
新型コロナウイルス感染症による経済・生活への影響等に対する支援情報（実績）
集計期間：令和3年3月31日分まで

本資料は鶴岡市が各支援メニューを一覧形式でまとめたものです。内容等については、随時変更となることもございますので、各問い合わせ先にご連絡ください。

≪相談窓口≫
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 相談件数（令和元年度） 相談件数（R2.4.1～R3.3.31）

相談件数  118件

イベント開催 59件
感染予防・健康相談 28件

市税等の負担支援 1件
中小企業等金融支援 5件

その他 25件

相談件数  15,522件

市対応方針等 340件
感染予防・健康相談 117件
市税等の負担支援 2,088件

生活再建支援 7,064件
中小企業等金融支援 861件
農林漁業分野金融支援 5件
中小企業等雇用助成 174件

中小企業等取組支援 1,363件
小売業・宿泊飲食業等支援

3,290件
その他 220件

鶴岡地区雇用維持相談窓口（新型コロナウイルス感染症に関する雇用維持相談窓口） 相談件数（令和元年度） 相談件数（R2.4.1～R3.3.31）

- 204件

（１）市税等の負担支援

市に納める税金や保険料等について、徴収を猶予したり、納付額を減免します。

★・・・市施策（県との協調事業含む）

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

1
★ ◎対象者 事業の廃止や休止、著しい損失（売上減少幅が50％を

超える）等により、納税が困難になった納税者（介護保険
料は当該世帯に属する介護保険被保険者の方）

◎対象税額 平成31年度(令和元年度)課税分については、納付が困
難になった事由が発生した時期以降の納期限のもの
（新型コロナウイルス感染症の影響によるものは、令和2
年１月以降の納期限のもの）
令和2年度課税分については、納税通知書の発送また
は税申告により、納税者等が税額を確認した時点から１
年以内（介護保険料は6か月以内）

2
★ ◎対象者 所得の減少等により著しく納税資力を失った被保険者

◎相談・手続き 上記対象者に該当すると思われる方が相談のうえ、申
請してください。

◎対象税額 減免対象となる税額は、納税資力を失った事由の生じた
日以降かつ申請日以降に到来する納期において、納付
すべき当該年度分について一定の割合で適用されま
す。

3
◎対象者 2020年2月～10月の連続する3月の売り上げが、前年

（2019年）同期と比較して30％以上減少している中小企
業・小規模事業者
なお、対象資産は事業用家屋と償却資産のみです。◎相談・手続き 上記の対象者に該当する方は、ホームページに掲載さ
れている申告書様式にて申告してください。

◎対象税額 令和3年度の度固定資産税・都市計画税についてのみ
・事業収入が前年同期と比較して30％以上50％未満減
少している場合は　対象資産について1/2軽減
・事業収入が前年同期と比較して50％以上減少している
場合は対象資産について全額軽減

4
★ ◎対象者 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが昨年より

30％以上減少し納税が困難になった世帯

◎相談・手続き 上記対象者に該当すると思われる方が相談のうえ、申
請してください。

◎対象税額 減免対象となる税額は、令和元年度令和2年2月分（8
期）以降令和3年3月31日までの納期限が設定された国
民健康保険税について一定の割合で適用されます。

5
★ ◎対象者 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが昨年より

30％以上減少し納付が困難になった世帯に属する被保
険者（他に収入要件あり）

◎相談・手続き 上記対象者に該当すると思われる方が相談のうえ、申
請してください。

◎対象額 減免対象となる保険料は、令和元年度及び令和２年度
分の保険料であり、令和２年２月１日から令和３年３月３
１日の納期限が設定されているものになります。

　窓口相談員が相談内容の聞取りを行います。相談内容に応じて担当課の職員が来室し、相談・申請を受け付けます。
　【相談内容】：市税等の負担支援（市税・介護保険料、上下水道料金など）、生活再建の支援（緊急小口資金、総合支援資金）、
　　　　　　　　　中小企業等への金融支援、雇用助成、取組支援、農林業分野（農業関係、水産業）への金融支援、宿泊・飲食業への支援、
　　　　　　　　　小中学校の臨時休業等への対応等
　【開設日時】：平日　午前9時00分～午後4時00分（土・日・祝日を除く）
　【開設場所】：鶴岡市役所1階　市民課総合相談室
　【電話番号】：0120-866-294

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用調整助成金の制度を活用し、雇用の維持と
継続した経営に取り組めるよう、「雇用維持相談窓口」を設置しました。職員が電話にて相談内容の聞き取りと個別相談の日程予約受付を行い
ます。
　【対応内容】：雇用維持に係る助言および情報提供（主に雇用調整助成金）、職員や社会保険労務士による雇用調整助成金等に係る
　　　　　　　　　個別相談会、雇用調整助成金の申請に係る研修会の開催
　【開設日時】：平日　午前9時00分～午後5時00分（土・日・祝日を除く）
　【開設場所】：庄内産業振興センター（鶴岡市末広町3番1号　マリカ東館3階）
　【事務室】：第4研修室
　【相談会場】：第1、第2研修室および展示室
お問合せ・個別相談の予約について
　【電話受付時間】：午前9時00分～午後5時30分
　【電話番号】：0235-29-2721
　【FAX番号】：0235-29-2725

概要

市民税（個人・法人）、
固定資産税、
軽自動車税、
国民健康保険税、
入湯税、
介護保険料の徴収猶予

一時に納付できない金額を限度として、納税者や特別徴収義務者の方の申
請に基づき猶予します。

納税課　相談窓口
0235‐25‐2111

（内線218、221）

 市民税(個人)    11件
市民税（法人）     1件
固定資産税        8件

軽自動車税         0件
国民健康保険税 12件
入湯税               4件
介護保険料        0件

市民税(個人)　　  　 83件
市民税(法人)　　　   35件
固定資産税　　  　   101

件
軽自動車税　　　　　  2件
国民健康保険税　123件

入湯税                 　 6件
介護保険料         　  0件

市民税の減免

徴収猶予によっても、なお納税が困難である方に対して行います。資産の
有無などの実態調査が必要であるため、個別の相談により対応します。

0件 0件

固定資産税・都市計画
税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した中小企業・小規模
事業者が所有している事業用家屋・償却資産に対して軽減措置を行いま
す。

－ －

0件 134件

介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等により納付
が困難な方に対して行います。事業収入等の減少を示す資料が必要である
ため、個別の相談で適切に対応します。

長寿介護課
0235‐25‐2111

（内線187）
－

国民健康保険税の減免

徴収猶予によっても、なお納税が困難である方に対して行います。個別の
相談により対応します。

納税課　相談窓口
0235‐25‐2111

（内線218、221）

52件

市民の

皆さん

事業主

の方

市民の

皆さん

市民の

皆さん

市民の

皆さん

事業主

の方

1



番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

6

◎対象者（徴収猶
予）

一時的に保険料を納付することが困難となり、一定の要
件に該当する方で支払猶予を希望する被保険者（6か月
以内）

◎対象者（減免） 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが昨年より
30％以上減少し納付が困難になった被保険者（他に収
入要件あり）

◎相談・手続き 上記対象者に該当すると思われる方が相談のうえ、申
請してください。

◎審査・決定 保険料の減免及び徴収猶予の審査・決定は山形県後期
高齢者医療広域連合で行います。

7

◎対象者 一時的に国民年金保険料を納付することが困難で、一
定の要件に該当する国民年金加入者の方
①失業、事業の廃止（廃業）または休止の届出を行って
いる方など
②令和２年２月以降に新型コロナウイルス感染症の影
響により、業務が失われるなどにより収入が減少した方

