
　　　　新型コロナウイルスに係る神奈川県内自治体のNPO・市民活動団体への支援施策・事業（最終集計）
（特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ　2020年7月作成）

※当法人が実施した、アンケート調査に対して、県内の各自治体からご回答いただいた内容をもとに作成しています。さらに、回答内容に関して、当該ホームページ等を参照して、当法人で内容を加筆しています。ご利用にあたっては、あらためて、各自治体に問合せたうえで確認してください。

自治体名 情報提供 相談体制 財政・資金支援 その他の支援 組織名 電話 FAX e-mail　
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神奈川県 （１）新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（NPO関
連）
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴うNPO法人の社員総
会開催や事業報告書等提出の取扱いについて
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f536160/c20200
421.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/md5/cnt/f536160/p0421t
oriatsukai.htm
l
（２）新型コロナウイルス感染症について(全般）
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html?p
k_campaign=top&pk_kwd=nCoV-inq

（１）ボランタリー活動相談窓口（電話相談・メール相談）
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う、NPO・ボラン
ティア団体で活用可能な助成制度や運営に関する相談、事
業報告書等（活動計算書を含む）の提出に関する相談、総会
の開催に関する相談等。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u3x/soudanmadoguchi.htm
l

（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第２弾）
・新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業
要請等に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短
縮に協力していただいた中小企業及び個人事業主等（注1）
の皆様に対し、協力金を交付。NPO等も対象
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryok
ukin_vol2.html

（１）「かながわコロナ医療・福祉等応援基金」
・県では、新型コロナウイルス感染症対策のために医療・福
祉・介護の現場で働く方や、そうした方々を支えるボランティア
団体などを支援する取組みを進めます。

政策局ＮＰＯ
協働推進課

045-210-3703 045-210-8835 kyodo0223@pr
ef.kanagawa.jp
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横浜市 （１）新型コロナウイルス感染症関連情報特設ページ
新型コロナ感染症に関する主な支援の情報
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/seisaku/torikumi/sonota/kurashi_keizai.html

（２）NPO法人向け新型コロナウイルス感染症関連ポータ
ルサイト
（市民局地域支援部市民協働推進課）
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「NPO法人向け関連
ポータルサイト」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shiminkyodo/shien/koronaportal.html

（１）（NPO法人）新型コロナウイルス感染症対策臨時相談
窓口
 https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/

（２）経営等に関する各種相談窓口
横浜市経済局金融相談認定係
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan
/tokubetsusoudan/20200130koronavirus.html

（３）経営全般に関する相談
（公財）横浜企業経営支援財団
 https://www.idec.or.jp/keiei/madoguchi.php

（４）信用保証に関する相談
横浜市信用保証協会
https://www.sinpo-
yokohama.or.jp/attention/shingatakorona/

（５）アーティスト・クリエーター等へのワンストップ相談対応
事業
文化芸術創造都市横浜・臨時相談センター
 https://covid19.yafjp.org/yes/

（６）ヨコハマSDGsデザインセンター
会員に、SDGsに関する各種相談や、マッチング支援など様々
なサービスを提供
https://www.yokohama-sdgs.jp/

（１）市民公益活動緊急支援助成金
市民の暮らしを支える公益性の高い活動の継続と今後の回復
期を見据えた事業展開を支援する助成金
助成金　市民団体30万円、中間支援組織20万円×5団体　助
成率90％　6月25日から事前相談受付
https://kyodo-c.city.yokohama.lg.jp/news/kinkyujosei/

（２）横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金（実質無利
子融資）
規定の認定を受けた事業者への融資
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushise
ido/jyouken/murishi-corona.html

（３）新型コロナウイルス感染症対応小規模事業者等支援
一時金
上記２を受けた事業者への一時金
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishi
en/syoukiboshien.html

