広報 京丹後 別冊号

（支援策パンフレット第15版）

市などの主な支援策（※）をまとめてパンフレットにしました。
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京丹後市

どんなことでもまずは市役所にご相談ください！

（※）掲載している制度等は 6 月 10 日時点（第 15 版）のもので、本市ホー

随時、本市ホームページ・おしらせ版・広報京丹後などでお知らせします。
なお、掲載制度等は市役所が入手している「主なもの」をまとめたもので

あり、その他の支援制度がある場合があります。ご不明な点等、何なりと市
役所（または国・府など関係連絡先）までご相談ください。

京丹後市は、全力でお支えします！

農林漁業者

ムページにも掲載しています。今後、制度等の追加・変更等があった場合は、

設備・
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概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。
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概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。
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1 「飲食店経営Ａさん」の場合

支援策活用例

【家族構成】
本人、配偶者、子（中学生）、
子（小学生）

当面の生活を維持して仕事を探さないと

生活維持

【職業】
飲食店経営、従業員２人

国民年金

新しく
テイクアウトを
始めたい

給食費が払えそうにない…

収入減少世帯に学用品、修学旅行、
給食費等を援助します
「小中学校の就学援助制度」

売上減少

時短営業や外出・移動自粛で
売上が減少した場合に給付します
「中小法人・個人事業者のための
月次支援金」

緊急事態宣言で
売上が減少した…

協力金

営業時間の短縮要請に協力した

緊急事態宣言で
時短営業を行った…

場合に協力金を支給します

17

（17㌻）

支援策活用例

支援策番号

労働者を休業させた場合、

支援策番号

資金貸付

36

（28㌻）

京都府緊急事態措置協力金を

給付金等の支給までの間

支援策番号

資金繰りが厳しい…

つなぎで貸し付けます
「京丹後市新型コロナウイルス対策
事業継続支援資金貸付制度」

「国民年金保険料の免除・猶予」

43

（31㌻）

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

収入が減った。
市営住宅の家賃が
何とかならないか…

水道料金の支払いが
厳しい…

5

支援策番号

11

（14㌻）
支援策番号

21 ～23
（19㌻～）

3 「会社員Cさん」の場合
【職業】会社員
（サービス業）

勤務先に産休制度はあるが、この先不安

水道料金

（23㌻）

「雇用調整助成金（特例措置）
緊急雇用安定助成金」

申請したが振込までの

臨時特例措置として簡単な手続きで
国民年金保険料を免除・猶予します。

収入が減った

市営住宅

従業員

「京都府緊急事態措置協力金」

休業手当や賃金を助成します

払えそうにない…

支援策番号

（10㌻）

生計維持者の所得状況に著しい変動が
生じた場合等に就学支援します。
「国や京丹後市の奨学金制度」

子どもの学費が

28

【家族構成】
本人、母（要介護）、妻、子（大学生）、子（高校生）

「生活福祉資金貸付制度」

所得が国民年金保険料免
除基準相当まで下がった…

26

休業手当の支払いが厳しい…

従業員に休んでもらったが

当面の生活が不安…

支援策番号

（22㌻）

【職業】無職（元会社員）

低所得世帯以外にも対象を拡大し
緊急的な特例貸付を行います。

支援策番号

就学支援

就学支援

子どもの修学旅行費や

2021.7 別冊号

2 「無職Ｂさん」の場合

会社の業績が悪化し解雇された

コロナで
収入が激減

4

支援策活用例

【家族構成】
本人、子（小学生）、子（半年後出産予定）

支援策番号

収入減少した市営住宅入居者の

家賃を減免または猶予します。
「市営住宅家賃の減免・徴収猶予」

収入減少し一時的に水道料金の支払いが
困難な方に支払いを猶予します。
「上下水道料金等の猶予」

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

7

（11㌻）
支援策番号

25

（21㌻）
2021.7 別冊号
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4 「経営者D・E・Fさん」の場合

信用保証料

支援策活用例

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

Dさん

Fさん

信用保証料を全額補助します
「京丹後市信用保証料補助制度の拡充」

運転資金を借り入れたい…

営業を自粛し売上が減った…

緊急支援

感染対策を徹底して営業再開したい

Eさん

取引先のレストランが閉店した…

Dさん Fさん

運転資金および設備資金に
対する制度融資

運転資金を借り入れたい…

「新型コロナウイルス対応緊急資金」

新しい販路を見つけないと

家族経営のため影響が大きい

緊急事態宣言で
時短営業を行った…

チャレンジ

Dさん
他の宿と連携してECサイトや
共同メニューを開発したい…

6
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民宿経営

時短営業や外出・移動自粛で
売上が減少した場合に給付します
「中小法人・個人事業者のための
月次支援金」

営業時間の短縮要請に協力した
場合に協力金を支給します

「京都府緊急事態措置協力金」

売上が減少した市内中小企業等に
給付金を支給します

Fさん

織物業経営

支援策番号

26

（22㌻）
支援策番号

28

（23㌻）
支援策番号

30

「京丹後市事業継続応援給付金」

（24㌻）

宿泊・飲食・関連事業者の連携による

支援策番号

支援事業補助金」

（26㌻）

観光コンテンツ作りを支援します
「観光地域づくりチャレンジ

33

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

経営改善

継続応援

Dさん Eさん Fさん
売上が減少して事業を
継続できないかも…

Dさん

規模拡大

協力金

Dさん

農業経営

資金繰り

売上減少

Dさん Eさん Fさん
緊急事態宣言で
売上が減少した…

Eさん

設備投資

Fさん
取引先からの仕事が激減した…

Eさん

種苗代の支払いがあり

「小規模事業者持続化補助金」

Eさん

新型コロナによる一時的な影響に対し
緊急的に資金を融資します
「農林漁業セーフティネット資金」

一時的に資金が必要…

規模拡大のため機械を

Eさん

認定農業者に対して経営改善資金を
長期低金利で融資します
「農業経営基盤強化資金

更新したい…

（スーパーＬ資金）」

Eさん
経営改善に必要な資金融資を
受けたい…

42

（31㌻）
支援策番号

44

（32㌻）
支援策番号

販路開拓や業務効率化の
取り組みを補助します

販路開拓に取り組みたい…

支援策番号

京都府が農協、民間金融機関に利子補
給を行い、長期・低利の資金を融資
「農業近代化資金」

55

（36㌻）
支援策番号

58

（37㌻）
支援策番号

59

（37㌻）
支援策番号

61

（38㌻）

次のページからは
各支援策を

紹介します。
概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。
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個人

個人
市民の皆さんと地域の元気・活力・健康増進に向け施設を無料開放します

実施主体：京丹後市

一時的な生活資金を無担保・無利子で貸付

市内公共施設の無料開放

1

原則 4 時間までの使用料を免除し、4 時間を超える部分の使用料の 1/2 を減
額します。
【対象施設】
スポーツ施設・・・56 施設、貸館施設・・・22 施設
【附属設備等の使用料】
附属設備（備品など）や冷暖房料、
営利目的の利用は減免の対象になりません。
ただし、グラウンド・テニスコート等の照明使用料は減免とします。

対象

市内に在住・在学・在勤の方

期間

令和 4 年 3 月 31 日まで

実施主体：京丹後市

新型コロナの感染拡大予防のため、自主的に施設使用中止の申し出を事前に
された方に使用料を還付します。

対象

自主的に施設使用中止の申し出を事前にされた方

期間

新型コロナが終息したと判断されるまで

問い合わせ

失業や疾病などにより一時的に生活の不安定な低所得世帯または債務整理
による生活再建に際し一時的に生活が困窮している世帯

財産活用課【℡ 0772-69-0080】

家賃など、住居の費用を支援します

支援策番号

実施主体：京丹後市

離職者等住居確保給付金
（生活困窮者自立支援制度）

4

就職にむけた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃の一部または全部

対象

離職・廃業・収入減少により住居を失う恐れのある方、または失った方

子育て・教育

子育て・教育

2

「くらしの資金」
を貸し付けます。
【限度額】1世帯20万円以内
【償還期間】
貸付日から2年もしくは3年8カ月以内
（据置期間4カ月以内）
【償還方法】
分割または一括償還
【保証人】10万円以内の申込の場合は不要。ただし、10万円を超える場合は、
連帯保証人1人が必要
【その他】
無担保・無利子

