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No. キーワード 分類 機関・団体・窓口担当 名称 概要 対象 リンク先
掲載内容更新日
（いつの情報か）

更新日
（この表の内容を書

き換えた日）
備考

1 Q＆A 県
岩手県　環境生活部県民く
らしの安全課食の安全安
心担当

食品取扱い事業者における新型コロナウイルス感染症
への対応について

厚生労働省ホームページに食品に関するQ＆Aが掲載。
（令和2年3月11日時点版）

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/sh
oku/1028527.html

2020年3月30日 2020年4月18日

2 再就職斡旋 県
岩手県　総務部人事課給
与制度担当

新型コロナウイルス感染症の影響による内定取消者等
の臨時的任用制度

会計年度任用職員として臨時的に任用し、県内企業へ
の再就職に向けた支援を行う。

●新型コロナウイルス感染症の影響により、本
年大学又は高校等を卒業後、正規の職員とし
て内定を受けていた民間企業から内定取消し
を受けた者又は採用が延期されている者
●県内の民間企業への就職のための求職活
動を行う者

https://www.pref.iwate.jp/kensei/jinji/1029048/index.html 2020年4月15日 2020年4月18日

3 相談窓口 県
岩手県　農林水産部農林
水産企画室企画担当

新型コロナウイルス感染症に係る農林水産業相談窓口
新型コロナウイルス感染症に係る農林漁業者からの相
談に対応するため、4/10から当面の間、各広域振興局
及び県庁に相談窓口を設置。

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nourinsuisan/102
8907.html

2020年4月10日 2020年4月18日

4 情報 県 岩手県 新型コロナウイルス感染症関連情報 関連情報まとめ
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/i
ndex.html

2020年4月17日 2020年4月18日

5 資金・その他 県
岩手県　商工労働観光部
経営支援課金融担当

岩手県新型コロナウイルス感染症対策資金の取扱開始
について

資金使途：設備資金、運転資金
融資限度額 8千万円以内
融資期間：10年以内（据置期間2年以内）
融資利率：固定金利　年1.4%以内　・　変動金利　年1.2%
以内

●岩手県内に事業所を有する中小企業者(個
人事業主を含む。)で、新型コロナウイルス感染
症の影響により、売上高又は販売数量が減少
している方

（売上高等が減少していることについて、市町
村が発行する認定書の添付が必要

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/
kinyuu/1028512.html

2020年4月1日 2020年4月18日

6 資金・その他 県
岩手県　商工労働観光部
経営支援課金融担当

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた中小
企業者に対する金融支援

【商工観光振興資金】
資金使途：設備資金、運転資金
融資限度額：設備資金　1億円以内
運転資金：5千万円以内
（設備・運転併用の場合は1億円以内）
融資期間：
設備資金　15年以内（据置期間2年以内）
運転　10年以内（据置期間1年以内）

【小口事業資金】
融資条件：資金使途 設備資金・運転資金
融資限度額：2千万円以内
融資期間：
設備資金　7年以内（据置期間1年以内）
運転資金　5年以内（据置期間1年以内）

【特別小口資金】
融資条件：資金使途 設備資金・運転資金
融資限度額：2千万円以内
融資期間：
設備資金　7年以内（据置期間1年以内）
運転資金　5年以内（据置期間1年以内）

【商工観光振興資金】
岩手県内に事務所を有する中小企業者

【小口事業資金】
岩手県内に事務所を有する中小企業者

【特別小口資金】
岩手県内に事務所を有し、従業員20人（商業・
サービス業は5人（NPO法人以外の宿泊業、娯
楽業は20人））以下の小規模企業者

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/
kinyuu/1027737.html

2020年4月1日 2020年4月18日

7 資金・その他 国 経済産業省
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆
様へ（資金繰り、設備投資・販路開拓、経営県境の整備）

関連情報まとめ
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業
者向け。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf 2020年4月18日

8 情報 国 経済産業省
LINEアプリを活用して、新型コロナウイルス感染症で影
響を受ける事業者の皆様に、支援メニューに関する情報
をお届けします

経済産業省は、4/12よりLINE公式アカウント「経済産業
省 新型コロナ 事業者サポート」を開設

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業
者向け。

https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200416003/2020
0416003.html

2020年4月18日

9 Q＆A 国 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け） 新型コロナウイルスに関するQ&A
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける企業
向け。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_
iryou/dengue_fever_qa_00007.html

2020年4月18日

10 資金・その他 国 厚生労働省 働き方改革推進支援助成金（テレワークコース） 補助率：１／２（１企業当たりの上限額：100万円）

●労働者災害補償保険の適用中小企業事業
主であること
●新型コロナウイルス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

※試行的に導入している事業主も対象となる。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_r
oudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

2020年4月18日
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11 資金・その他 国 厚生労働省 働き方改革推進支援助成金（職場意識改善特例コース）

・対象経費の合計額×補助率３／４（※）
・１企業当たりの上限額（50万円）
※　常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象
の取組で６から10を実施する場合で、その所要額が３０
万円を超える場合の補助率は４／５

〇申請受付
期間　令和２年５月29日まで

●特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇
の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小
企業事業主
●労働者災害補償保険の適用事業主（出資額
等の規定あり）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_r
oudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

2020年4月18日

12 資金・その他 金融機関 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等
により必要とする設備資金および運転資金
融資　6000万円

●最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の
同期と比較して5％以上減少している方
●業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最
近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して
5％以上減少している方
（1）過去3ヵ月（最近1ヵ月を含みます。）の平均
売上高
（2）令和元年12月の売上高
（3）令和元年10月から12月の平均売上高

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html 2020年4月18日

13 資金・その他 市町村 久慈市 久慈市中小企業振興資金（融資制度）

運転資金：2,500万円
設備資金：2,500万円
開業資金：1,250万円
経営安定資金：2,500万円
特別支援資金：500万円

久慈市内に住所を有し、又は開業する中小企
業者

https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyo/kigy
oushinko_yuushi.html

