諏訪市

市内事業者の皆さまへ

お困りごと等

売上げが
減少した

もらえる （
給付金 ・
助成金 ・
補助金等）

感染症対策に
取り組んだ

計画休業を
行い従業員の
雇用を守った

事業名

新型コロナウイルス感染症に係る主な支援情報

令和２年９月１日現在

問い合わせ先：諏訪市役所（0266-52-4141（代表））

支援内容・給付額等

お問い合わせ先

【国】持続化給付金

対象：売上げが前年同月比で50％以上
減少した全事業者
最大200万円
給付額：（法人）
（個人事業主）最大100万円

持続化給付金コールセンター
0120-115-570

【国】家賃支援給付金

対象：一定の売上げ減少要件を満たし、
土地・賃料を支払う事業者等
最大600万円
給付額：（法人）
（個人事業主）最大300万円

家賃支援給付金コールセンター

【市】諏訪市がんばる
事業者応援給付金
【新規】

対象：売上げ減少や雇用維持、感染症対策等
一定の要件を満たす市内事業者
20万円
給付額：（法人）
（個人事業主）10万円

諏訪市役所 商工課
0266-52-4141

【県】新型コロナウイルス
危機突破支援金

対象：顧客との密接な接触を避けることが難し
い中、感染症対策に取り組む県内小規模
事業者(健康・理美容サービス業等)
給付額：10万円

諏訪地域振興局 商工観光課
0266-53-6000

【市】諏訪市新型コロナ対策
事業者リフォーム補助金
【拡充】

対象：感染症対策及び新しい生活様式に適応
する市内事業者
補助額：事業費の2/3（上限10万円）
対象経費：感染症対策にかかる費用
新しい生活様式に適応するために
かかる費用

諏訪市役所 商工課
0266-52-4141

【国】雇用調整助成金

対象：雇用を維持したい全事業者
助成額：休業手当の4/5または10/10
（中小企業）
1人1日当たり上限15,000円
（緊急対応期間（R2.4.1～R2.9.30）の
休業に対する助成額）

0120-653-930

○雇用調整助成金コールセンター

0120-60-3999
○ハローワーク諏訪
0266-58-8609

【市】技術研修・人材育成・
オンライン研修対策
補助金（コロナ特別）
【拡充】

対象：人材投資支援を行った市内工業者
拡充内容：e-ラーニング研修を新たに追加
補助額：
1事業者につき、1/2（上限20万円）

【市】外部人材活用補助金
（コロナ特別）【拡充】

対象：コンサルティング業等を活用してBCP
計画等を策定した市内工業者等
拡充内容：既存のISO・SDGｓに、BCP・IT
システム化計画・経営戦略計画を追加
補助額：
1/2（上限10万円）→ 2/3（上限30万円）

新しい設備
を導入したい

【国】ものづくり・商業・
サービス補助金

対象：新製品・サービス開発のため設備導入
をする中小企業者・小規模事業者等
補助額：1/2～3/4（上限1,000万円）

ものづくり補助金事務局
050-8880-4053

ITシステム・
テレワークを
導入したい

【国】IT導入補助金

対象：ITツール導入による業務効率化を図る
中小企業者・小規模事業者等
補助額：1/2～3/4（上限450万円）

（一社）サービスデザイン
推進協議会
0570-666-424

【国】小規模事業者持続化
補助金（コロナ特別型）

対象：感染症の影響を乗り越えるためにホーム
ページ開設等販路開拓を行う小規模事業者
補助額：2/3～3/4（上限100万円）
※県による補助率・上限の上乗せがあります

【市】新技術・新製品開発
事業補助金【拡充】

対象：新技術・新製品の開発に前向きに取り組
む市内事業者
予算枠：400万円 → 600万円へ拡充
補助額：事業費の1/2（上限100万円）

従業員の
教育に力を
入れたい
事業計画を
見直したい

販路開拓・
新製品の開発
をしたい

【市】展示会出展補助金
（コロナ特別）【拡充】

対象：県外の展示会に出展した市内工業者
補助額：
1/2（上限40万円）→ 2/3（上限60万円）
展示会出展数：1回 → 3回 へ拡充

諏訪市役所 商工課
0266-52-4141

諏訪商工会議所
0266-52-2155

諏訪市役所 商工課
0266-52-4141

支援策の詳細については、諏訪市役所のホームページにまとめて掲載しております。市の支援策の申請書等についても
こちらのリンク先の個別ページから印刷できますので、下記URL若しくはQRコードからご確認ください。
URL : http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=14473