寄り添い支援総合サポートセンター（生活福祉課）
問い合わせ 【℡ 0120-125-294】【ファックス：0772-62-5020】
【メール：yorisoishien@mint.ocn.ne.jp】

市内公共施設の使用料の還付

支援策番号

3

対象

財産活用課【℡ 0772-69-0080】

コロナのためキャンセルした公共施設の使用料を還付します

支援策番号

国保・年金

国保・年金

問い合わせ

くらしの資金貸付制度
暮らしと仕事

暮らしと仕事

支援策番号

実施主体：京丹後市

を住人に代わり京丹後市から家主へ支払います。

寄り添い支援総合サポートセンター（生活福祉課）

問い合わせ

【℡ 0120-125-294】【ファックス：0772-62-5020】
【メール：yorisoishien@mint.ocn.ne.jp】

相談

相談
8

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。
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個人

個人
生活福祉資金の貸付対象を拡大します

実施主体：府社会福祉協議会、市社会福祉協議会

収入減少した市営住宅入居者の家賃を減免・猶予します

生活福祉資金貸付制度

支援策番号

5

対象

休業や失業等により生活資金でお悩みの市民の方

期間

8 月 31 日まで

問い合わせ

本所【℡ 0772-65-2100】

生活保護法に基づく扶助費を支給します

生活保護制度

市営住宅入居者で、新型コロナの影響により収入が一定以下に減少した方
都市計画・建築住宅課【℡ 0772-69-0530】

支援策番号

8

対象

実施主体：京丹後市

新たなワーク・ライフスタイル等
住宅改修補助金
テレワークなどの
「新しい働き方」や
「新しい生活様式」の取り組みとなる住宅
改修工事を支援します。
市内に住所を有し、市内に本店・本社がある事業者に工事発注を行う方。
１戸建て住宅（別荘や賃貸住宅を除く）
、併用住宅の場合は、居住用の面積が
延べ床面積の 1/2 以上で住宅部分を対象。
対象経費 50 万円以上の工事で、対象経費の 1/10 を補助します。
※最大 10 万円

相談

問い合わせ

都市計画・建築住宅課【℡ 0772-69-0530】

相談

※一時的に生活保護を必要とする方は、自動車や生命保険、自営のための機械や家、
土地などの財産については保有の要件が緩和されています。
※親族への扶養照会は必ず行うものではありません。個別の事情により、照会を見合
わせることもあります。

問い合わせ

10

実施主体：京丹後市

新型コロナ等により、収入が減少し、生活ができない方

その他

問い合わせ

R3設置

生活保護法に基づき、該当する扶助費（生活扶助費、住宅扶助費等）を支給
します。※お困りの際は、積極的にご相談ください。

対象

対象

子育て・教育

子育て・教育

6

7

住宅改修工事費を補助します

京丹後市社会福祉協議会

支援策番号

市営住宅家賃の減免または徴収猶予します。
支援策番号 【家賃の減免】
減免期間：申請月から3カ月以内
（再申請可とし、
最長12カ月）
減免要件・減免額：入居者の収入分位
（収入の状況）
等に応じた減免を行います。
【家賃の徴収猶予】
猶予期間：申請月から3カ月以内
猶予となる要件：世帯収入のおおむね30％以上の減少が3カ月以内と見込ま
れる場合に徴収を猶予します

国保・年金

国保・年金

（1）緊急小口資金
【貸付条件】無利子、保証人不要
【貸付額】10 万円以内 ※事業所等の休業等の特例 20 万円以内
【償還期限】2 年以内（据置期間 1 年以内）
（2）総合支援資金
【貸付条件】無利子、保証人不要
【貸付額】2 人以上世帯：月 20 万円以内、単身世帯：月 15 万円以内
【貸付期間】原則 3 カ月（延長 3 ヶ月）
【償還期限】10 年以内（据置期間 1 年以内）

市営住宅家賃の減免・徴収猶予
暮らしと仕事

暮らしと仕事

生活福祉資金の貸し付けの対象世帯を低所得世帯以外にも拡大し、緊急
小口資金や総合支援資金の特例貸付を行います。

実施主体：京丹後市

生活福祉課【℡ 0772-69-0310】

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

11

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

個人

個人
介護保険料を減免します

介護保険料の減免

R3設置
暮らしと仕事

新型コロナの影響により、介護保険料を納付することが困難であると認めら
れる方の介護保険料を減免します。
【減免額】①全額免除 ②算定式に基づく減免額
③算定式に基づく対象保険料額を全額免除

対象

210万円以下であるとき
210万円を超えるとき

対象

期間

全部

8/10

その他

【減免対象となる期間】納期限が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
【減免の取り消し】申請等に虚偽が判明した際は減免取り消し・期日納付

その他
問い合わせ

１新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負っ
た世帯
２新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が見
込まれ、以下の①～③の全てに該当する世帯
①世帯主の事業収入等の減少額が前年または前々年の当該事業収入等の額
の 3/10 以上であること
ただし、前年との比較では３割以上減少しないが、前々年と比較すると
3 割以上の減少になる場合は、世帯全員の令和３年度の住民税が課税さ
れていないこと
②世帯主の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下であること
③世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の
所得の合計額が 400 万円以下であること

問い合わせ

令和 4 年 3 月 31 日まで（期限厳守）
【減免対象となる期間】
納期限が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までに設定されている令
和 3 年度分の国民健康保険税
【非自発的失業について】
世帯主が非自発的失業（会社都合による離職等）により国保税軽減制度の対
象となる場合については、この減免制度の対象外となります。
（非自発的失業
による国保税軽減制度の適用を受けるには申出が必要です。詳細は税務課に
お問い合わせください）

相談

相談

令和 4 年 3 月 31 日まで（期限厳守）

期間

１新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負っ
た世帯に対しては、対象となる国保税の全部を免除します。
２新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が見
込まれ、対象要件に該当する世帯に対しては、対象となる国保税の一部ま
たは全部を減免します。

※「事業収入等」とは事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入をいいます。
※事業収入等から、新型コロナウイルス感染症関連の各種給付金等は除外して計算し
てください。
※①の条件を満たす場合であっても、当該事業収入等の前年の所得が 0 円以下の場合
はこの減免制度の対象となりません。

減免の割合（D）

※令 和 2 年度末に資格を取得した方で令和 2 年度分の介護保険料の納期限が令和 3
年 4 月 1 日以降に到来する場合も減免対象とします。

12

10

（新型コロナウイルス感染症の影響）

子育て・教育

子育て・教育

令和2年の合計所得金額

支援策番号

国民健康保険税の減免

国保・年金

国保・年金

以下のいずれかに該当する世帯の第 1 号被保険者
①新型コロナにより、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負っ
た世帯の第 1 号被保険者
②新型コロナの影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収
入または給与収入（以下「事業収入等」という）の減少が見込まれ、以下のい
ずれにも該当する世帯の第 1 号被保険者
(1)事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填されるべき
金額を控除した額）が令和 2 年または令和元年のいずれかの当該事業収入等
の額の 3/10 以上であること
※ 1 令和元年の当該事業収入等との比較によるものである場合は、その属する
世帯が令和 3 年度における住民税非課税世帯であるものとします。
※ 2 事業収入等の減少が 3/10 以上見込まれる場合であっても、当該事業収入等
の令和 2 年の所得が 0 円以下の場合は減免の対象外となります。
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和 2 年の所得の合
計額が 400 万円以下であること
③新型コロナの影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止
し、または失業した世帯の第 1 号被保険者
【算定式】保険料減免額＝対象保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ）×減免割合（Ｄ）
「Ａ」当該第 1 号被保険者の保険料額
「Ｂ」第

