
※各支援策の最新情報は、ホームページをご覧ください。
事業者向けの主な支援制度

相談内容・支援制度 制度の概要 お問合せ先（※電話対応のみ）
国の給付金、県の独自の支援策
【国】
持続化給付金

前年同月比５０％以上売上が減少した事業者
給付額(上限)：法人２００万円、個人事業主１００万円
→ https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570
8:30～19:00（土日祝日対応）

【福岡県】
持続化緊急支援金

前年同月比３０％以上５０％未満売上が減少した事業者
給付額(上限)：法人５０万円、個人事業主２５万円
→ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html

福岡県持続化緊急支援金
相談窓口 0570-094894

平日9:00～17:00 ※5月は土日祝日対応

【国】
雇用調整助成金

労働者の一時的休業などにより雇用維持を図った事業主への助成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07
.html

福岡労働局 助成金センター
092-411-4701(平日8:30～17:15)
雇用助成金コールセンター
0120-60-3999
9:00～21:00(土日祝日対応）

【国】
小学校休業等対応
助成金・支援金

小学校等の臨時休業等に伴い、
・子どもの世話のために従業員を休業させた事業主への支援
・子どもの世話のために休業した個人事業者等への支援
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html

学校等休業助成金・支援金等
相談コールセンター
0120-60-3999
9:00～21:00（土日祝日対応）

福岡市独自の支援策

店舗等の家賃支援
※休業要請協力施設への支援

県の要請を受け、対象期間で15日以上休業した施設や休業・時間
短縮営業した飲食店などの賃料を支援
・期間：4/7～5/6 賃料の５分の４、上限５０万円
・期間：5/7～5/31 賃料の５分の４、上限３０万円

→ https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/cotenpo.html

福岡市家賃支援相談窓口
092-739-8175
9:00～18:00（土日祝日対応）

市民生活に必要なサービス
を安全に提供する休業等要
請対象外施設への支援

県が作成した「基本的に休止を要請しない施設一覧」に該当する施
設への支援 ※売上が30％以上減少した事業者
※ 宿泊施設、飲食店（時短要請の対象となっている店舗）、市民と接する機会がない施設

（事務所、工場など）は除く。
・法人：一律15万円、個人事業主：一律10万円

→ https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/kyugyoyoseigai.html

支援金お問い合わせダイヤル
092-401-0019
平日9:00～18:00

※5/18～092-401-0029に変更

文化・エンターテインメント
事業継続支援

①ライブハウス、劇場等、音楽・舞踊等の貸スタジオに対し、無観客で
の映像配信に係る経費を支援（経費の５分の４、上限50万円）
→https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/contents/business/coce.html

②アーティスト、イベント関連事業者に対し、ウェブ配信動画制作費を
支援（１事業者当たり10万円、上限50万円）
→https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/contents/health/coce2.html

文化・エンターテインメント支援
専用ダイヤル
①080-6449-6441
080-6449-6442

②080-6449-6443
080-6449-6444
平日10:00～17:00

地域の飲食店を支える
テイクアウト支援

市内の中小企業・小規模事業者等の飲食店を支援
※持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、小売店は除く。
・認定された店舗に支援金１０万円

→https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/shukyaku/health/chiikinoinsyokutenwosasaerutakeoutshien.html

テイクアウト支援担当
博多区の店舗）080-8397-9256
中央区の店舗）080-8556-3314
東区・南区の店舗）080-8575-7977
城南区・早良区・西区の店舗）
080-2784-8052
10:00～18:00（土日祝日対応）

テレワークの導入を支援
市内に本店を置く中小企業・小規模事業者等にテレワーク導入費用
を支援
→ https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/tele.html

福岡市テレワーク促進委員会
092-852-3453

平日10:00～18:00

宿泊事業者への支援
宿泊事業者の宿泊施設内の消毒・除菌対応等の安全対策の強化
にかかる経費の支援
→ https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kankou-s/business/coskhk.html

福岡市宿泊事業者支援事務センター
092-451-3033,092-451-3027
9:30～18:00（土日祝日対応）

福岡市 コロナ相談窓口 検索

その他 デリバリーを利用したい 外出自粛に向けた飲食宅配の促進（デリバリー促進支援）
→ https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/yuuchi/business/coinsyokude.html

福岡市 クルーズ課
092-711-4559
平日9:00～17:00

感染拡大防止のため、電話でのお問合せ・オンライン申請のご協力お願いいたします。

5月13日現在の情報です。最新情報、詳細情報は
福岡市、国、県のホームページをご確認ください。
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福岡県 名称 概要

福岡県持続化緊急⽀援⾦

申請要件
　１．2020年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間（以下、対象期間という。）のうち、ひと月の売上が前年同月比30％以上50％未満減
少した月があること。
　２．対象期間のうち、前年同月比50％以上減少した月がひと月もないこと。
　３．国の「持続化給付⾦」を申請していないこと。

給付額：法人は 50万円　個人事業者は 25万円
※ただし、昨年１年間の売上からの減少分を上限。
※給付は１回限り。

　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html

新型コロナウイルス感染症に係る
中小企業生産性革命⽀援補助⾦

【中小企業設備導入支援型 】
　国のものづくり補助⾦の「特別枠」に採択された県内の中小企業等が取組む、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための、新製品開発・生産プ
ロセス改善等に必要な設備投資を⽀援。
　補助額：上限125万円
　補助率：1/12（国の補助率2/3と合わせると 補助率3/4）
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisanseikakumei-setsubidounyuu.html

【小規模事業者販路開拓支援型 】
　国の持続化補助⾦の「コロナ特別対応型」に採択された県内の小規模事業者等が取組む、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための、経営
計画を作成して取り組む販路開拓等を⽀援。
　補助額：上限12万5,000円
　補助率：1/12（国の補助率2/3と併せると補助率3/4）
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jizokuka-covid19.html

【テレワークツール導入支援型 】
　国のIT導入補助⾦の「特別枠」（C類型-2）に採択された県内の中小企業等のうち、「丙要件」に資するITツールを導入し、従業員がテレワークを実践
できるような環境を整備する事業者が取組む、テレワークツールの導入を⽀援。
　補助額：上限56万2,500円
　補助率：1/12（国の補助率2/3と併せると3/4）
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/telework-covid19.html

届出保育施設における
新型コロナウイルス
感染対策事業補助⾦

　福岡県内の届出施設（政令指定都市及び中核市に存する施設を除く）において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、届出保育施設
が購入する感染防止用の備品等の経費の一部を補助
　補助⾦限度額：１施設あたり15万円以内（補助率　10／10）
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/hoiku-corona-hojokin.html

新型コロナウイルス患者受入医療機関に対
する⽀援

新型コロナウィルス感染症患者の入院を受け入れた医療機関に対して、受入患者1人あたり30万円を給付。
※詳細な内容や手続きの方法などは現在調整中
　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/faq-j.html

福岡県　新型コロナウイルスに関する⽀援⾦　（令和2年5月18日　更新）



福岡県 名称 概要

宿泊事業者緊急⽀援補助⾦

補助対象者：福岡県内（北九州市及び福岡市を除く）で宿泊施設（旅館・ホテル、簡易宿所、民泊）の営業を行う中小企業者、小規模企業者、
個人事業主。
　※宿泊施設・・・旅館業法による許可を受けた施設及び住宅宿泊事業法の届出施設
　※中小企業・・・資本⾦5,000万円以下、従業員100人以下（小規模企業者・・・従業員5人以下）
補助率：補助事業実施に係る経費の４分の３
補助上限額
（１）ホテル、旅館、簡易宿所
　　　・客室数５室以上・・・１宿泊施設あたり上限50万円
　　　・客室数４室以下・・・１宿泊施設あたり上限20万円
（２）住宅宿泊事業（民泊）
　　　１宿泊施設あたり上限１０万円
補助対象経費：宿泊事業者の安心・安全を確保するための事業
（１）施設の消毒や清掃などの衛生対策に要する消耗品や備品の購入及び対応に必要な経費（マスク、消毒液、空気清浄機等の購入等）
（２）宿泊事業者が行う安全対策に関する情報発信（ホームページﾞ等の改修）等の広報経費

