
愛知県保険医協会税経部調べ（２０２０年７月２０日現在） 

新型コロナウイルス感染症・愛知県内市町村独自施策 

医療機関が利用できる 補助金・支援金制度 

愛知県内市町村では、事業者を応援する独自施策を実施している。制度の詳細は、各市町村ホームページ

や担当部署にお問い合わせください。 

市町村名 施策概要 相談・申請窓口 

名古屋市 

◆ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金 
対象…愛知県緊急事態措置で休業要請から外れた事業者。医療機関（医療法

人の場合は従業員３００人以下に限る）も該当。４月１０日時点で開業してい

て、４月１０日～５月１４日までの期間に名古屋市内の対象施設で事業継続して

おり、応援金の申請日及び決定日において廃業していない医療機関。 

応援金…１０万円  申請受付期間…２０２０年８月３１日 

事業継続応援金 
コールセンター 
052-228-7007 

豊橋市 

◆豊橋市中小企業賃料補助金 
対象…２０２０年１月１日時点で豊橋市内の医療機関、または豊橋市内に住所を

有する個人事業主で、２月～５月のいずれかの連続する２カ月の売上が前年

同月比▲３０％以上。 

補助内容…４月・５月の賃料（家賃・共益費・管理費・駐車場代）  

  ① ▲３０％以上 賃料の１／２（上限１５万円） 

  ② ▲５０％以上 賃料の２／３（上限２０万円） 

申請受付期間…２０２０年７月３１日 

◆豊橋市雇用調整助成金申請等手数料補助金 
対象…２０２０年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の申請書類作成等を社会保険労務士に依頼した事業者 

補助内容…社会保険労務士への手数料１／２（上限１０万円）  

申請受付期間…雇用調整助成金等の支給決定通知書の送付日翌日又は７月１

日のいずれか遅い日から起算して６０日以内 

中小企業賃料補助金 
事務局 
0532-51-2962 
 
 
 

 

商工業振興課 
０５３２-５１-２４３７ 

岡崎市 － － 

一宮市 

◆一宮市持続化給付金 
対象…２０２０年１月～１２月のいずれかの月の売上が前年同月比（白色申告の

場合は前年月平均比）▲３０％～５０％未満で、国の「持続化給付金」を受けて

いない一宮市の医療機関。 

  ※２０２０年１～３月開業医療機関も対象です。 

給付金…個人医療機関８万円、医療法人１０万円 

申請受付期間…２０２１年１月１５日 

◆一宮市雇用調整助成金申請支援金 
対象…202０年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の支給決定を受けている一宮市内の医療機関 

支援金…５万円（予算に達し次第、締切） 

申請受付期間…支給決定を受けた日から概ね１か月以内 

◆一宮市３密対策リフォーム等補助金 
対象…一宮市内の医療機関で、新型コロナウイルス感染症の影響を緩和・克服

するために、２０２０年２月１日～７月３１日の間に実施した下記のような取り組

みに要した経費。総額３万円以上が対象で、消耗品の購入のみの取り組みは

対象外で、補助対象経費に上限２万円まで加えることができる。今後、実施さ

れる国の「感染拡大防止対策等補助金」を受けた場合は、20２０年４月１日以

降の取り組みは対象外 

  ・ 待合室の整備 ・ 換気設備の設置 ・飛沫防止フィルムの設置  

  ・ 消毒液、マスクなど衛生用品の購入など、３密対策として市が認めるもの 

補助内容…補助対象経費の２／３（上限２０万円） 

申請受付期間…２０２０年８月３１日 

商工観光課 
0586-85-7436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸市 － － 



市町村名 施策概要 相談・申請窓口 

半田市 

◆半田市事業継続緊急支援金 
対象…２０２０年２月～５月の間で、売上額が前年同月比で▲５０％以上の月（対

象月）があり、国の「持続化給付金」だけでは減収分を補填しきれない従業員

５人以下の個人医療機関 

支援金…上限５０万円 

申請受付期間…２０２０年７月３１日 

経済課 
0569-84-0638 
 

春日井市 

◆春日井市雇用安定支援補助金 
対象…2020年４月１日～６月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の支給決定を受けている春日井市内の医療機関 

補助内容…雇用調整助成金等の支給決定額の 1／10に相当する額を補助 

申請受付期間…２０２０年１２月２８日 

経済振興課 
商工観光担当 
0568-85-6246 

 

豊川市 － － 

津島市 

◆津島市新型コロナウイルス感染症経済対策市内事業者等応援給付金 
対象…新型コロナウイルス感染症の影響により、日本政策金融公庫、セーフティ

ネット保証（４号、５号）又は危機関連保証付融資、愛知県が行う「新型コロナ

ウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス感染症対応緊急つなぎ資金」

等の融資を活用した津島市内の医療法人又は津島市内に住所を有する個人

事業主 

給付金…１０万円 

申請受付期間…２０２０年１０月１６日 

産業振興課経済支援
グループ 
0567-24-1111
（内線 2455） 

 

