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〈令和２年度３次補正予算〉
〈令和３年度当初予算〉
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金
介護施設等感染予防環境整備支援

〈令和３年度地域医療介護
総合確保基金事業〉

①介護施設等消毒洗浄経費補助金
②介護サービス継続支援経費補助金
③感染症発生施設への衛生用品配布
配布物：マスク、ガウン等

高齢者施設ゾーニング環境等の整備経費支援補助金（県補助10/10）

①高齢者施設新規入所者に対するＰＣＲ検査
②高齢者施設等入所者及び従事者に対するＰＣＲ検査
③感染症発生施設への衛生用品配布（配布物：マスク、ガウン、フェイスシールド、使い捨て手袋など）

④高齢者施設入所者等への訪問(巡回)接種開始（2021年５月11日～）
⑤郡山市介護・福祉施設等感染症対策専門委員会を設置（2020年10月13日）
⑥障害福祉サービス継続支援事業補助金（国補助2/3）
◇新型コロナウイルス感染が判明するなどした障害福祉サービス等事業所に対し、障害福祉サービスを

継続するための経費を補助する。（障がい福祉課☎924-2381）

感染症対策研修会の開催
◇介護・福祉施設等感染症対策研修会（2020年12月３日、参加者数：123人）
◇高齢者施設（ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅等）の感染症対策研修会（2021年５月24日、参加者数：35人）

2021年度 新型コロナウイルス感染症関連支援策

2021.6.4 保健福祉部

令和３年度当初・６月補正予算【継続】

令和３年度６月補正予算【新規】

これまでに実施

〈令和２年度３次補正予算〉
①新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫
補助金

②新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金

コロナワクチン施策の在り方等に関する相談窓口
（新型コロナワクチンコールセンター☎0120-761-770）

①医療従事者向けワクチン接種
②福島県に配分されたワクチンの
市町村への分配

接種後の副反応等に関する問合せ
（福島県新型コロナワクチン副反応

コールセンター☎0120-336-567）

①高齢者向けワクチン接種
・集団接種〈2021年４月12日開始〉
・高齢者施設入所者及び従事者接種〈2021年５月11日開始〉
・個別接種〈2021年５月24日開始〉

②基礎疾患を有する方のワクチン接種
・申告受付〈2021年６月１日開始〉 申告受付ダイヤル（☎0120-567-362）

③保育士・幼稚園教諭等を対象とした接種〈7月中旬開始予定〉
④小中学校教職員等を対象とした接種〈夏季休暇期間を活用し実施予定〉

ワクチン接種に関する問合せ（☎0120-994-883）

令和３年度当初予算【継続】

〈介護報酬の改定〉
基本報酬に0.1％上乗せ 期間：2021年４月～９月

①衛生用品(社会福祉施設等)
配布物：不織布マスク、ＰＶＣ手袋
期間：2020年11月～ ※市を通して配布

②衛生用品優先配布(医療的ケア児者)
配布物：アルコール綿と精製水
申込受付期間：（第１期）2020年８月26日から９月９日、

（第2期）2020年12月14日から2021年１月15日

①帰国者・接触者外来等検体採取補助金 ◇行政検査に係る検体採取料を補助
②入院医療機関入院補助金 ◇入院患者数と日数に応じて補助
③診療所院内感染対策補助金 ◇陽性患者発生時に消毒経費等を補助
④陽性患者搬送随行補助金 ◇入院医療機関への移送に随行する医師、看護師への補助
⑤ＰＣＲ検査の公費負担

◇各医療機関において保険診療の中で実施するPCR検査
◇濃厚接触者などに対する市の依頼によるPCR検査(行政検査)

⑥休日・夜間急病ｾﾝﾀｰにおける発熱患者専用の仮設診察室設置による診察対応
⑦ＰＣＲセンターの設置（2020年10月～・市内２か所)
⑧感染制御アドバイザーの設置

◇施設内クラスター発生時の対策等について、専門的な立場からの助言を受ける
⑨精神保健福祉関係（保健・感染症課☎924-2163）
・「こころと生活を支える相談窓口」リーフレット配布
・精神保健相談体制の強化（こころの相談・訪問） ・心のケア講演会
・精神保健の相談支援に関わる方のこころのケア事業

