■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市民の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（１）相談窓口
実施主体

名称
新型コロナウイルス感染症専用電話相

京都市わかもの就職支援
センター

問合せ先(電話番号）

受付時間

新型コロナウイルスに関する主に健康面の相談等

075-222-3421

土日祝日を含む２４時間

帰国者・接触者相談センター

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合等の相談

075-222-3421

土日祝日を含む２４時間

就業相談

就職活動に影響が生じた方に対応

075-746-5086 （ＷＥＢ相談あり）

火～土

談窓口

京都市

相談内容

京都ジョブパーク

就業相談

就職活動に影響が生じた方に対応

京都府

緊急事態措置コールセンター

京都労働局

特別労働相談窓口

特措法に定める要請・指示等の措置に対する府民や事業者等の疑問，不安に
関する相談

075-682-8915（ＷＥＢ相談あり）

075-414-5907
075-241-3212（労働相談）

労働に関する相談

075-241-3269（雇用調整助成金）

9:00～18:00

平日

9:00～19:00

土曜

9:00～17:00

平日

9:00～18:00

平日

08:30～17:15

関連URL
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p
age/0000266620.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p
age/0000266620.html
https://kyoto-wakamono.org/event/4545/
https://www.pref.kyoto.jp/koyou/news/pres
s/2020/4/documents/a1_websoudan0409.p
df
https://www.pref.kyoto.jp/

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000266665.html

（２）給付金・補助金等
実施主体

事業名

支援対象

問合せ先(電話番号）

受付時間

関連URL

コールセンター

総務省

特別定額給付金

基準日（令和2年4月27日）において，住民基本台帳に記録されている方（受
給権者は世帯主）

0570-074-428

平日

9:00～20:00

土曜

9:00～18:00

（オンライン申請受付中，

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0
000268818.html

5/15～）

子育て世帯への臨時特別給付金
小学校休校期間におけるファミリーサ
厚生労働省

ポート事業の利用に対する補助

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当（本則給付）の受給者

075-251-1123

小学校の臨時休校等に伴い，ファミリーサポート事業を利用した世帯

075-746-7610

①令和２年６月分の児童扶養手当の受給者
ひとり親世帯への臨時特別給付金

②公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し，直近の収入が児

075-222-4310

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/
page/0000269607.html
平日

8:45～17:30

平日

9:00～17:00

※原則，郵送による申請
（申請期間：8/3～2/28）

童扶養手当の対象となる水準に下がった者

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page
/0000189419.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/
page/0000271471.html

国公私立大学（大学院含む）・短大・高専・専門学校（日本語教育機関を含
文部科学省

「学びの継続」のための『学生支援緊 む）の留学生を含む学生等のうち，家庭から自立してアルバイト収入により
急給付金』～ 学びの継続給付金 ～

学費等を賄っており，かつ，新型コロナウイルスの影響で当該アルバイト収
入が大幅に減少し，大学等での修学の継続が困難になっている方

在籍している大学等

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hu
tankeigen/mext_00686.html

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市民の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（２）給付金・補助金等（続き）
実施主体

事業名
国民健康保険における傷病手当金

京都市

妊婦を対象としたＰＣＲ検査費用の支
援

京都府後期高齢者医療広 後期高齢者医療制度における傷病手当
域連合

金

支援対象
国民健康保険の被保険者のうち，新型コロナウイルス感染症に感染し，又は
感染が疑われるために労務に服することができなくなった被用者

問合せ先(電話番号）
075-213-5861

受付時間
平日

8:45～17:30

（4/27～受付開始）

京都市内に住所を有している方（ＰＣＲ検査の受検日時点）で，出産に際し

者

age/0000268881.html

page/0000271172.html

１回限り）
感染し，又は感染が疑われるために労務に服することができなくなった被用 075-213-2993

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/

て，鼻腔・咽頭拭い液の採取によるＰＣＲ検査を受けた方（１出産につき， 075-746-7625
京都府後期高齢者医療制度の被保険者のうち，新型コロナウイルス感染症に

関連URL

平日

8:45～17:30

（5/1～受付開始）

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p
age/0000268632.html

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市民の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（３）税・社会保険料・生活資金等
実施主体