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fuku-hojo.html

新型コロナウイルス感染症に係る
中小企業・小規模事業者応援補助⾦

　既存の補助⾦について、特に厳しい状況にある事業者を対象に、県の補助⾦を上乗せし、以下の⽀援によって事業者の自己負担を軽減。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-business-oenhojokin.html
【商店街振興】：移動スーパーへの参入を⽀援。
【事業承継】：事業承継の課題解決に必要な経費を⽀援。
【生産性向上】：生産性向上⽀援センター利用企業が取組む、生産性向上に資する設備投資を⽀援。
【製品開発支援】：ものづくり中小企業の新製品開発を⽀援
【人材確保】：県外のプロフェッショナル人材が副業・兼業で、県内中小企業に勤務する際の移動費を⽀援
【Ｒｕｂｙ】：Ｒｕｂｙを活用した革新的な製品の開発を⽀援。
【ロボット・システム】：ロボット、半導体関連製品開発・実証を⽀援
【ＩｏＴ】：ＩｏＴシステムに関連した製品及び実用化に向けた試作品開発を⽀援。
　　　　　　　ＩｏＴ関連製品の量産化を⽀援。
【水素 】：水素関連製品の開発や実用化を⽀援。
【有機ＥＬ】：有機ＥＬ分野への参入を目指す企業の製品開発、販路開拓等を⽀援。
　　　　　　　県内化学メーカーが有機ＥＬ等発光材料のサンプルを合成するための費用を⽀援。
【医療・福祉】：医療・福祉機器の開発、可能性調査を⽀援。
【観光資源の魅力向上（サイクルスタンド等の整備）】：飲食店等へのサイクルスタンド等の整備を⽀援。
【観光資源の魅力向上（インバウンド対応の施設改修）】：インバウンドへの体験プログラム提供に向けた施設改修等を⽀援。
【地場産業の振興】：大川インテリア産業再生に寄与する新事業実施を⽀援。
【受入環境の整備】：宿泊事業者が行う受入対応強化に資する施設改修等を⽀援。詳しくは、各補助⾦のページを参照。
　宿泊施設（ホテル、旅館、簡易宿所）→　福岡県宿泊施設受入対応強化補助金：
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shukuhaku-hojo.html
　住宅宿泊事業（民泊）→　福岡県民泊施設受入対応強化補助：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/minnpaku-hojo.html



区市町村 名　称 概　要

あ 芦屋町 芦屋町内事業所事業継続⽀援給付⾦ 　新型コロナウイルスに関する独自⽀援として、町内で事業を営む事業所を対象に、事業所事業継続⽀援給付⾦10万円を⽀給。
　https://www.town.ashiya.lg.jp/site/coronavirus/11843.html

飯塚市 緊急対策事業 　・国、県の融資制度（市が指定する11 事業）を活⽤した事業者（⼤企業を除く）に対し、30 万円交付（事業継続応援事業）
　・市内の医療施設に勤務される⽅（⾮正規職員を含む）に対し、3 万円交付
　・市内の保育施設、放課後児童クラブに勤務する⽅（⾮正規職員を含む）に対し3 万円交付
　・ひとり親家庭等応援⾦：児童扶養手当を受給している飯塚市民に対し1世帯につき5万円を⽀給。
　https://www.city.iizuka.lg.jp/hisho/shise/gaiyo/shicho/message/coronashien.html

感染症拡⼤防止協力⾦ 　飛沫感染防止や休業などに取り組む、市内で商工業を営む中小企業（個人事業主を含む）に、感染拡⼤防止協力⾦を給付。
　　1事業者あたり10万円
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

花き生産者等緊急⽀援給付⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月または4月の販売額が、前年同月比10％以上減少した花き生産者・肥育牛生産者に給付。
　　1戸あたり10万円
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

漁業者緊急⽀援給付⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月または4月の販売額が、前年同月比10％以上減少したカキ養殖・一本釣漁業者などに給付。
　　1戸あたり10万円
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

医療施設等感染症対策⽀援⾦ 　新型コロナウイルスの感染リスクがあるにも関わらず、献身的に対応されている医療機関等に従事する職員等への⽀援として、給付します。⾦額の算定や
申請は施設ごとに行い、各施設へ給付。
　　病院・診療所・歯科診療所・・・1施設あたり20万円。病院・診療所は病床数に応じて加算
　　薬局・・・1施設あたり10万円
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

介護保険施設等感染症対策⽀援⾦ 　新型コロナウイルスの感染リスクがあるにも関わらず、献身的に対応されている施設職員等への⽀援として給付します。⾦額の算定や申請は施設ごとに行
い、各施設へ給付。
　　介護保険施設・・・入所者1人あたり1万円
　　介護事業所・・・1施設あたり10万円
　　居宅介護⽀援事業所・・・介護⽀援専門員1人あたり1万円
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

障害者福祉施設等感染症対策⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策等を強化し、集団発生の予防に努めている施設職員等への⽀援として給付します。⾦額の算定や申請は施
設ごとに行い、各施設へ給付。
　　入所施設・・・入所者1人あたり1万円
　　通所施設等・・・1施設あたり10万円
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

障害児福祉施設等感染症対策⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の感染予防対策等を強化し、集団発生の予防に努めている施設職員等への⽀援として給付します。⾦額の算定や申請は施
設ごとに行い、各施設へ給付。
　　1施設につき10万円
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

福岡県　市区町村別　新型コロナウイルスに関する⽀援⾦　（令和2年5月18日　更新）

⽷島市



区市町村 名　称 概　要

保育所等感染症対策⽀援⾦ 　緊急事態宣言期間中、3密環境になりやすい保育施設等で働く保育士等への⽀援として給付します。⾦額の算定や申請は施設ごとに行い、各施設へ
給付。
　　1施設あたり10万円（居宅訪問型保育事業者は2万円）に、園児数1人あたり2,000円を加算して⽀給
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

届出保育施設感染症対策⽀援⾦ 　緊急事態宣言期間中に届出保育施設を利⽤している保護者が自宅保育を行い、施設が日割りでの料⾦減額を行った場合、その減額分を市から当該
施設に交付。
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

住居確保給付⾦ 　休業などに伴う収入の減少により、住居を失う恐れが生じている人を対象に、原則3カ月、最⼤9カ月、家賃相当額を⽷島市から家主に⽀給する制度で
す。新型コロナウイルス感染症の影響により、住居確保給付⾦の給付対象要件が緩和されたため、給付費を増額。
　　給付⾦：約2,800万円（国庫補助3/4）
　https://www.city.itoshima.lg.jp/s004/010/010/150/010/20200424190157.html

中小企業・小規模事業者緊急⽀援 　売上が前年同月比20％以上減少したううきは市内の中小企業、小規模事業者に一律10 万円の⽀援⾦給付（1事業者に対し1回のみの交付）
　http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=44&type=top&id=1362

テイクアウト・デリバリー応援事業費補助⾦ 　新型コロナウイルス感染症により影響を受けている飲食業等を営む小規模事業者を⽀援する事業を行う者に対し 、テイクアウト・デリバリー応援事業費補
助⾦を予算の範囲内において交付。テイクアウト、デリバリーサービスを新規開始する団体へ補助対象経費の全額とし、150万円を上限に⽀給。
　※令和2年5月11日（月）受付終了
　http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=44&type=top&id=1366

