 生活福祉資金貸付制度 26 働き方改革推進支援助成金（テレワーク新規導入） 48 新型コロナウイルス感染症対応資金


4 福祉金庫基金資金の貸付要件の緩和 27 観光振興事業補助金 49 第三者事業承継支援事業費補助金

5 授業料減免 50 新型コロナウイルス感染症特別貸付

6 住居確保給付金 51 経営環境変化対応資金（セーフティネット貸付）

7 県営住宅による支援 52 マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

8 市営住宅による支援 28 雇用調整助成金 53 衛生環境激変特別貸付（特別貸付）

54 農林漁業セーフティネット資金

55 林業・木材産業災害復旧対策保証

9 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 29 離職者雇用企業給付金 56 社会福祉施設等に対する融資

30 外国人材受入れ支援事業費補助金
 57 セーフティネット保証

31 農業労働力確保緊急支援事業
 58 危機関連保証

10 子育て世帯への臨時特別給付金 59 危機対応融資

11 子育て世帯応援給付金 60 経営安定特別資金融資の条件変更

12 小学校休業等対応支援金 32 小学校休業等対応助成金
 61 小口融資の条件変更

13 学校の給食費に代わる支援 33 働き方改革推進支援助成金（職場意識改善特例コース） 62 創業支援資金融資の条件変更

63 感染症にかかる特別融資

14 納税猶予の特例（国）

15 税務申告・納付期限の延長
 34 持続化給付金 64 固定資産税等の軽減

16 納税猶予の特例（県） 35 新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金（テナント賃料に対する支援） 65 納税猶予の特例（国）　※再掲

17 自動車税の軽減措置の延長
 36 温泉利用宿泊施設支援補助金 66 納税猶予の特例（県）　※再掲

18 納税猶予の特例（市） 37 労働力不足の解消に向けたスマート農業実証 67 自動車税の軽減措置の延長 　※再掲

19 国民健康保険料等の減免、支払い猶予 38 肉用子牛流通円滑化緊急対策
 68 納税猶予の特例（市）　※再掲

20 介護保険料の減免、支払い猶予 39 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業 69 占用料等納入猶予　※再掲

21 占用料等の納入猶予
 70 使用料納入猶予 　※再掲

22 使用料の納入猶予
 71 上下水道料金の支払い猶予　※再掲

23 上下水道料金の支払い猶予 40 生産性改革推進事業の拡充

41 新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金

42 JAPANブランド育成支援等事業

43 新ビジネス創出応援事業補助金

44 観光振興事業補助金　※再掲

45 高収益作物次期作付支援交付金

（高山市作成：令和２年５月７日時点）
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 （高山市作成：令和2年5月7日時点）

区　分 対　象 概　要

1 特別定額給付金【国】 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。受給権者は世帯主。
・市から申請書を世帯主に郵送（5/9～）、必要事項を記入し郵送により申請。
・マイナンバーを利用したオンライン申請も可能。
・申請受付：5/11～8/11

新型コロナウイル
ス総合窓口

0577-36-0024

2
新型コロナウイルスに
かかる特別融資
【市内金融機関】

貸　付 勤労者、市民

・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）

商工課 0577-35-3144

3
生活福祉資金貸付制度
【社会福祉協議会】

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。（～７月末）

高山市社会福祉協
議会

0577-35-0294

4
福祉金庫基金資金の
貸付要件の緩和【市】

貸　付
生計を維持することが困難に
なった方

・他の融資を受けられない方を対象に生活資金の貸付を実施。（～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）

福祉課 0577-35-3139

5 授業料減免【国】 その他 家計が急変した家庭の学生
≪調整中≫
・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

6
住居確保給付金
【国】

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

・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家賃相当
　額を支給。（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。（一定の求職活動を行う等の支給要件あり）