支援内容
市税の納付猶予

令和２年度個人市民税・府民税の申告
期限の延長

個人市民税・府民税の減免

支援対象

問合せ先(電話番号）

受付時間

市税の納付が困難な方

市税事務所納税室各担当

平日

8:45～17:00

個人市民税・府民税の申告が必要な方

市税事務所市民税室各担当

平日

8:45～17:00

市税事務所市民税室各担当

平日

8:45～17:00

平日

8:45～17:00

平日

8:30～17:15

減免対象年度の所得が一定以下の方で，失業された場合や，廃業等により所
得が減少された場合等で，市税の納付が困難な方

イベントの中止等によるチケット払戻 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため，政府の自粛要請を踏まえて中
請求権を放棄した場合の寄附金税額控 止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて，チ
除

ケットの払戻を受けない（放棄する）方

上下水道料金の支払期限の猶予

上下水道料金の支払いが困難な方

行財政局税務部税制課
075-213-5200

各営業所

京都市

関連URL
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00
00266807.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00
00266190.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00
00270068.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00
00270741.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/00
00269601.html

【国民健康保険料，後期高齢者医療保険料】
区・支所の保険年金課資格担当

保険料（国民健康保険料，後期高齢者
医療保険料，介護保険料，国民年金保 各種保険料の納付が困難な方
険料）の減免

【介護保険料】
区・支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当
【国民年金保険料】
区・支所の保険年金課保険給付・年金担当

平日
【窓口】9:00～12:00，

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p

13:00～16:30

age/0000267142.html

【電話】8:30～17:00

（京北出張所はいずれも保健福祉第一担当）

保育園登園自粛者等への利用者負担額 認可保育施設・事業所を利用しており，登園自粛要請等に従い，期間中に登
（保育料）の還付

園しなかった日がある児童の保護者

学童クラブ利用自粛者への利用料金の 学童クラブ事業（児童館，学童保育所等）を利用しており，利用自粛要請等
減免等

に従い，期間中に利用しなかった日がある児童の保護者

075-251-2390

平日

8:45～17:30

075-746-7610

平日

8:45～17:30

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page
/0000266679.html

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page
/0000032935.html

文化市民局地域自治推進室

各種証明書等の交付手数料の免除

新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた方が，貸付や融資， 075-222-3085

https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0

助成金等の支援制度等を利用するために各種証明書等を発行する場合

000269072.html

行財政局税務部税制課
075-213-5200

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市民の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（３）税・社会保険料・生活資金等（続き）
実施主体

支援内容

支援対象

問合せ先(電話番号）
【新型コロナウイルス感染症に係る貸

京都市
京都市社会福祉協議会

京都府社会福祉協議会
京都市社会福祉協議会

京都市住宅供給公社
京都市

住居確保給付金の支給

離職や自営業の廃止後２年以内の方，又は新型コロナウイルス感染症の影響 付・給付総合窓口】
等による休業等に伴い収入が減少し，離職や廃業と同程度の状況にあり，住 075-354-8748 ,075-354-8776
居を失うおそれがある方

緊急小口資金特例貸付

総合支援資金特例貸付

新型コロナウイルスの影響を受け，失業や収入の減少等により生活に困窮
し，日常生活の維持が困難となっている世帯

市営住宅家賃の減免や徴収猶予

やむを得ず家賃が支払えない方

市営住宅の提供

雇止め等により社員寮を退去した方など

平日

9:00～16:00（不明点

等の問合せ受付時間）

※聴覚に障害がある方は，FAXを御利用くだ ※原則，郵送による申請

関連URL

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p
age/0000149325.html

さい（075-354-8737）。

新型コロナウイルスの影響を受け，休業等により収入の減少があり，緊急か 【新型コロナウイルス感染症に係る貸

つ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

受付時間

付・給付総合窓口】
075-354-8748 ,075-354-8776
※聴覚に障害がある方は，FAXを御利用くだ
さい（075-354-8737）。

京都市住宅供給公社業務課
075-223-2701
京都市住宅供給公社業務課
075-223-2701

平日

9:00～16:00（不明点

等の問合せ受付時間）
※原則，郵送による申請
（申請期間：3/25～9/30）

平日

9:00～17:00

平日

9:00～17:00

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p
age/0000269017.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p
age/0000268631.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/000
0267512.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/000
0267512.html

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市民の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（４）その他
実施主体

