47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

北海道

北海道

市町村等

分類

休業等支援

休業等支援
経営支援

分類２

支援金

支援金

支援内容・水準

URL

休業協力・感染リスク低減支援金
・道の休業要請に協力し、感染リスク低減に取組む事業者に対して支援金を支給。
北海道HP
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/k
・休業要請を受けた施設を休業する法人に30万円、個人に20万円を支給。
・酒類を提供する上記を除く飲食店において、19時以降の提供を短縮した飲食店に10万 z/csk/tirashi.pdf
円を支給。

経営持続化臨時特別支援金
〈支援金Ａ〉
・国の提唱する「新しい生活様式」を実践するとともに、道からの要請で、5/19から5/31
までの期間を継続して、休業または酒類の提供時間（19時まで）を短縮した事業者に対 北海道HP
して支援金10万円を支給。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/k
z/kks/keieijizokukatokubetushi
enkin.pdf
〈支援金Ｂ〉（休業要請の対象ではない方）
・国の提唱する「新しい生活様式」を実践するとともに、休業要請の対象外だが、長期間
の外出自粛や休業により、月の売上が前年から1/2以下になった事業者へ５万円を支
給。

新型コロナウイルス対策「がんばれ！道産食品！」のＨＰ立上げ
・道庁の委託事業である「北海道応援団会議」のHPに、道庁が新たに新型コロナウイル
ス対策「がんばれ！道産食品！」のＨＰを立上げ。
・新型コロナウイルス発生に伴い、外出自粛や観光客の減少、北海道物産展の中止な
どにより、道産食品では需要の低下などの影響が出ているため、「世界から信頼される
食の北海道ブランド」の維持・向上と道内食品関連企業の販路の確保を目的に、HPで
道産食品を積極的に紹介。

北海道ＨＰ
https://hkdouendankaigi.jp/topics/tabeteo
uen.html

金融支援

中小企業総合振興資金、経済環境変化対応資金「新型コロナウイルス感染症緊急貸
付」及び「信用保証料補助制度」の創設
融資
・最近１か月の売上高等が前年又は前々年の同月と比べ５％以上減少している中小企
信用保証料補 業者を対象に、運転資金として8,000万円を上限とした融資制度（融資期間は１年以内）
助
を創設
・また、当該融資については、すべて信用保証協会の保証付き（道が契約時の保証料
の1/3又は全額補助）。

北海道ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/k
z/csk/kny/yuushi/shikin_koron
a-yuushi.htm

北海道

金融支援

新型コロナウイルス感染症対応資金
・中小企業者への新たな融資制度「新型コロナウイルス感染症対応資金」を創設。
・一定の要件を満たした事業者に対して、当初３年間分が実質無利子となるほか、信用
融資
保証協会に対する保証料の全額または半額を国と道が負担。
信用保証料補
・１事業者３千万円までを融資（５年間据置、３年間実質無利子、保証料全額補助、無担
助
保）
・国の無利子無担保融資制度（３千万円）、持続化給付金、雇用調整助成金と併せて雇
用維持を図る。

北海道ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/k
z/csk/kny/yuushi/coronataious
hikin.htm

北海道

金融支援

融資

沿岸漁業者の資金繰り支援
・既存の漁業振興資金に実質無利子の貸付け枠（融資枠20億円）を設定。
１事業者 ８百万円

北海道ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/fi
le.jsp?id=1292638

北海道

金融支援

融資

信漁連が漁協に貸し付ける運転資金への利子補給
・水揚高の減少等による経営が圧迫されている漁協の資金繰りを支援するため、信漁
連が行う漁協への貸付金に対して利子補給を行う。

北海道ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/s
s/ssa/uchidashi3_1.pdf

北海道

北海道

経営支援

PR支援

小規模事業者持続化補助金に対する上乗せ支援
・「新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者緊急支援事業」の実施。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている小規模事業者が、国の「小規模事業者 北海道ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/k
取組経費補助
持続化補助金」を活用して行う販路開拓等の取組に対して、道が1/12を上乗せ支援す z/csk/covid-19_leaflet.pdf
ることにより、事業者の自己負担を1/3から1/4に軽減し、早期の事業再建や持続的発
展の後押し。

北海道

感染予防

北海道

経営支援

PR支援

「おうちで応援！かって北海道」の実施
北海道応援団HP
・関連団体の既存の道産品販促キャンペーンをまとめたサイトを立ち上げ。
https://hkd・道産品を家庭で消費したり、知人にプレゼントしたり、家庭での食育にも活用することを ouendankaigi.jp/ouchi.html
推奨。

北海道

経営支援

PR支援

「SOS!牛乳チャレンジ」の実施
・牛乳を飲んでいる動画をＳＮＳに投稿、消費拡大を呼びかけ。

北海道

経営支援

北海道応援団HP
https://hkdouendankaigi.jp/ouchi.html

「道産花き緊急消費拡大促進拡大事業」の実施
・道産花きの消費拡大のため、北海道花き振興協議会が行う公共施設等における花き 北海道ＨＰ
販売促進経費
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/s
展示の取組を支援。
補助
s/ssa/uchidashi3_1.pdf
・「公共施設等における花きの活用拡大支援事業」における花代の上乗せ補助。（国
1/2、協議会1/2、道1/2）
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

北海道ＨＰ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/k
z/kks/index.htm

北海道

経営支援

販売促進経費 「道産品消費回復緊急対策事業」の実施
補助
・通販サイトを活用した北海道物産キャンペーンを開催し、道産品の割引販売を実施。

北海道

経営支援

「道産食品道内販路確保事業」の実施
北海道ＨＰ
販売促進経費
・道内百貨店等において地産地消の取組を推進することにより、道内における道産食品 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/s
補助
s/ssa/uchidashi3_1.pdf
の販路確保を図る。

北海道

経営支援

「道産水産物消費回復・安定供給緊急対策事業」の実施
北海道ＨＰ
販売促進経費
・外食難行の消費が低迷する中、内食需要の増大等に向けて、北海道漁業協同組合連 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/fi
補助
le.jsp?id=1292638
合会が行う道産水産物の需要喚起等に向けた取組を支援。

北海道

経営支援

「地域林業活性化対策事業」の実施
北海道ＨＰ
販売促進経費
・輸出停滞による木材需要が低迷する中、影響を緩和するために需要喚起に向けた取 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/fi
補助
le.jsp?id=1292638
組を実施し、木材加工事業者等が行う施設整備を支援。

〇休業協力・感染リスク低減支援金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。

北海道

札幌市

休業等支援
感染予防

支援金

〇経営持続化臨時特別支援金
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止と事業継続に取り組む事業者を支援するため、
道と共同で新たに「支援金Ａ」と「支援金Ｂ」の２つを創設。
〈支援金Ａ〉
・「新北海道スタイル」の取組を実践するとともに、道からの休業要請等の対象で、5/19
から5/31まで（要請が短縮された場合はその日まで）の期間継続して、休業又は酒類の
提供時間短縮を行った事業者に対し、5万円を支給。
〈支援金Ｂ〉（休業要請の対象ではない方）
・「新北海道スタイル」の取組を実践するとともに、休業要請の対象外だが、長期間の外
出自粛や休業により、月の売上が前年から1/2以下になった事業者へ５万円を支給。

札幌市HP
https://www.city.sapporo.jp/kei
zai/tradeinfo/shienkin/shienkin.
html
札幌市ＨＰ
http://www.city.sapporo.jp/keiz
ai/tradeinfo/shienkin/tokubets
usienkin.html

＊札幌市内の事業者については、支援金A：10 万円のうち札幌市が５万円分を支給。
支援金B：北海道からの５万円に上乗せして札幌市が５ 万円を支給。

北海道

函館市

休業等支援

支援金

〇事業者等特別支給金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。
・上記のほか、宴会場のないホテルや旅館にも市独自に30万円給付。

函館市HP
https://www.city.hakodate.hokk
aido.jp/docs/2020042200051/
函館市HP
https://www.city.hakodate.hokk

〇「新しい生活様式」普及協力支援金
aido.jp/docs/2020051900089/
・「新しい生活様式」の普及に協力する事業者（飲食料品製造業・飲食料品卸売業・小売
業等）に対し、１事業者あたり20万円を支援。

〇休業協力・感染リスク低減支援金
・道の休業要請（4月25日から5月15日まで）に対する休業協力・感染リスク低減支援金
に上乗せ支給。
・休業等要請に協力した法人事業主に10万円、個人事業主に20万円を支給。
・酒類提供を19時までに短縮した飲食店を運営する事業者に20万円を支給。
北海道

旭川市

休業等支援

支援金

〇感染リスク低減協力支援金
・酒類提供がない又は酒類提供をしているが営業時間が19時までの飲食店のうち，感
染リスク低減に取り組む事業者に10万円支給。

旭川市HP
https://www.city.asahikawa.hok
kaido.jp/500/501/508/d069918.
html
旭川市HP
https://www.city.asahikawa.hok
kaido.jp/500/501/508/d070594.
html
旭川市HP

〇休業等協力支援金
https://www.city.asahikawa.hok
・４月25日～５月６日までの当初の休業等要請の期間において協力していたが，５月７ kaido.jp/500/501/508/d070592.
日から５月15日までの延長期間中にやむなく営業等を再開し，今後も感染リスク低減に html
取り組む事業者に10万円支給。

北海道

釧路市

休業等支援
経営支援

〇休業等支援金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。

釧路市HP
https://www.city.kushiro.lg.jp/s
angyou/b_shien/shougyou/sink
ou/page00027_00001.html

支援金
○釧路市エール商品券発行事業
・釧路市内に所在し、参加登録した店舗で利用できる商品券を発行
・購入限度額
物販等専用：券面額12,000円（販売額10,000円）
飲食店専用：券面額7,000円（販売額5,000円）

釧路市HP
https://www.city.kushiro.lg.jp/s
angyou/b_shien/shougyou/chou
sa/page00028.html
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

北海道

市町村等

帯広市

分類

休業等支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

〇休業等支援金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。

帯広市HP
https://www.city.obihiro.hokkaid
o.jp/shoukoukankoubu/sangyou
machidukurika/corona_support.h
tml

○緊急支援金
・市内に、宿泊業、飲食サービス業の事業所を有する中小企業（法人）・個人事業主向
けに、１事業所あたり一律30万円の支援金を支給。
北海道

北海道

北海道

北見市

小樽市

室蘭市

経営支援

経営支援

経営支援

支援金

固定費補助

○飲食店事業継続支援補助金
・新型コロナウイルス感染の影響により売上げが減少している市内の飲食業に対して、
事業継続等の支援をするため、固定費である店舗家賃を補助。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、３・４・５月いずれかの月の店舗の売上げ
が、前年同月比で40％以上減少している事業者が対象。
・店舗家賃の２分の１の２か月分（５月・６月分合わせて上限10万円、千円未満切り捨
て）
・対象は、食堂、レストラン、そば・うどん店、ラーメン店、すし店、居酒屋、バー、スナッ
ク、喫茶店など。

小樽市ＨＰ
https://www.city.otaru.lg.jp/jigy
o/josei_yusi/sien/insyokukeizok
u.html

支援金

○小規模事業者等緊急支援給付金
・小規模事業者等の事業の維持・継続を下支えするため、事業全般に広く使える給付金
を１事業者あたり20万円支給（ただし、前年比売上げ減少分が上限）。
・１月から４月のうち、ひと月の売上高が前年同月比で30%以上減少した小規模事業者
で、常時使用する従業員が５人以下の事業者が対象。
<６月12日より給付対象を拡充＞
・本年１月から３月までに創業した事業者等について、本年４月の売上高が創業月から
３月までの平均売上高と比較して30％以上減少している場合は、新たに給付金の給付
対象として拡充。
【拡充分に係る申請受付期間】
令和２年６月12日（金曜日）から７月10日（金曜日）まで（なお、現行制度分の受付は、６
月30日（火曜日）まで）

室蘭市ＨＰ
http://www.city.muroran.lg.jp/m
ain/org6100/coronavirus_kinkyu
ushienkyuufukin.html

〇緊急対策・支援金
道の休業等要請などの状況を踏まえ、深刻な影響を受けている市内の社交飲食店、
ホテル、旅館業、公共交通（バス、タクシー）事業者へ支援金を給付。
また、道の休業等要請に協力する事業者へ支援金を上乗せ給付。
・社交飲食店への支援金
プレミアム付き「社交飲食応援お食事券」事業へ登録する社交飲食店に対して１店舗
あたり一律20万円の支援金を給付。
・休業等要請に協力する支援金
道の休業等要請に対して、休業などに取り組み、道から支援金20万円または10万円
を受給した協力事業者（個人）に対して１事業者10万円を上乗せ支給。
・営業継続のための支援
事業収入が前年同月比で30％以上減少しているなど一定の要件を満たす事業者へ、
10万円の支援金を給付。

網走市ＨＰ
https://www.city.abashiri.hokkai
do.jp/340syogyo/010shinkou/c
oronashienkin.html

支援金
北海道

網走市

経営支援

北見市HP
https://www.city.kitami.lg.jp/do

○商工業等事業継続支援金
cs/2020051400046/
・市内の、製造業、卸売業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、
療術業を営む中小企業の経営者又は個人事業主向けに、１事業所あたり一律20万円
の支援金を支給。

※県事業上乗せ

減収補填

北海道

網走市

経営支援

固定費補助

〇宿泊施設等支援金給付事業
・ホテル、旅館業、バス、タクシー事業者の、事業に供する固定資産税額（令和２年度・
年額）のうち、１/４に相当する額の支援金を給付 （上限額は250円、下限額は１万円）。

網走市ＨＰ
https://www.city.abashiri.hokkai
do.jp/060soshiki/170kankokank
o/syukuhakushisetsusien.html

北海道

留萌市

経営支援

支援金

〇留萌PUSHプロジェクト第1弾「留萌市内飲食店応援企画」
・個人や団体が利用したい飲食店に先行予約をした場合に、市が対象の店舗に予約代
金の10％を交付。併せて市内飲食店のPRも実施。

留萌市ＨＰ
http://www.erumoi.jp/keizai/page17_00124.ht
ml

支援金

〇留萌PUSHプロジェクト第４弾【留萌市内事業者持続化緊急支援事業】
・道の休業要請対象業種に該当し、５月15日までの休業延長要請に応じた事業者に一
律10万円を支給。
・他地域からの往来自粛や酒類を提供する店舗の休業要請により売上が減少する宿泊
業及び酒類販売事業者へ一律15万円を支給。

留萌市HP
http://www.erumoi.jp/keizai/page17_00125.ht
ml

支援金

〇休業等支援金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や19時以降の酒類提供を取りやめる事業
者等へ、道の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円となるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。
・５月15日までの間、支給要件を満たす休業等に協力した事業者が対象。

苫小牧市ＨＰ
http://www.city.tomakomai.hokk
aido.jp/kanko/kosho/kyugyosie
n.html

北海道

北海道

留萌市

苫小牧市

経営支援

休業等支援
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都道府県

北海道

北海道

市町村等

稚内市

美唄市

分類

休業等支援

経営支援
休業等支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

〇休業協力・感染リスク低減支援金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。

稚内市ＨＰ
https://www.city.wakkanai.hokk
aido.jp/sangyo/shoko/shien/co
vid-19shienkin.html

減収補填
支援金
※県事業上乗せ

○経営支援金
・新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対し、国の
持続化給付金に該当しない市内の法人・個人事業者のうち、一定程度減収となった事
業者に、市独自に「経営支援金」として緊急支援。
・本年１月以降、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、申請日の属する月の前
月までの期間のうち、ひと月の事業収入（売上）が前年同月比20％以上50％未満減少 美唄市HP
http://www.city.bibai.hokkaido.jp
した月があることを条件に一律30万円を支給（ただし、国の「持続化給付金」を申請して /jyumin/docs/2020022600024/
いないこと。）。
〇休業協力支援金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。

北海道

北海道

芦別市

紋別市

休業等支援

経営支援

支援金

減収補填
支援金

〇緊急経営支援金
・知事の要請により休止した法人事業者に20万円上乗せ支給。
・知事の要請により休止した個人事業者に20万円上乗せ支給。
芦別市ＨＰ
https://www.city.ashibetsu.hokk
・午後7時以降の酒類提供の取りやめた事業者に20万円上乗せ支給。
・上記３点以外の飲食店および小売業を営む事業者（午後７時以降も酒類の提供を取り aido.jp/docs/8698.html
止めない飲食店を含む）に10万円独自支給。
・上記４点以外の事業者で市が定める業種を営む事業者に10万円独自支給。
○紋別市新型コロナウイルス感染症被害対策特別資金
・市内中小企業者、小規模事業者及び協同区組合等への経済対策として、紋別市中小
企業振興資金の特例措置を行い、運転資金融資制度を創設。
紋別市ＨＰ
・市が定める期間と、直近１か月の売上を比較して20％以上減少していることが要件。 https://mombetsu.jp/soshiki/sa
ngyo/syoukou/news/2020・貸付限度額 200万円 （保証料を市が全額補助）
0302-1014-127.html

〇飲食店・土産物店経営支援補助金
・市が定める要件に該当する、市内の飲食店、土産物店に対し一律15万円を補助。
北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

北海道

紋別市

根室市

富良野市

石狩市

石狩市

北斗市

経営支援

経営支援

減収補填
支援金

〇小売・サービス業等経営支援補助金
・市が定める要件に該当する、市内の小売・サービス業に対し一律30万円を補助。

紋別市ＨＰ
https://mombetsu.jp/soshiki/sa
ngyo/syoukou/news/20200302-1014-127.html

減収補填

〇中小企業等応援臨時助成金
・経営に影響を受け、事業収入が大きく減少している市内の中小企業者に対し、使途を
限定しない臨時的な助成金を交付。
・令和２年２月から５月までのうち、いずれかの月の事業収入（売上）が前年度同月比
20％以上減少している事業者に対し、１事業者あたり10万円を助成。

根室市ＨＰ
https://www.city.nemuro.hokkai
do.jp/lifeinfo/kakuka/suisankeiz
aibu/shoukoukankou/oshirase/
7640.html

休業等支援

支援金

〇休業協力・感染リスク低減支援金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい 富良野市ＨＰ
http://www.city.furano.hokkaido
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。
.jp/docs/2020052600018/
（ただし、道の支援策の対象となっていない、酒類の提供がない飲食店で、営業の休止
等を行う事業者（個人・法人を問わず）に、独自に20万円を支給。※こちらの申請期間は
令和２年６月30日まで） 。

休業等支援

支援金

○休業協力・感染リスク低減支援金
・道の休業要請による休業事業者で道の支援金の支給決定を受けた事業者へ20万円
（法人・個人事業者）を上乗せ支給。
・１９時以降の酒類提供を自粛した飲食店等で道の支援金の支給決定を受けた事業者
へ20万円（法人・個人事業者）を上乗せ支給。

休業等支援

休業等支援
経営支援

※県事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

固定費補助

石狩市HP
http://www.city.ishikari.hokkaid
o.jp/soshiki/syoukour/52591.ht
ml

○石狩市漁業者緊急支援事業補助金
・新型コロナウイルス感染症による経済環境の急変により経営に支障が生じている漁業
者に対し、事業継続ができるよう当面の資金繰り支援として石狩湾漁業協同組合が行う
助成事業に要する費用を補助
・助成内容 組合員一人当たり20万円を助成
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
・感染拡大防止協力者への支援として、休業や酒類提供を取りやめる事業者等へ、道
の支援金に上乗せし、１事業者あたり一律30万円になるよう給付。
・道の支援対象ではない飲食店（酒類提供をしないが、感染リスクを下げる努力をしてい
るところ）に、市独自の支援金として30万円を給付。
・このほか、道の休業要請対象外の小売店（花等）で自主的に連続して休業した店舗に
30万円の協力金を支給。
〇飲食店等事業継続助成事業補助金
・従業員30人以下で１か月の売り上げが前年比20％以上減少した事業者に家賃相当額
（４～６月分）を助成。 最大９万円（１カ月３万円以内）

北斗市ＨＰ
https://www.city.hokuto.hokkaid
o.jp/docs/6390.html
北斗市HP
https://www.city.hokuto.hokkaid
o.jp/docs/6332.html
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都道府県

市町村等

青森県

分類

金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

・青森県特別保証融資制度
融資
県内中小企業の資金繰りを支援するため、県特別保証融資制度経営安定化サポート 青森県HP
信用保証料補
資金「災害枠」内に、「新型コロナウイルス感染症対応資金」及び「青森県新型コロナウ https://www.pref.aomori.lg.jp/sa
助
イルス感染症特別対策資金」を創設し、融資枠を拡充。信用保証料をゼロ、利子負担を ngyo/shoko/singatakorona.html
利子補給
３年間ゼロ

青森県

経営支援

PR支援

・「県産品を買って元気あおもりキャンペーン」を実施
新型コロナウイルス感染症の拡大により、交流人口の減少やイベントの中止に伴うホテ 青森県HP
ル・飲食店等の需要の減少や、高級品を中心とした県産農林水産品の価格低下など、 https://www.umai本県経済に影響が出始めているため、県内量販店、道の駅、産地直売施設、関係機関 aomori.jp/genki-aomori.html
等と連携して、県産品を購入して応募すると景品が当たるキャンペーンを実施

青森県

経営支援

支援金

・青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金
県内遊興施設や遊技場、床面積の合計が１千平方メートル超の商業施設などに対し休
業要請。応じた法人に30万円、個人事業主に20万円の協力金を支給

青森県

経営支援

支援金

・青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止NPO支援金
「青森県における緊急事態措置」により、休業要請及び休業協力の依頼を受けた「対象 青森県HP
https://www.pref.aomori.lg.jp/lif
となる施設」を運営する県内のNPO法人であって、休業要請等の期間全日にわたり、休 e/volunteer/npo_covid-19.html
業要請等に協力した者に30万円を給付。

青森県

経営支援

PR支援

・「あおもりの花・得々ウィーク」
県産花きの消費拡大を図り、県内の生産者を応援するため、フラワーアレンジメントを販
売

青森県HP
https://www.pref.aomori.lg.jp/sa
ngyo/shoko/kansenkakudaibous
hi_kyoryokukin.html

青森県HP
https://www.pref.aomori.lg.jp/so
shiki/nourin/noen/2020tokutok
u.html

青森市HP

青森県

青森市

金融支援

融資

・青森市新型コロナウイルス対策融資制度「地場産業振興資金【特別小口枠】」
http://www.city.aomori.aomori.jp
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の当面の資金繰りを支援するため、 /business-shien/sangyokoyou/sangyo/syoukougyou/so
利子・信用保証料を市が全額補給する、利用しやすい小口の融資枠を創設
udan-madoguti/covid-19.html

青森県

青森市

経営支援

支援金

・事業継続支援緊急対策事業補助金（感染拡大防止支援）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者のかたに対し、事業継続を
支援するために、市内に所在する店舗等の経費の一部を補助
令和2年5月を賃貸借契約期間に含む店舗等の賃料（1か月分）相当額を算定基礎とし、
事業継続に必要な経費 1事業者あたり上限30万円（賃料月額の8割相当額）
（1事業所・店舗につき上限10万円とし、3事業所・店舗まで）

青森県

青森市

経営支援

PR支援

・「ふんばるアオモリ」のタクシーによる買い物代行が開始。
少しでも消費の冷え込みを抑え、皆さんにご家庭等で美味しいものを食べていただきた 青森商工会議所HP
い！との思いから、買い物及び業務の代行サービスを始めたタクシー会社をご紹介す https://fun-bar.aomori.jp/
ることとしました。

青森県

青森市

経営支援

青森市HP
http://www.city.aomori.aomori.jp
/keizaiseisaku/jigyoukeizokusienkinky
utaisakujigyou_kansenkakudaibo
ushi.html

固定費補助

・納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方
は、納期限から1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以
上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。

青森市HP
http://www.city.aomori.aomori.jp
/nozeishien/koronavirusyuuyo.html

平内町HP
http://www.town.hiranai.aomori.j
p/sp/news/index.cfm/detail.1.1
6733.html

青森県

平内町

経営支援

支援金

・平内町飲食業等臨時支援金
新型コロナの影響を受けた、また、受けると見込まれる町内の飲食業者、宿泊業者、一
般常用旅客運送業者の事業持続、継続につなげるため予算の範囲内において常時雇
用する従業員が5人以下の事業者15万円、常時雇用する従業員が6人以上の事業者20
万円の支援金を給付する。

青森県

平内町

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
令和2年3月または4月の児童手当対象児童1人あたり1万円を給付します。

平内町HP
http://www.town.hiranai.aomori.j
p/index.cfm/13,16716,79,96,htm
l

青森県

今別町

生活支援

生活費補助

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道使用料の免除処置
町民および事業者の経済的な負担を軽減するため、4 月使用分の水道使用料を免除

今別町HP
https://www.town.imabetsu.lg.jp
/news/gyousei/2020-06051312-1.html

青森県

今別町

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当（所得制限を超え月5千円/
人の特例給付となっている方を除く）を受給する世帯を対象として支給
対象児童1人につき、1万円

今別町HP（広報誌）
https://www.town.imabetsu.lg.jp
/gyousei/kouhou/files/koho_20
2006.pdf
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都道府県

市町村等

分類

分類２

青森県

蓬田村

生活支援

支援金

青森県

外ヶ浜町

感染予防

取組経費補助

青森県

外ヶ浜町

生活支援

青森県

外ヶ浜町

生活支援

支援内容・水準

URL

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当（所得制限を超え月5千円/ 蓬田村HP
http://www.vill.yomogita.lg.jp/ya
人の特例給付となっている方を除く）を受給する世帯を対象として支給
kuba/20200513.html
対象児童1人につき、1万円
・店舗向け新型コロナウイルス感染予防対策補助金
外ヶ浜町内の小売・宿泊・飲食・理美容などの店舗の感染予防用品の購入費用を補
助。
上限20万円

外ヶ浜町HP
http://www.town.sotogahama.lg.
jp/soumu/coronavirus/2020052
1_corona_shien_matome.pdf

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
令和2年3月または4月の児童手当対象児童1人あたり1万円を給付します。

外ヶ浜町HP
http://www.town.sotogahama.lg.
jp/soumu/coronavirus/2020052
1_corona_shien_matome.pdf

生活費補助

・住宅確保給付金
離職等で住居を失った・失うかもしれない場合上限 29,000円の給付を行う。

外ヶ浜町HP
http://www.town.sotogahama.lg.
jp/soumu/coronavirus/2020052
1_corona_shien_matome.pdf

外ヶ浜町HP
http://www.town.sotogahama.lg.
jp/soumu/coronavirus/zeimu/c
orona_tyoushuu_yuuyo.html

青森県

外ヶ浜町

経営支援

固定費補助

・納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方
は、納期限から1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以
上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。

青森県

弘前市

経営支援

固定費補助

・小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金【家賃補助】
事務所・店舗等を所有している方は固定資産税・都市計画税相当額の一部の補助
最大10万円（１か月の賃借料が10万円未満の場合は実支出額となります。）

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/syogyo/jigyokeizokuh
ojo.html

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/syogyo/2020-05011127-39.html

青森県

弘前市

経営支援

PR支援

・弘前市事業者売上回復応援補助金
感染症の拡大防止を図りながら、組合及び団体等が、売上の回復・向上を目的として実
施する取組に係る広告宣伝及び情報発信に要する経費の一部を補助。
（補助対象経費の実支出額の合計額ー市以外の者から交付される補助金の額）×10分
の９に相当する額（100円未満の端数切り捨て）※補助上限額：90万円

青森県

弘前市

雇用支援

固定費補助

・休職者等農業マッチング緊急支援事業
休職等を余儀なくされた市民等と人手不足に悩む農業現場とのマッチングを図り、市民
の生活を維持するとともに農産物の安定生産を助けるための補助。
1日あたり賃金実支出額の2分の1（上限3,000円）

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/nogyo/2020-04221533-37.html

青森県

弘前市

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金 （子育て世帯向け）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一
つとして、 児童手当 （本則給付 ）を受給する 世帯に 対して 、臨時特別の給付金 （一
時金 ）を支給 。対象児童1人あたり1万円を給付。

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/oshirase/kyouiku/2020kosodate-rinji-tokubetu.html

固定費補助

・小規模小売・飲食業等事業継続応援補助金（自己等所有物件分）
事業者の事業継続を応援するため、卸売業、小売業、飲食業、サービス業を営む従業
員５人以下の事業者が支払った固定費相当額として、令和２年度に課税されている事
業用家屋の固定資産税及び都市計画税相当額の一部を補助。
最大10万円（賃貸借契約による店舗の賃料の補助金を市から受けた方は、その額も合
わせて最大10万円）
（A)家屋の全てを対象事業用として使用している場合
課税されている税額相当額（100円未満切り捨て）
（B)家屋の一部を対象事業用として使用している場合
課税されている税額の２分の１相当額（100円未満切り捨て）

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/syogyo/2020-05281247-39.html

支援金

・弘前商工会議所事業活動持続チャレンジ 応援 補助金
多大な 影響を受け、売り上げが落ち込んでいることから、個別の中小企業者等が行う
事業活動を継続するためにチャレンジする取り組みを 対象に、 事業費 の一部を補助
することとする。補助限度額 ３ ０ 万円 補助率 中小企業者（４／５） 、 小規模事業者
等 （９／１０）

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/corona_hirosaki/files/challen
ge.pdf

青森県

青森県

青森県

青森県

弘前市

弘前市

弘前市

弘前市

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

・弘前市宿泊施設受入体制整備費補助金
新規取組・経営 市内宿泊施設の利用を促進し、もって当市観光産業の振興を図るため市内宿泊施設の 弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
改善等経費補 観光客等の受入体制整備に要する経費に対して、補助金を交付。
p/sangyo/kankou/2020-0604助
補助対象経費の合計額の10分の９に相当する額又は１,000，000円のいずれか少ない 1607-42.html
額。

減収補填

・弘前市中小企業者等事業継続支援金
従業員6名以上の飲食業、タクシー業、運転代行業を営む中小企業者への支援。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年１月以降、前年同月比で（平成31年
１月から令和元年12月末までに新規開業した方は,前年同月または前年の月平均売上
と比較して）売上が20％以上減少した月が存在する方。・飲食業、タクシー業 最大100
万円
・運転代行業 最大30万円

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/syogyo/2020-06022027-39.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

青森県

市町村等

弘前市

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

・弘前さくらまつり出店事業継続支援金
弘前さくらまつり出店者の今後の活動の継続を後押しするため、弘前さくらまつり出店事
業継続支援金を交付。
業種が写真、アイスクリーム、携行である出店者 50，000円
業種が食堂、遊戯、興行である出店者 200，000円
業種が上欄以外である出店者 100，000円

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/kankou/2020-06081010-397.html

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/kankou/syukuhakugy
o-shienkin.html

青森県

弘前市

経営支援

支援金

・宿泊業事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済的な影響を受けている宿泊事業者を
支援するため、「宿泊業事業継続支援金」を交付。
収容人数
支援金の額
100人以上
1,000,000円
50人～99人
700,000円
25人～49人
500,000円
25人未満
300,000円

青森県

弘前市

金融支援

融資

・弘前市小口資金特別保証融資制度「特別小口枠」
上記制度内に、新型コロナウイルス感染症を要因としたセーフティネット4号、5号又は危
機関連保証の認定を受けた事業者を対象に、融資限度額300万円の「特別小口枠」を新
たに設け、既存の保証料補給に加え利子の100パーセントを補助。

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/sangyo/syogyo/shoukoucovid19.html#弘前市小口資金
特別保証融資制度

弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
p/kurashi/zeikin/coronasoudan.html

青森県

弘前市

生活支援

・新型コロナウイルス感染症に伴う市税等の納付相談
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年
間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以
上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。

青森県

弘前市

生活支援

・水道料金、下水道使用料のお支払いが困難な方への支援
新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、収入が減少した等の事情により、一時的に水 弘前市HP
http://www.city.hirosaki.aomori.j
道料金・下水道使用料のお支払いが困難となる方は、お支払いの猶予等納入に関する p/kurashi/suidou/index.html#a1
ご相談に応じます

青森県

黒石市

経営支援

支援金

青森県

黒石市

経営支援

商品券等活用

青森県

黒石市

生活支援

支援金

青森県

黒石市

生活支援

青森県

平川市

経営支援

減収補填

青森県

平川市

感染予防

取組経費補助

青森県

平川市

生活支援

支援金

・黒石市事業継続緊急支援金
事業に支障が生じている市内の事業者の方に対し、事業活動の維持または継続のた
め、緊急支援金を一律10万円を給付

黒石市HP
http://www.city.kuroishi.aomori.j
p/news/sangyou/corona_kyufu.
html

・黒石グルメ券発行事業
飲食店などで使用できるグルメ券を1世帯当たり3千円分交付

黒石市HP
http://www.city.kuroishi.aomori.j
p/news/sangyou/corona_gurum
e.html

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

黒石市HP
http://www.city.kuroishi.aomori.j
p/news/kosodate/corona_koso
date_kyufukin.html

・市税等の納付が困難な方に対する猶予制度
収入が減少した等の事情により、一時的に市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民
健康保険税の納付が困難となる方は、猶予等納付に関するご相談に応じます
【対象者】
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）にお
いて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

黒石市HP
http://www.city.kuroishi.aomori.j
p/news/kurashi/corona_noufu_y
uyo.html

・3月又は4月の1ヶ月間の売上げが前年同月比で3割以上減っている事業者に対して、
平川市内事業者緊急支援交付金を交付。
個人事業主 100,000円
法人（従業員数10人未満） 100,000円
法人（従業員数10人以上30人未満） 200,000円
法人（従業員数30人以上） 300,000円

4月または5月に、市内事務所・工場・店舗等での感染予防のために設備設置を行った
場合、従業員の人数により10万円から20万円を上限として対象経費の2分の1を補助

平川市HP
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
shigoto/shoukougyou/shien/20
20_kinkyushienkofukin.html

平川市HP
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
shigoto/shoukougyou/shien/20
20_cluster_yobouhojokin.html
平川市HP

・子育て世帯への臨時特別給付金
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 kyouiku/shien/teate/kosodates
etaihenorinzitokureikyuuhukin.ht
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。
ml

青森県

平川市

生活支援

支援金

・児童扶養手当受給者支援給付金
平川市HP
新型コロナウイルス感染症による経済的影響の大きい児童扶養手当受給者世帯を対象 https://www.city.hirakawa.lg.jp/
kyouiku/shien/jifutesien.html
に、市独自の給付金を支給する。対象児童１人あたり２万円。

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

青森県

平川市

生活支援

青森県

平川市

経営支援

青森県

平川市

感染予防

分類２

固定費補助

支援内容・水準

URL

・市税が納付困難となった場合の徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、一定
の要件に該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになり
ます。
【対象者】
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）にお
いて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

平川市HP
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
kurashi/zeikin/nouzei/koronach
oushuuyuuyo.html

・市内事業者の水道料金を免除
売上が大きく落ち込んでいる事業者を対象に、事業の早期回復を図るため、7月から9月
分の水道料金を免除します。

平川市HP
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
kurashi/suidou/jousuidou/2020
-0617-1455-68.html

平川市HP
・クラスター感染予防対策経費を補助
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
取組経費補助 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内事業所にクラスター感染予防のため shigoto/shoukougyou/shien/20
の設備を新たに設置した個人・法人に、経費の一部を補助します。
20_cluster_yobouhojokin.html

平川市HP
https://www.city.hirakawa.lg.jp/
shigoto/shoukougyou/shien/20
20_kinkyushienkofukin.html

青森県

平川市

経営支援

青森県

西目屋村

経営支援

・地域経済応援商品券支給事業
西目屋村HP
商品券等活用 消費支出の低迷に対し、地域住民に商品券を発行し、村内の消費喚起と事業者の売上 http://www.nishimeya.jp/kurash
i/dekigoto/post-173.html
拡大による地域経済の活性化を図る。支給額 １０，０００円（５００円券×２０枚綴り）

経営支援

・観光関連事業者持続化支援事業
売上高が減少し、事業活動に支障が生じている観光関連事業者に対して、事業継続を
目的とする補助金を給付。令和元年５月１日までに村内で開業し、営業実態のある①～ 西目屋村HP
http://www.nishimeya.jp/kurash
③の事業者
i/dekigoto/post-170.html
①観光業（観光客を対象とするサービス業）②飲食業③小売業
前年同月比の売り上げ減少額の１／２を補助（上限２０万円／月）

青森県

西目屋村

青森県

西目屋村

生活支援

青森県

藤崎町

生活支援

青森県

藤崎町

生活支援

青森県

藤崎町

経営支援

青森県

藤崎町

経営支援

減収補填

・平川市内事業者緊急支援交付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け収入が減少し、経営難に陥っている事業者（個
人事業主や法人）に対し、交付金を交付。
【対象者】令和2年3月、4月又は5月の1か月において、収入が前年同月比3割以上減収
していること。ただし、事業開始から1年に満たない場合は、事業開始日から令和２年２
月までの月平均収入比3割以上減収していること。個人１０万円、法人１０万円から３０
万円。

減収補填

・村税等の徴収猶予の特例制度
事業等に係る収入に相当の減少があった方は、一定の要件に該当する場合、最大1年
間、村税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。
延滞金もかかりません。
【対象者】
１ 新型コロナウィルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）に
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。
２ 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

支援金

西目屋村HP
http://www.nishimeya.jp/kurash
i/dekigoto/corona/post171.html

・子育て世帯への臨時特別給付金
藤崎町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.town.fujisaki.lg.jp/in
dex.cfm/1,13284,80,357,html
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。
・町税の徴収猶予の特例制度
事業等の収入に相当の減少があり納税が困難になった方は、法令の要件を満たすこと
で、原則として1年以内の期間で、納付の猶予を受けることができるようになります。
藤崎町HP
http://www.town.fujisaki.lg.jp/in
【対象者】
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間（1か月以上）に dex.cfm/1,13413,80,362,html
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

支援金

・藤崎町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金
新型コロナウイルス感染症感染拡大により、特に大きな影響を受け事業活動に支障が 藤崎町HP
http://www.town.fujisaki.lg.jp/in
生じている町内事業者に対し、国による持続化給付金の給付を受けて、なお不足する dex.cfm/1,13139,80,356,html
額に対し上乗せして町による給付金を支給

減収補填

・藤崎町飲食業者緊急対策支援金
売上高が減少し、事業活動に支障が生じている町内飲食業者の方に対し、事業継続の 藤崎町HP
ための経済的支援を目的とする緊急対策支援金を給付。2月以降のいずれかの月の売 http://www.town.fujisaki.lg.jp/in
dex.cfm/1,13031,80,356,html
上高が前年同月と比較し30％以上減少している事業者。
1事業者につき20万円（上限額）
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

青森県

市町村等

大鰐町

分類

経営支援

分類２

支援金

支援内容・水準

URL

・大鰐町事業者緊急対策支援給付金（飲食業・旅館業者向け）
特に経営に大きな影響を受けている「飲食業」、「旅館業」を営む町内事業者を対象に、
給付金を給付。飲食業、旅館業。
業 種
給付金の額
大鰐町HP
飲食業
２０万円
http://www.town.owani.lg.jp/ne
旅館業
ws/index.cfm/detail.1.8630.html
施設の収容人数 ２０人未満
２０万円
２０人以上３０人未満 ３０万円
３０人以上５０人未満 ４０万円
５０人以上
５０万円

・臨時消費拡大支援事業
消費が落ち込む町内の消費喚起・産業振興及び町民の生活支援を目的として、「おお 大鰐町HP
http://www.town.owani.lg.jp/ne
商品券等活用 わに応援商品券」を配布します。
ws/index.cfm/detail.1.8772.html
1人につき、一律10,000円（額面1,000円×10枚）
ひとり親家庭等に対し、「おおわに応援商品券」を１００００円分上乗せして配布します。

青森県

大鰐町

経営支援

青森県

大鰐町

経営支援

支援金

・大鰐町事業者緊急対策支援給付金（町内事業者向け）
大鰐町HP
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けている町内事業者を対象に、 http://www.town.owani.lg.jp/ind
ex.cfm/9,8770,43,html
給付金を給付します。支給要件に該当する対象者へ一律 ２０万円 。

青森県

大鰐町

生活支援

支援金

・新生児特別定額給付金（新生児への10万円給付）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている新生児のいる家庭支援のため、令和2
年4月28日から8月11日までに生まれたお子さんを対象に、10万円を支給します。

青森県

田舎館村

経営支援

減収補填

・新型コロナウイルス感染症の影響で3割以上の減収となった小規模業者に対し、一律 田舎館村HP
http://www.vill.inakadate.lg.jp/d
20万円の緊急支援給付金を支給
ocs/2020043000025/

青森県

田舎館村

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
田舎館村HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.vill.inakadate.lg.jp/d
ocs/2020051800013/
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

青森県

田舎館村

生活支援

生活費補助

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金・下水道使用料等の減免
田舎館村HP
村民の生活や事業者の皆様の経済活動を支援するため、水道料金及び下水道使用料 http://www.vill.inakadate.lg.jp/d
ocs/2020052800012/
等の基本料金等について減免

青森県

田舎館村

生活支援

青森県

五所川原市

経営支援

青森県

五所川原市

経営支援

大鰐町HP
http://www.town.owani.lg.jp/ind
ex.cfm/7,8766,25,html

・村税の徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1
年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
田舎館村HP
http://www.vill.inakadate.lg.jp/d
【対象者】
（1）新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）にお ocs/2020050600027/
いて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
（2）一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

支援金

・売上が減少した、市内飲食店の事業の継続を支援するため、一定の要件を満たす飲
食店を営む方に対し、20万円の支援金を交付

五所川原市HP
http://www.city.goshogawara.lg.j
p/shigoto/shigoto/r2keizokushi
en.html

支援金

・五所川原市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金
売上高が減少した事業主の方に対して、経営の維持又は継続のための支援として、支
援金を交付。対象：①製造業②タクシー業③貸切バス業④卸売業・小売業⑤宿泊業⑥
生活関連サービス業・娯楽業⑦療術業
1事業者20万円

五所川原市HP
http://www.city.goshogawara.lg.j
p/shigoto/shigoto/files/tirasikaisei.pdf

五所川原市HP
http://www.city.goshogawara.lg.j
p/shigoto/shigoto/goshoGENKI
project.html

青森県

五所川原市

経営支援

PR支援

・ごしょがわらＧＥＮＫＩプロジェクト
市内の飲食店などを支援する「ごしょがわらＧＥＮＫＩプロジェクト」が始動
持ち帰り用の料理の写真を、店舗と購入者に「＃五所川原エール飯」のキーワードとと
もにＳＮＳに発信してもらう取り組みのほか、将来、店舗を利用する際に使用できる、「未
来チケット（商品券）」の販売など、５つの取り組みを実施

青森県

五所川原市

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

五所川原市HP
http://www.city.goshogawara.lg.j
p/kenkou/kosodatekyuufukinn.h
tml

減収補填
固定費補助

・つがる市事業継続支援金
①令和2年3月から5月までのいずれかの月の売上高が前年同月より20％以上減少して
いる飲食店、宿泊業、タクシー業、貸切バス業、自動車運転代行業、イベント企画業に
一律20万円の支援。
②店舗、事業所の賃料を支払っている1事業者に対し、1か月分の家賃を10万円を限度
とし、全額補助

つがる市HP
https://www.city.tsugaru.aomori
.jp/life/important/shingatacoro
na_oshirase/4952.html

青森県

つがる市

経営支援
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

つがる市HP
https://www.city.tsugaru.aomori
.jp/life/important/shingatacoro
na_oshirase/4995.html

青森県

つがる市

経営支援

減収補填

・第2次つがる市事業継続支援金
事業者の方に対し、事業継続のための経済的支援を目的とする支援金を交付します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から6月までのいずれかの月の売
上高が前年同月より20％以上減少している製造業、卸売業、小売業、生活関連サービ
ス業、娯楽業（映画館及びスポーツ施設に限る）、教育・学習支援業に対して一律20万
円支給。

青森県

つがる市

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

つがる市HP
http://www.city.tsugaru.aomori.j
p/soshiki/fukushi/fukushi/jidou
fukushi/4996.html

青森県

つがる市

生活支援

・納税が困難な方に対する市税等における猶予制度
要件に該当する場合1年以内の納税を猶予する制度

つがる市HP
https://www.city.tsugaru.aomori
.jp/life/important/shingatacoro
na_oshirase/4879.html

経営支援

減収補填

・鰺ヶ沢町飲食店経営安定支援金
コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が大きい飲食店の経営安定に資するた
め支援金を給付。
対象；飲食店営業：一般食堂、レストラン、バー、スナックのみ
一律 10 万円

鯵ヶ沢町HP
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/
g2_section/seisaku/docs/coron
a_keizaitaisaku0528.pdf

減収補填

・鰺ヶ沢町宿泊施設経営安定支援金
コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が大きい宿泊施設の経営安定に資する
ため支援金を給付。
対象：：宿泊施設
受入宿泊者数 100 人以上 50万円
〃
100 人未満 20万円
〃
50 人未満 10万円

鯵ヶ沢町HP
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/
g2_section/seisaku/docs/coron
a_keizaitaisaku0528.pdf

減収補填

・鰺ヶ沢町持続化給付金
大きな影響を受けている事業者に対して減収額の一部を給付し、事業の継続を下支え
するために鰺ヶ沢町持続化給付金を支給
令和２年３月から６月までの期間中、前年同月比で営業収入が月３０％以上減少した法
人または個人事業者。
事業別
減収額
上限額
法人
0 円から100 万円未満
20 万円
100 万円以上から
30 万円
個人事業者 制限なし
10 万円

鯵ヶ沢町HP
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/
g2_section/seisaku/docs/keitai
_jizokuka_01.pdf

・鰺ヶ沢町漁業者経営安定給付金
魚価安などの影響を受けた漁業者の経営安定に資するため、予算の範囲内において、
鰺ヶ沢町漁業者経営安定給付金を交付。
～７月までの１月の水揚げ金額が前年同月比３０％以上減少している、ア 沖合底引き
網漁業
イ イカ釣り漁業、ウ 小型定置網漁業、エ 刺し網漁業、オ 釣り漁業、カ 磯回り漁業
給付金額は、水揚げ減少金額計算式で算出された水揚げ減少額又は漁法別上限額い
ずれか低い額（5万円から100万円）