2020年4月18日

14 資金・その他 市町村 岩泉町 岩泉町中小企業振興資金制度

運転資金・設備資金

小口：1,000万円
中口：2,000万円

併用の場合　3,000万円限度

●最近3か月の売上高が前年同期比で5％以
上減少。
●地震発生後、最近1か月の売上高等の前年
同月比20％以上減少、かつ、その後2か月間を
含む3か月間の売上高等が前年同期比で20％
以上減少が見込まれる。

https://www.town.iwaizumi.lg.jp/docs/2016021700056/ 2020年4月18日

15 資金・その他 市町村 宮古市 宮古市中小企業振興資金融資

開業資金 1,000万円
（開業にかかる運転資金は最長5年、設備資金は最長7
年返済）
運転資金 2,500万円
（最長7年返済（1,250万円以内は5年以内））
設備資金 2,500万円
（最長10年返済（1,250万円以内は7年以内））
経営安定資金 2,000万円
（最長10年返済）

●市内に住所を有する店舗または事業所等
で、申込時において6か月以上継続して同一事
業を営んでいること
●納期の到来した市税を完納していること

https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/kigyou_yusi.html 2020年4月18日

16 資金・その他 市町村 大槌町 大槌町中小企業融資制度

小口資金（運転資金・設備資金）1,250万円
中口資金（運転資金・設備資金）2,500万円
開業資金（運転資金・設備資金）1,000万円※運転資金の
融資限度額は500万円
小口・中口・開業資金を併用した場合の融資限度額は
2,500万円

【小口・中口資金をご利用される方】
●町内に居住する個人、本店が町内にある法
人（原則として、1年以上引き続き同一事業を営
んでいる方）
●納期が到来した町税を完納している方
●信用保証協会の保証対象となる業種を営ん
でいる方

【開業資金をご利用される方】
●「小口・中口資金をご利用される方」の2、3の
要件を満たし、申込時において事業を行ってお
り、事業を遂行できる見込みがあると認められ
る方
●許認可業種は、許可取得済みの方または●
確実に取得することが見込まれる方
●営業経歴が1年に満たない方

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/mobile/docs/37
4815.html

2020年4月18日

17 資金・その他 市町村
釜石市　産業振興部　商工
観光課　商工業支援係

釜石市中小企業振興資金融資制度

小口資金（運転使途・設備使途）　1,250万円
中口資金（運転使途・設備使途）　3,750万円
開業資金（運転使途・設備使途）　1,250万円
経営安定資金（運転使途）　　　　2,500万円

小口と中口を併用した場合の限度額は3,750万円
小口、中口、開業及び経営安定を併用した場合の限度
額は5,000万円

●釜石市内に居住し、店舗又は事務所を有し
申請時において原則として1年以上同一の事業
を営んでいること
●納期の到来した市税を完納していること
●信用保証協会の保証対象業種を営んでいる
こと

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019040400099/ 2020年4月18日

18 資金・その他 市町村 大船渡市　商工課 大船渡市中小企業資金融資あっせん制度
運転資金：3,750万円
設備資金：3,750万円
開業資金：1,250万円

●保証協会対象業種で、納期の到来した市税
を完納している市内中小企業者
※特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）も対象で
す。

https://www.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/syoko/1091.html 2020年4月18日

19 資金・その他 市町村 陸前高田市
新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急経済支援
金について（新規）

【新型コロナウイルス感染症対策中小企業緊急経済支
援金】※市独自
正規従業員の数が10人以上： 30万円
10人未満： 20万円　　※5/1で受付終了

●宿泊業、飲食業、宿泊及び飲食業者に納品
する酒卸売業、並びにタクシー及び運転代行業
に従事する市内の中小企業者

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-
oshirase/syouseika/corona-keiei-sien/corona-keiei-
sien.html

2020年4月18日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター
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20 資金・その他 県
岩手県　商工労働観光部
経営支援課　金融担当

岩手県新型コロナウイルス感染症対応資金（特別資金）
の取扱開始について

資金使途：設備資金・運転資金
融資限度額：3千万円以内
融資期間：10年以内（据置期間5年以内）

●岩手県内に事業所を有する中小企業者(個
人事業主を含む。)で、新型コロナウイルス感染
症の影響により、売上高等が減少し、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
の認定を受けられる方

※市町村が発行する認定書の添付が必要。

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/
kinyuu/1029616.html

2020年5月1日 2020年5月1日

21 資金・その他 県
岩手県　商工労働観光部
経営支援課　金融担当

感染拡大防止協力金支給事業費 岩手県が実施する対策一覧
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1
029207/1029223.html

2020年4月24日 2020年5月1日

22 相談窓口 市町村 宮古市
宮古市中小企業者等「事業収益確保事業補助金」制度
のお知らせ

①　売上が減少した事業者　上限20万円　補助率10分の
10
②　①を応援する事業者10万円　補助率　5分の4

〈共通〉１事業者、申請は１回のみです。

●対象費用：事業実施に要する経費
※地域内循環を支援するため、
受発注は、原則市内事業者間の利用を対象とします。

●申請受付
期間　令和２年5月11日～令和2年7月31日まで

●宮古市内に事業所を置く事業者など
　※この事業でいう事業者とは企業、個人事業
者、生産者、団体などを指します。

https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/jigyousyuu
ekikauhojigyouhojyokinn.html

2020年5月11日 2020年5月11日

23 資金・その他 国 経済産業省 持続化給付金

中小法人等　200万円
個人事業者等　100万円
※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とし
ます。

農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳
優業など幅広い業種で、事業収入（売上）を得
ている法人・個人の方が対象

●ひと月の売上が、前年同月比で50％以上減
少している事業者
●2019年以前から事業による事業収入（売上）
を得ており、今後も事業を継続する意思がある
事業者。
●法人の場合は、
①資本金の額または出資の総額が10億円未
満、または、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業
員の数が2000人以下である事業者。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html 2020年5月13日 2020年5月13日

24 資金・その他 国 厚生労働省 雇用調整助成金

助成率:
中小企業 4/5
大企業 2/3

解雇を行わない場合
助成率:
中小企業 9/10
大企業 3/4

●雇用保険の適用事業主で新型コロナウイル
スの影響を受ける企業・個人事業主（全業種）
・緊急対応期間においては、事業所設置後1年
未満の事業主も助成対象となる。
・同じく緊急対応期間においては、風俗関連事
業者も限定なく助成対象となる。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