支援内容
母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還金
支払猶予

京都市

手話，字幕及び音声による動画での情
報発信

日本学生支援機構

支援対象
貸付金の償還を行うことが著しく困難になった方

問合せ先(電話番号）

受付時間

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page

区・支所の子どもはぐくみ室

/0000033347.html

新型コロナウイルス感染症に関する問合せ先や，気をつけていただきたいこ

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/p

とについて，聴覚に障害のある方向けに，手話，字幕及び音声でお知らせす 075-222-3421

age/0000267383.html

る動画を掲載

給付・貸与奨学金

家計が急変し，奨学金を希望する大学生等

0570-666-301

平日

9:00～20:00

奨学金の減額返還，返還期限猶予

減収，失業，内定取消等，奨学金の返還が困難となった大学生等

0570-666-301

平日

9:00～20:00

検疫強化対象地域から帰国し，14日間の待機を要請された日本人留学生

03-6743-3185

平日

10:00～18:00

日本人留学生に対するJASSO災害支援
金の支給

関連URL

https://www.jasso.go.jp/news/1327624_15
45.html
https://www.jasso.go.jp/news/1327624_15
45.html
https://www.jasso.go.jp/news/1327624_15
45.html

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市内事業者の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（１）経営相談
実施主体

相談内容

名称

問合せ先(電話番号）

受付時間

関連URL

075-341-9790
（京都市全域：京都商工会議所）
075-341-9790
（上京・中京・下京・東山・山
科：ビジネスサポートデスク）

京都商工会議所

新型コロナウイルスに関する経
営相談窓口

075-701-0349

金融や税務、労務などの経営に関する相談

（北・左京：洛北ビジネスサポー
トデスク）
075-314-8771

平日・休日（※洛北・洛
西・洛南は平日のみ）

ー

9:00～17:00

（右京・西京：洛西ビジネスサ
ポートデスク）
075-611-7085
（南・伏見：洛南ビジネスサポー
トデスク）

京北商工会
京都府中小企業団体中央
会

経営相談

金融や税務、労務などの経営に関する相談

075-852-0348（旧京北町）

平日

08:30～17:15

https://keihoku.kyoto-fsci.or.jp/経営相談/

経営相談

中小企業組合等の運営に関する相談

075-708-3701

平日

08:45～17:15

http://www.chuokai-kyoto.or.jp/

（２）各種案内窓口
実施主体

中小企業等支援策活用サポート
京都市

センター
新型コロナウイルス感染症対策

京都府

近畿運輸局
京都労働局

市や国，府等の実施する様々な支援策の中から，事業者が適切な支援策を選択し円滑
に手続きを進めることができるよう，専門家（行政書士等）が相談に応じる総合相談
窓口（事前予約制）
ることができるwebサイト

中小企業緊急経営支援コールセ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等の相談に対応するため，中

ンター
中小企業雇用継続緊急支援セン

中小企業金融相談窓口
新型コロナウイルス感染症に関
する相談窓口
特別労働相談窓口

問合せ先(電話番号）

受付時間

0570-003-080

平日

（予約センター）

（受付予約：6/16～）

9:00～17:00

事業者向けの支援策について，簡単かつキーワードで詳細な情報を絞り込んで検索す

事業者支援ナビ

ター
経済産業省

相談内容

名称

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000271318.html
https://kyoto-city.wincovid19.jp/

0120-555-182

平日・休日

雇用調整助成金の速やかな給付に向け，申請から受理までを支援する窓口

075-682-2233

平日

中小企業・小規模事業者の資金繰りや支援策に関する相談

03-3501-1544

平日・休日

観光関係，自動車関係，海事関係の事業者に対する経営相談

06-6949-6466

雇用調整助成金の活用に関する相談

075-241-3269

小企業診断士と(公財)京都産業21の職員が，各種支援制度や申請手続きを案内

関連URL

9:00～17:00

9:00～17:00
9:00～17:00

平日

https://www.ki21.jp/information/kinkyu_call
/
http://www.pref.kyoto.jp/rosei/koyokeizoku
center.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/202
00311003/20200311003.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/saigai/kikikan

9:00～12:00，13:00～17:45 ri-coronavirus.html
平日

08:30～17:15

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000266665.html

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市内事業者の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（３）融資制度
実施主体

事業名
新型コロナウイルス対応緊急資
金（普通保証）
新型コロナウイルス対応緊急資
金（セーフティネット5号保証）
災害対策緊急資金（セーフティ

京都市

ネット4号保証）
あんしん借換資金（危機関連
枠）

売上高10％以上減（直近1か月，前年比）等

（京都市制度融資の取扱金融機関）

特定業種（宿泊業，飲食業等）

売上高5％以上減（直近3か月，前年比）等

（京都市制度融資の取扱金融機関）

中小企業等

中小企業等

売上高20％以上減（直近1か月かつ今後2か月，前年比）
等
売上高15％以上減（直近1か月かつ今後2か月，前年比）
等

資金（実質無利子・無保証料）

事業性のあるフリーランスを含む）

（所定の要件を満たす場合，保証料及び借入から当初３

新型コロナウイルス感染症特別

中小企業，小規模事業者，個人事業

貸付

者

（拡充）
衛生環境激変特別貸付
農林漁業セーフティネット資金

生活衛生事業を営む事業者

売上高5％以上減（直近1か月，前年又は前々年比）等

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0
000264480.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0
000265818.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0