鯵ヶ沢町HP
http://www.town.ajigasawa.lg.jp/
g2_section/seisaku/docs/keitai
_gyogyouantei_01.pdf

青森県

青森県

青森県

鯵ヶ沢町

鯵ヶ沢町

鯵ヶ沢町

経営支援

経営支援

青森県

鯵ヶ沢町

経営支援

減収補填

青森県

鯵ヶ沢町

生活支援

支援金

青森県

深浦町

経営支援

減収補填

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
鯵ヶ沢町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/
?page_id=25384
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。
・事業維持支援金
町内の小売業者等を緊急的に支援するため、事業維持支援金を交付。
月のいずれかの月の売上金額が、前年同月より 20 ％以上 30％未満で減少している
場合一律１0万円、 30 ％以上減少している場合一律２０万円。

深浦町HP
https://www.town.fukaura.lg.jp/f
ixed_docs/2020051900010/file_
contents/shingatacorona.pdf

・事業維持支援金
町内の 飲食 業者等を緊急的に支援するため、次のとおり事業維持支援金を交付
飲食業、宿泊業、食品加工業、産直施設の休業で影響を受けた個人、法人、町の依頼
により休業した事業者 ３月及び４月各月10万円（上限20万円）

深浦町HP
https://www.town.fukaura.lg.jp/f
ixed_docs/2020050100022/file_
contents/shienkin.pdf

青森県

深浦町

休業等支援

青森県

深浦町

生活支援

・町税等の納付が困難な方へ徴収猶予
深浦町HP
事業等に係る収入に相当の減少（前年同期比概ね２０パーセント以上の減少）があり、 https://www.town.fukaura.lg.jp/f
ixed_docs/2020050100046/
納付が困難な方が町税等の納付が困難な場合、徴収を猶予する制度があります。

板柳町HP
https://www.town.itayanagi.aom
ori.jp/info/infodetails.php?id=2764

板柳町HP
https://www.town.itayanagi.aom
ori.jp/info/infodetails.php?id=2795

青森県

板柳町

経営支援

減収補填

・板柳町緊急対策飲食業者支援金給付事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている町内の飲食業者に対
し、事業継続の支援を目的とした支援金を給付するもの。令和２年３月と４月のいずれ
かの月における売上が、前年の同月と比較して３０％以上減少した事業者に対し、１０
万円または２０万円を給付。

青森県

板柳町

経営支援

減収補填

・板柳町緊急対策事業者支援金給付事業
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている町内の事業者に対して、事
業継続を目的とした支援金を給付します。令和２年３月から５月のいずれかの月額売り
上げが前年同月比３０％以上減少した事業者に対し、１０万円または２０万円を給付。
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都道府県

市町村等

分類

青森県

板柳町

青森県

分類２

支援内容・水準

URL

生活支援

・納税が困難な方への町税の徴収猶予
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、一定
の要件に該当する場合に最長１年間、無担保かつ延滞金なしで地方税の徴収猶予を受
けることができるようになりました。

板柳町HP
https://www.town.itayanagi.aom
ori.jp/info/infodetails.php?id=2766

板柳町

生活支援

・上下水道料金の猶予
収入が減少している場合など、一時的に上下水道料金の支払いが困難になった、個
人、法人すべての方を対象に、令和２年５月分（４月使用分）から７月分（６月使用分）ま
での３か月分を最大３か月猶予する。

板柳町HP
https://www.town.itayanagi.aom
ori.jp//info/infodetails.php?id=2765

青森県

板柳町

生活支援

・住居確保給付金（家賃）
離職や自営業の廃止叉はこうした状況と同程度の状況に至り、経済的に困窮し住居を
喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方で、支給要件に該当する場合、一定期
間家賃相当額を支給します。

板柳町HP
https://www.town.itayanagi.aom
ori.jp//info/infodetails.php?id=2770

青森県

板柳町

経営支援

・板柳町民生活支援商品券
商品券等活用 町民の皆様の生活を支援するために「板柳町民生活支援商品券」を発行し、各世帯に
配布いたします。

板柳町HP
https://www.town.itayanagi.aom
ori.jp/info/infodetails.php?id=2803

青森県

鶴田町

金融支援

信用保証料補
・特別枠利子補助事業費補助金
助
町内の事業者に対して、小口資金特別保証融資貸し付けの保証料と利子を全額負担
利子補給

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/post-472.html

青森県

鶴田町

経営支援

支援金

青森県

鶴田町

生活支援

青森県

鶴田町

青森県

生活費補助

・鶴田町飲食店等支援臨時給付金
特に大きな影響を受けている飲食店事業者の方に対し経済的な支援を直接行い、事業
の持続、継続につなげることを目的に１件10万円を支給

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/inshokushien_oshi
rase.pdf

無償提供

・準要保護世帯生活支援臨時対策事業
準要保護児童･生徒1 人につき１万円の商品券を配布

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/corona_shienzigyo
u.pdf

生活支援

無償提供

・ひとり親世帯生活支援臨時対策事業
ひとり親世帯の子ども１人につき１万円の商品券を配布

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/corona_shienzigyo
u.pdf

鶴田町

生活支援

支援金

・子育て世帯臨時特別給付金拡充対策事業
子育て世帯への臨時特別給付金対象外の高校２・３年生１人につき１万円を支給

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/corona_shienzigyo
u.pdf

青森県

鶴田町

生活支援

生活費補助

・上水道料金の免除
上水道料金（令和２年６月請求分）のうち基本料金（２，２００円～４４，０００円）とメー
ター使用料（１７６円～２，９０４円）を免除

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/corona_shienzigyo
u.pdf

青森県

鶴田町

経営支援

青森県

鶴田町

生活支援

生活費補助

青森県

鶴田町

生活支援

無償提供

青森県

鶴田町

生活支援

青森県

鶴田町

青森県

鶴田町HP
・地域経済支援臨時対策事業
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
商品券等活用 町内の消費拡大及び町民の生活支援のために町商工会が発行するプレミアム商品券 fo/document/corona_shienzigyo
について、１万円あたり３千円のプレミアム分と事務費を助成
u.pdf

・上水道料金の免除
上水道料金の基本料金とメーター使用料を令和２年７月から１０月請求分までの４か月
分（累計５か月分）を免除

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/coronashienzigyo
u_ver2.pdf

・学校給食費保護者負担分支援事業
学校給食費を６月から９月までの４か月分免除申

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/coronashienzigyo
u_ver2.pdf

生活費補助

・保育等利用者負担額支援臨時対策事業
０歳から２歳児の保育料を６月から９月までの４か月分補助

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/coronashienzigyo
u_ver2.pdf

生活支援

生活費補助

・保育等副食費支援臨時対策事業
保育所副食費を６月から９月までの４か月分補助

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/coronashienzigyo
u_ver2.pdf

鶴田町

生活支援

商品券等活用

・高齢者世帯生活支援臨時対策事業
７５歳以上の１人暮らし、２人暮らしの高齢者世帯へ１万円分の商品券を配布

鶴田町HP
http://www.town.tsuruta.lg.jp/in
fo/document/coronashienzigyo
u_ver2.pdf

青森県

中泊町

経営支援

・中泊町思いやりチケット
商品券等活用 町内事業者の経営悪化を少しでも解消させるため、町内の事業者にて代金として利用
できるおもいやりチケットを中泊町民全世帯に5,000円分（500円×10枚）配布

青森県

中泊町

生活支援

支援金

中泊町HP
http://www.town.nakadomari.lg.j
p/index.cfm/1,13505,3,html

・子育て世帯への臨時特別給付金
中泊町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.town.nakadomari.lg.j
p/index.cfm/11,13522,30,html
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

青森県

中泊町

経営支援

減収補填

・中泊町事業者緊急経営支援給付金
売上高が減少し、事業活動に支障が生じている町内事業者へ、事業活動の維持または
継続のために支援給付金を支給。

中泊町HP
http://www.town.nakadomari.lg.j
p/news/index.cfm/detail.1.1350
6.html

青森県

中泊町

経営支援

青森県

中泊町

経営支援

青森県

中泊町

生活支援

青森県

十和田市

経営支援

減収補填

・十和田市飲食業支援給付金
十和田市HP
2月から５月までのいずれかの月の売上げが前年同月に比べて20％以上減少した市内 http://www.city.towada.lg.jp/do
cs/2020042900012/
の飲食店に20万円を助成

青森県

十和田市

生活支援

支援金

・十和田市出身大学生等生活支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、移動の自粛やアルバイト収入の減など、就学 十和田市HP
http://www.city.towada.lg.jp/do
及び生活に影響を受けている市出身大学生等に対して、支援を行うため十和田市出身 cs/2020060900025/
大学生等生活支援給付金を支給します。学生１人当たり10万円。

・中泊町思いやりチケット（ハートチケット）
商品券等活用 町内事業者の経営悪化を少しでも解消させるため、町内の事業者にて代金として利用
できるチケットを中泊町民全世帯に5,000円分配布。

減収補填

中泊町HP
http://www.town.nakadomari.lg.j
p/news/index.cfm/detail.1.1350
5.html

・魚価低迷等減収漁業者支援金
鮮魚提供店等の休業や鮮魚仲卸業者の取引縮小等に伴い、一定の期間、魚価の下落 中泊町HP
http://www.town.nakadomari.lg.j
等で漁業収入が減少した漁業者に対して支援するため、魚価低迷等減収漁業者支援 p/index.cfm/13,13490,38,html
金を交付。
・納税が困難な方への町税の徴収猶予
新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な方へ納税の猶予の特例制度がありま
す。

中泊町HP
http://www.town.nakadomari.lg.j
p/news/index.cfm/detail.1.1327
0.html

青森県

十和田市

経営支援

減収補填

・十和田市経済支援対策給付金
経済活動の縮小等により、影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援する
ため、給付金を支給
対象：令和２年２月から７月までのいずれかの月の売上高が前年同月と比較し20％以
上減少している事業者

青森県

十和田市

生活支援

無償提供

・市立小・中学校児童・生徒の給食費の無償化
４月および５月分の市立小・中学校児童・生徒の給食費を無償化

十和田市HP
http://www.city.towada.lg.jp/do
cs/2020052800067/files/keizai
shien.pdf

青森県

十和田市

生活支援

支援金

・ひとり親家庭支援給付金
対象：児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費の受給者
給付額：対象児童１人に付き ２万円

十和田市HP
http://www.city.towada.lg.jp/do
cs/2020052800067/files/keizai
shien.pdf

青森県

十和田市

生活支援

・市税の徴収猶予
対象：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、納付が困難な人
要件：令和２年２月以降の任意の期間（１カ月）において、事業などに係る収入が、前年
同期と比較し、20％以上減少していること

十和田市HP
http://www.city.towada.lg.jp/do
cs/2020052800067/files/keizai
shien.pdf

十和田市HP
http://www.city.towada.lg.jp/do
cs/2020052800067/files/keizai
shien.pdf

三沢市HP
http://www.city.misawa.lg.jp/sp
/index.cfm/8,36822,99,609,html

十和田市HP
http://www.city.towada.lg.jp/do
cs/2020060200057/

青森県

十和田市

経営支援

減収補填

・経済支援対策給付金
十和田市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動の縮小等によ
り、影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支援するため、給付金を支給しま
す。
令和２年２月から７月までのいずれかの月の売上高が前年同月と比較し20％以上減少
していること。
対象
１．市内に本社を有するタクシー、運転代行、高速・貸し切りバス運行業
２．市街地の旅館・ホテル及び結婚式場
３．市内の飲食料品関連、観光、学習支援、生活関連サービス業

青森県

三沢市

経営支援

PR支援

・三沢のごちそうLINK
農畜水産物の生産者や加工品製造販売事業者、飲食店等において、売り上げの低迷
や過剰在庫等の影響が大きくなっている。このため、掲示板を活用し、売上回復、販路
確保等を目的として事業者の方々の商品や販売取組などの情報を掲載

青森県

三沢市

経営支援

支援金

・三沢市飲食業緊急支援助成金
経営に大きな影響を受けている三沢市内の飲食業者を支援するため、事業継続に向け 三沢市HP
https://www.city.misawa.lg.jp/in
た緊急的な助成金を交付
dex.cfm/10,0,136,616,html
1店舗あたり20万円（複数店舗をお持ちの場合は、上限40万円）

青森県

三沢市

生活支援

無償提供

・ひとり親家庭等支援米支給
子育て中のひとり親世帯にコメ30キロを現物支給

三沢市HP
http://www.city.misawa.lg.jp/ind
ex.cfm/20,37758,110,345,html

青森県

三沢市

生活支援

無償提供

・小中学校4、5月分の給食費を無償化
保護者の経済的負担を緩和するため、三沢市給食センターにおける4月・5月食数分の
給食費を市が負担

三沢市HP
http://www.city.misawa.lg.jp/ne
ws/index.cfm/detail.1.37870.ht
ml
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都道府県

市町村等

分類

分類２

青森県

三沢市

生活支援

支援金

・「ふるさと三沢」大学生等応援給付金
日常の活動が大きく制限され、学業の継続が困難になることが見込まれる学生に対し、 三沢市HP
http://www.city.misawa.lg.jp/ind
大学生等応援給付金を支給
ex.cfm/21,37915,113,620,html
学生1人当たり10万円

青森県

三沢市

経営支援

支援金

・三沢市経済対策支援助成金
事業経営に大きな影響を受けている事業者を支援するため、市内に店舗・事業所を有
する法人又は個人事業主（対象となる範囲は以下に記載）及び漁業を営んでいる者に
対し、1事業主あたり20万円（2事業所以上経営する事業主には40万円）の助成

青森県

三沢市

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
三沢市HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.city.misawa.lg.jp/ind
ex.cfm/21,37906,112,517,html
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

青森県

三沢市

生活支援

生活費補助

青森県

三沢市

生活支援

青森県

野辺地町

経営支援

支援金

野辺地町

経営支援

減収補填

青森県

野辺地町

生活支援

支援金

青森県

野辺地町

生活支援

青森県

七戸町

経営支援

支援金

青森県

七戸町

生活支援

無償提供

青森県

七戸町

生活支援

青森県

七戸町

生活支援

青森県

青森県

七戸町

六戸町

六戸町

・住居確保給付金の支給
離職，廃業又は休業等での収入減少により，経済的に困窮し，住宅を失った方や住宅
を失うおそれのある方に対し，家賃相当分の給付金を支給

URL

三沢市HP
http://www.city.misawa.lg.jp/ind
ex.cfm/10,0,136,622,html

三沢市HP
http://www.city.misawa.lg.jp/ind
ex.cfm/20,37184,110,610,html

・水道料金等の支払猶予
三沢市HP
一時的に水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料のお支払いが困難 http://www.city.misawa.lg.jp/ind
ex.cfm/22,37053,18,520,html
な事情がお客様に対し4カ月支払いを猶予

青森県

青森県

支援内容・水準

・緊急対策支援給付金
経営に障害が生じている町内中小企業者・小規模事業者に対し、商店街活性化や、地 野辺地町HP
http://www.town.noheji.aomori.j
域経済・住民生活の支援のため一律10万円の給付金を交付。持続化給付金を申請受 p/life/news/news-73
給する事業者は対象外。
・緊急対策農林畜水産業者支援給付金
令和２年３月から１０月のうち、いずれかの月の売上げが、前年同月に比べコロナ
禍に関わる次の要因として減少している経営体へ10万円支給。
①飲食店・商店の休業による取引縮小
②移動制限による流通の滞り
③学校休校による給食材料の取引縮小 など

野辺地町HP
http://www.town.noheji.aomori.j
p/life/seikatsu/1974/1975/198
6

・子育て世帯への臨時特別給付金
野辺地町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.town.noheji.aomori.j
p/life/seikatsu/1974/1975/2
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。
・納税が困難な方へ徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間
町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

野辺地町HP
http://www.town.noheji.aomori.j
p/life/seikatsu/1974/1976/198
1

・七戸町飲食店等支援臨時給付金
新型コロナ感染症の拡大により大きな影響を受けている飲食店等事業者を支援し、事
業の持続、継続につなげることを目的に町内飲食事業者などに１店舗当たり10万円を
給付

七戸町HP
http://www.town.shichinohe.lg.j
p/jigyo/shien/post-81.html

・子育て応援商品券
七戸町HP
子育て世代への生活応援及び地域経済活性化のため、子育て世代に対して子ども１人 http://www.town.shichinohe.lg.j
p/kurashi/post-210.html
１万円分の商品券の配布
・水道料金・下水道等使用料の支払い猶予
一時的に水道料金・下水道等使用料のお支払いが困難な事情があるお客さまについ
て、支払いの猶予

七戸町HP
http://www.town.shichinohe.lg.j
p/kurashi/kankyou/post203.html

・七戸町学生生活支援臨時給付金
七戸町内の実家を離れた学生が生活に不安を抱えていることから、生活費用に充て
て、学業継続を支援するため、臨時一時金を交付。100,000円（1回限り）。

七戸町HP
http://www.town.shichinohe.lg.j
p/gyosei/gakusyu/post298.html

生活支援

・納税が困難な方に対する町税の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少するなど、納税が困難な場合に納税を
猶予
①新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）にお
いて事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね２０％以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

七戸町HP
http://www.town.shichinohe.lg.j
p/kurashi/zeikin/shinsei/post216.html

経営支援

支援金

・六戸町新型コロナウイルス感染症対応経済支援対策町内宿泊業者支援事業
経営に大きな影響を受けている町内の宿泊業を営む事業者を対象に、事業の持続、継
続に向けた支援を目的として、固定経費に対し、給付割合に応じて給付金を支給

六戸町HP
http://www.town.rokunohe.aom
ori.jp/kurashi_sinngatakoronauir
usukannrennjyouhou_kennnaisy
ukuhakugyousyasiennjigyounoos
irase.html

支援金

・六戸町新型コロナウイルス感染症対応経済支援対策飲食店等支援臨時給付金
特に経営に大きな影響を受けている町内の飲食店・飲食料品小売店、タクシー、運転代
行業者の方に対し、事業継続のための経済的支援を目的とする臨時給付金を支給。な
お、家賃負担のある事業者には、店舗家賃の固定経費の支払いに対する加算分も支
給。

六戸町HP
http://www.town.rokunohe.aom
ori.jp/kurashi_sinngatakoronauir
usukannrennjyouhou_innsyokute
nnsiennrinnjikyuufukinn.html

経営支援

支援金
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

青森県

六戸町

生活支援

・下水道使用料の支払猶予
一時的に下水道使用料のお支払に困難な事情がある場合は、支払の猶予を行う。

六戸町HP
http://www.town.rokunohe.aom
ori.jp/machi_jougesuidou_sinngat
akoronauirusukannsennsyounosi
haraiyuuyonituite.html

六戸町HP
http://www.town.rokunohe.aom
ori.jp/kurashi_zeikin_koronawiru
sunouzeikonnnannsya.html

青森県

六戸町

生活支援

・納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方（※）は１
年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
（１）新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）に
おいて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
（２）一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

青森県

横浜町

生活支援

・納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
横浜町HP
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少（前年同期比概ね２０ http://www.town.yokohama.lg.jp
/index.cfm/6,6865,16,html
パーセント以上の減少）があり、納付が困難な方
・横浜町臨時消費拡大支援給付事業
校生等以下の子どものいる世帯と生産年齢人口等のいない65歳以上の高齢者のみで
構成されるする世帯について、家計への緊急の生活支援と消費拡大を促すとともに町
内商業者への景気回復を目的として給付
【給付の対象】
横浜町HP
商品券等活用 ①横浜町に住所を有し、平成14年4月2日以降に生まれた0歳から満18歳になる子ども http://www.town.yokohama.lg.jp
②横浜町に住所を有し、昭和30年4月2日以前に生まれた65以上の高齢者のみで構成 /index.cfm/7,7096,22,1,html
する世帯
【給付額】
①の対象者は、子ども1人につき1万円分の商品券(500円×20枚)
②の対象世帯は、1世帯につき1万円分の商品券(500円×20枚)

青森県

横浜町

経営支援

青森県

横浜町

経営支援

支援金

・横浜町臨時飲食店等支援給付事業
特に影響が大きい飲食業や宿泊業に対して、事業継続のため緊急の経済的支援を目
的として1事業所(店舗)につき10万円給付。

青森県

横浜町

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
横浜町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.town.yokohama.lg.jp
/index.cfm/6,1893,15,183,html
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

青森県

東北町

経営支援

支援金

・緊急特別支援金
町内飲食業者に対し、事業継続のため経済的支援を目的とする緊急特別支援金を交
付。2019年の総売上が1000万円未満の場合10万円、1000万円以上の場合15万円

青森県

東北町

生活支援

支援金

・東北町生活応援特別給付金
東北町HP
不要不急の外出の自粛などにより、生活が制約されている町民の皆さまを応援するた http://www.town.tohoku.lg.jp/ne
め、町民１人につき１万円を、特別定額給付金（１人につき10万円）に上乗せして給付。 ws20200513.html

青森県

東北町

生活支援

青森県

東北町

生活支援

青森県

六ヶ所村

経営支援

※国事業上乗せ

横浜町HP
http://www.town.yokohama.lg.jp
/index.cfm/7,7096,22,1,html

東北町HP
http://www.town.tohoku.lg.jp/ne
ws20200423-2.html

・納税が困難な方へ町税の納付猶予の特例制度
（１）新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1カ月以上）にお 東北町HP
いて、事業・給与等に係る収入が、前年同期に比べておおむね20％以上減少しているこ http://www.town.tohoku.lg.jp/ne
ws20200514-1.html
と。
（２）一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
東北町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.town.tohoku.lg.jp/ne
ws20200514-2.html
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

支援金

・六ヶ所村生活支援給付金
国からの特別定額給付金10万円に一律5万円を加算して支給

※国事業上乗せ

六ケ所村HP
http://www.rokkasho.jp/index.cf
m/11,11943,61,209,html

青森県

六ヶ所村

経営支援

減収補填

・六ヶ所村事業支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、特に深刻な影響を被っている村内の個人事 六ケ所村HP
http://www.rokkasho.jp/index.cf
業主・小規模企業者へ「六ケ所村事業支援給付金」を支給。
令和2年1月から12月までのいずれかの月の売上がで前年同月比で30％以上減少して m/11,11945,61,209,html
いるもの。

青森県

六ヶ所村

生活支援

支援金

・六ケ所村学生等支援給付金給付事業
六ケ所村HP
学生（大学、大学院、専門職大学、短期大学、高等学校（専攻科）、高等専門学校（第4 http://www.rokkasho.jp/index.cf
m/11,11946,61,209,html
学年以上）、専修学校（専門課程）※通信教育は除く。）へ20万円給付。

青森県

六ヶ所村

生活支援

・村県民税・軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税の納税猶予
①令和２年２月以降の任意の期間（１カ月以上）の収入が、前年同期に比べ20％以上減
少
②１回で納付できない

六ケ所村
http://www.rokkasho.jp/index.cf
m/11,11826,c,html/11826/2020
0601-2.pdf
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

青森県

六ヶ所村

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

六ケ所村
http://www.rokkasho.jp/index.cf
m/11,11826,c,html/11826/2020
0601-2.pdf

青森県

おいらせ町

経営支援

固定費補助

・町内事業者（飲食店、タクシー業、自動車運転代行業、露天商）に対し、事業継続を支
援するために、一事業者あたり一律２０万円を給付。町内事業者に対し、事業継続を支
援するために、町内に所在する店舗等の経費（賃借料、光熱水費等）の一部を、１か月
分５万円を上限に２か月分助成。

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/jigyousya
mukedokujisien.html

青森県

おいらせ町

経営支援

青森県

おいらせ町

雇用支援

支援金

・特別緊急雇用奨励金
新型コロナウイルス感染症の影響により内定取り消しや解雇となり、今後の収入見込み
がない町民を雇用した町内の事業者に対し、月額３万円、最大１２か月分の特別緊急雇
用奨励金を交付します。

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/jigyousya
mukedokujisien.html

青森県

おいらせ町

休業等支援

支援金

・減収者支援給付金
青森県知事の休業要請等に応じて「青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協
力金」の交付を受けた事業者に雇用されている従業者で、本来見込まれた収入が得ら
れずに減収した場合に、一人２万円の減収者支援給付金を交付します。

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/jigyousya
mukedokujisien.html

青森県

おいらせ町

生活支援

生活費補助

・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税を減
免

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/sinngata
koronakokuhozeigennmenn.html

生活費補助

・新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少
などにより所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得
見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請または学生納付特例申
請が可能となりました。

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/kokuminn
enkinmenjo.html

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/gakuseio
uenkyuhukin.html

青森県

おいらせ町

生活支援

・買い物クーポン券発行助成
おいらせ町HP
新規取組・経営
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて低迷している経済からの脱却を図るため、共 https://www.town.oirase.aomori.
改善等経費補
同で買い物クーポン券を発行しようとする団体に対して、買い物クーポン券作成に係る jp/site/singatakorona/jigyousya
助
mukedokujisien.html
印刷費の５分の４（上限３０万円）を一部を補助します。

青森県

おいらせ町

生活支援

支援金

・学生応援給付金
新型コロナウイルスの影響により、アルバイト等の活動が制限され、学業の継続が危ぶ
まれる学生を支援するため、学生を扶養する保護者に対し、給付金を支給。
給付額
親元を離れ保護者と別居する学生 １人につき５万円
町内に保護者と同居する学生
１人につき２万円

青森県

おいらせ町

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/kosodate
-rinjikyuuhu.html

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/koronayu
uyo.html

青森県

おいらせ町

生活支援

・新型コロナウイルス感染症関連で特例制度により町税の徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税を納期限までに納付することが困難な場
合は納税を猶予
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以
上）において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること
(2) 一時に納付、または納入を行うことが困難であること

青森県

おいらせ町

生活支援

・下水道使用料の支払い猶予
おいらせ町では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に下水道使用料の
お支払いが困難な事情がある方に対し、支払いを2か月間猶予します。

おいらせ町HP
https://www.town.oirase.aomori.
jp/site/singatakorona/siharaiyu
uyo.html

青森県

むつ市

経営支援

固定費補助

・飲食店等家賃補助
飲食店に対し、家賃の8割を3ヶ月分補助（上限30万円）する。宿泊業者には、本年度の
固定資産の8割を還元。事業者の非正規雇用者支援として1人5万円（1事業所3人まで）
の給付も行う。

むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
x.cfm/13,83191,c,html/83191/2
0200505-210256.pdf

青森県

むつ市

生活支援

固定費補助

・水道料金減額
市民の皆様の生活と経済活動を支援するため、水道料金のうち基本料金を2か月間無 むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
料とします。ただし、従量料金はこれまでどおりお支払いいただきます。なお、下水道使 x.cfm/38,83617,42,796,html
用料は対象となりません。

支援金

・緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により経済的影響を受けている市内の事業者のみなさ
んに、事業の継続を支援するための給付金を支給します。
むつ市HP
【対象者】飲食業 飲食料品卸売業 飲食料品小売業 食料品製造業 宿泊業 道路旅客運 http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
x.cfm/13,83434,152,html
送業 理美容業
【給付額】
1店舗・施設あたり一律30万円

青森県

むつ市

経営支援
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都道府県

市町村等

分類

分類２

青森県

むつ市

経営支援

支援金

・飲食店家賃等支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により経済的影響を受けている市内飲食店へ、事業継 むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
続を支援するために家賃などに対する給付をします。※ホテルなどの宿泊事業者、コン x.cfm/13,83986,152,html
ビニなどの小売事業者の方は、飲食店の営業許可があっても対象になりません。

青森県

むつ市

経営支援

固定費補助

・宿泊業支援給付金
むつ市HP
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛等の影響で大きな打撃を受けた宿泊 http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
x.cfm/13,84004,152,html
業者を支援するため、令和2年度分の固定資産税額の8割相当額を給付します。

青森県

むつ市

雇用支援

支援金

・非正規雇用労働者支援事業
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い経済的な損失を受けている非正規雇用労働者 むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
の支援を行うため、雇用主に対し非正規雇用労働者1名について5万円（上限3名）を給 x.cfm/13,84006,152,html
付します

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金・むつ市子どもみらい応援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するために、臨時特
別給付金を支給します。
さらに、むつ市独自の支援として、「むつ市子どもみらい応援給付金」を上乗せして支給 むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
します。
x.cfm/35,83476,149,925,html
対象児童一人あたり
子育て世帯への臨時特別給付金1万円
（上記のほか）むつ市子どもみらい応援給付金1万円 ※対象者の場合

支援金

・むつ市学生等緊急支援事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止策に伴う経済活動への影響に鑑み、支援金を給付
又は貸与することで、安心・安全に生活し、将来の目標に向かい学業に専念できる環境
を提供します
【対象者】
支援金の給付対象者
令和2年6月1日時点で「むつ市奨学金」の貸与を受けている方
支援金の貸与対象者
むつ市に住所を有する方の子弟で、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学（大学 むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
院を含む）及び専修学校（専門学校）に在学中であり支援を必要とする方
※ただし、申請時点でむつ市奨学金の貸与（停止中も含む）を受けている方は対象にな x.cfm/13,84005,152,html
りません
【給付額及び貸与額】
給付額
大学生（専門学校生） 36万円（貸与分に上乗せ）
高校生
18万円（貸与分に上乗せ）
貸与額
大学生（専門学校生） 36万円
高校生
18万円

青森県

青森県

むつ市

むつ市

生活支援

生活支援

支援内容・水準

URL

青森県

むつ市

生活支援

無償提供

・むつ市のうまい！」仕送り事業
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、ふるさとを離れて頑張る学生に「むつ市の
うまい！」をお届けします。申し込みするだけで、学生のお手元に5,000円相当の「うま
むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
い！」が3回届く心温まる取組です。
x.cfm/13,84000,152,html
ー学生の条件ー
令和2年4月1日までにむつ市内に住所を有したことがある
国内の高等教育機関等（大学院、大学、短期大学、専門学校、受験予備校）に在学中

青森県

むつ市

経営支援

商品券等活用

・2020むつ市プレミアム付商品券事業
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込む市内経済の活性化のため、市内にお むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
ける個人消費の拡大及び市外への消費流出を防ぐことを目的に、10,000円で12,000円 x.cfm/13,84002,152,html
のお買い物ができるプレミアム付商品券を総額12億円分発行いたします。

・むつ市中小企業特別保証制度
むつ市では、市内中小企業者の経営の安定及び必要な運転・設備資金に活用していた むつ市HP
信用保証料補
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
だくため、市内の金融機関に一定の資金を預けて、金融の円滑化を図っています。ま
助
た、併せて信用保証料の補助を実施しており、市が借入者に代わって保証協会に保証 x.cfm/15,1303,30,759,html
料を支払うことで、中小企業者の皆さんの負担軽減を図っています。

青森県

むつ市

金融支援

青森県

むつ市

生活支援

青森県

むつ市

生活支援

生活費補助

・国民健康保険税の減免

青森県

むつ市

生活支援

生活費補助

・介護保険料の減免

青森県

大間町

経営支援

青森県

大間町

経営支援

・税・保険料・市営住宅使用料・水道料金・下水道使用料・奨学金の支払い猶予等

むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/new
s/index.cfm/detail.33.82352.htm
l
むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
x.cfm/34,0,20,330,html
むつ市HP
http://www.city.mutsu.lg.jp/inde
x.cfm/34,84157,50,547,html

・地域振興商品券
大間町HP
商品券等活用 町内経済対策として、消費の落ち込み等の影響を緩和することを目的とし、全住民を対 https://www.town.ooma.lg.jp/lif
e/news/1527
象とした「地域振興商品券」１人１万円を配布

支援金

・臨時給付金
大間町HP
町内事業者（飲食店・宿泊業・土産専門店に限る）を対象とした「臨時給付金」を支給1事 https://www.town.ooma.lg.jp/ka
nko/news/1531
業者10万円
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都道府県

市町村等

分類

分類２

青森県

大間町

生活支援

支援金

青森県

東通村

経営支援

支援内容・水準

URL

・子育て世帯への臨時特別給付金
大間町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 https://www.town.ooma.lg.jp/lif
e/news/news-42
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

・東通村新型コロナウイルス感染症対策プレミアム付商品券発行事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、売上高が減少し、事業活動に支
障が生じている第一次産業及び商工業を営んでいる者に対し、事業の継続を支援する
商品券等活用
ため、東通村と東通村商工会が連携して、東通村新型コロナウイルス感染症対策プレミ
アム付商品券発行事業を実施。
・販売価格1セット10,000円で15,000円分の商品券を販売

東通村HP
http://www.vill.higashidoori.lg.jp
/keiki/page000160.html#section
1

青森県

東通村

経営支援

支援金

・東通村新型コロナウイルス感染症対策事業者支援一時給付金支給事業
村では、新型コロナウイルス感染症拡大により、村内の宿泊事業者や飲食サービス事
業者が事業活動に大きな支障を生じていることを受け、当該事業の継続を支援するた
めに給付金制度を実施します。
給付金の支給は対象事業者1者につき1回のみ20万円

青森県

東通村

生活支援

支援金

・東通村新型コロナウイルス感染症対策学生支援一時給付金事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うアルバイト等の自粛により、生活費及び学
費の確保が困難となっている東通村出身で村外在住の学生に対し、一時給付金を支給
いたします。対象者1人につき10万円を支給。

東通村HP
http://www.vill.higashidoori.lg.jp
/keiki/page000160.html#section
3

無償提供

・東通村新型コロナウイルス感染症対策ふるさと学生応援便事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うアルバイト等の自粛により、生活費及び学
費の確保が困難になるとともに、帰省の自粛を余儀なくされ村外で不安な生活を送って
いる東通村出身で村外在住の学生に対し、生活支援及び感染症対策の支援を届けるこ
とにより、ふるさとの温かさを再認識していただくものです。
対象者1人につき2回東通村特産品や日用品を送付する。

東通村HP
http://www.vill.higashidoori.lg.jp
/keiki/page000160.html#section
3

・新型コロナウイルス感染症に係る村税の徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に納税が困難な場合は徴収を猶予す
る制度があります。

風間浦村HP
https://www.kazamaura.jp/cms
/wpcontent/uploads/2020/04/4e2
763651a69d99ee4be55a35b3ac
866-1.pdf

青森県

東通村

生活支援

東通村HP
http://www.vill.higashidoori.lg.jp
/keiki/page000160.html#section
2

青森県

風間浦村

生活支援

青森県

佐井村

金融支援

融資

・佐井村中小企業事業資金貸付制度
中小企業・小規模事業者を対象に貸付要件の緩和等の措置が実施されていますが、
国・県等の制度で借入できなかった事業者に対する貸付金制度を設けました。

佐井村HP
http://www.vill.sai.lg.jp/gyousei/
gyousei.html?id=24

青森県

佐井村

雇用支援

支援金

・佐井村雇用調整助成金事業主負担分支援制度
国の雇用調整助成金制度を活用し、従業員を解雇せず休業手当を支給し発生する事
業主負担金に対する補助制度を設けました。

佐井村HP
http://www.vill.sai.lg.jp/gyousei/
gyousei.html?id=24

青森県

佐井村

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
佐井村HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.vill.sai.lg.jp/gyousei/
gyousei.html?id=24
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

青森県

八戸市

経営支援

支援金

・第1次八戸市新型コロナウイルス対策支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済的な影響を特に受けている事業者に 八戸市HP
https://www.city.hachinohe.aom
対する緊急支援策として、支援金を交付いたします。宿泊、飲食、タクシー自動車運転 ori.jp/corona/3/14467.html
代行の4業種の事業者に20万円給付。

減収補填

・第2次八戸市新型コロナウイルス対策支援金
新型コロナウイルスの感染拡大による経済的な影響を受けている事業者の事業継続を
八戸市HP
支援するため、「第2次八戸市新型コロナウイルス対策支援金」を支給いたします。
https://www.city.hachinohe.aom
【対象者】中小企業（農業も含む）令和2年2月から5月までの間に、売上高が前年同月比 ori.jp/corona/3/14711.html
で20％以上減少した月があること。
【給付額】1事業者当たり一律20万円

青森県

八戸市

経営支援

青森県

八戸市

雇用支援

青森県

八戸市

経営支援

青森県

三戸町

経営支援

・八戸市雇用調整助成金申請費補助金
国補助金申請
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「雇用調整助成金」の申請費用を補助。
支援
上限１０万円。

八戸市HP
https://www.city.hachinohe.aom
ori.jp/corona/3/14468.html

固定費補助

・法人市民税の申告書等に係る期限の延長
八戸市HP
法人市民税の申告・納付等を期限までに行うことができないやむを得ない理由がある場 https://www.city.hachinohe.aom
ori.jp/corona/3/14655.html
合。

減収補填

・緊急支援金支給
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けた事業者の皆様の事 三戸町HP
https://www.town.sannohe.aom
業活動を支援するため、全業種対象の緊急支援金を支給いたします。
令和2年3月から5月までのいずれかの月の売上額が、前年同月と比較して20%以上減 ori.jp/oshirase/2803.html
少している場合、一律10万円
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都道府県

青森県

市町村等

三戸町

分類

生活支援

青森県

三戸町

経営支援

青森県

三戸町

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

・三戸町大学生等支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大学生等やその保護者が、家計急変や
アルバイト収入の減少による経済的困窮、外出自粛要請により帰郷できず不便を強い
られている状況に鑑み、三戸町出身の大学生等が希望に満ちた学生生活を送ることが
できるよう、ふるさと三戸町から支援金を支給します。
【対象者】大学生等 ： 大学、大学院、短期大学、専修学校、高等専門学校（4年生以上）
に在籍しているもの。
【支給額】 自宅以外（下宿、アパート、寮など）からの通学者・・・ 10万円 自宅からの通
学者 ・・・5万円

三戸町HP
https://www.town.sannohe.aom
ori.jp/soshiki/kyouikuiinkaijimuk
yoku/2779.html

支援金

・三戸町新型コロナウイルス感染症対策飲食店等事業者緊急支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている飲食店等事業
者の皆様の事業活動を支援するため、緊急支援金を支給いたします。
(1) 食堂、レストラン、居酒屋、スナック、バー、喫茶店、仕出店、屋台、飲食物持ち帰り
専門店
(2) 酒類卸売業、酒卸小売業
(3) タクシー事業者、自動車運転代行業者
◆支援金の額
対象期間の各月の売上額が前年同月と比較して20％以上減少又は明らかに減少する
と見込まれる営業月1ヶ月につき15万円。ただし、減少額（減少見込額）が15万円に満た
ない場合、減少額分となります。

三戸町HP
https://www.town.sannohe.aom
ori.jp/soshiki/singatakoronakan
senshoukanrenjouhou/2729.htm
l

三戸町HP

・三戸町新型コロナウイルス感染症緊急経済対策商品券交付事業
https://www.town.sannohe.aom
商品券等活用 国が行う経済対策に呼応し、経済効果を町内に波及させ、経済の維持及び活性化を図 ori.jp/soshiki/singatakoronakan
senshoukanrenjouhou/2729.htm
るため、飲食店等でも利用可能な商品券を町民1人につき2千円分交付いたします。
l

青森県

三戸町

生活支援

・三戸町新型コロナウイルス感染症子育て世帯支援商品券交付事業
商品券等活用 子育て世帯の負担を軽減するため、18歳以下の子どもがいる世帯に対し、1人につき
3,000円分の商品券を交付いたします。

三戸町HP
https://www.town.sannohe.aom
ori.jp/soshiki/singatakoronakan
senshoukanrenjouhou/2729.htm
l

・納税が困難な方に対する猶予制度
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下
の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることがで 三戸町HP
https://www.town.sannohe.aom
きるようになります。
1．新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1ヶ月以上）にお ori.jp/soshiki/zeimu/2684.html
いて、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している。
2．一時に納付し、又は納入を行うことが困難である。

青森県

三戸町

生活支援

青森県

五戸町

経営支援

青森県

五戸町

経営支援

青森県

五戸町

生活支援

支援金

青森県

田子町

経営支援

商品券等活用

青森県

田子町

経営支援

支援金

・商工業者等支援事業
４、５月のいずれかの売上げが全年同月より15％以上減少している場合、商工業者を 田子町HP
http://www.town.takko.lg.jp/ind
対象に、町独自の経済対策として支援金１０万円を給付（和牛の価格が下落している状 ex.cfm/12,6710,html
況を受け、牛の肥育農家も対象。）

青森県

田子町

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
田子町HP
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万 http://www.town.takko.lg.jp/ind
ex.cfm/9,6824,111,html
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

青森県

田子町

生活支援

生活費補助

支援金

・五戸町新型コロナウイルス感染症対策支援金
大きな影響を受けている事業者に対する支援策として、飲食、宿泊、タクシー自動車代
行業、酒類卸売業者、生花店へ五戸町新型コロナウイルス感染症対策支援金15万円を
給付

・飲食店応援チケット
商品券等活用 町内事業者を支援するため、最大１０，０００円お得！五戸町の飲食店で利用できる飲
食店応援チケットを発行。※チケット販売は終了

五戸町HP
http://www.town.gonohe.aomori.
jp/kurashi/sougouseisaku/2020
-0507-1828-81.html

五戸町HP
http://www.town.gonohe.aomori.
jp/covid19/2020-0522-170381.html

・子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯に関しては、児童手当を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万
円を上乗せする臨時特別の給付金を支給。

五戸町HP
http://www.town.gonohe.aomori.
jp/kurashi/fukushi/2020-05071737-64.html

・田子町地域応援商品券
全町民に地域応援商品券を一律5,000円分ずつ配布

田子町新型コロナウイルス感染
症対策本部資料
http://www.town.takko.lg.jp/ind
ex.cfm/10,6570,c,html/6570/20
200522-150821.pdf

・家族のきずな便
帰省等自粛した家族を対象に農産物や生活必需品などの物資を送る方への支援

田子町新型コロナウイルス感染
症対策本部資料
http://www.town.takko.lg.jp/ind
ex.cfm/10,6570,c,html/6570/20
200522-150821.pdf
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

南部町HP
http://www.town.aomorinanbu.lg.jp/index.cfm/9,15012,3
8,173,html

青森県

南部町

経営支援

支援金

・農畜産業先行型持続化給付金
令和元年度に、畜産又は0.2ヘクタール以上の
農地を耕作して農業所得申告し、かつ、令和2年度も同規模の農畜産業を営んでいる、
南部町に住所を有する個人及び農業法人へ「先行型持続化給付金」を給付します。
【給付額】業種、面積により１５万円から３６万円給付

青森県

南部町

経営支援

PR支援

・南部町飲食店応援プロジェクト
新型コロナウイルスの影響による町内飲食店の経営悪化、廃業、従業員の解雇を防止
するため、店外飲食商品の販売促進及び消費者が飲食店を応援できる体制を構築する
ことにより、町内飲食店の経営維持を図ることを目的としています。

南部町HP
http://www.town.aomorinanbu.lg.jp/index.cfm/9,14622,7
9,320,html

青森県

南部町

生活支援

生活費補助

・国民健康保険税の減額
令和2年度の国保加入者に係る均等割額を1人につき最大1万円減額します。低所得者
に係る軽減措置を受けている世帯は、軽減割合により減額します。

南部町HP
http://www.town.aomorinanbu.lg.jp/news/index.cfm/det
ail.1.14788.html

青森県

階上町

生活支援
経営支援

青森県

階上町

経営支援

固定費補助

・階上町内事業者支援給付事業
飲食店をはじめ、全ての業種を対象に、新型コロナウイルス感染症による収入減の度合 階上町HP
http://www.town.hashikami.lg.jp
いに関わらず、事業者の固定経費（家賃・リース料・光熱水費等）に補填するため一律1 /index.cfm/9,13933,43,195,html
事業者当たり15万円を支給します。

青森県

階上町

雇用支援

新規雇用

・緊急雇用創出事業
雇用対策として、離職を余儀なくされた方や採用内定を取り消された方など、就労へ影 階上町HP
http://www.town.hashikami.lg.jp
響を受けた方を対象として、町が管理する道路や河川の維持管理作業を行う民間業者 /index.cfm/9,13933,43,195,html
において、作業員の新規雇用を創出します。

青森県

階上町

金融支援

利子補給

・小規模事業者経営改善資金融資（通称マル経）に係る利子補給事業への利子補給
小規模事業者が、日本政策金融公庫からの融資の際に支払う利子分（特別利率
0.31％）について、補給を行います。

階上町HP
http://www.town.hashikami.lg.jp
/index.cfm/9,13933,43,195,html

青森県

階上町

生活支援

無償提供

・給食費の無償化
小中学生の給食費（保護者負担分）を収束するまでの「当面の間」無償にします。

階上町HP
http://www.town.hashikami.lg.jp
/index.cfm/9,13933,43,195,html

青森県

階上町

階上町HP
・はしかみ応援振興券
無償提供
https://www.town.hashikami.lg.j
全町民に一律1人当たり5,000円の商品券を配布します。さらに、子ども（18歳以下）1人 p/index.cfm/9,14312,43,195,htm
商品券等活用
当たり3,000円を上乗せして、子育て支援を行います。
l

・納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下
の①、②の要件のいずれにも該当する場合に1年間、町税の徴収の猶予を受けることが 階上町HP
http://www.town.hashikami.lg.jp
できます。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）にお /index.cfm/7,13973,26,130,html
いて、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

生活支援

・県内の協力要請に応じた中小企業者へ協力金支給及び家賃補助等の策を実行。
(4/30議会可決）

岩手県新型コロナウイルス感染
症対策本部本部員会議
https://www.pref.iwate.jp/kuras
hikankyou/iryou/kenkou/jouhou
/1028231.html

岩手県HP
https://www.pref.iwate.jp/_res/
projects/default_project/_page_
/001/028/040/futankeigen.doc

岩手県

経営支援

支援金
固定費補助

岩手県

金融支援

利子補給

・農業経営負担軽減支援資金利子補給
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者の経営再建を支援するため、既往
債務の借換えのための利子補給を実施。

岩手県

金融支援

利子補給

・漁業経営維持安定資金利子補給
https://www.pref.iwate.jp/_res/
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者の経営再建を支援するため、既往 projects/default_project/_page_
/001/028/040/gyogyoukeieiiji.d
債務の借換えのための利子補給を実施。