2020年5月13日

25 資金・その他 市町村 大槌町　産業振興課 中小企業事業継続支援金

従業員6名以下の場合：30万円（定額）
従業員7名以上の場合：従業員1名につき5万円

期間：2020年5月12日～6月30日まで

令和2年4月1日時点において町内に本社・本店
を有しているまたは令和2年4月中に開業してお
り、次の事業を営んでいる中小企業、個人事業
者

宿泊業、飲食業、道路旅客運送業、食料品卸
売業、食料品製造業、飲食料品小売業

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434221.ht
ml

2020年5月12日 2020年5月13日

26 資金・その他 市町村 洋野町
洋野町新型コロナウイルス感染症対策事業（第２弾）に
ついて

町は、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影
響に対応するため、緊急経済対策の第２弾として、次の
ような取組みを予定しています。
※各支援策の申請受付は町議会６月定例会での補正予
算成立後となります。準備が整い次第、改めて申請時
期、方法等についてお知らせします。

①飲食、宿泊・旅客運送業者への10万円の支援
②国の持続化給付金の対象とならない減収事業者への
法人30万円以内、個人15万円以内の給付
③雇用調整助成金の事業主負担分を全額補助
④雇用調整助成金を申請する事業者への社会保険労務
士等の事務手数料補助
⑤飲食、小売、サービス業への家賃補助
⑥町内に保護者がいる大学生等に町産食材等の提供

※内容について、一部変更が生じる場合があります。

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020051500029/ 2020年5月18日 2020年5月20日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/kinyuu/1029616.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/kinyuu/1029616.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1029207/1029223.html
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1029207/1029223.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/jigyousyuuekikauhojigyouhojyokinn.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/jigyousyuuekikauhojigyouhojyokinn.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434221.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434221.html
http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020051500029/
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27 資金・その他 市町村
久慈市　産業経済部　商工
市街地振興課

【コロナ】店舗等の家賃に対する助成について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
の経営を支援するため、店舗等の賃貸物件の賃料の一
部を助成します。
・小売業
・飲食業
・宿泊業
・サービス業

対象となる賃料：事業用に賃借している建物及び土地賃
借料

助成内容：補助率２分の１（１ケ月当たり最大10万円で３
ケ月間最大30万円）

期間：令和2年5月18日（月）～11月30日（月）まで

4月～9月までの期間で１ケ月間の売り上げが
昨年同月と比較して15%以上減少した月がある
こと。

https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien
/yatin_hozyo.html

2020年5月18日 2020年5月20日

28 資金・その他 市町村 普代村　農林商工課 地域企業経営継続支援事業費補助金
家賃補助

補助率：1/2、（上限 10 万円）
売上が 50％以上減少した事業者等

https://www.vill.fudai.iwate.jp/cgi_data/news/jyumin_15899
55968_file1.pdf

2020年5月20日 2020年5月20日

29 資金・その他 市町村 普代村　農林商工課 農林漁業者・商工業等持続化給付金 上限：法人 30 万円、個人 20 万円
売上が 20％以上 50％未満減少した企業・
個人事業主（農林漁業者等を含む）

https://www.vill.fudai.iwate.jp/cgi_data/news/jyumin_15899
55968_file1.pdf

2020年5月20日 2020年5月20日

30 資金・その他 市町村
宮古市　産業振興部産業
支援センター

宮古市中小企業者等「家賃補助金」制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が半
減した、市内で店舗等を賃借により営業する事業者の負
担軽減を図るため、家賃等の一部を補助
※宮古市、岩手県が連携して行う支援策。

補助率：4分の3
補助上限額：15万円／月
　　　※最大、4月以降連続する３カ月分まで

期間：令和2年5月11日（月）～令和2年7月31日（金）まで
時間：午前９時～午後５時

市内で店舗等を賃借により営業する中小企業、
小規模事業者、個人事業者などであって、次の
要件を満たす者
　
①対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連
サービス業、娯楽業など
※生活関連サービス業とは、洗濯、理容、美
容、公衆浴場、旅行業など

②申請時点の直近月の売上が前年同月と比較
し50％以上減少した者
※新規創業者は別途相談

https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/yachinhojy
okin.html

2020年5月12日 2020年5月20日

31 資金・その他 市町村 山田町　商工観光チーム 「山田町事業継続支援金」制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、
事業継続のため資金を必要とする町内事業者に対して、
支援金を給付します。

支援金：1事業者30万円

期日：令和2年5月18日（月）～6月30日（火）まで
時間：午前9時～午後4時
※コロナ対策で申請会場の割り当てがあります。

感染症拡大の影響により令和2年2月以降の売
上が減少した、町内に事業所・店舗等を構える
中小企業、小規模事業者、個人事業者等（農林
漁業の個人事業者を除く）

＊性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接
客業務受託営業、宗教上の組織もしくは団体、
支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町
長が判断する事業者は対象外となります。

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2481.html 2020年5月13日 2020年5月20日

32 資金・その他 市町村
大槌町　産業振興課　商工
観光班

大槌町雇用調整助成金

失業の予防及び雇用の安定を図るため、国の雇用調整
助成金の支給を受ける事業主に対し助成。

助成金額：本助成金を交付しようとする年度内の期間に
支給決定を受ける国の雇用調整助成金の5分の1以内の
額
ただし、教育訓練加算金は除く

町内に事業所を有し、町税を完納している事業
主で、国の雇用調整助成金の支給を受けるも
の

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434063.ht
ml

2020年4月10日 2020年5月20日

33 資金・その他 市町村 大槌町 おおちゃん融資制度

・小規模企業の方
→岩手県小口事業資金（小規模小口資金） 利用者負担
率：年0.45％～0.65％
・新たな事業を開始しようとする方
→いわて起業家育成資金（創業資金） 利用者負担率：年
0.00％
・変動金利が良い方
→岩手県商工観光振興資金 利用者負担率：年0.90％～
1.10％
・金額2,000 万円以上借入したい方
→岩手県商工観光振興資金 利用者負担率：年0.90％～
1.10％
・グループ補助金、復旧費補助金等のつなぎ資金として
借り入れしたい方
→岩手県小口事業資金（普通・小規模小口資金）、岩手
県商工観光振興資金
利用者負担率：年0.00％

町内の中小企業者の皆さまが必要な事業資金
を低利で受けられるよう、取扱金融機関から受
けたおおちゃん融資制度の対象となる岩手県
制度融資に対して、町が利子の一部又は全額
および保証料の全額を支援する。