（京都市制度融資の取扱金融機関）

000265617.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0

（京都市制度融資の取扱金融機関）

000266771.html

（京都市制度融資の取扱金融機関） （5/1～受付開始）

075-211-3231（国民生活事業）
075-221-7825（中小企業事業）

平日

9:00～17:00

売上高5％以上減（直近1か月，前年又は前々年比）等

0120-154-505

平日

9:00～17:00

売上高5％以上減（直近1か月，前年又は前々年比）等

0120-154-505

平日

9:00～17:00

平日

9:00～17:00

075-221-2147

平日

9:00～17:00

075-221-2147

平日

9:00～17:00

075-221-2147

平日

9:00～17:00

075-221-2147

平日

9:00～17:00

075-221-2147

平日

9:00～17:00

生活衛生事業を営む小規模事業者
（生活衛生同業組合等の経営指導を
受けている方等が対象）
旅館業，飲食店営業，喫茶店営業者
認定農業者，主業農林漁業者，認定
新規就農者，集落営農組織等

売上高10％以上減（直近1か月，前年又は前々年比）等

売上高10％以上減（前期比）等

認定農業者（農業経営改善計画の認

新型コロナウイルス感染症により経営に影響が発生して

パーＬ資金）

定を受けている方が対象）

いる

主業農業者（経営改善資金計画等を

新型コロナウイルス感染症により経営に影響が発生して

融資機関に提出している方が対象）

いる

漁業経営者（改善計画の認定を受け

新型コロナウイルス感染症により経営に影響が発生して

ている方が対象）

いる

漁業経営改善支援資金

関連URL

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000271956.html

年間の利子の補給あり）

農業経営基盤強化資金（スー

経営体育成強化資金

受付時間

セーフティネット保証（4号，5号），危機関連保証，い
ずれかの認定を受けている

新型コロナウイルス対策衛経

問合せ先(電話番号）

中小企業等

中小企業（個人事業主については，

染症特別貸付

農林漁業施設資金

農林漁業者等

京都商工会議所

新型コロナウイルス対策マル経

小規模事業者等（従前から経営指導

京北商工会

（拡充）

を受けている方等が対象）

新型コロナウイルス感染症特別

商工中金の株主（中小企業組合）及

貸付（危機対応融資）

び組合員

商工組合中央金庫

主な要件等

新型コロナウイルス感染症対応

生活衛生新型コロナウイルス感

日本政策金融公庫

支援対象

新型コロナウイルス感染症により経営に影響が発生して
いる

075-211-3231（国民生活事業）
075-221-7825（中小企業事業）

売上高5％以上減（直近1か月，前年又は前々年比）等

（京都商工会議所・京北商工会）

売上高5％以上減（直近1か月，前年又は前々年比）等

075-361-1120

https://www.jfc.go.jp/n/service/heijitsu_so
udan.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/cov
id_19_seiei_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_
eiseikaizen_m.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0
000266630.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0
000266629.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0
000266629.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0
000266629.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/co
vid_19_a.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/co
vid_19_a.html
https://www.kyo.or.jp/kyoto/finance/maruk
ei.html#p030013

平日

https://www.shokochukin.co.jp/disaster/cor

9:00～12:00，13:00～15:00 ona.html

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市内事業者の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（４）給付金
実施主体