市福祉サービス
総合相談支援セン
ター

0577-35-3002

7
県営住宅による支援
【県】

その他

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 0584-81-8503

8
市営住宅による支援
【市】

その他

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

・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）

建築住宅課 0577-35-3176

新型コロナウ
イルスに感染
したら

9
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】

その他 感染症にかかった方
≪調整中≫
・感染症法に基づき、感染者の自己負担をすべて公費負担とする。
　（国３/４、県１/４）

厚生労働省

問い合わせ先支　援　策
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 （高山市作成：令和2年5月7日時点）

区　分 対　象 概　要 問い合わせ先支　援　策

10
子育て世帯への臨時特
別給付金【国】

給　付
児童手当を受給する世帯
（０歳～中学生がいる世帯）

・臨時特別の給付金（一時金）として、児童手当受給世帯に対し、対象児童一人に
　つき児童手当に１万円を支給する。

子育て支援課 0577-35-3140

11
子育て世帯応援給付金
【市】

給　付
保育園、幼稚園、小・中学校
等に在籍する子どもの保護者

・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１万円を支給する。
・申請書類を対象者へ送付する。

子育て支援課
教育総務課
学校教育課

0577-35-3140
0577-35-3153
0577-35-3154

12
小学校休業等対応支援
金【国】

給　付
契約した仕事ができなくなっ
ている保護者

・小学校・保育所等の臨時休業に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事が
　できなくなっている保護者に対する助成。
＜支給額＞４,１００円/日（定額）
　　　　　２／２７～６／３０のうち就業できなかった日数

学校等休業助成
金・支援金等相談
コールセンター

0120-60-3999

13
学校の給食費に代わる
支援【市】

給　付
要保護及び準要保護児童・生
徒の保護者

・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。

学校教育課 0577-35-3154

14 納税猶予の特例【国】 その他
２月以降、売上が減少（前年
同月比▲２０％以上）したす
べての方

≪調整中≫
・無担保かつ延滞金なしで納税を猶予。基本的にすべての税が対象。 高山税務署 0577-32-1020

15
税務申告・納付期限の
延長【国】 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

・申告所得税、個人事業主の消費税の締切りを、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。

高山税務署 0577-32-1020

16 納税猶予の特例【県】 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

≪調整中≫
・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。

飛騨県税事務所 0577-33-1111

17
自動車税の軽減措置の
延長【県】 その他 自家用乗用車を取得される方

≪調整中≫
・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。

飛騨県税事務所 0577-33-1111

18 納税猶予の特例【市】 その他
２月以降、収入が減少（前年
同月比▲２０％以上）したす
べての方

≪調整中≫
・個人住民税、固定資産税等について無担保かつ延滞金なしで納税を１年間猶予。

税務課 0577-35-3504

その他

感染症により主たる生計維持
者が死亡又は重篤な傷病を
負った世帯
感染症の影響により世帯の主
たる生計維持者の事業収入等
が一定程度下がった世帯

国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の減免。
【主たる生計維持者の死亡又は重篤な傷病を負った世帯】
　保険料を全額免除。
【主たる生計維持者の事業収入等の減少した世帯】
　次の要件の全てに該当する世帯について、前年の合計所得金額の区分に応じて
　保険料のうち、対象額の10分の2から10分の10を減免。
　・主たる生計維持者の事業収入等が前年の10分の3以上減少したこと。
　・世帯の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
　・減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得
　　の合計額が400万円以下であること。

市民課 0577-35-3495

その他

感染症の影響により、収入源
となる業務の喪失等が生じて
所得が相当程度まで下がった
方

国民年金保険料の免除申請又は特例申請。
　次に該当する方は、保険料の免除申請又は特例申請が可能となる。
・感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方。
・当年中の所得見込額が保険料免除基準相当又は学生納付特例基準相当になるこ
　とが見込まれる方。

市民課 0577-35-3495

その他
感染症の影響により納付が困
難な方

・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料について、支払期限を最大６ヵ月猶予。 市民課 0577-35-3495

