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●月極め駐車場
駐車場 区画 収容台数 駐車料金（月額）

大月駅西駐車場
自動車 131 9,500 円
バイク 67 1,000 円
自転車 30 500 円

猿橋駅西駐車場
自動車 98 5,000 円
バイク 67 1,000 円
自転車 42 500 円

笹子駅東駐車場 自動車 28 3,000 円
※ご利用の期間は、毎月 1 日～月末までの 1 か月単位となります

●アクセス
■所在地／大月市賑岡町　〔地図 4 図 A-2〕
■交　通／● JR 大月駅から徒歩 15 分（バス 5 分）
　　　　　● JR 猿橋駅から徒歩 20 分
　　　　　●中央自動車道大月 IC から車で 10 分
　　　　　●新宿へ特急で 60 分、特別快速で 89 分

　農林業施策

●大月市美しいふるさと作り活動支援
　豊かな自然環境の保全と有害鳥獣被害・不法投棄対策など
のため、市民が自主的で継続的に行う地域美化活動を支援す
ることにより、快適でやすらぎのある暮らしやすいふるさと
を創り出すことを目的としています。
■ 対象団体
　区、自治会、学校、商店街、企業、複数の個人など
■ 対象範囲
　市内の森林、里山など
■ 活動内容
　散乱ゴミの清掃や除草、下草刈り、つる切り、間伐、枯れ
木・倒木の処理
■ 市の支援
　活動内容により、刈払機の燃料・替え刃、ゴミ袋などの消
耗品を予算の範囲内で現物支給します。

　駐車場 土地開発公社　☎23-8053 　工業・商業 産業観光課　企業立地担当　☎20-1831

　産業支援 産業観光課　商工統計担当　☎20-1830

　岩殿ニュータウン（ゆりヶ丘団地分譲） 土地開発公社　☎23-8053

　農業・林業 産業観光課　農林業担当　☎20-1833・農業委員会　☎20-1836

　企業立地奨励制度
　新規企業の立地や既存企業の増設を支援することで産業の振興および雇用の創出を図り、市勢の発展に寄与することを目的と
して企業立地奨励金・雇用促進奨励金制度を制定しています。

●大月市企業立地促進条例に基づく奨励金
　工場・研究所・情報通信業などが対象施設です。
■ 交付要件

対象
新設 市内に土地を確保した後、3 年以内に操業を開始し、投下固定資産額が 5,000 万円以上または

新規常用雇用者が 20 人以上

増設 当該増設に係る投下固定資産額が 3,000 万円以上または当該増設に係る部分の新規常用雇用
者が 5 人以上

企業立地奨励金交付額 新設 3 か年間固定資産税額の範囲内
増設 1 か年間増額固定資産税額の範囲内

雇用促進奨励金交付額
新設 市民常用雇用者 5 人以上を雇用する事業者に対し市民常用雇用者の数に 10 万円を乗じて得た

額を交付（1 回限り）

増設 市民常用雇用者 2 人以上を雇用する事業者に対し市民常用雇用者の数に 10 万円を乗じて得た
額を交付（1 回限り）

　小口資金・中小企業設備近代化促進資金
　資金調達に苦慮している市内中小企業者および小規模企業者、小規模商工業者に対し、資金調達の軽減を図るため、『小口資金・
中小企業設備近代化促進資金制度』をご利用ください。

資金名 小口資金 緊急小口資金 設備近代化促進資金
あっせん対象者 中小企業者 小規模企業者 中小企業者

資金使途 運転資金 運転資金 設備資金
貸付限度額 750 万円 50 万円 750 万円

期間 5 年以内 1 年以内 3 年以上 5 年以内
保証人 2 名 要しない 2 名
利率 金融機関の定めるところ

利子補助 年度ごとに支払った利子に対し、契約金融機関の定める年利率のうち 1.5% に相当する額を上限に補助

保証料助成 － 保証協会に支払うべき保証料の 2
分の 1 を限度に補助 －
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　ふれあい農園

施設内容
貸付農地 市内在住

者使用料
（年額）区画数 1 区画の

面積

やながわ

管理棟（休憩室・賄い
場・シャワー・トイレ・
農機具庫）、水道、駐
車場、公園

170 区画 40 平方ｍ 8,000 円

さるはし 休憩室、水道、駐車場・
トイレ・農機具庫   20 区画 40 平方ｍ 7,000 円

※利用期間　4 月 1 日～ 3 月 31 日

　農地の取得や転用
・農地の権利移動や転用を行う場合は農業委員会または県知

事の許可が必要です。
・相続等によって農地の権利を取得したときには、農業委員

会への届出が必要です。

●中小企業者の範囲
　資本金または出資金が 3 億円以下で常時雇用する従業員
の数が 300 人（商業またはサービス業は 100 人、設備近代
化資金については、鉱業を主たる事業者については 1,000
人含む）以下の会社または個人。

●小規模企業者の範囲
　常時雇用する従業員の数が 20 人（商業またはサービス業
は 5 人）以下の会社または個人。

　小規模商工業者事業資金利子補給制度

●利子補給について
　毎年 10 月 1 日から翌年 9 月 30 日までの間に支払った利

子のうち、利子補給率（各借入資金で算出した利子の 60%）
により計算した額を補給します。
　ただし、利子補給の期間は各融資制度資金の借入日から 5
年以内とします。また同一の法人および個人に対して利子補
給金は年額 15 万円を限度とします。

●利子補給の対象となる融資制度
・株式会社日本政策金融公庫の小企業等経営改善資金
・山梨県商工業振興資金（大月市商工会の診査書に基づくもの）
・山梨県商工会連合会の商工貯蓄共済融資資金

●小規模商工業者の範囲
・市内に 1 年以上事業所を有する方で、引き続き事業を継続
  しようとする方
・市内に引き続き 1 年以上居住している方
・市税を完納している方