碧南市 

◆碧南市中小企業雇用安定支援事業補助金 
対象…２０２０年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の支給決定を受けた個人医療機関 

補助内容…「雇用調整助成金」等の助成率が８０％の場合（解雇を伴う場合）の

助成額と上限日額１５，０００円との差分を補助 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

商工課企業応援係 
0566-95-9895 
 

刈谷市 

◆刈谷市雇用安定支援事業補助金 
対象…２０２０年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の支給決定を受けた個人医療機関 

補助内容…「雇用調整助成金」等の助成率が８０％の場合（解雇を伴う場合）の

助成額と上限日額 12,495円との差分を補助 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

◆中小企業持続化支援補助金 
対象…国の「持続化給付金」の給付決定を受けた刈谷市内の医療法人又は刈谷

市内に住所を有する個人事業主。 

補助金…２５万円 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

◆中小企業家賃支援補助金（制度の詳細は未定） 
対象…国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた刈谷市内の医療機関 

補助内容…賃料の 1/6（中小企業：上限２５万円、個人事業者：上限 12.5万円） 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

商工業振興課 
0566-62-1016 
 
 
 
 
 

 



市町村名 施策概要 相談・申請窓口 

豊田市 

◆豊田市中小企業者等支援金 
対象…豊田市内の個人医療機関又は医療法人、または豊田市内に住所を有す

る個人事業主で、４月又は５月の売上が前年同月比▲２５％以上（開業間もな

い場合も申請可）。１月３１日時点で開業していて、支援金の申請日から決定

日において廃業していない、「豊田市新型コロナウイルス感染症対策テナント

事業者協力金」（５０万円）を受けていない医療機関。 

支援金…１０万円   申請受付期間…２０２０年７月３１日 

◆豊田市中小企業等雇用調整補助金 
対象…２０２０年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の支給決定を受け、休業手当の額が支給決定額を上回っている

豊田市内の医療機関 

補助内容…「雇用調整助成金」等の助成率が８０％の場合又は上限日額の１５，０

００円を超える部分（上限２００万円） 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

※その他、「雇用調整助成金」等の申請支援を行っている。 

◆豊田市テレワーク導入支援補助金 
対象…テレワーク導入に係る国の助成金等の決定を受けた医療機関 

補助内容…国の助成金等の対象経費のうちテレワーク導入に要した経費、又は

国の助成金等の対象外経費でテレワークに使用する機器購入費（１点２万円以

上のものにつき上限５万円） （上限１００万円） 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

事業者支援相談セン
ター 
0565-34-6058 
 
 

安城市 

◆安城市中小企業者等緊急支援金 
対象…愛知県緊急事態措置で休業等の要請をされず、休業要請協力金の対象

とならなかった安城市内の医療機関又は安城市に住所がある個人事業主（５

月１２日時点）で、売上が前年同月比▲20％以上 

支援金…１０万円 

申請受付期間…２０２０年８月２８日 

商工課緊急支援金担
当 
0566-71-2286 
 
 
 

 

西尾市 

◆西尾市雇用安定支援補助金 
対象…２０２０年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の支給決定を受けた個人医療機関 

補助内容…「雇用調整助成金」等の助成率が８０％の場合（解雇を伴う場合）の

助成額と上限日額１５，０００円との差分を補助 

申請受付期間…２０２０年１２月３１日 

◆西尾市事業継続応援家賃補助金 
対象…２０２０年３月～６月の、①いずれか１か月間の売上が前年同月比▲５０％

以上、又は②連続する３か月の売上の平均額が前同期間比で▲３０％以上の

西尾市内の医療機関又は西尾市に住所を有する個人事業主 

補助内容…事業用として賃借している店舗、事務所、土地などにかかる 1か月分

の家賃等の賃借料の 80％（上限 15 万円） 

申請受付期間…２０２０年８月３１日 

◆西尾市事業モデルチェンジ応援補助金 
対象…西尾市に住所登録があり、かつ西尾市で開業する個人医療機関が、新型

コロナウイルス感染防止の対策に要した費用 

補助内容…補助対象経費の合計金額が１０万円以上の場合に１／２（上限 20

万円） 
申請受付期間…２０２０年７月３１日 

商工振興課雇用安定
支援補助金担当 
0563-65-2158 
 
 
 
 

家賃補助金担当 

0563-65-2467 

 
 
 
 

事業モデルチェンジ
補助金申請担当 

0563-65-2467 

 

蒲郡市 

◆蒲郡市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援金 
対象…２０２０年１月３１日時点で蒲郡市内で開業している医療機関で、４月又は