岩手県HP

oc

岩手県

金融支援

岩手県

経営支援

岩手県

経営支援

融資

・製材事業者等への金融支援
地域木材流通促進資金貸付金により、製材事業者等の資金繰りを支援。

新規取組・経営 ○県産農林水産物学校給食提供緊急対策事業
改善等経費補 県産牛肉の学校給食への提供や、生産者による食育出前講座等の実施に要する経
助
費を支援。

PR支援

○県産農林水産物販売促進緊急対策事業
牛肉、水産物など県産食材の消費拡大に向けて、県内量販店等と連携した経営支援
キャンペーンを実施。

岩手県HP
https://www.pref.iwate.jp/kense
i/tetsuzuki/hojo/nourin/10122
91.html
岩手県HP
https://www.pref.iwate.jp/sangy
oukoyou/nourinsuisan/ryuutsuu
/1029748.html
岩手県HP
https://www.pref.iwate.jp/sangy
oukoyou/nourinsuisan/ryuutsuu
/1029748.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

岩手県

感染予防

取組経費補助

○農山漁村体験受入体制強化緊急対策事業
農林漁業体験の受入地域において、感染症予防対策に係る相談会等を実施するとと
もに、衛生環境や受入環境の整備、安全・安心で魅力的な体験メニューの開発等に必
要な経費の一部を支援

岩手県HP
https://www.pref.iwate.jp/sangy
oukoyou/nougyou/kouryuu/102
9765/index.html

岩手県

経営支援

固定費補助

○肥育経営生産基盤強化緊急支援事業
県内の肉用牛農家が県内の和牛子牛市場から肥育素牛を導入するために必要な経
費の一部を支援

岩手県HP
https://www.pref.iwate.jp/sangy
oukoyou/nougyou/chikusangijut
su/1029629/index.html

和牛繁殖農家への支援
子牛を出荷する際に必要な予防接種代や運搬費等の経費の一部を助成

盛岡市HP
http://www.city.morioka.iwate.jp
/kenkou/kenko/1029832/1031
231.html

岩手県

盛岡市

経営支援

固定費補助

岩手県

矢巾町

経営支援

PR支援

牛肉、花き、外食産業等の需要が低迷している町内農畜産物の消費拡大に向け、チラ 矢巾町HP
https://www.town.yahaba.iwate.j
シの配布によるPRを行う 【農畜産物消費者PR事業（町単独）】
p/docs/2020050700093/

岩手県

矢巾町

経営支援

支援金

国内農産物の生産拡大に向けた支援
田及び畑地において、令和元年度に不作付地で、令和２年度に作付けを行った農地
に、５千円／１０aを補助 【国産農産物生産拡大事業（町単独）】

矢巾町HP
https://www.town.yahaba.iwate.j
p/docs/2020050700093/

岩手県

遠野市

経営支援
感染予防

固定費補助
支援金

・遠野市新型コロナウイルス感染症経済対策事業
①新型コロナウイルス感染生産者事業継続支援給付金
市内の生産ほ場で生産される米、麦、大豆、ピーマン、ニラ、ホウレンソウ、アスパラガ
ス等の野菜又はしいたけ、わさび等の特用林産物。（※国による同様の支援が行われ
るものは、当給付金の対象から除く。）
内容：新型コロナウイルス感染症に感染した市内の農業者が近隣の農業者等に作業
を委託しなければ事業の継続が困難になった場合の掛かり増し経費について、農業者
等１人につき１日当たり8,300円を上限に支援する。１発生農場につき、平時に当該発生 遠野市HP
https://www.city.tono.iwate.jp/i
農場において農産物を生産する農業者の人数分までを上限とする。
ndex.cfm/46,52858,288,html
②新型コロナウイルス感染施設園芸農家見舞金
内容：新型コロナウイルス感染症に感染した市内の施設園芸農家を対象に、施設内の
消毒に掛かる経費や一時的な出荷制限による収入減等に対し、以下の見舞金を支給す
る。
(1)保健所の指示により農業用ハウス等の施設内の消毒をしなければならなくなった
もの １農家につき５万円。
(2)前号の消毒をし、かつ農産物の出荷ができず収入が一時的に途絶えたもの １農
家につき１５万円。

岩手県

普代村

経営支援

減収補填

制度名「農林漁業者・商工業等持続化給付金（村）」
https://www.vill.fudai.iwate.jp/c
売上が20 ％以上 50 ％未満減少した企業・個人事業主（農林漁業者等を含む）に 対 し gibin/news.cgi?f1=1589955968&f
て給付（法人 30 万円、個人 20 万円）

減収補填

・肥育農家経営安定緊急支援給付金
対象：市内に住所を有し、肉用牛を販売する目的で肉用牛の肥育を業として行ってい
る方であって、「肉用牛肥育経営安定交付金」の交付を受けている方。
内容：標準販売価格が標準的生産費を下回った場合に、「肉用牛肥育経営経営安定
交付金」で補填されない差額分を交付。

北上市HP
https://www.city.kitakami.iwate.j
p/life/emergency/corona/kigyo
umukeshien/16794.html

支援金

・肥育牛導入緊急支援事業費補助金
対象：市内に住所を有し、肉用牛を販売する目的で肉用牛の肥育を業として行ってい
る方
内容：市内で生産された子牛を市場から購入した場合に、購入した子牛１頭につき９万
円を補助（ただし、子牛の販売者と購入者が同一の場合をのぞく）

北上市HP
https://www.city.kitakami.iwate.j
p/life/emergency/corona/kigyo
umukeshien/16794.html

支援金

・和牛肥育経営生産基盤支援事業
対象：市内の和牛肥育農家
内容：令和２年５月から令和２年９月末までの期間において、全農岩手県本部県南家
畜市場で開催される和牛子牛市場で奥州市産の黒毛和種肥育素牛を導入するために 奥州市HP
https://www.city.oshu.iwate.jp/
要する経費を助成（導入に係る経費（素牛落札価格（税抜））の1/2以内の額（千円未満 site/korona/33626.html
切り捨て）で９万円を上限）。ただし導入した月に公表された牛マルキン（肉用牛肥育経
営安定特別対策事業）に係る通知において、交付金が交付されない場合は助成しませ
ん。

経営支援

支援金

・新型コロナウイルス感染症対策第一次産業支援金
対象：市内で第一次産業を経営する方のうち、支援金の交付申請があった年の前年
の当該事業収入額又は交付申請があった年の前年までの直近３年間の１年当たりの平
均当該事業収入額が１００万円以上である方
内容（交付額）：
①常時雇用する従業員の数が１０人未満の方 １０万円
②常時雇用する従業員の数が１０人以上の方 ２０万円

経営支援

支援金

・農業労働力確保緊急対策事業費補助金
感染症拡大の影響で外国人研修生が来日できない場合に、代わりとなる労働者を雇用
するための経費の一部を補助します。
※国の農業労働力確保緊急支援事業の嵩上として実施
・給付額：１時間あたり１００円(国５００円／１時間)

普代村HP

2=jyumin

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

北上市

北上市

奥州市

陸前高田市

岩手町

経営支援

経営支援

経営支援

※国事業上乗せ

陸前高田市HP
https://www.city.rikuzentakata.i
wate.jp/shisei/kakukaoshirase/suisan/singatacorona/daiitiji-sangyousienkin/daiitiji-sangyousienkin.html

岩手町ＨＰ
http://town.iwate.iwate.jp/town
/coronavirus/farmerjinzaikakuho-shien/
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都道府県

岩手県

市町村等

岩手町

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

支援金

・肉用子牛流通円滑化事業費補助金
肉用子牛の出荷調整を行った生産者に対し、飼養期間増による経費負担軽減のため補
助を行います。
※国の肉用子牛流通円滑化等緊急対策の嵩上として実施
・補助率：
肉専用及び交雑種 町１００円／頭目（国５５０円／頭目）
乳用種
町１００円／頭目（国５００円／頭目）

※国事業上乗せ

URL

岩手町ＨＰ
http://town.iwate.iwate.jp/town
/coronavirus/farmer-chikusanshien/

支援金

・黒毛和種子牛出荷給付金
感染症拡大防止策の影響により黒毛和種子牛価格が下落していることから、和牛繁殖
農家の経費負担軽減を図る。
・対象者：生産した和牛子牛を市場へ出荷し、販売した繁殖農家
・対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日までに開催される和牛子牛市場への
出荷
・補助単価：黒毛和種子牛１頭につき １万円

岩手町ＨＰ
http://town.iwate.iwate.jp/town
/coronavirus/farmer-chikusanshien/

支援金

・新型コロナウイルス感染症の拡大による経済的な影響を受けている法人及び個人の
事業者を対象に、事業の継続を下支えするため、緊急対策として支援金を交付。
・対象者：町内に事業所のある中小法人業者、町内に住所のある個人事業者や農林畜
産業者
・給付額：１事業者につき１０万円
・条件等：下記の①～③のすべての要件を満たすこと。
① 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年３月～５月のいずれかのひと月
の売上額が２０％以上減少していること。
② 令和２年３月～５月の売上合計額が、前年同期間の売上合計額から１０万円以上
減少していること。
③ 令和元年以前から事業収入があり、引き続き事業を継続する意思があること。

軽米町HP
http://www.town.karumai.iwate.j
p/covid-19/supportbusiness/post-470.html

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商工業事業者の事業継
続を下支えするため、給付金を交付
・対象者：対象期間中のいずれかの月の売上げが前年同月に比べて15%以上減少した 九戸村HP
http://www.vill.kunohe.iwate.jp/
村内の商工業事業者（農林業事業者のうち、法人は対象、個人事業主は対象外）
・給付額：従業者数が５名未満の事業者は20万円、従業者数が５名以上の事業者は35 docs/1193.html
万円（従業員数には、パートや非正規労働者を含むが、概ね通年雇用している人数が
対象）

経営支援

支援金

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入(売上)が減少しながらも国の持続化給付
金の対象とならない町内の事業者に対して、事業継続を支援するため給付金を支給。
（個人農林漁業者を含む）
・支給額：【法人】上限３０万円、【個人事業主】上限１５万円
洋野町HP
http://www.town.hirono.iwate.jp
※ただし、事業収入の減少分を上限。支給は１回限り。
/docs/2020052900040/
・主な要件：
① 町内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があること。
② 令和２年１月から１２月のいずれかの月の売上が前年の同月と比較して２０％以上
５０％未満減少していること。

宮城県

金融支援

融資
利子補給

・「農林業経営サポート資金」創設
新型コロナウィルス感染症により農林業経営に影響が生じている農林業者。融資額個 宮城県ＨＰ
https://www.pref.miyagi.jp/relea
人１５０万円、法人５００万円 （農林業所得が総所得の過半を占める個人は300万円）。 se/nosei/20support-shikin.html
無利子。償還期間１年。

宮城県

経営支援

相談窓口設置

・「新型コロナウィルスに関する農業経営相談窓口」設置。県庁農業振興課、地方振興
事務所農業振興部等に窓口設置。農業経営や融資制度について相談を受ける。

宮城県ＨP
https://www.pref.miyagi.jp/sosh
iki/chukisi/corona.html

宮城県

金融支援

融資

・「新型コロナウィルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援」
「セーフティネット資金（保証４号）（保証５号）」「危機関連対策資金」「災害復旧対策資
金」

宮城県ＨＰ
https://www.pref.miyagi.jp/sosh
iki/syokokin/shingatacoronakinyuu.html

金融支援

融資
利子補給

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

宮城県

岩手町

軽米町

九戸村

洋野町

経営支援

経営支援

経営支援

支援金

・「漁業経営サポート資金」創設
新型コロナウイルス感染症による漁業経営への影響を受け、経営の維持や安定に向 宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/uplo
けた資金を必要とする漁業者を支援するため、無利子の短期運転資金を融資。
①500万円又は②新型コロナウイルス感染症の拡大による漁業経営影響額のいずれか aded/attachment/788656.pdf
低い額。償還期間2年
・「宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」
新型コロナウイルス感染拡大防止のため，県の要請や協力依頼に応じて，令和2年4
月25日から同年5月6日までの間，施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力
を行った中小の事業者に対し，県・市町村から協力金を支給。
〇支給額 １事業者 ３０万

宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/sosh
iki/fukensui/coronaviruskyoryokukin.html

宮城県

経営支援

宮城県

給食利用

[県産牛肉学校給食提供支援費]
食材提供経費
・学校給食への県産牛肉の提供への助成
補助
県内畜産・食肉関係団体による県産牛肉の学校給食提供への支援 605,000千円

宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/uplo
aded/attachment/791238.pdf

宮城県

給食利用

「県産水産物学校給食提供支援費」
食材提供経費
・ 学校給食への県産水産物の提供への助成
補助
県内水産関係団体による県産水産物の学校給食提供への支援 276,000千円

宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/uplo
aded/attachment/791238.pdf

宮城県

経営支援

PR支援

「県産花き活用拡大費」
・花きPR経費への負担金 2,000千円

宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/uplo
aded/attachment/791238.pdf

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

経営支援

新規取組・経営
「農業大学校教育費」
改善等経費補
・即戦力となる人材育成のための研修用機械・設備の導入 70,197千円
助

宮城県

経営支援

「国産農産物供給力強靱化対策費」
新規取組・経営 ・農産物処理加工施設等への助成
宮城県HP
改善等経費補
国産野菜の継続的・安定的な供給を図るための農産物処理加工施設等整備への助 https://www.pref.miyagi.jp/uplo
aded/attachment/791238.pdf
助
成
390,000千円

宮城県

経営支援

新規取組・経営
「県産材流通緊急支援費」
改善等経費補
・県産材の流通回復への助成 30,000千円
助

宮城県

宮城県

経営支援

支援金

「中小企業等再起支援費」
・県内の中小企業，小規模事業者で以下の要件を全て満たすもの ①県内に本店を有
する法人又は県内に住所を有する個人事業主 ②新型コロナウイルスの影響により令
和2年1月以降のいずれか1ヵ月間の売上が前年同月比で30%以上減少 ③新型コロナ
ウイルスの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定し
ていること
・補助額：【販路開拓や生産性向上のための事業】上限100万円，下限50万円
補助率：3/4以内

宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/uplo
aded/attachment/791238.pdf

宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/uplo
aded/attachment/791238.pdf

宮城県HP
https://www.pref.miyagi.jp/sosh
iki/chukisi/covid19saikisien.html

仙台市HP

宮城県

仙台市

経営支援

支援金

・「仙台市地域産業支援金」特に大きな影響を受けている中小企業等に対して事業の継 https://www.city.sendai.jp/kikak
ushien/shienkin.html
続を下支えするための支援金を支給。1事業者あたり20万円

宮城県

仙台市

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を市HPで掲載

仙台市HP
https://www.city.sendai.jp/toho
kurenke-kikaku/sendaitakeout.html

宮城県

仙台市

経営支援

補助金

「クラウドファンディング活用事業補助金」
・市内の中小企業者等の資金繰りを支援するため、地元のクラウドファンディング(まちく
るファンド)を活用し資金調達を行う場合に補助。
・補助額：決済手数料(支援金額の5％)及び振込手数料 上限100万円

仙台市HP
https://www.city.sendai.jp/shog
yoshinko/crowdfunding2020.ht
ml

宮城県

仙台市

需要喚起

PR支援

「仙台市商店街応援割増商品券発行事業補助金」
仙台市HP
・独自に3割増商品券を発行・販売する市内の商店街振興組合等に対し、「仙台市商店 https://www.city.sendai.jp/shog
yoshinko/shouhinnken2020.html
街応援割増商品券発行事業補助金」を交付。

宮城県

石巻市

金融支援

利子補給

宮城県

石巻市

経営支援

宮城県

石巻市

経営支援

支援金

宮城県

石巻市

雇用支援

新規雇用

「石巻市中小企業災害等資金利子補給金」
・事業活動に影響を受けた市内の中小企業者等に対し利子補給金を交付

新規取組・経営 「石巻市デリバリー・テイクアウト参入支援助成金」
改善等経費補 ・デリバリー又はテイクアウトに参入する飲食店等に対し助成金を交付
助
・助成対象経費の4分の3以内の額（千円未満の端数は切り捨て）で、20万円を上限

支援金

石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10452000a/2020022516
5250.html
石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10452000a/2020051120
3653.html

「石巻市事業者経営持続化助成金」
・営業自粛等により、影響を受けた事業者に対し、事業の継続を支え、再起の糧とする
ため、助成金を交付。
・1法人（個人事業主を含む。）当たり 10万円

石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10452000a/2020051317
4722.html

「水産業人材マッチング事業」
・新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人材が入国できず人手が不足する水産
業者と、事業規模の縮小や休業等により従業員を一時的に休職させる事業者をマッチ
ングし、雇用の継続を支援

石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10453000/20200518093
539.html

「休業要請に応じた対象事業者への協力金の上乗せ助成」
・宮城県の休業要請の対象となる店舗が休業を行った場合に交付する協力金につい
て、２つ以上の店舗で休業を実施した場合、本来交付される額に上乗せとして３０万円
交付。

石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/d2000/20200519174736.html

宮城県

石巻市

休業等支援

宮城県

石巻市

雇用支援

宮城県

石巻市

経営支援

固定費補助

「店舗等家賃補助金」
・不動産を賃借して事業を営んでいる市内中小企業者に対して、支払った家賃の補助。
・支払い済みの家賃1／2以内（上限額5万円／月）、最大3か月分

石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10452000a/2020062411
0352.html

宮城県

石巻市

経営支援

支援金

「観光関連産業事業者等経営支援金」
・観光関連産業事業者及び宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給
対象にならなかった市内の飲食店に対して支援金を支給。
・飲食店1業者20万円

石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10452000b/2020063014
5046.html

宮城県

石巻市

経営支援

支援金

「販売促進等支援事業費補助金」
・販路拡大を図るために行う事業について、事業者または、その支援者が行う必要な取
り組みの経費を補助。
・補助率10／10以内、上限額50万円

石巻市HP
https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10452000b/2013032918
4133.html

「雇用調整助成金利用促進補助金」
石巻市HP
国補助金申請 ・国の雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金）の申請のために、社会保険労務士等に https://www.city.ishinomaki.lg.jp
/cont/10452000a/2020062313
支援
申請書類作成などを依頼した市内中小企業者に対して費用を補助。
3510.html
・補助率10／10、上限額10万円（1事業者1回限り）
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

宮城県

塩竃市

経営支援

減収補填

宮城県

塩竃市

経営支援

宮城県

気仙沼市

休業等支援

宮城県

気仙沼市

経営支援

宮城県

気仙沼市

経営支援

気仙沼市HP
「気仙沼市飲食店応援商品券（ホヤチケ）販売店の募集」
https://www.kesennuma.miyagi.j
商品券等活用 ・気仙沼市では,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急経済対策として,市内飲食 p/sec/s072/010/030/020/202
店による2割増し商品券の販売を応援
00504163705.html

宮城県

気仙沼市

経営支援

「タクシーデリバリー（ホヤデリ！）」
宅配等への支
・登録された飲食店のテイクアウト品を市内のタクシー会社が４Kmまで無料でデリバ
援
リーを行う。

気仙沼市HP
https://www.kesennuma.miyagi.j
p/sec/s072/010/030/020/202
00512145358.html

宮城県

気仙沼市

経営支援

新規取組・経営 「店舗等リフォーム補助金」
改善等経費補 ・新型コロナウイルス感染症に対応した店舗づくりを推進するため、市内に本社がある
助
中小企業・小規模事業者（個人事業主含む）に上限20万円の補助金を交付

気仙沼市HP
https://www.kesennuma.miyagi.j
p/sec/s072/010/030/020/050
/20200529141345.html

宮城県

白石市

経営支援

「しおがま事業継続支援金」
・３０万円の拡大防止協力金の対象外となった事業者で、著しく売上高が減少した市内 塩竃市
https://www.city.shiogama.miya
の中小企業者等に支援金を給付
gi.jp/site/covit19/14440.html
・１事業者あたり１０万円

「塩竃の美味いをお届けする（Leｔｓタク配）」
宅配等への支
・タクシー事業者と飲食店を支援するため、タクシー事業者の宅配に対して、塩竈市が
援
補助金を交付する。
支援金
※県事業上乗せ

支援金

PR支援

URL

塩竃市HP
https://www.city.shiogama.miya
gi.jp/soshiki/6/14134.html

・「宮城県新型コロナウィルス感染症拡大防止支援金」に一律10万円上乗せ支給。

気仙沼市HP
https://www.kesennuma.miyagi.j
p/sec/s080/20200304181119.h
tml#市独自

「気仙沼市生活関連サービス業等支援金」
・上記対象とならない飲食、小売り、サービス業で家賃・地代負担がある事業者、かつ、
国の持続化給付金対象者に固定費軽減のため、一律10万円を給付。

気仙沼市HP
https://www.kesennuma.miyagi.j
p/sec/s080/20200304181119.h
tml#市独自

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を市HP等に掲載

白石市HP
https://www.city.shiroishi.miyag
i.jp/soshiki/11/16090.html

「新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税等の軽減措置」
・中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋
白石市HP
に係る固定資産税および都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロとする。
https://www.city.shiroishi.miyag
・令和2年2月～10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同時期と比べて
i.jp/soshiki/8/17063.html
30％以上50％未満減少している者：2分の1
50％以上減少している者：ゼロ

宮城県

白石市

経営支援

固定費補助

宮城県

白石市

需要喚起

PR支援

「新型コロナウイルス経済対策事業（割増商品券）」
・地域経済の循環を回復するため、２割増商品券を発行。

広報「白石市」
https://www.city.shiroishi.miyag
i.jp/site/magazine/17566.html

宮城県

名取市

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を市HPに掲載

名取市HP
https://www.city.natori.miyagi.jp
/soshiki/seikatsu/syoukou/nod
e_66493

宮城県

名取市

経営支援

減収補填

「中小企業等経営支援金」
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ額が減少したものの、国からの支
援を受けることができない事業者（売上額が５０％未満減少）の方に対して事業継続を
支援するため、中小企業等に対し10万円の経営支援金を支給

名取市HP
https://www.city.natori.miyagi.jp
/emergency/node_65705/node_
68121/node_67718/node_68483

宮城県

角田市

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を市HPに掲載

角田市HP
http://www.city.kakuda.lg.jp/ken
ko/page00197.shtml

宮城県

角田市

経営支援

支援金

「角田市小規模事業者事業継続応援金」
角田市HP
・事業として行っているサービス業・小売業の小規模事業者（従業員２０名以下）に一律 http://www.city.kakuda.lg.jp/syo
ko/page00281.shtml
20万円支給。

宮城県

角田市

経営支援

商品券等活用

宮城県

多賀城市

経営支援

PR支援

宮城県

宮城県

多賀城市

多賀城市

経営支援

雇用支援

「おいしいかくだ応援クーポン券」
・１世帯あたり2,０００円分を配布。
・割引分は角田市が負担。
・角田市の飲食店が対象。

角田市HP
http://www.city.kakuda.lg.jp/syo
ko/page00262.shtml

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を市HP等で掲載

多賀城HP
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
kanko/kinkyu/insyokutenkeisai.
html

減収補填

「多賀城市新型コロナウイルス対策事業継続支援給付金」
・新型コロナウイルス感染症の拡大により著しく売上高が減少し、事業経営に大きな支
障が生じている市内の小規模事業者、個人事業主、NPO法人、公益法人などの事業継
続を後押しするため、事業継続支援給付金を支給
・1事業者あたり10万円

多賀城HP
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
shoko/kinkyu/jigyokeizokusienk
yuhukin.html

固定費補助

「多賀城市新型コロナウイルス対策雇用調整助成金申請支援補助金」
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けている事業者が従業員の雇用を維持する
ことを支援するために、国が特例措置として実施する「雇用調整助成金」の申請費用を
補助
・1事業者あたり10万円（上限）

多賀城HP
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
shoko/kinkyu/koyodhoseijoseikin.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

宮城県

宮城県

市町村等

多賀城市

多賀城市

分類

分類２

支援内容・水準

URL

感染予防

「多賀城市新型コロナウイルス対策提案事業助成金」
・宮城県の要請および協力依頼等に基づく施設の使用停止を行った市内事業者または
営業時間の短縮等を行った飲食業を営む者が、3密（密閉、密集、密接）を回避しなが
労働環境改善
ら、テークアウトや宅配による飲食提供など、新たな手法による事業継続への取組みを
後押しするため、それらの導入経費などに対して助成金を支給
・1事業者あたり10万円

多賀城HP
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
shoko/kinkyu/teianjigyojoseikin.html

需要喚起

支援金

「多賀城市新型コロナウイルス対策多賀城お店応援プロジェクト」
・市内事業者が販売する商品や提供する飲食、宿泊等に関する新たな商品開発等を促
し、又は低迷しているこれらの売上回復を図るため、クラウドファンディングの仕組みに
より、市民はもとより市外の方から事業資金の支援を募集。
・支援者に対しては、支援金の割増の商品またはチケットを返礼。

多賀城HP
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
shoko/kinkyu/coveikyozigyosya.html#kinkyukeizai
taisaku

PR支援

「多賀城市新型コロナウイルス対策ぐるっとたがじょうスタンプラリー」
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
・地元の複数店舗をめぐり、子どもから高齢者まで地元で気軽に買い物や飲食をしても shoko/kinkyu/coveikyozigyosya.html#kinkyukeizai
らえる仕組みとして、スタンプラリーを実施。

多賀城HP

宮城県

多賀城市

需要喚起

taisaku

岩沼市

経営支援

宮城県

岩沼市

経営支援

商品券等活用 「割増商品券」を市民へ販売。（詳細は検討中）

宮城県

岩沼市

金融支援

「岩沼市経営環境変化対策資金等保証料補助金」
信用保証料補
・市内中小企業等に対し、県の制度融資で保証料を支払った場合、その保証料の一部
助
を補助。（上限50万円）

宮城県

登米市

経営支援

PR支援

宮城県

登米市

経営支援

減収補填

宮城県

登米市

支援金

「事業継続応援給付金」
①新型コロナの影響で売り上げが前年同月比で50%以上減少した市内中小企業等に対
し、10万年を給付。②「宮城県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」の対象外と
なった事業者等へは、10万円上乗せして支給。

宮城県

岩沼市HP
https://www.city.iwanuma.miyag
i.jp/information/ouenkyuhu.html
岩沼市HP
https://www.city.iwanuma.miyag
i.jp/kenko/kenkozukuri/kansensho/covid19kanrenjoho.html
岩沼市HP
https://www.city.iwanuma.miyag
i.jp/business/sangyoshinko/kigyo/hosyouryouhozyo
kin.html

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を市HP等で掲載

登米市
https://www.city.tome.miyagi.jp
/business/korona/zimotoouen.
html

「宅配サービス・持ち帰りサービスに取り組む市内飲食業者等の支援」
・売上が前年同月比で２０％以上減少している飲食業及び宿泊業者
・１事業者あたり上限１０万円

登米市HP
https://www.city.tome.miyagi.jp
/business/korona/zyuyosousyu
tsu.html

経営支援

「畜産農家に対し経営を支援」
登米市HP
新規取組・経営 ・和牛の消費減等に伴う枝肉価格および子牛価格の下落により経営が逼迫している畜 https://www.city.tome.miyagi.jp
/somu改善等経費補 産農家を支援。
somu/kurashi/kenko/sikkan/ke
助
・枝肉市場出荷１頭あたり：１万円・子牛市場出荷一頭あたり：5,000円
izaitaisakuseikatushien.html
・乳用牛産子市場出荷一頭あたり：5,000円

金融支援

「中小企業振興資金の利子補充の拡充」
https://www.city.tome.miyagi.jp
利子補給
・登米市中小企業復興資金の融資を活用している市内中小企業者に利子補給を行う。 /somu信用保証料補
somu/kurashi/kenko/sikkan/do
・利子率0.85％
助
cuments/keizaitaisakuseikatush
・事業者が宮城県信用保証協会に対し支払う信用保証料を全額補助

登米市HP

宮城県

登米市

宮城県

登米市

経営支援

支援金

宮城県

栗原市

経営支援

商品券等活用

宮城県

栗原市

経営支援

宮城県

栗原市

経営支援

宮城県

栗原市

経営支援

宮城県

栗原市

経営支援

「肉用牛貸付事業に係る償還猶予または分割納付」
・登米市高齢者等肉用牛貸付事業及び後継者等肉用牛貸付事業において、満期となっ
た貸付牛の償還に関し、子牛価格および枝肉相場の下落で影響のあった畜産農家へ
の支援

ien0520.pdf
登米市HP
https://www.city.tome.miyagi.jp
/somusomu/kurashi/kenko/sikkan/do
cuments/keizaitaisakuseikatush
ien0520.pdf

「商店街等応援商品券事業」
・市内で使用できる商品券を全世帯に配布

栗原市HP
https://www.kuriharacity.jp/w0
23/1152/1153/1153/PAGE000
000000000007898.html

支援金

「中小企業等緊急支援金」
・売上が減少した市内に店舗等を運営する事業者（大企業は除く）で「新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金」の対象とならない事業者に対して、支援金を支給。
・1店舗10万円

栗原市HP
https://www.kuriharacity.jp/w0
22/010/030/010/010/PAGE00
0000000000007806.html

支援金

「多店舗休業支援金」
・宮城県の要請や協力依頼に応じ、２店舗以上、店舗等の休業や営業時間の短縮に協
力したものに支援金を給付。
・２店舗目から1店舗あたり10万円

栗原市HP
https://www.kuriharacity.jp/w0
22/010/030/010/010/PAGE00
0000000000007807.html

「テイクアウト転換支援事業」
宅配等への支
・弁当等のテイクアウト、デリバリーを新たに始めた飲食店の必要経費の一部を助成。
援
・助成額：必要経費×１/２（上限１００万円）

支援金

「畜産経営継続緊急支援金」
・ 売上が減少した市内の畜産農家に対して、飼養頭数により支援金を支給
・支給額（1経営体当たり上限 1,000千円） （1）肥育牛 10千円／頭 （2）繁殖素牛
5千円／頭 （3）搾乳牛
3千円／頭
※「持続化給付金」該当経営体を除く

栗原市HP
https://www.kuriharacity.jp/w0
23/1152/1153/1153/PAGE000
000000000007810.html

栗原市HP
https://www.kuriharacity.jp/w0
09/corona/010/PAGE0000000
00000007821.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

宮城県

栗原市

経営支援

支援金

支援内容・水準
「園芸農家等経営継続緊急支援金」
・売上が減少した市内の園芸農家等に対して、支援金を支給
・支給額 （1）個人経営体 100千円／戸 （2）法人経営体 300千円／社
事消費のみの経営体及び「持続化給付金」該当経営体を除く

URL

栗原市HP
https://www.kuriharacity.jp/w0

※家 19/030/001/PAGE0000000000
00007845.html

東松島市

宮城県

東松島市

金融支援

利子補給

・宮城県中小企業経営安定資金等の融資を受ける事業者に対し3年間の利子総額のう https://www.city.higashimatsus
hima.miyagi.jp/index.cfm/18,238
ち1事業者60万円を市が補給。
23,57,html

宮城県

東松島市

経営支援

減収補填

宮城県

東松島市

金融支援

宮城県

大崎市

金融支援

利子補給

宮城県

大崎市

経営支援

固定費補助

宮城県

大崎市

経営支援

減収補填

宮城県

大崎市

経営支援

PR支援

宮城県

富谷市

経営支援

固定費補助

宮城県

富谷市

宮城県

「東松島市地域経済持続協力金」
・令和2年2月から同年6月までのいずれか1か月間の売上げ又は利益が、前年同月から
減少した商工業者に対し、協力金を支給
1事業者あたり5万円（2施設（店舗）以上有する場合でも一律5万円）

東松島市HP
https://www.city.higashimatsus
hima.miyagi.jp/index.cfm/18,252
53,html

東松島市HP
「東松島市新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料補助制度」
信用保証料補
https://www.city.higashimatsus
・宮城県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資制度を活用する場合に保証料の半 hima.miyagi.jp/index.cfm/18,238
助
額を補助。
23,57,html

「農業生産災害対策支援事業」
・アグリエール資金を活用する農業者に対し５年間の利子補給。

大崎市HP
https://www.city.osaki.miyagi.jp
/index.cfm/46,38507,224,html

「飲食店家賃支援事業」
・飲食店を営む事業者等に対し、1事業者あたり不動産賃料（建物、土地）1か月分を支
給（上限10万円）。

大崎市HP
https://www.city.osaki.miyagi.jp
/index.cfm/46,38507,224,html

「小規模事業者団体販路拡大支援事業」
・売上高の減少など事業活動に影響が生じている事業者で構成する同業者組合などが 大崎市HP
http://www.city.osaki.miyagi.jp/i
事業活動の維持、継続のために取り組む事業に対し、緊急支援事業として補助金（上限 ndex.cfm/46,38507,224,html
50万円）を交付

「テイクアウトで飲食店を応援しよう！大崎おうちごはん 」
・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HPに掲載

大崎市HP
http://www.city.osaki.miyagi.jp/
news/index.cfm/detail.1.38045.
html

「富谷市店舗等賃料補助事業」
・事業活動に影響を受けている中小企業者等支援のため、富谷市内に店舗等を構える
事業者等に対し、その土地または建物の賃料の1/2を補助

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus1
/tomiyashidokuji01.html

経営支援

「富谷市テイクアウト利用促進事業」
商品券等活用 ・市内に店舗等を構えるテイクアウト等に対応した事業者で利用できる1,000円分のクー
ポン券を配布。

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus1
/koronakeizai102.html

富谷市

経営支援

「富谷市割増商品券事業」
商品券等活用 ・市内店舗等で利用出来る3割増商品券を発行・販売（1万円（1万3千円分の商品券）
・市民は広報８月号に折り込まれる購入引換券を持参の上購入

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus1
/koronakeizai103.html

宮城県

富谷市

金融支援

「融資保証料補給事業」
信用保証料補
・感染症拡大の影響により業況が悪化した市内中小事業者に対して、当初融資時の信
助
用保証料の1/2（上限50万円）を補給。

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus1
/shien.html

宮城県

富谷市

経営支援

固定費補助

「市税の徴収猶予の特例」
・令和2年2月以降の任意の期間（1ヶ月以上）において収入が前年同期に比べて概ね
20%以上減少し、一時に納付し、または納入することが困難である事業者の方は1年間、
市税の猶予

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus1
/yuyosizei.html

宮城県

富谷市

経営支援

支援金

「消毒事業補助金」
・新型コロナウイルス感染症の患者が発生，または訪問等のあった事業者が，保健所の
指導に基づき実施した事業所等の消毒清掃作業等に対して，外注費用の一部を補助
上限３０万円

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus1
/shoudoku1.html

「売上高減少事務所支援事業」
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の協力要請対象外の事業者のうち、Ｒ2..1
月～6月のうちのひと月の売上げが、前年同月に比べ、20％以上50％未満減少した事
業者に店舗等賃料を一律２０万円補給。

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus1
/tomiyashidokuji.html#tenpo

宮城県

富谷市

経営支援

支援金
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

宮城県

富谷市

経営支援

支援金

「店舗等経営支援金交付事業」
Ｒ2..1月～6月までのひと月の売上げが、前年同月と比較して50％以上減少している事
業者に所有する店舗等に係る償還額を補給
・月額償還額の1/2（上限5万円）×3か月分

富谷市HP
https://www.tomiyacity.miyagi.jp/site/coronavirus2
/tomiyashidokuji.html#tenpo

宮城県

蔵王町

経営支援

PR支援

「蔵王町テイクアウト・出前情報『ざ☆おうちレストラン』」
・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HPに掲載

蔵王町HP
https://www.town.zao.miyagi.jp/
section/nourinkankou/shoko/z
aotakeout.html

宮城県

蔵王町

経営支援

支援金

「蔵王町中小企業者活動継続支援金」
・新型コロナウイルス感染症拡大により事業活動に影響を受けた蔵王町内の中小企業
者等に対して、活動継続支援金を交付
・１事業者１０万円。

蔵王町HP
https://www.town.zao.miyagi.jp/
section/nourinkankou/shoko/n
ourin20200617.html

宮城県

大河原町

経営支援

支援金

「大河原町新型コロナウイルス感染症拡大影響中小企業者支援給付金」
・「宮城県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」の対象外である町内に事業所を
有する中小企業者等に対し、1申請あたり10万円を支給。

大河原町
https://www.town.ogawara.miya
gi.jp/item/4139.htm#ContentPa
ne

宮城県

大河原町

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HPに掲載

大河原町
https://www.town.ogawara.miya
gi.jp/item/4051.htm#ContentPa
ne

宮城県

大河原町

経営支援

固定費補助

宮城県

大河原町

金融支援

利子補給

宮城県

村田町

経営支援

商品券等活用

宮城県

村田町

経営支援

支援金

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う徴収猶予の特例制度」
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入が急減している状況を踏まえ、地 大河原町HP
https://www.town.ogawara.miya
方税法が改正され、最長1年間、無担保かつ延滞金なしで町税の徴収猶予を受けること gi.jp/3404.htm
ができる

「大河原町中小企業振興資金融資利子補給制度」
・中小企業者支援として、大河原町中小企業振興資金の融資を受けている事業者（新
規申込者も含む）に対して利子補給

大河原町HP
https://www.town.ogawara.miya
gi.jp/item/4145.htm#ContentPa
ne

「村田町地元経済応援クーポン券」
・地元商店で利用できる5,000円のクーポン券を全世帯に配布。

村田町HP
http://www.town.murata.miyagi.j
p/news/2020/06/03/5025.html

「村田町事業継続応援給付金」
村田町HP
・事業継続を応援することを目的として、事業全般に広く使える給付金を一事業者当たり http://www.town.murata.miyagi.j
p/news/2020/05/27/4992.html
10万円交付。
「柴田町事業継続支援金」
・下記の①、②に該当する場合に一事業者あたり10万円交付。
①柴田町新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止協力金を受けない事業者
②令和２年２月以降のひと月の売り上げが、前年同月比で20％以上、50％未満減少し
ている事業者

柴田町HP
https://www.town.shibata.miyagi
.jp/index.cfm/73,42317,c,html/4
2317/20200603-174038.pdf

宮城県

柴田町

経営支援

減収補填

宮城県

川崎町

需要喚起

PR支援

「２０２０川崎町ふるさと応援商品券」
・町内全世帯に対し町内加盟店で使用できる商品券（１万円分）を配布

川崎町HP
http://www.town.kawasaki.miya
gi.jp/15,16710.html

宮城県

丸森町

経営支援

支援金

「丸森町新型コロナウイルス対策中小企業等支援金」
・事業継続に大きな支障が生じている町内の商工業者又は個人事業主のうち、丸森町
新型コロナウイルス拡大防止協力金を受け取っていない方を対象に支援金を１事業者
当たり 20万円支給。

丸森町HP
http://www.town.marumori.miya
gi.jp/syoukokanko/shoukou/tyu
syou-support.html

宮城県

亘理町

経営支援

宮城県

亘理町

金融支援

融資

宮城県

亘理町

雇用支援

支援金

宮城県

亘理町

経営支援

宅配等への支
・タクシーでテイクアウト料理を自宅まで届けるデリバリーサービス「タク配」を実施。
援

※国事業上乗せ

支援金

亘理町HP
https://www.town.watari.miyagi.j
p/news/index.cfm/detail.8.4361
8.html

「亘理町中小企業振興資金」
亘理町HP
・新型コロナウイルス感染症拡大により売上等に大きな影響を受けている町内の事業者 http://www.town.watari.miyagi.jp
/index.cfm/9,21422,194,html
は融資額の上限を1事業者あたり1，000万円から2，000万円に増額。

「亘理町新型コロナウイルス感染症対策地域雇用維持支援金 」
・一時的な休業等により労働者の雇用の維持を図る事業者に対して、国が特例措置とし
て支給する雇用調整助成金に上乗せ支給する
・従業員等20人以下の事業者：20万円、従業員等21人以上の事業者：30万円

亘理町HP
http://www.town.watari.miyagi.jp
/index.cfm/9,43941,194,html?20
200529172901503

「亘理町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金」
・売上等に大きな影響を受けている町内の事業者に対して、事業を継続するための支援
として、運転資金等に使える給付金（1事業者あたり10万円）を支給

亘理町HP
http://www.town.watari.miyagi.jp
/index.cfm/9,43978,194,html?20
200529172943798
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

宮城県

亘理町

経営支援

減収補填

「農業経営継続支援給付金」
・令和２年１月から５月までの いずれか１ヶ月の売上が前年同月比で２０％以上減少し
ている町内の農業者に対して、経営を継続するための支援と して、１経営体あたり１０
万円（上限額） を支給

亘理町HP
http://www.town.watari.miyagi.jp
/index.cfm/1,44054,c,html/4405
4/20200529-105134.pdf

宮城県

亘理町

経営支援

減収補填

「漁業経営継続支援給付金」
・令和２年１月から５月までの いずれか１ヶ月の売上が前年同月比で２０％以上減少し
ている町内の農業者に対して、経営を継続するための支援と して、１経営体あたり１０
万円（上限額） を支給

亘理町HP
http://www.town.watari.miyagi.jp
/index.cfm/1,44054,c,html/4405
4/20200529-105318.pdf

宮城県

山元町

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

山元町農水産物直売所HP
https://yumeichigo.jp/takeout/

宮城県

山元町

経営支援

減収補填

「地域産業持続化支援事業」
・前年同月比で事業収入が２０％以上減少した月がある事業者に支援金を交付
・1事業者当たり10万円

山元町HP
https://www.town.yamamoto.mi
yagi.jp/soshiki/33/13434.html

宮城県

山元町

経営支援

支援金

「飲食店テイクアウト等支援事業」
・※令和元年以前から事業を営み、かつ令和２年１月１日から同年１２月３１日までの間 山元町HP
https://www.town.yamamoto.mi
に、テイクアウトもしくはデリバリーを開始し、以降も継続する意思がある事業者に支援 yagi.jp/soshiki/33/13430.html
金を交付。１事業者あたり10万円。

宮城県

山元町

経営支援

減収補填

「農林水産業持続化支援事業」
山元町HP
・新型コロナウイルスの影響により、令和２年１月以降、前年同月比で事業収入が２０％ https://www.town.yamamoto.mi
yagi.jp/soshiki/13/13516.html
以上減少した月がある農林漁業者に1事業者あたり10万円の交付。
松島町HP
https://www.town.miyagimatsushima.lg.jp/index.cfm/11,3
0865,22,html

宮城県

松島町

経営支援

減収補填

「松島町地域産業支援金」
・松島町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付対象とならない中小事業者
で、
令和2年3月から同年5月までのうち事業収入が前年同月と比べて20％以上減少して
いる月がある中小事業者に対して、町から一事業者あたり10万円を交付 。

宮城県

松島町

経営支援

固定費補助

「松島町事業所家賃補助金 」
1事業者あたり月額賃料の2分の1の金額の3か月分と、10万円のいずれか低い金額を
交付。

松島町HP
https://www.town.miyagimatsushima.lg.jp/index.cfm/6,30
866,22,html

宮城県

七ヶ浜町

生活支援

無償提供

「生活応援クーポン券」
・多賀城・七ヶ浜商工会の店舗で利用できる「生活応援クーポン券」を配布

七ヶ浜町HP
https://www.shichigahama.com
/benricho/oshirase/kurashi3070-9307.html

宮城県

七ヶ浜町

経営支援

PR支援

「町内飲食店テイクアウト＆デリバリー」
・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

七ヶ浜町HP
https://www.shichigahama.com
/benricho/oshirase/kankyo3070-9328.html

宮城県

七ヶ浜町

経営支援

支援金

「七ヶ浜町事業継続地域支援金」
・令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で
20％から50％未満減少した月がある事業者に交付。
・1事業者あたり10万円

七ヶ浜町HP
https://www.shichigahama.com
/benricho/oshirase/kurashi3070-9340.html

宮城県

利府町

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

利府町
https://www.town.rifu.miyagi.jp/
gyosei/kenko_fukushi/kenko_iry
o/corona/2911.html

宮城県

利府町

経営支援

減収補填

「事業継続支援金交付事業」
・協力金対象外で、3月から5月までに前年同月比売上高が20％以上50％未満減少して
いる月がある小規模事業者に対し、支援金（10万円）を交付。

利府町HP
https://www.town.rifu.miyagi.jp/
gyosei/kenko_fukushi/kenko_iry
o/corona/jigyousya/3140.html

宮城県

利府町

経営支援

支援金

「経営持続化助成金」
・小規模事業者持続的発展支援事業費補助金に採択された事業者に上限２０万円交
付。

利府町HP
https://www.town.rifu.miyagi.jp/
gyosei/kenko_fukushi/kenko_iry
o/corona/jigyousya/3140.html

宮城県

利府町

経営支援

PR支援

「飲食店・サービス業応援クーポン券」
・町内で使用できるクーポン券を利府町の全世帯へ１０００円分配布配布。

利府町HP
https://www.town.rifu.miyagi.jp/
gyosei/kenko_fukushi/kenko_iry
o/corona/jigyousya/3140.html

宮城県

大和町

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

大和町
https://www.town.taiwa.miyagi.j
p/soshiki/soumu/9367.html

宮城県

大和町

経営支援

支援金

「大和町事業継続応援補助金」
・新型コロナウイルス感染症の影響により得に大きな影響を受けている事業者に対し
て、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、補助金を交付
・1事業者あたり30万円

大和町HP
https://www.town.taiwa.miyagi.j
p/soshiki/syoukou/9928.html

宮城県

大郷町

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

大郷町
https://www.town.miyagiosato.lg.jp/soshiki/nousei/take
out-takuhaiservice.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

宮城県

大郷町

生活支援

生活費補助

宮城県

大郷町

生活支援

宮城県

大衡村

経営支援

宮城県

大衡村

経営支援

宮城県

色麻町

宮城県

支援内容・水準

URL

「徴収猶予の特例制度」
・新型コロナウィルス感染症の影響により収入に相当の減少があった方は、1年間、町
税（町県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税）の猶予

大郷町HP
https://www.town.miyagiosato.lg.jp/soshiki/zeimu/tyous
yuuyuuyo-tokureiseido.html

支援金

「事業継続支援交付金」
新型コロナウイルス感染症による影響で、売上高が20％以上減少した町内の中小企業
者等を対象に、経営及び雇用の持続を支援するために事業継続支援交付金１事業者
当たり10万円を支給