本制度は、新型コロナウィルス感染症の拡大で
影響を受けた場合にも利用することができる。

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/433914.ht
ml

2020年3月12日 2020年5月20日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien/yatin_hozyo.html
https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien/yatin_hozyo.html
https://www.vill.fudai.iwate.jp/cgi_data/news/jyumin_1589955968_file1.pdf
https://www.vill.fudai.iwate.jp/cgi_data/news/jyumin_1589955968_file1.pdf
https://www.vill.fudai.iwate.jp/cgi_data/news/jyumin_1589955968_file1.pdf
https://www.vill.fudai.iwate.jp/cgi_data/news/jyumin_1589955968_file1.pdf
https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/yachinhojyokin.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/yachinhojyokin.html
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2481.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434063.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434063.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/433914.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/433914.html
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34 資金・その他 市町村
釜石市　産業振興部　商工
観光課　観光物産係

テイクアウト・デリバリー補助金の支給について

釜石市では、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防
ぐため、新たにテイクアウトやデリバリーを始めた事業者
に対し、事業に係る経費を補助します。

補助金額：補助対象経費の１／２　　上限50万円／１事
業者

（１）仕出し、弁当を新たに始めるため、厨房を改修した
費用
（２）新たな販売カウンターの設置費用
（３）インターネット注文を可能にするためのシステム構築
費用
（４）チラシ作成及び新聞折込に係る広報費用　※上限10
万円
（５）消耗品（デリバリーやテイクアウト用容器の購入費)
※上限5万円

締切り：令和2年7月31日　当日消印有効

①釜石市新型コロナウイルス感染症対策緊急
支援補助金の交付を受けた法人又は個人
②新たにテイクアウトやデリバリーを始めた飲
食業を営む法人又は個人

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020051900041/ 2020年5月20日 2020年5月20日

35 資金・その他 市町村
釜石市　産業振興部　商工
観光課　商工業支援係

新型コロナウイルス感染症に関する設備投資・販路開拓
支援について／小規模事業者持続化補助金

持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基
づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組み
や、あわせて行う業務効率化の取組みを支援。

原則50万円を上限に補助（補助率：２/３）

今後公募を開始する持続化補助金において
は、新型コロナウイルス感染症による影響を受
けながらも生産性向上に取り組む事業者を対
象に、採択審査において加点措置を講じられま
す。

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020042700025/ 2020年5月13日 2020年5月20日

36 資金・その他 市町村
大船渡市　商工港湾部商
工課　商工・労政係

大船渡市飲食業等事業継続活動支援事業補助金

補助額：上限20万円（対象経費の10分の10以内）
補助対象：新型コロナウイルス感染症の影響による来店
者減少に伴い、宅配やテイクアウト等に新たに取り組む
ための費用（広告費、印刷製本費、コンテンツ制作委託
費等）

期間：令和2年5月11日（月）～6月30日（火）まで

大船渡市内に主たる事業所を有する、飲食店
舗で飲食を提供する事業者（法人・個人）また
は複数の事業者で構成する団体・グループ（任
意可）が対象

https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/corona/14454.html 2020年5月16日 2020年5月20日

37 資金・その他 市町村
大船渡市　商工港湾部商
工課　商工・労政係

大船渡市中小企業事業継続支援金

※5月15日より対象業種が拡大しました。

本支援金は一事業者（法人・個人問わず）につき1回限り
の交付となります。
複数の業種を営んでいる場合、既に支援金を交付してい
る場合は申請できません。

　・補助額：定額30万円
　・対象業種：下記のいずれかに該当すること
ア　道路旅客運送業
イ　宿泊業
ウ　飲食店
エ　持ち帰り・配達飲食サービス業
オ　製造業
カ　道路貨物運送業
キ　水運業
ク　倉庫業
ケ　運輸に附帯するサービス業
コ　卸売業
サ　小売業
シ　生活関連サービス業（対象拡大前の旅行業、旅行業
者代理業、運転代行業はここに含みます）
ス　娯楽業
セ　その他の教育・学習支援業

大船渡市内に主たる事業所を有する事業者
（法人・個人）が対象

条件：新型コロナウイルス感染症の影響により
売上高が減少していること（3月から6月までの
いずれか1月の売上高が前年同月と比較して減
少）

https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/corona/14454.html 2020年5月16日 2020年5月20日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020051900041/
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020042700025/
https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/corona/14454.html
https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/corona/14454.html
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38 資金・その他 市町村 宮古市　総務部財政課 新型コロナウイルス感染症対策寄附金

①ふるさとを離れ生活する学生の支援（支援金・食料品
等）
・修学継続が困難となっている学生に1人あたり5万円の
支援
・宮古産の米、菓子類、加工品等の送付
②事業者の新たな取り組み（飲食店のテイクアウトサー
ビス等）の支援など

※【予告】寄付金募集後、始動

https://www.city.miyako.iwate.jp/zaisei/kifu_coronavirus_inf
ectioncontrol.html

2020年5月22日 2020年5月22日

39 資金・その他 市町村 宮古市　総務部財政課 前売り応援宿泊券販売支援補助について

本県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で経営
に支障が生じている宿泊事業者を支援するため、県内宿
泊事業者が前売り宿泊券の販売を行う場合に要する経
費に対する補助事業を次のとおり実施しますのでお知ら
せします。

●補助事業
前売り宿泊券販売

●補助対象経費
印刷費、デザイン費、広告費等

●補助金の額
補助対象経費の合計額。

ただし1宿泊事業者につき上限10万円とする。

受付：令和2年5月14日（木曜日）～令和2年8月31日（月
曜日）午後5時必着

●補助事業者
宿泊事業者で県内に所在し、かつ、前売り宿泊
券を販売している又は前売り宿泊券を販売する
計画がある者

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733
/1029087.html

2020年5月14日 2020年5月22日

40 資金・その他 市町村
山田町　水産商工課　観光
振興係

テイクアウトサービス等導入支援事業補助金について

町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け
て、テイクアウトサービス又はデリバリーサービスを導入
する飲食店を支援するため、その導入費用に対し補助金
を交付します。

以下のすべてに該当する事業者であること
・山田町内に飲食店を置く事業者
・テイクアウトサービス又はデリバリーサービス
を実施するために必要な営業許可を受けてい
る事業者
・令和2年3月1日以降にサービスを開始した事
業者
・補助金の交付申請日において、対象サービス
が終了していない事業者

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2499.html 2020年5月22日 2020年5月27日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.city.miyako.iwate.jp/zaisei/kifu_coronavirus_infectioncontrol.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/zaisei/kifu_coronavirus_infectioncontrol.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733/1029087.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733/1029087.html
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2499.html
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41 資金・その他 市町村
釜石市　産業振興部　商工
観光課商工業支援係