宇美町 小規模事業者応援給付⾦ 　新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により、営業活動の縮小または休業等を余儀なくされ、売上高が著しく減少した事業者（法人・個人事業主）を応
援するため、小規模事業者応援給付⾦（以下「給付⾦」という。）を給付。
　給付対象者：下記の条件をすべて満たす者
　　(1)宇美町内に主たる事務所または事業所等を有すること
　　(2)常時使⽤する従業員（正社員と同等の勤務時間であるアルバイト、パート従業員を含む）が２０人以下の事業者（法人・個人事業主）
　　(3)設立または開業の日が、令和２年１月１日以前であって、給付申請日時点において閉鎖または廃業していないこと
　　(4)令和２年３月または４月の売上高が前年同月比で30％以上減少していること
　　　 ※ただし、設立（開業）後１年未満の者は、対象月の前３月の平均の売上高と比較する。（例：４月であれば、令和２年１～３月の平均売
上高と比較）
　　(5)個人事業主については、主たる収入が営業収入であること（全収入の50％以上）
　給付額：１営業所あたり10万円（主たる事業所の数が2以上ある場合は上限20万円）
　https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/23/14539.html

新型コロナウイルス感染拡⼤防止休業店舗
協力⾦

　新型コロナウイルス感染拡⼤防止のため、対象期間内において⼤川市内の対象施設（店舗）の休業に協力する事業者に対し、⼤川市新型コロナウイ
ルス感染拡⼤防止休業店舗協力⾦を交付。
　協力⾦の額：協力⾦の額は、１施設（店舗）につき１０万円とする。２施設（店舗）以上有する事業者は、２０万円を限度額とする。
　https://www.city.okawa.lg.jp/s034/content/youkou.pdf

事業継続応援⾦ 新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を受け、売上が⼤きく減少している市内の事業者の事業継続を⽀援するため、⼤川市独自の応援⾦を⽀給。
⽀給額
　国の持続化給付⾦の給付対象事業者・・・・・・１０万円
　福岡県の持続化緊急⽀援⾦の給付対象事業者・・・５万円
　※国・福岡県両⽅の給付対象となった場合、交付限度額の１０万円まで⽀給
　http://www.city.okawa.lg.jp/s033/gaiyou2.pdf

うきは市

⼤川市



区市町村 名　称 概　要

⼤⽊町 中小企業者等持続化⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症拡⼤により⼤きな影響を受けている事業者への⽀援として、「⼤⽊町中小企業者等持続化⽀援⾦」を⽀給。
　補助対象者
　（1）国の持続化給付⾦の交付決定を受けている⽅（個人事業主、法人問わず）
　（2）福岡県持続化緊急⽀援⾦の交付決定を受けている⽅（個人事業主、法人問わず）
　（3）（1）、（2）の給付要件を満たす⽅
　補助要件
　（1）令和2年1月1日時点で町内に主たる事務所又は事業拠点を有する中小企業者等であること。
　（2）今後も事業を継続する意思があること。
　補助⾦の額（※給付は1回限り）
　　・国の持続化給付⾦の交付決定を受けた場合　　法人格を有する事業者等・・・15万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 個人事業者等・・・10万円
　　・福岡県持続化緊急⽀援⾦の交付決定を受けた場合　　法人格を有する事業者等　10万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 個人事業者等　5万円
　http://www.town.ooki.lg.jp/soshiki/sangyo/syoukou_kannkou/6/5133.html

中小企業等緊急⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げに⼤きな影響を受けている市内の中小企業・個人事業主で、 国の持続化給付⾦または福岡県持続化
緊急⽀援⾦の給付を受けた人に対し、市から一定額を給付。
　対象者：次の要件をいずれも満たす人
　　1　国の持続化給付⾦または福岡県持続化緊急⽀援⾦の給付を受けた事業者
　　2　法人：本店が⼤野城市内にあること、または確定申告書に記載の納税地が⼤野城市であること
　 　　 個人：確定申告書の所得税青色申告決算書または収⽀内訳書に記載の事業所所在地が⼤野城市であること
　給付額：一律10万円（1回限り）
　http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s097/20200511095505.html

雇⽤調整推進奨励⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により、⼤きな影響を受けている市内の中小企業・個人事業主で、国の雇⽤調整助成⾦などを受けた人に対し、市から
一定額を給付。
　対象者：以下の要件をすべて満たす人。
　　1．令和2年1月24日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、次のいずれかの助成を受けた⽅。
　　　　　雇⽤調整助成⾦
　　　　　緊急雇⽤安定助成⾦
　　　　　小学校休業等対応助成⾦
　　2．上記1．の⽀給決定を受けた主たる事業所が⼤野城市内にあること。
　給付額：一律10万円（1回限り）
　http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s097/20200511192910.html

高齢者施設等特別⽀援⾦ 　市内に所在する「介護保険サービス事業所及び高齢者施設等」を運営する事業者に対し、1施設等当たり10万円の特別⽀援⾦を給付。
給付要件：給付に当たっては、以下の要件を付す。
　　ア　特別⽀援⾦の全額を、高齢者施設等の従事者が安心して業務に従事し続けられるための取組（衛生⽤品の購入や従業者への手当など）に直ち
に活⽤すること。
　　イ　上記アの取組の内容を対象の高齢者施設等の全ての従事者に公表すること。
　⽀給額：1施設あたり10万円
　http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s048/050/010/200/110/20200511180415.html

⼤野城市



区市町村 名　称 概　要

感染拡⼤防止に協力する事業者等への⽀
援⾦

（1）休業要請等に協力いただいている事業者に対して⽀援⾦を交付。
　［対象］県の要請等に応じ、4月23日（⽊）から5月6日（水）までの期間、休業や営業時間の短縮を行う事業者
　［交付額］一律10万円
（2）売上が⼤きく減少している事業者に対して⽀援⾦を交付。
　［対象］売上が前年同月比で50％以上減少している事業者
　［交付額］法人は一律10万円、個人は一律5万円
　https://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=14069

飲食店等をはじめとした事業者への家賃⽀
援⾦

　売上が⼤きく減少している飲食店等に対して家賃の一部を交付。
　［対象］令和2年2月～6月のいずれかの売上が、前年同月比で50％以上減少している飲食店等を経営する事業者
　［交付額］家賃2ヶ月分の8割（最⼤20万円）
　https://www.city.omuta.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=14069

緊急つなぎ給付⾦ 　町内の事業所などを対象に、国の「持続化給付⾦」、県の「福岡県持続化緊急⽀援⾦」が⽀給されるまでの「つなぎ資⾦」として、町独自の給付⾦を迅
速に⽀給
　【給付額】　前年の総売上（事業収入）－前年同月に比べて30パーセント以上減少している月の売上×12カ月
　　　　　　　　　注：法人は20万円、個人事業者は10万円を上限。
　http://www.town.okagaki.lg.jp/s027/050/030/110/20200424135445.html

休業等協力店舗⽀援⾦ 　町内に施設（店舗）があり、県の休業等要請に基づき「休業」または「時短営業」に協力している事業者に、町独自の⽀援⾦を⽀給。
　【給付額】　1施設（店舗）あたり10万円
　　　　　　　　注：町内で2施設（店舗）以上経営している事業者は上限20万円
　http://www.town.okagaki.lg.jp/s027/050/030/120/20200509104838.html

小郡市 新型コロナウイルス感染症対策事業者応援
⾦

　以下の要件を満たす事業者に一律10万円を⽀給。
　　1.応援⾦を申請する日時点で小郡市内に本店などの主たる事業所を有する者
　　2.国の持続化給付⾦又は福岡県持続化緊急⽀援⾦を⽀給された者
　https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/278/4638

新型コロナウイルス感染症対策事業所⽀援
⾦

　新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している町内事業者の事業継続を⽀援するため、町が独自で⽀援⾦を交付。
　⽀給額：1事業者あたり一律10万円（1事業所につき1回限り）　※1事業主で複数の事業を行っている場合、1事業のみ申請可。
　http://www.town.onga.lg.jp/topics.html?yy=2020&mm=5&key=1224

新型コロナウイルス感染拡⼤防止に伴う休
業協力店舗⽀援⾦

　新型コロナウイルス感染拡⼤防止のため、町内の施設または店舗の休業および時間短縮営業にご協力いただいた事業者へ、町が独自で⽀援⾦を交付。
　⽀給額：1つの店舗あたり一律10万円（1事業者につき1回限り）　※2つ以上の店舗がある場合、20万円を限度。
　http://www.town.onga.lg.jp/topics.html?yy=2020&mm=5&key=1230

