
R3.2.8現在

対象者：新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の収入の減少があった中小事業者等
軽減対象：事業用家屋及び設備等の償却資産に係る固定資産税及び都市計画税（※令和３年
度課税分に限る。）
軽減額：令和２年２月～10月までの任意の連続する３か月間の事業収入が前年の同期と比べ
て、50％以上減少は全額軽減、または30％以上50％未満減少は２分の１軽減
＜申告期限：令和３年２月１日＞
※事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要
※土地や事業用以外の住宅等の家屋は軽減対象外
※事業用と居住用が一体となっている家屋は、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象。青色申
告決算書等で「事業専用割合（％）」が確認できる書類（写し可）が必要。

なお、やむを得ない理由により、申告期限までに申告書を提出できなかった場合は、各市町村の市
町村税担当窓口へお問い合わせください。

〇やむを得ない理由に該当するもの
・納税義務者自身の責めに帰すことのできない事由により申告期限までに提出できなかったもの。
・新型コロナウイルス感染症にり患した。もしくは感染症の患者に濃厚接触したと判断された場合。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者
が計算するまで一定の時間を要した場合。
・緊急事態宣言などにより感染症拡大防止の取り組みが行われ、外出自粛の要請を受けたことによ
り、申告書等を作成・提出することが困難だった場合。
・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合。
・災害等により期限までに申告書を提出することが困難であった場合。
※「制度を知らなかった。」「提出するのを忘れていた。」などは、やむを得ない理由に該当しませ
ん。【R3.2.8追記】

【お問い合わせ先】
　各市町村の市町村税担当窓口

　または

　中小企業庁
　固定資産税等の軽減相談窓口
　電話：0570-077-322

対象者：市内の事業所において令和２年４月１日から11月30日までの間に、対象労働者を正
規雇用労働者（雇用保険加入）として新たに雇い入れ、３か月以上継続して雇用している中
小企業事業主
対象労働者：次のいずれにも該当する方（１事業主あたり３人まで）
　（１） 令和２年３月30日から11月30日までの間に感染症の影響を理由に、
　　　　 ア． 採用内定を取り消された方
　　　　 イ． 解雇等された方（雇い止め、契約の中途解除による離職を含む。）
　　　　 ウ． 企業が倒産したことに伴い離職した方
　（２） 雇い入れの日から継続して市内の事業所に勤務している方
　（３） 雇い入れの日から継続して市内に住所を有する方
対象経費：対象労働者１人につき、交付対象期間に支払った賃金
補助率：対象経費の２分の１
補助限度額：15万円/月（最大15万円×3か月＝最大45万円）
＜申請期限：令和３年３月31日、予算に達し次第終了＞

【お問い合わせ先】
　富山市商業労政課
　電話：076-443-2073

対象者：セーフティネット5号の認定、ならびに富山県新型コロナウイルス感染症対応資金
の融資を受け、県信用保証協会に保証料を支払った市内中小企業者
助成額：県信用保証協会に支払う信用保証料（原則全額補給）
＜申請提出期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　高岡市 産業企画課
　電話：0766-20-1286

対象者：信用保証付き融資を受けた市内中小企業者
助成額：保証料を原則全額補給

【お問い合わせ先】
　高岡市 産業企画課
　電話：0766-20-1286

高岡市

高岡市新型コロナウイルス感染症対応資金保証料補給事業

高岡市中小企業資金融資制度

富山市

富山市離職者等雇用奨励金

全市町村

事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等の軽減

事業者の皆様を対象とした、市町村の支援制度のご案内
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市内の遊興施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として取り組む
設備の整備などに要する経費を支援
補助額：定額10万円（ただし、1事業者当たり事業費12万5千円（消費税及び地方消費税の額
を含む）以上のものに限る）
補助対象となる整備期間：令和２年４月１日～令和３年２月28日
＜申請期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　高岡市 産業企画課
　電話：0766-20-1289

対象：ECモール出展費、テイクアウト対応費など
補助率４分の３、助成上限：５万円
＜助成対象整備期間：令和２年４月１日～令和３年２月28日＞
＜申請期間：令和２年９月１日～令和３年３月15日＞

【お問い合わせ先】
　魚津市商工観光課
　電話：0765-23-6195

対象：ホームページ作成費、予約システム構築費など
補助率２分の１、助成上限：30万円
＜助成対象整備期間：令和２年４月１日～令和３年２月28日＞
＜申請期間：令和２年９月１日～令和３年３月15日＞