◎審査・決定 保険料の免除・猶予の認定は、日本年金機構が行います。　

8

◎対象者 失業、事業の休止や廃止等により、収入が著しく減少し
た介護保険サービスを利用している方がいる世帯

★ ◎概要 当該事由の生じた日の属する年度において当該日以後
に受ける介護サービス費等を一定の基準に従って減額
します。

9
◎対象者 所得の減少等により生計の維持が著しく困難となった方

★ ◎概要 申請により、所得減少の度合いに応じた段階的な使用
料の減免、または申請者の実情に応じた徴収猶予を行
います。

10

◎対象者 収入が減少したことにより、一時的に上下水道料金の支
払が困難になっている個人や法人

★ ◎概要 申請者の事情により、支払期限の猶予や分納の相談に
応じます。

11

◎対象者 鶴岡市給水区域内で水道を使用している、令和2年度住
民税非課税世帯
※世帯員全員が非課税の世帯

★ ◎相談・手続き 申請書に、次の必要書類を添えて申請してください。
　・世帯員全員の住民税非課税通知書等（写し可）
　・水道メーター検針票（写し可）

◎対象額 令和2年8月検針分（9月末納期）から令和3年1月検針分
（2月末納期）までの、6か月間の上水道基本料金

12
★ ◎対象事業 ①市民、市内の団体及び学校等が行う文化芸術・ス

ポーツ活動
②市民の文化芸術の振興を図るため企画制作会社等
が実施する興行及びスポーツ振興を図るためプロス
ポーツチームによる試合等

◎対象施設 文化芸術施設、スポーツ施設等30施設

◎減免割合 施設使用料、備品使用料 、施設冷暖房料を事業内容・
対象により50%～80%減免

（２）市民への生活再建等の支援

市民生活のための支援を行うとともに、生計の維持が困難となった方や生活再建のために資金が必要な方等に、費用の貸付等を行います。

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

13

◎対象者 基準日（令和2年4月27日）に住民基本台帳に記録されて
いる方

◎支給額 対象者1人につき10万円

◎受給権者 対象者の属する世帯の世帯主

◎申請方法 ①郵送申請（5月15日より順次郵送）
各世帯あてに郵送される申請書に必要事項を記入の
上、本人確認書類（運転免許証や健康保険証等）や振
込口座の通帳（又はキャッシュカード）のコピーを貼付
し、同封の返信用封筒に入れて返送します。
②マイナンバーカードによるオンライン申請（5月11日より
開始）
マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、
世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座を入力した
上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申
請を行います。

◎給付方法 受付後2週間以内を目途に口座に振り込みます。

後期高齢者医療保険料
の減免、徴収猶予

納税課　相談窓口
（徴収猶予）

　0235‐25‐2111
　（内線218、221）

国保年金課（減免）
　0235‐25‐2111

（内線127）

減免　　　　0件
徴収猶予　0件

減免　　　　6件
徴収猶予　0件

国民年金保険料の免
除、納付猶予

国保年金課
0235‐25‐2111

（内線113）

鶴岡年金事務所
　0235-23-5040

－

　　　　　免除　　　 　601件
　　　　　納付猶予 　139件
※新型コロナ感染症の影
響によらないものも含まれ
ています。

市営住宅、特定公共賃
貸住宅使用料の減免、
徴収猶予

建築課住宅管理係
0235-25-2111

（内線483）

減免　　　　0件
徴収猶予　0件

減免　　　　7件
徴収猶予　1件

居宅介護サービス費等
の減額

長寿介護課
0235-25-2111

（内線194）
－ 0件

上水道基本料金の減免
上下水道部総務課

　0235‐23‐7731
- 7,247件

上下水道料金の支払猶
予

上下水道部
お客さまセンター
0235‐23‐7610

個人　0件
法人　0件

個人　30件
法人　15件

概要

特別定額給付金

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、給付対象者1人に
つき10万円を給付します。

特別定額給付金事
務室

（荘銀タクト鶴岡内）
　0235-28-2662

－

文化芸術・スポーツ振興
のための減免措置

発表会や競技大会等の市民活動の再開・継続に向けた取り組みを支援し、
文化芸術・スポーツの振興を図るため、活動に供する施設の使用料及び冷
暖房料等を減免します。

社会教育課
0235-57-4866

スポーツ課
0235-25-8131

- 216件

受付　　48,943件(99.7%)
給付　　48,943件(99.7%)

暫定的な申請方法として①市HPから申請書用紙を入手し郵送する方法（5
月1日から5月末まで）、②窓口で申請する方法があります。

概要

市民の

皆さん

市民の

皆さん

市民の

皆さん

市民の

皆さん

市民の

皆さん

事業主

の方

市民の

皆さん

市民の

皆さん

市民の

皆さん

事業主

の方

その他

団体等
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

14

◎貸付上限額 10万円以内（学校休業等の特例20万円以内）

◎貸付期間 据置：1年以内、償還期限２年以内

◎貸付利子・保証
人

無利子・保証人不要

15
★ ◎貸付上限額 緊急小口資金の貸付額に加えて10万円以内

◎貸付期間 据置：1年以内、償還期限２年以内

◎貸付利子・保証
人

無利子・保証人不要

16

◎貸付上限額 2人以上:20万円以内／単身:月15万円以内

◎貸付期間 原則3か月以内（最大9か月まで延長可）

◎償還期間 据置：1年以内、償還期限10年以内

◎貸付利子・
　保証人

無利子・保証人不要

17
★ ◎対象者 緊急小口資金貸付又は総合支援資金の特例貸付を受

けた世帯

◎申請方法 特例貸付決定後、県社協より申請書等が送付されます。
申請書が届きいたら、令和3年2月28日まで福祉課へ申
請書等を提出ください。

◎配達期間 2か月に1回20㎏分を支給します。
例：8月20㎏　10月20㎏　12月20㎏

18
◎要件 コロナウイルス等に関係して、収入が減った方で、収入

要件・資産要件・求職活動等に合致すること。

◎支給対象となる期間 原則3か月（最長１２か月までとなる延長要件あり）

◎支給額（上限
額）

単身世帯35,000円、二人世帯42,000円、三人世帯46,000
円

19
◎対象者 国民健康保険加入者のうち、お勤め先から給与等の支

払いを受けている方

◎支給対象となる期間 勤務できなくなった日から起算して、3日を経過した日か
ら勤務できない期間

◎支給額 （直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日
数）×2/3×日数

◎適用期間 令和2年1月1日～令和3年6月30日(ただし入院期間が継
続の場合最長1年6か月まで) 　※適用期間を延長しまし
た

20
◎対象者 後期高齢者保険加入者のうち、お勤め先から給与等の

支払いを受けている方

◎支給対象となる期間 勤務できなくなった日から起算して、3日を経過した日か
ら勤務できない期間

◎支給額 （直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日
数）×2/3×日数

◎適用期間 令和2年1月1日～令和3年6月30日(ただし入院期間が継
続の場合最長1年6か月まで) 　※適用期間を延長しまし
た◎審査・決定 審査・決定は山形県後期高齢者医療広域連合で行いま
す

21
◎対象者 ・令和2年4月分の児童手当受給者

・令和2年3月分の児童手当受給者で新高校1年生にな
る児童
　又は3月に死亡した児童がいる者

◎支給金額 対象児童1人あたり1万円

◎支給時期 令和2年6月末頃

22
★ ◎対象者 令和2年4月分の児童扶養手当の受給者

※3月31日に本市に住所を有する方

◎支給金額 対象児童1人あたり1万円

◎支給時期 令和2年6月末頃

緊急小口資金

収入の減少により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合、少額
の費用の貸付を行います。（R3.6月末まで延長）

鶴岡市社会福祉協
議会

　0235‐24‐0053

3件 358件

緊急小口資金貸付の市
独自追加貸付（学生も
可）

緊急小口資金貸付を受ける方で、追加資金貸付を希望する方に費用の貸
付を行います。（18歳以上の学生も可）R3.3月末まで延長

－ 224件

総合支援資金

収入の減少により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となった場合、生
活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。（R3.6月末まで延
長）

0件 179件

160件

住宅確保給付金

収入の減少により生活に困窮し、家賃の支払いが困難となった場合、又
は、退去した場合、家賃相当分を約３か月間支給します。※特例による3か
月間の再支給あり（申請期限：令和3年6月30日まで）

〇相談
くらしス

0235-29-1729

◎申し込み先
福祉課

　0235-25-2111
（内線143）

0件 96件

生活困窮者等「食」の支
援事業

生活困窮者等へ県産米はえぬき20㎏を3回に分け（年60㎏）支給します。

福祉課
0235-25-2111

（内線131）
-

国民健康保険傷病手当
金の支給

新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑わ
れたことにより、勤務することができず給与等の支払いを受けられない場合
に傷病手当金を支給します。

国保年金課
0235‐25‐2111

（内線177）
－ 0件

後期高齢者医療保険傷
病手当金の支給

新型コロナウイルス感染症に感染し又は発熱等の症状があり感染が疑わ
れたことにより、勤務することができず給与等の支払いを受けられない場合
に傷病手当金を支給します。

国保年金課
0235‐25‐2111

（内線127）

山形県後期高齢者
医療広域連合
0237-84-7100

－ 0件

児童手当支給事業
子育て世帯への臨時特
別給付金

児童手当を受給する世帯に対し一人あたり1万円の臨時特別の給付金（一
時金）を支給します。

子育て推進課
0235-25-2111

（内線150）
－

受給者　8,524人
（対象児童　14,444人）

※公務員以外の方は、申請不要です。公務員の方は人事担当課からの案
内に従って手続きください。

児童扶養手当支給事業
ひとり親家庭等支援給
付金

児童扶養手当受給者に対し、児童1人につき1万円を給付します。

子育て推進課
0235-25-2111

（内線150）
－

受給者　812人
（対象児童　1,159人）

※申請は不要です。

概要
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

23 【基本給付】

◎対象者 ①令和2年6月分の児童扶養手当の受給者
②公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶
養手当支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変
するなど、収入が児童扶養手当受給者と同水準になっ
ている方