⑩年末年始・ＧＷ入院即応体制確保事業
◇ゴールデンウィーク期間における医療体制の確保のため、入院即応体制を維持する医療機関へ
市独自に謝礼金を支出

福島県新型コロナ感染症における心のケア
（県民や陽性者の心のケアのための支援体
制整備 2020年10月～：県障がい福祉課）

ＰＣＲ検査の公費負担

福島県新型コロナウイルス感染症患者受入
体制強化事業

〈令和２年度３次補正予算〉
〈令和３年度当初予算〉
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

ＰＣＲ検査の公費負担

〈令和２年度３次補正予算〉
〈令和３年度当初予算〉
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制
確保支援補助金

令和３年度当初・６月補正予算【継続】

これまでに実施

〈障がい者関係〉
①介護者が新型コロナウイルス感染症に
罹患した場合の同居障がい者の受入体制
整備（2021年４月～：県障がい福祉課）
②障がい者支援施設等における新型コロ
ナウイルス感染症対策研修（2021年５月
25日）

新型コロナウイルス感染症に関する
「こころ」の相談窓口
（福島県精神保健福祉センター
☎024-535-5560）



国・県・市 の主な子育て・学校支援策 ほか
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〈令和２年度一般会計新型コロナウイルス感染症
対策予備費〉
①子育て世帯生活特別給付金

児童１人５万円 低所得世帯（ひとり親世帯分）

〈令和２年度第３次補正予算〉
②子育て世帯生活特別給付金

児童１人５万円 低所得世帯（その他世帯分）

〇衛生用品の配布（私立幼稚園）

①民間放課後児童クラブへの助成（待機児童解消）（2021年４月１日～）
②オンライン保健指導の実施 ◇妊産婦に対するタブレットでの支援
③分娩前ＰＣＲ検査費用の助成（妊婦）
④衛生用品の配布 ◇保育施設、病児保育施設、放課後児童クラブ
⑤病児保育施設利用料金の減免 ◇エッセンシャルワーカー、ひとり親世帯
⑥ＬＩＮＥ子ども・子育て相談 ◇「@939yzvid」ID検索で友だち登録して24時間相談可能。

⑦こども食堂への助成 ◇2020年８月～2021年３月 １団体10万円（衛生用品など）
⑧インフルエンザ予防接種費用の全額助成

◇ 2020年10月～2021年３月 重症化予防 妊婦、生後６か月～小学２年生
⑨市児童クラブ利用料金の減免 ◇2020年４～５月 緊急事態宣言期間の利用自粛者
⑩ひとり親家庭緊急支援給付金 ◇2020年５月 １世帯１万円 児童扶養手当受給者
⑪新生児応援給付金 ◇2020年９月～2021年３月 新生児１人10万円
⑫子育て応援給付金 ◇2020年９月 児童１人１万円 2020年８月31日現在中学生までの児童

2021年度 新型コロナウイルス感染症関連支援策

2021.6.4 こども部・教育総務部・
学校教育部・文化スポーツ部

令和３年度当初・６月補正予算【継続】

これまでに実施

小中学校における感染拡大防止対策

①市立学校トイレ清掃業務委託（第１、２学期） ◇専門業者による週２回のトイレ清掃
②スクールバス等の増便（第１～３学期） ◇熱海小・多田野小・田村地区・西田学園

・湖南小中学校

③衛生用品の購入 ◇手指消毒液等の購入

子育て世帯の負担軽減

①生理用品の無償配布 ◇生理用品を小中学校の保健室に常備し無償で配布

②学校給食費補助金（第１、２学期）
◇給食費1/2相当額を補助 限度額：小学校12,000円・中学校15,000円

令和３年度当初予算【継続】

令和３年度当初・６月補正予算【継続】

令和３年度当初・６月補正予算【継続】

令和３年度６月補正予算【新規】
〇スクール・サポート・スタッフの配置

◇学習プリント等の準備、採点業務、
来客・電話対応、コロナ対策の消毒
作業等

◇全校配置予定
負担割合：国1/3 県2/3

〈令和２年度３次補正予算〉
〇学校保健特別対策事業費補助金
（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）

上限額：１校当たり80万円～160万円

①文化芸術活動SNS活用ワークショップ
◇YouTubeなどのSNSを活用した活動・表現方法を体験しながら学ぶワークショップを開催
募集：９月頃を予定 開催：10月以降２回程度予定 参加費：無料