【お問い合わせ先】
　魚津市商工観光課
　電話：0765-23-6195

対象：オンライン採用活動費など
補助率３分の２、助成上限：20万円
＜助成対象整備期間：令和２年４月１日～令和３年２月28日＞
＜申請期間：令和2年９月１日～令和３年３月15日＞

【お問い合わせ先】
　魚津市商工観光課
　電話：0765-23-6195

対象：感染対策備品購入費
補助率５分の４、助成上限５万円
＜助成対象整備期間：令和２年10月１日～令和３年２月28日＞
＜申請期間：令和２年12月14日～令和３年３月15日＞

【お問い合わせ先】
　魚津市商工観光課
　電話：0765-23-6195

市が定めた感染症対策チェックリストを活用し、感染症拡大防止に努めている事業者を登録
し、ステッカー・ポスターを配付する
登録可能事業者：以下のうち誓約書を提出した事業者等
・「魚津市新しい生活様式を踏まえた経済活動支援助成金」を受ける市内事業者等
・自ら感染症拡大防止対策を行う意思のある市内事業者等
＜必要な取組期間：誓約書提出日から令和３年３月31日（感染症の状況に応じて延長の可
能性あり）＞

【お問い合わせ先】
　魚津市商工観光課
　電話：0765-23-6195

対象者：県の制度融資を利用し融資を受ける市内の中小企業者
助成額：県信用保証協会に支払う信用保証料全額

※申請書の提出について
保証料の対象となる融資を実行した金融機関が、月の翌月10日までに「富山県制度融資等貸
付状況報告書」を魚津市商工観光課へ提出後、申請希望者は助成申請書を魚津市商工観光課
へ速やかに提出
・対象となる年度、上限額の定めなし

【お問い合わせ先】
　魚津市商工観光課
　電話：0765-23-6195

富山県経済変動対策緊急融資、富山県新型ウイルス感染症対応資金保証料助成

魚津市新しい生活様式を踏まえた経済活動支援助成金（販路開拓事業）

魚津市新しい生活様式を踏まえた経済活動支援助成金（販売力強化事業）

魚津市新しい生活様式を踏まえた経済活動支援助成金（採用活動事業）

魚津市新しい生活様式を踏まえた経済活動支援助成金（飲食券取扱事業者支援事業）

※上記４件の制度は、整備前に必ず事前申請が必要
・以下の①～③すべてに該当すること
①魚津市内に営業拠点があること
②営業拠点に従業員が配置されていること
③魚津市商工業振興条例（企業立地助成金、山村地域立地助成金）および魚津市中小企業立地促進助成金に基づく助成金の交付をうけ
ていないこと

以下の事業は対象外
・魚津市以外の営業拠点に対する事業
・宗教活動または政治活動を目的とする事業
・その他市長が助成金の目的に合致しないと認める事業

感染症拡大防止宣言ステッカー配付事業

「遊興施設等」新型コロナウイルス感染防止緊急対策事業費補助金

魚津市
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対象者：国の雇用調整助成金の申請にあたり、社会保険労務士に書類等の作成を依頼し、代
行報酬等の支払いが発生する方
支給額：上限５万円
＜申請期限：社会保険労務士への代行報酬等の支払いの日から30日を経過した日又は令和
３年２月末のいずれか早い日＞

【お問い合わせ先】
　氷見市商工振興課
　電話：0766-74-8105

対象者：国、富山県、市の新型コロナウイルス感染症に係る経済対策、支援制度の申請にあ
たり、有資格者に書類等の作成や代理申請を依頼し、報酬等の支払いが発生する方
支給額：補助率２分の１(上限５万円)
＜申請期限：令和３年２月26日＞

【お問い合わせ先】
　氷見市商工振興課
　電話：0766-74-8105

対象者：新型コロナ対策の県制度や公庫等の貸付を受けたが、当初3年間の利子負担や保証
料負担が発生している者
給付額：対象融資額上限4,000万円、利率1.25％以内の利子・保証料
補助対象期間：○保証料補給　当初支払い分全額
　　　　　　 　○利子補給　初回償還月（据置期間含む）から３年間
＜申請期限：〇保証料　融資実行から２カ月以内に申請　〇利子　毎年12か月分の利子ま
で支払後、翌年１月中に申請＞

【お問い合わせ先】
　氷見市商工振興課
　電話：0766-74-8105

対象者：県の制度融資を利用し融資を受ける事業所
助成額：県信用保証協会に支払う信用保証料（上限30万円　１事業者に対して１回）
【対象融資】
・新型コロナウイルス感染症対応資金
・経済変動対策緊急融資（コロナ枠）
・緊急経営改善資金（コロナの発生に起因するもの）
＜申請提出期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　滑川市商工水産課
　076-475-2111（内線341）