【事業者向け家賃・借地料補助】釜石市地域企業経営継
続支援事業費補助金について

新型コロナウイルス感染症の全国的な流行拡大の影響
で売上が半減した事業者の経費負担の軽減を図るた
め、家賃および借地料の一部に対して補助金を交付しま
す。

次の2点のいずれにも該当する中小企業者

①小売業、飲食業、宿泊業、サービス業を営む
事業者。
②令和2年4月～9月のうち、いずれか1か月の
売上が前年同月比５０％以上減少した事業者。

※白色申告している個人事業者の場合は「前
年同月」を「前年総売上の月平均」とします。
※事業開始１年未満の場合は、「前年同月」を
「創業後の任意の1か月」とします。
※対象事業者に該当するか審査がございま
す。審査の結果、対象事業者に該当しない場合
は、申請をされても補助金が交付されませんの
でご了承ください。

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020051400107/ 2020年5月25日 2020年5月27日

42 資金・その他 市町村 洋野町　特定政策推進室
洋野町新型コロナウイルス感染症対策事業情報（第３
弾）について

１　国の持続化給付金の対象とならない減収事業者への
法人30万円以内、個人15万円以内の給付

２　飲食、宿泊・旅客運送業者への10万円の支援

３　雇用調整助成金の事業主負担分を全額補助

４　雇用調整助成金を申請する事業者への社会保険労
務士等の事務手数料補助

５　飲食、小売、サービス業等への家賃補助

６　町内に保護者がいる大学生等に町産食材等の提供

７　町外からの転入者を雇用した町内事業者と就職した
転入者に奨励金を交付

８　町内事業者の設備導入等経費の４/５を補助

９　宿泊業者を支援する宿泊料金割引補助金を交付

申請開始は６月10日以降ですので、該当する場合は、申
請方法を確認のうえ、申請ください。

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020052900033/ 2020年5月29日 2020年6月3日

43 資金・その他 市町村 洋野町　特定政策推進室
【対策３・対策４・対策７・対策８】洋野町新型コロナウイル
ス感染症対策緊急雇用補助金等に関するお知らせ

【対策３】洋野町新型コロナウイルス感染症対策緊急雇
用補助金
   新型コロナウイルス感染症の影響による経済上の理
由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者の雇用維持を図るため、雇用調整助成金の特例
措置を受けた場合、事業主が負担する経費に対し、補助
金を交付します。

 
【対策４】洋野町雇用調整助成金等申請費補助金
　新型コロナウイルス感染症の影響による経済上の理由
により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用
調整助成金等の支給申請事務を社会保険労務士等に
依頼した場合、事業主が負担した経費に対し補助金を交
付します。

【対策７】洋野町再起支援型ふるさと定着奨励金
   新型コロナウイルス感染症からの再起を目指す町内
事業者の雇用確保と本町への転入者の地元定着を支援
するため、転入者を雇用した事業主及び転入者に対し、
奨励金を交付します。

 
【対策８】洋野町事業経営適応化支援補助金
　 町内事業者の事業継続と雇用維持を図るため、新型
コロナウイルス感染症による経営環境及び消費行動の
変化に対応するための設備導入等の経費に対し、補助
金を交付します。

申請開始は６月10日以降。

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060100029/ 2020年6月1日 2020年6月3日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020051400107/
http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020052900033/
http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060100029/
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44 資金・その他 市町村
久慈市役所　「商工業者相
談・申請窓口」

久慈市中小企業者緊急支援臨時給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
の経営を支援するため、売上が減少した事業者に給付
金を給付。

給付額：１中小企業者当たり20万円

受付：令和２年５月25日（月）から９月30日（水）まで

①１月から７月までの期間で１ケ月間の売り上
げが昨年同月と比較して15%以上減少した月が
あること。
②法人の場合は納税地が久慈市であること。
③個人事業主の場合は青色申告決算書又は
所得税収支内訳書（白色申告）の事業所所在
地が久慈市であること。
 

https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien
/kigyou_kyuuhu.html

2020年5月21日 2020年6月3日

45 資金・その他 市町村
久慈市役所　「商工業者相
談・申請窓口」

久慈市中小企業者等店舗賃料補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
の経営を支援するため、店舗等の
賃貸物件の賃料の一部を助成します。

補助率２分の１（１ケ月当たり最大10万円で３ケ月間最大
30万円）

受付：令和２年５月18日（月）から11月30日（月）まで

【対象業種】
 小売業、飲食業、宿泊業、サービス業を営んで
いる中小企業者（個人事業主も含みます。）
※サービス業は、建設業、金融・保険業など一
部対象外もあります。

【要件】
４月～９月までの期間で１カ月間の売上が昨年
同月と比較して15％以上減少した月があるこ
と。
※ 創業１年未満の事業者には特例がありま
す。

https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien
/yatin_hozyo.html

2020年5月18日 2020年6月3日

46 資金・その他 市町村
田野畑村役場　政策推進
課　商工担当

田野畑村地域企業経営持続化交付金について

①売上減少
【要件】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、3月～5月のう
ち、ひと月の売り上げが前年同月比で20%～49%減少して
いること
・国の「持続化給付金」の交付対象になっていないこと
村税等に滞納がないこと
※売り上げ減少が50%以上の場合は、「持続化給付金」を
ご利用ください。

【交付金額】
法人または団体　30万円　／　個人事業者　20万円
 

②休業協力
【要件】
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月25
日～5月6日に連続5日以上自主休業または時短営業、
営業形態の変更（飲食物の持ち帰りや宅配）をしているこ
と
・岩手県の休業要請の対象施設になっていないこと
・村税等に滞納がないこと

【交付金額】
従業員2人以上　10万円　／　従業員1人　5万円
村管理委託施設内での営業　3万円
※複数の店舗等を営業している場合でも、1事業主につ
き1申請とします。

申請期限：令和2年8月31日（月）

 