５月の売上が前年同月比▲２０％以上。１か月の売上が前年同月と比較でい

ない場合は、４月又は５月の売上が事業開始日から交付申請日までの間の連

続する３か月間の月額平均売上額と比較して▲２０％以上。 

支援金…１０万円    申請受付期間…２０２０年８月３１日 

観光商工課 
０５３３-６６-１２１２ 
 



市町村名 施策概要 相談・申請窓口 

犬山市 

◆犬山市中小企業等家賃補助金 
対象…国の「持続化給付金」を受けており（見込み含む）、２０１９年以前から事業

収入がある犬山市内の医療機関又は犬山市に住所がある個人事業主 

補助内容…２０２０年４月～５月分の賃料の１／２（上限 10万円） 
申請受付期間…２０２１年１月１５日 

◆犬山市小規模事業者設備投資等補助金 
対象…犬山商工会議所の経営指導を受け経営計画書を作成した犬山市内の従

業員５人以下の個人医療機関 

補助内容…間仕切り等の設置等による感染防止対策等に必要な補助対象経費

の９／１０（上限 50万円） 
申請受付期間…２０２０年９月３０日 

産業課商工担当 
0568-44-0340 
 
 
 
 
 
 

常滑市 － － 

江南市 － － 

小牧市 － － 

稲沢市 

◆いなざわ事業者げんき補助金 
対象…稲沢市の個人住民税または法人市民税の課税がある従業員２０人以下

の医療機関で、前年同月比で売上が減少 

補助内容…２０２０年４月１日～９月３０日の間に実施する感染症予防対策、新商

品・サービス開発費、広告宣伝費、設備導入費(看板購入費等)、委託費、人材

育成費ほか取組みに係る直接経費の２／３（上限１０万円） 

申請受付期間…２０２０年７月３１日（先着順） 

商工観光課 
0587-32-1346 

 

新城市 

◆新城市３密対策設備整備費等補助金 
対象…新城市の個人住民税または法人市民税の課税がある新城市内の医療機

関 

補助内容…新型コロナウイルス感染防止策として整備する備品の購入や施設の

改修等に係る費用（２０２０年４月１０日～８月３１日の間に支払いが完了したも

の）の１／２（上限２０万円） 

申請受付期間…２０２０年８月３１日 

産業振興部スポーツ

ツーリズム推進課 
0536-23-7621 
 

東海市 － － 

大府市 

◆大府市雇用調整助成金申請等手数料補助金 
対象…2020 年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の申請書類作成等を社会保険労務士等に依頼して、支給決定を

受けた大府市内の従業員５人以下の個人医療機関 

補助内容…社会保険労務士等に支払った手数料（上限 10万円） 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

◆大府市中小企業緊急雇用安定補助金 
対象…2020 年４月１日～９月３０日の休業等に係る雇用調整助成金（緊急雇用

安定助成金）の支給決定を受け、休業手当の額が支給決定額を上回っている

大府市内の従業員５人以下の個人医療機関 

補助内容…雇用調整助成金への６％上乗せ補助、休業手当の額と支給決定額

の差分を限度（上限１５０万円） 

申請受付期間…２０２１年３月３１日 

商工労政課 
０５６２-４５-６２２７ 
 
 
 
 
 
 
 

知多市 － － 

知立市 

◆知立市事業者向け補助金等申請サポート事業 
対象…２０２０年４月１日～７月３１日の間に、国の「持続化給付金」「雇用調整助

成金」「小学校休業等助成金」の申請書類作成等にかかる社会保険労務士又

は行政書士等への委託に要した費用 

補助内容…社会保険労務士等に支払った手数料（上限５万円） 
申請受付期間…２０２０年８月３１日 

 

経済課商工観光係 
0566-95-0125 

 