対象者：富山県制度融資「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」を利用した事業者
助成額：信用保証料の全額
＜申請期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　黒部市商工観光課
　電話：0765-54-2611

対象者：国、県及び市の新型コロナウイルス感染症拡大に関する支援制度を受けた中小企業
及び個人事業主
支給額：水道料金の基本料金６か月相当額
＜申請期限：令和３年３月31日＞

以下のいずれかの支給を受けたことが要件
・持続化給付金
・富山県事業持続化・地域再生支援金
・雇用調整助成金
・家賃支援給付金
・富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
・砺波市営業時間の短縮要請に係る協力金
・砺波市休業要請の延長に係る協力金
・砺波市中小企業等家賃支援補助金
・砺波市観光関連事業者緊急支援給付金

【お問い合わせ先】
　砺波市上下水道課
　電話：0763-33-1111

黒部市

補助金等申請支援事業補助金

利子補給・信用保証料補助金

滑川市

新型コロナウイルス感染症関連融資に係る保証料助成金

氷見市

雇用調整助成金申請支援補助金

黒部市新型コロナウイルス感染症対応資金保証料助成金

砺波市

砺波市新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者水道料金支援事業費補助金
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対象者：中小企業者等
助成額：保証料の全額（国の補助金分を除く※上限10万円）
＜交付期間：対象融資の期間に準ずる＞

【お問い合わせ先】
　砺波市商工観光課
　電話：0763-33-1111

対象者：中小企業者等
助成額：支払利子額の全額（国の補助金分を除く※1,000円未満切捨て）
＜交付期間：融資が開始された翌日を起算日として36か月＞

【お問い合わせ先】
　砺波市商工観光課
　電話：0763-33-1111

対象者：富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金受給者のうち休業要請の
延長に応じた中小企業者等（市内商工観光関係団体の会員）
支給額：10万円
＜申請期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　砺波市商工観光課
　電話：0763-33-1111

対象者：国の働き方改革推進支援助成金（新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワー
クコース）の交付決定を受けた、中小企業者等
支給額：対象となる助成金の交付決定とされた助成対象事業費の２分の１以内（1,000円未
満切り捨て　上限50万円）
＜申請期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　砺波市商工観光課
　電話：0763-33-1111

対象者：国の新型コロナウイルス感染症拡大による家賃支援給付金の支給決定者（砺波市内
で事業を行い、賃貸していること）
支給額：賃料の６か月分の合計額と国の家賃支援給付金の給付決定された給付額との差額の
２分の１以内（1,000円未満切り捨て　上限20万円）
＜申請期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　砺波市商工観光課
　電話：0763-33-1111

対象者：市内に主たる事業所を有する事業所の事業主
補助対象費用：雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士への事務手数料
　※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置（令和２年４月１日～令和２年12月31
日に休業を実施した場合）を受ける場合のみ対象
補助額：対象費用の２分の１(上限５万円）
＜申請期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　小矢部市商工観光課
　電話：0766-67-1760

対象者：「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」または「県経済変動対策緊急融資新
型コロナウイルス感染症対策枠」を受ける際に富山県信用保証協会に対して保証に係る保証
料を支払った者
助成額：信用保証料全額（上限10万円）
助成の対象となる保証料：令和３年３月31日までに支払った保証料
＜申請期限：保証料を納入した月の翌月末まで＞

【お問い合わせ先】
　小矢部市商工観光課
　電話：0766-67-1760

対象者：「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」を受ける事業者
助成額：利子の２分の１
12回目の利子支払いが終了した時点で、小矢部市に必要書類を提出

【お問い合わせ先】
　小矢部市商工観光課
　電話：0766-67-1760

砺波市新型コロナウイルス感染症に関する金融支援に係る保証料助成金

砺波市新型コロナウイルス感染症に関する金融支援に係る利子補給金

砺波市新型コロナウイルス感染症拡大防止による休業要請延長に係る協力金

砺波市中小企業者等テレワーク導入支援補助金

砺波市中堅企業等家賃支援事業費補助金

小矢部市

小矢部市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金等申請支援補助金

富山県新型コロナウイルス感染症対応資金保証料助成

富山県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給
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対象者：国の持続化給付金を受給した、国の伝統工芸品産業の従事者
支給額：国の持続化給付金額の４分の１（1,000円未満は切捨て）
補助上限額：法人50万円、個人25万円
＜申請期限：令和３年３月１日＞