コロナウイルスの影響で売上が減少したり、感
染症拡大を防止するため自主的に休業等を
行っている村内事業者。

【対象業種】
村内に事業所を有する商工業者
　例：飲食業、宿泊業、小売業（産直含む）、旅
行業、バス・タクシー業、クリーニング業、葬祭
業、理美容業、自動車販売業　など

https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2020060200026/ 2020年6月2日 2020年6月3日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien/kigyou_kyuuhu.html
https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien/kigyou_kyuuhu.html
https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien/yatin_hozyo.html
https://www.city.kuji.iwate.jp/sangyokowankoyo/kigyoshien/yatin_hozyo.html
https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2020060200026/
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47 資金・その他 市町村 山田町　商工労働係
山田町地域企業経営継続支援事業費補助金（家賃補
助）制度のお知らせ

補助金申請事業者が支払った令和2年4月1日から令和2
年9月30日までの間の連続する3月以内の家賃を補助。

補助金申請事業者が支払った令和2年4月1日から令和2
年9月30日までの間の連続する3月以内の家賃の2分の1
以内
（補助限度額：家賃1月分ごとに10万円を上限とする。）

受付：令和2年6月1日（月）から令和2年11月16日（月）

令和2年4月から令和2年9月の間のいずれか1
月の売上が前年同期と比較して50％以上減少
している事業者
（補助金申請日時点で創業から1年を経過して
いない事業者の場合は、創業から申請日の直
近月までのいずれか1月の売上を前年同月の
売上とみなす。）
補助金申請月に休業した事業者で、申請月の
売上が前年同期と比較して50％以上減少する
と見込まれる事業者

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2531.html 2020年6月1日 2020年6月3日

48 資金・その他 市町村
大槌町　産業振興課　一次
産業活性課

町内事業者向け新型コロナウイルス感染予防支援（マス
ク・消毒液の配布）

町では、町内に所在する事業者に対し、新型コロナウイ
ルス感染予防を図るため、マスク、消毒薬（次亜塩素酸
水）を、無料で配布します。

〇　配布数
　・マスク（１箱50枚入りの３層タイプ）　従業員50名まで１
箱、100名まで２箱を配布
　　マスクの配布は、1回のみ。
・消毒薬（次亜塩素酸水）　６か月間配布予定
消毒薬の配布は、1週間に1回500ｍｌまで
〇　配布場所　大槌商工会
〇　配布期間　５月15日（金）～10月15日（木）　平日9：00
～17：00

町内に所在する事業者
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434333.ht
ml

2020年5月29日 2020年6月3日

49 資金・その他 市町村 大槌町　産業振興課
【新型コロナウィルス感染症・中小企業者向け支援】家賃
補助制度

大槌町では、新型コロナウィルス感染症の影響により売
上が半減した事業者の経費負担の軽減を図るため、県と
連携して家賃及び借地料の一部に対して補助金を交付

補助率：１/２

補助上限額：１事業所ごとに１か月につき１０万円（連続
する３か月合計３０万円まで）

受付：令和2年6月1日（月）から9月30日（水）まで

(1)　小売業、飲食業、宿泊業及びサービス業等
を営む事業者

(2)　令和２年４月から９月のうち、いずれか１か
月の売上が前年同月比５０％以上減少した事
業者

https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434322.ht
ml

2020年6月1日 2020年6月3日

50 資金・その他 市町村
釜石市　産業振興部　商工
観光課　商工業支援係

条件変更を行った釜石市中小企業振興資金既存借入へ
の保証料・利子補給について（新型コロナウイルス感染
症関連）

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている釜
石市中小企業振興資金利用者の資金繰り支援のため、
返済中の借入金の返済条件変更を行う場合に、保 証料
と利子を補給します。

次の3点をすべて満たしている市内中小企業者

①令和元年(2019年)12月末日までに振興資金
を借り入れていること。
②すべての既存借入について返済額の見直し
などの条件変更を行ったこと。
③条件変更時において、売上が前年比15％以
上減少していること。

　（原則として、セーフティネット保証4号または
危機関連保証の認定を受けていること）

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020060200019/ 2020年6月2日 2020年6月3日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2531.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434333.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434333.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434322.html
https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/434322.html
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2020060200019/
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51 資金・その他 市町村 洋野町　特定政策推進室
【対策３・対策４・対策７・対策８】洋野町新型コロナウイル
ス感染症対策緊急雇用補助金等に関するお知らせ ※令
和２年６月９日更新

【対策３】洋野町新型コロナウイルス感染症対策緊急雇
用補助金
   新型コロナウイルス感染症の影響による経済上の理
由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者の雇用維持を図るため、雇用調整助成金の特例
措置を受けた場合、事業主が負担する経費に対し、補助
金を交付します。

 
【対策４】洋野町雇用調整助成金等申請費補助金
　新型コロナウイルス感染症の影響による経済上の理由
により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用
調整助成金等の支給申請事務を社会保険労務士等に
依頼した場合、事業主が負担した経費に対し補助金を交
付します。

【対策７】洋野町再起支援型ふるさと定着奨励金
   新型コロナウイルス感染症からの再起を目指す町内
事業者の雇用確保と本町への転入者の地元定着を支援
するため、転入者を雇用した事業主及び転入者に対し、
奨励金を交付します。

 
【対策８】洋野町事業経営適応化支援補助金
　 町内事業者の事業継続と雇用維持を図るため、新型
コロナウイルス感染症による経営環境及び消費行動の
変化に対応するための設備導入等の経費に対し、補助
金を交付します。

申請開始は６月10日以降。

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060100029/ 2020年6月9日 2020年6月10日

52 資金・その他 市町村 洋野町　水産商工課 洋野町飲食店等支援臨時給付金
飲食、宿泊・旅客運送業者への10万円支援

申請期間：6月10日（水）～8月31日（月）まで

申請方法：町で対象と思われる事業者に交付
申請書を送付しますので、必要事項を記入のう
え、必要書類を添付して役場水産商工課へ郵
送または提出してください。
（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のた
め、できる限り郵送での提出にご協力願いま
す）また、対象事業者と思われる方で申請書が
届かない事業者は、下記問い合わせ先に問い
合わせください。
  

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060200040/ 2020年6月9日 2020年6月10日

53 資金・その他 市町村 野田村役場　産業振興課 新型コロナ対策　事業者向け補助金について

①店舗賃料等支援
店舗やテナントの賃料及び土地賃借料、又は店舗にか
かる固定資産税相当分の一部を助成します。
▶助成額
 ・賃料及び土地賃借料(3か月分)　最大30 万円
 ・固定資産税(第1期【3か月分】相当分)　最大10万円

②設備リース料支援
事業に使用する設備のリース料の一部を助成します。
▶助成額
対象設備リース代の2分の1以内で、1か月当たり3万円を
上限(3か月間:最大9万円)