1 号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込ま
れる事業収入等に係る令和 2 年の所得額
「Ｃ」第 1 号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和 2 年の合計所得金額
「Ｄ」下表の令和 2 年の合計所得金額の区分による減免割合

R3設置

実施主体：京丹後市

暮らしと仕事

（新型コロナウイルス感染症の影響）

支援策番号

9

実施主体：京丹後市

国保税を減免します

税務課【℡ 0772-69-0180】

長寿福祉課【℡ 0772-69-0330】

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

13

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

個人

個人
簡易な手続きで国民年金保険料の免除や納付を猶予します

支援策番号

国民年金保険料の免除・納付猶予申請
新型コロナの影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが
生じた場合、臨時特例措置として、簡易な手続きで国民年金保険料の免除や
納付猶予の申請が可能となります。
以下の①②を満たす方
①令和 2 年 2 月以降に、業務が失われた等で収入が減少した方
②令和 2 年 2 月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年
金保険料免基準適用相当になることが見込まれる方

対象

問い合わせ

新型コロナにより４日以上労務できない方に傷病手当金を支給します

13
対象

問い合わせ

実施主体：京丹後市

給与等の支払を受けている国民健康保険加入者

期間

令和 2 年 1 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日

問い合わせ

※条件により最長 1 年 6 カ月

保険事業課【℡ 0772-69-0220】

実施主体：京都府後期高齢者医療広域連合、京丹後市

後期高齢者医療傷病手当金支給制度
京都府後期高齢者医療保険加入者で被用者である方が、新型コロナに感染し、
その療養のために 4 日以上労務できない場合、傷病手当金を支給します。
【傷病手当金】
支援策番号
新型コロナに感染または発熱等の症状により感染が疑われ、療養のため労務
に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができなかっ
た時、働けなくなった日から 3 日を経過した日以降の働く予定であった日に
ついて支給。
【傷病手当金の額】
1 日につき、傷病手当金の支給を受ける日の属する月以前の直近の継続した 3
月間の給与等の収入の合計額を就労日数で割った金額の 2/3 に相当する金額
（上限あり）
。

14

対象

給与等の支払を受けている後期高齢者医療保険加入者

期間

令和 2 年 1 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日

問い合わせ

14

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

ねんきん加入者ダイヤル【℡ 0570-003-004】
日本年金機構 舞鶴年金事務所【℡ 0773-78-1165】
保険事業課【℡ 0772-69-0220】

相談

相談

対象

以下の①②を満たす方
①令和 2 年 2 月以降に、業務が失われた等で収入が減少した方
②令和 2 年 2 月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納
付特例基準相当になることが見込まれる方

子育て・教育

子育て・教育

12

新型コロナの影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が学生納
付特例基準相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所
得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が
可能となります。

新型コロナにより４日以上労務できない方に傷病手当金を支給します

国民健康保険傷病手当金支給制度
国民健康保険加入者で被用者である方が、新型コロナに感染し、その療養の
ために 4 日以上労務できない場合、傷病手当金を支給します。
【傷病手当金】
支援策番号
新型コロナに感染または発熱等の症状により感染が疑われ、療養のため労務
に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができなかっ
た時、働けなくなった日から 3 日を経過した日以降の働く予定であった日に
ついて支給。
【傷病手当金の額】
1 日につき、傷病手当金の支給を受ける日の属する月以前の直近の継続した 3
月間の給与等の収入の合計額を就労日数で割った金額の 2/3 に相当する金額
（上限あり）
。

国民年金保険料の学生納付特例

国保・年金

国保・年金

ねんきん加入者ダイヤル【℡ 0570-003-004】
日本年金機構 舞鶴年金事務所【℡ 0773-78-1165】
保険事業課【℡ 0772-69-0220】

支援策番号

実施主体：日本年金機構、京丹後市

暮らしと仕事

暮らしと仕事

11

実施主体：日本年金機構、京丹後市

簡易な手続きで学生納付特例申請が可能となります

※条件により最長 1 年 6 カ月

保険事業課【℡ 0772-69-0220】
京都府後期高齢者医療広域連合【℡ 075-344-1202】

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

15

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

個人

個人
世帯主が新型コロナの影響を受けた場合に保険料を減免します

実施主体：京都府後期高齢者医療広域連合、京丹後市

R3設置

15

（新型コロナウイルス感染症の影響によるもの）
新型コロナにより、後期高齢者医療保険加入者の属する世帯の世帯主が死亡
または重篤な傷病を負ったり、事業収入等の減少が見込まれたりする方の保
険料を減免します。

支援策番号

17

世帯員

対象

原則、令和 4 年 3 月 31 日まで

新型コロナにより療養した方に傷病見舞金を支給します

R3設置
支援策番号

16

実施主体：京丹後市

傷病見舞金支給制度
国民健康保険または後期高齢者医療被保険者の個人事業主の方が、新型コロ
ナに感染または発熱等の症状により感染が疑われ、療養のため事業を営むこ
とができなかった場合、傷病見舞金を支給します。
国民健康保険または後期高齢者医療に加入している個人事業主

期間

9 月 30 日まで
保険事業課【℡ 0772-69-0220】

2021.7 別冊号

2,588,443円

無

3人（33歳・31歳・9歳）

2,053,922円

4人（39歳・37歳・14歳・9歳）

5人（39歳・37歳・14歳・9歳・4歳）

2,913,651円

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

無

無

※令和 3 年 7 月までの申請者は令和 2 年度（平成 31 年・令和元年中）の所得、令和
3 年 8 月以降の申請者は令和 3 年度（令和 2 年中）の所得で審査します。

・生活保護を停止または廃止された方
・市民税が非課税の方（障害者、未成年者、寡婦または寡夫による非課税の場合）
・市民税が減免された方・個人事業税が減免された方 など

学校教育課【℡ 0772-69-0620】

子育て世帯 （ひとり親世帯） へ給付金を支給します

対象

問い合わせ

有（240,000円）

支援策番号

18

実施主体：厚生労働省

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）

低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）の支援のため、児童 1 人につき 5 万円
を支給します。

対象

児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護等している方で条件
に該当する方

期間

令和 4 年 2 月 28 日まで

問い合わせ

相談

相談

16

2,315,762円

有（240,000円）

以下のいずれかに該当する方も受給対象となります。
（1）申請時に生活保護を受けている方
（2）前年度または当年度で以下のいずれかに該当する方

問い合わせ

保険事業課【℡ 0772-69-0220】
京都府後期高齢者医療広域連合【℡ 075-344-1202】

ひとり親 加算の有無

1,739,966円

子育て・教育

子育て・教育

問い合わせ

所得基準額

2人（30歳・9歳）

3人（37歳・14歳・9歳）

※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の合計所得金額にかかわら
ず、対象保険料額の全部を免除することとなります。

期間

学用品費・修学旅行費・給食費等を援助します。

国保・年金

国保・年金

対象

小中学校の就学援助制度
新型コロナの影響等で収入が減少し、同一生計の世帯員の年間合計所得額が
認定所得基準額以下の世帯
【認定所得基準額の例】

※令和 2 年度と令和 3 年度分の保険料で、令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日に
納期限が設定されているもの

①新型コロナにより、後期高齢者医療保険加入者の属する世帯の世帯主が死
亡または重篤な傷病を負った方
【減免額】保険料額の全額
②以下の⑴から⑶のすべてを満たす場合
⑴世帯主の事業収入等の減少額が前年の事業収入等の 3/10 以上であること
⑵世帯主の前年の所得の合計が 1,000 万円以下であること
⑶世帯主の減少することが見込まれる事業所得を除く前年の所得の合計が
400 万円以下であること
【減免額】お問い合わせください。