大郷町HP
https://www.town.miyagiosato.lg.jp/soshiki/nousei/keizo
kusienn.html

支援金

・「宮城県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」に一律10万円上乗せ支給。

大衡村HP
http://www.village.ohira.miyagi.j
p/04shokai/05kigyou/2020taisa
kukin.html

支援金

「地域商業支援金」
・「宮城県新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金」の交付を受けない飲食業等を営
む事業者に1施設あたり20万円を給付。

大衡村HP
http://www.village.ohira.miyagi.j
p/04shokai/05kigyou/2020taisa
kukin.html

経営支援

PR支援

「食べて応援!!町内の出前・お持ち帰りができるお店」
・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

色麻町HP
http://www.town.shikama.miyagi
.jp/6,18979,157.html

加美町

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

加美町HP
http://www.town.kami.miyagi.jp/
index.cfm/6,15695,120,html

宮城県

加美町

経営支援

「外食産業等テイクアウト・配送事業補助金 」
加美町HP
宅配等への支
・町内の飲食店等を経営する方を対象に、飲食物のテイクアウト又は食器の回収を必要 http://www.town.kami.miyagi.jp/
援
index.cfm/9,16441,120,html
としない配送事業を実施した際の経費に対し、補助金の交付（上限３万円）

宮城県

加美町

経営支援

「（かみ～ごアマビエ）クーポン券の発行」
加美町HP
商品券等活用 ・地域産業の回復を図るため、飲食、健康・レジャー、その他店舗で使用できるクーポン http://www.town.kami.miyagi.jp/
index.cfm/9,16433,120,html
券を発行。

宮城県

加美町

経営支援

減収補填

「加美町緊急対策事業継続支援金」
加美町HP
・売上の急激な減少など厳しい環境に置かれている町内の事業者に対し、事業全般に http://www.town.kami.miyagi.jp/
index.cfm/9,16332,120,html
広く使える支援金（１事業者につき１０万円）を交付。

宮城県

加美町

経営支援

支援金

「加美町地域産業持続化支援金」
・国の持続化給付金を受給した加美町内の事業者に対し、事業の継続を下支えする支 加美町HP
http://www.town.kami.miyagi.jp/
援金を交付。
index.cfm/6,16306,55,html
個人事業者：１０万円、法人事業者：３０万円

宮城県

加美町

経営支援

固定費補助

宮城県

加美町

経営支援

宮城県

涌谷町

経営支援

PR支援

宮城県

涌谷町

経営支援

固定費補助

宮城県

涌谷町

経営支援

支援金

「わくや事業者継続支援金」
・国が行う持続化給付金及び涌谷町新型コロナウイルス感染症拡大防止対策協力金の
給付を受けることができない事業者に対し、一事業者当たり10万円支援金を支給

涌谷町HP
http://www.town.wakuya.miyagi.j
p/sangyo/shokogyo/keizokusie
n.html

宮城県

涌谷町

需要喚起

PR支援

「割増商品券」
・３割増し商品券の発行

「広報涌谷6月号」
http://www.town.wakuya.miyagi.j
p/gyose/koho/koho/r2.html

宮城県

涌谷町

経営支援

支援金

「肥育牛生産農家事業継続奨励金」
「広報涌谷6月号」
・1kg当たりの平均価格が前年同月から15％以上値下がりした肥育牛を販売した生産者 http://www.town.wakuya.miyagi.j
p/gyose/koho/koho/r3.html
に交付

宮城県

涌谷町

金融支援

信用保証料補 「感染症対策農畜産業支援資金利子補給事業」
助
・資金を融資する農業協同組合に対して利子補給金を交付。

「広報涌谷6月号」
http://www.town.wakuya.miyagi.j
p/gyose/koho/koho/r4.html

宮城県

涌谷町

金融支援

信用保証料補 「中小企業振興基金貸付保証料補給事業」
助
・町が融資にかかる保証料の全額を補助。

「広報涌谷6月号」
http://www.town.wakuya.miyagi.j
p/gyose/koho/koho/r5.html

※県事業上乗せ

「肥育牛の飼育経費支援」
・肥育牛１頭あたり１万円を支援。

「新商品開発・販路拡大支援」
新規取組・経営
・地域農林産物を活用した新商品の開発や販路拡大への取組を支援。
改善等経費補
①新商品開発等：事業費の4/5以内（上限50万円）②施設設備等：事業費の２/３以内
助
（上限200万）
・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

加美町HP
http://www.town.kami.miyagi.jp/
index.cfm/7,16783,120,html
加美町HP
http://www.town.kami.miyagi.jp/
index.cfm/7,16788,120,html
湧谷町HP
http://www.town.wakuya.miyagi.j
p/topics/demae_omochikaeri_ka
waraban.html

「新型コロナウイルス感染症の影響による町税の猶予」
涌谷町HP
・納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
http://www.town.wakuya.miyagi.j
・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合等に p/kurashi/zekin/korona.html
猶予
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

宮城県

涌谷町

金融支援

宮城県

美里町

休業等支援

支援金

「美里町新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金」
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業要請、外出自粛等
によって、大きな影響を受けている事業者に対し、協力金または支援金を支給
・１事業者あたり10万円

美里町HP
http://www.town.misato.miyagi.j
p/04sigoto/2020-0519-15107.html

宮城県

美里町

経営支援

PR支援

「事業者応援プロジェクト」
・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を市HP等で掲載

美里町HP
http://www.town.misato.miyagi.j
p/04sigoto/2020-0428-15237.html

女川町HP
http://www.town.onagawa.miyag
i.jp/05_17_04_21.html

南三陸町HP
https://www.town.minamisanrik
u.miyagi.jp/index.cfm/11,26042,
39,322,html

信用保証料補 「中小企業振興資金貸付利子補給事業」
助
・支払った年利のうち年利1.0％相当額の利子を補助。

宮城県

女川町

経営支援

支援金

「女川町産業維持支援金」
事業者における事業の継続、雇用の維持、当該感染症の拡大防止対策等を支援する
ため、支援金を交付。
個人事業主、漁業者、資本金1,000万円以下の法人 30万円
資本金1,000万円を超え、1億円以下の法人 45万円
資本金1億円を超え、10億円以下の法人 60万円

宮城県

南三陸町

経営支援

PR支援

・テイクアウト・出前を開始した飲食店のテイクアウト情報を町HP等に掲載

宮城県

南三陸町

金融支援

宮城県

南三陸町

経営支援

支援金

秋田県

経営支援

相談窓口設置

秋田県

生活支援

秋田県

経営支援

秋田県

経営支援

URL

「広報涌谷6月号」
http://www.town.wakuya.miyagi.j
p/gyose/koho/koho/r6.html

「南三陸町中小企業振興資金融資あっせん制度の保証料補給の拡充 」
南三陸町HP
信用保証料補 ・南三陸町中小企業振興資金融資あっせん条例に基づく事業資金の融資あっせんを受 http://www.town.minamisanriku.
助
けた事業者に係る債務を対象として、既存借入金の条件変更を認定し、南三陸町中小 miyagi.jp/index.cfm/8,26729,39,
198,html
企業振興資金融資あっせん条例第６条第３項に基づく保証料を負担。
「南三陸町経営継続給付金」
・事業収入が、前年同月比で２０％以上減少した月がある南三陸町新型コロナウイルス
感染症拡大防止協力金（30万円）の支給を受けない事業者に10万円交付。

南三陸町HP
https://www.town.minamisanrik
u.miyagi.jp/index.cfm/8,27125,3
9,198,html

・秋田県公式サイトへ「新型コロナウイルス感染症に係る農林漁業者に対する支援策に 秋田県ＨＰ
https://www.pref.akita.lg.jp/pag
ついて」のコンテンツ掲載
es/archive/49649

・秋田県公式サイトへ「新型コロナウィルス感染症に係る県民相談窓口の設置につい
て」のコンテンツ掲載

秋田県ＨＰ
https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/archive/47732

PR支援

・秋田県公式サイトへ「各地域で宅配やテイクアウトに取り組む飲食店をご紹介しま
す！」のコンテンツ掲載

秋田県ＨＰ
https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/archive/49429

PR支援

・秋田県公式WEBサイト「比内地鶏ネット」で秋田県比内地鶏ブランド認証事業者の通販 https://common3.pref.akita.lg.jp
/hinaijidori/news/ouchi-deサイトを紹介

比内地鶏ネット

hinaijidoritsuhansaitonoshoukai/

秋田県

経営支援

PR支援

・秋田県公式サイト「秋田県プレミアム宿泊券・飲食券を使って農家民宿・農家レストラン
を応援しませんか？」
秋田県HP
秋田県が販売している「秋田県プレミアム宿泊券」、「秋田県プレミアム飲食券」を、秋 https://www.pref.akita.lg.jp/pag
田のグリーン・ツーリズム総合情報サイト「美の国秋田・桃源郷をゆく」の特設サイト掲載 es/archive/50570
の農家民宿、農家レストランでの使用を喚起

秋田県

経営支援

PR支援

・秋田県公式サイト「あきたを元気に！支え合い応援プロジェクト」
食品メーカーや県産品の販売を行う事業者の商品を積極的に購入することで応援す
るキャンペーン等、県内で取組を総合的に紹介

秋田県

経営支援

PR支援

・秋田県公式サイト「贈って応援！県産品消費喚起キャンペーン事業」
秋田県HP
食品製造事業者を支援するため、県内スーパー等の協力のもと、2,000円以上の県産 https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/archive/50858
加工食品を購入し県外へ発送しようとする方の送料の一部を支援

秋田県

経営支援

PR支援

・秋田県公式サイト「秋田の酒蔵応援限定企画「美酒王国 秋田便」」
秋田県HP
販売が低迷している県産日本酒の消費を拡大するため、日本酒の特別販売会「秋田 https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/archive/50792
の酒蔵応援限定企画 美酒王国 秋田便」を開催

秋田県

秋田県

秋田市

秋田市

感染予防

金融支援

支援金

利子補給

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

秋田県の融資制度の利子補給を行い全貸付期間を無利子化する資金支援を実施

秋田県HP
https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/sasaeai

○秋田市ＨＰ
新型コロナウイルス感染症拡大
防止協力金
https://www.city.akita.lg.jp/coro
na/1024931/1024938/1025106.
html
○秋田市ＨＰ
新型コロナウイルス感染症対策
特別金融支援事業について
https://www.city.akita.lg.jp/coro
na/1024931/1024939/1025088.
html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

秋田県

秋田市

経営支援

秋田県

能代市

経営支援
金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

新型コロナウイルス感染症対策地域産業支援事業
・秋田県が行った休業要請等の対象とはならず、かつ国の「持続化給付金」の受給要件
を満たさなかった中小企業者や小規模事業者などであって、市の定める要件を満たす
者を対象に、市独自の支援金を交付。

○秋田市ＨＰ
新型コロナウイルス感染症対策
地域産業支援事業について
https://www.city.akita.lg.jp/coro
na/1024931/1024938/1025152.
html

支援金
信用保証料補 ・能代市事業継続支援金
助
・能代市新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証料・利子補給費補助金
利子補給

支援金

○能代市ＨＰ
新型コロナウイルス感染症に関
する中小企業支援について
https://www.city.noshiro.lg.jp/s
angyo/shogyo/17225

・横手市中小企業等休業対応支援補助金
横手市HP
秋田県の要請に応じて、一定期間、施設の休業に協力した中小企業・個人事業主又
https://www.city.yokote.lg.jp/sh
は、新型コロナウイルス感染症防止を考慮し、一定期間、自主的に施設の休業を行った oko/page000127.html
事業者に対し、補助金を支給

秋田県

横手市

休業等支援

秋田県

横手市

経営支援

秋田県

横手市

経営支援

減収補填

秋田県

横手市

雇用支援

支援金

・横手市緊急雇用安定支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
が、雇用する労働者を一時的に休業させた場合に係る休業手当等の一部を補助

秋田県

大館市

休業等支援

支援金

・休業・営業時間短縮に全面的に協力した事業者に、感染症拡大防止協力金として、２ https://www.city.odate.lg.jp/p76
98
０万円（複数の施設で休業・営業時間短縮に協力した事業者は４０万円）を交付

秋田県

大館市

金融支援

融資
利子補給
・大館市の融資制度「新型コロナウイルス感染症対策枠」の創設
信用保証料補
助

経営支援

・大館市新技術・新商品開発等支援事業の拡充
新規取組・経営
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受け、テイクアウトサービスの開始や売 ○大館市ＨＰ
https://www.city.odate.lg.jp/p75
改善等経費補
り先に困った原材料を活用した新商品開発などに新たに取り組む事業者に対し、開発 61
助
費や宣伝広告費、販路開拓費の一部を補助

・新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給費補助金
https://www.city.kazuno.akita.jp
秋田県中小企業融資制度要綱に定められた経営安定資金の新型コロナウイルス感染 /soshiki/sangyokatsuryoku/sho
症対策枠または危機関連枠を利用した事業者が支払った3年分の利子相当額を助成 koshinko/gyomu/6/3/6266.html

新規取組・経営 ・横手市販路拡大等応援事業補助金
改善等経費補 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による市内中小企業者等の本業の落ち込みに
助
対して、新商品開発やサービスの提供など新たな取り組みをする企業を支援

横手市HP
https://www.city.yokote.lg.jp/sh
oko/page000129.html

・横手市経営持続化支援事業補助金
横手市HP
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業収入（売上）が減少している市内の https://www.city.yokote.lg.jp/sh
oko/sam1_page000127.html
中小企業・個人事業主等に対し、経営持続化を図るため、補助金を支給

横手市HP
https://www.city.yokote.lg.jp/sh
oko/page000130.html

○大館市ＨＰ

秋田県

大館市

○大館市ＨＰ
https://www.city.odate.lg.jp/city
/soshiki/shokou/p23-9226

○鹿角市ＨＰ

秋田県

鹿角市

金融支援

利子補給

秋田県

鹿角市

経営支援

支援金

・鹿角市事業継続支援金の支給
支援金額 1事業者30万円

○鹿角市ＨＰ
https://www.city.kazuno.akita.jp
/kinkyujoho/6415.html

・由利本荘市中小企業融資あっせん事業（新型コロナウイルス感染症対策特別資金 マ
ル特・マル特小口）
利子補給
○由利本荘市ＨＰ
信用保証料補 市内に1年以上住所または事業所を有し、引き続き１年以上同一事業を営み、市税を完 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/
助
納している中小企業者または小規模企業者であって、新型コロナウイルス感染症の影 business/shoko/2282
響により売上が減少しセーフティネット4号・5号の認定を受けている事業者向けの運転
資金に対する融資あっせんとして、その利子の一部や保証料全額を補助

秋田県

由利本荘市

金融支援

秋田県

仙北市

休業等支援

支援金

秋田県

三種町

金融支援

秋田県

三種町

秋田県

八郎潟町

・仙北市新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金
1事業者当たり20万円
旅館等営業者または飲食店等営業者は、10万円を加算
※個人事業主で複数の事業を営む場合でも、支援金の額は1事業者分

○仙北市ＨＰ
https://www.city.semboku.akita.
jp/news_topics/whatsnew.php?i
d=2601

利子補給

・経営安定資金危機対策枠利子補給制度
新型コロナウイルス感染拡大により経営に支障をきたしている事業者に対し、経営の安
定及び事業の継続を支援するため、秋田県経営安定資金危機対策枠の借入額の利子
の全額を補助（３年目までは秋田県が補助し、４年目以降町が補助）

○三種町ＨＰ
https://www.town.mitane.akita.j
p/life/detail.html?category_id=8
0&article_id=13928

経営支援

支援金

・中小企業等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症拡大により事業への影響を受ける町内中小企業者等に対し
て、経営の安定及び事業の継続を支援するため支援金を給付

○三種町ＨＰ
https://www.town.mitane.akita.j
p/life/detail.html?category_id=8
0&article_id=13941

経営支援

支援金

・八郎潟町中小企業事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、消費需要の影響を受ける中小企業・個人事
業主に対して、事業継続の支援として支援金を交付

○八郎潟町ＨＰ
https://www.town.hachirogata.a
kita.jp/corona/2680

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

秋田県

小坂町

経営支援
金融支援

支援金
利子補給

・小坂町新型コロナウイルス感染症対応経営維持臨時給付金
1施設20万円（2施設以上を有する場合は40万円）を上限
・小坂町新型コロナウイルス感染症対応資金利子助成金
秋田県経営安定資金の危機関連枠（新型コロナウイルス感染症対応）または新型コロ
ナウイルス感染症対策枠（セーフティネット4号の利用が必要）により融資を受けた場
合、利子相当分（年1.15％）を3年間助成（限度額：1社あたり150万円）

秋田県

北秋田市

経営支援
金融支援

支援金
利子補給

・事業継続支援金(最大20万円)
・北秋田市中小企業振興資金保証制度（新型コロナウイルス対策特別枠）の新設

秋田県

男鹿市

経営支援

支援金

秋田県

男鹿市

金融支援

利子補給

・男鹿市経営安定資金危機関連枠利子補給制度

○男鹿市ＨＰ
http://203.79.51.12/index.cfm/
13,21572,176,260,html

秋田県

大潟村

金融支援

利子補給

・大潟村新型コロナウイルス感染症対策利子等助成費補助金

○大潟村ＨＰ
https://www.ogata.or.jp/news/d
etail.html?id=6425

秋田県

大仙市

金融支援

融資
利子補給

・経営維持特別小口融資制度（マル仙再興支援）（市）
・大仙市中小企業振興資金（マル仙緊急対策）制度（市）

○大仙市ＨＰ
https://www.city.daisen.lg.jp/do
cs/2020050700154/

秋田県

大仙市

金融支援

融資
利子補給

・大仙エール飯スタートアップ事業補助金
・地域活力再生応援事業（市）

○大仙市ＨＰ
https://www.city.daisen.lg.jp/do
cs/2020050700154/

秋田県

大仙市

経営支援

支援金

・大仙市経営維持臨時給付金
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中小企業及び個人事業主 ○大仙市ＨＰ
https://www.city.daisen.lg.jp/do
等に対して、経営を維持するために必要な家賃等の固定費、感染症予防に係る経費等 cs/2020050400016/
について幅広く支援するため給付金を支給

秋田県

美郷町

休業等支援
経営支援

支援金

・道の駅美郷・美郷屋休業事業継続応援金
・事業継続支援金

秋田県

湯沢市

経営支援

支援金

・湯沢市事業者持続化給付金
○湯沢市HP
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、通常時と比較し、売り上げが一定程度減少し http://www.cityyuzawa.jp/corona03/3829
た市内事業者の皆様に給付金を支給

秋田県

湯沢市

経営支援

固定費補助

秋田県

羽後町

金融支援

利子補給

山形県

山形県

給食利用

経営支援

○北秋田市ＨＰ
https://www.city.kitaakita.akita.j
p/news/news-869

・男鹿市新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金
新型コロナウイルス感染症感染拡大により大きな影響を受けている観光・飲食関連産 ○男鹿市ＨＰ
http://203.79.51.12/index.cfm/
業を担う中小企業者、小規模企業者及び個人事業主に対し、経済活動の下支え、事業 15,22384,176,260,html
継続の後押しを図るために緊急支援金（1事業者当たり定額20万円）を交付

○美郷町HP
https://www.town.misato.akita.j
p/shingatakorona/3982

・飲食店、旅館、ホテルの上下水道料金を助成

○湯沢市HP
http://www.cityyuzawa.jp/corona03/3822

・羽後町新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給制度

○羽後町HP
http://www.town.ugo.lg.jp/busin
ess/detail.html?id=2402&catego
ry_id=40

食材提供経費
・山形牛等を小中学校等に無償提供（2億7000万円）
補助

支援金

○小坂町ＨＰ
https://www.town.kosaka.akita.j
p/machinososhiki/kankosangyo
ka/kankoshokohan/1424.html

○緊急経営改善支援金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力
する県内事業者の皆様に、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に
対する支援金を交付。
・対象要件
次の①及び②を行った、県内に施設等を有する事業者（法人及び個人事業者）
① 県からの企業等の活動の自粛要請を受け、令和２年４月25 日から同年５月10 日
までの間、次の表（山形県ＨＰ添付資料参照）に掲げる施設等の営業自粛又は夜間営
業(※1)の自粛 (※1) 夜間営業の自粛…午後8 時以降の営業の自粛（表「①飲食店
等」のみ）
② 新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討
・支給額
１事業者あたり 法人：20万円
個人事業者：10万円（事業所を賃借している個人事業者は20万円）

山形県HP
令和２年度４月補正予算
https://www.pref.yamagata.jp/o
u/somu/020004/yosan/reiwa2_
04/r2_04_01_prezen_gaiyou.pdf

山形県HP
緊急経営改善支援金について
https://www.pref.yamagata.jp/o
u/shokokanko/110001/keieishi
enkin.html
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都道府県

山形県

山形県

市町村等

分類

雇用支援
経営支援

生活支援

山形県

金融支援

山形県

経営支援
金融支援

山形県

山形県

経営支援

生活支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

〇新型コロナウイルス感染症に伴う政府等の経済対策のうち、農林漁業の経営者が利
用できる主な支援制度を紹介
(1) 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 ※県単上乗せ分を含む
① 概要
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合
に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき
「雇用調整（休業等）」を実施する事業主に対して支給されます。また、雇用保険又は労
災保険に加入していない事業主（暫定任意適用事業所の事業主）も対象となります。さ
らに、雇用保険被保険者でない者（非正規雇用労働者）も対象となります。
② 助成金額
労働者の雇用の維持を図るために、休業、教育訓練又は出向を実施した場合に事業
主が対象労働者に支払った休業手当等に相当する金額
③ 助成率（最大）
中小企業10/10、大企業3/4（解雇等を行う場合は中小企業85％、大企業2/3）
（2）持続化給付金
① 概要
新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少50％以上(前年同月比)が生じた中
堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等その他各種法人
等（農業法人、個人の農林漁業者を含む）に対して支給されます。
② 給付金額
（前年の総売上（事業収入））−（前年同月比▲50%月の売上×12 月）
※上限額…法人：200 万円以内、個人事業者等：100 万円以内

農林漁業の経営者が利用可能
な新型コロナ対策
https://www.pref.yamagata.jp/o
u/norinsuisan/140001/corona_l
eaflet/020501corona_leaflet.pdf

無償提供

○県民県内お出かけキャンペーン
・県民（県内居住者）が県内の観光立寄施設で2,000円分利用できるクーポン（お出か
けクーポン）を1,000円で発行
・第１弾は15日から12,500枚を販売 第２弾は23日から17,500枚（予定）を販売
・利用期間はクーポン購入日から6か月以内
○県民泊まって応援キャンペーン
・県民が事前に指定した県内の旅館・ホテルで利用できる5,000円分の宿泊割引クーポ
ンを発行
・個人申込み
発行枚数 ： 30,000枚
県民から宿泊したい旅館・ホテルの応募受付 ： 5月15日（金）～5月31日（日）（応募
多数の場合は抽選による）
宿泊予約の受付 ： 6月第1週目から受付開始
・県内旅行代理店で販売
販売枚数 ： 20,000枚
販売方法 ： 県内の旅行代理店において、お出かけクーポンと宿泊割引クーポンが
セットになった旅行商品として、準備が整い次第販売開始

山形県HP
「県民県内お出かけキャンペー
ン」、「県民泊まって応援キャン
ペーン」の実施について
https://www.pref.yamagata.jp/o
u/kanko/110011/campaign.html

〇商工業振興資金
【新メニュー】新型コロナウイルス感染症対応資金
・対象と要件
個人事業主（小規模のみ）売上▲５％：保証料ゼロ、無利子（3年間）
小・中規模事業者
売上▲５％：保証料1/2、有利子（1.6%）
融資
〃
売上▲15％：保証料ゼロ、無利子（3年間）
利子補給
・貸付限度額：３，０００万円
信用保証料補 ・貸付期間：１０年以内（うち据置期間５年以内）
助
・その他：既往債務（信用保証付き）の本制度への借換可能
【拡充】地域経済変動対策資金（貸付限度額の拡充）
・対象と要件及び貸付限度額
売上▲30％：保証料ゼロ、無利子、貸付限度額5,000 万円
売上▲50％：保証料ゼロ、無利子、貸付限度額１億円⇒２億円【拡充】
・貸付期間：１０年以内（うち据置期間２年以内）

支援金
利子補給

PR支援

生活費補助

山形県HP
商工業振興資金融資制度「新
型コロナウイルス感染症対応資
金」の創設等について
https://www.pref.yamagata.jp/o
u/shokokanko/110013/folderkinyu/17shikin.html

○新型コロナウイルス感染症対策資金（災害・経営安定対策資金）
・資金概要
最近１か月の売上高が前年同期と比較し10％以上減少した農林漁業者に対する運
転資金
・貸付金利は0.75％（金融機関によっては無利子）

山形県HP
https://www.pref.yamagata.jp/o
u/norinsuisan/140034/singatak
oronasikin/singatakoronataisaku
sikin.html

○山形県産農林水産物消費拡大キャンペーン
取組内容（6/17～）
山形さくらんぼシーズン到来！今年は「おうちでさくらんぼ」
山形県産の花を飾ろう・花を贈ろう
総称山形牛をみんなで食べよう
毎日、県産牛乳をもう1杯。県産ヨーグルトをもう1個。

山形県HP
山形県産農林水産物消費拡大
キャンペーンについて
https://www.pref.yamagata.jp/o
u/norinsuisan/140001/2020sho
uhikakudai_campaign.html

○新型コロナウイルスの影響に より 納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」
・対象者
次の(1)(2)のいずれも満たす方（個人・法人の別、規模は問いません。）が対象。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間（1か
月以上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20％以上減少している
こと。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
・対象となる県税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する法人二税、個人事業
税、自動車税種別割などほぼ全ての税目が対象。

山形県HP
新型コロナウイルス感染症拡大
に伴う県税の特例措置について
https://www.pref.yamagata.jp/k
urashi/bosai/bosai/8020007cop
y_of_saigaitokureisochi.html
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都道府県

山形県

山形県

市町村等

米沢市

新庄市

分類

生活支援
給食利用

経営支援

分類２

支援内容・水準

・帰省を自粛する学生への生活支援事業
無償提供
・水道の基本料金の免除
固定費補助
・プレミアム付き商品券の発行
商品券等活用
・米沢牛の消費拡大策として小中学校給食への提供
食材提供費補
助
・米沢牛生産維持支援事業 等

減収補填

URL

米沢市HP
https://www.city.yonezawa.yam
agata.jp/5276.html

・タラノメ、ウルイ、花きの生産農家に減収分の一部を助成するほか、畜産農家の飼料
費として交付する。
・畜産農家減収対策事業
国内外の需要減少により牛肉価格が下落しています。また、肉用子牛の価格も低下し
出荷停滞による飼料費等の増加による畜産農家の経営悪化が懸念されています。畜産
新庄市HP
農家の経営安定を図るため、出荷停滞等に係る費用の一部を支援
http://www.city.shinjo.yamagata
・学校給食食材提供食育・地産地消推進事業
.jp/s010/20200501170758.html
需要減少が続く山形牛や、特産品である振興作物野菜（にら・ねぎ・アスパラ等）につ
いて、小中学校に地産地消の日を設定し、2つのJAを経由して管内農家から食材提供
（牛肉2回、野菜4回）をする支援
・山形牛のふるさと地産地消拡大事業
家庭で過ごしている子どもたちに食材を提供。

尾花沢市

経営支援
生活支援

・畜産農家に対して、４月に購入した飼料費の10％を補填、尾花沢牛を取り扱う指定店
に宣伝経費を補助、尾花沢牛消費キャンペーンとして２千人分のクーポン券をプレゼン
ト
・元気おばね商品券の プレミアム 率 をアップして販売
プレミアム率15⇒30。販売セット数3,000 セット
・尾花沢牛消費拡大イベント、お家で尾花沢牛肉まつりキャンペーン
固定費補助
・尾花沢牛ロースしゃぶしゃぶ300セット、3,600円相当を1,000円販売。通常価格12,000
尾花沢市HP
PR支援
円+クーポン券3,000円相当＝15,000円相当を10,000円で300セット販売
http://www.city.obanazawa.yam
商品券等活用 ・おうちでお店ごはん事業
agata.jp/12905.html
無償提供
飲食店で使える割引券を全世帯に配布
・おうちで元気おうえん事業
学校が休校している小中高校生がいる家庭の生活を迅速に支援するため、世帯に一
人１万円分の商店街の商品券を配布
・学生生活ふるさと応援事業
帰省を自粛する学生に、市内若手農業者団体から寄附いただいた尾花沢産米5㎏に
漬物とレトルトカレー・不織布マスク10枚をセットにして送付 等

山形県

高畠町

雇用支援
経営支援

・雇用調整助成金申請支援補助金
国補助金申請 国の雇用調整助成金の申請に伴う保険労務士の費用について、事業縮小などの影響
支援
を受けた事業者を対象に半額（上限10万円）を補助
商品券等活用 ・高畠町40％プレミアム付商品券
1冊10,000円で販売し、14,000円のプレミアム付商品券を発行

高畠町HP
https://www.town.takahata.yam
agata.jp/kinkyu/2092.html

山形県

高畠町

休業等支援

支援金

・事業継続緊急応援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大を阻止し、早期終息に向けて万全を期すため、全面休
業等を行った事業者に対し、上限20万円の補助

高畠町HP
https://www.town.takahata.yam
agata.jp/kinkyu/2092.html

経営支援

減収補填
固定費補助
新規取組・経営
改善等経費補
助

・農畜産物生産継続支援事業
販売価格の減少や単価下落による影響を緩和し農畜産物の生産継続を支援
・観光いちご園生産支援事業
令和2年の観光いちご園の開設（次期作）に必要ないちご苗の親株及び親株から子株を
増殖するために必要な資材の購入費を支援
・観光さくらんぼ園農家支援事業
観光さくらんぼ園の来園が見込めない農家に対して、来園者が減少することを見込んで
新たに雇用した作業員の賃金やかかり増しする出荷資材の購入経費を補助

寒河江市HP
http://www.city.sagae.yamagata.
jp/smph/jigyou/nougyou/farme
r/nougyoucorona.html#cmskinkyuouen

寒河江市HP
https://www.city.sagae.yamagat
a.jp/jigyou/syogyou/keieikeizok
ushien.html

山形県

山形県

寒河江市

山形県

寒河江市

経営支援

固定費補助

・寒河江市緊急経営継続支援金
売り上げが大幅に減少した市内事業者に対し、経営継続のための支援
家賃の3カ月相当額または、固定資産税および都市計画税の第1期（3カ月分）相当
額。
光熱水費等の固定経費として、一律15万円。

山形県

上山市

経営支援

固定費補助

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の「緊急経営改善支援金」に市単独で上
乗せして支援しているが、家賃負担のある個人事業者に対し、100千円をさらに上乗せ
して支援。

上山市HP
https://www.city.kaminoyama.ya
magata.jp/soshiki/9/kinnkyuuke
ieikaizennyatinnsiennkinn.html

山形県

上山市

経営支援

商品券等活用

・新型コロナウイルス感染症対策三密対策賑わい復興支援事業
観光産業等の消費喚起を図るため、一般社団法人上山市観光物産協会が三密対策
に積極的に取り組んでいるかみのやま温泉旅館組合、上山市観光果樹園協議会、市内
事業所等と連携して行う商品造成、販売及び情報発信等の取組に対し支援

上山市HP
https://www.city.kaminoyama.ya
magata.jp/soshiki/2/nigiwaihult
ukoushienzigyou.html

山形県

上山市

経営支援

商品券等活用

・「かみのやま応援！プレミアム付商品券」の販売
1,000円券14枚を1万円で販売（プレミアム率40％）

上山市HP
https://www.city.kaminoyama.ya
magata.jp/soshiki/9/puremiamu
tukishouhinnkenn2020.html

山形県

白鷹町

経営支援

支援金

・新型コロナウィルスの感染拡大で影響を受けている町内酪農経営体へ独自支援策
消費低迷の影響を受けている酪農又は肉用牛の経営体へ「白鷹町酪農・肉用牛経営 白鷹町HP
http://www.town.shirataka.lg.jp/
継続給付金」を、営農継続に必要となる固定費及び衛生環境対策費の一部として10万 item/5942.html#itemid5942
円を給付。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

山形県

白鷹町

経営支援

商品券等活用

山形県

飯豊町

生活支援

無償提供

山形県

山形県

山形県

山形市

山形市

小国町

支援内容・水準

URL

・しらたかプレミアム商品券を販売
50％割増のプレミアム付商品券を発売（3,000円分を2,000円で販売）

白鷹町HP
http://www.town.shirataka.lg.jp/
item/6013.html#itemid6013

・町内出身の学生300人へ町内産の米、野菜等5千円相当を無料で送付。

飯豊町HP
https://www.town.iide.yamagata.
jp/013/COVID-19.html

・山形市生活基盤支援・企業支援緊急対策
補助対象：花きの生産を行っている者（個人、法人、団体）
支給額：周年栽培する高コストのバラ、ユリ、カーネーション（鉢物）は10a当たり５万円
啓翁桜は10a当たり５千円
その他品目は10a当たり１万円
補助対象：肉用牛肥育経営を行っている者（個人、法人、団体）
支給額：牛マルキンで補填されない１割分の1/2を助成

山形市HP
https://www.city.yamagatayamagata.lg.jp/kakuka/kikaku/ki
kaku/sogo/pf0414140033/pd04
14140910.html

雇用支援

・雇用安定化緊急対策（雇用調整助成金の申請への支援）
雇用調整助成金を活用する山形市内の事業者に社会保険労務士等に依頼する助成
国補助金申請
金申請に要する費用への補助
支援
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置(令和2年4月1日～令和2年９月30
日に休業を実施した場合)を受ける場合のみ対象

山形市HP
https://www.city.yamagatayamagata.lg.jp/kakuka/shoko/k
oyososyutsu/sogo/pd04171800
16.html

経営支援

○わらび野保全活動事業
新規取組・経営 観光わらび園等の休業に伴い、収入が見込めないことから、今後の営業継続、再開 小国町HP
改善等経費補 に向けた保全活動の取り組みについて支援することとし、補助金を交付（整備緊急事業 http://www.town.oguni.yamagat
a.jp/info/admin/05_taisaku.html
費補助金）
助
対象者：観光わらび園

経営支援

支援金

山形県

天童市

経営支援

支援金

○中小企業者（飲食業）緊急経営支援給付金（飲食店）
市内で飲食店（お持ち帰り、宅配サービス店は除く）を営む中小企業者、小規模企業
者に１社（事業所）につき、基本額10万円＋加算額を給付
○中小企業者（定率給付）緊急経営支援給付金（飲食店以外）
国の持続化給付金の支給を受けた方であれば、商工・サービス業、土木・建設業など
幅広い業種が対象に１社（事業所）につき、国の持続化給付金×１／10（最大10万円）
○天童温泉等緊急経営支援給付金（宿泊・交通・観光果樹園等）
天童市観光果樹園連絡協議会に加盟する果樹園を対象に１社（事業所）につき、基本
額20万円～100万円＋加算額 ※業種により異なる

山形県

天童市

経営支援

支援金

○天童市経営持続サポート給付金
市内事業者の方が、今後も事業を持続させるために活用できる給付金を創設
個人10万円～法人（従業員100人以上） 100万円（国の持続化給付金受給者は対
象外）

山形県

東根市

経営支援

○宅配サービス等環境整備事業
新規取組・経営
市内で商業店舗を営む中小企業者に対し、飲食物の宅配・テイクアウト等に必要な弁 東根市HP
https://www.city.higashine.yama
改善等経費補
当容器、広報費、配送委託・車両借り上げ、インターネット注文システムの構築費等、オ gata.jp/15250.html
助
ンラインショッピングに参入する経費等に対する補助。

山形県

東根市

経営支援

商品券等活用

山形県

山形県

東根市

村山市

経営支援

経営支援

支援金
固定費補助

○ガンバレひがしね飲食店応援事業
3,000円分のクーポン券を2,000円で販売（詳細は検討中）

天童市HP
https://www.city.tendo.yamagat
a.jp/busiindust/sangyo/koronat
uuti.html

天童市HP
https://www.city.tendo.yamagat
a.jp/busiindust/sangyo/koronat
uuti.html#サポート給付金

東根市HP
https://www.city.higashine.yama
gata.jp/15250.html

○農作業の安全対策と作業効率の向上を図るために農業用機械を購入する場合に補
助
◆対 象：認定農業者または担い手農家
◆補助金額：農業用機械の購入費の2/10 以内（上限20 万円）
○チャレンジ・ネット販売支援事業
新たに、インターネットを活用した農畜産物の販売促進に取り組むための機器類を購
入する場合に補助
◆対 象：認定農業者または担い手農家
◆補助金額：パソコン、プリンタ、その他機器類の購入・設置費の1/2 以内（上限20 万
円）
○加温さくらんぼ生産継続事業
加温さくらんぼの次期作の生産性向上を図るための取り組みを奨励
◆対 象：加温さくらんぼ生産農家
◆支援内容：一農家あたり15 万円の奨励金を交付
○佐藤錦生産環境整備事業 （拡充）
葦、マメコバチ繭の購入などへの支援を拡充
◆拡充内容：現在の市負担率4/10 ⇒ 令和２年度限り5/10
○観光果樹園経営支援金
観光客と従業員の衛生管理上の安全・安心の確保のため、観光果樹園を支援
◆対 象：市観光物産協会観光果樹園部会に加盟し、かつ、県通知に基づく観光客を
受け入れるための対応策を講じる観光果樹園
◆支援内容：一観光果樹園あたり20 万円の支援金を交付

○村山市農林業緊急支援対策
市内で農林業を今後も継続して営む皆様に対して、新型コロナウイルス感染症による
新規取組・経営
影響を受けた事業を支援
改善等経費補
対象農産物 促成栽培の農産物（サクランボ、タラノメ、花き）、家畜（肉用牛）の肥育
助
対象要件 補助金交付要綱の別表2に基づき算出された経費割増率が20％以上
助成額 1経営体あたり上限10万円

村山市HP
https://www.city.murayama.lg.jp
/jigyosha/shoukougyousien/no
urin-kinkyu-sien.html
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都道府県

山形県

市町村等

大石田町

分類

生活支援

分類２

支援内容・水準

URL

無償提供

○ふるさと小包便】大石田町への帰省を自粛している学生を応援
新型コロナウイルスの拡大を受けて、町への帰省を自粛している学生に町の特産品な
どを詰め込んだ「ふるさと小包便」を贈り、学生の生活を応援。
つや姫2kg、大石田そば食べ比べセット（乾麺）、あったまりランド入浴券、除菌ジェル、
除菌シート 他、総額1万円相当の町特産品等を詰め込んだ小包便

大石田町HP
http://www.town.oishida.yamaga
ta.jp/life/osirase/syokoka20052
6.html

山形県

中山町

雇用支援

○中山町雇用安定化事業費補助金
国の雇用調整助成金を受けた町内の事業者に対し、申請を社会保険労務士（社労
国補助金申請
士）に依頼した際に要する費用を補助。
支援
雇用調整助成金の支給申請手続きを社労士に依頼した際の手数料、１事業者あたり
上限２０万円。

山形県

中山町

経営支援

○中山町飲食店等個別宅配事業支援補助金
宅配等への支 町民の不要不急の外出抑制及び経営に支障が出ている飲食店等の支援のため、飲
援
食店の宅配サービスを行う事業所に補助。
１事業者あたり１０万円。

山形県

山辺町

生活支援

無償提供

山辺町HP
http://www.town.yamanobe.yam
agata.jp.cache.yimg.jp/soshiki/5
/gakusei.html

山辺町HP
https://www.town.yamanobe.ya
magata.jp/soshiki/9/yamanobe
matikinkyukeiei.html

朝日町HP
https://www.town.asahi.yamaga
ta.jp/portal/business/singatako
ronawirusutaisaku/6976.html

山形県

山辺町

経営支援

支援金

山形県

朝日町

経営支援

商品券等活用

○朝日町料理飲食等応援事業について（あさひエール券）
新型コロナウイルスの影響に伴う町の緊急経済対策として、町内の飲食店、宿泊施
設、タクシー会社で使用できる「あさひエール券」を販売
1枚 5,000円券（500円/回×10回）のクーポン券を3,000円で販売。（67％お得）

○「大江を応援商品券」事業
新新型コロナウイルスによる感染症に係るイベント自粛や外出自粛の動きにより、停
商品券等活用 滞している町内の経済状況を緊急に支援し、商店街等での販売促進など地域における
消費活動を喚起することを目的として大江を応援商品券を町民に配布
町民一人当たり3,000円

大江町

経営支援

山形県

西川町

生活支援

山形県

酒田市

経営支援

支援金

○新型コロナウイルス感染症対策飲食店等応援補助金
市内でがんばる事業者（旅館、ホテル、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、タク
シー業、運転代行業）を応援するために、経済対策を実施。
旅館、ホテル、飲食店：令和2年3月分の水道料金及び 下水道 使用 料相当額（税抜）
の5倍（5万円に満たない場合は5万円を交付）
持ち帰り・配達飲食サービス業：1事業者当たり3万円

鶴岡市HP
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
sangyo/jigyosha/syoko0206101
73306486.html

鶴岡市HP
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
sangyo/jigyosha/ksangyo01202
00508.html

鶴岡市

経営支援

支援金

山形県

鶴岡市

経営支援

支援金

○鶴岡市緊急経営改善支援金
県からの企業等への活動自粛要請に協力し経営改善策を検討した本市事業者に、県
の支援金に上乗せして給付
1事業者当たり10万円

経営支援

西川町HP
http://www.town.nishikawa.yam
agata.jp/chomin/03/20200608.h
tml

○新型コロナウイルス感染症対策県外学生支援事業
西川町への帰省を自粛して、県外でがんばっている学生へ西川町の特産品（米、月山
自然水、西川町製造の麺セット）などを贈る事業。

山形県

鶴岡市

大江町HP
http://www.town.oe.yamagata.jp
/basis/S-page/011oshirase/r02_korona_syohinken.
html

無償提供

○鶴岡市経営継続支援事業
国の持続化給付金の要件（売上減少が前年同月比50％以上）には満たないものの、
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者の事業継続を支援
一事業者あたり一律20万円 ※一回限り

山形県

中山町HP
https://www.town.nakayama.ya
magata.jp/soshiki/7/hojoannnai.
html

○山辺町県外学生等生活支援事業
帰省を自粛し経済的な影響を受けている町ゆかりの県外学生へ、町の特産品を贈る。
第１弾 ： 山辺町産マスク３枚、クオカード3,000円分（7月下旬～8月上旬発送予定）
第２弾 ： 山辺町産新米５ｋｇ、舞米豚詰め合わせ（11月発送予定）
○山辺町緊急経営改善支援金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴い、商工業を主として営む町内の事業
者に対して広く支援することにより、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営に対
し、経営維持を図ることを目的として交付。
・１事業者に対し１０万円。
・町内に店舗、事務所又は工場を賃借している事業者は、その全てにおける基準日以
降の賃料２か月分を加算。（上限１０万円）

山形県

中山町HP
https://www.town.nakayama.ya
magata.jp/soshiki/7/hojoannnai.
html

○鶴岡市プレミアム付飲食券
売り上げが減少している飲食店等を支援するため、テイクアウト・デリバリー（持ち帰
商品券等活用 り・宅配サービス）にも利用できるプレミアム付飲食券を販売
販売価格 3,000円 販売予定数 31,333セット（1セット500円券×12枚綴り、6000円
分）

酒田市HP
http://www.city.sakata.lg.jp/ken
ko/iryo/kansen/covid_19/keizai
shien/insyokutenouen.html

鶴岡市HP
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/
sangyo/premianinsyokuken/oue
nwari0402.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

○庄内町緊急地域経済対策支援金
①新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動自粛要請に協力し
た町内事業者に、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための経営改善の検討に対
して支援。交付額 １事業者当たり１ ０万円
②企業活動の自粛要請の対象に関わらず、新型コロナウイルス感染症により大きな影
響を受けている業種（宿泊業、飲食店、酒小売業、仕出し業、タクシー会社および運転
代行業）に対して事業持続化のための支援。交付額 １事業者当たり １０万円（法人の場
合は２０万円）

庄内町HP
http://www.town.shonai.lg.jp/bu
siness/shoukougyo/chiikikeizai
-sienkin.html

○みんなで応援クーポン発行事業
全町民にクーポン（1,000円消費で200円割引）を発行し、消費者・小売店業者等を支
援。

三川町HP
https://www.town.mikawa.yama
gata.jp/kurashi/shoukou202005
15.html

○新型コロナウイルス感染症対策第二次緊急経済支援事業（助成金）※事業所向け
新型コロナウイルスの感染拡大により、地域経済の衰退が危惧されることから、町内
の地域産業・地域経済の維持を図るため、町内事業者（卸売業・小売業、宿泊業・飲食
サービス業、生活関連サービス業、製造業、建設業）を対象に第二次経済対策を実施。
助成対象金額：個人事業者５万円、法人１０万円（製造業にあっては、従業員２人以上
の事業所 従業員一人当たり５万円（上限４０人））

遊佐町HP
http://www.town.yuza.yamagata.
jp/ou/sangyo/shoko/dainizi.htm
l

山形県

庄内町

経営支援

支援金

山形県

三川町

経営支援

商品券等活用

山形県

遊佐町

経営支援

支援金

山形県

南陽市

経営支援

商品券等活用

山形県

山形県

長井市

川西町

経営支援

経営支援

○プレミアムクーポン事業
市民生活を下支えし、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため営業自粛等によ 南陽市HP
http://www.city.nanyo.yamagata
り売り上げが激減した地元商店等における消費を喚起するため、1枚4,000円を3,000円 .jp/osirase/3309
で販売。

固定費補助

○長井市飲食店等の店舗等賃料支援金
売上が大きく減少している飲食業等の事業者に対して、店舗や事務所に係る賃料を支
援。
飲食業、宿泊業、タクシー及び運転代行業者については
25～50％の売上減：月額賃料の4分の1を4か月分（上限10万円）
50％以上の売上減：月額賃料の2分の1を4か月分（上限20万円）