（４）[募集を終了しました］市内のアーティスト等の文化芸
術活動緊急支援事業（芸術文化支援事業）
活動の機会を失っているアーティストや文化芸術関係者が行
う文化芸術活動を支援する助成金

（５）横浜市ＳＤＧｓ ｂｉｚサポート補助金
新しい暮らし方に対応した地域の課題解決と、SDGsが掲げる
17ゴールの達成につながる未来を見据えた取組に対する必
要経費の助成
 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-
kankyo/ondanka/futurecity/sdgs_biz_support.html

（１）児童福祉施設、障害児・者福祉サービス事業所、介護
サービス事業所運営事業者向け支援

福祉サービス運営支援事業
福祉サービス継続支援事業
児童福祉施設における感染症拡大防止対策事業（未確定）
子ども・子育て支援分野における「新しい生活様式」対応事業

市民局市民協
働推進課

045-671-4734 045-223-2032 sh-
shiminkyodo@
city.yokohama
.jp
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川崎市 （１）新型コロナウイルスの影響に伴うNPO法人の社員総
会開催や事業報告書等提出の取扱い
【概要】令和2年3月5日に、内閣府NPOホームページに新型コ
ロナウイルス感染拡大を受けて、社員総会開催や事業報告書
等提出遅延の扱いに関するQ＆Aが掲載されましたので、詳
細は内閣府NPOホームページ外部リンクをご覧ください。
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000115788.html

（２）新型コロナ感染症流行に伴うNPO法人を含む中小企
業への支援
【概要】NPO法人を含む小規模事業者、中小企業等に対する
「川崎市小規模事業者臨時給付金」、「川崎市中小企業融資
制度」、国の「持続化給付金」の申し込み概要、問い合わせ先
を広報している。
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000118102.html

（１）川崎市小規模事業者臨時給付金
【概要】新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を
受けている市内の小規模事業者の事業継続を支えるため、市
内の小規模事業者に対して給付金の交付をします。
【対象】川崎市内で事業を営む小規模事業者で1か月あたりの
事業収入の減少が前年比で30％以上50％未満の期間が1か
月以上認められる者。※中小企業基本法第2条第5項に規定
するもの
【給付額】10万円
【受付期間】令和2年8月31日（月）まで（消印有効）
※国の持続化給付金対象外の者に対する市の独自給付金
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000117639.html

（２）（川崎市）新型コロナウイルス感染症の影響による融
資制度
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者等
の方に、1月30日から融資や経営に関する相談窓口を設置し
ています
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000115859.html

市民文化局市
民活動推進課

０４４－２００－２３４１０４４－２００－３８００25simin@city.
kawasaki.jp
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相模原市 （１）新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ（NPO関
連）
さがみはら市民活動サポートセンター（※）のホームページに
おいて、NPO法人等の市民活動団体へ向けて、支援情報の
紹介等の情報発信を行っている。
※さがみはら市民活動サポートセンター…市とNPO法人が協
働で運営する、市民活動の中間支援組織。

（２）新型コロナウイルス感染症について(全般）
http://www.sagamaru.org/

該当なし （参考）●小規模事業者臨時給付金
法上の「会社」に該当しないと解されることから、NPOは対象と
ならない。

相模原市市民
局市民協働推
進課

 042-769-8226 042-754-7990 shiminkyoudo
u@city.sagami
hara.kanagawa
.jp

mailto:kyodo0223@pref.kanagawa.jp
mailto:kyodo0223@pref.kanagawa.jp
mailto:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
mailto:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
mailto:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
mailto:sh-shiminkyodo@city.yokohama.jp
mailto:25simin@city.kawasaki.jp
mailto:25simin@city.kawasaki.jp
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横須賀市 （1）新型コロナ感染症に関する支援策
https//www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0520/covid-19-
siensaku.html

該当なし （１）中小企業等家賃支援補助金
新型コロナウイルス感染症により売り上げが減少した中小企
業、個人事業主に対し、事業所、店舗等の家賃の一部を補助
する。NPO法人も対象。
【給付対象】令和2年3月、4月、5月分の家賃の2分の1相当額
を補助　1ケ月分の上限20万円。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/yatinhojo.html