国民健康保険料等の
減免、支払い猶予
【国・市】

19
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 （高山市作成：令和2年5月7日時点）

区　分 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一定程度
収入が下がった方

≪調整中≫
・介護保険料の減免を行う。（減免の基準は今後通知）

高年介護課 0577-35-3178

その他
感染症の影響により納付が困
難な方

・介護保険料の毎月の支払いについて、支払期限を最大６ヵ月猶予。 高年介護課 0577-35-3178

21
占用料等の納入猶予
【県】

その他 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。

高山土木事務所 0577-33-1111

22
使用料の納入猶予
【県】

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。

高山土木事務所 0577-33-1111

23
上下水道料金の支払い
猶予【市】

その他
一時的に料金の支払いに困難
をきたしている方

・毎月の支払いについて、支払い期限を最大６ヵ月猶予。
上水道課
下水道課

0577-35-3149
0577-35-3150

24
新型コロナウイルス感
染症拡大防止協力金
【県】

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

・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。（4/18～5/6休業要請等に限る）
＜支給額＞１事業者あたり５０万円

県「協力金」専用
窓口（県商工労働
部）

058-278-2551

25
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】

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＞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 058-272-1111

・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。
＜支給額＞対象経費の合計額×１/２（上限額１００万円）

テレワーク相談セ
ンター

0120-916479

・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：1/2（国助成額と同額）。

県商工労働部 058-272-1111

27
観光振興事業補助金
【市】

補　助 市内の観光関連事業者

・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

海外戦略課
観光課

0577-35-3346
0577-35-3145

・休業手当、賃金等の一部を助成。
・緊急対応期間（４/１～６/３０）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９/１０、大企業３/４に引上げ。
・雇用保険被保険者でない非正規労働者も対象とする等の拡充。

ハローワーク高山 0577-32-1144

・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。

新型コロナウイル
ス総合窓口

0577-36-0024

国：補助
県：給付

中小企業事業主

補　助

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

働き方改革推進支援助
成金（テレワーク新規
導入）【国・県】

26

雇用調整助成金
【国・県・市】

28

感染拡大を防
ぐために

事
業
者
向
け

雇
用
継
続

従業員を休業
させたい

感
染
拡
大
防
止

納税等の特例

介護保険料の減免、
支払い猶予【国・市】

20

生
活
支
援

個
人
向
け
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 （高山市作成：令和2年5月7日時点）

区　分 対　象 概　要 問い合わせ先支　援　策

29
離職者雇用企業給付金
【県】

給　付 中小企業事業主
≪調整中≫
・就労の機会を失った求職者を正社員として雇用した事業者に対して助成。
＜支給額＞１人あたり６０万円

県商工労働部 058-272-1111

30
外国人材受入れ支援事
業費補助金【県】

補　助 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面接実施に必要な機器導入等経費、補助率：１/２以内

農務課 0577-35-3141

31
農業労働力確保緊急支
援事業【国】

補　助
技能実習生等を確保できない
生産者

≪調整中≫
・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

農務課 0577-35-3141

32
小学校休業等対応助成
金【国】

補　助 有給休暇を取得させた企業

・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（上限8,330円）×有給日数（２／２７～
　　　　　６／３０）

学校等休業助成
金・支援金等相談
コールセンター

0120-60-3999

33
働き方改革推進支援助
成金（職場意識改善特
例コース）【国】

補　助
特別休暇制度の整備等に取り
組む中小企業主

・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（上限額５０万円）

岐阜労働局雇用環
境・均等室

058-245-1550

34 持続化給付金【国】 給　付 中小・小規模事業者等
・売上が前年同月比で５０％以上減少している者。
・前年の総売上（事業収入）ー（前年同月比▲５０％月の売上×１２か月）の算出
　方法により、法人は２００万円以内、個人事業者等は１００万円以内を支給。