実施主体：京丹後市

暮らしと仕事

暮らしと仕事

支援策番号

後期高齢者医療保険料減免制度

収入が減少した方に学用品費などのを援助します

生活福祉課【℡ 0772-69-0310】

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

17

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

個人

個人
子育て世帯 （ひとり親世帯以外） へ給付金を支給します

子育て世帯生活支援特別給付金

R3設置
暮らしと仕事

低所得の子育て世帯（ひとり親世帯以外の世帯）の支援のため、児童 1 人に
つき 5 万円を支給します。
①令和 3 年 4 月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方
であって、令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である方
②①のほか、対象児童（18 歳年度末までの子（障害児は 20 歳未満）の養育
者で以下のいずれかに該当する方

対象

21

問い合わせ

対象

期間

所得状況に著しい変動が生じた場合

市の奨学金の返還を猶予します

京丹後市奨学生として貸付奨学金（修学支援金・入学支度金）の貸し付けを
受け、現に返還をはじめている方

期間

猶予を受けようとする納期の納期限

※納期限が過ぎている場合は要相談

教育総務課【℡ 0772-69-0610】

22

（授業料等免除 ・ 減額、 給付型奨学金の支給）
新型コロナの影響で、生計維持者（父母等）の失職、倒産や災害等により、
家計が急変した家庭の授業料等を減免、給付型奨学金の支給をします。

対象

新型コロナの影響で、家計が急変した学生等で、国の高等教育修学支援制度
対象の大学等に在学している方

期間

急変事由の発生後 3 カ月以内に申し込み

問い合わせ

（独）日本学生支援機構 奨学金相談センター【℡ 0570-666-301】
各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

相談

相談
概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

支援策番号

国の高等教育修学支援新制度

子育て・教育

子育て・教育

新型コロナの影響等により、市貸付奨学金の返還が困難であると認められる
場合、返還を猶予します。

2021.7 別冊号

実施主体：文部科学省、( 独 ) 日本学生支援機構

実施主体：京丹後市

対象

問い合わせ

教育総務課【℡ 0772-69-0610】

家計が急変した家庭の授業料等の負担を軽減します

京丹後市貸付奨学金の返還猶予

支援策番号

20

問い合わせ

生活福祉課【℡ 0772-69-0310】

新型コロナの影響等により、生計維持者（父母等）の所得状況に著しい変動
が生じた場合、希望する対象者に給付型奨学金を給付します。

国保・年金

国保・年金

令和 4 年 2 月 28 日まで

京丹後市給付奨学金の給付
京丹後市に生計維持者（父母等）が居住し、現に大学、大学院、短期大学、
専修学校（専門課程および一般課程）
、高等専門学校（第４学年または第５学
年）に在学している方
市民税非課税世帯 12,000 円 / 月額
市民税所得割非課税世帯 10,000 円 / 月額
※所得割の減少を加味し、個別に算出した市民税額を判定基準額として使
用します。
※他の給付型奨学金制度との併用はできません。

※令和 4 年 2 月末までに生まれる新生児も対象
・令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナの影響で家計が急変し、令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である方
と同様の事情にあると認められる方

期間

18

支援策番号

実施主体：京丹後市

暮らしと仕事

（ひとり親世帯以外の世帯分）

支援策番号

19

実施主体：厚生労働省

大学・専門学校生等へ給付型奨学金を給付します

19

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

個人

個人
家計が急変した学生に奨学金を貸与します

国の貸与型奨学金

暮らしと仕事

新型コロナの影響で、生計維持者（父母等）の失職、倒産や災害等により、
家計が急変し、緊急に奨学金貸与の必要が生じた学生・生徒に奨学金を貸し
付けます。

対象

大学、短大、大学院（修士課程・博士課程）
、高等専門学校、専修学校専門課
程の学生・生徒で、学修意欲がある方

その他

既に貸与奨学金を利用中の方でも、さらに支援が必要であれば、利用額を増
額することができます。
（貸与上限額あり）

くらしとしごとの総合相談支援窓口
支援策番号

24
対象

その他

「子育て・教育」の制度を掲載したホームページも覧ください

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外）

寄り添い支援総合サポートセンター（生活福祉課）
問い合わせ 【℡ 0120-125-294】【ファックス：0772-62-5020】
【メール：yorisoishien@mint.ocn.ne.jp】

上下水道料の支払いを一時的に猶予します
支援策番号

京丹後市貸付奨学金の返還猶予

25
対象

問い合わせ
20

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

実施主体：京丹後市

上下水道料金等の支払猶予

相談

相談

国の貸与型奨学金

子育て・教育

子育て・教育

国の高等教育修学支援新制度

〈注意事項〉
・相談員が別の方と相談中で、対応できない場合がありま
す。しばらくしてから、改めてメッセージを送ってくだ
さい。
・相談が集中した場合は、その日のうちに対応できない場
合もあります。急いで相談したい場合は、フリーダイヤ
ルにお電話ください。

【相談の秘密について】
相談の秘密は厳守します。あなたの希望や同意がない限り、
相談内容を誰かに伝えることはありません。

小中学校の就学援助制度

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯）

市内在住の方
１ 相談時間は市役所の開庁日の 9 時～ 17 時です。
※どうしても時間外等に相談したい場合は、事前にご連絡ください。
２ LINE 相談については QR コードを読み取り、
「京丹後市寄り添い支援総合
サポートセンター」を友達追加してからご相談ください。

（独）日本学生支援機構 奨学金相談センター【℡ 0570-666-301】
各大学・専門学校等の学生課や奨学金窓口

京丹後市給付奨学金の給付

「寄り添い支援総合サポートセンター」は、消費生活相談を含めた、さまざま
な生活や仕事に関する相談ができる「総合相談支援窓口」です。
今般の新型コロナの感染拡大に伴う事業所等の休業等により、収入の減少で
お困りの方の生活や仕事の相談に対しても、さまざまな制度の案内や必要に
応じて個別支援計画を作成し、制度利用の支援を実施しています。

国保・年金

国保・年金

問い合わせ

実施主体：京丹後市

暮らしと仕事

（緊急採用無利子 ・ 応急採用有利子）

支援策番号

23

実施主体：文部科学省、( 独 ) 日本学生支援機構

さまざまな生活や仕事に関する相談ができます

一時的に上下水道料金等の支払いを猶予します。
新型コロナの影響により収入が減少し、一時的に上下水道料金等の支払いが
困難な方
経営企画整備課【℡ 0772-69-0550】

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

21

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

補助金・給付金

26

2021 年 4 月以降に実施される「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」
に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により売上が減少した中
小法人・個人事業者に支援金を給付します。
【給付額】
（2019 年または 2020 年の基準月の売上）－（2021 年の対象月の売上）

対象

※都道府県の休業・時短営業に関わる協力金の受給対象となる事業者は除きます。

問い合わせ

新型コロナの影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業
主に対して、出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

協力金コールセンター【℡ 075-365-7780】

ウィズコロナ、アフターコロナに対応するための事業を支援します

対象

実施主体：中小企業庁

中小企業等事業再構築促進事業
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取
組を通じた規模の拡大等を目指す企業等の新たな挑戦を支援します。
① 2020 年 10 月以降の連続する 6 カ月間のうち、
任意の 3 カ月の合計売上高が、
コロナ以前（2019 年または 2020 年 1 ～ 3 月）の同 3 カ月の合計売上と比
較して 10％以上減少している中小企業等
②事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に
取り組む中小企業等
※緊急事態宣言に伴う影響により、令和 3 年 1 ～ 5 月のいずれかの月の売上が対前
年または対前々年の同月比で 30% 以上減少している場合は、特別枠が設けられ
ます。