長井市HP
https://www.city.nagai.yamagat
a.jp/soshiki/shoukoukankou/3/
8157.html

支援金

○川西町持続化交付金
新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える交付金。（50％以上は国の
事業を活用）
・対象者：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（比較対象
期間は令和２年１月から６月まで）
法人：20万円以内、個人事業主：10万円以内

川西町HP
https://www.town.kawanishi.ya
magata.jp/sangyo/syokogyo/20
20-0507-1718-24.html

○舟形町緊急経営支援金
新型コロナウイルス感染症による売上減少への対応として、国の持続化給付金又は 舟形町HP
山形県の緊急経営改善支援金の支給要件に該当しない小規模事業者のうち、特に大き http://www.town.funagata.yama
gata.jp/docs/2020060300016/
な影響を受けている事業者に対して支援。
補助額：10万円

山形県

舟形町

経営支援

支援金

山形県

真室川町

生活支援

無償提供

○真室川町緊急生活支援商品券
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町民と町内商店等の支援を目的に、
商工会と町とが連携して一世帯あたり１０,０００円の町内商店で使用できる商品券を配
布。

真室川町HP
https://www.town.mamurogawa.
yamagata.jp/docs/20200521000
20/

支援金

○経経営安定化緊急支援金
・宿泊事業者には、過去の入込み実績に応じ給付
・飲食業や観光関連業については、店舗に一律10万円給付
・国の持続化給付金に該当しない減収30％以上の事業者に給付 中小企業：20万円、
個人事業者：10万円

最上町HP
http://mogami.tv/common/php
/kinkyuuview.php?p=kiki&d=2020061014
2543

山形県

最上町

経営支援

最上町HP

山形県

最上町

生活支援

無償提供

○学生生活応援事業
http://mogami.tv/common/php
帰省が 出来ない大学生等に、最上町の 米 や牛肉 、アスパラガス 等にマスクを添え /kinkyuuview.php?p=kiki&d=2020061014
て 届け生活を支援 。
2543

山形県

最上町

経営支援

山形県

戸沢村

生活支援

○地域限定プレミアム商品券補助事業
最上町HP
地元商店の利用活性化を目指し、２割の割増商品券を発行。1 2,000 円の商品券を 1 http://mogami.tv/common/php
/kinkyuu商品券等活用 0,000 円で販売。
view.php?p=kiki&d=2020061014
○もがみ温泉郷プレミアム利用券販売補助事業
2543
町内宿泊施設の利用喚起を図るため、1 万円の宿泊券を 5 千円で販売。

無償提供

○戸沢村新型コロナウィルス学生生活支援事業
「新型コロナウイルスの影響を受けて自粛生活をしていた村内出身（親と同居していな 戸沢村HP
http://www.vill.tozawa.yamagata
い）の学生に対する生活支援事業。
.jp/news/16527/
支給額 ２０，０００円
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都道府県

山形県

山形県

市町村等

鮭川村

鮭川村

分類

経営支援

生活支援

福島県

金融支援

福島県

経営支援

福島県

休業等支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

○鮭川村緊急経営改善支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、山形県からの企業等の活動
の自粛要請に協力し、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための経営改善の検討 鮭川村HP
http://www.vill.sakegawa.yamag
を行う村内の事業者の皆様へ、村独自の支援金を交付
ata.jp/topics/777
・法人 20万円 （上乗せ5万円）
・個人事業者 10万円（上乗せ5万円）

無償提供

○鮭川村学生等生活支援金(新型コロナウイルス対策)支給事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、学校休業や外出自粛など生活に影響 鮭川村HP
を受けている学生等の生活費の一部支援を行うことで、学生等を持つ保護者の経済的 http://www.vill.sakegawa.yamag
ata.jp/topics/795
負担の緩和を図るため支援金を支給
支給額 ２０，０００円

・新型コロナウイルス対策特別資金
新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けた県内企業の資金繰りを後押しする制度
資金「新型コロナウイルス対策特別資金」を創設。５月１日から取り扱いを始める。国の
融資
緊急経済対策資金を活用して新たな枠組みを設け、運転資金、設備資金として３千万
利子補給
円を上限に融資する。
融資期間は１０年（据え置き５年以内）で利率は１．５％以内。借り入れから３年間は無
利子。
・飲食店応援前払利用券発行支援事業
県は収入が落ち込んでいる飲食店を支援するため、特定の飲食店で使用できるプレミ
アム付き利用券の発行を補助する。
商品券等活用
商工会議所や商工会が希望する店舗の利用券を発券する。利用券は一枚千円で販売
し、個人事業主の店では1200円分、法人事業者の店舗では1100円分として使える。食
事券は来年1月末まで利用可能。

支援金

・福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県の要請や協力依頼に応じ
て、施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及び個人事業主の皆様に
対し、協力金・支援金を交付する。
（１）協力金
対象事業者：県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主
交付額：県内の事業所すべてが自己所有 10万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が１か所 20万円
県内の事業所のうち、賃借している事業所が２か所以上 30万円
要件：・県の要請や協力依頼に応じて、緊急事態措置の期間のうち少なくとも令和２年
４月２８日から５月６日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮にご協力
いただいていること。
・令和２年４月２０日以前に開業しており、営業の実態があること。
・福島県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等が営業に関与して
いないこと。
（２）支援金
対象事業者：福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象事業者
交付額：協力金に加えて、一律１０万円
要件：・福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていること。
・県の休業要請等により、５月７日から５月１５日までの間、県内の施設の休止や
営業時間の短縮の対策を講じていること。
・国が示した「新しい生活様式」に対応するための取組みを講じる（講じた）こと。

福島県HP
https://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/32011b/covid19-01.html

福島県HP
https://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/32011a/covid19oenmaebarai.html

福島県HP
https://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/32011a/covid19kyouryok
ukin.html

・福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により大きな影響を受け、売
上が大幅に減少している事業者に対し、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止給
付金（以下、「給付金」という。）を交付することで、福島緊急事態措置の解除後の「新し
い生活様式」に対応するための取組みを支援します。

福島県

感染予防

支援金

対象者：県内の中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等
※福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けた方は、給付
金の交付を受けることができません。
交付額：１０万円（定額）
交付要件：次の「ア」又は「イ」のいずれかに該当し、「ウ」から「オ」までの要件を全て満
たすこと。
ア 令和２年（２０２０年）４月期又は５月期の売上が対前年同月比５０％以上減少したこ
とを理由として国の持続化給付金の交付を受けていること。
イ 令和２年（２０２０年）４月期又は５月期の売上が前年同月比５０％以上減少しており、
給付金申請時点において国の持続化給付金の対象者要件（※１）を満たすこと。
ウ 国が示した「新しい生活様式」への対応など感染防止策に取り組んでいること。
エ 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないこと。
オ 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金交付対象施設（※２）を営む事業
者ではないこと。

福島県

福島市

経営支援

固定費補助

・福島市飲食店営業継続支援給付金
新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが落ち込んだ飲食店を支援するため、福島
市は要件をすべて満たす市内の店舗の家賃を最高４０万円補助する。自己所有の店に
は最高２０万円を支給する。いずれも４月又は５月の売り上げが前年同月比で５０％以
上減ったことを条件とする。家賃は月額の半分（上限５万円）を４ヶ月分補助する。複数
店を経営する場合、これを２倍にする。自己所有店には一律１０万円、複数店なら２０万
円を支給する。

福島県

福島市

経営支援

支援金

・福島市事業者営業継続支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により事業活動に影響を受けた、要件をすべて満たす
福島市内に本社または主たる事業所がある中小企業者及び個人事業主の事業の継続
を支援するため、一事業者につき１０万円を支給する。

福島県HP
https://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/32011a/covid19kyuufukin.
html

福島市HP
http://www.city.fukushima.fukus
hima.jp/syoukougyousyougyou/shigoto/chushokigyo
/shien/kyuhukin.html

福島市HP
http://www.city.fukushima.fukus
hima.jp/syoukougyousyougyou/shigoto/chushokigyo
/shien/eigyoukeizoku.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

福島県

福島市

経営支援

PR支援

・「福島エール便」プロジェクト
新型コロナウイルスの影響で売り上げが低迷する特産品事業者、農産物生産者、また、
外出自粛をされている消費者を応援するため、各事業者の通販サイトを集約して紹介。

福島県ＨＰ
https://www.city.fukushima.fuku
shima.jp/kankoupromo/kanko/yeilbin.html

・本宮市事業継続奨励金
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で2月から5月のいずれかの月において、売上額
が前年同月比３０％以上減少した給付要件をすべて満たす市内の農商工業者を対象と
して、最大３０万円の事業継続奨励金を交付する。交付対象者のうち、店舗等賃借事業
者には１０万円を上限に家賃月額の5分の4を最大3か月分加算して交付する。

本宮市HP
https://www.city.motomiya.lg.jp
/soshiki/15/covid19siensaku.ht
ml

・郡山市「食の応援」掲示板開設
郡山市は、新型コロナウイルス感染症の影響で売上の低迷や過剰在庫等の課題を抱
えた農家や食品事業者の皆様の売上回復・販路確保を目的に、各事業者の販売情報
やイベント情報等を掲載する掲示板を郡山市公式ウェブサイト内に開設した。

郡山市HP
https://www.city.koriyama.lg.jp/
sangyo_business/nogyo_ringyo/
ouen/23729.html

福島県

本宮市

経営支援

減収補填
固定費補助

福島県

郡山市

経営支援

PR支援

福島県

福島県

郡山市

郡山市

経営支援

生活支援

・郡山市テイクアウト・デリバリー事業等開始応援補助金
郡山市HP
新規取組・経営 郡山市は新型コロナウイルス感染の影響を受け、飲食業又は宿泊業を営む事業者
https://www.city.koriyama.lg.jp/
改善等経費補 が、テイクアウトやデリバリー事業等新たな需要への対応を図る等経営改革の取り組み bunka_sports_kanko/kanko/239
助
を支援。参入する事業者等で条件全てに当てはまる者に対し、１店舗のみ営業する事 92.html
業者には上限10万円、複数店舗を営業する事業者には上限20万円を支援する。

無償提供

・あさか舞おうち子どもサポート事業
新型コロナウイルスの影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、郡山産
米「あさか舞」を贈呈します。対象となる方：児童扶養手当受給世帯の児童等、就学援
助対象者支援内容：対象となる方１名につき「郡山産米あさか舞ひとめばれ10キロ引換
券」１枚をお送りします。（発送終了 引き換え期間令和2年6月1日～6月30日）

郡山市HP
https://www.city.koriyama.lg.jp/
soshikinogoannai/norinbu/engei
chikusanshinkoka/gomu/4/3/2
3951.html

支援金

・南相馬市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の「雇用調整助成金」の支給決
定を受けた事業主を対象に、「南相馬市新型コロナウイルス感染症対策雇用調整助成
金」の上乗せ助成を実施。
市は大企業に影響額の４分の１、中小企業に１０分の１を交付し、事業所側の負担を解
消する。
現在、国の雇用調整助成金制度の変更が想定されるため、申請受付停止中。

南相馬市HP
https://www.city.minamisoma.lg.
jp/portal/sections/16/1620/16
201/3/11814.html

福島県

南相馬市

雇用支援

福島県

南相馬市

経営支援

支援金

・南相馬市飲食店等維持補助金
外出自粛要請などで業務上の影響を受ける飲食店や宿泊業、タクシーやバスなどの運
輸業には、１店舗２０万円、１事業者６０万円を限度に補助金を交付する。

南相馬市HP
https://www.city.minamisoma.lg.
jp/portal/sections/16/1620/16
203/1/11851.html

福島県

南相馬市

雇用支援

新規雇用

・南相馬市会計年度任用職員募集
雇用対策事業として、失業、休業、内定取り消しになった市民などを市の会計年度任用
職員として１０人を採用する。

南相馬市HP
https://www.city.minamisoma.lg.
jp/portal/admin/gyosei_zaisei/5
/2/11890.html

固定費補助

・チャレンジ作物支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の影響への緊急経済対策として、事業の拡充を行いました。
対象：農業者、農業法人、集落営農組織、生産部会など
補助対象作物：新規作付けまたは拡大する次の作物
（野菜）トマト・ミニトマト、キュウリ、タマネギ、ブロッコリー、ロマネスコ、ネギ、アスパラガ
ス、イチゴ、カボチャ、コネギ
（花き）コギク、カスミ草、トルコギキョウ
補助率：（種購入）2/3以内、（苗購入）1/2以内、（ハウスの整備）1/3以内（上限50万円）
（注意）種苗の購入は令和2年4月1日以降に購入したものが対象となります。

南相馬市HP
https://www.city.minamisoma.lg.
jp/portal/sections/16/1610/16
101/1/11679.html

固定費補助

・肉用牛肥育農家経営支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響への緊急経済対策として、事業の新設を行いました。
対象となる事業主体
1.市内肥育農家及び農業法人
2.1から落札預託されたふくしま未来農業協同組合
補助対象：
市内肥育農家・法人が市内繁殖農家の生産した子牛（肥育素牛）を購入する際の費用
の一部
令和2年4月1日以降に購入した子牛が対象となります。
補助額：一頭につき5万円（定額）

南相馬市HP
https://www.city.minamisoma.lg.
jp/portal/sections/16/1610/16
101/1/11679.html

減収補填

・新型コロナウイルス感染症対策支援事業
村内で主に宿泊業、飲食業を常時営み、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上
げが減少した事業者に、経済的打撃の緩和を目的に支援金を給付します。
支給金額：主に宿泊業を営む事業者 10万円、主に飲食業を営む事業者 5万円。
支給条件：対象事業者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業している
宿泊業者もしくは、令和2年2月～4月の内、1月あたりの売上が前年同月比30％以上減
少している事業者。 ※確定申告を行っている事業者であること。

天栄村HP
https://www.vill.tenei.fukushima
.jp/soshiki/6/sinngatakoronashi
enzigyou.html

福島県

福島県

福島県

南相馬市

南相馬市

天栄村

経営支援

経営支援

経営支援

※国事業上乗せ
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

固定費補助

・伊達市新型コロナウイルス感染症地域経済対策助成金
新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが落ち込んだ市内飲食業者の店舗の
家賃を５割補助する。店舗を自己所有する事業者には５万円を給付する。
３月か４月の売り上げが前年同月に比べ３０％以上減った中小企業、個人事業主が対
象。賃貸店舗の場合、月額家賃の1/2（１０万円上限）×3ヶ月分。店舗を自己所有する
場合は一律５万円。１事業者２店舗まで支援する。

伊達市HP
https://www.city.fukushimadate.lg.jp/soshiki/20/41069.htm
l

福島県

伊達市

経営支援

福島県

伊達市

経営支援

・伊達市デリバリー・テイクアウト参入支援事業補助金
宅配等への支 今年3/1～7/31の期間内に宅配やテークアウトを開始あるいは開始予定の市内の飲
援
食業者に対し、必要経費の５割を補助する（上限１０万円）。対象となるのは弁当容器や
広告、配達用車両借り上げの費用など。

伊達市HP
https://www.city.fukushimadate.lg.jp/soshiki/20/41069.htm
l

経営支援

減収補填

・大玉村新型コロナウィルス感染症対策中小企業等経営持続化繋ぎ交付金
大玉村は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が急減した村内の中小企業な
どに独自の支援事業として最大30万円を交付する。
対象は村内に本店を置く中小企業などの事業者や、村に住み村内で経営している事業
者。今年２月から４月までに事業収入が前年同月比で３０％以上減収した期間が１ヶ月
以上あれば売り上げ減収額の３分の２を交付する。

大玉村HP
https://www.vill.otama.fukushim
a.jp/kurashi/kenkou_fukushi/C
OVID19/shienn/covid19_kigyojizokuk
a/

固定費補助
減収補填

・大玉村新型コロナウィルス感染症拡大防止対策協力金
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため福島県の営業自粛要請や営業時間の短縮
等の対策に協力をした村内中小企業等に対し、交付金を交付し、経営持続の支援をす
る。また、交付対象が店舗等を賃借している場合については賃借料の一部を補助し経
営を支援する。
交付率は定額30万円/年
※店舗等を賃借し売上が30％以上減収した月が1ヶ月以上ある場合は月額賃借料の
3ヶ月分（上限10万円）、売上が30％以上減収しなかった場合には月額賃借料の1ヶ月
分（上限5万円）を別途交付

大玉村HP
https://www.vill.otama.fukushim
a.jp/kurashi/kenkou_fukushi/C
OVID19/shienn/covid19_kakudaibous
hi/

・白河市飲食店等緊急応援事業「クーポンDE白河テイクアウト」
白河市は、新型コロナウイルス感染症拡大により外出自粛の影響を受け、売上が減
少している市内の飲食店でテイクアウトやデリバリーの際に利用できる割引クーポン券
商品券等活用
（200円×5枚）を市内の約2万4千世帯に配付します。
会計額が500円以上の場合、500円（税込）ごとにクーポン1枚（200円分）の使用が可
能。

白河市商工会議所HP
http://shirakawacci.or.jp/%e3%82%af%e3%83%bc%
e3%83%9d%e3%83%b3de%e7%99%
bd%e6%b2%b3%e3%83%86%e3%82
%a4%e3%82%af%e3%82%a2%e3%82
%a6%e3%83%88/

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

大玉村

大玉村

白河市

二本松市

下郷町

磐梯町

経営支援

経営支援

経営支援

休業等支援

経営支援

減収補填
固定費補助
支援金

・新型コロナウイルス感染症対策経営持続化支援金
二本松市は、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した旅館や飲食店
などに対し、1店当たり10万円などの経営支援金を支給する。経営支援金の対象は、直
近2ヶ月の売り上げが前年同期に比べて20％以上減った事業者。売り上げ減や光熱費
二本松市HP
などが対象の支援金は1店舗当たり10万円（複数店経営の場合は最大20万円）。
https://www.city.nihonmatsu.lg.j
店舗等の家賃等（土地、建物のほか、車両、機具、機械、装置（専ら事業の用に供する p/page/page005807.html
ものに限る））に対する支援として、（1カ月分の家賃等×2分の1）×4カ月分（下線部は5
万円を限度とし、1,000円未満切り捨て。１店舗20万円を限度、複数店舗の場合は店舗
毎に計算し合計40万円を限度とする。）
また、旅館などの宿泊業には別に、収容人員に応じて10～30万円を支給する。

支援金

・下郷町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、福島県及び町の協力依頼等
に応じて自主的に施設の休止や営業時間の短縮を行い、町内の感染拡大防止にご協
力いただいた宿泊業や飲食業、小売業などの事業者に対し、下郷町新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金として5万円を給付。

減収補填

・飲食業等応援給付金給付事業
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により令和2年2月から4月までのひと月の
売上が前年度同月対比30％以上の減収をし、申請後3か月以上の事業継続を行う予定
の飲食業者、宿泊事業者および小売業者に対し1事業者20万円を給付。

下郷町HP
https://www.town.shimogo.fuku
shima.jp/organization/sougouse
isaku/1/4/1180.html

磐梯町HP
https://www.town.bandai.fukush
ima.jp/soshiki/soumu/coronavir
uskinkyuusien.html

磐梯町HP

福島県

磐梯町

経営支援

福島県

矢吹町

金融支援

福島県

福島県

矢吹町

矢吹町

・飲食業等商品券発行補助事業
https://www.town.bandai.fukush
商品券等活用 飲食業者および宿泊事業者が発行する商品券に対して補助金（商品券のプレミアム分 ima.jp/soshiki/soumu/coronavir
uskinkyuusien.html
20％最大30万円）を給付。（商工会への補助事業）

融資

・新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金（つなぎ融資）
信用保証付き融資制度または日本政策金融公庫の申請をしている、町内に事業所を 矢吹町HP
http://www.town.yabuki.fukushi
有し対象条件を満たす中小企業者を対象に、１事業者１００万円を限度に無利子無担保 ma.jp/page/page004286.html
で最大２ヶ月間融資

雇用支援

・新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金
支援金
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた、町内に事業所を有し対象条件を満たす中 矢吹町HP
国補助金申請 小企業者を対象に１事業者５０万円を上限に町が上乗せ助成を、また社会保険労務士 http://www.town.yabuki.fukushi
支援
を利用し雇用調整助成金の申請を行った事業者へは別途費用の１/2、１０万円を上限 ma.jp/page/page004286.html
に町が助成

経営支援

・新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で、２月～５月の間、前年同月の売上げの比較で２ 矢吹町HP
０％以上の減少となった、町内に店舗または事業所を有する飲食店、旅館業、旅客業及 http://www.town.yabuki.fukushi
び小規模事業者を対象に、家賃、光熱水費等の固定費の支援として１事業者９万円を ma.jp/page/page004286.html
一律給付

支援金
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

新地町HP
https://www.shinchitown.jp/site/covid19/tenpoijihojyokin.html

新地町HP
https://www.shinchitown.jp/site/covid19/yachinhojyokin.html

福島県

新地町

経営支援

支援金

・新型コロナウイルス緊急対応支援事業者店舗等維持補助金
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、消費活動自粛等に伴う売上の急
減により、経済的な打撃を受けた新地町内の店舗等に対して、店舗の維持のための補
助金を交付する。今年2月～6月までのうち、1ヶ月の売り上げが3割減少した事業者に、
店舗等にかかる固定資産税の1/3（最大15万円、1,000円未満切り捨て）を支給する。

福島県

新地町

経営支援

固定費補助

・新型コロナウイルス緊急対応支援事業者家賃補助金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、消費活動自粛等に伴う売上の急減によ
り、経済的な打撃を受けた新地町内の店舗等に対して、家賃の補助を行う。賃貸、自己
所有物件ともに家賃や店舗維持のための補助金を１事業者最大15万円給付する。

福島県

福島県

福島県

新地町

新地町

会津若松市

金融支援

経営支援

休業等支援

URL

・新型コロナウイルス緊急金融対応補助金
利子補給
県の新型コロナウイルス対策特別資金や小規模事業者経営改善資金（通称・マル経融 新地町HP
https://www.shinchi信用保証料補 資）の利子や信用保証料分を補助する。
town.jp/site/covid助
利子補給補助：3年間で100万円まで補助（融資率：年1.5％以内）
19/risihokyunado.html
信用保証料補助：50万まで補助

減収補填

・新型コロナウイルス緊急対応支援事業者給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、消費活動自粛等に伴う売上の急減により、
経済的な打撃を受けた新地町内の店舗等に対して、緊急対応支援事業給付金を交付
する。一律15万円を支給する。
事業者給付金は、2月から6月までのうち、１ヶ月間の売り上げが３０％以上減少した事
業者が対象。

新地町HP
https://www.shinchitown.jp/site/covid19/kinkyutaiousien.html

支援金

・事業継続支援金
新型コロナウイ ルス感染症の拡大予防のため、福島県の緊急事態措置に基づき、感
染拡大を食い止めるため、休業要請や短時間営業への協力に応じた事業者がその事
業を維持・継続するために事業継続支援金として20 万円を給付し、市内の事業者を支
援。

会津若松市HP
https://www.city.aizuwakamats
u.fukushima.jp/docs/202005010
0046/#jigyo

会津若松市HP
https://www.city.aizuwakamats
u.fukushima.jp/docs/202005010
0046/#jigyo

福島県

会津若松市

休業等支援

支援金

・事業再開助成金
新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、福島県の緊急事態措置に基づき、休
業要請や短時間営業への協力に応じた事業者がその事業 を再開するためには、再開
にかかる PRや、国から示された新しい生活様式に対応するためなど、様々な経費が必
要となることから、事業再開助成金を2 0 万円交付することで、事業再開を支援 。

福島県

会津若松市

金融支援

融資

・資金繰り融資
資金繰りのために融資を受けたい事業主の方に上減少要件なし、融資限度額2,000万
円まで融資。

会津若松市HP
https://www.city.aizuwakamats
u.fukushima.jp/docs/202005010
0046/#jigyo

福島県

会津若松市

経営支援

固定費補助

・市場使用料の支払い猶予
市公設地方卸売市場内事業者（19事業者）の市場使用料の支払いを４か月間（5月分
から8月分まで）猶予。

会津若松市HP
https://www.city.aizuwakamats
u.fukushima.jp/docs/202005010
0046/#jigyo

福島県

会津若松市

金融支援

福島県

喜多方市

経営支援

・新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）信用保証料補助金
信用保証料補 新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）を利用された事業主のうち、信用
助
保証料を支払った方に支払った信用保証料の全額（1,000円未満の端数切捨て）を助
成。

会津若松市HP
https://www.city.aizuwakamats
u.fukushima.jp/docs/202005010
0046/#jigyo

支援金

・小規模事業者活動応援補助金
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている市内飲食業、宿泊業、旅行業、 観
光業事業者に対し、雇用及び活動の維持を図るため、１事業者一律２０万円の補助金を
交付。

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/site/syoukou/25535.ht
ml

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/site/syoukou/25535.ht
ml

福島県

喜多方市

経営支援

支援金

・店舗等維持補助金
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている（前年 同期に比して20 ％以上減
少） 市内飲食業 、宿泊業 、旅行業、観光業 事業者に対し、雇用及び活動の維持を図
るため 、賃貸物件での営業活動を行う事業者に対し１ 事 業者、10 万円の補助金を交
付。

福島県

喜多方市

感染予防

取組経費補助

・感染拡大防止対策補助金
市内商工業者が感染を 防ぎ、事業 を継続するための経費 （３ 密、濃厚接触等を避
け、感染を予防する経費や 、テレワークの導入、他業務への参入等で減収を防ぐ経費
等）へ補助（補助率２／３以内、上限１０万円）。

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/site/syoukou/24698.ht
ml

支援金

・雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により業況等が悪化し、事業活動の縮小を余儀なく
されている中小企業の事業主が、一時的に雇用者の休業等を行い、雇用の維持を図る
ため、事業主が負担する休業手当、賃金等の負担額の一部を助成する国の特例措置
による雇用調整助成金を活用した場合、事業者の負担分を助成。（助成率 ：中小企業
1/10上限50万円）

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/site/syoukou/25533.ht
ml

・求職支援補助金
新型コロナウイルス感染の影響により、市内零細事業所 （３人以下）の都合で休業と
なった従業員 （雇用調整助成金の非該当者）や職を失った労働者を１人あたり上限９万
円支援。

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/site/syoukou/24719.ht
ml

福島県

喜多方市

雇用支援

福島県

喜多方市

生活支援

※国事業上乗せ

支援金
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

・福島県緊急経済対策資金 信用保証料補助事業
①福島県緊急経済対策資金「外的変化対応資金 」利用時の補助率を２分の１から 100
信用保証料補
％に引き上げる。
助
②福島県緊急経済対策資金「新型コロナウイルス対策特別資金」利用時の補助枠をそ
の他の融資制度利用時の補助枠と別に設けることで対象事業者を拡大する。

URL

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/uploaded/attachment/2
2610.pdf

福島県

喜多方市

金融支援

福島県

喜多方市

金融支援

利子補給

・新型コロナウイルス対策特別資金 利子補給事業
福島県緊急経済対策資金「新型コロナウイルス対策特別資金」の利用に伴う利子を
100％補給する 。

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/uploaded/attachment/2
2610.pdf

福島県

喜多方市

金融支援

利子補給

・新型コロナウイルス対策マル経利子補給事業
「新型コロナウイルス対策マル経」利用に伴う利子を、商工会議所・商工会を通して市
が 100%補給する。

喜多方市HP
https://www.city.kitakata.fukus
hima.jp/uploaded/attachment/2
2610.pdf

支援金

・事業維持給付金
事業維持給付金として、売り上げが減少した飲食店、小売業者などに賃貸物件で営業
する事業所に４０万円、自己所有物件で営業する事業所に１５万円を給付。
・売上維持給付金（事業維持給付金への上乗せ）
また、テイクアウトの開始、販売促進チラシの作製、ホームページ・ＳＮＳ等の開設等を
行った場合１０万円を追加給付。

川俣町HP
https://www.town.kawamata.lg.j
p/site/covid19/singatakoronaui
rusuzigyoushasienn.html

福島県

川俣町

経営支援

福島県

川俣町

金融支援

・資金繰り支援
川俣町HP
信用保証料補 福島県緊急経済対策資金融資制度を利用する事業者であって、保証料の減免を受けら https://www.town.kawamata.lg.j
れない事業者を対象に、支払った信用保証料相当額を補助することにより、事業者の円 p/site/covid19/singatakoronaui
助
rusuzigyoushasienn.html
滑な資金繰り支援と負担の軽減を図る。

福島県

川俣町

雇用支援

固定費補助

・雇用維持補助金
国の雇用調整助成金申請事業者を対象に事業者負担相当額、また、雇用調整助成金
の対象にならない非正規従業員についても休業手当の一部を補助し、雇用の確保と事
業者の雇用維持に係る負担を軽減する。
※国・県における制度の詳細が決まり次第、要綱の整備を行い、順次お知らせする。

福島県

石川町

経営支援

支援金

・石川町店舗等維持費助成事業
石川町は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、事業継続に支障を来している飲
食業や旅館業を営む事業者に対し、受給要件を満たす場合において、１事業者当たり１
２万円を支給する。

石川町HP
http://www.town.ishikawa.fukus
hima.jp/info/2020/05/post1061.html

福島県

国見町

経営支援

減収補填

・国見町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
2月から5月までの収益が前年同月比３０％以上減少した月がある事業所には10万円を
支給。

国見町HP
https://www.town.kunimi.fukush
ima.jp/site/shingatakorona/797
1.html

福島県

国見町

経営支援

福島県

棚倉町

経営支援

減収補填

・事業継続支援臨時給付金
新型コロナウイルス感染症の影響で、経営に大きな影響を受けている事業者に対し、 棚倉町HP
http://www.town.tanagura.fukus
令和２年３月から５月のうちいずれか１月の売上高が前年同月に比べて30％以上減少 hima.jp/page/page001671.html
した等の町内の事業者に10万円を給付する。

福島県

棚倉町

金融支援

融資

・つなぎ融資
新型コロナウイルス感染症の影響で、金融機関等に融資の申込みをした事業者に対 棚倉町HP
http://www.town.tanagura.fukus
し、融資が実行されるされるまでの期間つなぎ融資を行う。１事業者につき、最上限100 hima.jp/page/page001672.html
万円まで（無利子、無担保）。

福島県

福島県

西郷村

西郷村

経営支援

金融支援

川俣町HP
https://www.town.kawamata.lg.j
p/site/covid19/singatakoronaui
rusuzigyoushasienn.html

・国見町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金
国見町HP
新規取組・経営
福島県の休業要請の延長により5月7日以降も継続して休業要請に協力した事業者で、 https://www.town.kunimi.fukush
改善等経費補
事業再開に向け「新しい生活様式」に対応するための取組みを行う事業者に対し、支援 ima.jp/site/shingatakorona/810
助
4.html
金5万円を給付する。

支援金

・西郷村事業継続支援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した村内の中小企業、小規模事
業者を対象に、支援金を給付できる場合があります。村内に事業所を有する中小企業
で、対象事業者要件のいずれにも該当する場合、１事業者につき１０万円を支援。

西郷村HP
https://www.vill.nishigo.fukushi
ma.jp/kenko/hoken/kansensyo
/korona_tokusetsu/soudan/tyu
syoukigyousien/nishigojigyoukei
zokukyuhukin/

融資

・西郷村人材育成基金緊急修学援助奨学金
村教育委員会では、在学中で修学意欲があるものの、新型コロナウイルス感染症に
伴う経済的な理由等により今後の修学が困難な方へ、緊急修学援助として奨学金貸与
を行っています。対象者には、高等学校・高等専門学校で３０万円以内、大学・短大・専
修学校等で５０万円以内を貸し付ける。

西郷村HP
https://www.vill.nishigo.fukushi
ma.jp/kenko/hoken/kansensyo
/korona_tokusetsu/soudan/seik
atusien/nishigoikuseisyougakuki
n/
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

福島県

西郷村

生活支援

支援金

支援内容・水準

URL

西郷村HP

・臨時生活支援金
https://www.vill.nishigo.fukushi
休業や失業等により生活に困り生活資金の貸し付け（緊急小口資金、総合支援金）を ma.jp/kenko/hoken/kansensyo
/korona_tokusetsu/soudan/seik
受けた世帯１世帯当たり５万円を支給。
atusien/rshien/

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

南会津町

南会津町

南会津町

南会津町

南会津町

西会津町

経営支援

経営支援

休業等支援

固定費補助

・商業等持続化緊急対策事業補助金
新型コロナウイルス感染拡大の影響により業況が悪化（2月～6月のいずれか1か月の 南会津町HP
売上が前年同月と比べて20%以上減少）した町内の事業者に対し、店舗等に係る月額賃 http://www.minamiaizu.org/kura
借料の一部（月額賃借料の1 / 2以内（上限10万円、複数店舗の場合は、上限20万円） shi/cat9/003072.php
を4月～9月までの期間のうち最大3か月分補助。

支援金

・緊急経済対策応援給付金事業
町内に事業所等を有する個人事業主（個人農家を除く）、中小企業者等（農業法人、
医療法人、NPO法人を含む）のうち、令和元年度に事業所得があり、税の申告を行って 南会津町HP
いる事業者であって、事業所等の売上（令和２年３月～８月のいずれか）が前年同月比 http://www.minamiaizu.org/info
２０％以上減少した事業者の方を対象に①売上額減少率が２０％以上５０％未満の場 /003102.php
合、１０万円②売上額減少率が５０％以上でかつ、 常時使用する従業員数が１人以上４
人以下の場合３０万円、５人以上の場合５０万円を給付します

支援金

・新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、県の要請や協力依頼に応じ
て、施設の休止や営業時間の短縮にご協力いただいた法人及び個人事業主の皆様に 南会津町HP
http://www.minamiaizu.org/kura
対し、福島県が交付する「福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」及び「新 shi/cat9/003082.php
しい生活様式」に対応するための取り組みを行う事業者に対し、福島県新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止協力金の額に10万円が加算されます。

※県事業上乗せ

経営支援

・小規模事業者等活性化事業補助金
商工会のサポートを得て、販路開拓・生産効率の向上・事業拡大・サービスの向上等
に積極的に取り組む小規模事業者等（国の持続化補助金、県のいきいき補助金の交付
新規取組・経営
者を除く）に対し①店舗及び付帯設備、生産設備の導入・店舗の新築又は改築、生産設
改善等経費補
備の導入又は更新にかかる経費等及び②新商品開発、事業拡充にかかる経費・原材
助
料費、機械装置費、工具器具費等の経費の２分の１以内（上限額２０万円）を補助③県
外商談会等参加経費の３分の１以内（上限額１０万円）を補助④国外商談会等参加経
費の３分の１以内（上限額２０万円）を補助

南会津町HP
http://www.minamiaizu.org/kura
shi/assets/2020/05/11/gaiyou.
pdf

感染予防

・新型コロナウイルス感染症対策事業
町内に住所を有する個人事業主、中小企業者で南会津町商工会から推薦を受けた事
取組経費補助 業者に対し①感染予防のための施設・設備等の経費②テイクアウト等の新たな事業展
開に対応するための経費③販路拡大や集客を取り戻すための経費の2/3以内（上限30
万円）を補助

南会津町HP
http://www.minamiaizu.org/kura
shi/assets/2020/05/11/20200
511190855.pdf

休業等支援
経営支援

支援金
※国事業上乗せ
※県事業上乗せ

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
感染症拡大防止のため休業や時間短縮営業等に協力いただいた事業者に対して協
力金を給付。①国の持続化給付金の受給者に国からの給付金額の１０％を上限に給付 西会津町HP
https://www.town.nishiaizu.fuku
(上乗せ)
②県の感染症拡大防止協力金の対象事業者に１０万円を給付(定額)③県の協力依頼 shima.jp/soshiki/6/8875.html
対象施設一覧に掲載され協力金の対象外であるが休業等を行った事業者に５万円を給
付（定額）。

福島県

西会津町

感染予防

・新型コロナウイルス感染予防対策企業補助金
町内で法人格を有する事業者が従業員の感染予防対策として支出した経費の1/2を
西会津町HP
支援。
https://www.town.nishiaizu.fuku
取組経費補助
※マスクや消毒液等の購入経費 交付額 (1)従業員20人以上 20万円 (2)従業員10人 shima.jp/soshiki/6/8875.html
以上 10万円 (3)従業員 2人以上 5万円 ※いずれも上限 ※従業員には事業主を含
む

福島県

西会津町

経営支援

新規取組・経営 ・オンラインショップ開設への支援
改善等経費補 町内で事業を営む事業者（法人及び個人）がオンラインショップを開設した費用のう
助
ち、自己負担額の１/２(上限２５万円)を支援。

福島県

福島県

西会津町

会津坂下町

金融支援

休業等支援

利子補給

支援金

西会津町HP
https://www.town.nishiaizu.fuku
shima.jp/soshiki/6/8875.html

・中小企業融資制度資金利子補給補助金
国･県の新型コロナウイルス対策資金に係る新規借入れ､及び既存資金(町の要綱規
定資金)の利子補給を行う
西会津町HP
(1)国･県の新型コロナウイルス対策資金を活用した事業者 新規借入れ利子の全額(3 https://www.town.nishiaizu.fuku
shima.jp/soshiki/6/8875.html
年以内､上限額3,000万円)
(2)既存資金(町の要綱規定資金)活用事業者 利子の全額(1年以内､上限額500万円)
※令和2年1月1日から令和2年12月31日までの利子補給
・営業自粛協力事業者応援金
「福島県新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態措置」に基づき、町が定めた期間に
おいて、休業や営業時間の短縮要請の協力いただいた事業者に対し、営業自粛事業者
応援金を支給する。（1）休止等をしている町内の事業者の全てが自己所有の事業者等
が5万円、（2）休止等をしている町内の事業者のうち、賃借している事業者が1箇所の事
業者等が10万円、（3）休止等をしている町内の事業者のうち、賃借している事業者が2
箇所以上の事業者等が15万円。

会津坂下町ＨＰ
https://www.town.aizubange.fuk
ushima.jp/soshiki/29/10553.ht
ml#4
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

会津坂下町ＨＰ
https://www.town.aizubange.fuk
ushima.jp/soshiki/29/10553.ht
ml#5

福島県

会津坂下町

休業等支援

支援金

・感染防止対策事業者応援金
福島県から営業自粛要請を受けていないものの、事業者独自に、新型コロナウイルス
感染症対策に取り組んだ事業者に対して、1事業業者につき対策応援金として3万円を
交付する。※会津坂下町が交付する「営業自粛協力事業者応援金」該当者、農業を行
う事業者は対象外。

福島県

会津坂下町

経営支援

支援金

・テイクアウト参入促進飲食店応援金
新型コロナ感染症予防のため、新しい生活様式が求められており、密接・密集を避けた
外食産業の営業活動再開に向けて、新たにテイクアウト事業に取り組んだ町内飲食店
に対して、応援金として5万円を交付する。

会津坂下町ＨＰ
https://www.town.aizubange.fuk
ushima.jp/soshiki/29/10553.ht
ml#3

支援金

・地域農業経営持続化支援交付金
新型コロナ感染症拡大に伴い、農業分野においても農産物取引価格の下落や販売縮
小など深刻な影響を受けており、意欲的に農業経営を持続し地域産業活性化を図るた
め、農業者の経営を支援する。経営水田面積が30アール以上の農業者に2万円を交
付。

会津坂下町ＨＰ
https://www.town.aizubange.fuk
ushima.jp/soshiki/29/10673.ht
ml

支援金

・会津美里町中小企業等活動応援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に影響を受けている中小企業、個人事
業主、認定農業者を支援するため給付金を支給する。今後も事業を継続する意思があ
り、令和2年2月～6月までの任意の1ヶ月の主たる事業の売上高が前年同月と比較して
減少していること。給付額は、1．福島県新型コロナ感染症拡大防止協力金の交付対象
施設に該当する事業者等 20万円、2．その他の事業者等 10万円。

会津美里町ＨＰ
https://www.town.aizumisato.fu
kushima.jp/s023/202005131734
48.html

利子補給

・新型コロナウイルス対策特別利子補給
新型コロナウイルス感染症影響で業績が悪化している、町内の中小企業や小規模事
業者を支援するため、利子補給の全額補助を実施する。令和2年4月1日以降融資実行
分より。新規借入のみ（借り換え除く）。最近1か月の売り上げが前年同月比20％以上減
少し、かつその後2か月を含む3か月の売り上げが20％以上減少する見込みの事業者。
融資区分：運転資金。融資限度額：1企業300万円以内。融資期間：7年以内。補助対象
期間：1年間（令和3年3月31日まで）。融資利率：年2.4％以内。信用保証料：1.6～
0.15％。補助率：償還利子の100分の100。

会津美里町
https://www.town.aizumisato.fu
kushima.jp/s023/010/SO010/0
10/010/210/20200324162132.h
tml

福島県

福島県

会津坂下町

会津美里町

経営支援

経営支援

福島県

会津美里町

金融支援

福島県

猪苗代町

金融支援

福島県

金山町

休業等支援

福島県

金山町

福島県

三島町

福島県

三島町

利子補給
福島県緊急経済対策資金融資制度（新型コロナウイルス対策等別資金）により借入し
信用保証料補
た際の信用保証料と利子を補給します。
助

猪苗代町ＨＰ
https://www.town.inawashiro.fu
kushima.jp/cb/hpc/Article15756.html

支援金

・営業自粛に対する感染防止協力金
昨年に営業実績・納税申告があり、自主的に営業自粛等を行った宿泊業・飲食業への
協力金を給付。金額（最大）： 宿泊業者30 万円、飲食業者20 万円

金山町ＨＰ
https://www.town.kaneyama.fuk
ushima.jp/soshiki/56/sinngatak
annsenn.html

金融支援

融資

・感染症対策資金貸付。
収入が減少した小規模事業者で国の持続化給付金申請または金融機関への融資申
し込みを行った事業者への資金貸付（無利子）。貸付額（最大）： 個人事業主100 万円、
法人200 万円、返済期間：持続化給付金給付後または融資後１カ月以内。

金山町ＨＰ
https://www.town.kaneyama.fuk
ushima.jp/soshiki/56/sinngatak
annsenn.html

金融支援

融資
利子補給

・三島町中小企業貸付基金
三島町ＨＰ
新型コロナウイルスにより業績が悪化している中小企業及び小規模企業者を対象に、 http://www.town.mishima.fukus
限度額３００万円、無利子で貸付する。償還期限：１２年以内（うち据置き期間２年以内） hima.jp/chiiki_seisakuka/47757

支援金

・三島町新型コロナウイルス感染症緊急支援給付金
三島町商工会の会員である法人および個人事業主を対象に４月２８日～５月６日を含む 三島町ＨＰ
期間に休業・時間短縮営業を実施したものまたは、令和２年２月～５月の４カ月間の売 http://www.town.mishima.fukus
上合計が、前年同月の合計額と比して２０％以上の減収となっているものに対し１０万円 hima.jp/chiiki_seisakuka/47757
を交付する。
・湯川村中小企業等事業支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、１か月の売上高が、昨年の同じ月と比
較して２０％以上減少している村内の、資本金の額又は、出資の総額が10億円未満、又
は、常時使用する従業員の人数が2,000人以下である中小法人又は個人事業者に支援
金を給付する。中小法人は前年比20％以上30％未満の収入減で20万円、30％以上で
30万円が給付される。個人事業者は20％以上30％未満で10万円、30％以上で15万円。

休業等支援

福島県

湯川村

経営支援

支援金

福島県

田村市

生活支援

商品券等活用

湯川村HP
http://www.vill.yugawa.fukushim
a.jp/shoukoukankou/corona_kyu
hukin.html

・田村市まごころ応援券
田村市HP
市の緊急経済対策として田村市内の店舗等で使用可能な金券（まごころ応援券）を全 http://www.city.tamura.lg.jp/sos
hiki/66/ouenken.html
市民に配付。1人につき５００円のまごころ応援券６枚を各世帯に送付します。
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都道府県

市町村等

分類

福島県

いわき市

経営支援

福島県

いわき市

金融支援

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

鏡石町

鏡石町

鏡石町

塙町

矢祭町

矢祭町

矢祭町

鮫川村

金融支援

金融支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

・旅館業等事業継続支援金
旅館業等では大部分の不動産を自己所有しているため、市独自の緊急経済対策の一
つである店舗等維持支援金の対象外となってしまうほか、宿泊者数が激減している中
で、光熱水費等の固定経費の負担割合も大きく、事業を継続していくことが厳しい状況
にある。
ついては、新型コロナウイルス感染症収束後における本市観光の回復に向けて、市内
で旅館業等の事業継続が重要であることから、支援金を給付。
宿泊定員（最大収容人数）に応じ、３０万円～６０万円を給付する。

いわき市HP
http://www.city.iwaki.lg.jp/www
/contents/1590735508471/ind
ex.html

・いわき市新型コロナウイルス対策特別資金
いわき市HP
利子補給
福島県緊急経済対策資金融資制度（新型コロナウイルス対策特別資金）、小規模事 http://www.city.iwaki.lg.jp/www
信用保証料補
業者経営改善資金融資制度（通称「マル経融資」）に基づき、資金を借受けた市内に事 /contents/1585017476294/ind
助
ex.html
業所を有する中小企業者等に、利子補給と信用保証料の補助を行う。

融資

・緊急小口資金
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急か
つ一時的な生計維持のための貸付が必要②この特例による貸付を他の自治体で受け
ていない。貸付上限：10 万円（特例の場合20 万円）

鏡石町HP
https://www.town.kagamiishi.fuk
ushima.jp/saigai/files/2020/05/
29/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%
AF%BE%E7%AD%96%E5%88%B6%
E5%BA%A6_%E5%85%A8%E7%B7%
A8.pdf

融資

・総合支援資金
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業等により 収入が減少して 生活に困窮
し、日常生活の維持が困難②この特例による貸付を他の自治体で受けていない③原
則、自立相談支援事業を利用し、その支援を継続して受けている。貸付上限は複数月
20 万円、単身月 15 万円。

鏡石町HP
https://www.town.kagamiishi.fuk
ushima.jp/saigai/files/2020/05/
29/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%
AF%BE%E7%AD%96%E5%88%B6%
E5%BA%A6_%E5%85%A8%E7%B7%
A8.pdf