持続化給付金事業
コールセンター

0120-115-570

35
新型コロナウイルス対
策商業機能等持続化事
業補助金【市】

補　助
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

・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２０％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４０万円以内
　　　　　　（4月～9月の6ヵ月分の家賃の1/3相当額）

新型コロナウイル
ス総合窓口

0577-36-0024

36
温泉利用宿泊施設支援
補助金【市】

補　助
市内で温泉を利用する宿泊施
設を営む事業者

・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２０％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

観光課
上宝支所基盤産業
課

0577-35-3145
0578-86-2111

37
労働力不足の解消に向
けたスマート農業実証
【国】

補　助 人手不足の生産者

≪調整中≫
・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。（農業高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

農務課 0577-35-3141

38
肉用子牛流通円滑化緊
急対策【国】 補　助

畜産農家
（肉用子牛生産）

・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

畜産課 0577-35-3142

経営を建て直
したい

雇
用
継
続

子どもがいる
従業員のため
に

新たに従業員
を雇いたい

事
業
継
続

事
業
者
向
け
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 （高山市作成：令和2年5月7日時点）

区　分 対　象 概　要 問い合わせ先支　援　策

経営を建て直
したい

39
肥育牛経営等緊急支援
特別対策事業【国】

補　助 畜産農家（肥育牛生産）

・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、条件等により単価が異なる）

畜産課 0577-35-3142

≪調整中≫
・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。
・ものづくり補助金：補助率１/２→２/３、
　持続化補助金：補助上限５０万円→１００万円、
　IT導入補助金：補助率１/２→２/３

中小企業基盤整備
機構

03-6459-0866

≪調整中≫
・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）する。

商工課 0577-35-3144

・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、事業の継続に向けた取組みを支援する補助制度を創設。
・補助率２/３、補助上限１５０万円

高山商工会議所
高山北商工会
高山西商工会
高山南商工会

0577-32-0380
0577-72-4130
0577-53-3112
0577-52-3460

≪調整中≫
・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

商工課 0577-35-3144

42
JAPANブランド育成
支援等事業【国】

補　助 中小・小規模事業者

≪調整中≫
（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：２,０００万円

中小企業庁
（創業・新事業促
進課）

03-3501-1767

43
新ビジネス創出応援事
業補助金【市】

補　助 中小事業者

・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に取り組み
　を支援。
・対象経費：店舗改修費、広告宣伝費など
・補助率：１/２以内、補助上限：５万円

商工課
海外戦略課
新型コロナウイル
ス総合窓口

0577-35-3144
0577-35-3346
0577-36-0024

44
観光振興事業補助金
【市】※再掲

補　助 市内の観光関連事業者

・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

海外戦略課
観光課

0577-35-3346
0577-35-3145

45
高収益作物次期作付支
援交付金【国】

補　助 生産者（野菜、花きなど）

≪調整中≫
・外食需要等に伴う価格下落等の影響を受けた野菜、花き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：定額（１０aあたり５万円）

農務課 0577-35-3141

補　助 小規模事業者

40
生産性改革推進事業の
拡充【国・市】

補　助 中小・小規模事業者

前向きな
投資をしたい

41

新型コロナウイルス感
染症対応事業者応援補
助金
【県・市】

事
業
継
続

事
業
者
向
け
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 （高山市作成：令和2年5月7日時点）

区　分 対　象 概　要 問い合わせ先支　援　策

・売上げ等が減少している中小企業者の資金繰りを支援。
　＜融資条件＞融資限度額：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：０.５％

市内金融機関
県商業・金融課 058-272-8389

・中小企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

商工課 0577-35-3144

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

市内金融機関
県商業・金融課 058-272-8389

・中小企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

商工課 0577-35-3144

・市町村長からセーフティーネッ 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。
　＜融資条件＞融資限度額：３千万円
　　　　　　　償還期間：１０年以内（据置５年以内）
　　　　　　　融資利率：年１.４%、信用保証料負担：0.85％
　①個人事業主：売上高等▲５％以上　保証料ゼロ、利子ゼロ
　②小・中規模事業者（①を除く）：売上高等▲5％以上　保証料１/２
　③小・中規模事業者（①を除く）：売上高等▲15％以上　保証料ゼロ、利子ゼロ