か 中小企業等応援⾦ 　前年と比較し、売上高が急激に減少（30％以上）した事業者（中小企業・個人事業者）を⽀援することを目的に、定額で10万円（※1事業者に
つき、1回限り。）の現⾦を給付。
　対象：１「持続化給付⾦（国）」または「持続化緊急⽀援⾦（福岡県）」の給付決定を受けた事業者
　　　　　 ２ 法人：本店が春日市内にあること、または直近の確定申告書に記載の納税地が春日市であること
　　　　　　　 個人：直近の確定申告書の青色申告決算書、または収⽀内訳書に記載の事業所所在地が春日市であること
　https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kenkou/kenkouinfo/1005921/1006143/1005781.html

春日市

⼤牟田市

岡垣町

遠賀町



区市町村 名　称 概　要

雇⽤維持等奨励⾦ 　新型コロナウィルス感染症の感染拡⼤を防止するため、国の雇⽤調整助成⾦などを活⽤し、休業手当などを⽀給することで労働者の雇⽤維持を図ってい
る春日市内の中小企業・個人事業主へ定額で10万円（※1事業者につき、1回限り。）の奨励⾦を⽀給。
　対象：以下の要件を満たす中小企業・個人事業主
　　1　春日市内に休業などを実施する主たる事業所があること
　　2　次のいずれかの制度（助成⾦）の⽀給決定を受けていること
　　　　ア：新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇⽤調整助成⾦」
　　　　イ：「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成⾦」
　https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosodate/kenkou/kenkouinfo/1005921/1006143/1005800.html

粕屋町 小規模企業者協力⽀援⾦（店舗家賃補
助）

　国の緊急事態宣言に基づいた福岡県の休業要請等を受け、休業や営業時間の短縮を行った小規模企業者に対し、粕屋町の商工業の⽀援を目的とし
て、店舗等家賃の⽀援。
　⽀援⾦額：対象事業者につき店舗家賃賃料の1か月分が対象で、その賃料の80％を1回に限り補助。（上限20万円）
　https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s029/030/010/010/100/20200428133210.html

市民の生活⽀援 （1）水道料⾦基本料⾦の半年間の半額免除：令和2年5月検針分から（令和2年6月請求分から）
（2）学校給食費の半年間の免除：令和2年5月分から
（3）保育所副食費の半年間の免除：令和2年5月分から
（4）奨学⾦貸付⾦の1年間の返済猶予： 令和2年5月返済分から（猶予希望者）
　https://www.city.kama.lg.jp/site/coronavirus/14841.html

中小企業等緊急⽀援給付⾦ 　国の「持続化給付⾦」及び福岡県の「中小企業緊急⽀援⾦」の対象とならない中小企業等（売上が昨年比15％～29％減少した事業者）に対し、
一律10万円を、予算成立後、要件が整えば直ちに給付。
　https://www.city.kama.lg.jp/site/coronavirus/14841.html

市内飲食店⽀援 　食店が発行する食事券の購入を推進し、飲食店の事業継続を⽀援する。 当初は、市職員への特別定額給付⾦の⽀給を踏まえ、市職員に食事券購
入を勧奨し、市民の利⽤拡⼤を目指す。
　https://www.city.kama.lg.jp/site/coronavirus/14841.html

医療機関等緊急環境整備交付⾦ 　医療機関及び社会福祉施設等に対し、従業者の処遇改善や環境改善（マスク、衛生器具の購入など）に要する費⽤を⽀援するため、一律20万円
を、予算成立後1か月間を目途に交付。
　https://www.city.kama.lg.jp/site/coronavirus/14841.html

緊急雇⽤維持助成⾦ 町民の雇⽤の維持を図ることを目的に、国の雇⽤調整助成⾦の⽀給決定を受けた町内に事業所を有する事業主に対して、国の助成に加え、町が最⼤
50万円の助成。
　https://www.town.kanda.lg.jp/_1030/_1159/_6253.html

新型コロナウイルス感染症対応⽀援給付⾦ 　緊急事態宣言下において児童を預かる保育所等に対し、給付⾦を⽀給します。
　○対象施設等：町内の認可保育所、幼稚園、届出保育施設、放課後児童クラブ

　○給付⾦の額：次の(1)基本額と(2)加算額を合算した額を⽀給します。
 　 (1)基本額：1施設あたり20万円
  　(2)加算額：令和2年4月1日現在の在籍児童数(町外者含む)×3,000円（上限40万円）
　https://www.town.kanda.lg.jp/_1324/_6235.html

嘉麻市

苅田町



区市町村 名　称 概　要

小規模事業者等応援給付⾦ 　以下のすべての要件を満たす小規模事業者等（常時使⽤する従業員の数が20人以下の法人及び個人事業者）に一律20万円を⽀給。
　　 (1)  苅田町内で現に事業活動を行っている事業所または店舗等を有していること
　 　(2)  令和元年12月末までに開業しており、申請時点で事業を営んでいること
　 　(3)  2019年分の確定申告を済ませていること
 　　(4)  令和2年3月または4月の売上高が前年同月比で15％以上減少していること
　　　　　  ※ ただし、開業1年1か月未満や店舗増加等で単純な売上高の前年比較が困難なときは、令和元年12月の売上高と比較する
 　　(5)  苅田町内の事業所で常時使⽤する従業員の数が20人以下で事業を営む者であること
 　　(6)  町税ほか町徴収⾦の滞納がないこと
 　　　　　 ※ ただし、新型コロナウイルス感染症に係る措置により徴収猶予の適⽤を受けた場合はこの限りではない
 　　(7)  暴力団及び暴力団員と密接な関係がないこと
　https://www.town.kanda.lg.jp/_1030/_1159/_6270.html

施設への賃借料⽀援 　緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業や時間短縮営業の協力要請・協力依頼を受け、休業等した中小企業・小規模事業者等の施設の賃
借料を⽀援。
　　補助率：5分の4	
　　補助上限額：40万円
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901240.html

宿泊事業者への⽀援 （1）宿泊モニターキャンペーンの実施
　割引販売を条件に市が部屋を買い上げ、宿泊モニターに格安で販売するキャンペーンを実施し、市内宿泊事業者の早期業績回復を⽀援。
　販売価格：1人泊あたり1,000円から3,000円
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901239.html

（2）宿泊施設を活⽤したテレワーク⽀援（テレワーク推進北九州応援プラン）
　家庭で仕事ができない⽅へWi－Fi環境の整った市内宿泊施設をテレワークの場として提供することにより、テレワークの推進を図るとともに、宿泊者の減少
により厳しい経営を強　いられている宿泊事業者を⽀援。
　補助率：2分の1	
　補助上限額：1人1日利⽤あたり3,000円
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901239.html

飲食店への⽀援 （1）クラウドファンディングによる飲食店等の⽀援（キタキュウYELLプロジェクト「夏に行く券」）
　　クラウドファンディングを活⽤して、市民が先払いで飲食店・サービス業等を応援するサイトを新設し、飲食店等を⽀援。

（2）⼤手小売店等とタイアップしたデリバリーサービスの⽀援
　　⼤手小売店等とタイアップしてデリバリーサービスを構築し、地元飲食店が登録できるようにすることで応援する仕組みづくりを行い、飲食店等を⽀援。

（3）我がまち思いやりデリバリー事業
　　地域でデリバリーサービスを提供する団体を⽀援することで、地域における自主的な取組を促し、飲食店の売上げ向上や住民の利便性向上を図る。
　補助率：10分の10	
　補助上限額：150万円（50万円×3か月）
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901239.html