市民部市民生
活課市民協働
推進係

０４６－８２２－９６９９０４６－８２１－１５２２shimin-
kyodo@city.yo
kosuka.kanaga
wa.jp
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平塚市 （1）新型コロナウィルス感染症に起因する団体への影響に
関するアンケート
ひらつか市民活動センターにて、新型コロナウィルス感染症に
起因する団体への影響に関するアンケートを実施し、その結
果をホームページ等で公表した。
https://www.hiratsuka-shimin.net/topics/post-20200522/

（１）ひらつか市民活動センターで相談対応
ひらつか市民活動センターの施設利用の停止・制限をしてい
る時でも、施設にはスタッフを常駐とし、団体からの相談を受
けている。

（１）小規模事業者の事業所賃借料補助
小規模事業者の事業所賃借料補助を実施.
事業用建物賃借料の2か月分相当額
支援限度額 上限30万円（1月あたり上限15万円×2か月）
ＮＰＯ法人も対象
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page-
c_01117.html

協働推進課 ０４６３－２１－９６１８０４６３－２１－９７５６kyodo@city.hi
ratsuka.kanag
awa.jp
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鎌倉市 （１）新型コロナウイルス対策特設サイト」で様々な情報の
提供
　「新型コロナウイルス対策特設サイト」で様々な情報の提供
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/corona/index.html

該当なし （１）鎌倉市中小企業家賃支援補助金
新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響によって売上が減
少し、家賃の支払いにお困りの中小企業者（法人・個人）の皆
様を対象に家賃相当額を支援.NPO法人等も対象。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/yatinshienh
ojo.html

該当なし 市民生活部
地域のつなが
り課　地域のつ
ながり担当

0467-23-3000
内線2582

npo@city.kam
akura.kanagaw
a.jp
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藤沢市 （１）ホームページでの情報提供
【概要】・藤沢市市民活動推進センターのホームページ上にて
参考情報を随時更新しているほか、月次発行の情報誌でも給
付金等の情報や書面決議の進め方などをご紹介しています。
http://npocafe.f-npon.jp/topics/archives/2020/02/28-
931.htm
・藤沢市のホームページ上で、NPO法人の手続きについて参
考情報を提供しています。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jiti-
rashi/shimin/npo/npo-korona.html

（１）市民活動推進センターにて窓口、電話等の相談対応
【概要】藤沢市市民活動推進センターにて、窓口や電話等の
相談に対応しております。新型コロナウイルス感染症で影響を
受ける事業者向けの財政支援への申請（持続化給付金、神
奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、藤沢市新
型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付事業等）や休校
中の子どもたちに向けた活動に関するマッチング等のご相談
にも対応しました。
http://npocafe.f-npon.jp/

該当なし （１）新型コロナウイルス感染拡大に関する影響を調査する
アンケート
【概要】市民活動推進センターの登録団体向けに、新型コロナ
ウイルス感染拡大に関する影響を調査するアンケートを実施
しました。
http://npocafe.f-npon.jp/topics/archives/2020/06/06-
1513.html

（２）事業報告書等の提出遅延への対応
【概要】市が所管するNPO法人の6月末までに提出期限が到
来した事業報告書等の提出が遅延した場合、2020年9月末ま
でを目安に督促等を行わないなどの柔軟な対応をとらせてい
ただきます。
藤沢市市民活動推進センター：緊急アンケート調査報告書
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jitis2/kurashi/shimin/
npo/npo-korona.html

市民自治部
市民自治推進
課

０４６６－５０－３５１６０４６６－５０－８４０７fj-jiti-
s2@city.fujisa
wa.lg.jp

9

小田原市 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/health/inf
ect/novel-coronavirus2.html