③事業者応援給付金
事業全般に広く使える給付金を支給します。
▶助成額
 ・売上げの減少率に応じて定額を給付(最大20万円)

④テイクアウト販売等支援
テイクアウト販売に要する資材等や自社製品の販売促
進に関する取組みに対して補助します。
▶補助額
・補助対象経費(容器代、配送用設備、印刷費、手数料、
広告費、郵送料)の3分の2以内で5万円を上限に補助

受付：令和2年6月10日水曜日から

野田村内に店舗等を有する、小売業・飲食業・
宿泊業・サービス業を営む中小企業者(個人事
業者含む)

①店舗賃料等支援
▶対象者
4月から9月の間で、ひと月の売上げが前年同
月と比べて20%以上減少している事業者

②設備リース料支援
▶対象者
4月から9月の間で、ひと月の売上げが前年同
月と比べて20%以上減少している事業者

③事業者応援給付金
▶対象者
4月から12月の間でひと月の売上げが昨年同
月と比べて20%以上50%未満減少している事業
者

④テイクアウト販売等支援
▶対象者
テイクアウト販売の場合:下記対象業種のうち食
品販売、調理資格等必要な許可を受けている
者

http://www.vill.noda.iwate.jp/nourinsuisanshoukou/1335.ht
ml

2020年6月8日 2020年6月10日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060100029/
http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060200040/
http://www.vill.noda.iwate.jp/nourinsuisanshoukou/1335.html
http://www.vill.noda.iwate.jp/nourinsuisanshoukou/1335.html
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54 資金・その他 市町村 洋野町　水産商工課
【新型コロナウイルス】飲食、小売、サービス業等への家
賃補助

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少し
た小売業、飲食業、サービス業等の町内中小企業者に
対して、家賃に要する経費を補助するもの。

補助率等：補助対象者が支払う家賃の２分の１以内（た
だし、一月当たり１０万円を上限とする）

補助対象期間：令和２年４月から９月までで、前年より売
上が減少した月から連続する３か月間

町内にある建物で営業している中小企業者で、
昨年より売り上げが減少していて、本人や生計
を同一にしている親族以外の方から建物を賃
貸借して営業している事業者（日本標準産業分
類（中分類）に掲げる産業のうち別表の業種）

申請期間：6月10日（水）～10月15日（木）まで

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060200057/ 2020年6月10日 2020年6月17日

55 資金・その他 市町村 洋野町　水産商工課
【新型コロナウイルス】飲食、宿泊・旅客運送業者への10
万円支援

飲食、宿泊・旅客運送業者へ１０万円を支援

申請期間：6月１０日（水）～８月３１日（月）まで

申請方法：町で対象と思われる事業者に交付
申請書を送付しますので、必要事項を記入のう
え、必要書類を添付して役場水産商工課へ郵
送または提出してください。（新型コロナウイル
ス感染症感染拡大防止のため、できる限り郵送
での提出にご協力願います）また、対象事業者
と思われる方で申請書が届かない事業者は、
下記問い合わせ先に問い合わせください。

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060200040/ 2020年6月10日 2020年6月17日

56 資金・その他 市町村 野田村役場　産業振興課 新型コロナ対策　事業者向け補助金について

1　店舗賃料等支援
店舗やテナントの賃料及び土地賃借料、又は店舗にか
かる固定資産税相当分の一部を助成します。
＞助成額
 ・賃料及び土地賃借料(3か月分)　最大 30 万円
 ・固定資産税(第1期【3か月分】相当分)　最大 10 万円

2　設備リース料支援
事業に使用する設備のリース料の一部を助成します。
＞助成額
対象設備リース代の2分の1以内で、1か月当たり3万円を
上限(3か月間:最大9万円)

3　事業者応援給付金
事業全般に広く使える給付金を支給します。
＞助成額
・売上げの減少率に応じて定額を給付(最大 20 万円)

4　テイクアウト販売等支援
テイクアウト販売に要する資材等や自社製品の販売促
進に関する取組みに対して補助します。
＞補助額
・補助対象経費(容器代、配送用設備、印刷費、手数料、
広告費、郵送料)の3分の2以内で5万円を上限に補助

 村内に店舗等を有する、小売業・飲食業・宿泊
業・サービス業を営む中小企業者(個人事業者
含む)

1　店舗賃料等支援
4月から9月の間で、ひと月の売上げが前年同
月と比べて 20 %以上減少している事業者

2　設備リース料支援
4月から9月の間で、ひと月の売上げが前年同
月と比べて 20 %以上減少している事業者
＞助成額
対象設備リース代の2分の1以内で、1か月当た
り3万円を上限(3か月間:最大9万円)

3　事業者応援給付金
4月から 12 月の間でひと月の売上げが昨年同
月と比べて 20 %以上 50 %未満減少している事
業者

4　テイクアウト販売等支援
テイクアウト販売の場合:下記対象業種のうち食
品販売、調理資格等必要な許可を受けている
者

http://www.vill.noda.iwate.jp/nourinsuisanshoukou/1335.ht
ml

2020年6月15日 2020年6月17日

57 資金・その他 資金・その他山田町　水産商工課
「山田町事業継続支援金（農林漁業者）」制度のお知ら
せ

●漁業者
（町内漁業協同組合の正組合員であること）

令和元年中の農林漁業による売上高
・120万円以上の方　→　15万円
・10万円以上120万円未満の方　→　5万円

●農林業者
（山田町内に住所を有し、農業または林業による収入が
総収入の1/2以上を占めていること）

令和元年中の農林漁業による売上高
・120万円以上の方　→　15万円
・10万円以上120万円未満の方　→　5万円

町内漁業協同組合の正組合員であること

令和2年2月から6月までのいずれかの月の売
上高が前年同月と比較して減少しており、左記
に該当する方。

https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2602.html 2020年6月16日 2020年6月17日

58 資金・その他 市町村
宮古市　産業振興部産業
支援センター

「宮古市中小企業者等事業継続給付金」制度

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減
少し、事業継続のため緊急に資金を必要とする市内事業
者に対して、給付金を支給します。

1事業者：20万円

申請期間：令和2年5月1日～6月30日まで

感染症拡大の影響により令和２年２月以降の
売上が減少した、市内に事業所・店舗等を構え
る中小企業、小規模事業者、個人事業者等
　
※農業・林業・漁業の産業に分類される業種
は、個人事業者を除く

https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/jigyoukeizo
kukyuuhukin.html