②二分の一成人コンサート
◇施設の入場者数制限に対応するため、公演回数を増（２回→４回）
③東京藝術大学連携事業リモート講習会
◇新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、リモートによる講習会を実施

④ICTを活用した部活動指導事業
◇ＩＣＴを活用し、新型コロナウイルス感染防止を図りながら、専門的・効果的な練習や指導
を取り入れ、体力・競技力の向上を目指すとともに、指導者の負担軽減を図る。

⑤新型コロナワクチン接種の情報掲載【新規】
◇市ウェブサイトに、ワクチン接種の流れについての説明を、外国出身者にもわかりやすい
「やさしい日本語」で掲載

<令和２年度第3次補正予算>
文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業
・１/２補助
①感染対策 ②環境整備 ③空調設備等改修 ④配信等環境整備
・文化庁企画調整課 03-5253-4111(内線3143、4897)
・２次募集 5/24（月）～6/11（金）

<令和２年度第３次補正予算>
地域無形文化遺産継承のための新しい生活様式支援事業
・地域無形文化遺産のデジタル化やオンライン配信等基盤整備に
かかる費用の支援
・対象経費の一部を補助 ・２次募集 6/18（金）まで

新型コロナワクチン接種の情報掲載
・厚生労働省ウェブサイトに、外国語の新型コロナワクチンの予
診票、説明書、接種のお知らせを17言語で掲載。
・法務省出入国管理庁ウェブサイトに、新型コロナウイルス感染
症関連情報を多言語で掲載。

福島県に住む外国人向け 新型コロナウイ
ルス相談ホットライン開設
・県内の外国人向けに新型コロナウイルス感染症
への不安解消や生活面での助言を行うため、新型
感染症に特化した無料の電話相談窓口を開設。
・最大４者間の同時通話により保健師が助言など
を行うとともに、必要に応じて受診・相談セン
ター等につなぎ通訳支援を行う。
・24時間(土日祝含む)いつでも受付対応。合計20
言語に対応可能。※保健師による対応は、平日の
9:00～17:00(土日祝、年末年始を除く)
FREE CALL 0120-992-860

令和３年度６月補正予算【新規】

令和３年度６月補正予算【継続】

令和３年度当初予算【継続】

ゼロ予算
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①新型コロナウイルス感染症特別貸付
限 度 額：中小企業事業６億円、国民生活事業８千万円
融資期間：設備資金20年、運転資金15年

据置期間５年
利子補給（当初３年間）
補給対象貸付上限額
中小企業事業３億円、国民生活事業６千万円

（事業資金相談ダイヤル☎0120-154-505）

②マル経融資(新型コロナウイルス感染症関連)
限 度 額：通常の融資額＋別枠１千万円
融資期間：設備資金10年（据置期間４年）、

運転資金７年（据置期間３年）
利子補給（当初３年間）

（市内の商工会議所・商工会）

〈対象（休業）期間 2021年５～６月〉
⑦雇用調整助成金
休業手当×4/5（9/10※）1人1日あたり13,500円上限
※()の助成率は解雇等を伴わない場合
業況特例・地域特例該当の場合は4月末までと同様

（ハローワーク郡山☎024-942-8609）
⑧感染症対応休業支援金・給付金
平均賃金日額×80％×休業日数
（1日あたり9,900円が上限）

(給付金コールセンター☎0120-221-276）

〈申請期日 ７月31日まで〉
①新型コロナウイルス対策特別資金
限 度 額：８千万円
融資期間：10年（据置期間１年以内）
利 率：固定年1.5％以内
保証料率：年0.5％

（県内の金融機関）

⑰新型コロナウイルス感染症対策雇用維持支援補助金
◇雇用調整助成金等の支給決定を受けた対象者への上乗せ補助
〈対象期間2021年５～６月、申請期日雇調金支給決定翌日から３月以内〉

⑱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
◇雇用調整助成金等の申請書作成手数料等の補助
〈対象期間2021年５～６月、申請期日雇調金支給決定翌日から３月以内〉

(政策開発部雇用政策課☎024-924-2261）

①融資返済計画変更支援補助金
◇金利の減免等の条件変更の金融支援を受けるため生じた経費への補助〈申請期日３月31日まで〉

②成長融資（信用保証料・利子補給）
◇新商品の研究開発や販路開拓・商圏拡大、事業承継への資金支援〈申請期日３月31日まで〉

③県制度融資「新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）」の利用者への助成
（信用保証料補助）〈申請期日９月30日まで〉
④売上高等減少対策資金融資
◇限度額：１千万円、信用保証料補助（上限50万円）、当初３年間利子補給〈申請期日３月31日まで〉