（１）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策中小企業事
業者等支援金（第2弾・売上減少）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業収入が大幅
に減少している市内の中小企業、個人事業主等の事業継続
等を支援するため、支援金を交付。NPO等も対象。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/t
aisaku/p29594.html

該当なし 地域政策課 0465-33-1458 0465-34-3822 shimin-
k@city.odawar
a.kanagawa.jp
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茅ヶ崎市 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kenko/1022933/1038
459.html

該当なし 該当なし 該当なし 総務部市民自
治推進課協働
推進担当）

０４６８－８２－１１１１（内線２４１５）０４６７－８７－８１１８shiminjichi@ci
ty.chigasaki.k
anagawa.jp
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逗子市 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkou/corona/t
op.html

該当なし 該当なし 該当なし  市民協働部
市民協働課

046-873-1111(内267）046-873-4520 siminkyoudou
@city.zushi.lg.
jp
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秦野市 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1582795
089831/index.html

該当なし 該当なし 該当なし くらし安心部市
民活動支援課

0463-82-5118 0463-826793 siminkatudou
@city.hadano.
kanagawa.jp

mailto:shimin-kyodo@city.yokosuka.kanagawa.jp
mailto:shimin-kyodo@city.yokosuka.kanagawa.jp
mailto:shimin-kyodo@city.yokosuka.kanagawa.jp
mailto:shimin-kyodo@city.yokosuka.kanagawa.jp
mailto:fj-jiti-s2@city.fujisawa.lg.jp
mailto:fj-jiti-s2@city.fujisawa.lg.jp
mailto:fj-jiti-s2@city.fujisawa.lg.jp
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkou/corona/top.html
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkou/corona/top.html
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kenkou/corona/top.html
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厚木市 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/k
orona_jouhou/index.html

(1)ボランティア相談
市民活動団体の支援として通常行っているものだが、新型コ
ロナウイルス感染症対策関連の相談も受け付ける。
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/soud
an/soudan/shimin/p005615.html

(1)市民活動推進補助金
市民活動団体の支援として通常行っているものだが、新型コ
ロナウイルス感染症対策関連の経費も対象となる。
※令和２年度の申請受付は終了
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/soud
an/shiminkyou/volunteer/d048400.html

(2)中小企業応援交付金
・休業・短縮営業支援、家賃助成、新たなサービス開始への
支援、キャッシュレスサービス導入への支援、雇用奨励金、特
定施設運営支援（介護福祉施設、障がい者施設、保育園、幼
稚園、放課後児童クラブなど）、雇用調整助成金申請支援。
NPO等も支援の対象。
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/k
orona_jouhou/11_3/15/d048389.html

協働安全部市
民協働推進課

046-225-2141 046-221-0260 2800@city.ats
ugi.kanagawa.j
p
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大和市 （１）ＨＰでの情報提供（新型コロナウイルスに関するお知ら
せ一覧）
※新型コロナウイルスに関するお知らせをホームページにまと
めて情報提供している。
http://www.city.yamato.lg.jp/web/kouhou/kouhou01213356.h
tml

（２）大和市（市民活動課）と市民団体（拠点やまと）が協働
事業で運営している、大和市民活動センターのＨＰでの情
報提供（助成金情報）
※大和市市民活動センターのホームページ情報
https://kyodounokyoten.com/

大和市市民活動課職員もしくは、大和市民活動センタース
タッフにて対応（※相談があれば適宜）

（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止および雇用維持
給付金
  新型コロナウイルス感染症拡大防止および雇用維持を目的
として、市内中小企業や個人事業主（以下「事業者」という。）
を対象に、独自の給付金を支給。NPO等も支援の対象。

特になし 市民経済部市
民活動課協
働・ボランティ
ア・県人会・市
民活動支援係

０４６－２６０－５１０３０４６－２６０－５１３８sk_katsu@city.
yamato.lg.jp
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海老名市 （１）新型コロナウイルス感染症情報（集約ページ）
市ホームページで新型コロナウイルス感染症情報を提供。
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/kenko/1010591/in
dex.html