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：国の持続化給付金を受給した、市が出資している第三セクター
給付金額：支給額算定表に準じ、従業員数に応じて算定され、また、事業所を賃借している
場合10万円を加算
従業員の数え方：南砺市へ直近で提出した「法人市民税確定申告」に記載された「当該市町
村分の均等割の税率適用区分に用いる従業員の数」の合計額
＜申請期限：令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：国の緊急対応期間に雇用調整助成金を活用した市内中小企業
対象経費：雇用調整助成金の支給申請のため社会保険労務士等に支払った報酬、委託料等
補助額：補助対象経費の２分の１以内の額（ただし小規模企業者（従業員20人以下、商業、
サービス業は５人以下）は全額）
補助上限額：１社につき、年間10万円
対象期間：国の雇用調整助成金の支給決定を受けた後、令和３年３月31日まで

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：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
対象経費：消費喚起、誘客促進等に要する経費
　例）機械設備、室内換気扇の増設、チラシ作成、ネット販売のシステム構築、新商品
　　　開発費用、アルコール消毒液など
補助率：４分の３（団体等は２分の１）
補助限度額：50万円
対象期間：令和２年度までに事業が完了するもの
※申請前に南砺市商工企業立地課へ要相談
・サービス業、小売業などで主に接客業に関する直接的な経費を対象とする。社員向けなど
の経費は対象としない
・社会福祉法人、医療法人等は対象外

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：国の緊急対応期間に雇用調整助成金を活用した市内中小企業
対象経費：国が認めた休業手当のうち、事業者が負担した休業手当の一部または全部
補助率等：国が認めた休業手当の10分の１以内（１社につき、年間50万円上限）
　　　　　※国の助成率が10分の10の場合＝補助対象外
申請期間：国の雇用調整助成金の支給決定を受けた後、令和３年３月31日まで
※国の雇用調整助成金の制度改正に伴い、市の補助制度も変更となる場合がある

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：市観光協会が実施する「なんと安全・安心と笑顔の宿」のキャンペーンに参加する
市内宿泊事業者
対象経費：「南砺の宿版」ガイドラインに沿った取り組み（例：設備改修、広告・情報発信
費用、チェックインシステム費用、衛生対策費等）
補助率：４分の３
補助限度額：100万円（※ただし、市緊急支援補助金と合わせて）
＜申請期間：令和２年度までに事業が完了するもの＞
※実施前に南砺市商工企業立地課へ要相談

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：国の家賃支援給付金を受給した市内事業者
給付額：月額支払賃料×３分の１（※）の６倍（６ヶ月分）
　　　　 ※上限25,000円/月
＜申請期限：国の家賃支援給付金の支給決定を受けた後、令和３年３月１日まで＞

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

なんと笑顔の宿支援補助金

市単独家賃支援給付金

南砺市

国指定伝統的工芸品産業事業継続支援給付金

市出資法人事業継続化給付金

南砺市雇用調整助成金申請支援補助金

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業継続緊急支援補助金

南砺市雇用維持補助金
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対象者：売上高が前年同期比15％以上減少し、中小商工業短期事業資金（新型コロナウイル
ス感染症枠）を利用する市内中小企業者
利子補給・保証料助成額：全額
＜申請期限：令和６年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：令和２年12月31日までに対象労働者を正規雇用者として雇い入れ、３カ月以上継続
して雇用する市内事業者
支給額：対象労働者に支払った賃金月額の２分の１以内（月額上限10万円×３か月）
支給上限額：１事業者300万円
支給対象期間：雇用後最初の３か月
対象労働者：雇用調整助成金の緊急対応期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事
業主の都合により解雇、雇止め等をされた者等
＜申請期限：対象労働者を３か月雇用した後、令和３年３月31日＞

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：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」等により、借入を行
い「特別利子補給制度」で利子補給を受けた、令和２年度の売上高が前年比５０％以上減少
している個人事業主、小規模事業者、中小企業者
対象補助額：借入後４年目、５年目の年間支払利子を全額補給（上限額無し）
＜令和３年度から受付開始予定＞

【お問い合わせ先】
　南砺市商工企業立地課
　電話：0763-23-2018

対象者：国の持続化給付金又は射水市の中小企業等事業継続支援金の受給者のうち、市内で
水道又は下水道を利用し、令和２年４月から７月の間に請求を受けた事業者
支給額：令和２年４月から７月の間に請求を受けた上下水道料金の２分の１相当額
＜申請期限：令和３年３月19日　当日消印有効＞