事業名
文化芸術活動緊急奨励金

京都市

【5/17 受付終了】

支援対象
個人又はグループ

主な要件等
京都市域で文化芸術の活動実績があり，収入が減少して
いる方

問合せ先(電話番号）
075-366-0033

受付時間
平日

8:45～17:30

関連URL
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0
000268998.html

【5・6月】

経済産業省

持続化給付金

中堅企業，中小企業，小規模事業
者，個人事業者等

売上高50％以上減（直近1か月，前年比）等

0120ｰ115ｰ570
03-6831-0613（IP電話専用回線）

平日・休日

8:30～19:00

【7～12月】

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

日～金曜日（土曜日除く）
（～令和3年1月15日）

（５）補助金
実施主体

事業名

支援対象

主な要件等

問合せ先(電話番号）

受付時間

関連URL

【対象経費】

国際会議施設等における安心・
安全なMICEの開催推進・支援
【①：8/14 受付終了】

①MICE施設の管理・運営者
②会議，企業ミーティング，インセ
ンティブツアー等の主催者
③学会，会議，総会，大会の主催者
など

①感染拡大予防対策に係る経費（サーモグラフィー，非
接触型体温計の購入等）
②感染拡大予防対策に係る経費（３密回避のための会議
室追加，マスクの購入等）

(7/15～8/14又は予算上限に
075-353-3053

達し次第終了（事業により
異なる）)

③今年度中に開催される会議（参加者数５００名以上）

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000272394.html

の開催に係る経費
など
【対象経費】

業種別団体等活性化支援事業補
助金
京都市

・主たる事務所を市内に設けている

新型コロナウイルス感染症拡大防止策を十分に講じたう

又は構成員の半数以上が市内に本社

えで取り組む以下の事業に係る経費

又は主たる事務所等を設けている中

・見本市，展示会及び商談会等の市場開拓に関する事業

小企業等

・販売促進又は販路拡大のための事業

・同一の団体に属する中小企業等

・新たな販売手法の導入

（３者以上）を構成員に含むグルー

・売上向上に資するガイドラインの策定又は経営課題解

プ

決のための調査研究

0570-550-047

(8/13～9/17)

075-222-3346

(8/28～9/11)

市内に不特定多数の市民及び観光客

受けた事業者

が利用する店舗，来客型の事業所等

・ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの掲示及び京 075-213-0030

(9/14～9/25)

を有する中小企業等

都市新型コロナあんしん追跡サービスの導入

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000273240.html

・新商品の開発

森林利活用促進支援事業補助金

市内に本拠及び拠点を設置する事業

【対象経費】

者（法人，団体，フリーランス）

市内の森林空間・資源を利用した新たなサービスの提供

で，市内の森林空間・資源を生かし

や新商品の開発・製造・販売，「新しい生活様式」に対

た新たな事業を行う者

応する木製品の開発・製造・販売に係る経費

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000273872.html

【補助対象要件】
・「ウィズコロナ社会における市民と観光客の安心・安
全の確保に向けたアドバイザーチーム」による助言等を

新しい生活スタイル対応のため
の感染症対策補助金

【対象経費】
助言等に基づき実施する新しい生活スタイルのための感
染症対策に係る経費

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/pa
ge/0000273891.html

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市内事業者の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（５）補助金（続き）
実施主体

事業名

支援対象

主な要件等

問合せ先(電話番号）

受付時間

関連URL

①市内に主たる事務所又は事業拠点

宅配・テイクアウトの利用等に
係る使い捨てプラスチック削減
京都市

の推進

を有する中小企業等（一部，対象外
あり）
②商店会，その他の，土産物又は食
品に関する複数の事業者により形成

宅配及びテイクアウトに係る使い捨てプラスチックの削
減を推進する事業者

075‐213‐4930

(7/16~2/26)