該当なし 市民活動団体については、毎年「海老名市市民活動推進補
助金」の交付を受け付けていますが、新型コロナウイルス感染
症対策としての財政・資金支援は実施しておりません。

特になし 市民活動推進
課

046-235-4794 　046-231-2670shimin-
katsudo@city.
ebina.kanagaw
a.jp
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南足柄市 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/covid19/

（１）新型コロナウイルス感染症拡大防止緊急支援金
　新型コロナウイルス感染症の拡大により経営状況が悪化して
いる中小企業者及び個人事業主を支援。NPOも対象（要相
談）
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/business/syouko
u/kigyou/p05717.html

南足柄市市民
協働課

0465-73-8071 0465-73-8071 kyoudoushien
n@city.minami
ashigara.kanag
awa.jp
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綾瀬市 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/menu000035600/hpg
000035508.htm

（参考）●綾瀬市中小企業応援臨時給付金（中小企業事業継
続支援臨時給付金）
法上の「会社」に該当しないと解されることから、NPOは対象と
ならない

市民環境部
市民協働課

0467-70-5640　 0467-70-5701 ayasesc@city.
ayase.kanagaw
a.jp
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葉山町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.town.hayama.lg.jp/kinkyu/10536.html

（１）葉山町持続化給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し
ている中小企業の方々（法人、個人、フリーランス問わず）に
対し、事業継続の下支えを目的として給付金を支給。NPO法
人も支援対象

政策財政部政
策課協働推進
係

 046-876-1111(内線335) 046-876-1717 kyodo@hayam
a.kanagawa.jp
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寒川町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/important/11181.ht
ml

特に無し （参考）●中小企業事業継続緊急支援給付金
財団、社団、NPO等は、法上の「会社」に当たらないので対象
とならない。

●障害者施設、社会福祉法人、ＮＰＯ等に、除菌水（次亜塩
素酸水）を配布している他、企業から寄附でいただいたマスク
の郵送や、県から調達したマスクの配布。また、要望があった
自治会に除菌水を配布している。
（除菌水は、町民向けに無償で配布しています。）

0467-74-1111
（内線271）

0467-74-9141 kyoudou@tow
n.samukawa.k
anagawa.jp
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大磯町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
www.town.oiso.kanagawa.jp/

特に無し 特になし
※例年、大磯町町民活動推進事業費補助金事業を募集し、
団体へ補助を行っているが、令和２年度については、新型コ
ロナウイルス感染症の影響から、事業募集を中止

特になし 町民課　町民
協働係

0463-61-4100
（内線237）

0463-61-1991 chiiki@town.oi
so.lg.jp
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二宮町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/kinkyu/sinngatakoron
a/index.html

特に無し (1)二宮町中小企業等家賃支援補助金
町内で事業所や店舗等を賃借して事業運営し、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響を受け、売上高が一定以上減少し
た中小企業者に対して家賃支援補助。NPO等も支援対象。
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/toshi/sangyos
hinko/shokokanko/oshirase/1590546107123.html

特に無し 地域政策課 0463-71-3313 0463-73-0134 kyodou@town.
ninomiya.kana
gawa.jp
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中井町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?inf
o_id=12548

（１）中井町事業者等緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入（売上）が
前年同月比20％以上50％未満減少している中小企業や個人
事業主等に、20万円上限で給付金を交付。NPOも対象。

（２）中井町中小企業緊急支援融資
【概要】新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企
業や個人事業主などを対象に、融資制度を創設しました。低
利の融資に加え、信用保証料の補助（上限50万円）と返済か
ら３年間の利子補給（全額）のサポートを受けることができる。
NPO対象。
 【対象】中井町のセーフティネット４号認定を受けた中小企業
等
【融資上限額】　1,000万円
【支援内容】３年間の約定利子の補給、信用保証料の補助（上
限50万円）
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?inf
o_id=12558