◎支給金額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

【追加給付】

◎対象者 基本給付①②に該当する方で、新型コロナウイルス感
染症の影響により家計が急変し、収入が減少した方

◎支給金額 1世帯5万円

◎支給時期 8月末頃～

【基本給付の再支給】

◎対象者 基本給付①②③と同様

◎支給金額 1世帯5万円
第2子以降1人につき　3万円

◎支給時期 12月25日
（基本給付②③の方で12月12日以降申請する方は随
時）

24
★ ◎対象者 ①令和２年１２月分の児童扶養手当の支給対象者でひ

とり親世帯臨時特別給付金の対象とならない方
②令和２年１２月１日から令和３年３月３１日の間に児童
扶養手当の新規認定を受けた方

◎支給金額 １世帯５万円、第２子以降1人につき３万円

◎支給時期 対象者①　１２月２５日　対象者②　随時
※対象者①に該当する方は申請は不要です。

25
★ ◎対象者 令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生し（死産

を除く）、出生後最初の住民基本台帳の記録が本市にさ
れた子ども

◎申請・受給者 本市の住民基本台帳に記録されており、対象児を現に
監護し、かつ、生計を同じくする父または母

◎金額 対象児童1人あたり　10万円

26
◎対象者 ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付を受けた世帯

◎給付金額 1世帯当たり　3万円

27
★ ◎対象者 県外での里帰り出産を予定していたが困難となり、家族

等からの育児・家事等の支援が得られなくなった妊産婦

◎相談・手続き 上記対象者に該当すると思われる方が事前に相談のう
え、印鑑・母子健康手帳を持参し申請してください。

◎利用期間 妊娠34週以降、産後6か月まで（月4回、利用開始から半
年限度）ただし令和3年3月31日まで

◎助成金額 1回の利用費用のうち支払った額または上限1万円のい
ずれか低い額

◎助成方法 サービスを利用した翌月または利用最終月の翌月以内
に利用費の助成の手続きを行ってください。

28
★ ◎対象者 ①生後6か月～中学校3年生

②妊婦
③60歳未満で基礎疾患のある方〔心臓・腎臓・呼吸器等
の内部障害を有する方（身障者手帳1級に相当）〕

◎助成金額 １回の接種につき1,500円　生活保護世帯は事前申請で
全額助成（13歳未満は一人2回、13歳以上は1回まで）

◎対象期間 令和2年10月15日～令和3年1月31日まで

◎助成方法 市助成額1,500円を除いた自己負担額を医療機関にお
支払いください。10月1日～14日までの接種者及び対象
期間中に市外医療機関での接種者は償還払いの手続
きが必要。

29
◎対象者 ①満65歳以上

②満60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器等の内部
障害を有する方（身障者手帳1級）

◎助成金額 １回の接種につき2,500円　事前申請により市民税非課
税世帯は3000円、生活保護世帯は全額助成

◎対象期間 令和2年10月1日～令和3年1月31日まで

◎助成方法 市助成額2,500円を除いた自己負担額を医療機関にお
支払いください。10月1日～14日までの接種者には償還
払いのお知らせを11月26日に送付していますので、手続
きをしてください。

児童扶養手当支給事業
ひとり親世帯臨時特別
給付金

低所得のひとり親世帯に対し、給付金を支給します。

子育て推進課
0235-25-2111

（内線150）
－ 1,937件

※基本給付①に該当する方は申請不要です。
   基本給付②③に該当する方、追加給付については申請が必要です。
　（申請受付期間：R2.8.1～R3.2.26）

※12月12日以降に基本給付を申請する方は、再支給を同時申請することが
可能です。

概要

ひとり親世帯応援金給
付事業

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が減少した低
所得のひとり親家庭に応援金を給付します。 子育て推進課

0235-25-2111
（内線150）

－ 217件

受給者　62名
（対象児童　91名）

新生児子育て応援給付
金給付事業

国の特別定額給付金の対象とならない新生児に、給付金を支給します。

子育て推進課
0235-25-2111

（内線150）
－

受給者　564人
（対象児童　566人）

児童扶養手当支給事業
ひとり親世帯等支援給
付金

ひとり親世帯臨時特別給付金の対象とならないひとり親世帯に対し給付金
を支給します。

子育て推進課
0235-25-2111
（内線150）

育児等支援サービス利
用支援事業

県外への里帰り出産ができない妊産婦に対して、安心して産前・産後を過
ごせるよう、民間サービス事業所による家事支援及び育児支援サービスの
利用にかかる費用を助成します。

健康課
0235-25-2111

（内線374）
－

4件
（利用回数25回）

インフルエンザ予防接種
助成事業

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行による地域
の医療体制の負担を軽減するため、インフルエンザ予防接種費用の助成を
行います。(任意接種）

健康課
0235-25-2111

（内線373）
－

①延16,861人
②  　    295人
③          79人

①30,368人
②      34人

インフルエンザ予防接種
醸成事業（高齢者分）

重症化リスクの高い高齢者等にインフルエンザワクチンの接種率向上を図
るため、今年度に限り助成額を増額します。

健康課
0235-25-2111
（内線373）

－
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

30
★ ◎対象者 鶴岡市休日夜間診療所担当医師等

◎支給金額 医師　　　 　 300,000円/日
歯科医師 　 210,000円/日
薬剤師　　　　72,000円/日

◎支給対象期間 濃厚接触者の健康観察期間または最終接触から14日
間のいずれか短い期間

31
★ ◎対象者 ①市内に自己又は２親等以内の親族が所有する住宅又

は所有者と賃貸契約を締結している住宅で、自らがその
住宅に居住する者
②新しい生活様式の取り組み工事を含むリフォーム工
事をおこなう者
③住宅のリフォーム等工事の実施にあたり、市内業者と
請負契約をする者
④市税に滞納がない者

◎助成金額 補助対象工事費の20%かつ上限30万円（「県外移住世
帯」は上限100万円）

◎受付期間 令和2年9月28日～令和3年2月26日まで（予算の範囲内
で受付）

32
★ ◎対象者 ①新・生活様式対応リフォーム工事を実施する者

②市内に所在地を有する個人事業者又は市内に本店を
有する法人事業者。

◎助成金額 補助対象工事費の50%かつ上限20万円

◎受付期間 令和2年10月9日～令和3年2月26日まで（予算の範囲内
で受付）

33
★ ◎対象者 ①申請時において本市に住所を有する者又は実績報告

書の提出時までに本市に転入し、居住する予定である
者
②住宅の設計、建設にあたり市内業者と契約する者
③市税に滞納がない者
④住宅の建設を令和2年9月1日以降に工事着工し、令
和3年3月31日までに竣工する工事をおこなう者

◎助成金額 100万円

◎対象期間 令和2年10月9日～令和3年2月26日まで（予算の範囲内
で受付）

34
★ ◎対象者 以下のすべての要件に当てはまる方

①鶴岡市内の中学校を卒業している
②12月1日現在、県外の大学等に在籍している
③保護者が市内に居住している

◎申請方法 電子申請又は書類で申請
※詳細は市HPに掲載中

◎支給物品 4種類の「つるおか食の応援便」から一つ選択可能
※詳細は市HPに掲載中

（３）中小企業等への金融支援

売上高が減少しているなど業況が悪化している事業主の方に、融資や信用保証を行います。

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

35

◎融資対象者 最近3か月の売上高が前年又は前々年同期に比して
10％以上減少している事業者

★ ◎貸付限度額 2,000万円（運転のみ）※1,000万円を超える利用は一回
限り

◎貸付期間・利率 期間：10年      利率：0.45％（変動）

36

◎融資対象者 最近3か月の売上高が前年同期に比して減少している
事業者
※創業1年未満の場合、最近1か月の売上高が令和元
年12月に比して減少している事業者

★ ◎貸付限度額 2,000万円（運転のみ）※1号と別枠で利用可能

◎貸付期間・利率 期間：10年      利率：0％

37
◎融資対象者 最近1か月の売上高が減少し、かつ今後2か月の見込を

含む3か月の売上高が減少する事業者

◎貸付限度額 5,000万円（運転のみ）
※最近1か月の売上高が50％以上減少し、かつ今後2か
月の見込を含む3か月の売上高が30％以上減少する事
業者については1億円(運転のみ)