市内金融機関
県商業・金融課 058-272-8389

・中小企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）
・上記②について、保証料の1/2補給、利子3年間全額補給

商工課 0577-35-3144

49
第三者事業承継支援事
業費補助金【県】

補　助 事業継承する第三者
≪調整中≫
・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。

県商工労働部 058-272-8350

50
新型コロナウイルス感
染症特別貸付
【日本政策金融公庫】

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・無保証人による貸付を実施。（融資後の３年間まで０.９％の
　金利引下げ）
　＜融資条件＞融資限度額：３億円（中小企業事業）
　　　　　　　　　　　　　6,000万円（国民生活事業）
　　　　　　　償還期間：運転15年以内、設備20年以内（いずれも据置5年以内）
　　　　　　　融資条件：1.11％（中小企業事業）、1.36％（国民生活事業）

日本政策金融公庫
岐阜支店
高山商工会議所
高山北商工会
高山西商工会
高山南商工会

058-263-2137

0577-32-0380
0577-72-4130
0577-53-3112
0577-52-3460

51

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 経営状態が悪化した事業者

・「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。
　＜融資条件＞融資限度額：7.2億円（中小企業事業）
　　　　　　　　　　　　　4,800万円（国民生活事業）
　　　　　　　償還期間：運転8年以内、設備15年以内（いずれも据置3年以内）
　　　　　　　融資条件：1.11％（中小企業事業）、1.91％（国民生活事業）

日本政策金融公庫
岐阜支店
高山商工会議所
高山北商工会
高山西商工会
高山南商工会

058-263-2137

0577-32-0380
0577-72-4130
0577-53-3112
0577-52-3460

資金繰りのた
めの融資等を
受けたい

事
業
継
続

事
業
者
向
け

46
新型コロナウイルス感
染症対策資金
【県・市】

貸　付 中小・小規模事業者

危機関連対応資金
【県・市】

47 貸　付 中小・小規模事業者

48
新型コロナウイルス感
染症対応資金
【県・市】

貸　付 中小・小規模事業者
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新型コロナウイルス感染症対策に関する支援策一覧 （高山市作成：令和2年5月7日時点）

区　分 対　象 概　要 問い合わせ先支　援　策

・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）。
　＜融資条件＞融資限度額：1,000万円
　　　　　　　償還期間：運転7年以内（据置3年以内）
　　　　　　　　　　　　設備10年以内（据置4年以内）
　　　　　　　融資条件：1.21％

日本政策金融公庫
岐阜支店
高山商工会議所
高山北商工会議所
高山西商工会議所
高山南商工会議所

058-263-2137

0577-32-0380
0577-72-4130
0577-53-3112
0577-52-3460

・中小企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

商工課 0577-35-3144

・直近の売上が前年より１０％以上減少した旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を
　営む事業者に対し、別枠で貸付。（一定の条件により金利0.9％引下げ）
　＜融資条件＞融資限度額：1,000万円（旅館業は3,000万円）
　　　　　　　償還期間：運転7年以内（据置2年以内）
　　　　　　　融資条件：1.91％

日本政策金融公庫
岐阜支店
高山商工会議所
高山北商工会
高山西商工会
高山南商工会
飛騨高山旅館ホテ
ル組合
高山飲食業組合

058-263-2137

0577-32-0380
0577-72-4130
0577-53-3112
0577-52-3460
0577-57-9800

0577-36-2858

・中小企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

商工課 0577-35-3144

54
農林漁業セーフティ
ネット資金
【日本政策金融公庫】

貸　付 農林漁業者
・資金繰りに著しい支障をきた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。
・利率：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
市内金融機関