期間
問い合わせ

お問い合わせください。
中小企業庁ホームページの質問フォームからお問い合わせください。

農林漁業者

農林漁業者

「支給対象期間」の末日の翌日から 2 カ月以内

期間
問い合わせ

22

問い合わせ

実施主体：厚生労働省

①労働者の雇用維持を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）を
送り出す事業主【出向元事業主】
②当該労働者を受け入れる事業主【出向先事業主】

対象

7 月 8 日まで

※ 6 月 20 日までの宣言延長に関しては京都府から追って通知

設備・販路

設備・販路

27

期間

29

産業雇用安定助成金

支援策番号

対象

緊急事態宣言の発出（4 月 25 日～ 5 月 31 日）に伴い、施設の休業要請また
は時短要請営業時間の短縮要請に協力した企業・団体・個人事業主

支援策番号

月次支援金相談窓口【℡ 0120-211-240】

在籍型出向に要した賃金や経費の一部を助成します

28

京都府の緊急事態措置に伴い、休業要請等に協力していただいた企業・団体・
個人事業主へ協力金を支給します。

資金繰り・融資

資金繰り・融資

4 月・5 月分：6 月中下旬～ 8 月中下旬
6 月分：7 月 1 日～ 8 月 31 日

期間

支援策番号

京都府緊急事態措置協力金

雇用・従業員

雇用・従業員

①②のいずれにも該当する事業者
①「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」に伴う飲食店の休業・
時短営業や外出自粛等の影響を受けていること
② 2021 年の月間売上が、2019 年か 2020 年の同月比で 50％以上減少してい
ること

R3設置

実施主体：京都府

補助金・給付金

中小法人・個人事業者のための
月次支援金

R3設置
支援策番号

実施主体：中小企業庁

緊急事態宣言に伴う時短営業要請への協力金を支給します

産業雇用安定助成金コールセンター【℡ 0120-60-3999】
ハローワーク峰山【℡ 0772-62-8609】

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

事業者 ・団体

事業者

売上が減少した中小法人・個人事業者に支援金を給付します

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

23

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

実施主体：京丹後市

補助金・給付金

30

雇用・従業員

期間

6 月 30 日まで
商工振興課【℡ 0772-69-0440】 農業振興課【℡ 0772-69-0410】
農林整備課【℡ 0772-69-0430】 海業水産課【℡ 0772-69-0460】

問い合わせ

売上が減少した宿泊事業者に対する給付金を支給します

支援策番号

31

32

対象

・市内中小企業者および小規模事業者、農林水産事業者
・令 和 3 年 4 月から 6 月の売上高が、対前年（または前々年）の同月比で
30% 以上減少していること

期間

8 月 31 日まで

問い合わせ

※国の「月次支援金」と重複して受給することができます。
※京都府の緊急事態措置協力金（4 月 25 日以降実施分）の受給対象者は除きます。

商工振興課【℡ 0772-69-0440】 農業振興課【℡ 0772-69-0410】
農林整備課【℡ 0772-69-0430】 海業水産課【℡ 0772-69-0460】

令和３年１月から３月の間の売上が減少した市内宿泊事業者に対し、事業継
続を図るための給付金を支給します。
【給付額】法人：60 万円 個人事業主：30 万円

期間

6 月 30 日まで

農林漁業者

農林漁業者

対象

平成 31 年または令和 2 年の 1 月から 3 月（対象期間）の各月における事業収
入に比べ、令和３年同月の事業収入の減少率が 30％以上となった月がある市
内宿泊事業者。なお、令和 2 年 4 月以降の創業等により、比較する対象期間の
事業収入が無い場合は、令和 2 年 11 月と 12 月の事業収入の平均額と、令和 3
年の 1 月から 3 月のいずれかの月における事業収入を比較することができます。

問い合わせ

24

京丹後市宿泊業緊急支援給付金

4 月 25 日からの緊急事態措置の影響により売上が減少し、経営が悪化してい
る事業者に対し、給付金を支給します。
【給付額】
【前年（または前々年）4 ～ 6 月の事業収入】－
支援策番号
【前年（または前々年）同月比 30% 以上減少した月の事業収入× 3】
【給付金の上限額】
ア 宿泊事業者のうち、令和 3 年 3 月以前から宿泊を伴わない飲食の提供を
事業としている事業者
・個人事業主：10 万円＋従業員数× 2 万円
・法人：20 万円＋従業員数× 2 万円
イ ア以外の全ての事業者
・個人事業主：5 万円＋従業員数× 2 万円
・法人：10 万円×従業員数× 2 万円
ア・イいずれも算定の結果 50 万円を超える場合は 50 万円

設備・販路

設備・販路

R3設置

実施主体：京丹後市

京丹後市事業継続支援給付金

資金繰り・融資

資金繰り・融資

対象

平成 31 年または令和 2 年の 1 月から 3 月（対象期間）の各月における事業収
入に比べ、令和 3 年同月の事業収入の減少率が 30％以上となった月がある市
内事業者。なお、令和 2 年 4 月以降の創業等により、比較する対象期間の事業
収入が無い場合は、令和 2 年 11 月と 12 月の事業収入の平均額と、令和 3 年
の 1 月から 3 月のいずれかの月における事業収入を比較することができます。

R3設置

雇用・従業員

令和 3 年 1 月から 3 月の間の売上が減少した市内事業者に対し、事業継続を
図るための給付金を支給します。
支援策番号
≪給付金の計算方法≫
【前年または前々年の 1 月から 3 月の間の事業収入】－
【前年または前々年同月比 30% 以上減少している月の事業収入× 3】
※事業規模（従業員数）に応じ、上限があります。
・従業員数が 1 人～ 24 人⇒従業員数× 2 万円
・従業員数が 25 人以上⇒ 50 万円

実施主体：京丹後市

補助金・給付金

京丹後市事業継続応援給付金

R3設置

緊急事態措置により売上が減少した中小企業等に対する給付金を支給します

商工振興課【℡ 0772-69-0440】

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

事業者 ・団体

事業者

売上が減少した市内中小企業等に給付金を支給します

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

25

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

補助金・給付金

33

市内宿泊事業者、飲食事業者および宿泊・飲食関連事業者が、観光コンテンツ
の開発および販売等の経営効率化において、相互に連携し、新たなビジネスモ
デルの構築を図るための取り組みを支援するために、その取組に要した経費の
一部に対し補助金を交付します。
【補助金額】1 事業者当たり 10 万円
【補助率】9/10 上限 100 万円（10 事業者以上が連携する場合）
①宿泊事業者

期間

令和 4 年 2 月 28 日まで

問い合わせ

②飲食事業者

35

対象

観光振興課【℡ 0772-69-0450】

期間
問い合わせ

両立支援等助成金

（新型コロナウイルス感染症対応特例）

新型コロナの対応として、臨時休業等となった小学校等に通う子どもの世話
を行う労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有
給休暇を除く）を取得させた事業主に、助成金を給付します。
【助成額】1 人当たり 5 万円、1 事業主につき 10 人まで（上限 50 万円）
①以下のどちらも実施されていること
（イ）小学校等（小学校、保育園、幼稚園等）が臨時休業等になり、それに伴
い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇（賃金が全額支払
われるもの）を取得できる制度の規定化
（ロ）小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、
以下のいずれかの社内周知
・テレワーク勤務 ・短時間勤務制度 ・フレックスタイムの制度
・時差出勤の制度 ・ベビーシッター費用補助制度 等
②労働者１人につき、①の（イ）に定めた特別有給休暇を４時間以上取得し
たこと
取得した休暇時期により異なります。詳細はお問い合わせください。
京都労働局