郡山市中小企業等応援プロジェクトフリーダイヤル ☎0800-800-53632021年度 新型コロナウイルス感染症関連支援策

2021.6.4 産業観光部・政策開発部

⑤教育旅行助成事業補助金
◇市内宿泊施設に宿泊する教育旅行への助成〈対象となる教育旅行の期間2022年２月28日まで〉

⑥(仮称)ふくしま感染防止対策認定店推進事業
◇「ふくしま感染防止対策認定店」制度への取組みを奨励することで感染症対策に取組む飲食店等を
増やすとともに、安心して市民が利用できる環境の整備を促進〈申請期日2022年１月31日まで〉

⑦新型コロナウイルス感染症緊急支援給付金
◇家賃、光熱水費等の固定費を支援〈申請期日８月31日まで〉

⑧ニューノーマル対応支援補助金
◇新しい生活様式に対応した業種別ガイドラインなどに基づく対策等への支援〈申請期日2022年１月31日まで〉

⑨事業引継ぎ支援補助金
◇支援機関の支援を受けた事業引継ぎ・引継いだ事業の販路開拓等に取り組む事業者への補助

〈申請期日2022年３月31日まで〉

⑩宿泊・飲食業等応援クラウドファンディング事業
◇クラウドファンデイングを活用した資金調達支援〈申請期日2022年３月31日まで〉

⑪ＢＣＰ等策定等支援補助金
◇ＢＣＰの策定・改定に要する経費の支援〈申請期日2022年３月31日まで〉

⑫テレワーク等推進補助金（ＤＸ推進）
◇テレワークの環境整備に要した経費を支援〈申請期日2022年３月31日まで〉

⑬会議・会合等開催支援事業補助金
◇新しい生活様式に配慮した会議・会合等開催費を支援〈対象となる会議の期間2022年３月31日まで〉

⑭合宿誘致促進事業補助金
◇市内宿泊施設を利用した学生等への合宿費用を支援〈対象となる合宿の期間2022年２月28日まで〉

⑮宿泊施設誘客促進事業補助金（宿泊懸賞事業）
◇市内宿泊施設で実施する誘客促進事業（懸賞）への支援〈キャンペーン実施期間９月30日まで〉

⑯コンベンション参加者おもてなし事業補助金
◇コンベンション等のＭＩＣＥ参加により市内に宿泊する方への商品券配布
〈対象となる大会等の期間2022年３月31日まで〉

〈申請期間 ３月８日～５月31日〉
③一時支援金
給付額：法人 60万円以内

個人事業者等 30万円以内
（一時支援金事務局相談窓口☎0120-211-240）

〈申請期間未定〉
④月次支援金
給付額：法人 20万円以内/月

個人事業者等 10万円以内/月
（月次支援金事務局相談窓口☎0120-211-240）

〈令和２年度３次補正予算〉
⑤中小企業等事業再構築促進事業
新分野展開や業態転換等を支援
（事業再構築補助金事務局コールセンター☎0570-012-088）

⑥中小企業生産性革命推進事業
・ものづくり補助金
新製品・サービス開発等のための設備投資等を支援

・持続化補助金
小規模事業者の販路開拓等を支援

・ＩＴ導入補助金
ITツール導入による業務効率化等を支援
（生産性革命推進事業コールセンター☎03-6837-5929）

令和３年度当初予算【新規 】

令和３年度当初予算【拡充 】

令和３年度当初予算【継続 】

令和３年度６月補正予算【新規 】

令和３年度当初予算【リニューアル 】

令和３年度当初予算【継続 】

令和３年度当初予算【継続 】

〈申請期日 ５月14日まで〉
②売上の減少した中小事業者に対する
一時金（本県版一時金）
交付額：一律20万円
（※国の一時支援金を受けていないこと。

福島県緊急対策の営業時間短縮要請
の対象事業者でないこと。）
（コールセンター☎024-521-8572）

③宿泊事業者感染防止対策等緊急支援事業
・感染症対策に資する物品の購入を支援
補助率：4/5

・ワーケーションスペースの設置等設備投資
を支援
補助率：3/4

※5/24発表 詳細未定