【お問い合わせ先】
　射水市上下水道業務課
　電話：0766-84-9641

対象者：富山県新型コロナウイルス感染症対応資金、経済変動対策緊急融資（新型コロナウ
イルス感染症対策枠）、緊急経営改善資金を利用した事業者
支給額：事業者負担分の保証料全額（上限50万円）
対象期間：令和３年３月末までの保証申込分
・保証決定終了後、市に「信用保証書」の写しを提出
・後日、市から対象者に保証料助成についての申請書が送付される。

【お問い合わせ先】
　射水市商工企業立地課
　電話：0766-51-6675

対象者：令和２年６月１日時点において、市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
のうち、ひと月の売上が前年同月比で30％以上50％未満減少した者
支給額：法人20万円、個人事業主10万円
＜申請期限：令和３年２月15日　当日消印有効＞
※平成30年６月１日から令和２年５月31日までの間に創業した場合は、ひと月の事業収入が
30万円以下の場合も給付対象。
※国の持続化給付金受給者は対象外

【お問い合わせ先】
　射水市商工企業立地課
　電話：0766-51-6675

対象者：令和２年10月１日時点において、市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
補助率：法人３分の２以内（上限30万円）、個人事業主５分の４以内（上限15万円）
＜申請期限：令和３年２月15日　当日消印有効＞
・富山県地域企業再起支援事業費補助金（第1弾及び第2弾）の採択を受けた事業者は対象外
・令和２年４月７日以降の事業が対象

【お問い合わせ先】
　射水市商工企業立地課
　電話：0766-51-6675

射水市

射水市中小企業等上下水道料金支援金

富山県制度融資に係る保証料助成

射水市中小企業等事業継続支援金

射水市中小企業等事業向上補助金

中小商工業短期事業資金（新型コロナウイルス感染症枠）

離職者雇用事業所奨励金

資金繰り支援【令和３年度から受付開始予定】
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対象者：立山町に主たる営業所を有する中小企業・小規模企業者で、町税等の滞納が無く、
富山県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受けて信用保証料を支払った方
補給額：令和３年１月31日までに富山県信用保証協会に支払った保証料額（上限10万円、分
割払いの場合は、初回支払分）
＜申請期限：令和３年２月28日＞

【お問い合わせ先】
　立山町商工観光課商工労働係
　電話：076-462-9970

対象者：富山県新型コロナウイルス感染症対応資金による融資を受けた売上高等減少率が
５％以上から15％未満の法人（中小企業信用保険法 第２条第５項第５号の認定を受けた法
人）

保証料助成額：２分の１以内（保証料の0.425％（経営者保証免除対応の適用の場合
0.525％）を上限とし、条件変更に伴う追加分は除く）
対象期間：富山県信用保証協会が保証料を決定した年度
＜申請期限：令和３年３月31日＞

利子助成額：利子助成は２分の１以内（融資利率は1.25％以内を上限とし、延滞分は除く）
対象期間：当該利子の償還が開始された日の属する月の初日から起算して36か月とし、毎年
２月１日から翌年１月末日までの間に支払った利子を対象
＜申請期限：令和３年３月31日＞
※予算の状況により変更する場合があります。

【お問い合わせ先】
　上市町産業課商工観光班
　電話：076-472-1111
　　　 （内線362）

対象者：新型コロナウイルスの影響により、令和２年１月～12月までのいずれかの月の売上
高が前年同月比で30％以上50％未満減少した、町内に本店を有する小規模企業者又は町内に
住所を有する個人事業主
※ただし、国の持続化給付金の給付を受けられた方は対象外
支給額：１事業者10万円（上限）
＜申請期限：令和３年２月15日＞
＜申請受付：入善町商工会＞

【お問い合わせ先】
　入善町キラキラ商工観光課
　電話：0765-72-3802

　入善町商工会
　電話：0765-72-0163

対象者：町内の事業者（全業種）
助成対象費用：国の雇用調整助成金を申請のために社会保険労務士と契約する際に生じる費
用の２分の１（上限60万円）
＜申請受付期間：令和３年３月15日＞

【お問い合わせ先】
　朝日町商工観光課
　電話：0765-83-1100

入善町

入善町小規模事業者等経営支援給付金

立山町新型コロナウイルス感染症対応資金保証料補給制度

上市町

上市町中小企業経営改善資金融資利子等助成金

立山町

朝日町

雇用維持支援助成金
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