雇用環境・均等室【℡ 075-241-3212】

資金繰り・融資

資金繰り・融資

実施主体：京丹後市

京丹後市高齢者福祉施設等
入所予定者 PCR 検査費用補助金

支援策番号

高齢者福祉施設等の入所予定者に対する PCR 検査に要する費用を補助します。
市内の高齢者福祉施設または障害者福祉

期間

9 月 30 日まで

施設を運営する社会福祉法人等

設備・販路

設備・販路

対象

問い合わせ

支援策番号

③宿泊・飲食関連事業者

高齢者福祉施設等での PCR 検査費用を補助します

34

R3設置

雇用・従業員

雇用・従業員

対象

実施主体：厚生労働省

補助金・給付金

観光地域づくりチャレンジ
支援事業補助金

R3設置
支援策番号

実施主体：京丹後市

子どもの世話のため労働者に有給を取得させた事業者に助成金を給付します

事業者 ・団体

事業者

宿泊・飲食・関連事業者の連携による観光コンテンツ作りを支援します

長寿福祉課【℡ 0772-69-0330】

農林漁業者

農林漁業者
26

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

27

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

補助金・給付金

新型コロナの影響を受ける事業者が、労働者を一時的に休業させて雇用維持
を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成します。

対象

新型コロナの影響を受ける雇用主（農林水産業含む）

期間

支給対象期間の末日の翌日から２カ月以内

雇用調整助成金の教育訓練を実施する事業者

期間

支給対象期間の末日の翌日から２カ月以内

実施主体：厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金

実施主体：京丹後市

37

支援策番号

39

※国の上限額の 5/4 を超える場合は、同上限額の 5/4 に相当する額
（例）国の上限額が 15,000 円の場合→ 18,750 円

国の雇用調整助成金等の支給決定通知を受けたのち、速やかに

問い合わせ

商工振興課【℡ 0772-69-0440】 農業振興課【℡ 0772-69-0410】

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

【対象者】以下の条件に当てはまる方
①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までに、
事業主の指示により休業した中小企業の労働者
②令 和 2 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までおよび令和３年 1 月 8 日以降に事業
主の指示により休業した大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃
金 ( 休業手当 ) の支払いを受けることが出来なかった労働者
※雇用保険被保険者ではない方も対象

期間

休業した時期により異なります。詳細はお問い合わせください。

問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
【℡ 0120-221-276】

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

農林漁業者

農林漁業者
28

対象

新型コロナウイルスの影響により休業させられた中小企業・大企業の労働者
のうち、休業手当を受けることができなかった方に対して休業前賃金の８割
を支給します。
【１日あたりの支給上限額】
① 11,000 円（令和３年４月末までの休業）
② 9,900 円（令和３年５月・６月の休業）
※②について、緊急事態宣言およびまん延防止措置等重点措置に伴う特例が
適用される場合、上限額が 11,000 円になります。

設備・販路

設備・販路

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給決定を受けた中小企業雇用主（農
林水産業含む）で①②のどちらかに該当する方
①基準賃金額が国の上限額を超える
②国の助成率が 10/10 未満

資金繰り・融資

資金繰り・融資

国の助成金（支援策番号 36）の支給決定を受けた中小企業雇用主に、休業手
支援策番号
当や賃金の一部を国の助成金に上乗せして助成します。
【助成額】
基準賃金額（※）から「国の 1 人日当たりの助成金額」を控除した額に、月
間延日数を乗じた額

期間

商工振興課【℡ 0772-69-0440】

休業手当の支給を受けられなかった労働者に休業前賃金の 8 割を支給します

京丹後市中小企業緊急雇用調整助成金

対象

雇用調整助成金の教育訓練に活用可能な映像教材（DVD）を業界団体に無償
貸与します。

対象

問い合わせ

ハローワーク峰山【℡ 0772-62-8609】

国の雇用調整助成金に上乗せ助成します

38

雇用調整助成金教育訓練実施支援

雇用・従業員

雇用・従業員

問い合わせ

支援策番号

実施主体：京丹後市

補助金・給付金

雇用調整助成金 （特例措置）
緊急雇用安定助成金

支援策番号

36

実施主体：厚生労働省

教育訓練用の教材を無償貸与します

事業者 ・団体

事業者

雇用維持を図った事業主を助成します

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

29

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

（労働者に休暇を取得させた事業者向け）

期間

取得した休暇時期により異なります。詳細はお問い合わせください。

問い合わせ

給付金等の支給までのつなぎ資金を貸し付けます

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

実施主体：京丹後市

京丹後市新型コロナウイルス対策
事業継続支援資金貸付制度
支援策番号

43

※令和 2 年 4 月 1 日以降に取得した休暇は、1 日当たり 7,500 円（定額）
※適用日：令和 2 年 2 月 27 日～令和 3 年 3 月 31 日の間に取得した休暇

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コー
ルセンター【℡ 0120-60-3999】

商工振興課【℡ 0772-69-0440】

(1) 貸付額
①持続化給付金、京都府緊急事態措置協力金および緊急事態宣言の影響緩
和に係る一時支援金の交付申請額の範囲内
②雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の交付申請月額の範囲内
※貸付限度額 100 万円 (1 万円未満は切り捨て )
※無利子・無担保・無保証 ※貸付申請書を受理後 3 日以内に貸付
(2) 返済等
①持続化給付金、京都府緊急事態措置協力金および緊急事態宣言の影響
緩和に係る一時支援金の支給があった日から 30 日以内
②雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の最終支給日から 30 日以内
※状況に応じ、貸付日から最大 6 か月間返済を猶予

対象

下記のいずれかを申請している、市内に事業所を有する条項業者等
①持続化給付金、②雇用調整助成金、③緊急雇用安定助成金、④京都府緊急
事態措置協力金、⑤緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

期間

7 月 31 日まで

問い合わせ

農林漁業者

農林漁業者

問い合わせ

令和 4 年 3 月 31 日まで

設備・販路

設備・販路

就業できなかった日について、1 日当たり 4,100 円を支給（定額）

取得した休暇時期により異なります。詳細はお問い合わせください。

期間

30

（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

①または②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者で、一定の要件
を満たす方
①新型コロナに関する対応として臨時休業等した諸学校等に通う子ども
②新型コロナに感染した等の理由で小学校等を休むことが必要な子ども
【一定の要件】
個人で就業する予定であった場合、業務委託契約等に基づく業務遂行に対し
て報酬が支払われており発注者から一定の指定を受けているなどの場合

対象

期間

資金繰り・融資

資金繰り・融資

41

市内中小企業・小規模事業者（京都府中小企業融資制度、政府系金融機関の
融資制度、京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資を受ける事業者）

実施主体：厚生労働省

小学校等の臨時休業に対応する保護者支援

京都信用保証協会の保証による借入時（令和 2 年 2 月 6 日から令和 3 年 6 月
30 日までに実行された融資）の信用保証料に対する補助をします。
【補助率】100％（上限：年額 40 万円）

対象

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コー
ルセンター【℡ 0120-60-3999】

子どもの世話のため休業した個人を支援します

京丹後市信用保証料補助制度の拡充

雇用・従業員

雇用・従業員

対象

①または②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者（正規・非正規
問わず）に年次有給休暇とは別に、賃金全額支給の休暇を取得させた事業主
①新型コロナに関する対応として臨時休業等した諸学校等に通う子ども
②感染等の理由により、小学校等を休むことが必要な子ども

支援策番号

42

労働者の休暇中に支払った賃金相当額× 10/10（日額上限：8,330 円）
※令和 2 年 4 月 1 日以降に取得した休暇は日額上限 15,000 円
※適用日：令和 2 年 2 月 27 日～令和 3 年 3 月 31 日の間に取得した休暇