北九州市



区市町村 名　称 概　要

北九州市持続化緊急⽀援⾦ 　市内の中堅・中小法人及び個人事業者等で、福岡県持続化緊急⽀援⾦の⽀給認定を受けた事業者に対して、事業の継続を下⽀えするため、⽀援
⾦を⽀給。
　　中堅・中小企業等：一律20万円
　　個人事業主・フリーランス：一律10万円
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901239.html

感染防止対策の店舗改修費の⽀援 　緊急事態宣言の終了に伴う事業再開に向け、人が集まる店舗等において市民の感染予防の徹底を図るため、感染予防に取り組む市内の中小企業等
に助成。
　　対象：市内中小企業者、個人事業主のうち、別途定める要件を満たす事業者
　　補助上限額：20万円（自己負担5万円）
　　対象経費：換気扇の設置費⽤、飛沫感染防止の間仕切り等、⾮接触型自動水栓の工事等にかかる経費　など
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/09901239.html

医療・福祉等を⽀える従事者への⽀援 　・歯科・薬局を含む医療機関、高齢者施設、障害者施設に対し、施設の規模等に応じて、5万円から600万円を給付。
　・保育所・放課後児童クラブ・幼稚園等に最⼤60万円を給付。
　・感染症患者の入院受入れ1人につき30万円を福岡県とは別に⽀給。
　・人工呼吸器やポータブルX線装置、新型コロナウイルスPCR試験機などの備品導入にあたって「コロナ対策⽤備品購入⽀援補助⾦」を創設。（購入資
⾦の5分の4、上限1000万円）
　https://www.city.kitakyushu.lg.jp/soumu/333_00005.html

住民生活等に対する⽀援策 　(1) 水道料⾦に係る基本料⾦の減免：官公庁を除く、全ての水道使⽤者の基本料⾦を６月請求分から６か月分減免。
　(2) 子育て世帯への臨時特別給付⾦の上乗せ給付：児童手当を受給する世帯に対し⽀給する「子育て世帯への臨時特別給付⾦（対象児童１人
当り１万円）」に、５千円を上乗せして給付。
　(3) ひとり親家庭などへの⽀援⾦：児童扶養手当の受給要件を満たすひとり親家庭などの生活を⽀援するため、対象児童１人当り１万円を給付。
　http://www.town.kurate.lg.jp/seisaku/documents/covid19_dokujishiensaku.pdf

事業者等に対する⽀援策 　(1) 中小企業等（法人・個人）への⽀援：福岡県持続化緊急⽀援⾦の対象となった町内の中小企業等（法人・個人）に対し、法人は最⼤ 25
万円、個人は最⼤ 12.5 万円を現⾦給付。
　(2) 医療、介護、福祉施設等へのマスクの配布：医療、介護、福祉施設等へサージカルマスクを配布し、施設等の衛生環境の確保について⽀援。
　(3) 医療提供施設への⽀援：医療提供施設（医業・歯科医業）における患者の受入体制の整備に要した費⽤等について⽀援。
　http://www.town.kurate.lg.jp/seisaku/documents/covid19_dokujishiensaku.pdf

久留米市 飲食等店子・⼤家さん助けあい⽀援減税 　店舗の家賃を減額された貸主（⼤家さん）の固定資産税・都市計画税の減免を行うことにより、飲食店等（店子さん）への家賃の減額を促し、新型コ
ロナウイルスの影響で経営が厳しくなっている飲食店等の自営業者の皆さまへの⽀援に繋げる。
　　減免対象となる⽅：急事態宣言の対象期間中に市内店舗（業種は限定しない）の家賃を減額した不動産所有者の⽅。
　　減免される額：対象物件にかかる令和２年度固定資産税・都市計画税年税額100％（家屋のみ）または家賃減額の110％のいずれか低い額を
減免。
　https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2090zeikin/3050koteishisan/2020-0427-1404-262.html

鞍手町



区市町村 名　称 概　要

中小企業事業継続⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により売り上げが減少した事業所を⽀援する町独自の施策として、次の１～4の条件をすべて満たす事業所に「中
小企業事業継続⽀援⾦（法人、個人事業主ともに20万）」を交付。
　1. 桂川町内に事業所を有すること。
　　【法人】本店所在地が桂川町内にあること。
　　【個人事業主】主たる事業所が桂川町内にあること。
　2. 令和２年４月もしくは５月の売上高が前年同月比で１５%以上減少していること。
　　　※ただし、開業後1年に満たない場合、あるいは業態の変化により単純比較できない場合は申請月の前３ヶ月間の平均売上⾦額と比較する。
　3. 設立または開業の日が、令和２年1月1日以前であって、交付申請日の時点において閉鎖または廃業していないこと。
　4. ⽀援⾦交付後も経営を継続する意欲があること。
　http://www.town.keisen.fukuoka.jp/news/newsDetail.php?POS=0&DISPCAT=0&SEQ=4918

その他 　・就学援助を受ける家庭に対して子ども1人当たり2万円⽀給。
　・児童扶養手当を受給するひとり親家庭などにも同3万円⽀給。
　・全利⽤者を対象に水道基本料⾦の半額を5月請求分から5カ月間、免除。
　・感染リスクと向き合いながら業務に取り組む放課後児童クラブや保育施設の職員（町立の正規職員除く）には、1人当たり3万円を⽀給。
　https://www.nishinippon.co.jp/item/n/608074/

上毛町 新型コロナウイルス感染拡⼤防止休業協力
店舗⽀援⾦

　緊急事態宣言を受けて、新型コロナウイルス感染拡⼤防止に協力する下記の対象施設（店舗）に対し、⽀援⾦を⽀給。
　　対象休業期間：令和2年5月11日（月曜日）から5月31日（日曜日）の間で連続して1週間又は2週間以上休業をする施設。
　　⽀給⾦額：1.連続して1週間以上休業した場合、1事業主当たり10万円
　　　　　　　　　 2.連続して2週間以上休業した場合、1事業主当たり20万円
　　※令和2年4月7日以降新たにテイクアウトサービスを始め、かつ休業期間中もテイクアウトサービスを行う場合に10万円を加算。
　https://www.town.koge.lg.jp/daiji_oshirase/2577.html

古賀市 小規模事業者緊急⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、売り上げの減少が生じている市内小規模事業者の事業継続を⽀援するため、緊急⽀援⾦を給付。
⽀給対象者：古賀市内に主たる事業所・店舗等を有し、令和2年3月から5月のいずれかの月の売上が新型コロナウイルス感染症の影響により、50％以
上減少している小規　模事業者
　⽀給額：1事業者あたり10万円（1回まで）
　https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/shoukou/035.php

さ 篠栗町 小規模事業者緊急⽀援事業補助⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが⼤きく減少した事業者を⽀援する町独自の施策として、補助⾦を交付。
　https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/info_singatakorona/3183.html

志免町 小規模事業者緊急⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の急速な拡⼤等の影響で、売り上げの減少が生じている町内小規模事業者に対して、事業継続のための緊急⽀援⾦を給
付。
　対象者：小規模事業者（中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者のこと(商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下））で以
下の要件を満たすもの。
　　・志免町内に主たる事業所・店舗等を有すること。
　　・⽀援⾦受領後も経営を継続する意欲があること。
　　・新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、令和2年3月または4月の売上が前年同月比で30％以上減少していること。
　　　※但し、起業後1年に満たない者は、令和2年3月または4月前の3か月の売上高の平均と比較する。
　⽀給額：1事業者あたり10万円（1回まで）
　https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/21/shimetownsyoukibojigyousyakinkyusiennkin.html

桂川町



区市町村 名　称 概　要

新宮町 小規模事業者応援給付⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが⼤きく減少した事業者を応援する町独自の施策として、応援給付⾦を⽀給。
　　⽀給対象：次の条件をすべて満たす事業者
　　　(1)新宮町内に主たる事業所もしくは店舗等を有すること
　　　(2)令和2年4月の売上高が前年同月比で30パーセント以上減少していること
　　　(3)主たる所得が営業等所得であり前年同月の売上高が30万円以上であること
　　　　(注1)起業後1 年に満たない者、あるいは業態変化により単純比較できない場合、令和元年12 月の売上高、または令和2年1月から令和2年3
月までの3か月間における平均売上高の額と比較する。
　　　(注2)常時使⽤する従業員が20人以下(商業、サービス業では5人以下)の事業者。
　　⽀給額：法人　10万円　、　　個人事業主　15万円
　https://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/49,31563,372,307,html