市町村名 施策概要 相談・申請窓口 

尾張旭市 

◆尾張旭市小規模企業等補助金 
対象…事業の継続に当たり、新型コロナウイルス感染症の予防を行った尾張旭

市内の個人医療機関 

対象経費の例…①衛生用品（マスク、フェイスカバー、消毒液、体温計等）の購

入費。②医療機関内等における隔離用品（つい立、防護シートなど）の購入費。

③客席用の換気設備（空気清浄機、扇風機等）の新設費用。④感染対策の周

知に要した費用（のぼり、チラシ作成等）。⑤「雇用調整助成金」の申請に要す

る社会保険労務士又は弁護士への手数料。  

補助金…当該年度当たり上限 5万円 

申請受付期間…原則として補助対象事業を実施した年度内 

産業課商工係 
０５６１-７６-８１３２ 
 

高浜市 － － 

岩倉市 － － 

豊明市 － － 

日進市 

◆日進市小規模企業者事業継続応援金 

【事業継続応援分】 
対象…２０2０年１月～１２月までの間のいずれかの月の売上額が、前年同月比で

▲15％～50％の従業員５人以下の個人医療機関（日進市に住民登録があり

主に日進市内で事業を行っていること）であり、国の持続化給付金を受給しな

い。 

助成内容…減少見込額（１０万円上限） 

申請受付期間…２０２１年１月１５日 

【事業所等家賃支援分】 
対象…事業継続応援分の対象者で、２０２０年６月～１２月までの間に、事業を行

う店舗や事務所等の賃料（管理費、共益費及び駐車場代等を除く）及び地代

負担のある医療機関で、国の「家賃支援給付金」を受給しないこと。 

助成内容…２０２０年６月～１２月までの７カ月分の家賃等負担予定額に対し、10

万円上限。 

申請受付期間…２０２１年１月１５日 

産業振興課 
商工新ビジネス係 
０５６１-７６-７３６６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田原市 － － 

愛西市 － － 

清須市 － － 

北名古屋市 － － 

弥富市 － － 

みよし市 

◆みよし市新型コロナウイルス感染症対策応援支援金 
対象…２０２０年６月３０日以前に開業してる、みよし市内の医療機関又はみよし

市に住所がある個人事業主で、３月～５月のいずれか１月の売上が前年同月

比▲２５％以上（２０１９年６～２０２０年２月開業の場合は任意の１か月で比較。

２０２０年３月以降開業は、売上比較が困難なので一律給付）。 

支援金…１０万円 

申請受付期間…２０２０年９月３０日 

産業課   
0561-32-8015 

 

あま市 － － 

長久手市 

◆長久手市新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援金 
対象…２０２０年６月３０日時点で開業している長久手市内の医療機関 

支援金…２０万円 

申請受付期間…２０２０年８月３１日 

 

 

健康推進課  
0561-63-3300 

 

東郷町 － － 

豊山町 － － 



市町村名 施策概要 相談・申請窓口 

大口町 － － 

扶桑町 － － 

大治町 － － 

蟹江町 － － 

飛島村 － － 

阿久比町 － － 

東浦町 

◆東浦町中小事業者等家賃等補助金 
対象…２０２０年２月～６月までの任意の連続する２カ月間の売上が前年同月比

▲30％以上の東浦町内に住所のある個人医療機関（事業主の住所が町内に

あるものに限る）。貸借人が 2 親等以内の親族でない。国の家賃支援給付金

のとの併給可。 

補助内容・・・支払い済みの家賃（土地代含む）2か月間分の 1/2を支援。 

  ①▲３０％以上（上限２０万円）  ②▲５０％以上（上限３０万円） 

  ただし、住宅兼用の場合はそれぞれの上限１/２。 

申請受付期間…2020年７月 31日 

◆東浦町中小企業者等機械設備等維持支援補助金 
対象…新型コロナウイルス感染症の影響により、国の「持続化給付金」、日本政

策金融公庫、セーフティネット保証（４号、５）又は危機関連保証付融資のいず

れかを受けていて、償却資産に係る固定資産税が課税されている東浦町内で

開業する医療機関 

補助内容・・償却資産に係る固定資産税額の１／２（上限 50万円） 

申請受付期間…2020年１２月２８日 

商工振興課商工観光
係 
0562-83-6118 
 
 
 
 
 
 
 
 

南知多町 － － 

美浜町 

◆美浜町感染症対策支援協力金 
対象…美浜町内の医療機関に対して、医療従事者等の処遇改善・環境改善、感

染症対策に係る費用の応援金を交付 

応援金…１００万円（病床あり、感染症病床は＋４００万円） 

      ３０万円（病床なし） 

健康・子育て課保健
推進係 
（保健センター） 
０５６９-82-1111 

武豊町 

◆武豊町コロナウイルス感染症対策医療関係機関等事業継続応援金 
対象…２０２０年２月１日～５月１４日の間に継続して事業を実施していた武豊町

内の医療機関、薬局、介護施設、障がい児・者施設等 

応援金…２０万円（２次救急医療機関・入所施設５０万円） 

申請受付期間…2020年７月１５日 

健康課 
（保健センター） 
0569-72-2500 

幸田町 － － 

設楽町 

◆設楽町新型コロナウイルス感染症対応応援金（実施予定） 

対象…「愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金」の対象外だった

設楽町内の医療機関 

応援金…３万円（従業員５人以下）、５万円（従業員６人～１０人） 

１０万円（従業員１１人以上） 

申請受付期間…２０２０年８月予定 

産業課 
0536-62-0511 

東栄町 

◆東栄町新型コロナウイルス感染症対策応援金 
対象…２０２０年４月１０日～５月１４日までの間、東栄町内で事業を継続している

医療機関 

応援金…医療法人１０万円、個人医療機関５万円 

申請受付期間…２０２０年９月３０日 

 

経済課商工係  
056３-76-１８１２ 

 

豊根村 － － 

 