https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/pa
ge/0000272549.html

される業界団体等で，レジ袋の受取
り辞退を啓発しようとする者

地域コミュニティ活性化に資する新
たな住まい創出支援事業

旅館業法の宿泊施設を住宅等に転用
（オフィスや店舗の併設も可）に転
用する者

中小企業者等事業再出発支援補

「新しい生活様式」に対応した感染症拡大防止ガイドラ

助金

インに基づく取組を行う事業者
小規模事業者，中小企業者，商工団
体等，病院，NPO

新型コロナウイルス対策企業等
京都府

令和２年４月１日以降に宿泊施設を住宅等に転用する者

緊急応援補助金

＜中小企業者等緊急応援補助金＞

075-231-2103（京（みやこ）安心
すまいセンター専用ダイヤル）

075-748-0303
（京都府事業再出発支援補助金セ

「新しい生活様式」に対応した感染症拡大防止ガイドラ ンター）
インに基づく取組，業務改善や売上向上につながる取組

文化芸術団体

「旬の京野菜提供店」認定店等

＜京都府文化活動継続支援補助金＞
文化芸術活動の継続・再開に向けた取組等を行う方

075-414-5549

会
京都商工会議所
京北商工会
（一社）サービスデザイ
ン推進協議会

助金
持続化補助金
ＩＴ導入補助金

（～12／28）

平日

9:00～17:00

https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/000
0273504.html

http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/sais

（～10/16）

yupatu.html

平日

https://www.pref.kyoto.jp/bungei/news/kei

京もの農林水産物を3品目以上使用した中食サービスを

中小企業等

075-414-4964

中小企業，特定非営利活動法人
小規模事業者，特定非営利活動法人
生産活動に資する事業を行う中小企
業，小規模事業者等

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設
備投資，システム構築等を行う事業者

（～710/15）

期限に予算の範囲内で募
集）

「職場づくり行動宣言」を行い，仕事と家庭の両立支援 075-708-3701
を行うための制度整備を行う事業者

9:00～17:00

（～5/31，以降，毎月末を

開始、拡充する店舗

京都府中小企業団体中央 ものづくり・商業・サービス補

9:45～11:30,13:00～16:30

を行う事業者

＜京もの「中食」需要拡大支援事業補助金＞

多様な働き方推進事業費補助金

水曜日，祝日以外

（京都府中小企業団体中央会）

050-8880-4053

平日
9:00～12:00，13:00～17:00
（～12/28）
平日

10:00～17:00

zokusien.html
https://www.pref.kyoto.jp/brand/news/nak
asyokukinkyu.html

https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/do
cuments/tayounahatarakikata.pdf
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamo
no-0326koubo20200310.html

経営上の影響を受けながらも販路開拓や業務効率化の取 03-6447-2389（商工会議所管内）

https://r1.jizokukahojokin.info/

組を行う事業者

075-205-5418（商工会館内）

http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

ＩＴツールを導入する事業者

0570-666-424

平日

9:30〜17:30

https://www.it-hojo.jp/2020emergency/

■

新型コロナウイルス感染症に係る支援制度一覧（市内事業者の皆様向け）

（2020年9月4日時点）

（６）雇用調整，学校休業に伴う助成金等
実施主体

事業名

支援対象

問合せ先(電話番号）

主な要件等

受付時間

関連URL

①075-241-3269

雇用調整助成金（特例措置）

事業主（雇用保険適用事業主）

厚生労働省

コロナウイルスの影響を受け，労働者に対して一時的に
休業等により雇用維持を図った事業者

（京都労働局 助成金センター）
②075-682-2233
（中小企業雇用継続緊急支援セン

①平日

8:30～17:15

②平日

9:00～17:00

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufu
kin/pageL07.html

ター）

新型コロナウイルス感染症によ
る小学校休業等対応助成金

事業主，個人事業者

小学校等が臨時休業した場合に，保護者である従業員に
有給休暇を取得させた企業や個人事業者

0120-60-3999

平日・休日

9:00～21:00

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_1025
9.html

（７）その他
実施主体

事業名
市税の申告・納付の相談等

支援対象
法人，個人事業者

問合せ先(電話番号）

主な要件等

新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・ 市税事務所，軽自動車税事務所，
納付が困難な事業者等
感染症対策として，次の対応を図る施設・事業所
・感染者等が発生した場合における施設等内の消毒

高齢者福祉施設及び障害者福祉

社会福祉施設等（高齢者福祉施設，

・感染者等の発生に備えた多床室の個室化等のための改

施設等における感染症拡大防止

障害者福祉施設，保護施設等）

修
・通所介護事業所等職員が感染した場合等における応援
職員の派遣や代替サービスの提供

税務部（詳しくはリンク先）

受付時間
平日

8:45～17:00

関連URL
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00
00268984.html

【高齢者福祉施設】
075-213-5871（介護ケア推進課）
【障害者福祉施設】
075-222-4161（障害保健福祉推進 平日

08:45～17:30

室)
【保護施設等】
075-251-1175（生活福祉課）
【児童館・学童クラブ・つどいの

京都市

広場等】

児童福祉施設等における感染拡
大防止対策に係る支援

新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図りながら事業 075-746-7610（育成推進課）
児童福祉施設等

を継続的に実施していくために，マスクや消毒液等の衛 【児童養護施設・障害児施設等】
生用品や感染防止のための備品等を必要とする施設・事 075-746-7625（子ども家庭支援
業者等

平日

08:45～17:30

平日

08:45～17:30

課）
【保育所等】
075-251-2390（幼保総合支援室）

本市事業等の受発注における，
前金払や概算払の活用等による
早期の支払

本市発注事業等に係る受託事業者等

本市事業等を受託され，新型コロナウイルス感染症の影
響により資金繰りの課題を抱える事業者等

075-222-3677（会計室）

https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/page/00
00269536.html