（１）除菌水の無料配布
【概要】新型コロナウイルス感染症予防のため、町民の皆さま
が安全に除菌できるよう無償で次亜塩素酸水（除菌水）の配
布を行います。
【配布日時及び場所】　７月１日より平日AM１０時〜PM４時
場所は、保健福祉センター１階で配布
【配布量】１人につき500ml
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?inf
o_id=12582

中井町 0465-81-1110 0465-81-1443 chiiki@town.n
akai.kanagawa
.jp
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大井町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.town.oi.kanagawa.jp/site/new-coro

該当なし ●緊急支援金 　新型コロナウイルス感染症拡大による影響を
受けているが、国の持続化給付金の対象とならない町内事業
者に対して交付しているが、「中小企業」に該当しないので対
象外。
●テイクアウト事業等導入支援金 　３月以降に住民生活支 援
としてテイクアウト事業等を導入した場合 。但し、NPOは対象
外。

該当なし 協働推進課 0465-85-5004 kyoudou@tow
n.oi.kanagawa.
jp
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山北町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/category/16-2-0-0-
0.html

該当なし （１）山北町中小企業・小規模事業者等持続化支援助成金
　国の持続化給付金の対象とならない町内事業者に対し、事
業の継続を支援するために助成金を交付。NPO等も対象。
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004843.html

（２）山北町中小企業・小規模事業者等緊急支援金
　事業の再起を支援するために支援金を交付。既に町が実施
している「山北町中小企業・小規模事業者持続化支援助成
金」や国の「持続化給付金」の交付を受けている方も対象者。
NPO等も対象。
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000004887.html

該当なし 企画政策課
企画班

０４６５－７５－３６５１０４６５－７５－３６６０kikaku@town.
yamakita.kana
gawa.jp
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開成町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/Info/1029

（１）開成町新型コロナウイルス感染症緊急支援金及び感
染防止協力金
国の持続化給付金制度の対象とならない事業者に対して一
律２０万円の緊急支援金を支給。NPO等も支援対象
https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/988

特に無し 企画政策課協
働推進担当

0465-84-0315 0465-82-5234 kyoudouka@to
wn.kaisei.kana
gawa.jp
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真鶴町 （１）新型コロナウイルス感染症に関する情報提供
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/covid19/index.html

専用の窓口はありませんが、個別相談で対応 （参考）●真鶴町感染症対策中小企業者等緊急支援給付金
法上の「中小企業」に該当しないと解されることから、NPOは対
象となりません。

●次亜塩素酸水溶液の無料配布 企画調整課 0465-68-1131 0465-68-5119 kik_kikakujouh
ou@town.mana
zuru.kanagawa
.jp
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湯河原町 【新型コロナウイルス感染症対策について】
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/fukushi/p04486.html
【新型コロナウイルスの影響による湯河原町の緊急経済対策
について】
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/chousei/kankousyou
kou/p04442.html
【新型コロナウイルス感染症に対する、湯河原町独自の新たな
施策について】
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/announcing-to-
public/p04560.html

（１）新型コロナウイルス感染症感染予防対策助成金
 １）町内の事業所等において、新型コロナウイルス感染症緊
急事 態宣言の解除後またはそれ以前から、事業の再開や継
続に必要 となる感染症の予防対策にかかった経費（マスク、
消毒液、仕 切り板、体温計等の購入費用、テイクアウト用の事
業経費など） の一部に対し助成
２） 神奈川県が感染予防対策を行っている事業所等の「見え
る 化」の PR として実施している「感染防止対策取組」に登録
し た事業所等に対して、上記に 1 万円を上乗せし助成。
https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/chousei/kankousyou
kou/p04614.html

地域政策課  0465-63-2111 0465-62-1991 kikaku@town.
yugawara.kana
gawa.jp
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