支援金

・飲食業等事業継続緊急支援給付金
鏡石町内の店舗を構える事業者で、前年２月～４月の売上げが前年同月対比で30％
以上減収した者又は見込まれるもの（法人の場合、資本金2,000万円以下）で３ヶ月以上
の事業継続を行う予定者。なお、対象要件あり。助成額は１事業者10万円。

鏡石町HP
https://www.town.kagamiishi.fuk
ushima.jp/saigai/corona/00768
3.php

支援金

・塙町エール（応援）給付金
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う消費活動自粛の影響により令和２年１月から同
年９月までの売上げのうち、一月の売上げが前年同月対比で２０％以上減収した者、又 塙町HP
は減収が見込まれる者で、申請後３か月以上の事業継続を行う予定の者。対象者は町 http://www.town.hanawa.fukush
ima.jp/page/page001201.html
内で事業を営む塙町商工会員、町内で事業を営む塙町商工会未加入者で、飲食店、
卸・小売業、医療・福祉、生活関連サービス業、宿泊業を営む者。１事業者につき１０万
円。

金融支援

・矢祭町商工業経営合理化資金
融資
矢祭町商工業経営合理化資金に「新型コロナウイスル感染症関連枠」を新たに追加。 矢祭町HP
利子補給
セーフィティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた者。融資限 http://www.town.yamatsuri.fuku
信用保証料補
度額は１事業者 最大1,000万円 。補助額は（１）信用保証料・・・信用保証料相当額（２） shima.jp/page/page000472.html
助
償還利子・・・償還利子相当額。

金融支援

融資

・矢祭町新型コロナウイルス感染症対策資金
新型コロナウイスル感染症の拡大により、事業活動に影響を受けた「事業者（中小企 矢祭町HP
業、小規模事業所、個人事業者、農業法人､農業者等）が、経営基盤の安定化を図るこ http://www.town.yamatsuri.fuku
とを目的に、町内金融機関へ融資の申請を行った場合に、融資実行前まで期間がかか shima.jp/page/page000471.html
ることから、資金の一部を融資。１事業者につき、上限１００万円まで（無利子・無担保）。

支援金

・矢祭町新型コロナウイルス感染症対策経営持続化支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が急減した事業者（中小企業、小規模 矢祭町HP
事業者、個人事業者、農業法人、農林漁業者等）に対し、支援金の交付により事業継続 http://www.town.yamatsuri.fuku
shima.jp/page/page000470.html
を支援。交付率は売上減収額の２／３、交付限度額は３０万円／年（千円未満切り捨
て）。

支援金

・鮫川村事業所支援給付金
鮫川村では新型コロナウイルス感染症対策の影響により、売上が大幅に減少している
事業所に対し事業継続に向けた給付金を支給。
給付金額 一交付対象者につき5万円
支給対象者
（1）村内で令和元年以前に事業を営んでおり、かつ、今後も事業継続する意思がある 鮫川村ＨＰ
https://www.vill.samegawa.fuku
こと
shima.jp/page/page002051.html
（2）村内の事業所の、令和２年３月から令和２年５月までのいづれかの１か月の売上高
が、前年同月比で２０％以上減少した者
（3）前年同月と比較ができない場合、直近1ヶ月の売上高が、令和元年10月から令和元
年12月までの間のいづれかの1ヶ月の売上高又は直近1ヶ月を含む直近3ヶ月の平均売
上高と比較して20％以上減少した者

経営支援

経営支援
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都道府県

福島県

市町村等

玉川村

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

・玉川村新型コロナウイルス感染症経済対策 感染拡大防止事業
中小企業等に対し、営業等を持続するために新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止を図るため、予防対策（飛散防止、消毒等）を講じたものに給付金を交付
次の①から④の要件に該当する事業者
１．対象事業者
① 中小企業等（中小企業者、小規模事業者及び個人事業者）であって、村内で事業
を営んでいる者、若しくは村内に住所を有し、村外で事業を営んでいる者（農業・林業は
除く）
② 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組んでいる者
③ 玉川村税等を滞納していない者
④ 玉川村暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない者
２．給付額及び給付限度額
１事業者あたり３万円

玉川村ＨＰ
http://www.vill.tamakawa.fukush
ima.jp/guide/project5/002201.p
hp

・玉川村新型コロナウイルス感染症経済対策 商店活性化・住民生活応援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、玉川村内の経済活動が減退しており、全村
民に商品券を配布し、消費喚起を促すことにより商店等の活性化及び村民生活の支
援。
玉川村ＨＰ
福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

福島県

玉川村

玉川村

平田村

小野町

小野町

小野町

生活支援

経営支援

経営支援

経営支援

生活支援

金融支援

無償提供

http://www.vill.tamakawa.fukush
ima.jp/guide/project5/002202.p
１．給付対象者
給付対象者は、基準日(令和２年(2020年)５月３１日)において、住民基本台帳に記録 hp
されている方 （受給者は対象者が所属する世帯の「世帯主」）。
２．給付額
給付対象者1人につき２，０００円分の玉川村内商店等で利用できる商品券

支援金

・玉川村新型コロナウイルス感染症緊急経済対策 経営支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が急減した中小企業等に対し、経営
持続の支援のため給付金を交付。
１．対象事業者
次の①から④の要件に該当する事業者
① 中小企業等（中小企業者、小規模事業者及び個人事業者）であって、村内で事
業を営んでいる者、若しくは村内に住所を有し、村外で事業を営んでいる者（農業・林業
は除く）
② 玉川村税等を滞納していない者
③ 玉川村暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない者
④ 売上高が前年同月比で３０％以上減少した者
※減少率 ＝ （前年同月の売上高 ー 最近１か月間の売上高）÷ 前年同月の売
上高 × 100
２．対象となる月
令和２年４月から８月までの５ケ月
３．給付額及び給付限度額
【売上給付】
① ひと月あたりの給付限度額は４万円。（月４万円×5ケ月＝給付額最大２０万円）
【家賃給付】
① 建屋（店舗等）、土地（店舗敷地等）を賃貸借している場合は、家賃の５０％を給
付。
（給付額千円未満は切り捨て）
② ひと月あたりの給付限度額は４万円。（月４万円×５ケ月＝給付額最大２０万円）
※月毎、複数月どちらでも申請可能。

玉川村ＨＰ
http://www.vill.tamakawa.fukush
ima.jp/guide/project5/002203.p
hp

支援金

・感染症拡大防止協力金助成事業
令和２年４月28 日から５月６日まで福島県の休業要請により休業・時間短縮営業を
し、福島県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支給決定を受けた村内の
飲食店・宿泊業者等 １店舗10 万円
・感染症拡大防止協力金助成事業
５月７日以降も引き続き休業等に協力、新しい生活様式（飛沫感染防止対策）に対応
し、福島県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金」の支給決定を受けた村内の
飲食店・宿泊業者等 １店舗10 万円

平田村ＨＰ
https://www.vill.hirata.fukushim
a.jp/news/sinngatakoronataisak
ujigyou0611/view

支援金

・小野町事業継続緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大に影響により、売上が減少した町内の事業所の維持・
継続を支援する緊急支援給付金を交付。（令和２年３月、４月、５月の売上のうち、
最も低い月額を１年換算し、前年の年収と比べた減収率に応じて交付：(1) ２０％以上３
０％未満 １０万円、(2) ３０％以上４０％未満 ２０万円、(3) 4０％以上 ３０万)

小野町ＨＰ
http://www.town.ono.fukushima.
jp/soshiki/7/covid-19-onokeizokushien.html

無償提供

新型コロナウイルス感染症（COVID-１９）の拡大により、緊急事態宣言が発動され、越
県移動の自粛が叫ばれたこの春、休校措置が取られる中、親元を離れ、県外で生活し
ている学生さんを対象に小野町産の農畜産物を贈り県外での生活を応援。
・申込受付期間：６月１日（月）から７月１５日（水）まで
・贈呈品：牛肉加工品（黒毛和牛ビーフカレー等４種５食）、そば（乾麺３束）、お米（５kg）
・対象者：小野町に居住する親元を離れ、福島県外に進学し、居住している高校生以上
の学生を対象。
（高校生・大学生・大学院生・短大生・専門学生・予備校生 など）

小野町ＨＰ
http://www.town.ono.fukushima.
jp/soshiki/7/covit19-onogakusei-ouen.html

利子補給

・小野町中小企業借入利子補給制度
次の融資に対する利子補給（令和2 年 1 月支払い分から 2 年間分）
小野町中小企業経営合理化資金、日本政策金融公庫経営改善資金、福島県商工事
業協同組合事業資金 ①感染症の影響で年収が前年比10% 以上減少見込み、②他の
特別利子補給制度を受けていないこと

小野町ＨＰ
http://www.town.ono.fukushima.
jp/soshiki/7/koronaitirann0205
13.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

福島県

三春町

経営支援

・三春町プレミアム付商品券
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う町内事業者の収入減少に対する支援
や地域経済の活性化を目的とし、町内で使用することができるお得なプレミアム付商品 三春町ＨＰ
http://www.town.miharu.fukushi
商品券等活用
券を発行。
ma.jp/soshiki/7/----.html
〇販売額 10,000円／1冊、〇利用額 13,000円／1冊 (プレミアム分3,000円／1冊)
〇発行部数
7,000冊

福島県

須賀川市

経営支援

国補助金申請
支援

・雇用調整助成金等申請代行手数料補助金
国の雇用調整助成金の申請事務を社会保険労務士等に委託し、支払った手数料の2
分の1を10万円を限度に補助します。

須賀川市ＨＰ
https://www.city.sukagawa.fuku
shima.jp/shigoto_sangyo/sangyo
shinkou/1005545/1005158.html

固定費補助

・店舗等維持補助金
店舗等を借りている事業者で新型コロナウイルスの影響により対前年同月比で20％
以上売上が減少している事業者に対し、家賃の2分の1、月5万円を上限として3か月分
（最大15万円）を定額補助
自己所有店舗等で営業する事業者で新型コロナウイルスの影響により対前年同月比で
20％以上売上が減少している事業者に対し、光熱水費相当分として月3万円を3か月分
（9万円）を定額補助。

須賀川市ＨＰ
https://www.city.sukagawa.fuku
shima.jp/shigoto_sangyo/sangyo
shinkou/1005545/1005158.html

・雇用維持補助金
国の雇用調整助成金申請事業者従業員数（須賀川市民）に応じた一定割合を事業者
負担相当額を限度に補助。
１ 従業員10人未満：1人から5人×90000円
２ 従業員10人から20人未満：10人×90000円
３ 従業員数20人以上：15人×90000円
※非正規従業員（須賀川市民）は1人45000円
以下のすべてを満たす須賀川市民
事業者の都合で休業や解雇となった非正規従業員の方、または雇用調整助成金の対
象とならなかった方、出勤日数が15日以上の方、前年同月比で賃金が20%以上減少して
いる方
1人当たり45000円

須賀川市ＨＰ
https://www.city.sukagawa.fuku
shima.jp/shigoto_sangyo/sangyo
shinkou/1005545/1005158.html

福島県

須賀川市

経営支援

福島県

須賀川市

休業等支援

支援金

福島県

須賀川市

金融支援

信用保証料補
助

・信用保証料補助金
既に借り入れした市制度融資について、返済期間などの融資条件変更に伴い増額と
なる信用保証料を20万円を上限に補助。

須賀川市ＨＰ
https://www.city.sukagawa.fuku
shima.jp/shigoto_sangyo/sangyo
shinkou/1005545/1005158.html

福島県

須賀川市

金融支援

融資

・須賀川市新型コロナウイルス対策資金貸付
新型コロナウイルス感染症により経済的影響が生じ、事業継続のため金融機関に融
資の申込みを行った市内事業者の方へ、融資実行までのつなぎ資金を貸付支援。

須賀川市ＨＰ
https://www.city.sukagawa.fuku
shima.jp/shigoto_sangyo/sangyo
shinkou/1005545/1005362.html

福島県

福島県

茨城県

浅川町

浅川町

経営支援

経営支援

金融支援

茨城県

休業等支援

茨城県

経営支援

支援金

・緊急事態措置に基づく協力要請及び協力依頼に伴う対策事業者等支援金
福島県の緊急事態措置に基づく協力要請や協力依頼に応じて、休業や営業時間の短
縮、酒類の提供時間の短縮などの対策を行った事業者、またはその対策を行った事業 浅川町HP
http://www.town.asakawa.fukus
者との取引が減ったことにより売上げが減少した事業者に対しての支援をするため、対 hima.jp/info/000856.html
策事業者等支援金を交付。
交付金額は１０万円

支援金

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う事業継続支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上げの急減など経済的打撃を受け
た浅川町内の事業者等に対して、今後の事業継続を支援するため、事業継続支援給付
金を交付。
浅川町内で事業を営む者で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和２年２
月から６月までの売上げのうち一月の売上げが前年同月比で２０％以上減少した者ま 浅川町HP
http://www.town.asakawa.fukus
たは減少すると見込まれる者（法人の場合は資本金２，０００万円以下の者に限る）、事 hima.jp/info/000855.html
業開始後１年未満の者については令和２年２月から６月までの売上げのうち一月の売
上げが直近３か月の平均と比べ２０％以上減少した者または減少すると見込まれる者
（法人の場合は資本金２，０００万円以下の者に限る）で申請後、３か月以上の事業継続
を行う予定のある者。商工業を営む者で、反社会勢力との関係のない者。
交付金額は１０万円。

感染拡大に伴い，中小企業・個人事業主の売上げが急減し，廃業や倒産が懸念される
極めて厳しい経営状況にあることを踏まえ，雇用維持や事業継続を強力に支援する緊
急対策を実施
○ 県の融資制度
融資
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高等の減少により経営の安定に支
利子補給
障を生じている中小企業者向けに「パワーアップ融資」を実施。運転資金、設備等資金 茨城県HP
https://www.pref.ibaraki.jp/shok
信用保証料補 のそれぞれ上限５千万円（４月１日～令和３年３月31日の融資実施分）
orodo/sansei/20200408.html
助
〇新たな融資制度
新型コロナウイルス感染症対策融資で３年間無利子・無担保の融資（上限３千万円）
を実施（５月１日～）。
中小企業事業継続応援貸付金で金融機関からの融資を受けることが困難な方へ協調
貸付（限度額２百万円）を実施（５月11日～）。

支援金

【１事業者最大30万円】
・新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、県の要請に応じて、休業や営業時間 茨城県ＨＰ
の短縮を行う中小企業、個人事業主に対し、事業者あたり10万円（事業所を賃借してい https://www.pref.ibaraki.jp/1sai
gai/2019-ncov/kinkyu.html
る場合は10万円を加算。複数賃借している場合は更に10万円を加算）

宅配等への支 ・新しい生活様式に対応した「茨城県デリバリー推進支援事業」の実施。
援
タクシー事業者等×飲食店等×ITでデリバリー事業を支援する内容。

茨城県HP
https://www.pref.ibaraki.jp/1sai
gai/2019-ncov/kaigi.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL
常総市ＨＰ

茨城県

常総市

経営支援

宅配等への支 ・市内飲食事業者が出前もしくはテイクアウトにより提供する商品１品につき、販売価格 http://www.city.joso.lg.jp/soshik
i/keizaikankyo/shoko/sar06/ne
援
の1/2かつ300円を上限とする額を補助。（１事業者30万円を上限）
ws/osirase/1586505082822.ht
ml

茨城県

日立市

金融支援

資金繰り施策として、市内で事業を行っており、次に掲げる要件のすべてに該当する
者者に、利子（3年間）及び保証料の実質的な負担を「ゼロ」とする。
利子補給
ア 新型コロナウイルスの影響により、売上が大きく減少するなど、今後の事業継続に 日立市ＨＰ
https://www.city.hitachi.lg.jp/jig
信用保証料補 懸念がある方。
イ 新型コロナウイルス感染症に起因して、中小企業等向け融資（日本政策金融公庫、 yo/002/001/p084846.html
助
民間金融機関）を受けた方。
ウ 市税の未納がないこと。

境町HP
http://www.town.sakai.ibaraki.jp
/page/page002168.html
http://www.town.sakai.ibaraki.jp
/page/page002205.html
http://www.town.sakai.ibaraki.jp
/page/page002219.html

茨城県

境町

生活支援

茨城県

境町

経営支援

○テイクアウト支援事業
割引等への補
商工会と連携して飲食店の皆様を支援「テイクアウト（弁当）支援事業」を実施。
助
実施店舗は47店舗。１日１店舗限定15食，定価の半額でお弁当を販売。

http://www.town.sakai.ibaraki.jp
/page/page002226.html

茨城県

下妻市

経営支援

宅配等への支 市内飲食事業者が出前もしくはテイクアウトにより提供する商品１品につき、販売価格
援
の1/2かつ300円を上限とする額を補助。（１事業者30万円を上限）

下妻市ＨＰ
https://www.city.shimotsuma.lg.
jp/news.php?category=4&code=
3687

茨城県

神栖市

金融支援

無償提供

・ 町内の飲食店19店が提供する弁当のうち、各店10食分の弁当を子供たちへ無償提
供。（閉鎖していたこども食堂で提供）
・ 帰省を自粛している境町出身の若者に、マスクの他に、町内産の米、さしま茶等を配
布。
・ 18歳以下の子育て世帯（全世帯）に対して、米５kgを配布。（引換券を郵送）

【茨城県パワーアップ融資（新型コロナウイルス感染症）】
・4月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響により売上等が減少したことについて、
市長の認定を受けてパワーアップ融資を受けた中小企業の方を対象に、茨城県が利子
補給と信用保証料の補助。
利子補給
また、県で補助された分以外の保証料について、神栖市で上乗せ補助。
信用保証料補
利子補填額：県が全額補助（３年間）
助
信用保証料：県の補助5割＋市の補助5割

神栖市HP
https://www.city.kamisu.ibaraki.j
p/business/chusho/1006164.ht
ml

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和元年度中に本制度を利用された方
（2020年3月2日～3月31日までの保障承諾分）は、県の規定にかかわらず、再度市長の
認定を受けてパワーアップ融資を利用（借り換え）することができる。

茨城県

鉾田市

金融支援

利子補給

【マル経融資の利子補填】
・最近1か月の売上高が5％以上減少している事業者のうち小規模経営改善資金の融
資を受けた事業者に対し、市単独で利子補填を実施。

鉾田市HP
http://www.city.hokota.lg.jp/pag
e/page002773.html

茨城県

龍ケ崎市

経営支援

PR支援

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出自粛などの影響により大変ご苦労されてい
る市内飲食店の皆さんを応援する取り組みの一つとして、出前やテイクアウトサービス
の情報を集約して、発信・PRする。

龍ケ崎市HP
https://www.city.ryugasaki.ibara
ki.jp/jigyosha/sangyo/oshirase/
demaeteikuauto.html

茨城県

龍ケ崎市

経営支援

支援金

・クラウドファンディングで資金を調達した場合、資金調達額の30%（上限30万円）を補
助。新型コロナウイルスで経済的なダメージを受けた市内事業者や団体を支援する目
的で、クラウドファンディングを実施した場合が対象

龍ケ崎市HP
https://www.city.ryugasaki.ibara
ki.jp/shisei/machihito/crowdfunding.html

茨城県

ひたちなか
市

PR支援

商工会議所では地域社会・経済を守るため，さまざまな取り組みをしており，その一環と
して「テイクアウト＆デリバリー応援キャンペーン」を実施いたします。
http://www.hcci.jp/corona/take
市内飲食店，宿泊施設等のテイクアウト及びデリバリー（宅配）をご利用いただき，消費 out/page-1.htm
の落ち込みの解消につなげる。
補助額上限の30万円に達し次第終了。

経営支援

茨城県

守谷市

経営支援

新型コロナウイルス感染症の市民への感染リスクを下げることと、売り上げが減少して
いる個人経営の飲食店舗への支援策として、お持ち帰りや出前で使えるお得なクーポ
ン券を発行します。
商品券等活用
このクーポン券は、各世帯に郵便局によるポスト投函（マスク・インナーマスクと同封）で
4月下旬から5月中旬にかけて順次配布。
1世帯あたり 300円×5枚

茨城県

八千代町

経営支援

宅配等への支 市内飲食事業者が出前もしくはテイクアウトを値引きして提供する場合、値引き分を本
援
来価格の最大３割まで補助する「八千代町出前・テイクアウト推進事業」を実施。

守谷市HP
https://www.city.moriya.ibaraki.j
p/kurashi/shokogyo/02402020
04230.html

八千代町HP
http://www.town.ibarakiyachiyo.lg.jp/page/page004780.
html
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都道府県

市町村等

分類

茨城県

坂東市

経営支援
休業等支援

茨城県

つくばみらい
市

雇用支援

茨城県

つくばみらい
市

経営支援

茨城県

茨城県

小美玉市

筑西市

休業等支援

休業等支援

分類２

支援内容・水準

URL

・市内でテイクアウト・デリバリー事業を行うものに対して、テイクアウト・デリバリー事業
宅配等への支
坂東市
に要する経費の一部を補助。（一万円～５万円）
http://www.city.bando.lg.jp/pag
援
・茨城県の休業要請の対象となった飲食店を営む事業者で、茨城県新型コロナウイルス e/page006386.html
支援金
感染拡大支援金の交付対象者に対して給付。（一律５万円）

支援金

【雇用継続支援事業】
・労働者の雇用維持を図った事業者に対し10万円を助成。

【プレミアム付き商品券発行】
商品券等活用 ・市内中小企業等への経済回復と家計への負担軽減を図るため市内限定商品券を発
行。

支援金
※県事業上乗せ

支援金

つくばみらい市HP
https://www.city.tsukubamirai.lg
.jp/viewer/info.html?id=7117

つくばみらい市HP
https://www.city.tsukubamirai.lg
.jp/viewer/info.html?id=7106

・県協力に加えて、１事業者あたり最大15万円を市から追加支給
①市内に休業要請等協力施設がある場合は５万円
小美玉市ＨＰ
②①の施設を賃借している場合は５万円を加算
https://www.city.omitama.lg.jp/
③①の施設を複数賃貸借している場合はさらに５万円を加算
0000/info-0000006600-0.html
※茨城県感染拡大防止支援金の支給決定を受けた事業者のうち、小美玉市内の休業
要請等施設分が対象
【新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金】
事業の休業や営業時間を短縮（飲食店や居酒屋など）している市内の業者に対し、県の
支援金に上乗せして支給。
・支援金 経営店舗数や貸借にかかわらず、１事業者あたり５万円（１回のみ）
・対象事業者 本市の区域内に所在する施設等で、令和2年4月16日以前に開業し、営
業を行う中小企業、個人事業主で、県が実施する「茨城県新型コロナウイルス感染症拡
大防止支援金」の支給決定を受けていること。

・ 持続化給付金の支援対象とならない売上額（２～７月）が前年比30％以上50％未満
支援金
減少した中小企業に、20万円、個人事業者に10万円を給付。（予算額２億円）
減収補填
・ ３～７月にテークアウトサービスを開始・強化した飲食店に10万円～20万円（予算額
宅配等への支
５千万円）、テークアウト商品の配達を始めたタクシー・軽貨物事業者に１回300円（１事
援
業者当たり最大30万円、予算額300万円）を支給。

筑西市HP
https://www.city.chikusei.lg.jp/p
age/page007069.html
5/8茨城新聞22面

水戸市ＨＰ
https://www.city.mito.lg.jp/0026
73/002674/p007436_d/fil/siryo
u.pdf

茨城県

水戸市

経営支援
経営支援

茨城県

稲敷市

生活支援

商品券等活用

茨城県

大洗町

金融支援

信用保証料補 「茨城県パワーアップ融資制度」を利用して融資を受けた中小事業者を対象に、 茨城県
が実施する信用保証料50％の補助に加え、事業者負担分の残り50％を大洗町が補
助
※県事業上乗せ 助。

大洗町
http://www.town.oarai.lg.jp/~kan
kouka/kurasi/info-367972_3.html

【テイクアウト事業補助金】
市内飲食店が、市の指定店舗でテイクアウト販売を行う際の出店料などの経費を補助
する。
宅配等への支
（対象事業者）市内において飲食店を経営している事業者
援
（対象事業活動）指定店舗でのテイクアウト販売
支援金
（対象経費及び補助額）指定店舗への出店料、指定店舗に支払う光熱水費等、出店し
た指定店舗での実質相当分の経費。１事業者当たり30万円を限度（補助金額に100円
未満の端数が生じる場合は切り捨て）。

取手市HP
https://www.city.toride.ibaraki.jp
/sanshin/jigyosha/shokogyo/ho
jokin/takeouthojyo.html

茨城県

取手市

経営支援

茨城県

那珂市

経営支援

市内の中学生以下の子どもがいる世帯（令和２年４月１日時点）を対象に、１世帯あたり 稲敷市
http://www.city.inashiki.lg.jp/pa
2500円分の「テイクアウトクーポン券」を送付。
ge/page006746.html

【持続化給付金】（国の支援対象にならない人を独自支援）
支援金

那珂市HP
https://www.city.naka.lg.jp/page
/page006604.html

国の持続化給付金の対象とならない事業者や農業者に最大50万円を支給する。

栃木県

経営支援

PR支援

支援金
栃木県

経営支援

※国事業上乗せ

固定費補助

栃木県

休業等支援

支援金

○とちぎの花スマイルアップ事業費
県産花きの活用拡大のための活動への助成 2,400千円（補助金）
花材の購入に要する経費 ６箇所（県有施設及び主要駅）
補助率：国１／２（直接）、県１／２
補助対象者：花きの振興に取り組む団体

http://www.pref.tochigi.lg.jp/b0
1/pref/zaiseijinji/yosan/202004
hosei/documents/04_202006ho
seitate.pdf

○県産花き経営継続緊急支援対策事業費
次期作に前向きに取り組む県産花き生産者に対する助成 29,290千円（補助金）
国の高収益作物次期作支援交付金の対象となる経費
補助率：定額
補助限度額：国 ５万円／10a（直接）、県 ２．５万円／10a
補助者：生産者等の組織する団体

http://www.pref.tochigi.lg.jp/b0
1/pref/zaiseijinji/yosan/202004
hosei/documents/04_202006ho
seitate.pdf

【新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
・県の要請・協力依頼に応じる事業者に対し、最大30万円（１事業者当たり10万円。事業
所を賃借している場合は10万円を加算、複数事業所を賃借している場合はさらに10万
円を加算）

栃木県HP
【新型コロナウイルス感染拡大
防止協力金】
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03
/houdou/houdou/kyouryokukin.
html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

【新型コロナウイルス感染症緊急対策資金】
・融資対象者

栃木県

金融支援

融資

新型コロナの影響を受けて、最近１か月の売上高等が前年同月に比較して３％以上
減少、かつ、その後の２か月を含む３か月間の売上高等が３％以上減少する見込みで
ある方
・資金使途
新型コロナの影響による経営不安を防止するための運転資金及び設備資金（土地取
得費を除く。）
・融資限度額
８，０００万円
・融資期間

【新型コロナウイルス感染症緊
急対策資金】
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03
/koronayuushi.html

１年超１０年以内（うち、据置期間２年以内）
・融資利率
１．２％以内または１．４％以内（別途保証料が必要となります）

栃木県

栃木県

栃木県

宇都宮市

宇都宮市

経営支援

とちぎの農畜産物等スマイルアップ事業
・事業内容：インターネット通販サイト等を通じた県産農畜産物等（牛肉、花き、果物、加
新規取組・経営
工品等）の販売、生産者がインターネット通販を開始するための研修等
改善等経費補
・実施期間：令和２年８月～令和３年２月（予定）
助
・割引率：３割
・割引限度額：５５，０００千円

栃木県ＨＰ
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b0
1/pref/zaiseijinji/yosan/202004
hosei/202006hosei.html

経営支援

【新業態開拓等支援補助金】
新型コロナウィルスによる影響により、売り上げが前年同月比で20％以上減少している
宅配等への支 中小企業と小規模事業者、個人事業主を対象に新たな事業展開を支援。対象事業は、
援
デリバリーサービスやテークアウト（持ち帰り）販売の開始、インターネット販売の開発、
「３密」が起きないようにし感染拡大防止を図る予約システムの導入などで、経費の半額
を50万円を上限に補助。

宇都宮市HP
【新業態開拓等支援補助金】
https://www.city.utsunomiya.to
chigi.jp/sangyo/sangyo/chusho
kigyo/1023358.html

金融支援

融資
利子補給

【新型コロナウイルス感染症対策特別資金】
・資金の使途
運転資金
・融資対象者
市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者
・資格要件
新型コロナの影響により融資の申し込み前最近1月間における売上高、販売数量、売
上総利益率又は営業利益率が、前々年又は前年の同月1月間における売上高、販売数
量、売上総利益率又は営業利益率の3％に相当する額以上減少していると認められる
場合
・融資限度額
1企業 年度間3,000万円
・融資期間
7年以内
・融資利率
5年以内 年利0.5％ 7年以内 年利0.6％

【新型コロナウイルス感染症対
策特別資金】
https://www.city.utsunomiya.to
chigi.jp/sangyo/sangyo/chusho
kigyo/1023114.html

【企業等応援助成金】
国の「持続化給付金の対象外の中小事業者を対象に、売り上げ減の幅が20％から50％
未満の事業者に対し、法人25万～50万円、個人12.5万～25万円を支給。売り上げが
50％以上減少した事業者にも「つなぎ」として、法人に10万円、個人事業主へ5万円を支
給。

【企業等応援助成金】
https://www.city.utsunomiya.to
chigi.jp/sangyo/sangyo/chusho
kigyo/1023357.html

【農業応援助成金】
2019年の税務申告をした農業者（法人を除く）で、2020年のいずれかのひと月の農業収
入が、2019年の平均月収より、20％以上50％未満減少している者に対し支給。（収入減
少率が20％以上30％未満は12.5万円、30％以上50％未満は25万円支給）

【農業応援助成金】
https://www.city.utsunomiya.to
chigi.jp/sangyo/nougyou/oshira
se/1023727.html

栃木県

宇都宮市

経営支援

支援金
減収補填

栃木県

宇都宮市

経営支援

支援金
減収補填

栃木県

栃木市

休業等支援

支援金

県の支援金が事業者を対象に、休業期間に応じて10～12.5万円の支援金を支給する。 栃木市HP
https://www.city.tochigi.lg.jp/sit
（4/21～5/6 10万円、4/21～5/10 12.5万円）
e/covid19/26648.html

支援金

（事業継続支援金）
「持続化給付金」の給付通知を受けた事業者に対し支援金を支給
個人事業者：上限額10万円、法人事業者：上限額20万円

栃木県

栃木県

佐野市

佐野市

経営支援

金融支援

佐野市緊急景気対策資金（新型コロナウイルス感染症型）
資格 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種を営んでおり、新型コロナの
影響を受け、最近1カ月の売上高が前年比で5％以上減少し、その後の2か月を
融資
含む3か月間の売上高が5％以上減少する見込みであること若しくはセーフティ
利子補給
ネット保証又は危機関連保証を利用すること。
信用保証料補 使途 運転資金
助
融資限度 1企業につき500万円
融資期間 7年以内
返済方法 毎月分割返済。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。
貸付利率 5年以内：1.0%、7年以内：1.2%

佐野市HP
https://www.city.sano.lg.jp/sosh
ikiichiran/sangyou/sangyoritsus
hisuishinka/oshirase/15036.htm
l

佐野市緊急景気対策資金
https://www.city.sano.lg.jp/sosh
ikiichiran/sangyou/sangyoritsus
hisuishinka/oshirase/14796.htm
l
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栃木県
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市町村等

佐野市

佐野市

分類

分類２

支援内容・水準

感染予防

事業所等新型コロナウイルス感染症予防対策費補助金
卸売市場、食料品売場、コンビニエンスストア、百貨店（生活必需品売場）、スーパー
取組経費補助 マーケット、農産物直売所、ホームセンター（生活必需品）、ショッピングモール(生活必
需品)、ガソリンスタンド、酒 屋、その他を対象に感染症予防の経費（個人事業者5万
円、法人事業者10万円）を支給

佐野市HP
https://www.city.sano.lg.jp/sosh
ikiichiran/sangyou/sangyoritsus
hisuishinka/oshirase/14965.htm
l

感染予防

（事業所等新しい生活様式定着支援補助金）
感染症予防対策として導入される「新しい生活様式」の定着のため、不特定多数の市民
取組経費補助 との接触機会が想定される接客を伴う事業所を対象に、国・県・市などが定める「感染
拡大防止ガイドライン」を参考にした感染予防対策への取組みに要する経費に対して補
助金（個人 ：上限額 2万円、法人 ：上限額 5万円）を交付

佐野市HP
https://www.city.sano.lg.jp/sosh
ikiichiran/sangyou/sangyoritsus
hisuishinka/oshirase/15358.htm
l

佐野市HP
https://www.city.sano.lg.jp/sosh
ikiichiran/sangyou/sangyoritsus
hisuishinka/oshirase/15359.htm
l

さくら市HP
http://www.city.tochigisakura.lg.jp/site/shingatakorona
/koronakansenbousi.html

栃木県

佐野市

感染予防

（新業態開拓支援補助金）
国・県の補助を活用して新たな設備投資や販路開拓、業務効率化などの前向きな取組
取組経費補助
を行う市内の事業者を対象に、かかった費用の一部を補助
国・県の補助金の自己負担に相当する額（ 上限額 30万円 ）

栃木県

さくら市

感染予防

（感染症防止対策交付金）
取組経費補助 消毒薬、マスク、手袋等、感染防止に資する資材購入等の支援として、対象事業所へ一
律3万円を交付。

栃木県

さくら市

休業等支援

栃木県

栃木県

さくら市

さくら市

URL

金融支援

支援金

（休業協力事業者緊急支援交付金）
栃木県の要請および協力に応じて4/21～5/6まで休業し、県の協力金の受給事業者に
対して、協力金10万円を支給。

（新型コロナウイルス感染症対策特別資金）
・対象者
中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者で、新型コロナの影響を受けて、最
近１か月の売上高等が前年同月に比較して3％以上減少しており、かつ、その後2か月
間を含む3か月間の売上高等が3％以上減少する見込みである方
融資
・資金使途
信用保証料補 運転・設備
助
・融資限度額
10,000千円
・年利
５年以内1.0% １０年以内1.2%
・貸付期間
10年以内（据置1年以内）

さくら市HP
https://www.city.tochigisakura.lg.jp/site/shingatakorona
/kyuugyou.html

新型コロナウイルス感染症対策
特別資金
https://www.city.tochigisakura.lg.jp/site/shingatakorona
/singatakorona-shikin.html

経営支援

減収補填
支援金

（農業者応援助成金）
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年のいずれかのひと月の農業収入が、
2019年の平均月収（個人）や前年同月収（法人）より、20％以上50％未満減少してい
て、主として農業に従事することにより生計を維持する個人及び法人に対して、30万円
（上限額）を助成

さくら市
http://www.city.tochigisakura.lg.jp/site/shingatakorona
/nougyousya-ouen.html

（地元事業者応援助成金）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、国の「持続化給付金」の対象とならない（売
上高が前年同月比２０％以上５０％未満減少した）中小・小規模事業者（資本金１０億円
未満）・個人事業主に対して、30万円（上限額）を助成

さくら市
http://www.city.tochigisakura.lg.jp/site/shingatakorona
/jimotojigyousyaouenjoseikin.html

栃木県

さくら市

経営支援

減収補填
支援金

栃木県

小山市

経営支援

減収補填
支援金

（事業継続支援金）
市内に事業所等を置き、感染症の影響で売上が前年同月比30％以上50％未満減少し
た事業者
1事業者あたり一律10万円

小山市HP
https://www.city.oyama.tochigi.j
p/site/shinseinavi/226942.html

持続化給付金つなぎ資金
https://www.city.oyama.tochigi.j
p/site/shinseinavi/226952.html

栃木県

小山市

経営支援

減収補填
支援金

（持続化給付金つなぎ資金）
・対象者 法人、個人
2020年1月から12月のうち、いずれかの月の売上高が前年同月比50％以上減少した
者。 ただし、2019年に新規開業した者、もしくは前年の月別売上高の確認できない者
は、前年月平均の売上高と比較して50％以上減少した者
国の持続化給付金の給付要件を満たす者
市内に事業所等を置き、感染症の影響で売上が前年同月比30％以上50％未満減少
した事業者
・1事業者あたり一律10万円

栃木県

小山市

経営支援

減収補填
支援金

（雇用調整助成金利用促進補助事業）
新型コロナウイルス感染症の影響により「雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含 小山市HP
https://www.city.oyama.tochigi.j
む）」の支給決定を受けた事業者に対し、その申請手続きに係る経費の一部として、1事 p/site/korona/226604.html
業主あたり一律5万円を補助する

栃木県

鹿沼市

休業等支援

支援金

（感染拡大防止協力金）
県の協力金の事業者を対象に、期間に応じて期間に応じて5万～10万円の協力金を支
給する。

鹿沼市HP
https://www.city.kanuma.tochigi
.jp/0242/info-00000061990.html
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分類

分類２

支援内容・水準

URL

鹿沼市ＨＰ
https://www.city.kanuma.tochigi
.jp/0242/info-00000062510.html

那須烏山市HP
http://www.city.nasukarasuyam
a.lg.jp/index.cfm/11,44147,71,ht
ml

栃木県

鹿沼市

経営支援

支援金

（鹿沼市事業継続応援金）
市内に本社、本店等主たる事業所等を有しており、ひと月の売上が①対象月の前年同
月の売上高②前年の月平均売上高③2020年1月～3月までの月平均売上高、いずれか
の売上高に比べ30％以上50％未満減少した市内事業に１事業者あたり一律10万円を
支給。

栃木県

那須烏山市

休業等支援

支援金

県の要請協力に応じて休業した事業者に対して一律10万円を支給。

栃木県

那須烏山市

金融支援

栃木県

日光市

休業等支援

栃木県

日光市

金融支援

栃木県

真岡市

休業等支援

（新型コロナウイルス感染症緊急対策資金）
・対象
市内に事業所を有し、引き続き１年以上現在の事業を営んで、法人は商業登記を、個
人は住民登録を市内にしており、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、最近１か月
融資
の売上高等が前年同月に比較して３％以上減少しており、かつ、その後の２か月を含む
利子補給
３か月の売上高等が３％以上減少する見込みのもの。
信用保証料補 セーフティネット保証４号・５号について市町村長の認定を受けたもの、又は危機関連
助
保証について市町村の認定を受け危機関連保証を利用するもの
・資金使途 運転資金
・限度額 1,000 万円
・貸付期間 ５年以内（据置期間１年以内）
・利率 1.0%

支援金

県の協力金に一律10万円を上乗せ。民宿や民泊施設のほか、土産物を併設した製造
業にも支給。

災害対策資金（新型コロナウイルス対策）
融資対象者 中小企業者で、新型コロナによる影響を受け、日光市セーフティネット４号
の認定を受け、市内に事業所を有し、引き続き１年以上継続して事業を行っている者で
融資
あること
利子補給
融資限度額 １，０００万円
信用保証料補
資金の使途 運転資金（原材料、商品仕入れなど、経営安定に必要な資金）
助
融資期間 ７年以内（うち据置１年以内）
融資利率 ５年以内 １．０％ ７年以内 １．２％

那須烏山市HP
http://www.city.nasukarasuyam
a.lg.jp/index.cfm/11,44147,71,ht
ml#21

日光市HP
https://www.city.nikko.lg.jp/sho
ukou/coronavirus.html#si

日光市
http://www.city.nikko.lg.jp/shou
kou/guide/hataraku/chuushou/
documents/saigaitaisakuyuusi_s
incorona.pdf

真岡市HP

支援金

県の協力金の受給事業者に対して、10万円を支給。対象は市内に本社や本店などがあ https://www.city.moka.lg.jp/top
page/soshiki/shokokanko/5/ko
る事業者。
ronasien/10395.html

栃木県

栃木県

真岡市

真岡市

金融支援

経営支援

新型コロナウイルス感染症緊急対策資金
・対象
中小企業者で1から3のいずれかに該当する方
１．新型コロの影響を受け、最近一か月の売上高等が前年同月に比較して3％以上減
少しており かつ、その後の2か月を含む3か月の売上高等が3％以上減少する見込み
融資
である方
利子補給
2．セーフティネット保証4号または5号認定者
信用保証料補
3．危機関連保証認定者
助
・資金使途 運転・設備資金
・限度額 1,000万円
・貸付期間 10年以内（据置期間1年以内）
・利率 5年以内1.0％ （0.8％） 10年以内1.2％ （1.0％）
※（）内はセーフティネット保証4号及び危機関連保証認定者が該当。

新型コロナウイルス感染症緊急
対策資金
https://www.city.moka.lg.jp/top
page/soshiki/shokokanko/5/ko
ronasien/10262.html

減収補填
支援金

（事業継続給付金）
市内において、事業所を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主で、新型コロ
ナ感染症の影響により、2020年1月～12月のいずれかの月の売上げが、前年同月比で
３0％以上50％未満減少し、国の持続化給付金を受けていない方を対象に、法人：20万
円、個人事業主：10万円を支給

真岡市HP
https://www.city.moka.lg.jp/top
page/soshiki/shokokanko/5/ko
ronasien/10667.html

（農業者応援助成金）
新型コロナウイルス感染症の影響により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によ
り、２０２０年１月から１２月の いずれかの月の農業収入高が、 （法人の場合）前年同
月と比較して３０％以上５０％未満減少したものが対象。 （個人事業主の場合）前年月
平均と比較して３０％以上５０％未満減少したものが対象。
法人は、市内に本社等の登記上の主たる事業所を有し、個人事業主は、真岡市に住所
を有しており、確定申告をしていることが申請要件。
花き、観光いちご園、畜産( 食肉又は酪農)を行う農業者を対象に、個人：１０万円、法
人：２0万円を給付

真岡市HP
https://www.city.moka.lg.jp/top
page/soshiki/nosei/1/other/10
710.html

栃木県

真岡市

経営支援

減収補填
支援金

栃木県

那須町

休業等支援

支援金

県の感染拡大防止支援金の対象外となった宿泊・飲食・土産物関連などの休業施設に 那須町HP
https://www.town.nasu.lg.jp/02
対し、一律10万円の支援金を支給。
09/info-0000001850-1.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

【新型コロナウイルス感染症緊急対策資金】
・対象
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、最近１か月の売上高等が前年同月に比較
して３％以上減少しており、かつ、その後の２か月を含む３か月の売上高等が３％以上
融資
減少する見込みのもの。
利子補給
セーフティネット保証４号・５号について市町村長の認定を受けたもの、又は危機関連
信用保証料補
保証について市町村の認定を受け危機関連保証を利用するもの
助
・資金使途 運転資金及び設備資金
・限度額 1,000 万円
・貸付期間 ７年以内
・利率 1.0%

URL

【新型コロナウイルス感染症緊
急対策資金】
https://www.town.motegi.tochig
i.jp/motegi/download/17048.pdf

栃木県

茂木町

金融支援

栃木県

茂木町

経営支援

支援金
減収補填

（事業所減収対策給付金）
1事業者20万円 商工会会員（新規加入含）で30%以上の売上減少の飲食業、旅館業・旅
行業・観光業等

茂木町HP
https://www.town.motegi.tochig
i.jp/motegi/nextpage.php?cd=58
06&syurui=2

栃木県

市貝町

経営支援

減収補填
支援金

（事業継続応援金）
町内に事業所等を置き、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比20％以
上50％未満減少した事業者
法人：最大30万円、個人：最大20万円。

市貝町HP
https://www.town.ichikai.tochigi
.jp/forms/info/info.aspx?info_id
=46646

栃木県

市貝町

金融支援

栃木県

市貝町

休業等支援

（新型コロナウイルス感染症緊急対策資金）
・対象
中小企業者で、次の①～④のいずれかに該当する方
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1か月の売上高等が前年同月に比
較して3％以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月の売上高等が3％以上
融資
減少する見込みである方
利子補給
②セーフティネット保証4号認定者
信用保証料補
③セーフティネット保証5号認定者
助
④危機関連保証認定者
・資金用途 運転資金
・限度額 1,000万円
・貸付期間 5年以内（据置期間1年以内）
・利率 1.0%

県の支援金の受給事業者に対して、支援金10万円を支給。

市貝町HP
https://www.town.ichikai.tochigi
.jp/forms/info/info.aspx?info_id
=46645

（新型コロナウイルス感染症緊急対策支援金給付事業）
・対象
中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者で、新型コロナの影響により令和2
年2月から令和2年7月までのいずれか1か月の収入の金額が、前年同月の収入の金額
に比べて、20％以上50％未満減少したことが認められる方
個人 減少率に応じて10～30万円
法人 減少率に応じて20～40万円

（新型コロナウイルス感染症緊
急対策支援金給付事業）
https://www.town.tochigihaga.lg.jp/kankou/covid19/chuu
syoukigyou.html

県の支援金の受給事業者に対して、支援金10万円を支給。

芳賀町HP
https://www.town.tochigihaga.lg.jp/kankou/covid19/chuu
syoukigyou.html

減収補填
支援金

（農業者支援給付金）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農業者（個人）に対して、収入の減少率
におじて最大30万円の助成。
町内に住所を有し、町内において引き続き1年以上農業を経営する者（法人を除く）で、
新型コロナの影響で、2020年の2月から7月までのいずれかの月の農業収入が、2019年
の平均月収より、20％以上50％未満減少している者（ただし、国の持続化給付金の給
付を受けた者又は受ける見込みのある者は、対象外）

芳賀町HP
https://www.town.tochigihaga.lg.jp/kurashi/shigoto/noug
you/korona-nousei.html

（新型コロナウイルス感染症緊急対策支援金給付事業）
・対象者
セーフティネット保証の４号、５号または危機関連保証の認定事業者
・融資限度額
2,000万円
・貸付期間・利率
３年以内１．２％ ５年以内１．３％ ７年以内１．４％ １０年以内１．６％
・据置期間
最長１２か月

（新型コロナウイルス感染症緊
急対策支援金給付事業）
http://www.town.mibu.tochigi.jp
/docs/2020031800040/

壬生町HP
http://www.town.mibu.tochigi.jp
/docs/2020042800022/

支援金

栃木県

芳賀町

経営支援

減収補填
支援金

栃木県

芳賀町

休業等支援

支援金

栃木県

芳賀町

経営支援

（新型コロナウイルス感染症緊
急対策資金）
https://www.town.ichikai.tochigi
.jp/forms/info/info.aspx?info_id
=46603