◎貸付期間・利率 期間：10年
利率：1.6％（固定）
※最近1か月の売上高が30％以上減少し、かつ今後2か
月の見込を含む3か月の売上高が30％以上減少する事
業者については無利子

休日夜間診療所担当医
への休業手当

休日夜間診療所に勤務したことにより、新型コロナウイルス感染症の濃厚
接触者となり、自身の診療所等を休診せざるを得なくなった場合に、休診し
た日数に応じて休業手当を支給します。

健康課
0235-25-2111

（内線361）
－ 0件

概要

住環境向上及び住宅・
木材産業活性化緊急促
進事業（リフォーム支援
分）

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新しい生活様式に対応
した住宅リフォーム工事に対して支援を行います。※それ以外の工事を含
めることはできません

建築課
0235-25-2111

（内線484）
－ 39件

新しい生活様式リフォー
ム支援事業

新型コロナウイルス感染症対策として新しい生活様式への対応を含む住宅
リフォーム工事を行う方に対し補助金を交付します。

建築課
0235-25-2111

（内線484）
－ 175件

既存のリフォーム支援事業、新しい生活様式リフォーム支援事業（市独自）
等と、工事を分けることでそれぞれ活用可能です。また、市独自事業でも上
記の対象工事を要件に設定し、いずれか条件が良いものを選択できます。

住環境向上及び住宅・
木材産業活性化緊急促
進事業（新築住宅支援
分）

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ住宅需要を喚起するた
め、一定の性能を有した鶴岡産木材使用住宅を新築する方に補助金を交
付します。

建築課
0235-25-2111

（内線484）
－ 15件

概要

長期安定資金Ⅱ1号
（市商工業振興資金）

商工課
　0235‐25‐2111

（内線728）
◎申込み

各金融機関を通し
ての申込み

1件

食の鶴岡県外在住学生
応援事業

県外でがんばる学生の皆さんが新型コロナウイルスの影響を乗り越えられ
るよう、「ユネスコ食文化創造都市　鶴岡」の「つるおか食の応援便」を贈呈
して応援します。

地域振興課　移
住・定住担当
0235-25-2111
（内線585・586）

- 1,406件

1件

長期安定資金Ⅱ2号
（市商工業振興資金）

商工課
　0235‐25‐2111

（内線728）
◎申込み

各金融機関を通し
ての申込み

－ 373件

地域経済変動対策資金
による無利子融資
（県商工業振興資金）

県中小企業振興課
　023‐630‐2359

◎申込み
各金融機関を通し

ての申込み

1件 684件

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

医師等
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

38

◎融資対象者 個人事業主：最近1か月の売上高が前年同月に比して
5％以上減少
小・中規模事業者：最近1か月の売上高が前年同月に比
して15％以上減少

◎貸付限度額 6,000万円（運転のみ）

◎貸付期間・利率 期間：10年
利率：1.6％（固定）
※当初3年間は利子補給により実質無利子

39
◎融資対象者 最近3か月の売上高が過去3年以内のいずれかの年の

同期に比して5％以上減少している事業者

◎貸付限度額 8,000万円（運転のみ）

◎貸付期間・利率 期間： 7年　利率：1.6％（固定）

40
◎融資対象者 最近1か月の売上高が前年又は前々年のいずれかの年

の同期に比して5％以上減少している事業者

◎貸付限度額 国民生活事業 6,000万円　中小企業事業 3億円

◎貸付期間 設備資金20年　運転資金15年

◎貸付利率

国民生活事業 6,000万円以内 当初3年間0.46％ 以後1.36％
6,000万円以上　1.91％

中小企業事業 3億円以内　当初3年間 0.21％ 以後1.11％
3億円以上　1.11％

41

◎保証限度額 普通保証2億円　無担保保証8,000万円
無担保無保証人保証1,250万円

◎対象者 指定地域において1年間以上継続して事業を行っている
事業者（新型コロナウイルスに関しては47都道府県が指
定済み）

◎要件 最近1か月の売上高が20％以上減少し、かつ今後2か月
の見込を含む3か月の売上高が20％以上減少すること。

42

◎保証限度額 普通保証2億円
無担保保証8,000万円
無担保無保証人保証1,250万円

◎対象者 中小企業庁が指定する業種に属する事業者

◎要件 最近3か月の売上高が前年同期比で5％以上減少してい
ること

43

◎保証限度額 普通保証　2億円
無担保保証　8,000万円
無担保無保証人保証　1,250万円

◎対象者 新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた事
業者

◎要件 最近1か月の売上高が15％以上減少し、かつ今後2か月
の見込を含む3か月の売上高が15％以上減少すること

（４）農林漁業者等への金融及び取組み支援

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

44
★ ◎補助額 1経営体当たり2万円

面積加算額 3万円／10ａ（6万円上限）

◎対象者 令和 2年3月又は 4月に出荷し、販売単価が前年同比べ
2割以上減少した花き・山菜の品目を生産する農家（法
人も含む）

45
◎補助額 対象経費（①～③のいずれか低い額）の２／３以内の額

①種苗費（見積額）
②令和２年３月から５月までの減収した額
③種苗更新面積が上限面積を超える場合は、種苗費を
種苗更新面積に占める上限面積の割合で算出した額

◎対象者 令和２年３月から５月までに切り花（ばら、ゆり、アルスト
ロメリア）の出荷実績等があり、かつ、令和２年３月から５
月までの売り上げが前年同月比２割以上減少した花き
生産者（法人・個人）

概要

経営安定資金１号
（県商工業振興資金）

県中小企業振興課
　023‐630‐2359

◎申込み先
各金融機関を通し

ての申込み

5件 2件

新型コロナウイルス感染
症対応資金による無利
子融資
（県商工業振興資金）

県中小企業振興課
　023‐630‐2359

◎申込み
各金融機関を通し

ての申込み

－ －

新型コロナウイルス感染
症特別貸付
（日本政策金融公庫）

㈱日本政策金融公
庫/事業資金相談

ダイヤル
　0120-154-505

◎申込み先
㈱日本政策金融公

庫酒田支店
　0234-22-3120

未公表

※一部対象者について、当初3年間が実質無利子となる利子補給制度を予定

847件

※県の商工業振興資金による融資を受ける場合、信用保証料補給制度に
より、事業者負担ゼロで保証を受けることができます。

セーフティネット保証5号

業況の悪化している指定業種の事業者に、一般保証とは別枠で信用保証
を行います。

商工課
　0235‐25‐2111

（内線728）

◎申込み先
商工課

又は各金融機関を
通しての申込み

3件

セーフティネット保証4号

売上高が減少した事業者に、一般保証とは別枠で信用保証を行います。

商工課
　0235‐25‐2111

（内線728）

◎申込み先
商工課

又は各金融機関を
通しての申込み

7件

40件

※県の商工業振興資金による融資を受ける場合、信用保証料補給制度に
より、事業者負担ゼロで保証を受けることができます。

農業や林業、漁業を営む個人及び法人の方に、資金の貸付や事業の継続に向けた補助金等の支援を行います。

概要

182件

※県の商工業振興資金による融資を受ける場合、信用保証料補給制度に
より、事業者負担ゼロで保証を受けることができます。

危機関連保証

業況の悪化している業種の事業者に、一般保証、セーフティネット保証とは
別枠で信用保証を行います。

商工課
0235‐25‐2111

（内線728）

◎申込み先
商工課

又は各金融機関を
通しての申込み

0件

87件

県産花き次期作支援事
業

新型コロナウイルス感染症の発生により、売上げが減少する等の影響を受
けた花きについて、次期作に向けた種苗の更新に取り組む花き生産者を支
援します。

農政課
0235‐25‐2111

(内線578）
-

花き・山菜次期作緊急支
援事業補助金

新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少した花き・ 山菜を生産
する農家に対し 、次期作に係る種苗・資材等への支援を行います。

農政課
0235‐25‐2111

(内線578）
-

5件

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

農業者

等の方

農業者

等の方
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

46

◎追加措置 10月の運用見直しにより、交付金が減額又は交付され
なくなる生産者を対象として、本交付金を見込んで既に
実施した機械等の投資に対し、減額分を上限として支援
します。◎補助額（運用見

直し）
10月12日付けで運用が見直されたことにより、以下の①
～③のいずれか低い額が交付申請額となります。
①当初の交付申請金額
②令和2年2月から4月に出荷した品目のうち、「売上げ
が減少した品目の作付面積」に対応する金額
③前年作と今年作の同時期（2月から直近月）の売上げ
を比較し、その減収額

◎補助額（当初） 基本単価　5万円/10ａ　（中山間地域等では単価を1割
加算）
施設栽培の花き等　80万円/10ａ
施設栽培のおうとう、ぶどう　25万円/10ａ　（雨よけハウ
スは除く）