問い合わせ

支援策番号

実施主体：京丹後市

補助金・給付金

補助金・給付金

小学校等の臨時休業に伴う
保護者の休暇取得支援

支援策番号

40

実施主体：厚生労働省

信用保証料を全額補助します

商工振興課【℡ 0772-69-0440】

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

事業者 ・団体

事業者

従業員に休暇を取得させた事業者を支援します

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

2021.7 別冊号

31

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

支援策番号

新型コロナウイルス対応緊急資金 （普通保証）

支援策番号 42 が活用できる場合があります。

その他
問い合わせ

京都府・京都市制度融資の金融機関

運転資金・設備資金に対する制度融資を行います

45

災害対策緊急資金（セーフティネット4 号保証）
運転資金・設備資金に対する政府系金融機関融資、または民間金融機関が行
う京都府または市の制度融資

期間

9月1日
※支援策番号 42、支援策番号 48 の適用が受けられる場合もあります。

その他
問い合わせ

京都府・京都市制度融資の金融機関

新型コロナウイルス対応緊急資金

支援策番号

46

（セーフティネット 5 号保証）

運転資金・設備資金に対する政府系金融機関融資、または民間金融機関が行
う京都府または市の制度融資

期間

6 月 30 日

その他
問い合わせ

農林漁業者

6 月 30 日 ※最新の期間はお問い合わせください。
※支援策番号 42、支援策番号 48 の適用が受けられる場合もあります。

その他
問い合わせ

※支援策番号 42、支援策番号 48 の適用が受けられる場合もあります。
京都府・京都市制度融資の金融機関

信用保証料の減免と利子補給を実施します

支援策番号

48
対象

問い合わせ

支援策番号

49
対象

問い合わせ

実施主体：京都府

信用保証付き融資における保証料・利子減免
民間金融機関からの融資について、信用保証料の減免および実質無利子とな
る利子補給を実施します。
セーフティネット 4 号・5 号・危機関連保証の適用要件に該当する事業者
京都府・京都市制度融資の金融機関
京都府商工労働観光部中小企業総合支援課【℡ 075-366-4357】

運転資金・設備資金を融資します

※業種指定あり

期間

※最新の期間はお問い合わせください。

実施主体：日本政策金融公庫

新型コロナウイルス感染症特別貸付
運転資金・設備資金に対する融資をします。

農林漁業者

直近 3 カ月の売上高（見込み額でも可）が、前年同月比▲ 5％の事業者

対象

32

実施主体：京都府

直近 1 カ月の売上高が前年同月比▲ 15％、かつその後 2 カ月を含む 3 カ月の
売上高が前年同期▲ 15％となることが見込まれる事業者

直近 1 カ月の売上高または過去 6 カ月の平均売上高が前 3 年のいずれかの年
の同期と比較して▲ 5％の事業者
※前年の実績がない事業者でも過去 3 カ月比等で適用可能

日本政策金融公庫

舞鶴支店【℡ 0773-75-2211】

京都府・京都市制度融資の金融機関

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

設備・販路

設備・販路

運転資金・設備資金に対する制度融資を行います

対象

資金繰り・融資

資金繰り・融資

対象

1 年以上継続して事業を行っており、直近 1 カ月の売上高が前年同月比▲
20％、かつその後 2 カ月を含む 3 カ月の売上高が前年同期▲ 20％となること
が見込まれる事業者

運転資金・設備資金に対する政府系金融機関融資、または民間金融機関が行
う京都府または市の制度融資

雇用・従業員

雇用・従業員

支援策番号

実施主体：京都府

実施主体：京都府

あんしん借換資金 （危機関連枠）

支援策番号

47

運転資金および設備資金に対する融資
直近 1 カ月の売上高が前年同月比▲ 10％の事業者

対象

運転資金・設備資金に対する制度融資を行います

補助金・給付金

補助金・給付金

44

実施主体：京都府

事業者 ・団体

事業者

運転資金および設備資金を融資します

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

33

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

補助金・給付金

運転資金・設備資金に対する融資

支援策番号

直近 1 カ月の売上高が前年同月比▲ 5％の小規模事業者

対象
問い合わせ

京丹後市商工会【℡ 0772-62-0342】

新型コロナウイルス対策マル経融資

支援策番号

51

実施主体：商工組合中央金庫

商工組合中央金庫

京都支店【℡ 075-361-1120】

実質無利子となる利子補給を行います

令和 4 年 1 月 4 日～ 2 月 1 日

R3設置

54

実施主体：日本政策金融公庫

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

事業所内での新型コロナウイルス感染者発生による事業中断を防ぐために、
従業員等の感染予防対策を支援します。
【補助金額】補助対象経費の 1/2 以内の額
【補助金額の上限】

事業所の従業員数に 5 千円を乗じた額（ただし 100 人を超える事業所は 50 万円）

対象

期間

・感 染防止に資する衛生備品および消耗品（非接触型体温計、サーモグラ
フィー、防護服、手袋、うがい薬、手指消毒液など）
・飛沫感染防止用具（マスク、フェイスガード、アクリル板、アクリル板ス
タンド、ビニールカーテン、空気清浄機など）
・三 密を避けるための誘導表示等（誘導表示サイン、網戸、換気扇、Co2 セ
ンサー、リモートワーク用設備など）
・除菌用清掃用具および洗剤類（雑巾、
バケツ、
使い捨てタオル、
洗剤、
漂白剤等）
・PCR 検査に係る経費

農林漁業者

農林漁業者

2021.7 別冊号

事業所等感染症対策緊急支援補助金

※市外で経営する事業所は対象外
【補助対象経費】※ 5 月 24 日～ 9 月 30 日の間に実施する以下の事業

要件を満たす事業者に対して実質無利子となる利子補給をします。

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局【℡ 0570-060515】
※平日・土日祝日 9：00 ～ 17：00

実施主体：京丹後市

【対象事業者】
市内に住所を有する、公務を除く全ての事業所

問い合わせ
34

商工振興課【℡ 0772-69-0440】

問い合わせ

設備・販路

設備・販路

問い合わせ

期間

支援策番号

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
、
「新型コロナ
ウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」に
より借入を行った中小企業者等のうち、以下の要件を満たす方。
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る）: 要件なし
②小規模事業者（法人事業者）: 売上高 15％以上減少
③中小企業者 : 売上高 20％以上減少

対象

市内中小企業・小規模事業者（京都府中小企業融資制度、政府系金融機関の
融資制度、京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資を受ける者）

特別利子補給制度 （実質無利子）

支援策番号

52

対象

10 月 29 日まで
商工振興課【℡ 0772-69-0440】

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

資金繰り・融資

資金繰り・融資

問い合わせ

令和 2 年 1 月 29 日～令和 3 年 5 月 31 日までの新規融資の借入利率のうち 0.46%
を補給します。
【上限】年額 100 万円 ※初回の利子支払月から起算して 36 月分まで

従業員等の感染予防対策を支援します

運転資金・設備資金に対する融資
直近 1 カ月の売上高が前年同月比▲ 5％の小規模事業者
（前年の実績がない事業者でも過去 3 カ月比等で適用可能）

対象

53

京丹後市新型コロナウイルス
感染症対策利子補給

雇用・従業員

雇用・従業員

運転資金・設備資金を融資します

R3設置

実施主体：京丹後市

補助金・給付金

新型コロナウイルス対策マル経融資

支援策番号

50

実施主体：日本政策金融公庫京都府

新規融資の借入利率の 0.46% を補給します

事業者 ・団体

事業者

運転資金・設備資金を融資します

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

35

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

補助金・給付金

販路開拓の取り組みに必要な機器装置費、広報費、専門家謝金、委託費等を
補助します。

対象

小規模事業者等

期間

10 月 1 日まで

問い合わせ

7 月 7 日まで
生産性革命推進事業コールセンター【℡ 03-6837-5929】

問い合わせ

ＩＴツール導入により業務効率化を行うためのソフトウェア、導入関連経費
に対して補助します。

期間

7 月 30 日まで
生産性革命推進事業コールセンター【℡ 03-6837-5929】

60
対象

問い合わせ

36

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

認定農業者に対して、農業経営改善計画に即して規模拡大その他の経営改善
を図るために必要な長期低利資金を融資します。
【使途】農業経営改善計画の達成に必要な資金全般（新型コロナの影響により
必要なものに限る）
新型コロナが経営に影響している認定農業者（農業経営改善計画の認定を受
けた方）
日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業【℡ 075-221-2147】
農業振興課【℡ 0772-69-0410】