須恵町 小規模事業者応援給付⾦ 　新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により、売上高が著しく減少した事業者（法人・個人事業主）を応援するため、小規模事業者応援給付⾦（以下
「給付⾦」という。）を給付。
対象事業者：以下のすべてに該当する事業者（法人・個人事業主）が対象です。
　◆　須恵町内に主たる事務所または事業所等を有すること。
　◆　常時使⽤する従業員（正社員と同等の勤務時間であるアルバイト、パート従業員は含まない）が２０人以下の事業者（法人・個人事業主）で
あること。
　◆　設立または開業の日が令和２年１月１日以前であって、申請日時点で閉鎖、廃業していないこと。
　◆　個人事業主については、主たる収入が事業（農業・営業等）収入であること（全収入の５０％以上）。
　◆　令和２年１月分から９月分のうち１か月の売上高が前年同月比で３０％以上減少していること。　※ただし、設立（開業）後１年未満の場合
は、令和元年１２月等の売上高と比較する。
　◆　申請月の前年同月の売上高が３０万円以上であること。　※ただし、設立（開業）後１年未満の場合は、令和元年１２月等の売上高が３０
万円以上であること。
⽀給額：一事業者あたり１０万円　（一事業者につき一回のみ申請できます）
　http://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/6/syokibojigyousyaouenkyuuhukin.html

添田町 新型コロナウイルス感染拡⼤防止休業店舗
協力⾦

　休業等協力要請を受け休業した対象施設に対し、10 万円の協力⾦。
　　※2020年5月18日時点の添田町HPでは確認できず。

た 田川市 事業者⽀援⾦制度 　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内に事業所を有する事業者、感染症拡⼤防止のため施設の使⽤停止の協力要請に応じて施設を休止す
る事業者に対して、⽀援⾦を⽀給。
 対象者： ①市内に事業所を有し事業を営む事業者〔全業種対象、一部の法人等を除く〕
　　　　　　　②市内に事業所を有し事業を営む事業者で福岡県コロナウイルス感染症対策本部長の要請(※)に応じて施設を休止する事業者
 ⽀援⾦の額：上記①は、1事業者につき 10万円〔2以上の事業所等がある場合も同じ〕
　　　　　　 　　　上記②は、1事業者につき 20万円〔2以上の事業所等がある場合も同じ〕
  https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0036776/index.html

雇⽤調整推進奨励⾦ 　以下の要件を満たし、国の雇⽤調整助成⾦又は小学校休業等対応助成⾦の給付を受ける中小企業・個人事業主が対象。
　　1　休業等を実施する主たる事業所が太宰府市内に存すること。
　　2　令和2年1月24日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由として、国の雇⽤調整助成⾦又は小学校休業等対応助成⾦の⽀給
決定を受けていること。
　給付額：1事業所あたり1回限り10万円。
　http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/korona_important/17144.html

太宰府市



区市町村 名　称 概　要

がんばろう令和⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により⼤きな打撃を受けている市内の中小企業・個人事業主に対し、国の持続化給付⾦又は県の持続化緊急⽀援⾦
に一定額を限度に加算して給付。なお、国又は県の申請要領の変更に伴いがんばろう令和⽀援⾦の申請⽅法についても変更になる場合があり。
　給付額：売上の減少額に応じ、国・県の給付⾦に加算して、最⼤30万円を給付。
　http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/korona_important/17142.html

高齢者施設等従事者特別⽀援⾦給付事
業

　令和2年5月7日現在で市内に所在する介護保険サービス事業所、高齢者施設等（以下「高齢者施設等」といいます。）を運営する事業者に対し、1
施設等当たり10万円の特別⽀援⾦を給付。
　http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/korona_important/17192.html

⼤刀洗町 休業要請協力⾦ 　今般の新型コロナウイルス感染症による福岡県からの休業要請等に伴い、自主的に休業又は時間短縮営業を実施した中小企業者等に対して、休業等
に対する協力⾦を⽀給。
　対象：本店（個人事業の場合は主たる事業所）が⼤刀洗町にあり、福岡県からの休業要請等の対象業種で、令和2年4月14日以降に7日間以上
休業または時間短縮営業を実施した中小企業及び個人事業主。
　⽀援内容：一律10万円
　https://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_02252.html

【第1弾】筑後市新型コロナウイルス感染拡
⼤防止休業⽀援⾦

　新型コロナウイルス感染拡⼤防止のため、令和2年4月23日～令和2年5月6日の期間において、すべての日に休業していただいた事業主（⼤企業は除
く）に対し、⽀援⾦を⽀給。
　⽀給額：1事業主につき一律10万円
　対象：（1）福岡県の休業要請施設に該当する施設（店舗等）を休業した事業主、又は、
　　　　　 （2）対面で販売等の営業を行っている常設の店舗・事務所・事業所等の施設を休業した事業主。
　　　（福岡県の休業要請施設以外でも可）
　◯令和2年4月1日時点で市内において開業していること。
　　　（市内の施設が対象となる為、市外にお住まいの事業主でも対象）
　◯新型コロナウイルス感染拡⼤防止のために令和2年4月23日から令和2年5月6日までの間、すべての日に休業したこと。
　https://www.city.chikugo.lg.jp/jigyou/_2256/_6126/_27178.html

【第2弾】筑後市新型コロナウイルス感染拡
⼤防止休業⽀援⾦

　新型コロナウイルス感染拡⼤防止のため、令和2年5月7日から同年5月31日までのうち原則連続する14日以上を休業していただいた事業主（⼤企業
は除く）に対し、⽀援⾦を⽀給。
　⽀給額：事業主につき一律20万円
　対象：（1）福岡県の休業要請施設に該当する施設（店舗等）を休業した事業主、又は、
　　　　　 （2）対面で販売等の営業を行っている常設の店舗・事務所・事業所等の施設を休業した事業主。
　　　　　（福岡県の休業要請施設以外でも可）
　◯令和2年4月1日時点で市内において開業していること。
　　（市内の施設が対象となる為、市外にお住まいの事業主でも対象。）
　◯新型コロナウイルス感染拡⼤防止のために令和2年5月7日から同年5月31日までのうち連続で14日以上を休業したこと。
　　　※休業中にやむを得ず1日程度の開業をした場合でも、対象期間中に休業した日数の合計が14日以上あれば給付対象。
 https://www.city.chikugo.lg.jp/jigyou/_2256/_6126/_27237.html

中小企業等緊急⽀援⾦ 　　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が前年同月比で30%以上減少した中小企業等に対して、定額10万円の給付⾦を⽀給。
　※国の持続化給付⾦または福岡県の持続化緊急⽀援⾦のいづれかへの上乗せ給付。
　
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kankyoukeizaibu/kankou/syokogyo/tikusinosityuusyoukigyoutoukinkyusienkin.html

筑後市

筑紫野市



区市町村 名　称 概　要

雇⽤調整推進奨励⾦ 国の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇⽤調整助成⾦」等を活⽤して、休業手当を⽀給し、従業員の雇⽤を維持した中小企
業に対し、助成⾦の申請に要した事務費⽤等を⽀援するため、1事業所あたり10万円を⽀給。
　https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soumubu/anzenanshinka/support-measures-coronavirus_2.html

児童・生徒への図書カード⽀給事業 　小学校、中学校に通学する児童、生徒の家庭学習を⽀援するため、児童・生徒1人あたり2,000円分の図書カードを⽀給。
　https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soumubu/anzenanshinka/support-measures-coronavirus_2.html