◎対象者 令和 2年2月から 4月の間に野菜、花き、果樹、茶につい
て、出荷実績がある又は廃棄等により出荷できなかった
生産者
収入保険や農業共済等のセーフティネットに加入してい
る又は今後、加入を検討している農業者

47
★ ◎対象者 鶴岡市農業振興協議会から「生産の目安」の配分を受

け、令和３年度の主食用面積を令和２年度から削減する
認定方針作成者

◎給付金額 主食用米の削減面積10a当たり5,000円

◎要件 令和３年度において、当該認定方針作成者に参加する
すべての農業者が「生産の目安」に基づく米生産に協力
すること

48
★ ◎対象者 肉用市有牛貸付制度を利用している、支払い猶予を希

望する農業者

49
★ ◎補助率 肥育牛の標準的販売価格と標準的生産費の差額の

10％（3～10月出荷に係るもの）

◎対象者 市内和牛肥育農家

50
★ ◎対象者 市内漁業者

◎補助率 発砲スチロール製魚箱（4～9月出荷に係るもの）及びコ
ンテナの購入経費の1/3

51

◎補助額 ①経営の継続に向けた取組に要する経費の補助率４分
の３
　（上限100万円）
・機械装置購入、作業現場改修、広報、ＰＲ活動など
②業種別ガイドライン等に則した感染拡大防止の取組に
要する経費（上限50万円）
・消毒、マスク、清掃、飛沫対策、換気対策など

◎対象者 農林漁業者（個人・法人、常時従業員が20人以下である
こと）
※新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等
の要件なし

持続化給付金

鶴岡市経営継続支援事
業

52
◎対象者 最近１か月の売上高が前年同期と比較し10％以上減少

した農林漁業者

◎貸付限度額 500万円

◎貸付利率 実質無利子

◎返済期間 5年以内(据置1年以内)

高収益作物次期作支援
交付金

新型コロナウィルス感染症の発生により、売上げが減少する等の影響を受
けた高収益作物（野菜・花き・果樹・茶）について、次期作に前向きに取り組
む生産者を支援します。

農政課
0235‐25‐2111

(内線578）

〇申し込み先
ＪＡ鶴岡、ＪＡ庄内

たがわ

- 236件

主食用米転換緊急支援
事業

令和３年産主食用米を非主食用米や大豆、そば等の戦略作物や園芸作物
に転換を促すため、インセンティブとなるよう新たな転換（主食用米の削減）
分に対して支援します。

農政課
0235‐25‐2111

(内線554）
- 7件

肉用市有牛貸付制度に
おける支払猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化している畜産農家
を支援するため、肉用市有牛の貸付に係る償還金の支払を１年間猶予しま
す。

農政課
0235‐25‐2111

(内線588）
- 0件

水産業持続化緊急支援
事業

漁業者の事業継続や出荷を促進するため、漁業者の出荷資材等の購入経
費を支援します。

農山漁村振興課
0235‐25‐2111

(内線559）
- 214件

肉用牛肥育経営緊急支
援事業補助金

市場価格の下落により経営環境が悪化している和牛肥育農家に対し、国の
肉用牛肥育経営安定交付金で補填されない差額分を支援します。

農政課
0235‐25‐2111

(内線588）
- 137頭

- 807件

新型コロナウイルス感染
症対策資金（災害・経営
安定対策資金）

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が不安定になっている農林
漁業者の経営を維持安定させるため、実質無利子化して運転資金を融資し
ます。

〇農業
農政課

0235‐25‐2111
(内線588）

〇林業・漁業
農山漁村振興課
0235‐25‐2111

(内線559）
◎申込み先

農業協同組合、漁
業協同組合、銀行

- 3件

経営継続補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止対策を行
いつつ、販路の回復・開拓、生産・販売方法の確立・転換などの、経営継続
に向けた農林漁業者の取組を支援します。

〇農業
農政課

0235‐25‐2111
(内線578）

〇漁業
農山漁村振興課

（内線559）

〇申し込み先
【支援機関】

ＪＡ鶴岡、ＪＡ庄内
たがわ、県農業技

術普及課

概要

農業者

等の方

農林漁

業者等

の方

農業者

等の方

漁業者

の方

農業者

等の方

農林漁

業者等

の方

農林漁

業者等

の方

詳細については（７）中小企業等の取組支援等「持続化給付金」参照

詳細については（７）中小企業等の取組支援等「鶴岡市経営継続支援事業」

その他

団体等
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53

◎対象者 認定農業者、認定新規就農者、主業農林漁業者等

◎貸付限度額 1,200万円または年間経営費の12/12又は粗収益の12/12

◎貸付利率 0.10%　（緊急対応策により貸付当初5年間は実質無利子）

◎返済期間 10年以内(据置3年以内)

54

◎対象者 認定農業者

◎貸付限度額 ・個人　3億円　（特認6億円）

・法人　10億円　（特認30億円）

◎貸付利率 0.10%　（緊急対応策により貸付当初5年間は実質無利子）

◎返済期間 25年以内(据置10年以内)

55

◎対象者 主業農業者、認定新規就農者等

◎貸付限度額 ・個人1,000万円～2,500万円

・法人4,000万円

◎貸付利率 0.10%　（緊急対応策により貸付当初5年間は実質無利子）

◎返済期間 25年以内(据置3～10年以内)

56

◎対象者 認定農業者、認定新規就農者、主業農業者等

◎貸付限度額等 ・個人　1,800万円

・法人　2億円

・融資率　80％(認定農業者は100％)

◎貸付利率 0.10%　（緊急対応策により貸付当初5年間は実質無利子）

◎返済期間 使途に応じて7～20年以内(据置2～7年以内)

57

◎対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者等

◎拡充措置 　・貸付当初5年間の実質無利子化

　・実質無担保化

　・貸付当初5年間の保証料免除

（５）社会福祉分野への金融支援

機能停止となった社会福祉施設等に対して、経営に必要な資金の貸付をしたり、既往の貸付金の返済猶予を行います。

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

58
◎対象者 新型コロナウイルス感染症により機能停止となった社会

福祉施設等

◎貸付限度額等 経営に必要な資金（１億円まで無担保融資可能）

◎融資率 100%

◎貸付利率 ≪当初5年間≫6,000万円まで無利子
　　　　　　　　　 6,000万円超の部分は0.2％
≪6年目以降≫0.2％
新型コロナウイルス感染者が出たことによる休業等によ
り減収となった入所施設（地域密着型を除く）について
は、次の通り
≪当初5年間≫1億円まで無利子
　　　　　　　　　 1億円超の部分は0.2％
≪6年目以降≫0.2％

◎返済期間 15年以内(据置期間5年以内)

◎担保 ・貸付金額6,000万円までは無担保で融資可能
・新型コロナウイルス感染者が出たことによる休業等に
より減収となった入所施設（地域密着型を除く）について
は、貸付金額1億円までは無担保で融資可能

59
◎対象者 新型コロナウイルス感染症により機能停止となった社会

福祉施設等

◎概要 当面の元利金の返済猶予（最長3年6か月）のご相談に
対応します。

農林漁業セーフティネッ
ト
資金

農林漁業経営の安定のため、一時的な影響に対し、緊急的に対応するため
に必要な長期かつ低利な資金を融資します。

〇農業
農業委員会

0235‐64-5868

〇林業・漁業
農山漁村振興課
0235‐25‐2111

(林業597・漁業559)

◎申込み先
㈱日本政策金融公

庫山形支店
023-625-6135

農業協同組合、銀
行、信用金庫等

0件 15件

農業経営基盤強化資金
（スーパーL資金）

農業経営の改善に必要な長期かつ低利な資金を融資します。

0件 0件

経営体育成強化資金

営農負債の償還負担の軽減等に必要な長期かつ低利な資金を融資しま
す。

0件 0件

農業近代化資金

農業経営に必要な施設資金等を円滑に融資するため、利子補給措置を講
ずることにより、長期かつ低利な資金を融資します。

農業委員会
0235‐64-5868
◎申込み先

農業協同組合、銀
行、信用金庫等

0件 0件

0件

概要

社会福祉施設等に対す
る優遇融資（新規貸付）

長寿介護課
0235‐25-2111

(内線190)
福祉課

0235‐25-2111
(内線198)

独立行政法人
福祉医療機構

◎新規貸付相談
窓口

03-3438-9298

◎ＮＰＯ法人相談
窓口

03-3438-4756

◎既往貸付相談
窓口

03-3438-9939

0件 0件

漁業近代化資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者等への漁業近代化資金
貸付にあたり、実質無利子化など拡充します（5号資金のみ対象）。