実施主体：日本政策金融公庫

経営体育成強化資金
経営展開に必要な前向き投資のための資金と営農負債の償還負担を軽減する
ための資金を長期低利で融資します。
【使途】経営改善資金計画に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な
資金（新型コロナにより必要なものに限る）

農林漁業者

農林漁業者

中小企業、小規模事業者等

農業経営基盤強化資金 （スーパーＬ資金）

負債償還のための資金の長期低利資金を融資します

支援策番号

実施主体：日本政策金融公庫

農業を営む方（主業農業者、認定新規就農者、集落営農組織など）
日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業【℡ 075-221-2147】
農業振興課【℡ 0772-69-0410】

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

設備・販路

設備・販路

実施主体：中小企業庁

対象

問い合わせ

59

IT 導入補助金

支援策番号

57

支援策番号

対象

IT 機器の導入費用を補助します

日本政策金融公庫 京都支店 農林水産事業【℡ 075-221-2147】
農業振興課【℡ 0772-69-0410】

資金繰り・融資

資金繰り・融資

社会経済の変化を踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入
等の取り組み、およびそれに資する感染防止対策への投資を補助します。

期間

認定農業者、主業農林漁業者、認定新規就農者、集落営農組織であって、新
型コロナにより資金繰りに著しい支障がある、またはその恐れがある方

実施主体：中小企業庁

（低感染リスク型ビジネス枠）

小規模事業者等

新型コロナにより生じた一時的な影響に対し、緊急的に対応するために必要
な長期資金を融資します。

経営改善する 「認定農業者」 に長期低利資金を融資します

小規模事業者持続化補助金

対象

問い合わせ

問い合わせ

農林漁業セーフティネット資金

雇用・従業員

雇用・従業員

社会経済の変化を踏まえた新たなビジネスへの投資を補助します

56

58
対象

日本商工会議所【℡ 03-6447-2389】

支援策番号

支援策番号

実施主体：日本政策金融公庫

補助金・給付金

小規模事業者持続化補助金 （通常枠）

支援策番号

55

実施主体：日本商工会議所

長期資金を融資します

事業者 ・団体

事業者

販路開拓等の費用を補助します

37

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

広報京丹後 別冊号 新型コロナ対策支援策パンフレット

事業者 ・団体

経営改善のための資金を融資します

実施主体：農林水産省、京都府

補助金・給付金

農業近代化資金
経営改善に必要な施設資金等を円滑に融通するため、都道府県等が農協、銀
行等民間金融機関に利子補給措置を講ずることにより、長期かつ低利の資金
支援策番号
を融資します。
【使途】計画等に基づいて行う農業経営の改善を図るために必要な資金（新型
コロナにより必要なものに限る）
・農産物の生産、流通、加工に必要な施設の改良、造成、復旧、取得
・果樹その他の永年性植物の植栽または育成、乳牛その他の家畜の購
入または育成
・農地または牧野の改良、造成または復旧 など

61

雇用・従業員

農業を営む方（認定農業者、認定新規就農者、主業農業者、集落営農組織、
農業を営む任意団体など）

対象
問い合わせ

丹後広域振興局 農林商工部 農商工連携・推進課【℡ 0772-62-4315】
農業振興課【℡ 0772-69-0410】

資金繰り・融資

漁業経営改善に必要な資金を融資します

支援策番号

62

設備・販路

問い合わせ

①予約票の到着をお待ちください
65 歳以上の高齢者を対象に予約票（接種会場・日時のお知らせ）を順次郵送し

ています。すべての高齢者の皆さんの 1 回目のワクチン接種は 7 月上旬に終えられ

るように準備しています。

②日時など都合が悪い場合は必ずご連絡下さい
予約票の内容（会場・日時）について、都合が悪い場合は、コールセンターに

早めにご連絡ください。

③案内した予約時間を目安にご来場ください
混雑を避けるため、可能な限り、予約時間の枠内に会場へお越しください。

④接種に必要な書類を忘れずにお持ちください
接種を受けるためには、接種券（クーポン券）
・予診票・本人確認書類（運転免許証、

健康保険証など）の 3 点が必要です。お忘れのないように出発前に再度ご確認くだ

さい。
実施主体：農林水産省、京都府

漁業近代化資金
経営改善に必要な実質無担保で長期かつ低利の施設資金等を融資します。
【使途】漁 船の改造・建造または取得、漁具、養殖施設（種苗・餌料含む）
、
水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設その他の施設の改
良、造成または取得
漁業・水産加工業を営む個人または法人、漁業生産組合、漁業協同組合、水
産加工業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会 など

対象

ワクチン接種を受けられる高齢者の皆様へのお願い

京都府信用漁業協同組合連合会 丹後支店【℡ 0772-75-0144】
海業水産課【℡ 0772-69-0460】

⑤接種券を紛失した場合
接種券を紛失した場合、接種当日までに再発行が必要です（原則、接種当日は

再発行できません）
。再発行は、コールセンターに連絡してください。

来場される時にお願いしたい３つのこと
①発熱・せき・のどの痛みなどの症状がある場合は、集団感染防止のために

接種会場に来ていただくことができませんので、コールセンターへキャンセ
ルの連絡をしてください。

②接種会場にはマスクを着用して来てください。
③会場入口に設置してあるアルコールで手指などの消毒をしてから入場してく

農林漁業者

ださい。

農林漁業者の方が活用できる以下の支援策は別に掲載しています。

支援策番号30「京丹後市事業継続応援給付金」→24㌻へ
支援策番号32「京丹後市事業継続支援給付金」→25㌻へ
38

2021.7 別冊号

概要を掲載しています。
申請に必要なものや手続き等の詳細はお問い合わせください。

京丹後市ワクチン接種コールセンター

℡：0772-66-3226

期間を記載していないものは、原則、随時受け付けています。

2021.7 別冊号

39

飲食の場面におけるコロナ感染症対策のお知らせ
国民の皆様へ

～飲食店を選ぶ際のポイント～

●アクリル板の設置
（座席の間隔の確保）

●食事中以外の
マスク着用の推奨

●消毒液の設置

●換気の徹底

（1,000ppm以下で）

※主な飲食店予約サイトで飲食店の感染症対策が確認できます。

ＣＯ2センサー

飲食店に行く際は、できるだけ、家族か、4人まででお願いします！
飲食店の皆様へ

～設備支援があります～

小規模事業者持続化補助金（経済産業省）

・小規模事業者の販路開拓や感染防止対策費用を最大100万円、３/４補助
緊急事態宣言の影響により本年1～3月売上 ▲30 ％で補助金総額に占め
る感染防止対策費の上限を最大25万円から最大50万円に引上げ
・３月下旬公募開始予定 ※1月8日以降のものが対象
https://seisansei.smrj.go.jp/

【支援相談窓口フリーダイヤル】

0120－099－552

新型コロナウイルス対策室

高機能換気設備等の導入支援事業（環境省）

・中小企業等の高機能換気設備及び空調設備導入費用を１/２、
最大1000万円補助
・３月16日公募開始 ※1月8日以降のものが対象
http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2-2_kanki.html

で検索すると、最新の支援策一覧が掲載されています。

【新型コロナウイルス関連特設サイト】

「京丹後市 コロナサイト」で検索

〒627-0012京丹後市峰山町杉谷691番地（福祉事務所）
電話：0120-099-552 ファックス：0772-62-1156