0120-926478

55

林業・木材産業災害復
旧対策保証
【(独)農林漁業信用基
金】

貸　付 林業・木材産業運営者
・経営の維持安定が困難な林業、木材産業運営者に対する貸付。
・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
※申込窓口は、お取引先の金融機関

(独)農林漁業信用
基金

03-3294-5585

56
社会福祉施設等に対す
る融資
【(独)福祉医療機構】

貸　付 社会福祉施設等の運営事業者

・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 03-3438-9298

57
セーフティネット保証
【信用保証協会】

貸　付
売上が一定程度減少した事業
者

＜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。

新型コロナウイル
ス総合窓口
商工課
岐阜県信用保証協
会高山支店

0577-36-0024

0577-35-3144
0577-33-5014

58
危機関連保証
【信用保証協会】

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。

新型コロナウイル
ス総合窓口
商工課
岐阜県信用保証協
会高山支店

0577-36-0024

0577-35-3144
0577-33-5014

59
危機対応融資
【商工組合中央金庫】

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５％以上減少した事業者等に対する資金繰り支援として
　貸付を実施。（融資後３年間まで金利０.９%引下げ）
　＜融資条件＞融資限度額：3億円
　　　　　　　償還期間：運転15年以内、設備20年以内（いずれも据置5年以内）
　　　　　　　融資条件：1.11％

商工組合中央金庫 0120-542-711

資金繰りのた
めの融資等を
受けたい

事
業
継
続

事
業
者
向
け

売上が一定程度減少した事業
者

旅館業、飲食店営業及び喫茶
店営業を営む事業者

衛生環境激変特別貸付
（特別貸付）
【日本政策金融公庫・
市】

53 貸　付

52

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・
市】

貸　付
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区　分 対　象 概　要 問い合わせ先支　援　策

60
経営安定特別資金融資
の条件変更【市】

貸　付 市制度融資利用者
・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。

市内金融機関
商工課 0577-35-3144

61
小口融資の条件変更
【市】

貸　付 市制度融資利用者
・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。

市内金融機関
商工課 0577-35-3144

62
創業支援資金融資の条
件変更【市】

貸　付 市制度融資利用者
・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。

市内金融機関
商工課 0577-35-3144

63
感染症にかかる特別融
資【市内金融機関】

貸　付 市内事業者
・中小企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。

市内金融機関
商工課 0577-35-3144

64
固定資産税等の軽減
【国】

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。

税務課 0577-35-3627

65
納税猶予の特例【国】
※再掲

その他
２月以降、売上が減少（前年
同月比▲２０％以上）したす
べての事業者

≪調整中≫
・無担保かつ延滞金なしで納税を猶予。基本的にすべての税が対象。 高山税務署 0577-32-1020

66
納税猶予の特例【県】
※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

≪調整中≫
・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、
　自動車税など基本的にすべての税が対象。

飛騨県税事務所 0577-33-1111

67
自動車税の軽減措置の
延長【県】 ※再掲

その他 自家用乗用車を取得される方

≪調整中≫
・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。

飛騨県税事務所 0577-33-1111

68
納税猶予の特例【市】
※再掲

その他
２月以降、収入が減少（前年
同月比▲２０％以上）したす
べての方

≪調整中≫
・個人住民税、固定資産税等について無担保かつ延滞金なしで納税を１年間猶予。

税務課 0577-35-3504

69
占用料等納入猶予
【県】※再掲

その他 納入が困難な法人
・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。

高山土木事務所 0577-33-1111

70
使用料納入猶予【県】
※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。

高山土木事務所 0577-33-1111

71
上下水道料金の支払い
猶予【市】※再掲

その他
一時的に料金の支払いに困難
をきたしている方

・毎月の支払いについて、支払い期限を最大６ヵ月猶予。
上水道課
下水道課

0577-35-3149
0577-35-3150

事
業
継
続

事
業
者
向
け

資金繰りのた
めの融資等を
受けたい

納税等の特例

8/8