農山漁村振興課
0235‐25‐2111(内

線559）
◎申込み先

漁業協同組合、農
林中央金庫

0件

社会福祉施設等に対す
る優遇融資（既往貸付）

0件 0件

農林漁

業者等

の方

農業者

等の方

農業者

等の方

農業者

等の方

漁業者

等の方

社会福

祉施設

等

社会福

祉施設

等
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（６）中小企業等への雇用助成

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

60

◎助成率 中小企業　4/5（解雇を伴わない場合10/10）
大企業　 2/3もしくは4/5（解雇を伴わない場合3/4
　　　　　　もしくは10/10）
※対象労働者1人1日当たり15,000円が上限

◎緊急対応期間 令和2年4月1日
　～緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末

◎支給限度 年間で100日（3年間で150日）+上記対応期間

61

★ ◎補助対象 市内に事業所を有する事業者

◎補助金額 1事業所あたり上限40万円

◎補助対象経費 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の特例措置
期間の中で、令和2年4月1日～令和3年2月28日の支給
申請に係る事務代行に要する経費（消費税及び地方消
費税は除く）。

◎対象期間 令和2年4月1日～令和3年2月28日

◎申請受付期間 令和3年3月5日まで

◎その他 ①期間を遡及しての申請が可能です。
②複数月分まとめての申請も可能です。

62

　◎助成対象 テレワーク用通信機器の導入など

　◎支給額 補助率1/2（上限100万円）

　◎事業実施期間 令和2年2月17日から5月31日の期間内の実施が助成対象

②職場意識改善特例コース

　◎助成対象 労務管理用機器等の導入・更新等

　◎支給額 補助率3/4（上限50万円）

　◎事業実施期間 令和2年2月17日から5月31日の期間内の実施が助成対象

63

◎支給額 休暇中に対象労働者（保護者）に支払った賃金相当額
×10/10

◎支給限度 15,000円／日額　※～R2.3/31までは上限8,330円

◎対象となる保護
者

親権者、祖父母等のほか、子どもの世話を一時的に補
助する親族を含む

◎申請方法 厚生労働省＜助成金HP＞から申請書類等をダウンロー
ドして右記提出先へ申請

64

◎支援額 7,500円／日額（定額）　※～R2.3/31までは上限4,100円

◎適用日 令和2年2月27日から令和3年3月31日の間において就業
できなかった日

◎対象条件 子どもの世話を行う保護者であり、業務委託契約等を締
結していること等

◎申請方法 厚生労働省＜助成金HP＞から申請書類等をダウンロー
ドして右記提出先へ申請

（７）中小企業等の取組支援等

事業継続のための支援や設備投資等の取組支援として、事業主の方に、補助金の交付や税額免除を行います。

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

65
◎給付額 一事業者あたり一律20万円

◎支給対象 市内に事業所を有する法人又は個人で、小規模事業者
の要件を満たす者。

◎要件 ・令和2年1月から令和2年3月までのいずれか1ヶ月の売
上が20万円以上あること
・令和3年1月から令和3年3月までのいずれか1ヶ月の売
上が前年同月と比較し30％以上減少していること　等

◎申請方法 鶴岡市HPより申請書をダウンロードして記入のうえ、必
要書類とともに鶴岡市役所気付で郵送してください。
また、やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、電
話での事前予約をしてください

事業主の方で、雇用維持やテレワーク導入、労働者に特別の有給休暇を取得させた等の取組を行った場合に、助成金を交付します。
個人で事業する方で、子どもの世話のために契約した仕事ができなくなった場合に、支援金を支給します。

概要

雇用調整助成金
（特例措置の拡大）

事業主が、労働者（雇用保険被保険者でない労働者も含む）の雇用維持を
図るために支払った休業手当に要した費用の一部を助成します。

ハローワーク鶴岡
0235-25-2501

申請書受理件数　16
件

申請書受理件数　2,399件
※2月末時点

雇用調整助成金申請代
行補助事業

市内に住所を有する事業所の事業主に対し、雇用調整助成金又は緊急雇
用安定助成金の申請を社会保険労務士等に委託した場合に、申請に係る
経費を支援します。

商工課
0235-25-2111

（内線563）
-

受付件数120件
交付件数120件

働き方改革推進支援助
成金

感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主を支援しま
す。

①テレワーク相談
センター

0120-91-6479

②山形労働局
雇用環境・均等室

023-624-8228

未公表

➀テレワークコース

小学校休業等対応助成
金（労働者を雇用する事
業主の方向け）

小学校等が臨時休業した場合等に、保護者休職による所得減少に対応す
るため、令和2年2月27日から令和3年3月31日までの間に、年次有給休暇と
は別途の有給休暇を取得させた事業主に対して助成します。

学校等休業助成
金・支援金等相談

コールセンター
0120-60-3999

受付時間：9:00～
21:00（土日・祝日

含む）

◎申請書提出先
学校等休業助成
金・支援金受付セ

ンター
〒137-8691新東京
郵便局私書箱１３２

号

未公表

概要

鶴岡市小規模事業者経
営継続支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の経
営継続を応援するため、鶴岡市独自に支援金を支給します。

鶴岡市小規模事業
者経営継続支援金

事務室

0235-29-2715

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）

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事
ができなくなった個人で仕事をする保護者に対し、支援金を支給します。

未公表

－

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

市民の

皆さん

事業主

の方

事業主

の方
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

66
◎給付額 法人は200万円、個人事業主は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限としま
す。

◎支給対象 ・感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減
少している事業者
・資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企
業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広
く対象とします
・2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継
続する意思がある事業者

67
★ ◎給付額 20万円

◎申請要件 ・平成31年3月から令和元年5月までの3ヶ月の平均売上
が20万円以上あること
・令和2年3月から令和2年5月までの間で1ヶ月当たりの
売上が前年同月と比較し20％以上減少した月があるこ
と
・令和2年1月から令和2年5月の期間で、国の持続化給
付金の給付対象者に該当しないこと
・国の提唱する「新しい生活様式」を実践すること　等

◎申請方法 鶴岡市HPより申請書をダウンロードして記入のうえ、必
要書類とともに右記問い合わせ先まで郵送してくださ
い。
また、やむを得ず窓口での申請を希望される場合は、電
話での事前予約をしてください

68

◎対象者 県からの企業等の活動の自粛要請を受け、運営する施
設等の営業自粛（休業、飲食店等の場合は夜間営業自
粛）を行った県内事業者（法人及び個人事業者いずれを
も含む）

◎対象要件 次の①及び②を行った、県内に施設等を有する事業者
(法人および個人事業者)
①4月25日から5月10日までの全ての期間で営業自粛を
行ったこと
②新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための経営改
善の検討を行ったこと

◎支給額 1事業者あたり　法人：20万円
　　　　　　　　　　個人事業者：10万円
　　　　　　（事業所を賃借している個人事業者は20万円）

◎申請方法 山形県HPより申請書をダウンロードして記入押印の上、
振込先口座が分かる通帳等の写しを添付して右記問い
合わせ先へ郵送
※施設等を賃借している個人事業者は、賃借の実態が
確認できる書類（賃貸借契約書等）の写しも添付すること

69
★ ◎対象者 県からの企業活動の自粛要請を受け、営業自粛を行っ

た市内事業者

◎対象要件 鶴岡市内に事業所を有する事業者で、県から山形県緊
急経営改善支援金の交付決定を受けた事業者

◎支給額 1事業者あたり10万円

◎申請方法 鶴岡市HPより申請書をダウンロードし手記入押印の上、
県の申請書と合わせて右記問い合わせ先へ郵送

70

★ ◎補助対象 市内に事業所を有する小規模事業者

◎補助金額 下限2万円　上限10万円（補助率10/10）

◎補助対象経費 飛沫対策設備、換気設備、テレワーク環境整備のため
の専用ソフト、衛生用品など

◎対象期間 令和2年4月7日～令和2年12月31日

71

◎補助額 100万円～1000万円

◎補助率 中小企業1/2、小規模事業者2/3、特別枠2/3、3/4
事業再開枠（上限50万円）上乗せあり

持続化給付金

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続
を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を
支給します。

相談ダイヤル
持続化給付金事業

コールセンター
　0120ｰ279ｰ292
IP電話の場合

　03-6832-6631

未公表

鶴岡市経営継続支援事
業

国の持続化給付金の要件（売上減少が前年同月比50％以上）には満たな
いものの、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企
業事業者及び個人事業主の事業継続を支援します。

経営継続支援金事
務室

（マリカ東館3階　庄
内産業振興セン
ター内）（9/18閉

鎖）

9/18以降の問い合
わせ先
商工課

0235-25-2111（内
線563）

- 申請受理   　497件
交付件数　　 451件

山形県緊急経営改善支
援金

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛
要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるため
の経営改善の検討に対して支援金を交付します。