2020年6月5日 2020年6月24日

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060200057/
http://www.town.hirono.iwate.jp/docs/2020060200040/
http://www.vill.noda.iwate.jp/nourinsuisanshoukou/1335.html
http://www.vill.noda.iwate.jp/nourinsuisanshoukou/1335.html
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/2602.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/jigyoukeizokukyuuhukin.html
https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/sagyo/jigyoukeizokukyuuhukin.html
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59 資金・その他 市町村
大船渡市　商工港湾部商
工課　商工・労政係

大船渡市中小企業事業継続支援金

※5月15日より対象業種が拡大しました。
※6月23日より対象業種が拡大しました。

本支援金は一事業者（法人・個人問わず）につき1回限り
の交付となります。
複数の業種を営んでいる場合、既に支援金を交付してい
る場合は申請できません。

　・補助額：定額30万円

　・対象業種：リンク先よりご確認ください。

大船渡市内に主たる事業所を有する事業者
（法人・個人）が対象

条件：新型コロナウイルス感染症の影響により
売上高が減少していること（3月から6月までの
いずれか1月の売上高が前年同月と比較して減
少）

https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/corona/14454.html 2020年6月23日 2020年7月8日 Ｎｅｗ

60 資金・その他 県
岩手県　商工労働観光部
観光・プロモーション室　三
陸観光地域づくり担当

新型コロナウイルス感染症対策等整備事業について

本県では、宿泊施設における新型コロナウイルス感染症
対策やワーケーションの推進を図るため、県内の宿泊事
業者が感染症対策やワーケーションの受入環境を整備
する事業を行う場合に要する経費に対する助成事業の
募集を行う。

●補助金の額
補助対象経費の合計額の3分の2以内の額とし、補助事
業1項目当たりの上限額を200万円とします。ただし、算
出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、こ
れを切り捨てるものとします。

受付：令和2年7月7日（火）～令和2年9月30日（水）午後5
時必着

●補助対象事業
（1）　感染症対策整備
ア　衛生設備整備
イ　飛沫感染を防ぐための備品購入
ウ　その他感染症対策のための整備

（2）　ワーケーション受入環境整備
ア　Wi-Fi等の無料公衆無線LANの整備
イ　スペースの改装に係る設備整備
ウ　スペースの改装に係る備品購入
エ　その他ワーケーションの受入環境の整備

（注）申請は、（1）又は（2）のいずれか1つに限り
ます。

既に事業着手済みの整備につきましても、補助
の対象となります。ただし、訴求しての補助対
象期間は、令和2年4月1日～令和2年7月6日ま
でとなります。これ以降に実施する整備につき
ましては、訴求は認められませんので、ご了承
ください。

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733
/1031024.html

2020年7月1日 2020年7月8日 Ｎｅｗ

61 資金・その他 県
岩手県　商工労働観光部
観光・プロモーション室　三
陸観光地域づくり担当

観光バス運行支援事業費補助金を公募します

●補助金の交付対象となる事業期間
令和2年7月21日（火曜日）から令和2年9月30日（水曜
日）まで

●補助金の交付の対象となる経費
感染症対策を講じたうえで乗車定員を2分の1以下に減
員して運行したバス1日1両あたりの運行料金
補助対象経費の2分の1以内の額とし、1日1両の運行に
つき上限額50,000円とする。

ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場
合には、これを切り捨てる。

受付：令和2年7月1日（水）～令和2年7月14日（火）午後5
時必着

●対象事業者
岩手県内に本店（個人事業者においては住所）
又は道路運送法第5条第1項第3号に定める営
業所を置く観光バス事業者

●補助対象事業
観光バス運行事業。ただし、以下の要件を満た
すこと。
（1）補助金相当額を利用者料金に充当するこ
と。
（2）岩手県で登録されている車両を運行するこ
と。
（3）配車場所が岩手県内であること。

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1009340
/1031082.html

2020年7月8日 2020年7月8日 Ｎｅｗ

62 資金・その他 国 農林水産省 経営継続補助金

（1）1～3のいずれかを含む経営の継続に関する取組に
要する経費【補助率：3／4   補助上限額100万円】

1.国内外の販路の回復・開拓
2.事業の 継続・回復のための生産・販売方式の確立・転
換
3.円滑な合意形成の促進等
  （注）（1）の経費の1／6以上を「接触機会を減らす生産・
販売への転換」又は「感染時の業務継続体制の構築」に
充てる必要があります。

（2）感染拡大防止の取組に要する経費【補助率：定額
補助上限額50万円】

農林漁業を営む個人又は法人
※常時従業員数が20人以下であること https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html 2020年7月8日 Ｎｅｗ

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/corona/14454.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733/1031024.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1029733/1031024.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1009340/1031082.html
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/kankou/1009340/1031082.html
https://www.maff.go.jp/j/keiei/keizoku.html
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63 資金・その他 国 経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせ

5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面
する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃
（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。

法人：最大600万円、
個人事業者：最大300万円　を一括支給。

令和2年7月14日（火）より、申請受付を開始する予定。

※①②③すべてを満たす事業者

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、
小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉
法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

②5月～12月の売上高について、
・1カ月で前年度比▲50％以上 または、
・連続する3カ月の合計で前年同期比▲30％以
上

③自らの事業のために占有する土地・建物の
賃料を支払い

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-
kyufu/index.html?fbclid=IwAR0wZZoKejbbMwJcRR3hVgOC
h9cPG_peTHdPSn1SqM0fbBYeaEotbEsFGB8

2020年7月7日 2020年7月8日 Ｎｅｗ

作成：りあすぱーく（さんりくなりわい支援事業受託コンソーシアム）
実施団体：一般社団法人SAVE IWATE，認定NPO法人遠野山・里・暮らしネットワーク，NPO法人いわて連携復興センター

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR0wZZoKejbbMwJcRR3hVgOCh9cPG_peTHdPSn1SqM0fbBYeaEotbEsFGB8
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR0wZZoKejbbMwJcRR3hVgOCh9cPG_peTHdPSn1SqM0fbBYeaEotbEsFGB8
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html?fbclid=IwAR0wZZoKejbbMwJcRR3hVgOCh9cPG_peTHdPSn1SqM0fbBYeaEotbEsFGB8

