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事業活動継続チャレンジ応援補助金

　市内の中小企業者や小規模企業者等が、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、事
業活動を持続するための新しい取り組み（チャレ
ンジ）として行う、売り上げ確保・向上の取り組
みや、感染防止のための環境整備などの取り組み
に要する経費の一部を補助します。
※ただし、「補助金を原資として割引を行い販売
促進する事業」と「補助事業の実施により、来客
が一時的に集中し、感染拡大につながる恐れのあ
る事業」は対象外。
▼対象経費　広告宣伝費、消耗品費、印刷製本費、
通信運搬費、手数料、委託料、工事請負費、備品
購入費、外注費
▼補助金額　中小企業者…実支出額の５分の４相
当額（上限30万円）／小規模企業者等…実支出
額の10分の９相当額（上限30万円）
■問い合わせ・申請先　弘前商工会議所（上鞘師
町、☎33-4111）

中小企業者等事業継続支援金

　弘前さくらまつりや集客イベントの中止、外出
自粛などにより宴会などのキャンセルの影響を受
けている中小飲食業やタクシー業、運転代行業の
事業継続を支援します。
▼対象条件　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、令和２年１月以降、前年同月比で事業収入
が20％以上減少した月が存在すること
▼給付金額

▼申請期限　８月31日
■問い合わせ・申請先　商工労政課（市役所５階、
☎35-1135）

小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金

　卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従
業員５人以下の事業者を対象としています。この
たび、内容の追加がありましたのでお知らせしま
す。
①事業者が支払った事務所・店舗の家賃の一部を
補助
▼対象経費　令和２年３月～申請時点までに支
払った事務所・店舗の月額賃料１カ月分
▼申請期限　６月30日
②【追加】事業者の事務所・店舗の家屋にかかる
固定資産税等の一部を補助（住居等との兼用も可）
▼対象経費　令和２年度に課税され支払った事業
用家屋の固定資産税および都市計画税相当額
▼申請期限　令和３年３月31日
～共通事項～
▼補助金額　対象経費の 10分の 10相当額（②
で住居等との兼用のものは２分の１相当額）
※①と②を合わせて上限10万円。
■問い合わせ・申請先　商工労政課（市役所５階、
☎35-1135）

自主隔離のための宿泊プランを提供

　弘前市旅館ホテル組合では、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止を目的に、やむを得ない事情
で県外との往来等を行った人を対象に、14連
泊（素泊まり）の宿泊プランを提供する事業を
実施しています。詳しくは問い合わせを。
●利用ケース　弘前市在住者が国外や県外との
往来後に利用する場合／往来目的が弘前市であ
る、国外や県外の在住者が利用する場合
●往来理由の例　やむを得ない事情による出
張、転勤、冠婚葬祭、帰省、治療、受験、就職
活動など
●利用料　１泊 2,000 円（14 日間合計２万
8,000円）
※連泊日数は、厚生労働省が示す「新型コロナ
ウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更
された場合に変更となる可能性があります。
■問い合わせ・申込先　弘前市旅館ホテル組合
（☎34-2657）
※弘前市感染拡大防止滞在事業費補助金対象
事業。

飲食業
従業員数 給付額
６～９人 30万円
10～ 19人 50万円
20～ 49人 70万円
50～ 100人 100万円

タクシー業
車両台数 給付額
～19台 50万円
20～ 49台 70万円
50台～ 100万円

運転代行業
車両台数 給付額
～３台 10万円
４～10台 20万円
11台～ 30万円

相談したい内容 該当する支援策 主な支援内容 問い合わせ先

個
人
向
け
支
援

個
人
向
け
支
援

給
付

住居を失うまたは
その恐れがある 住居確保給付金 ３カ月家賃相当額の給付

（上限あり）
生活福祉課就労自立支
援室（☎ 38-1260）

貸
付

減収により生活費
に悩んでいる

緊急小口資金 上限 20万円
弘前市社会福祉協議会
（☎ 33-1161）総合支援資金

２人以上の世帯＝月 20
万円 
単身世帯＝月 15万円

求
職

休職・失業中に農
作業に従事したい

休職者等農業マッチ
ング緊急支援事業

農業従事希望者の農業者
への仲介 農政課（☎ 40-7102）

猶
予

市税等の納付が難
しい 徴収猶予等 徴収猶予等 収納課（☎ 40-7032、

40-7033、40-7034）
水道・下水道料金
を支払うのが難し
い

支払いの猶予 支払いの猶予 上下水道部お客様セン
ター（☎ 55-6868）

免
除

国民年金保険料の
納付が難しい

国民年金保険料免除
等の臨時特例手続き 年金保険料の免除等

国保年金課（☎ 40-
7048）／弘前年金事務
所（☎ 27-1339）

事
業
者
向
け
支
援

事
業
者
向
け
支
援

補
助

団体で売上回復・
向上を目指したい

事業者売上回復応援
補助金

最大 90万円（情報発信
などに要する経費）

商工労政課
（☎ 35-1135）

休職・失業中の人
を農業生産現場で
受け入れたい

休職者等農業マッチ
ング緊急支援事業

１日あたり賃金実支給額
の２分の１（上限 3,000
円）

りんご課
（☎ 40-7105）

給
付

事業資金を確保し
たい 持続化給付金

法人＝最大 200万円
個人事業主=最大 100
万円

持続化給付金事業コー
ルセンター
（☎ 0120-115-570）

融
資

事業資金を確保し
たい

弘前市小口資金特別
保証融資制度（特別
小口枠）

限度額＝ 300万円（市
による利子および保証料
の全額補助）

商工労政課
（☎ 35-1135）

青森県特別保証融資
制度経営安定化サ
ポート資金

限度額＝ 3,000 万円（県
による保証料および金利
の補助）

青森県信用保証協会弘
前支所（☎ 32-1331）
／青森県商工政策課
（☎ 017-734-9368）

新型コロナウイルス
感染症特別貸付・衛
生環境激変対策特別
貸付等

一時的な業況悪化により
売上が減少した事業者、
または資金繰りに支障を
きたしている旅館業等営
業者への融資

日本政策金融公庫弘前
支店（☎ 36-6303）

助
成 雇用を維持したい 雇用調整助成金

上限＝１人１日あたり
8,330 円
※今後、上限金額が引き
上がる予定です。

ハローワーク弘前
（☎ 38-8609）

猶
予

市税等の納付が難
しい 徴収猶予等 徴収猶予等 収納課（☎ 40-7032、

40-7033、40-7034）

 新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援について

※飲食業、タクシー
業については、常時
使用する従業員が６
人以上 100 人以下
のものが対象。

※本誌に掲載の記事は令和２年６月１日現在の情報です。各種支援の詳細や最新の情報については、市
ホームページ内の新型コロナウイルス感染症対策特設ページ（http://www.city.hirosaki.aomori.
jp/corona_hirosaki/index.html）に掲載しています。

　令和２年第１回弘前市議会臨時会において議決され、新設および追加となった市独自の支援策について
お知らせします。

新型コロナウイルス関連のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援一覧