緊急経営改善支援
金事務室（櫛引庁

舎内）
　0235-57-2111

　（内線884-251、
252）

－ 870件

飲食店等の夜間営業自粛とは、午後8時以降の営業を自粛することをいい
ます。（終日休業を含む。）
対象となる施設が複数ある事業者は、すべての施設について営業自粛を
行っていただく必要があります。
事業者が複数の施設等を運営する場合でも、「1事業者」あたりの交付額と
なります。

鶴岡市緊急経営改善支
援金給付事業

県からの企業等の活動の自粛要請に協力した市内事業者について、新型
コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して県の支援金に
上乗せして支援金を給付します。

緊急経営改善支援
金事務室（櫛引庁

舎内）
　0235-57-2111

　（内線884-251、
252）

－ 受付件数870件
給付件数870件

山形県緊急経営改善支援金の交付決定を受けることが対象要件となります
ので、鶴岡市緊急経営改善支援金のみの申請はできません。

小規模事業者新しい生
活様式対応支援事業

小規模事業者に対して感染症予防対策や新たな生活様式へ対応するため
の経費を支援します。

小規模事業者新し
い生活様式対応支

援事務室
（荘銀タクト鶴岡

内）
　0235-28-2662

- 受付件数1,678件
交付件数1,678件

ものづくり・商業・サービ
ス生産性向上促進補助
金

中小企業・小規模事業者が実施する設備投資等にかかる費用の一部を補
助します。 ものづくり補助金事

務局サポートセン
ター

　050-8880-4053
商工課

　0235‐25‐2111
（内線593）

全国ものづくり補助金総合サイトで公表

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対し、採択審査にお
ける加点措置あり

概要

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

72

◎補助額 【一般型】50万円上限（特定創業支援等の支援を受けた
方は100万円上限）
【コロナ特別対応型】100万円上限（特例事業者の方は
150万円上限）

◎補助率 2/3

73

◎補助額 30万円～150万円

◎補助率 1/2

74

◎対象者 先端設備等導入計画の認定（労働生産性年平均3％以
上向上）を受けた中小企業者等

◎対象設備 生産性向上の指標が旧モデル比で年平均1％以上向上
する設備で、工業会の証明があるもの

75
★ ◎補助額 50万円または100万円上限

◎補助率 1/2または2/3

76
★ ◎対象者 市内のタクシー・ハイヤー、貸切バス及び自動車運転代

行事業者（許認可庁より営業許可を受けた者）

◎給付金額 ・タクシー（10人以下乗り車両）　20,000円/1台
・バス（11人以上乗り車両） 　　　55,000円/1台
・運転代行随伴車　　　　　　　　　15,000円/1台

◎要件 ・基準日は4月25日とし、休業、休車前の所有台数
・路線バス、スクールバス、市営バス等市からの委託業
務の用に供している車両及び市から他の補助を受けて
いる車両は除く。

77
★ ◎対象者 市内のタクシー・ハイヤー事業者で「買物代行」「宅配

サービス事業」を実施することにつき許可等を受けてい
る事業者

◎給付金額 ①事業化補助　1事業者につき1万円
②運行実績補助　1回の利用料金2,000円まで、利用者
負担金500円を除いた額を助成（上限1,500円）

◎備考 ・6月1日より申請受付開始
・事業期間は令和3年3月31日まで
・サービスの利用申込は各タクシー会社へ

78
★ ◎対象者 路線バス事業者、貸切バス事業者、タクシー・ハイヤー

事業者、運転代行事業者

◎支援内容 事業形態毎に支援メニューが異なります。
詳細は市HPを確認ください。

◎申請方法 市HPに掲載している申請書等に必要事項を記載し、地
域振興課担当まで提出。

79
★ ◎補助対象者 本年度開設する市内海水浴場の運営団体

◎補助対象経費 海水浴場内において講じる感染防止対策に係る経費
（補助率10/10）

（８）小売業、宿泊・飲食業等への支援

商店街や宿泊施設、飲食店の利用促進や店舗継続のための支援をします。

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

80

◎事業主体 山形県緊急地域経済対策協議会
　構成員：県、市町村、商工会議所連合会、商工会連合
会

◎補助対象者 商店街等(商工会議所及び商工会が直接実施する場合
も含む)

◎対象経費 商店街等での販売促進などに要する経費
・職員旅費
・各種資料・ポスター・チラシ等の印刷費
・抽選商品の購入費　など

6件

※在宅勤務制度（テレワーク）の導入に取り組む事業申請に加点措置あり

概要

「先端設備等導入計画」
の
認定による固定資産税
免除

対象設備にかかる固定資産税を3年間ゼロに軽減します。

商工課
0235‐25‐2111

（内線593）

　　計画認定件数37件
免除は翌年度の固定
資産税に適用

75件

※（コロナ特別対応型）新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減
少した事業者に対し、概算払いによる即時支給適用の措置あり。

IT導入補助金

バックオフィス業務の効率化等、付加価値向上に繋がるITツール導入を支
援します（在宅勤務制度の導入による、業務効率化ツール・テレワークツー
ル導入など）。 事務局

(一社）サービスデ
ザイン推進協議会
  0570-666-424

ＩＴ導入補助金サイトで公表

小規模事業者持続化補
助金

小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組を支援します。

鶴岡商工会議所
　0235-24-7711

出羽商工会
　0235-33-2117

　　　計画認定件数14件
免除は翌年度の固定資
産税に適用

中小企業ものづくり振興
事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内中小企業者が実施する、新
製品開発や販路開拓にかかる費用の一部を補助します。 商工課

0235‐25‐2111
（内線565）

1件

　　　　　　　　　　　　13件
（うち、「コロナ対策事業」
で申請があり、採択した
のは9件）

交通事業者等緊急支援
事業

市収益が悪化している交通事業者等の事業継続を支援するため、所有する
車両に係る固定経費の一部に相当する額を緊急的に給付します。

地域振興課
0235‐25‐2111

（内線586）
－ 44件

買物代行・宅配サービス
支援事業

タクシー・ハイヤー事業者が取組む「買物代行」「宅配サービス」の運行経費
等に助成を実施し、市民の皆さんが安価にサービスを受けることができるよ
うにします。

地域振興課
0235‐25‐2111

（内線586）
－

補助金交付決定件数
3件

サービス利用件数
777件

37件

海水浴場感染予防支援
事業

安心安全な海水浴場の運営を支援するため、市内海水浴場の運営団体に
対し、感染防止対策に係る経費を支援します。

観光物産課
0235-25-2111

（内線545）
－ 3件

地域公共交通維持対策
事業

地域公共交通をを担う交通事業者を支援し、地域における輸送力の維持を
図ります。

地域振興課
交通担当

0235-25-2111
（内線522・586）

－

概要

山形県緊急地域経済
対策基金

県と市町村が連携して山形県緊急地域経済対策協議会へ補助金を支出し
基金を積み立て、各商工団体等が地域における商店街等の取組を支援し
ます。

商工課
0235‐25‐2111

（内線728）
－ －

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

市民の

皆さん

その他

団体等

事業主

の方
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番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