高齢者施設等従事者特別⽀援⾦ 　重症化リスクが高いと言われる高齢者の身近で介護を行う介護サービス事業者に対して、事業者が行う感染症予防対策を⽀援するため、1施設（事業
所）あたり定額10万円の給付⾦を⽀給。
　https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/kenkou-
fukushibu/koureisyasienka/kaigohoken/koureisyasisetuzyuzisyatokubetusienkinsikyu.html

築上町 新型コロナウイルス感染症拡⼤防止休業協
力店舗に対する⽀援⾦

　新型コロナウイルス感染症拡⼤防止対策として、福岡県から休業要請が出されている対象の事業者を基本として、5月7日以降も休業される事業者に対
して、引き続き⽀援⾦を⽀給。
　対象休業期間：令和2年5月12日（火曜日）から5月31日（日曜日）
　　　注：上記期間の全日休業施設を対象とします。
　⽀給⾦額：1事業者につき、1店舗あたり20万円（複数店舗を有している場合であっても、上限40万円）
　https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s058/040/010/20200417174716.html

筑前町 中小企業・小規模事業者・農業者緊急⽀
援⾦

　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中小企業・小規模事業者に対して、事業継続のための⽀援⾦を給付します。
　〇対象
   ・　町内に主たる事業所を有する中小企業及び小規模事業者、農業者等。
  　 ・持続化給付⾦又は福岡県中小企業緊急⽀援⾦の給付に該当した者。
　〇⽀援⾦額
   　・一律10万円（一度給付を受けた⽅は、再度給付申請不可）
　https://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/S029/010/040/20200508154013.html

な 中小企業等⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により⼤きな打撃を受けている中小企業や個人事業主の事業継続を幅広く⽀援するため、事業収入が前年同月比
30％以上減少した中小企業などへ⽀給。※国の持続化給付⾦、県の中小企業緊急⽀援⾦への上乗せ給付。
　⽀援額：一律10万円
　https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/0/koronakinkyuusien.html

雇⽤維持⽀援⾦ 国の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇⽤調整助成⾦」または「小学校休業等対応助成⾦」を活⽤して休業手当等を⽀給し
た事業者へ⽀給。
⽀援額：一事業所10万円
　https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/0/koronakinkyuusien.html

市内児童生徒への図書カード配布 　新型コロナウイルスによる臨時休校を受け、児童生徒の家庭での生活や学習⽀援を行うため、市内在住の小学校1年生から中学校3年生までの児童生
徒に図書カードを配付。
　⽀援額：1人あたり2,000円
　https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/0/koronakinkyuusien.html

介護保険サービス事業者・障がい福祉サー
ビス事業者・高齢者福祉施設・保育施設等
への特別⽀援⾦

　新型コロナウイルス感染のリスクの中、高齢者や障がい者（児）への⽀援、子どもの保育を行っていただいた事業者や施設等へ、規模や形態に応じて⽀
給。なお、対象事業者などへは、5月8日（⾦曜日）付けで申請書を送付。
　⽀援額：規模・形態に応じ10万円から100万円まで
　https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/0/koronakinkyuusien.html

那珂川市



区市町村 名　称 概　要

持続化緊急⽀援給付⾦ 　国の「持続化給付⾦」及び福岡県の「持続化緊急⽀援⾦」の対象とならない事業者に対して、1回限り給付。
【対象者】
　市内の事業者（中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等、その他各種法人等）
　　※本社、本店が市内にある事業者が対象
　　※風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該事業に係る「接客業務受託営業を行う」事業
者、政治団体、宗教上の組織もしくは団体は対象外。
【給付額】
　　一律10万円　※給付は1回限り
　　　http://www.city.nakama.lg.jp/hayamimi/jizokuka.html
　　　http://www.city.nakama.lg.jp/hayamimi/documents/0515dokujishiensaku.pdf

休業等協力⽀援⾦ 　県の休業要請施設または対面販売などの自主的に、店舗等が自主的に休業した場合（20万円）、時間短縮要請施施設（10万円）を⽀給。
　http://www.city.nakama.lg.jp/hayamimi/documents/0515dokujishiensaku.pdf

保育施設等応援給付⾦ 　中間市内の保育所学童保育所に従事する⽅に１人一律、２万円を⽀給。
　http://www.city.nakama.lg.jp/hayamimi/documents/0515dokujishiensaku.pdf

緊急環境整備交付⾦ 　医療機関に対する緊、急環境整備費として１施設あたり20万円を⽀給。
　http://www.city.nakama.lg.jp/hayamimi/documents/0515dokujishiensaku.pdf

市営住宅家賃の減免・猶予 　市営住宅家賃の⽀払いが困難となった⽅家賃の減免、に対し家賃の減免（1/4～3/4）や⽀払いの猶予を行う。
　http://www.city.nakama.lg.jp/hayamimi/documents/0515dokujishiensaku.pdf

市営住宅の一時提供 　解雇や離職などにより住居を失った⽅に市営住宅を提供。（原則1年間13,100円～24,800円/月）
　http://www.city.nakama.lg.jp/hayamimi/documents/0515dokujishiensaku.pdf

は 久山町 小規模事業者応援給付⾦ 　新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、売り上げの減少が生じている町内小規模事業者の事業継続を⽀援するため、給付⾦を給付。
　⽀給対象者：次の条件をすべて満たす事業所。
　　１、久山町内に主たる事業所もしくは店舗等を有すること
　　２、令和２年４月の売上高が前年同月比で３０％以上減少していること
　　３、主たる所得が営業等所得であり前年同月の売上高が２０万円以上であること
　　　※ただし、起業後１年に満たない者は、令和元年１２月の売上高と比較します。また、１２月の売上高と比較できない時は、令和２年１月から３
月までの平均売上高と４月の売上高を比較します。
　　４、常時使⽤する従業員が２０人以下（商業、サービス業は５人以下）
　⽀給額：法人、個人事業主ともに10万円
　http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/emergencies/detail/21

中間市



区市町村 名　称 概　要

広川町 持続化緊急⽀援⾦ 交付要件
　１．2020年４月１日現在、町内に居住する事業者または町内で事業を行っている事業者（個人事業主、法人問わず）
　２．2019年以前から事業による収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
　３．国の持続化給付⾦、福岡県持続化緊急⽀援⾦の対象となる事業者
　４．農業については、町内に居住する花卉、畜産農家を対象。
交付額
　①ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者：一律20万円（個人事業主、法人問わず）
　②ひと月の売り上げが前年同月比で30％以上50％未満減少している事業者： 一律10万円（個人事業主、法人問わず）
　　※国の持続化給付⾦、福岡県持続化緊急⽀援⾦を受ける⽅が対象。
　　※この給付⾦を一度受けた⽅は再度申請不可。
　http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/hp/node_117/node_22701/node_22763/node_23065/node_23093

福津市 小規模事業者緊急応援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤により売上げが減少し、経営の安定に⽀障を生じている小規模事業者の事業の継続を⽀援するため、福津市では
「福津市小規模事業者緊急応援⾦」を⽀給。
　対象者
　　市内に主たる事業所や店舗等を有し、2020年4月または5月の売上高等が前年同月比30％以上減少した小規模事業者。
　⽀給額：1事業者あたり10万円（1回限り）
　　　※代表者が複数事業所の代表を兼ねている場合は、1事業所分のみ申請可。
　　　※国や県の給付⾦との重複申請可
　https://www.city.fukutsu.lg.jp/sangyou/shoko/4888.html

豊前市 新型コロナウイルス感染症対策事業者応援
⾦

　新型コロナウイルスの感染拡⼤が地元経済に影響を及ぼすことを考慮し、市内事業者の活性化・⽀援を目的として再起の糧としていただく為、今後も事
業を継続する意思がある事業者の⽅に応援⾦を⽀給。
　⽀給⾦額
　　１事業者　10万円（休業による加算5万円）
　対象者の基準・条件
　　令和２年５月１日時点、市内で営業している法人・個人の事業者（事業所得を申告しているものに限る。）
　http://www.city.buzen.lg.jp/sangyo/syoukougyo/coronataisakujigyousyaouenjigyou.html