お困りごと等

事業名

借りる （
貸付）

【県】長野県中小企業融資
制度（新型コロナウイ
ルス感染症対応資金）

資金繰りの
ために融資を
受けたい
※いずれも一定
の売上げ減少要
件を満たす必要
があります

税金 減免 ・猶予

税金が
払えない

○諏訪地域振興局商工観光課
0266-57-2922
○ご利用の金融機関

限度額：（設備）6,000万円
（運転）8,000万円
金利：年0.8％

【市】緊急経営対策資金

限度額：2,000万円
金利：1.2％（当初2年間利子補給）

○諏訪市役所 商工課
0266-52-4141

【市】緊急経営借換資金
※既存借入れの負担軽減用

限度額：2,000万円
金利：1.2％（当初2年間利子補給）

○ご利用の金融機関

【市】１年間の地方税
の徴収猶予

対象者：感染症の影響で前年同期比の
事業収入が20％以上減少した事業者
無担保・延滞金無し

【市】「令和3年度」課税
の固定資産税等の軽減

対象者：感染症の影響で前年同期比の事業

諏訪市役所 税務課
0266-52-4141

収入が30％以上減少した中小事業者

軽減内容：事業用家屋・償却資産の課税
標準額を1/2またはゼロに軽減
申告期間：令和3年1月4日～2月1日
【市】国民健康保険税
の減免

対象者：感染症の影響で収入が減少し、
かつ一定の条件に当てはまる世帯主
減額の割合：最大全額

諏訪市役所 市民課
0266-52-4141

【市】生産性向上特別措置
法に基づく固定資産税
の課税の特例【拡充】

対象者：先端設備導入計画を策定し、
市の認定を受けて先端設備を取得
した市内中小事業者
減免内容：先端設備に係る固定資産税
課税標準額を3年間ゼロに軽減
拡充内容：適用期限の2年延長
（2023年3月末まで）
対象設備に「事業用家屋・構築物」
が追加

○諏訪市役所 商工課
0266-52-4141

【市】諏訪市プレミアム
付飲食券

内容：市内飲食店・宿泊施設・タクシー
等で利用できる金券1万3千円分を
1万円で販売
販売期限：令和2年11月30日
利用期限：同上

諏訪商工会議所
0266-52-2155

【市】諏訪市プレミアム
観光振興券

内容：市内宿泊施設の利用者に対して、
市内のお土産物店等で使用できる観
光振興券を宿泊支払額に応じて発行
プレミアム率：最大20％
利用期限：令和2年12月31日

諏訪湖温泉旅館組合
0266-52-7155

【市】長野県よろず支援拠
点相談室

対象：市内事業者。よろず支援拠点の
相談員が経営上のあらゆるお悩みに
アドバイスします
日時：月1回（9時～17時の内60分）
場所：諏訪市役所403会議室
費用：無料（何度でも相談可能）

諏訪市役所 商工課
0266-52-4141

サ ービ ス

経営上の悩み
相談をしたい

相談する

【県】持続化給付金
申請サポート会場

給付金等の申
請を手伝って
ほしい

限度額：4,000万円
（設備資金と運転資金の合計）
金利：年1.3％または1.6％
（当初3年間利子補給）

お問い合わせ先

【県】長野県中小企業融資
制度（経営健全化支援
資金（新型コロナウイ
ルス対策））

先端設備の固
定資産を軽減
したい

商品券で地域
を応援したい

支援内容・条件など

【国・県】家賃支援給付金
申請サポート会場

【県・市】雇用調整助成金
申請サポート会場

日時：平日（9時～17時の内60分）
場所：諏訪合同庁舎内
諏訪地域振興局 商工観光課
費用：無料
日時：9時～17時の内90分（土日含む）
場所：ホテル紅や
費用：無料
日時：第1・第3水曜日
（9時～17時の内90分）
場所：諏訪商工会議所 会議室
費用：無料

○諏訪市役所 税務課
0266-52-4141

※事前に電話予約をください

諏訪地域振興局商工観光課
0266-57-2922
※事前に電話予約をください

申請サポート会場予約窓口

0120-150-413
※事前に電話予約をください

諏訪商工会議所
0266-52-2155
※事前に電話予約をください