栃木県

壬生町

金融支援

融資
利子補給

栃木県

壬生町

休業等支援

支援金

県の支援金の受給事業者に対して、支援金10万円を支給。

栃木県

那珂川町

休業等支援

支援金

県の支援金の対象となった宿泊施設等に対して、支援金10万円を支給。5/2～6の間休 http://www.town.tochiginakagawa.lg.jp/life/kurashi/202
業した事業者に5万円を支給。

那珂川町HP

0-0430-1031-51.html
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

（中小企業等支援交付金）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、売上が減少したものの、国の持続化
給付金に該当しない（売上高の減少が前年同月比で５０％に満たない）町内の事業者に
対して、今後の事業継続を支援するため、減少率に応じて法人・団体：最大30万円、 個
人事業主：最大20万円を交付

那珂川町HP
http://www.town.tochiginakagawa.lg.jp/life/kurashi/sien
kouhukin.html

益子町HP
http://www.town.mashiko.tochig
i.jp/page/page002641.html

栃木県

那珂川町

経営支援

減収補填
支援金

栃木県

益子町

休業等支援

支援金

県の支援金の受給にかかわらず、支援金10万円を支給。対象は飲食業、宿泊業など
4/29～5/6を通して休業又はテイクアウト・宅配に変くした業者。

栃木県

塩谷町

休業等支援

支援金

県の支援金の受給事業者に対して、支援金10万円を支給。

栃木県

塩谷町

休業等支援

支援金

(事業継続支援給付金)
町内に事業所等を有する法人(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等を含) 塩谷町HP
又は、個人事業者(フリーランスを含)で、国の持続化給付金を申請し給付決定された方 https://www.town.shioya.tochigi
.jp/info/1448
に国の持続化給付金の4分の1の金額を支給
法人：50万円 個人事業主：25万円 それぞれ上限とする

栃木県

塩谷町

経営支援

支援金

（事業者応援助成金）
国給付金の対象（売上の減少が前年同月比50％以上）にならない事業者に対する支援 塩谷町HP
https://www.town.shioya.tochigi
として、事業収入が２０%以上50%未満減少した事業者等を対象に、減少率に応じて支援 .jp/info/1446
法人：２５～５０万円、 個人事業主：12.5～２５万円を支給

栃木県

下野市

金融支援

融資
利子補給

栃木県

下野市

休業等支援

支援金

（新型コロナウイルス感染症経営安定化資金）
・対象者は以下のいずれかに該当する方
新型コロナの影響により、
①最近1か月間の売上高が前年同月と比較して3%以上減少しており、かつ、その後2か
月を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して3%以上減少することが見込まれる
方、
②中小企業信用保険法第2条第5項第4号【セーフティネット保証4号】の規定に基づき市
長の認定を受けた方、
③中小企業信用保険法第2条第5項第5号【セーフティネット保証5号】の規定に基づき市
長の認定を受けた方、
④中小企業信用保険法第2条第6項【危機関連保証】の規定に基づき市長の認定を受け
た方
・資金種別 運転資金
・融資限度額 1,000万円
・返済期間：10年以内(据置期間1年以内を含む)
・貸付利率(年利) 5年以内：1.0% 10年以内：1.2%

（新型コロナウイルス感染症経
営安定化資金）
https://www.city.shimotsuke.lg.j
p/2003/info-00000062363.html

下野市HP

県の休業要請に応じて11～17日を全期間休業した事業者に休業支援金5万円を支給。 https://www.city.shimotsuke.lg.j
p/0338/info-0000006319（自主的に休業している飲食店も対象。）
5.html

栃木県

栃木県

栃木県

下野市

高根沢町

足利市

休業等支援

金融支援

金融支援

支援金

（小規模事業者等事業継続緊急支援金）
国の持続化給付金を受けられない小規模事業者、NPO法人、個人事業主（フリーランス
含む）を対象に、10万円の助成を行う。

下野市HP
https://www.city.shimotsuke.lg.j
p/2003/info-00000063363.html

融資
利子補給

（新型コロナウイルス対策緊急支援資金）
・資金使途
新型コロナの影響により資金繰りに支障をきたしている場合に要する運転資金
・融資対象者
町内で事業を営む資本金2,000万円以下、又は常時使用する従業員が20人以下の法
人又は個人である方
・資格要件
①～④いずれかの要件に該当する方
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に
比較して5％以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が5％
以上減少する見込みであるもの
②中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき町長の認定を受けた方
③中小企業信用保険法第2条第5項第５号の規定に基づき町長の認定を受けた方
④中小企業信用保険法第2条第６項の規定に基づき町長の認定を受け危機関連保証
制度要綱に定める危機関連保証を利用する方
・融資限度額 1,000万円
・融資期間 7年以内（据置期間1年以内）
・融資金利 1.0％

（新型コロナウイルス対策緊急
支援資金）
https://www.town.takanezawa.t
ochigi.jp/gyosei/biz/shokogyo/
2020-0423-1621-89.html

緊急経営対策資金（新型コロナウイルス対策） （金融機関の審査あり）
・対象者
信用保証取扱業種（特定業種）を営む中小企業者、
融資
新型コロナの影響による一時的な業況悪化から資金繰りにきたしているもの
利子補給
・融資限度額 【運転資金】 ４００万円
信用保証料補 ・利率（年利） １年以内 １．４％
助
・返済方法
割賦元金均等償還（据置６ヶ月以内）または一括償還（金融機関及び保証協会の定め
るところによる）

緊急経営対策資金（新型コロナ
ウイルス対策）
https://www.city.ashikaga.tochi
gi.jp/page/kinkyuushikinkansen.
html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

（中小企業等事業継続応援金）
新型コロナウイルスの影響により、２０２０年１月～１２月のいずれかの１か月間の売上
が、前年同月比で２０％以上５０％未満減少していること（いずれかの月が５０％以上減
少している場合は対象外）法人、個人事業主に対して上限１０万円を支給
※創業から１年に満たない事業者及び農業者の場合、２０１９年中の売上の平均額を対
象月と比較する。

緊急経営対策資金（新型コロナ
ウイルス対策）
https://www.city.ashikaga.tochi
gi.jp/page/zigyoukeizokuouennk
in.html

栃木県

足利市

経営支援

支援金

栃木県

上三川町

休業等支援
経営支援

支援金

栃木県

上三川町

休業等支援
経営支援

県の支援金の受給事業者に対して、支援金10万円、4/26～5/6まで継続して休業した
飲食店に7万円を支給。

上三川町HP
https://www.town.kaminokawa.l
g.jp/0280/info-00000019510.html

減収補填

（緊急支援助成金）
新型コロナウイルス感染症の影響のより売上高が減少（30％以上50％未満）している町
内事業者（法人、個人事業主）に一律10万円（持続化給付金の対象にならない方）を支
給。

上三川町HP
https://www.town.kaminokawa.l
g.jp/0280/info-00000019460.html

矢板市
https://www.city.yaita.tochigi.jp
/site/coronavirus/jigyokeizoku-kyufukin.html

野木町
http://www.town.nogi.lg.jp/page
/page002918.html

栃木県

矢板市

経営支援

支援金

事業継続給付金
市内において、事業所を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主で、新型コロ
ナ感染症の影響により、2020年1月～12月のいずれかの月の売上げが、前年同月比で
20％以上50％未満減少し、国の持続化給付金を受けていない方を対象に、一律10万円
（一回のみ）を支給。

栃木県

野木町

休業等支援

支援金

新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
県の支援金の受給事業者に対して、支援金10万円を支給。

群馬県

金融支援

群馬県

休業等支援

群馬県

金融支援

令和２年４月１日から、新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者を資金
面から支援するため、経営サポート資金の一部について金利の引き下げ、保証料補助
を行う、新たな融資メニューを設定
〇 新型コロナウイルス感染症対策資金 Ｂタイプ（セーフティネット保証等関連要件）
①融資対象者（以下の要件をすべて満たす方）
・旅館、ホテル、食堂、理容･美容業など、国が指定する業種に属している
融資
・新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、直近１か月間とその後２か月 群馬県HP
https://www.pref.gunma.jp/06/g
信用保証料補
の売上高等が前年同期と比較して５％以上減少
09g_00338.html
助
・中小企業信用保険法第２条第５項第５号に基づく市町村長の認定を受けている
②融資限度額：６，０００万円（経営サポート資金Ａタイプと、新型コロナウイルス感染症
対策資金Ｂ、Ｃタイプを合算して１億２千万円まで）
③融 資 期 間：運転資金 １０年以内（うち据置期間１年以内） 設備資金 １０年以内（うち
据置期間２年以内） ④融 資 利 率：年１．１％以内 ※別途セーフティネット保証５号が必
要（全額保証料補助）

支援金

融資
利子補給

【感染症対策事業継続支援金】
休業要請に応じた事業者に支払う支援金
１事業者当たり20万円

群馬県HP
https://www.pref.gunma.jp/07/
ct01_00002.html

【新型コロナウイルス感染症対応資金】
国の緊急経済対策で示された「民間金融機関の 緊急経済対策で示された「民間金融機
関無利子･ 無担保融資」を実現するため 、県制度融資 に新たな資金に新たな資金を創
設
2020.6.30 群馬県HP
（最長７年間利子補給（国３年、群馬県４年））
https://www.pref.gunma.jp/06/g
新資金概要
09g_00333.html
■融資限度額：３，０００万円(6月22日保証受付分から４，０００万円に拡充）
■対象資金： 経営安定に必要な事業資金（運転・設備）
■融資利率： 年１．１％以内
■融資期間 ：１０年以内（うち据え置き期間５年以内）
【新型コロナウイルス感染症対応資金】

群馬県

群馬県

金融支援

給食利用

融資
利子補給

ＪＡ等が実施する新規資金等に対し利子補給を行うことにより、
（株）日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金の対象にならない中小規模農 群馬県HP
https://www.pref.gunma.jp/06/f
家等に対し、資金を融資します。
01g_00110.html
■資金使途：農業経営の維持・継続に必要な運転資金
■融資限度額：個人：２００万円 法人：１０００万円
■償還期限（据置期間）：５年以内（２年以内）
■利率（年）：０～０．４７５％ ※融資機関により金利が異なります。

〇和牛肉等経営支援緊急対策 ５億１３００万円
県産和牛肉等国産牛肉の消費を拡大するため、学校給食の食材として無償提供すると 群馬県HP
食材提供経費
https://www.pref.gunma.jp/cont
ともに、食育を図る。（農政部）
補助
・県内の児童生徒ら約１７万人分の給食が対象。新型コロナ対策で行われている休校 ents/100153386.pdf
措置の終了後、本年度中に３回にわたり提供。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

○新型コロナウイルス緊急経済対策資金
次のいずれかに該当する中小企業者（個人・会社）又は中小企業団体
（1）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により直近1か月売上が、前年同月比で10%
以上減少し、その後2か月の見込みを含めた3か月の売上高が、前年同期比で10％以
上減少している方
（2）創業後1年未満で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により直近1か月売上
が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上と比較して10％以上減少している方
高崎市ＨＰ

群馬県

群馬県

群馬県

高崎市

高崎市

渋川市

金融支援

金融支援

金融支援

融資
利子補給
信用保証料補 ・融資に伴う利子・信用保証料・事務手数料を市が補助
助
・運転資金（仕入、賃金、外注費等）
・資 金 使 途 ： 運転資金（経営安定のために必要な資金 借換資金は対象外）
・融資限度額 ： 3000万円
・利 率 ： 年１.３％以内
●５年間の利子を全額補給
●信用保証協会をご利用される場合の信用保証料について全額補助
●融資実行時の融資事務手数料（消費税を除く）について全額補助

http://www.city.takasaki.gunma.j
p/docs/2020031300014/files/c
oronapanhu.pdf

○高崎市農業者向け新型コロナウイルス緊急経済対策資金
新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが前年同月と比べて10％以上減少した
市内の農業者
融資
※新型コロナウイルス感染症による影響により農業経営の維持及び継続が困難である
利子補給
と懸念される場合、固定で低利の融資となるもので、融資に伴う利子・信用保証料・事務 高崎市ＨＰ
https://www.city.takasaki.gunm
信用保証料補 手数料を市が補助
a.jp/docs/2020032500055/
助
・融資限度額 ： 3000万円
・利率：年1.4％
（利子補給期間5年以内）

利子補給

○新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給
①申込資格
令和２年４月１日～９月３０日の間に、群馬県の経営サポート資金「新型コロナウィルス
感染症対策資金」のＢタイプ、Ｃタイプ又はＦタイプの融資実行をしている方
②制度内容
「新型コロナウィルス感染症対策資金」のＢタイプ、Ｃタイプ又はＦタイプの借入金に係る
利子について、以下のとおり利子補給を実施
・補助対象期間：融資実行日から最大１年間 ・補助率：全額

渋川市ＨＰ
http://www.city.shibukawa.lg.jp/
sangyou/sangyou/syougyou/p0
07362.html

〇新型コロナウイルス感染症に係る農家支援対策補助金
令和２年度に外国人技能実習生受入を予定していたが、新型コロナウイルス感染症対
策 の影響で受入ができなくなった村内農業者・農業法人及び村内監理団体
嬬恋村HP
https://www.vill.tsumagoi.gunma

群馬県

嬬恋村

経営支援
雇用支援

固定費補助
新規雇用

①実習生を受入れできなくなった農家が新たに雇い、契約期間満了まで就労した労働 .jp/kurashi/kenkou_hukushi/202
者へ給付する。各農家から支払われる賃金とは別に１週間あたり１万円、１ヶ月あたりに 0_1_28_singata_korona_uirusu.ht
ml
すると４万円を支給。５ヶ月以上の就労者にはさらに５万円上乗せ支給。
・支給対象予定者は受入できなくなった技能実習生数２２０名＋α
②国内求職者に対して①を活用した求人募集、就農支援等について、村内の外国人技
能実習生受入監理団体が行い、これらにかかる経費を支援する。

群馬県

群馬県

嬬恋村

前橋市

経営支援

金融支援

支援金

〇新型コロナウイルス感染症等対策村内事業者支援金
・新型コロナウイルスの感染症等の影響により、直近の売上高が前年同月から2割以上
減少した村内事業者を対象に（上限10万円）を給付。

○新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業者向け資金繰り支援事業
①新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者に対して以下のと
おり５つの追加支援を実施
１融資条件の緩和
直近１ヶ月の売上高が対前年同月比の１０％以上減少した市内事業者を経営安定資金
の新たな対象として追加
２利子補給
令和２年５月８日までに、金融機関を通じて経営安定資金の申し込みを完了した事業者
に対して、事業者が負担した５年間分の利子を前橋市が補助する
３保証料補助
令和２年５月８日までに、金融機関を通じて経営安定資金の申し込みを完了した事業者
に対して、事業者が負担した全額の信用保証料を前橋市が補助する
４融資期間の延長特例
融資
現在、経営安定資金における融資期間は、７年以内としているが、既存の融資を含め、
利子補給
令和２年３月２３日から令和２年９月末に条件変更した場合、最大３年間の融資期間の
信用保証料補
延長を可能とする
助
５借換条件の緩和
現在、経営安定資金については、売上減少等の「肩代わり融資の条件」を満たす場合に
限り、同一制度内で借換（経営安定資金から経営安定資金への借換）は可能となってい
るが、令和２年３月２３日から令和２年９月末に借換する場合、「肩代わり融資条件」を撤
廃し、同一制度内において借換を可能とする
〈経営安定資金の概要〉
・融資限度額：３，０００万円 ・資金使途：運転資金 ・融資期間：７年以内（内措置１年
以内）※借換は６年以内（内措置６ヶ月以内） ・融資利率：１．５％以内（別途、信用保
証協会の保証料が必要） ・申請先：市内の指定金融機関
〈融資対象者〉
・前橋市内に事業所を有し、１年以上の事業実績を有する中小企業信用保険法で規定
する中小企業者で、市税に未納のないもの

嬬恋村HP
https://www.vill.tsumagoi.gunma
.jp/mura/shoukou/sonnaizigyou
syasien.html

前橋市ＨＰ
https://www.city.maebashi.gun
ma.jp/kurashi_tetsuzuki/covid19
_info/2/2/23265.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準
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○緊急経済対策資金
①資格要件
融資
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、最近３か月のうち１か月の売上高が前 玉村町ＨＰ
利子補給
https://www.town.tamamura.lg.j
年同月比で１０％以上減少している者
信用保証料補
・資金使途：運転資金のみ ※借換は対象とならない ・保証料補助：全額補助 ・利子 p/docs/2020050100077/
助
補給：４年間分の利子を全額補助

群馬県

玉村町

金融支援

群馬県

沼田市

経営支援

支援金

〇経営支援助成金
持続化給付金の支給対象とならなかった、減収額30％以上50％未満の法人並びに個
人事業者に対し、10万円を支給

沼田市HP
http://www.city.numata.gunma.j
p/shisei/keikaku/zaisei/100996
5.html

群馬県

沼田市

経営支援

PR支援

〇ぬまたおうち時間プロジェクト
感染症の影響による来店客の減少に伴い、テイクアウト等のサービスを開始した事業者
を支援するため、飲食店を紹介するサイトを開設
（4月28日開設済み）

沼田市HP
http://www.city.numata.gunma.j
p/shisei/keikaku/zaisei/100996
5.html

中之条町HP
https://www.town.nakanojo.gun
ma.jp/~info/4kankoushoukou/corona/jizokuk
akyuufukin.html

群馬県

中之条町

経営支援

支援金

〇中之条町持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少している町内のすべての中小企
業者、個人事業者で以下の要件をすべて満たす者。
１．令和2年2月から5月までの間で売上が前年同月比で30％以上減少している月があ
ること
２．町内で1年以上継続して営業している中小企業者、個人事業者
３．町内に本店があり、事業所・店舗等を有すること
４．給付金を受領した後も町内で継続して事業を行うこと
５．町税等を滞納していないこと（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い徴収が猶予さ
れていおるものは除く）
・1事業者につき1回まで
・売上高の減少率（前年同月比▲30％以上）による給付金額（上限）
法人 30万円、個人事業者 20万円 （売上減少分と上限金額を比較して少ない方を
交付）
・減少金額に応じて加算額あり。

群馬県

草津町

経営支援

支援金

〇草津町事業継続給付金
新型コロナウイルス感染拡大による影響により、売上が前年同期に比べ3割以上減少し
た事業主（法人、個人）に対し、1事業主あたり10万円を給付。

草津町HP
https://www.town.kusatsu.gunm
a.jp/www/contents/158787334
0694/index.html

雇用支援

〇みなかみ町雇用継続支援助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が、国の雇用調整助成金の申請を
社会労務士等に依頼して行う際の事務手数料の一部を補助。
・補助対象者
国補助金申請
みなかみ町内に本店または主たる事業所を有する中小企業者および小規模企業者
支援
・補助対象費
雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士または弁護士への事務手数料
・補助金額
1事業者あたり上限10万円（1,000円未満切り捨て）

みなかみ町HP
https://www.town.minakami.gun
ma.jp/01news/2020COVID19/2020-0501-1718-71.html

経営支援

〇みなかみ町小規模事業者賃料補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動を縮小または自粛した小規模事業
者の事業活動を支援するため、みなかみ町内の店舗、事業所等の賃料について、一部
を補助。
・補助対象者
みなかみ町内に本店または主たる事業所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響
により事業活動を縮小または自粛した小規模事業者（個人事業主も含む）で、今後も継
続して町内で事業活動を行う意思を有するもの。
・補助対象月
令和2年4月分、5月分
・補助金額
各月とも月額賃料の2分の1で上限は5万円（1,000円未満切り捨て）
賃料：賃貸借契約等により定められた店舗、事務所等の賃料

みなかみ町HP
https://www.town.minakami.gun
ma.jp/01news/2020COVID19/2020-0501-1737-71.html

群馬県

群馬県

みなかみ町

みなかみ町

固定費補助

埼玉県

休業等支援

支援金

埼玉県

感染予防

取組経費補助

【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企
業者等を支援
・対象企業
県内中小企業者・個人事業主で、県民の感染症拡大抑制のため4月8日から5月6日ま
での間、7割以上休業するもの
・支援額
20万円又は30万円（複数の事業所を有する場合）

【埼玉県業種別組合等応援補助金】
感染症の影響を緩和するための適切な事業を実施する業種別組合を支援
・支援額
500万円/組合

埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0801/r020131_shingatakorona.h
tml

埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0801/r020131_shingatakorona.h
tml
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都道府県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

市町村等

分類

金融支援

金融支援

金融支援

感染予防

休業等支援

分類２

支援内容・水準

URL

融資

【埼玉県中小企業制度融資（経営安定資金：災害復旧関連）】
融資限度額の拡大、融資利率の引き下げ、融資期間等の拡大を実施するとともに、新
たに「緊急借換資金」を創設し、資金繰りを支援
・対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高等が前年同期に比べて15%以上
(*1)減少している事業者
*1 危機関連保証：15%、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証4号：20%
【融資限度額】（設備・運転資金）
１億6,000万円
【融資利率（以内）】
年0.5%
【保証料率（以内）】
年0.8%
【融資期間】
１年超10年以内（据置3年以内※）
※据置期間：危機関連保証2年、セーフティネット保証3年

埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0805/seidoyushi/07jcorona.html

融資

【埼玉県中小企業制度融資（経営安定資金：特定業種関連）】
・対象
・国が指定した、旅館・ホテル、飲食業、理美容業、製造業の一部などの不況業種を営
み、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高等が前年同期に比べて５%以上
減少している事業者
【融資限度額】（運転資金）
１億円
【融資利率（以内）】
年0.6%
【保証料率（以内）】
年0.68%
【融資期間】
１年超10年以内（据置3年以内）

埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0805/seidoyushi/07jcorona.html

融資

【経営あんしん資金】
・対象
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上高等が前年同期に比べて減少して
いる、または減少見込みの事業者（市町村の認定書不要）
【融資限度額】（運転資金）
１億円
【融資利率（以内）】
年0.8%
【保証料率】
年0.45～1.64%以内(財務状況による)
【融資期間】
１年超10年以内（据置3年以内）

埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0805/seidoyushi/07jcorona.html

【テレワーク緊急導入支援奨励金】
新型コロナウイルス感染症対策で、緊急にテレワークの導入・拡充に係る取組目標を達
成した県内中小企業等に奨励金30万円を支給。
・取組目標
新型コロナウイルス感染症陽性者が10人以上確認されている市町村（令和2年5月1日
労働環境改善 現在、21市町村）に存する事業所又は、テレワーク対象部署のうち、公共交通機関を利
用して通勤する従業員がおおむね半数以上の事業所→テレワークを新たに導入又は対
象者を拡大し、従業員の利用実態があること。（21市町村以外の事業所については、お
おむね7割以上の利用実態があること）
・対象となるテレワーク
ICT（情報通信技術）を活用した「在宅勤務」に限る。

支援金

埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/
womenomics/torikumi/review/t
elework_syoureikin.html

【埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金】
目的:新型コロナウイルス感染症対策のための緊急事態措置期間の延長に伴い、厳し
い
経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主を支援することを目的としま
す。
支給額 10万円
主な支給要件（予定）
本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。（現時点での予定であり、
今後変更となる場合があります。詳細は、決定次第、本ホームページに掲載します。） 埼玉県HP
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0
812/coronashientsuika.html
(2) 緊急事態措置を実施する前（令和2年4月7日以前）から、必要な許認可を取得の
上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に8割（16日）以上、埼玉県内の事業
所を休業していること。
(4) 2019年（法人は前事業年度）の月平均売上げが15万円以上あること。
(5) 本追加支援金を重複して申請していないこと。
(6) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けて
いないこと。
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等
となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

埼玉県

生活支援

公営住宅

【住宅確保困難者に公営住宅】
・県営住宅50戸を半額の家賃で一時提供
入居可能者
埼玉県HP
県内に住所があるか、離職前の勤務場所が県内で、2月1日以降に解雇などが発生し https://www.pref.saitama.lg.jp/a
1107/corona-kennei.html
た人
提供住宅はさいたまや所沢、上尾など12の市内にある県営住宅

埼玉県

生活支援

公営住宅

・新型コロナウイルス感染症拡大により収入が著しく減少した県営住宅の入居者に対し
埼玉県HP
て家賃の減額
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
対象者
1107/genmen/genmen.html
令和2年2月1日以降に収入が減少した方

埼玉県

生活支援

公営住宅

・新型コロナウイルス感染症拡大により収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難となっ
埼玉県HP
た方を対象に、申し出により家賃の支払期限を延長
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
対象者
1107/genmen/genmen.html
令和2年2月1日以降に収入が減少した方

埼玉県

生活支援

公営住宅

・家賃の減免期間が令和2年5月、6月までの世帯について、7月まで減免期間を自動的 埼玉県HP
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
に延長
1107/genmen/genmen.html

埼玉県

熊谷市

経営支援

【STOPコロナ、熊谷市個店連携応援事業】
(熊谷市では、市内の商業者グループによる共同事業を支援する「熊谷市個店連携応援
事業」を実施します。)
◆応募資格
市内に店舗及び事業所を有する、意欲とアイデアのある中小企業商業者が２者以上
集まり、共通の目的の下に活動する任意団体であること。
PR支援
◆支援内容
新規取組・経営
①支援事業の事例について
改善等経費補
・情報発信事業（マップ、リーフレットの作成など） ・共同経営支援イベントの実施
助
・共同ブランドの商品開発と経営支援 ・その他、共同経営支援に係る経費
②経費の支援
・補助率 ２/３以内 ・補助限度額 ５０万円

熊谷市ＨＰ
https://www.city.kumagaya.lg.jp
/about/soshiki/sangyo/shokog
yoshinko/oshirase/kotenrenkei
ouenjigyo.html

◆申請受付期間 令和2年5月11日（月曜日）から令和2年7月31日（金曜日）まで

埼玉県

熊谷市

経営支援

支援金

埼玉県

秩父市

休業等支援

支援金

埼玉県

秩父市

経営支援

支援金

埼玉県

秩父市

金融支援

融資

【「STOPコロナ」小規模事業者緊急支援事業】
（新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業に影響を受けた市内の小規模事業者
に対して、支援金を給付します。
・給付額：1事業者に対し10万円（1回のみ・口座振込みが必須）
・支給対象：市内で事業を営んでいる小規模事業者（事業収入が主）のかた
・支給要件
1．新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降における1か月間の売上
金額が、前年同月比で5パーセント以上減少していること（事業期間が1年に満たない場
合は「よくある質問」をご覧ください）
2．昨年の事業収入が収入全体の過半以上を占めること
3．市内に本店住所を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人事業主 （小規
模事業者）（基準日：令和2年1月1日時点）
4．直近の年分の確定申告をしていること
・申請受付期間 令和2年5月11日（月曜日）から令和2年7月31日（金曜日）まで
【秩父市新型コロナウイルス感染症拡大防止のための協力金】
・令和2年5月2日から6日までのゴールデンウィーク期間における、観光関連事業の店舗
営業自粛に協力した事業者に対し、支援金を交付する。
・支援金 1事業者一律5万円
・申請方法
電子申請もしくは郵送にて、令和2年5月7日（木）から令和2年6月30日（火）までにご申
請
【秩父市創業者経営継続給付金】
（最近創業された方の事業継続支援のため、緊急の給付制度を創設）
・受付期間：5月7日（木）から令和2年6月30日（火）まで
※6月30日消印有効
・対象者 以下のいずれの条件も満たす方
1．平成31年1月1日以降に創業し、市内に事業所等を有する方
（法人、個人事業主の別を問いません）
2．市税等を完納している方
・補助金額 1事業者につき5万円

熊谷市HP
https://www.city.kumagaya.lg.jp
/about/soshiki/sangyo/shokog
yoshinko/oshirase/stopcorona.html

秩父市
http://www.city.chichibu.lg.jp/2
786.html

秩父市
http://www.city.chichibu.lg.jp/7
969.html

【中小企業振興資金】
・市内中小企業者を支援し、地域経済の活性化を図るため、金融機関と連携し、あらか
秩父市HP
じめ利子補給分を差し引いた利率による融資制度。
http://www.city.chichibu.lg.jp/1
・※新型コロナウイルス感染症対策として、運転資金に限り、通常の融資限度額とは別 470.html
枠で、上限500万円で利用を可能としました。現在お借入れ中の方も利用が可能です。
（現在借入中の金融機関以外でも可能）。
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都道府県

埼玉県

市町村等

秩父市

分類

金融支援

分類２

融資

支援内容・水準
【中小事業者緊急融資事業】
・申込要件
1.市内に事業所等を有する中小企業者
2.市税を完納している方
3.金融機関の審査を受けられる方
・資金使途：運転資金
・融資限度額：100万円
・利率：長期プライムレートと同率の変動金利（令和2年5月1日 現在1.1％）

URL

秩父市HP
http://www.city.chichibu.lg.jp/9
114.html#itemid22240

※埼玉信用組合のみ融資実行時の固定金利

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

深谷市

深谷市

深谷市

小鹿野町

鴻巣市

金融支援

経営支援

経営支援

金融支援

経営支援

融資
利子補給

【渋沢まごころ資金（市制度融資小口資金特別枠】
新型コロナウイルス感染症による市内事業者への経済的影響を緩和すべく、市制度融
資の特別枠を創設。
【対象】
・直近１カ月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方、もしくは売上高減少
について金融機関が認めた方 等
【融資限度額 】
１ ０００万円（運転資金）
【利率 】 1.3％
【融資期間】5年以内（据置期間6カ月以内）
【利子補助】 全額
（１年ごとにかかった利子の全額を補助。

【地域通貨ネギー飲食店応援事業～新型コロナウイルス経済対策～】
(飲食店での利用を促進し、売上の下支えを行うことを目的に、「＃がんばろう！深谷」に
割引等への補 掲載された飲食店（注）で、一度の会計で1,000円（税込）以上利用した方を対象に、地域
通貨ネギーを300円分還元します。ネギーカードは、令和2年7月1日から8月31日まで深
助
谷市内のネギー取扱全店舗で利用することができます。)

支援金

【深谷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、売上高が減少している市内小規模事業者に
対し、事業の継続及び雇用の維持を目的として、支援金を給付。
◆給付額：1事業者につき10万円（一回のみ）（口座振込）
事業所等の土地や建物の賃貸借契約者は家賃支援として5万円上乗せ
◆給付対象
市内で事業を営んでいる小規模事業者（以下の要件を全て満たすもの）
・市内に本社又は事業所を有する法人、市内に住所又は事業所を有する個人事業者
・本店（本社）含む全事業所の従業員合計20人以下(申請日時点、パート・アルバイト除
く)の事業者等 （NPO法人も含まれます）
•対象外となる事業者
農林漁業、協同組合等の組合（企業組合・協業組合を除く）、一般社団・財団法人、公
益社団・財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、その他本事業の
目的・趣旨から対象でないと本市が判断する者 等
◆給付要件
（1）令和2年2月以降の月間売上高等が前年同月に比して減少していること
（業歴1年未満の事業者は最近1か月間の売上高等が最近1か月間を含む最近3か
月の平均売上高等に比して減少していること）
（2）市内に本社又は事業所を有する法人、市内に住所又は事業所を有する個人事業者
（3）直近の年分の確定申告をしていること
上記に加え、家賃支援を受ける場合には
（4）事業実施のために土地または建物の賃料を負担していること
(注意）市外の土地、建物を賃借している場合も対象とすることとなりました。
◆申請受付期間
令和2年5月20日（水曜日）から令和2年8月31日（月曜日）当日消印有効

深谷市HP
http://www.city.fukaya.saitama.j
p/business/shokougyo/syokogy
ohenosien/1585263726547.html

深谷市
http://www.city.fukaya.saitama.j
p/soshiki/sangyoshinko/sangyo
brand/tanto/sangyobranding/tii
kituuka/1587961427442.html

深谷市HP
http://www.city.fukaya.saitama.j
p/soshiki/sangyoshinko/shokos
hinkou/tanto/shokogyo/shokog
yoshaenosien/1589345778732.
html

融資
利子補給

【小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資資金】
・受付期間令和2年４月２８日(火)から当面の間（融資総額の範囲内）
・資金使途：運転資金として
・対象：小鹿野町内に店舗、工場または事業所（法人の場合は本社）を有する中小企業
者であって、町税を完納している方。
小鹿野町
https://www.town.ogano.lg.jp/
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況の悪化が懸念される方
・融資総額３億円 融資限度額：運転資金１，０００万円
利率融資実行時の長期プライムレートと同率で融資利率の2分の1を限度として、融資
額に対する利子を町が補助します。事業者の方は、補助分を除いた額で返済すること
が出来ます。

支援金

【中小企業者等支援給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に、事業継続を支援するための
給付金。
・支給内容
1事業者に対し10万円
鴻巣市HP
http://www.city.kounosu.saitam
・支給対象
中小企業基本法に規定する中小企業者、小規模企業者又は個人事業主で、市内に本 a.jp/daiji/1589365691897.html
店または主たる事業所を有する者。
・支給要件
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から6月のうち任意１か月間の売上高
等が、前年同月比で5％以上減少していること。
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都道府県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

市町村等

鴻巣市

鴻巣市

鴻巣市

分類

経営支援

生活支援
経営支援

【所沢元気回復プロジェクト（テイクアウト等事業転換補助金）】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛要請を受け収入が減少し、新たに
テイクアウト及び宅配を始める（始めた）市内の飲食店に対する支援。
〇対象者：テイクアウト及び宅配を始める（始めた）市内で※飲食店業を営む者（個人、
宅配等への支
もしくわ主たる事業所を市内に有する法人等）
援
〇対象経費：事業転換に係る経費（転換後3か月間の経費）
（広告宣伝費、消耗品費、人件費、資機材、備品購入費、その他必要と認める経費）
〇補助額：対象経費の9/10（限度額10万円）
〇申請期限：令和2年12月28日まで

埼玉県

所沢市

経営支援

埼玉県

草加市

草加市

【家賃等支援給付金】
新型コロナウイルス感染症により、事業所の家賃支払いに影響が生じている事業者の
方を支援するための給付金。
・支給内容
1事業者に対し5万円
鴻巣市HP
・支給対象
http://www.city.kounosu.saitam
中小企業基本法に規定する中小企業者、小規模企業者又は個人事業主で、市内に本 a.jp/daiji/1589365691897.html
店または主たる事業所を有する者。
・支給要件
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から6月のうち任意１か月間の売上高
等が、前年同月比で5％以上減少していること。
令和元年12月1日以前に開業していること。

①ひとり親家庭等支援金
児童扶養手当受給世帯（生活保護世帯を除く）であるひとり親家庭等を対象に、１世帯
当たり３万円支給。
②学校給食を活用した児童・生徒への昼食の提供
支援金
休業が長引く市立小中学校の子供に、学校給食を活用した昼食を提供。
無償提供
③支援金
支援金
国民健康保険の被保険者のうち、傷病手当の支給対象とならない者が、新型コロナウ 新座市HP
https://www.city.niiza.lg.jp/uplo
生活費補助 イルス感染症に感染した場合に支援金を支給。
aded/attachment/36850.pdf
宅配等への支 ④事業者家賃支援金
援
国の持続化給付金の交付を受けた市内の事業者のうち、賃貸物件で事業を営む事業
者に対して、その家賃の４分の１を補助。限度額１０万円/月・１か月分。
⑤テイクアウト・デリバリー導入支援金
市内の飲食店が新たにテイクアウト及びデリバリーに取り組む場合に、導入費用の一
部を補助。限度額２０万円。

経営支援

埼玉県

URL

経営支援

所沢市

草加市

固定費補助

支援内容・水準

【テイクアウト等事業支援補助金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、テイクアウト及びデリバリー事業に取り組
む事業者に、事業を継続するための補助金を給付。
・支給内容
1事業者に対し5万円
鴻巣市HP
宅配等への支
http://www.city.kounosu.saitam
（ただし、事業に要する経費が5万円未満の場合は、事業に要した額）
援
a.jp/daiji/1589365691897.html
・支給対象
中小企業基本法に規定する中小企業者、小規模企業者又は個人事業主で、食品衛生
法施行令第35条第1号及び第2号に規定する飲食店を市内で営む者。
・支給要件
申請日時点においてテイクアウト、デリバリーの事業を行っていること。

埼玉県

埼玉県

分類２

経営支援

経営支援

金融支援

支援金

【小規模事業者等臨時交付金】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛要請を受け、令和2年2月から同
年8月までのいずれかの月の売上高が、前年同月比20％以上減少した市内小規模事
業者等に10万円の支給。

【飲食店等テイクアウト・デリバリー支援補助金】
市内飲食店等に対し、テイクアウト・デリバリーにより販売する飲食物の割引金額を補助
宅配等への支 （１会計500円以上につき、販売価格の最大50%かつ500円を上限とした割引相当額を補
援
助）
・対象事業者・・・・市内飲食店、弁当・惣菜店、パン店、和菓子店など
・補助上限金額・・・１店舗につき「飲食店」は20万円、「飲食店以外」は10万円

所沢市HP
http://www.city.tokorozawa.sait
ama.jp/iitokoro/motikaerigurum
esaito.html

所沢市HP
http://www.city.tokorozawa.sait
ama.jp/kurashi/shigotojyoho/sy
okibo-rinjikyufukin.html

草加市HP
http://www.city.soka.saitama.jp
/cont/s1403/020/PAGE00000
0000000064644.html

【草加市創業者向け持続化給付金】
国の持続化給付金の対象とならない創業間もない事業者で、新型コロナウイルス感染
症の影響により売上が20%以上減少した場合、給付金を支給
・対象事業者・・・令和2年1月1日から4月7日までに創業、売上が20%以上減少した事業
者
・給付額・・・1事業者当たり一律50万円

草加市HP
http://www.city.soka.saitama.jp
/cont/s1403/020/PAGE00000
0000000064644.html

【草加市セーフティーネット保証利用補助金】
セーフティーネット保証5号認定を受け、埼玉県の経営安定資金または新型コロナウイ
ルス感染症対応資金による融資を受けた際に支払った信用保証料の自己負担分に対
信用保証料補
し、最大50万円まで補助
助
・対象・・・令和2年3月2日以降に実施したセーフティーネット保証5号認定関連融資の信
用保証料
・補助金額・・・融資契約1件当たり50万円を上限

草加市HP
http://www.city.soka.saitama.jp
/cont/s1403/020/PAGE00000
0000000064644.html

支援金
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都道府県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

市町村等

川口市

蕨市

朝霞市

朝霞市

上里町

志木市

志木市

日高市

分類

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【小規模事業者等事業継続緊急支援金】
〇新型コロナウイルス感染拡大に伴い売上が減少する市内小規模事業者等で、経営継
続及び雇用の維持を図る事業者等に対し10万円の支援金の給付。
①小規模事業者等（製造業・建設業・運輸業・農業・その他は従業員20人以下、小売・
飲食業・サービス業は従業員5人以下）
②個人事業者（事業性を有する者に限る）

川口市HP
https://www.city.kawaguchi.lg.jp
/soshiki/01110/011/shingatako
ronauirusukinkyuukeizaitaisaku/
30868.html

支援金
固定費補助

【蕨市小規模企業者応援金】
新型コロナ感染症の影響を受け、厳しい経営環境に置かれている市内の小規模事業者
に定額１０万円、固定費補助上限５万円を給付。
○給付条件
①市内で事業を行っている小規模企業者で、今後も事業の継続を目指していること。
②新型コロナの影響により経営が悪化していること。
③家賃等が月額１０万円を超える場合は、超過分を５万円を上限として加算。

蕨市HP
https://www.city.warabi.saitama.
jp/shisei/shigoto/yuushi/10060
33.html

減収補填

【朝霞市中小・小規模企業者支援金】
【支援金額】 1 事業者につき一律 １０ 万円
【対象者】
朝霞市HP
・朝霞市内に本社又は主たる事業所がある事業者
https://www.city.asaka.lg.jp/sos
（中小企業基本法第２条第１項各号に該当する中小企業者等で、令和 2 年 4 月 29 日 hiki/13/chushou-sienkin.html
までに創業しており、事業開始から３か月以上経過していること）
・令和２年１月から令和２年１２月までのいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス
感染症の影響で、前年同月の売上高と比較して２０％以上減少している方

【朝霞市持ち帰り・宅配サービス導入奨励金】
【奨励金】 1 事業者につき一律 ５ 万円
【対象者】
朝霞市HP
宅配等への支
・飲食業を営んでいる方で、飲食するスペースがある店舗が朝霞市内にある事業者（中 https://www.city.asaka.lg.jp/sos
援
hiki/13/takeout-delivery.html
小企業基 本法第２条第１項各号に該当する中小企業者）
・令和２年２月から令和２年１０月までに、新たに持ち帰りサービスや宅配サービスを始
めた店舗

支援金

固定費補助

【町内商工業者応援給付金事業】
【対象者】 町内事業者等における令和2年1月から12月までのいずれかの売上高が前
年同月比15％以上減少した方など
【給付額】 一律５万円
【受付期間】 令和2年5月14日（木曜日）～令和3年1月15日（金曜日）※消印有効

上里町HP
http://www.town.kamisato.saita
ma.jp/4071.htm

【緊急店舗賃借料補助制度】
新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対し、緊急事態
宣言期間中に支払うべき賃借料の一部を補助。
・対象業者
志木市HP
国の持続化給付金の支給決定を受ける事業者（売上が前年同月比で50％以上減少し http://www.city.shiki.lg.jp/index.
ている事業者）で、市内において施設等を借り上げて事業を行っている者（個人事業主 cfm/51,0,395,1443,html
やフリーランスも含む）
・補助率
緊急事態宣言期間中（4月・5月）に係る店舗賃借料の1/4（限度額：10万円/月）

経営支援

【テイクアウト等事業転換補助金】
（支援の要件）
•新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業であること
•外出自粛要請を受けて、収入（売り上げ）が減少していること
•新たにテイクアウトおよび宅配を始める（始めた）事業者であること
•市内で飲食店業を営む者（個人、もしくは主たる事業所を市内に有する法人等）である
志木市HP
宅配等への支 こと
http://www.city.shiki.lg.jp/index.
援
（補助対象）
cfm/51,0,395,1443,html
テイクアウト及び宅配を始める（始めた）、市内で飲食店業を営む者
（対象経費）
事業転換に係る経費（広告宣伝費、消耗品費、人件費、資機材・備品購入費、その他
必要と認める経費）
（補助額）
対象経費の10分の10（1,000円未満切捨て、限度額：10万円）

経営支援

【日高市テイクアウト等事業補助金】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛により売り上げが減少した飲食
事業者が新たにテイクアウトや宅配を始める（始めた）飲食事業者に対する補助金。
（対象者）
市内に店舗等のある飲食店で、外出自粛要請を受けて新たにテイクアウトや宅配を始
める（始めた）飲食事業者
（対象となる経費）
宅配等への支
テイクアウトおよび宅配を始めるためにかかる経費のうち、広告宣伝費や消耗品費、
援
宅配にかかる人件費などの必要と認められる経費
令和2年4月7日以降にかかった経費が対象となります。
（補助金額）
最大10万円
（申請期限）
埼玉県を対象とした緊急事態宣言が解除されてから3か月を経過する日まで（消印有
効）

日高市HP
https://www.city.hidaka.lg.jp/so
shiki/shiminseikatsu/sangyoshi
nko/shokokanko/sangyo/16725
.html
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都道府県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

市町村等

本庄市

本庄市

桶川市

三芳町

三芳町

分類

金融支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

【本庄市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策融資利子及び信用保証料補給事業】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等の安定化を図るために、埼玉
県中小企業融資制度を利用された方へ、利子の全額を3年間及び信用保証料を補給。
・対象者： 本市に事業所を有する事業者であること。（ただし、法人で本店および主たる
事業所が市外にある場合は対象となりません。）、市税に滞納がないこと、新型コロナウ
利子補給
イルス感染症に係る融資制度（埼玉県制度融資）を利用し、金融機関などから運転資金 本庄市HP
http://www.city.honjo.lg.jp/kura
信用保証料補
などの融資を受けていること。
shi/1587189853291.html
助
・利子補給対象期間： 償還の開始月（据置期間を含む。）から3 年間
・利子補給補助率： １００％（ただし、補給の対象は借入額のうち5,000 万円まで。）
・信用保証料補助率 １００％（ただし、補給の対象は借入額のうち2,000 万円まで。）
第1次申請期間として、6月1日（月曜日）から6月30日（火曜日）まで、申請を受け付けま
す。申請期間中までに、融資を実行された方は市に申請をしてください。

支援金

【小規模事業者等応援臨時給付金】
◆支給金額 1事業者に対し10万円（口座振込）
◆申請期間 令和2年6月1日（月曜日）～令和2年9月30日（水曜日）当日消印有効
◆対象者
市内で事業を行っている、従業員20人以下の小規模事業者（法人、個人事業主、NPO
法人）
・創業1年未満の新規小規模事業者等も対象。
・事業収入の他に給与、不動産、年金等の収入がある方は、事業収入が収入全体の
50％以上を占めている場合のみ対象。
・対象外となる事業者
農業、林業、漁業、宗教法人、医療法人、学校法人、一般社団・財団法人、公益社団・
財団法人、社会福祉法人、各種協同組合等
◆給付要件
1.令和2年3月以降のいずれかの月の月間売上高が前年同月比売上高に比べ、5％以
上減少したこと。
2.令和2年5月1日時点で、市内に本店又は主たる事業所を有すること。
（ＮＰＯ法人は市内に活動拠点があること。）
3.市税（到来した納期限のもの）に滞納がないこと。
4.本庄市暴力団排除条例に掲げる暴力団等に関係する者でないこと。
5.申請日に事業を営んでおり、今後も事業継続する意思があること。

本庄市HP
http://www.city.honjo.lg.jp/sosh
iki/keizaikankyo/shoukoukanko
u/news/corona_kigyo_shien/15
90109142632.html

支援金

【桶川市小規模事業者等支援給付金】
・支給対象
国の持続化給付金の支給対象とならなかった市内小規模事業者のうち、売上5％以上
50％未満の事業者
・支給額
10万円（売上50％未満～20％減少）
5万円（売上20％未満～5％減少）