ま 水巻町 新型コロナウイルス感染拡⼤防止休業店舗
協力⾦

　福岡県による令和2年4月14日～5月6日の休業要請などを受け、新型コロナウイルス感染拡⼤防止に協力する以下の施設に対し、協力⾦を⽀給。
　　対象期間：令和2年4月30日（⽊曜）～5月6日（水曜・祝日）
　　⽀給⾦額：1事業主につき10万円
　https://www.town.mizumaki.lg.jp/news/reg/kansen/corona_s.html

みやこ町 新型コロナウイルス感染症対策事業⽀援⾦ 　町内の施設が、新型コロナウイルス感染症対策を講ずるための経費に対して、次のとおり⽀援⾦を⽀給。
　　対象施設：町内の高齢者福祉施設（入所施設、通所施設）、障がい者福祉施設、学童保育施設及び私立保育園等
　　⽀援区分・⽀援額：⽀援区分
　（１）感染症対策に係る経費（３ヶ月分）・・・最高３０万円（月１０万円）
　（２）感染症が発生した場合の施設の消毒費⽤・・・施設消毒費⽤の２分の１の額（上限額５０万円）※1,000円未満の端数は、切り捨て
　https://www.town.miyako.lg.jp/kyoutsuu/sienkin.html

新型コロナウイルス感染症対策
休業等⽀援⾦

　ゴールデンウイーク期間中の５日間（令和２年５月２日から６日まで）を休業等に協力いただける市内の事業者を対象に、一律１０万円の休業等
⽀援⾦を⽀給。
　https://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=23018

みやま市



区市町村 名　称 概　要

新型コロナウイルス感染症対策
休業等⽀援⾦【追加⽀給】

　令和２年５月７日から５月３１日までの間に連続して７日以上、休業等に協力いただける市内の事業者を対象に、一律１０万円の休業等⽀援⾦
を⽀給。
　https://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=23054

新型コロナウイルス感染症対策
持続化給付加算⾦

　国の持続給付⾦や県の持続化緊急⽀援⾦の対象となる市内の事業者に、一律１０万円を上乗せ⽀給。
　https://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=23019

宮若市 中小企業等緊急⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症により、事業に影響を受けている中小企業の⽅や個人事業主の皆様に対して、緊急⽀援⾦の給付。
　　給付額：法人は30万円、個人事業者は15万円（給付は1回限り）
　　　※昨年1年間の売上からの減少分を上限。
　　　※給付には審査があり。
　　　※国の「持続化給付⾦」の対象となった⽅は、「宮若市中小企業等緊急⽀援⾦」の対象とはならない。
　https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003447575/index.html

水道料⾦の基本料⾦を3か月間半額 　対象となる⽅：直⽅市のすべての水道使⽤者
　対象となる料⾦：水道使⽤料の基本料⾦の半額を減免。
　　※請求は、減免額を差し引いた⾦額。
　　※ 基本料⾦を超える従量使⽤分は減免されない。
　減免期間：令和2年6月検針（7月請求）分から3か月間
　https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1201/_1348/_9055.html

新型コロナウイルス感染拡⼤防止休業等協
力施設⽀援交付⾦

　福岡県による令和2年4月14日(火曜日)から5月6日(水曜日)までの休業要請等を受け、新型コロナウイルス感染拡⼤防止に協力する中小企業及び
小規模事業者が営む市内の対象施設に対し、交付⾦を⽀給｡
　休業・営業短縮対象期間:令和2年4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで
　交付要件及び⾦額
　　交付要件1: 福岡県から休業要請及び休業協力依頼をされ、休業した施設  (令和2年4月1日時点で営業許可等を得ていること)･･･1施設(店舗)
当たり20万円
　　交付要件2: 福岡県から営業時間短縮を要請され、営業時間短縮をした施設 (令和2年4月1日時点で営業許可等を得ていること)･･･1施設(店
舗)あたり10万円
　https://www.city.nogata.fukuoka.jp/sangyo/_1229/_8978.html

宗像市 小規模事業者緊急⽀援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している市内の小規模事業者の経費負担を軽減し、事業の継続を⽀援するため、宗像市独自の取
組みとして⽀援⾦を交付。
　⽀給額：1事業者あたり30万円（同一人物が複数事業を行っている場合は、1事業のみ申請可。）
　補助対象者：宗像市内に主たる事業所、店舗等があり、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月、3月、4月または5月のいずれかの月の
売上が前年同月と比べて15％以上減少している小規模事業者、個人事業者。
　https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/20200423170002.html

直⽅市
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や 中小事業者へのがんばる応援⾦（経営⽀
援・休業協力⾦）

　新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に伴い売り上げが減少している市内中小事業者や、休業（営業時間の短縮等を含む）にご協力いただいている
市内中小事業者に対し、事業の継続を⽀援するための『がんばる応援⾦』を給付。
　給付額：1事業者につき一律10万円
　対象：次のいずれかに該当する場合に給付。
　　(1)国の「持続化給付⾦」の対象事業者
　　(2)県の「福岡県持続化緊急⽀援⾦」の対象事業者
　　(3)緊急事態宣言後、5月31日までの間に連続して2週間以上休業して感染拡⼤防止に協力した事業者
　https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/corona_top/corona03/corona03-03/_7084.html

子育て家族へのがんばる応援米・応援海苔 　休校中の家計負担を軽減するため、小・中学校の児童・生徒に柳川産米と柳川産海苔を配布。
　　配布物 ：元気つくし(5kg)/人、　有明海苔(全形10枚)/人、　　有明海苔佃煮(10g×5袋)/人
　　対象：市内の小・中学校に通う児童・生徒
　　　　　　 市内居住であり、市外の小・中学校に通う児童・生徒
　https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/corona_top/corona03/corona03-03/ganbaruouenmaiouennori.html

川下り船頭へのがんばる応援⾦ 　水郷柳川観光おもてなしの最前線で活躍する川下り船頭の離職を防ぐため、市内各船会社に対し『船頭さんへのがんばる応援⾦』を給付。
　給付⽅法：市内各船会社を通して申請・給付
　給付内容：年間60日以上勤務する船頭1人あたり5万円
　https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/corona_top/corona03/corona03-03/_7085.html

八女市 がんばるバイ八女応援⾦ 　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内の事業所の活性化を⽀援することを目的に、応援⾦を交付。
【対象者】：次の要件に合致する事業者が対象です。
　1 個人事業者（農林漁業者を除く）
　（1）令和2年4月1日以前から市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があり、営業許可の取得その他の法令に基づく適法な事業実態を有
すること。
　（2） 令和元年度の収入が、専ら当該事業によって得られた収入と認められること。（副業として営んでいらっしゃる事業は対象になりません）
　2 法人事業者
　　令和2年4月1日以前から市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があり、営業許可の取得その他の法令に基づく適法な事業実態を有する
こと。
　3 新規創業予定者
　　令和2年4月1日以前から市内において起業の準備をしていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により起業に至っていない者であって、市長が適当と
認めるもの。
 【応援⾦】
　1事業者あたり、10万円
　http://www.city.yame.fukuoka.jp/jigyosha/yuguseido/1587350538212.html

ゆ 第１次休業協力⽀援事業 　新型コロナウイルス感染症拡⼤防止のため、休業に協力する下記の対象施設に対して、⽀援⾦（１店舗２０万円）を⽀給
　※受付終了

第２次休業協力⽀援事業 　新型コロナウイルス感染症拡⼤防止のため、休業に協力する下記の対象施設に対して、⽀援⾦（１店舗２０万円）を⽀給
　　対象休業期間：令和２年５月１８日から５月３１日まで（時短営業は対象外となります。）
　　⽀給⾦額：１事業主につき、１店舗当たり２０万円（２店舗以上休業する場合であっても、上限４０万円）。ただし、第１次給付⾦を受給した
事業者は１店舗当たり１０万円（上限２０万円）。
　http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2020051200103/

柳川市

行橋市
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