81
★ ◎対象者 市内在住者

◎販売内容 1冊6,000円分（500円券×12枚綴り）の飲食券を3,000円
で販売（1人3冊、1世帯9冊まで）

◎販売方法 応募抽選により販売（販売方法変更）

◎使用期間 令和2年9月30日まで

◎加盟店募集 令和2年4月27日から5月15日まで

82
★ ◎期間 令和2年8月1日～令和4年2月28日

※宿泊施設の割引配分数がなくなり次第終了
※各宿泊施設における本事業への登録完了後の宿泊
分が対象となります。

◎申込み方法 鶴岡市ホームページに掲載される宿泊施設（登録完了
施設から随時掲載）へ直接お電話または宿泊施設の自
社HPからお申込みください

83
★ ◎対象者 新規に運転代行事業者の従業員を雇用し、宅配サービ

ス事業を実施する飲食店

◎補助額 新規に雇用する者、時給1,000円で、１日4時間、月25
日、3か月間分を上限に補助する。ただし、1店舗30万円
を上限とする。

◎対象期間 令和2年5月1日から9月30日まで

84
★ ◎対象者 鶴岡市内に施設がある宿泊事業者等

◎補助内容 令和2年度固定資産税額の1/2相当額

85
★ ◎期間 令和2年8月1日～令和2年10月31日(予定）

◎対象者 市内宿泊施設等

◎申込み方法 対象となる宿泊施設等へ申請書等をお送りいたします。

86
★ ◎対象者 小売業、飲食サービス業で、店舗またはその敷地を賃借

しており、鶴岡市内に本店を有する中小企業または小規
模事業者（賃借人が申請）

◎要件 令和2年4月1日から5月末日までの期間に10日以上休業
や時間短縮営業を実施した場合

◎対象経費 令和2年5月請求分の市内に所在する店舗の賃料

◎補助額 1店舗につき上限10万円（賃料月額の8割）
（1事業者あたり5店舗まで、上限50万円）

87

★

◎相談・手続き 説明会、相談会を開催します。上記に該当すると思われ
る方、相談の上、申請をしてください。応募多数の場合、
審査で決定します。

88
★ ◎対象者 市内で飲食店等を営業している事業者（個人・法人並び

に所在地は問わない）

◎支給額 1店舗につき20万円

◎申請方法 市HPに掲載している申請書・申請の手引きから、対象事
業者並びに給付対象店舗要件等を確認のうえ、必要書
類を原則郵送で提出。

89
★ ◎付与額 PayPay残高での決済額の２０％（最大）相当額

（付与上限…2,000円相当／回、10,000円相当／月）

◎対象者 鶴岡市内の対象店舗にて上記決済をした消費者

◎対象店舗 市内のPayPay加盟店（大手チェーン店、コンビニエンス
ストア、ドラッグストア等を除く。）

◎加盟店募集 令和3年1月28日～3月31日（審査可決期限）

概要

宿泊・飲食業緊急支援
事業
（鶴岡市プレミアム付飲
食券事業）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収益が悪化している市内の飲食
店(テイクアウト・デリバリーを含む)の利用促進のため、市民向けのプレミア
ム付飲食券を販売します。（所要見込額:1億円）

商工課
0235-25-2111

（内線767）
食文化創造都市推

進課
0235-25-2111

（内線592）

－
発行枚数31,333枚
加盟店数　496店

鶴岡泊まって応援キャン
ぺーン事業補助金

GoToトラベル事業を利用して市内宿泊施設を利用（宿泊代金5,000円以上）
する市民に、宿泊代金最大3,000円を割引くとともに宿泊特典（市特産品）の
提供を行います。

観光物産課
0235-25-2111

（内線569）
－

対象施設45件
割引7,298人泊
※2月28日時点

※補助対象は、宿泊業等の用に供する該当建造物に係る土地・建物分と
し、専ら集会の用に供する部分を除きます。

宿泊施設等広告宣伝費
等支援事業補助金

市内宿泊施設等へ広告宣伝費等にかかる費用として、令和2年度の固定資
産税相当額の1/4を補助します。

観光物産課
0235-25-2111

（内線569）

21件

鶴岡市宿泊業等緊急支
援事業

宿泊客の減少や休業等で売上げの減少が避けられない宿泊事業者等を支
援するため、令和2年度固定資産税額の1/2相当額を補助します。 観光物産課

0235-25-2111
（内線569）

課税課
0235-25-2111

（内線208、209、
210）

－ 112件

飲食店宅配人材確保事
業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店の宅配サービスを担
う人材確保を支援します。

地域振興課
0235-25-2111

（内線586）
食文化創造都市推

進課
0235-25-2111

（内線527）

－

－ 67件

店舗賃料緊急支援事業

店舗を賃借している小売業・飲食サービス業の方で、一定以上の期間、休
業や時間短縮営業をした場合に、店舗またはその敷地の賃料の一部を補
助します。

都市計画課
0235-25-2111

（内線493、464）
－

4件

◎対象額 ①　観光地等の観光協会、旅館組合等・・・上限500万円
（研修会、会議、環境・需要調査、社会実験、設計、Wi-Fi
設置費用等）
②　①に含まれない宿泊事業者・・・上限25万円
（環境調査、需要調査、設計、観光飲食連携、情報発信
費用等）

307件

ワーケーション推進事業

◎対象者 コロナ禍において新たな生活様式に対応したリモート
ワーク・ワーケーションができる滞在地としての準備、課
題解決等にかかる費用について緊急に支援を行いま
す。
①　観光地等の観光協会、旅館組合等
②　①に含まれない宿泊事業者

観光物産課
0235‐25‐2111

(内線548）
－

718件

キャッシュレス促進・消
費喚起事業

キャッシュレス決済事業者であるPayPay㈱と連携した消費者ポイント付与
キャンペーンを実施し、市内事業者を支援するとともに、感染症対策やイン
バウンド向け地域消費拡大等のため、キャッシュレス決済導入を促進しま
す。

商工課
0235 - 25 - 2111
（内線709）

－ －

飲食店等緊急支援金給
付事業

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う忘年会・新年会・会合等の自粛により
影響を受けている飲食店等に対し、事業継続のため飲食店等緊急支援金
を支給します。

鶴岡市飲食店等緊
急支援金給付金事
務室
0235-25-211
(内線582、583)

－

事業主

の方

市民の

皆さん

事業主

の方

事業主

の方

事業主

の方

市民の

皆さん

事業主
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事業主
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事業主
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市民の

皆さん
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（９）小中学校の臨時休業等への対応

学童保育所や放課後子ども教室の運営に係る費用に対して支援するほか、各施設でのマスクや消毒液の購入費に対して補助します。

番号 名称 対象 問合せ先 支援実績（令和元年度） 支援実績（R2.4.1～R3.3.31）

90
20件 22件

★
延べ開催日数6日 延べ開催日数22日

91
25件 20件

★
11件 13件

3件 2件

92
◎対象施設等 放課後児童クラブ・保育所・幼保連携型認定こども園・地

域型保育事業所・認可外保育施設・児童館・子育て支援
センター

◎補助金額　 １施設（支援単位）あたり　上限50万円（補助率10/10）

◎対象期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

93
◎対象者 ①　保育所、認定こども園、放課後児童クラブ等に勤務

し、利用者と接する職員で、令和２年４月１日から６月３０
日までに延べ１０日以上勤務した者

②　①の対象とならない放課後児童クラブの職員で、令
和2年3月2日から6月30日までに延べ10日以上勤務した
者◎金額 対象職員1人当たり5万円

◎申請・給付方法 対象者①　勤務する施設等を通して、手続き、給付とな
ります。

対象者②　個人からの申請（クラブからの勤務実績の証
明要）となります。市から直接給付します。

94
★

95
★

96
★

97

★

98
★ ◎対象者 本市民生委員児童委員

◎配布枚数 市内事業所で作成した布製マスク1枚

◎配布時期 R3.1月（予定）

※基本報酬等の基準緩和に伴う給付額の増加で
あり、件数等では示せるものではないため未集計

保育所・学童保育施設
等の新型コロナウイルス
感染拡大防止対策

①保育所等におけるマスク、消毒液、備品等の購入費の補助

子育て推進課
　0235-25-2111
　（内線149・150）

概要

学童保育所等の運営に
関する支援

①学童保育所委託料及び補助金の増額 ①子育て推進課
0235-25-2111

（内線150）
②社会教育課
0235-57-4866

③福祉課
0235-25-2111

（内線130）

②放課後子ども教室開催費用の増額

③放課後等デイサービス利用に係る障害児通所給付費の増額

②学童保育所におけるマスク、消毒液、備品等の購入費の補助

③地域子育て支援拠点施設等におけるマスク、消毒液、備品等の購入費の
補助

児童福祉施設等感染予
防対策事業

感染防止のための衛生用品・備品の購入やかかり増し経費等を支援しま
す。

子育て推進課
　0235-25-2111

（内線703）
- 32件

児童福祉施設等職員慰
労金給付事業

感染症拡大防止やサービス継続のために従事した児童福祉施設等の職員
に対し、慰労金を給付します。

子育て推進課
　0235-25-2111

（内線703）
-

1,522人
(79施設等）

登園自粛要請に伴う保
育所等の保育料等減免

市の要請により登園自粛した場合、保育料等を日割り計算とする

子育て推進課
　0235-25-2111
　（内線149・150）

- 1,902件

利用自粛要請に伴う学
童保育所の利用料減免

市の要請による利用自粛に伴い、自粛日数に応じて日割り計算として利用
料を減額した場合、減額分を学童保育所に補助する

- 19件

登園自粛要請に伴う保
育所等の給食への対応

市の要請による登園自粛に伴うキャンセル不能な賄材料費等への支援 - 57件

民生児童委員感染予防
対策事業

民生委員児童委員に対して活動中の感染防止のため布製マスクを配布し
ます。

福祉課
　0235-25-2111

（内線272）
- 351人分

小中学校の臨時休業へ
の対応

学校給食停止に伴うキャンセル不能な賄材料費の支払い
学校給食センター
　0235-24-0411

5件 1件

保育所

・学童

保育所

学童保

育所等

その他

保育所

・学童

保育所

民生委

員児童

保育所

・学童

保育所

保育所

・学童

保育所
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