桶川市HP
https://www.city.okegawa.lg.jp/
soshiki/shiminseikatsu/sangyok
ankou/chushokigyomuke/7961.
html

経営支援
感染予防
経営支援

・介護サービス事業者に１施設10万円の応援給付金を支給
・デイサービスなど通所系事業者約40施設を対象に、利用者の安否確認のための架電
サービスの支援金（利用者1人に対して7日間500円）
・高齢者介護サービス事業者に消毒液など衛生用品購入費3万円を各施設に支給
支援金
・母子手帳を持つ妊婦を対象に買い物代行のタクシーチケット8回分（1回は1時間分の
宅配等への支
乗車料金）を支給
援
・売り上げが前年同期比20%以上減少している業者に一律10万円の給付金
・休所を余儀なくされている子ども食堂のうち、弁当を配布するなど新たな事業に取り組
んでいる主催者に対して、運営費15万円を補助
・テークアウトやデリバリーを始めた業者に経費10万円を補助

経営支援

【中小企業応援給付金】
（対象者）
・三芳町内で事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、売上の減少し
た事業者等が対象となります。
・令和2年1月から同年12月までの間のいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス
感染症の影響により前年同月の売上高と比較して20パーセント以上減少していること。
（支給金額） 1事業者につき10万円
（申請期間） 令和2年5月18日～令和3年2月末日

支援金

【三芳町持ち帰り・宅配サービス導入事業補助金】
（対象者）
・中小企業基本法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること。
宅配等への支 ・飲食スペースのある店舗を町内で経営していること
援
・令和2年2月１日から同年12月31日までの間に、新たに持ち帰りや宅配サービスを始
めた事業者
（補助金額）
1事業者につき10万円

埼玉県

三芳町

経営支援

埼玉県

さいたま市

金融支援

融資

埼玉県

さいたま市

経営支援

支援金

三芳町HP
https://www.town.saitamamiyoshi.lg.jp/news/2020-05121605-3.html

三芳町HP
https://www.town.saitamamiyoshi.lg.jp/news/tyuusyoukigy
ououen.html

三芳町HP
https://www.town.saitamamiyoshi.lg.jp/news/motikaeri.ht
ml

【さいたま市緊急特別資金融資制度】
さいたま市：新型コロナウイルスによる影響（見込み可）を受けた事業者を対象にした利
率年０．８％、3０００万円を上限とする融資。

さいたま市HP
https://www.city.saitama.jp/002
/001/008/006/017/p072705.ht
ml

【さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金】
・新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している市内の事業者
・１事業者当たり10万円

さいたま市HP
https://www.city.saitama.jp/002
/001/008/006/017/p072705.ht
ml
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

埼玉県

さいたま市

雇用支援

さいたま市HP
【さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金】
国補助金申請
https://www.city.saitama.jp/002
雇用調整助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依頼したことにより要した経費を /001/008/006/017/p072705.ht
支援
対象に、5万円を上限に補助。
ml

埼玉県

さいたま市

経営支援

【飲食デリバリー代行業者利用支援補助金】
さいたま市HP
宅配等への支 市内で飲食店等を営んでおり、デリバリー代行業者の利用登録をしている中小企業が、 https://www.city.saitama.jp/002
/001/008/006/017/p072705.ht
デリバリー代行利用により生じる商品売り上げ価格に応じた手数料を補助。
援
ml
上限１０万円。対象経費の2分の１以内。

埼玉県

さいたま市

経営支援

【テイクアウト・デリバリー新規参入補助金】
さいたま市HP
宅配等への支 市内で飲食店等で、政府による緊急事態宣言後、テイクアウトまたはデリバリーを始め https://www.city.saitama.jp/002
/001/008/006/017/p072705.ht
援
た小規模事業者。
ml
上限５万円。対象経費の４分の３以内。

埼玉県

戸田市

経営支援

支援金

埼玉県

戸田市

金融支援

融資

埼玉県

戸田市

経営支援

埼玉県

戸田市

経営支援

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

川越市

川越市

皆野町

皆野町

金融支援

経営支援

金融支援

経営支援

【戸田市小規模事業者等臨時給付金】
売り上げが減少した小規模事業者と個人事業主に対し、１０万円の支給。

戸田市HP
https://www.city.toda.saitama.jp
/uploaded/attachment/38592.p
df

【中小企業等臨時制度融資】
無利子・無保証の資金の貸し付け（融資限度１０００万円。融資期間１０年間）。

戸田市HP
https://www.city.toda.saitama.jp
/uploaded/attachment/38473.p
df

【戸田市 新型コロナ対応緊急支援パッケージ】（第２弾）
宅配等への支 テイクアウト等販売促進補助金
援
・#StayHome戸田 登録市内飲食店 １店舗あたり25万円

PR支援

融資

支援金

融資

支援金

戸田市HP（第２弾）
https://www.city.toda.saitama.jp
/uploaded/attachment/38993.p
df

【戸田市 新型コロナ対応緊急支援パッケージ】（第２弾）
商店会活性化臨時支援金
・アフターコロナを見据えた商店会活動を推進するため商店会に支援金を給付

戸田市HP（第２弾）
https://www.city.toda.saitama.jp
/uploaded/attachment/38993.p
df

【川越市小規模企業者セーフティ融資】
【主な資格要件 】
・小規模 企業者であること （常時使用する従業員が２０人 （商業・サービスは５人） 以
下）
・ 法人 ：事業所を市内に有し、同一の 業種の 事業を１年以上継続して営んでいること
。
・個人 ：住所及び事業所を市内に有し、同一の 業種の 事業を１年以上継続して営んで
いること 。
・ 新型コロナウイルス感染症のため、３箇月間の売上※が前年同月比で５％以上減少
し、セーフティネット保証５号の認定を受けていること。
【融資限度額】１，０００万円
【融資期間】７年以内（運転資金・設備資金ともに
【据置期間）１年以内
【貸付利率】年１．１％以内
・初回利払日の属する月から２年間は 実質 無利子 ※1
・２年間経過後は、年１．１％以内 ※2
【信用保証料】全額補助（一括支払の場合）

川越市HP
https://www.city.kawagoe.saita
ma.jp/jigyoshamuke/chushokigy
onushi/safetyyushitokurei.html

【中小企業事業継続緊急支援】
【支援金額】 一律 １０ 万円（１中小企業者１回限り）
【申請期限】 令和２年６月３０日（火）（当日消印有効）
【交付対象者】
○川越市内に事務所又は事業所を有する中小企業者（個人事業主含む）
○必要な許認可を取得のうえ、支援金申請日までに３箇月以上市内で事業を
営み、今後も事業を継続していく意思があること
○新型コロナウイルス感染症による影響のため、令和２年２月～５月のいずれ
か１月における売上高が前年同月と比較して１５％以上５０％未満の割合で
減少していること（小数点以下切捨て）
○令和２年１月から申請月までの各月の売上高で、前年同月比50％以上減少
した月がない（申請日の属する月は見込み）

川越市HP
https://www.city.kawagoe.saita
ma.jp/jigyoshamuke/chushokigy
onushi/kinkyushienkin.html

【中小企業振興資金(新型コロナウイルス感染症対策)】
経営状況が悪化している中小企業者への融資（６箇月据え置き。以降０．５５％の利率
で融資期間５年間。融資限度１０００万円）
皆野町HP
実質0.55％（令和2年4月10日現在） 融資実行時の長期プライムレートと同率で融資 利 https://www.town.minano.saita
率の2分の1を限度として、融資額に対する年1％分の利子を町が補助します。 事業者 ma.jp/covid-19_01/
の方は、補助分を除いた額で返済することができます。
・受付期間 令和2年4月17日から当面の間

【皆野町中小企業者応援給付金】
国の持続化給付金の対象にはならないものの、1月から6月までの売り上げが前年同月
比で15%以上50%未満減少した月がある中小事業者に10万円を上限に給付金を給付。
・受付期間 令和２年６月１日(月)から令和２年７月３１日(金)まで

皆野町HP
https://www.town.minano.saita
ma.jp/%e7%9a%86%e9%87%8e%e7
%94%ba%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4
%bc%81%e6%a5%ad%e8%80%85%e
5%bf%9c%e6%8f%b4%e7%b5%a6%e
4%bb%98%e9%87%91/
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都道府県

埼玉県

埼玉県

市町村等

伊奈町

和光市

分類

金融支援

感染防止

分類２

利子補給

支援金

支援内容・水準

URL

【伊奈町新型コロナウイルス感染症対策埼玉県中小企業制度融資にかかる保証料等補
助金】
伊奈町HP
県の中小企業制度融資の「経営安定化委資金・経営あんしん資金貸付」を利用する事 https://www.town.saitamaina.lg.jp/0000005339.html
業者を対象に保証料と利子相当額を補助。
・１５万円を上限
【飲食店支援対策】
・３密回避に取り組むなどコロナ対策を実施し、自治会優待カード事業に協賛できる、飲
食店に対し、一律１０万円を支給する。
【助成額】 1店舗あたり 100，000円
【対象店舗】
1.新型コロナ対策の感染拡大防止のために何らかの対策を講じていること。（例 デリバ
リーへの切り替え、営業時間を短縮している等）
2.当該事業終了後も自治会優待サービス（サービス内容は各店舗で決定）を継続してい
ただける飲食店。

和光市HP
http://www.city.wako.lg.jp/home
/fukushi/kenkozukuri/kansensh
o/coronavirus/_19557.html

※ 感染拡大防止のため休業している店舗も対象になります。
【中小企業資金融資】
◆ 中口資金
・対象 市内に事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいること。市税を完納している
人で、信用保証協会の保証の対象となる業種を営んでいること。
・貸付額 3,000万円以内(保証料率は、年0.35～1.59%の範囲内)
・金利
1.75% (企業市民の場合1.60%)
和光市HP
http://www.city.wako.lg.jp/home
/fukushi/kenkozukuri/kansensh
o/coronavirus/_19557.html

埼玉県

和光市

金融支援

融資

埼玉県

和光市

経営支援

支援金

【中小企業・小規模企業者支援金】
・売り上げが減少した中小企業や小規模事業者を対象に支援金10万円を支給。
売り上げが前年比で減少している市町村に法人登録のある資本金1億円以下の業者
を対象

支援金

【事業者家賃支援金】
（対象事業者）
国の持続化給付金の交付を受けた方のうち、事業実態が新座市内にあり、新座市内
に事務所又は店舗等を賃借して事業を営んでいる方
新座市HP
https://www.city.niiza.lg.jp/sosh
（対象経費）
事務所又は店舗として賃借した建物及びこれに付帯する倉庫、駐車場、資材置場等 iki/19/yachinhojo.html
に係る4・5月分の賃借料
（補助率）
4分の1（限度額：一月当たり10万円）

埼玉県

埼玉県

埼玉県

新座市

新座市

新座市

経営支援

経営支援

経営支援

◆特別小口資金
・ 対象 市内に事業所を有し、同一事業を1年以上営んでいる小規模企業者。市税を
完納し、且つ市民税の所得割(法人は法人税割)を完納している人で、常時使用する従
業員数が工業系20人(商業、サービス業系は5人)以下であること。また、信用保証協会
保証付き借入残高のないこと。(市の特別小口を除く)
・貸付額 1,250万円以内(保証料率は、年0.7～0.8%の範囲内)
・金利
1.75% (企業市民の場合1.60%)
・市の融資制度を利用する市内の中小企業に対して市の利子補給２分の１を全額補給

和光市HP
http://www.city.wako.lg.jp/home
/fukushi/kenkozukuri/kansensh
o/coronavirus/_19557.html

【テイクアウト・デリバリー導入支援金】
（対象者） 以下、全ての条件に当てはまること。
（1）市内に店舗がある既存の飲食店を経営している事業者。ただし、フランチャイズ、
チェーン店は対象外とする。
（2）令和2年2月1日から同年9月30日までに新たにテイクアウト・デリバリー事業を始め
たこと。
新座市HP
宅配等への支 （3）新座市ホームページ「お持ち帰りグルメ特集」に掲載していただけること。
https://www.city.niiza.lg.jp/sosh
援
（対象経費）
iki/19/takeout.html
令和2年4月1日以降に発生したテイクアウト・デリバリーを導入するための経費
（対象期間）
テイクアウト・デリバリーを導入してから3か月間。ただし、令和2年3月31日以前に導入
した場合は、同年4月1日から6月30日までの経費を対象とします。
（補助率）
10分の9（限度額20万円）

支援金

【創業者支援金】
（対象者）
（1）令和2年1月1日（水曜日）から5月31日（日曜日）までに新規で創業した方
（2）創業後、令和2年5月31日までの期間における任意の月の売上高が当初計画として
見込んでいた額と比較して20％以上減少していること
（3）個人事業主にあっては、新座市に住民登録がある方
法人にあっては、申請時点において、新座市に登記がある方
（支援額） 個人事業主：10万円、法人：20万円

新座市HP
https://www.city.niiza.lg.jp/sosh
iki/7/niizakinkyuukeizaitaksaku.html
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【坂戸市小規模事業者等臨時交付金】
（支給対象者）
坂戸市内小規模事業者のうち
①令和 2 年 4 月 7 日以前から事業を開始している
②前年 同月と比較して売上が減少している
（給付額）
1事業者につき10万円
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、1事業者につき20万円を支給します。
•市内に複数の事業所を有する法人
•複数の事業所を有する個人事業主等

坂戸市HP
https://www.city.sakado.lg.jp/so
shiki/25/16427.html

支援金

【横瀬町新型コロナ感染症対策農家等支援事業】
・町内の道の駅果樹公園あしがくぼの農産物直売所の出品者で、減収した出品者に減
収額に応じ補助金を交付する。補助金は、減収額に応じ最低千円から最高22万５千
円。

横瀬町HP
https://www.town.yokoze.saita
ma.jp/wpcontent/uploads/2020/04/Rw.4
.30%E8%87%A8%E6%99%82%E8%A8%
98%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A
6%8B.pdf

支援金

【横瀬町中小企業者緊急給付金】
（国が実施する「持続化給付金」の対象にならないものの、新型コロナウイルス感染症
の影響を受けている事業者の方へ給付金を交付します。）
・受付期間 令和2年4月30日～令和3年1月31日まで
・交付金額：10万円（一律）
・対象：横瀬町内に店舗、工場又は事業所（法人の場合は本社）を有する中小企業者
・交付要件：申請月の前月の月間売上高等が前年同月比で20％以上50％未満の減少
をしていること、申請時点で国が実施する持続化給付金の交付要件を満たしていないこ
と。
※前年売上高等のない創業者の方の特例もあります。

横瀬町HP
https://www.town.yokoze.saita
ma.jp/wpcontent/uploads/2020/04/チラ
シ_中小企業者緊急給付金.pdf

融資

【富士見市セーフティ小口融資制度】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高の減少等経営の安定に支障が生じてい
る中小企業者を支援
融資限度額・・・１千万円
年利・・・１％
融資期間・・・7年以内（据え置き期間は1年以内）

富士見市HP
https://www.city.fujimi.saitama.j
p/60jigyo/06sangyou/syoukou/
sangyou2020052001.html

支援金

【ふじみ野市小規模事業者等臨時支援金】
（対象者）
主たる事業所がふじみ野市内にある事業者のうち
1.小規模事業者（常時雇用する従業員数5人以下）
2.個人事業主（事業性を有する者に限る）
（条件）
令和2年2月から7月における1か月の売上高のいずれかが新型コロナウイルス感染症
の影響により前年同月と比べ25％以上減少していること
（支給額）
１０万円
（申請期間）
令和2年6月1日（月曜日）から令和2年8月31日（月曜日）まで（当日消印有効）

ふじみ野市HP
https://www.city.fujimino.saitam
a.jp/jigyoshanohohe/sangyoshin
ko/6853.html

【八潮市テイクアウト・デリバリー応援事業（クーポン券発行）】
新型コロナウイルス感染症の影響により、テイクアウトやデリバリーに力を入れる飲食
割引等への補
店の売上を確保するため、飲食店等限定で利用が可能なクーポン券を発行する。
助
取り組む飲食店等には、メニューの改定や使い捨ての容器等の初期購入費用など5
万円を限度に助成。

八潮市HP
https://www.city.yashio.lg.jp/jig
yosha/zigyosyashien/teikuauto.html

支援金

支援金

【コロナに負けない！さやまの事業者応援金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から同年7月までのいずれかの
売上高が、前年同月と比較して20％以上減少している小規模事業者又は個人事業主に
一律10万円の交付。

狭山市HP
https://www.city.sayama.saitam
a.jp/kinkyu/coronavirus/jigyous
ya/ouenkin.html

【狭山市緊急特別資金】
令和2年3月5日より新型コロナウィルス感染拡大に伴い、有利な条件でご利用いただけ
るよう制度を見直しました。
※令和2年4月14日より融資限度額の増額（1,000万円⇒3,000万円）及び据置期間を延
長（1年⇒2年）しました。
申請期限：2021年3月31日まで

狭山市HP
https://www.city.sayama.saitam
a.jp/kinkyu/coronavirus/jigyous
ya/ouenkin.html

埼玉県

狭山市

金融支援

融資

埼玉県

上尾市

経営支援

支援金

【上尾市中小・小規模事業者売上回復支援金】
上尾市HP
上尾市内で事業を行う、中小企業者又は小規模事業者（個人事業者・フリーランスを含 https://www.city.ageo.lg.jp/uplo
aded/attachment/64746.pdf
む）に一律５万円を給付。

PR支援

【商店街等応援支援金】
市内に主たる事業所を有する商店街等の事業者
・衛生管理事業：店舗数×２万円（上限５０万円）
・PR情報発信事業：店舗数×１万円（上限１０万円）
・消費喚起キャンペーン事業：店舗数×４万円（上限１００万円）

埼玉県

上尾市

経営支援

上尾市HP
https://www.city.ageo.lg.jp/page
/siennkinn.html
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埼玉県
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埼玉県
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経営支援

埼玉県

越谷市
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分類２

支援内容・水準

【テイクアウト等支援金】
宅配等への支
新たにテイクアウト・デリバリーを開始した中小・小規模飲食事業者
援
最大１０万円

URL

上尾市HP
https://www.city.ageo.lg.jp/page
/siennkinn.html

融資
利子補給

【マル経融資利子補給補助金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近一ヶ月の売上高が前年同期と比較し１
５％以上減少している小規模事業者
・融資上限額：2,000万円
・利子補給補助：全額

上尾市HP
https://www.city.ageo.lg.jp/page
/041120043002.html

支援金

【越谷市事業継続支援金】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した、市内に主たる事業所を有す
る中小企業者（法人・個人事業主）に一律10万円を給付。

越谷市HP
https://www.city.koshigaya.sait
ama.jp/anzen_anshin/covid19/ji
gyosya/koshigaya_jigyoukeizoku
shien.html

【越谷市テイクアウト・デリバリー導入等支援事業費補助金】
宅配等への支
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により市内飲食店が実施したテイクアウト・デリ
援
バリーサービスにかかる新規・拡充の取組について、10万円を上限に補助金交付。

越谷市HP
https://www.city.koshigaya.sait
ama.jp/anzen_anshin/covid19/ji
gyosya/takeout_delivery.html

埼玉県

春日部市

経営支援

支援金

【ビジネスサポート応援給付金（持続化分）】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比20パーセント以上50パーセ 春日部市HP
https://www.city.kasukabe.lg.jp/
ント未満減少した、市内に本社機能を有する中小企業・小規模事業者・個人事業者に、 oshirase/kinkyutaio.html
法人20万円、個人事業者10万円給付。

埼玉県

春日部市

経営支援

支援金

【ビジネスサポート応援給付金（緊急支援分）】
県の中小企業・個人事業主支援金を受けた市内事業所に、10万円の助成金。

春日部市HP
https://www.city.kasukabe.lg.jp/
oshirase/kinkyutaio.html

埼玉県

北本市

経営支援

支援金

【中小規模事業者等支援給付金給付事業】
・直近１カ月の売上高が前年同月比で20%から50%未満に減少した事業者に10万円を給
付

北本市HP
http://www.city.kitamoto.saitam
a.jp/ikkrwebBrowse/material/fil
es/group/2/R20525press-2.pdf

埼玉県

北本市

経営支援

支援金

【創業者応援持続化給付金給付事業】
・創業後まもなく、国の持続化給付金の対象外になる事業者に対し30万円を給付

北本市HP
http://www.city.kitamoto.saitam
a.jp/ikkrwebBrowse/material/fil
es/group/2/R20525press-2.pdf

埼玉県

北本市

経営支援

宅配等への支 【デリバリー等業態転換支援補助金交付事業】
援
・デリバリー等で商品の提供を始める飲食事業者に対し、業態転換費用の一部を補助

北本市HP
http://www.city.kitamoto.saitam
a.jp/ikkrwebBrowse/material/fil
es/group/2/R20525press-2.pdf

埼玉県

北本市

経営支援

新規取組・経営 【地域配達システム構築補助金】
改善等経費補 ・地域活性化を目的とした配達システム構築を行う事業者に対し、初期費用の一部（3/4
助
上限100万）を補助

北本市HP
http://www.city.kitamoto.saitam
a.jp/ikkrwebBrowse/material/fil
es/group/2/R20525press-2.pdf

埼玉県

加須市

経営支援

埼玉県

美里町

経営支援

支援金

【加須市がんばる事業所応援給付金】
加須市内に本店を有する法人事業者、住所を有する個人事業者
・１事業者あたり一律１０万円

加須市HP
https://www.city.kazo.lg.jp/koro
na/04/24125.html

支援金

【美里町中小企業・個人事業者支援給付金】
売り上げが減少している町内中小企業と個人事業者に10万円を給付
今年１月から12月までの任意の１か月の売上高が前年同月比20%以上減少していること
など
・受付期間 令和２年６月１日（月）～令和３年１月１５日（金）

美里町HP
http://www.town.saitamamisato.lg.jp/life/notice_pneumon
ia/kigyokojinsien.html
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都道府県

市町村等

分類

埼玉県

寄居町

経営支援

埼玉県

寄居町

経営支援

分類２

支援金

支援内容・水準

【寄居町小規模事業者緊急支援事業支援金】
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた小規模事業者に5万円
・町内で事業を営む従業員20人以下の法人または個人事業主で、今年2月以降に１カ
月（任意の月）の売上金額が前年同月と比較して5％以上減少しているなど。
・申請受付期間 令和２年６月８日（月)から令和２年９月３０日（水曜日）

【寄居町テイクアウト・デリバリー推進事業補助金】
宅配等への支 テイクアウト・デリバリー事業を開始または拡充した事業者に最大10万円を補助
援
容器などの購入費や広告用チラシの印刷費など
・受付期間 令和２年６月８日（月曜日）から令和２年９月３０日（水曜日）

URL

寄居町HP
https://www.town.yorii.saitama.j
p/soshiki/13/syoukibojigyousya
.html

寄居町HP
https://www.town.yorii.saitama.j
p/soshiki/13/takeoutdeliveryho
jo.html

埼玉県

行田市

経営支援

固定費補助
支援金

【新型コロナウイルスなんかに負けない!!行田市の支援取り組み】
小規模事業者または個人事業主 新規開業者は要相談
①行田市家賃支援給付金
・2月から8月のうち、任意の一ヶ月間の売上金額が前年同月比で50％以上減少、また
は連続３ヶ月の売り上高が30％以上の減少
・家賃の１／３を６ヶ月分支援（上限合計で１０万円）
②行田市小規模事業者緊急支援給付金
・2月から8月のうち、任意の一ヶ月間の売上金額が前年同月比で５％以上減少
・１０万円

埼玉県

蓮田市

経営支援

支援金

【蓮田市小規模事業者等支援金】
２月から８月までのいずれかの月の売り上げ高が前年同月比で５％以上減少している
小規模事業者、個人事業主
１事業者10万円

蓮田市HP
https://www.city.hasuda.saitam
a.jp/shoko/documents/pannfur
extuto.pdf

埼玉県

松伏町

経営支援

支援金

【中小企業・小規模事業者への支援】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した町内の中小事業者に１０万円
の支援金を給付

松伏町HP
http://www.town.matsubushi.sai
tama.jp/www/contents/159047
2640293/index.html

埼玉県

松伏町

経営支援

支援金

【農業従事者への支援】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年度と比較して減少等した農業者や
農業法人に１０万円の支援金を給付

松伏町HP
http://www.town.matsubushi.sai
tama.jp/www/contents/159047
2640293/index.html

支援金

【三郷市がんばろう企業応援事業補助制度】新型コロナウイルス感染症特例
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために要した経費を補助
令和２年４月１日以降に実施し、令和３年３月１０日までに完了する取組
・新たに購入、借入等に要した経費
・通常の業務内容を変更し新たな取組みを開始するための経費
上限７０万円

三郷市HP
http://www.city.misato.lg.jp/ite
m/35692.htm#ContentPane

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

三郷市

神川町

宮代町

東秩父村

経営支援

行田市HP
https://www.city.gyoda.lg.jp/15
/04/10/documents/pamphlet2.
pdf

経営支援

【神川町中小企業者等事業継続支援金】
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事業者に対して一律10
利子補給
万円を、さらに対象融資を受けている事業者については、融資に係る利子及び信用保
信用保証料補
証料の補助として10万円を限度に支給
助
・申請期限 令和2年5月21日から8月31日まで

神川町HP
http://www.town.kamikawa.saita
ma.jp/soshiki/keizaikan/nourins
hokogyou/3445.html

経営支援

支援金

【宮代町中小企業者支援金】
・令和２年３月から１２月までのいずれかの月の売上高が、新型コロナウイルス感染症
の影響で、前年同月の売上高と比較して減少していること。
新型コロナウイルス
感染症の影響で売上高が減少している町内事業者
一律１０万円

宮代町HP
www.town.miyashiro.lg.jp/00000
14663.html

支援金

【東秩父村中小企業等事業継続緊急給付金】
（給付対象者）
１．令和２年４月１日時点において、村内に主たる事業所を有し、事業者として経営して
いること。
２．令和２年４月１日から令和２年５月31日までの間の総売上額が、前年同期比で２０％
以上減額になった場合または令和２年４月１日から令和２年５月３１日までの間の総売
上額が、令和２年２月１日から令和２年３月３１日までの間の直近２箇月比で２０％以上
減額となった場合。
（給付金の額） 一律２０万円
（申請期間） 令和２年６月８日から令和２年７月３１日まで

東秩父村HP
https://www.vill.higashichichibu.
saitama.jp/soshiki/06/chushokyuhukin.html

経営支援
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都道府県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

埼玉県

市町村等

嵐山町

鳩山町

越生町

飯能市

飯能市

飯能市

毛呂山町

分類

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

金融支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【嵐山町小規模事業者等応援給付金】
（対象事業者）
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月から7月までのいずれかの月の
売上高が前年同月比で、20%以上50%未満減少している事業者（対象月は減少率が最も
大きい月を対象とする。）
嵐山町HP：
http://www.town.ranzan.saitama
2. 令和2年3月31日までに事業を開始している事業者
.jp/0000005137.html
3. 給付金の支給後も事業活動を継続する意思がある事業者
（支給額 ） 上限10万円
※対象月の売上高減少額が10万円に満たない場合は1,000円未満を切り捨てた減少額
分を支給する。
（申請期間） 令和2年6月15から8月14日まで（郵送の場合当日消印有効）

支援金

【町内事業者応援事業】
外出自粛や需要の落ち込みの影響を受け、売上が前年同月比で20％以上減少した町
内の中小企業等に対して、法人は10万円、個人事業者は5万円を給付。国が実施して
いる持続化給付金とは別に実施します。なお、国の持続化給付金と重複給付は可能で
す。

鳩山町HP：
http://www.town.hatoyama.saita
ma.jp/kinkyu/1591863277464.ht
ml

支援金

【越生町小規模事業者支援給付金】
（対象事業者）
・町内に本社または主たる事業所がある小規模事業者
または個人事業主で、 1年以上継続して事業を行っていること
・常時使用する従業員の数が20人 （商業またはサービス業は5人）以下であること
・個人事業主で、主たる収入が事業収入であること
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、 令和2年2月から5月のいずれか1か月の
における 売上高が前年同月と比較して20％以上50％未満の割合で減少していること
（給付額）1事業者につき10万円（1事業者あたり1回まで申請可）
（申請期間） 令和2年6月22日（月曜）～9月30日（水曜） 当日消印有効

越生町HP：
http://www.town.ogose.saitama.
jp/kamei/sangyokanko/kankosh
oko/gyomuannai/sodan/158752
4063448.html

【飯能市テイクアウト等導入支援補助金】
（対象者）
市内に主たる事業所があり、緊急事態宣言が出された4月7日以降に、新たにテイクア
ウト又はデリバリーを始める(始めた)飲食事業者。
飯能市HP：
宅配等への支
https://www.city.hanno.lg.jp/arti
（対象となる経費）
援
テイクアウト又はデリバリーを始めるためにかかる経費のうち、広告宣伝費、消耗品費、 cle/detail/4588
人件費、器具備品費が対象となります。
（補助金額） 補助対象経費の9/10(上限額10万円)
（申請期間） 令和2年6月15日(月)～令和2年10月30日(金)

支援金

融資

支援金

【小規模事業者応援金】
（交付額）
1事業者につき一律10万円
（対象者）
①中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であること
(常時雇用する従業員数が小売業・卸売業・サービス業は5人以下、その他の業種は
20人以下)
②市内に主たる事業所があること
③事業開始から3か月以上経過していること
④令和2年6月14日までに事業を開始しており、令和2年3月から同年9月までのいずれ
かの月の売上高が、前年同月と比較して20%以上減少していること。
（申請期間）
令和2年6月15日(月)～令和2年10月30日(金)

飯能市HP：
https://www.city.hanno.lg.jp/arti
cle/detail/4555

【飯能市中小企業小口資金利子助成金】
（対象事業者）
飯能市中小企業小口資金融資の対象となり、埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資
金において無利子の融資が受けられない小・中事業者(個人事業主を除く)
（支援内容）
飯能市HP：
①融資限度額の引き上げ
https://www.city.hanno.lg.jp/arti
(現行)1,250万円⇒(引上げ後)2,000万円
cle/detail/4612
②利子の助成
融資実行後、最初の1年間に支払うこととなる利子支払額を全額補助します。
（融資取扱期間）
令和2年6月15日(月)～令和2年10月30日(金)
【毛呂山町がんばるお店（事業者）応援金】
（対象者）
・町内に本社または本店があり、中小企業基本法第2条第1項各号および第5項に規定
する事業者で、かつ経済センサスにおける対象事業所であること。
・新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年3月から同年5月までのいずれか1か月
の売上高が、前年同月の売上高と比較して20%以上減少していること。
・今後も事業継続を目指していること。
（給付額）
1事業者につき10万円
（受付期間）
令和2年6月15日（月）から7月31日（金）まで（当日消印有効）

毛呂山町HP:
http://www.town.moroyama.sait
ama.jp/www/contents/1590398
477112/index.html
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都道府県

埼玉県

市町村等

鶴ヶ島市

分類

金融支援

埼玉県

吉見町

経営支援

埼玉県

吉川市

経営支援

埼玉県

埼玉県

埼玉県

白岡市

白岡市

入間市

経営支援

金融支援

経営支援

分類２

融資

支援金

支援内容・水準

【鶴ヶ島市新型コロナウィルス感染症対策緊急特別融資】
（対象）
市内に事業所等を有する中小企業者・個人事業主（市内で1年以上同一事業を継続して
いること）
（融資限度額） 1,000,000円／1事業者
鶴ヶ島市HP：
（利率） 3年間無利子（4年目～固定金利0.8％）
https://www.city.tsurugashima.l
（融資期間） 5年以内（据置1年以内）
g.jp/page/page007140.html
（用途） 運営資金
（償還方法） 原則として、元金均等分割返済
（保証人・担保） 不要
（信用保証・信用保証料） 不要
（申込み期間） 6月12日～12月28日
【吉見町中小企業者等緊急支援金】
（支援対象）
町内で事業を営み、今後も事業継続の意思がある中小企業者等
（交付要件）
①町内に主たる事務所を有する法人、町内に住所及び事業所を有する個人事業主
②新型コロナウイルス感染症の拡大に起因して、原則として月間の売上が前年同月で
２０％以上減少していること
（支援金額） １事業者に対し１０万円（１回限り）
（申請期限） 令和２年８月３１日（月）※消印有効

新規取組・経営 【新型コロナウイルス感染症対応事業支援補助金】
改善等経費補 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、市内事業者が新たな需要へ対応するた
助
めに実施する取組に要する経費に対し、上限１０万円（補助率10/10)を補助

固定費補助
新規雇用

URL

吉見町HP：
http://www.town.yoshimi.saitam
a.jp/pickup/H31/coronavirus/ty
usyo_kigyo_kinkyu_shienkin.html

吉川市HP
https://www.city.yoshikawa.sait
ama.jp/index.cfm/26,81072,129,
735,html

【事業所賃料等補助金】
新型コロナウイルス感染症拡大により経営により経営に影響を受けた中小企業者等に
対し、その経済的負担の軽減をし、事業継続の支援を図るため事業所等に係る賃料を 白岡市HP
http://www.city.shiraoka.lg.jp/it
補助
em/22919.htm#ContentPane
・市内事業所等に係る一ヶ月分の賃料
・上限１０万円（補助率10/10)

【中小企業信用保証料補助金】
新型コロナウイルス感染症拡大に起因して令和２年４月３０日以前にセーフティネット第
信用保証料補 ４号、第５号及び危機関連保証に基づき融資を受けた事業者に、埼玉県信用保証協会 白岡市HP
http://www.city.shiraoka.lg.jp/it
助
に支払った信用保証料に対して補助
em/22924.htm#ContentPane
・支払った信用保証料額
・上限１０万円（補助率10/10)

支援金

【入間市小規模事業者等追加支援事業給付金】
（対象者）
・入間市内に本社または主たる事業所を有する小規模事業者
・令和2年1月から同年12月までのいずれかの月の売上高が、前年同月の売上高と比較
して20%以上減少していること。
（給付額）
1事業者につき10万円
（申請期間）
令和2年5月18日から12月25日

入間市HP
http://www.city.iruma.saitama.jp
/shisei/bousai/1010191/10111
24/1011287.html

千葉県では新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている
県内中小企業に、幅広く、かつ、重点的に支援するため、最大30万円を支給

千葉県

千葉県

休業等支援

千葉市

経営支援

支援金

〇対象：新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年と比較して50％以上減少
した県内中小企業者
（※）ただし、県の休業要請に応じて頂けない場合は別途の取り扱いになります
○支給金額
①令和２年４月２２日から令和２年５月６日及び令和２年５月９日から令和２年５月３１日
までの全ての期間について要請に応じている場合
千葉県ＨＰ
・賃借している事業所がない場合２０万円
https://www.chiba・１事業所を賃借している場合３０万円
shienkin.com/
・複数の事業所を賃借している場合４０万円
②令和２年４月２２日から令和２年５月６日までの全ての期間についてのみ要請に応じ
ている場合
・賃借している事業所がない場合１０万円
・１事業所を賃借している場合２０万円
・複数の事業所を賃借している場合３０万円
③令和２年５月９日から令和２年５月３１日までの全ての期間についてのみ要請に応じ
ている場合
・一律 １０万円

飲食店のデリバリー対応支援事業（千葉市飲食宅配代行業者利用支援補助金）
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市内飲食店を支援す
宅配等への支 るため、飲食店が宅配代行業者を利用するにあたって要する初期登録費用、月額手数
援
料の一部を助成
（1）初期費用：飲食宅配代行業者の利用に係る登録手数料
（2）月額費用：飲食宅配代行業者の利用に係る月額手数料

千葉市HP
https://www.city.chiba.jp/keizai
nosei/keizai/promotion/delivery
hojo.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

千葉県

市川市

休業等支援

支援金

千葉県

松戸市

経営支援

支援内容・水準

URL

市川市ＨＰ
休業・短縮営業やその他新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る取り組みを支援
http://www.city.ichikawa.lg.jp/c
するため、「市川市事業者緊急支援事業臨時給付金を交付。２０万円を上限として交付 ommon/000332900.pdf

新型コロナウイルス対策売上回復支援補助金
新規取組・経営 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが減少している中小企業者等が実 松戸市HP
https://www.city.matsudo.chiba.
改善等経費補 施する外出自粛に対応した売上回復に資する新たな取り組みに対する経費の一部を補 jp/jigyosya/chushoncov/shinbiji
助
助
nesu.html
補助率：5分の4、上限額：100万円
新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる給食食材納入市内業者への支援

千葉県

野田市

経営支援

支援金

千葉県

茂原市

休業等支援

支援金

対象
現在事業しており、平成31年4月に納入した実績のある野田市立小中学校用の給食食
材納入市内業者（個人事業者を含む）
支援金の交付金額
平成31年4月分の野田市立小中学校用の給食食材納入実績額の25パーセント

野田市HP
https://www.city.noda.chiba.jp/ji
gyousha/1012128/1025874.htm
l

新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金
茂原市HP
4月22日から5月6日に千葉県の休業要請感染防止対策を行った、茂原市内の中小企業 http://www.city.mobara.chiba.jp
/0000005904.html
（個人事業含む）10万円（1店舗あたり） 最大30万円
成田市中小企業等緊急支援給付金

千葉県

成田市

経営支援
感染予防

支援金

新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響により、経営の安定に支障が生じている中
小企業や個人事業主を緊急的に支援するほか、休業や営業時間の短縮、店舗の消
毒、消毒液の購入など、感染症予防に対する取り組みについて給付。
成田市HP
https://www.city.narita.chiba.jp/
給付対象
市内において事業を営む中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業及び個人事業 content/000094602.pdf
主
農林漁業は、会社法第2条第1号に定める会社又は有限会社に限る。
給付額
1事業者当たり30万円

千葉県

鎌ケ谷市

経営支援

支援金

市独自支援対策】経営支援給付金
令和2年1月から12月のうち、任意の1カ月間の売り上げが前年同月と比較して3分の1
以上減少した事業者に10万円を支給。
上記の国や県の制度では、売り上げが50%（2分の1）以上減少した事業所を対象として
いるため、これらの制度の対象にあてはまらない事業所も、市の経営支援給付金制度
の対象となる場合がある。

千葉県

佐倉市

経営支援

減収補填

小規模事業者応援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上が前年同月比50％以上減少してい
る小規模事業者に対して、100千円を給付。ただし、県の休業要請対象業種の場合、休
業要請に協力していない小規模事業者は除く。

千葉県

佐倉市

経営支援

千葉県

君津市

休業等支援

千葉県

富里市

経営支援

鎌ケ谷市ＨＰ
https://www.city.kamagaya.chib
a.jp/kenko-fukushi/kenkoiryo/kansenshou/coronavirus/s
hien/kigyoushien/jyoseihojyo.ht
ml#cmskeieishienkyufu

商業・サービス業応援寄付プロジェクト
新規取組・経営
民間事業者のアプリサービスを活用し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた
改善等経費補
市内商業・サービス業者（飲食店等）への代金先払い及び寄付を募ることで、事業者の
助
事業継続及び収束後の回復を支援。

支援金
※県事業上乗せ

支援金

千葉県

南房総市

生活支援

無償提供

千葉県

南房総市

経営支援

支援金

【君津市独自支援策】君津市中小企業等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業や個人事業主 君津市HP
に対し、新型コロナウイルス感染症が収束するまで事業を継続することができるよう、千 https://www.city.kimitsu.lg.jp/si
te/covid-19-info/28954.html
葉県中小企業再建支援金に上乗せする支援金を給付。
1対象あたり10万円（支給は1回を限度）
富里市小規模事業者緊急経営支援交付金
「飲食業に関連する小規模事業者」の皆様を富里市独自の交付金で応援
小規模事業者でかつ本店が市内にある法人または、市内に住所がある個人事業主
１事業者につき１０万円

富里市ＨＰ
http://www.city.tomisato.lg.jp/c
msfiles/contents/0000011/112
59/pamphlet.pdf

新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため長期化する休園・休校により、長時間自宅
で過ごす子どもたちの生活習慣や、育児にあたる家庭の疲労やストレスなどを懸念し、 南房総市HP
http://www.city.minamiboso.chi
食による子どもたちへの支援を行う。
給食センターで調理した食事を容器に詰め、幼稚園や小中学校の教職員が、各地区の ba.jp/0000013424.html
集会場などを使い、子どもたち一人ひとりに配付。食材費は徴収しない。

新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受け、売上げが減少した中小企業
等の事業継続及び雇用の維持を支援するため、最大100万円を支給。
※現在、準備中

南房総市HP
http://www.city.minamiboso.chi
ba.jp/0000013451.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

千葉県

千葉県

市町村等

南房総市

南房総市

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【南房総市版】中小企業等持続化給付金（最大100万円）
市内事業所の売上げの減少額や従業員数、事業運営のための事業所（底地を含む）の
賃借状況に応じて、最大100万円の給付金を交付します。 なお、申請は1事業者につき
1回限りとなります。
基本額
・売上減少額10万円につき1万円を支給します。 【最大50万円】
南房総市
HPhttp://www.city.minamiboso.
・加算額
chiba.jp/0000013457.html
(1)従業員数による加算 【最大30万円】
市内事業所における従業員の雇用1名につき1万円を加算します。
(2)事業所の賃借による加算 【最大20万円】
※加算額のみの交付はありません。
市農林水産課で実施する南房総市新型コロナウイルス対応農業・水産業持続化給付金
との併用はできません。

支援金

【南房総市版】農業・漁業持続化給付金（最大80万円）
新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受け、売り上げが減少した農業・
水産業の事業継続と雇用の維持を支援するため、南房総市新型コロナウイルス対応農
業・水産業持続化給付金を交付します。
対象は、農業者は、年間の農作物販売金額が50万円以上である人。漁業者は、市内 南房総市HP
http://www.city.minamiboso.chi
漁業協同組合の正組合員（漁獲共済加入者は除く。）である人。
ba.jp/0000013505.html
令和2年3月から令和2年6月までのうち、いずれか1か月の売り上げが、前年同月比2
分の1以下に減少し、かつ、10万円以上減額した人が対象。
売上減少額に応じて基本額1万円～50万円＋加算額従業員（正規雇用）数により30万
円、最大合計80万円。
香取市 子育て世帯 応援 給付金

千葉県

香取市

生活支援

支援金

◆対 象 令和２年４月 30 日 時点で香取市住民基本台帳に登載されて いる、 平成 14 香取市HP
http://www.city.katori.lg.jp/may
年 ４ 月 ２ 日から令和２年３月 31 日生まれの 子 ども を扶養している 方
or/press-release/mayor◆給付額
press2020.files/20200508子ども １人につき１万円
01.pdf
未就学児は１人につき１万円を加算
いすみ市感染防止支援金支給事業

千葉県

いずみ市

休業等支援

支援金

市内に不特定多数の人が集まって接触する可能性のある業種について感染防止対策 いすみ市HP
として休業、営業時間の短縮並びに、感染症拡大防止の取り組みを行う市内の中小企 http://www.city.isumi.lg.jp/busin
ess/post_173.html
業及び個人事業主に支援金を支給
・市が指定する不特定多数の市外誘客を伴う業種を営む事業者 最大30万円
神崎町子ども生活支援金支給事業

千葉県

千葉県

千葉県

千葉県

神崎町

長柄町

長生村

富津市

生活支援

休業等支援

経営支援

経営支援

支援金

支援金
※県事業上乗せ

長柄町企業等応援給付金（町独自支援策）
（対象）千葉県が支給する、「千葉県中小企業再建支援金」に町が１事業者１０万円を上
長柄町ＨＰ
乗せ支援。
https://www.town.nagara.chiba.j
対象となる事業者は、売上が前年同月（令和２年１月から令和２年７月のうち任意のひ p/site/corona2020/4561.html
と月）と比較して、５０％以上減少した長柄町内に本社・本店を有する中小企業（個人事
業主含む）

支援金

長生村中小企業等再建支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が大きく減少している事業者に対して支
援金を給付。
長生村
http://www.vill.chosei.chiba.jp/0
支援金額：1事業者あたり10万円
000001208.html
対象者：村内中小企業者、小規模事業者、個人事業主
要件：売り上げが前年同月比50％以上減少した事業者
その他：申請手続き等詳細は未定。

支援金

事業者緊急支援臨時給付金
「千葉県中小企業再建支援金」の対象とならない事業者で売り上げが前年同月比20％ 富津市HP
以上減少した市内の農林水産の個人事業主を含む中小企業に１回限り１事業者に５万 http://www.city.futtsu.lg.jp/000
円を支給する（市内の約950の農林水産事業者、約800の中小企業が対象となる見込 0006071.html
み）。
多古町 国の特別定額給付金の対象とならない子供に支援金給付

千葉県

多古町

生活支援

神崎町HP
https://www.town.kozaki.chiba.j

子育て世帯の家計の負担を少しでも軽減するため、緊急対策として神崎町独自に町内 p/02kodomo/2020-0428-1444在住の高校生までの子ども（687人）の保護者に対し、子ども1人に対して10,000円を支 10.html
給する「子ども生活支援金」を創設。

支援金

◆対 象
令和２年４月 ２８ 日以降に生まれの第１子、第２子。
※第３子以降の子は出産時や入学時に別途支援制度（総額１００万円相当のお祝い金
支給制度）を設けているため対象外。
◆給付額 子ども１人につき１０万円給付。
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都道府県

千葉県

市町村等

鴨川市

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

中小企業再建支援金に上乗せ
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者など
（個人事業主を含む）を支援するため、千葉県が実施する中小企業再建支援金の給付
を受ける事業者に対し、上乗せ給付を行います。
■対象者 千葉県中小企業再建支援金の給付を受ける事業者（売上高が前年同月と
比較して50％以上減少していること）
（1）賃借している事業所がない事業者
（2）1事業所を賃借している事業者
（3）複数事業所を賃借している事業者
区分 県交付額 市交付額 計
（1） 200,000円 100,000円 300,000円
（2） 300,000円 150,000円 450,000円
（3） 400,000円 200,000円 600,000円
■注意 千葉県の休業要請対象業種の場合、休業要請にご協力いただくことが給付の
要件となります。また、休業要請については、全期間協力いただくことが基本ですが、一
部の期間ご協力いただいている場合は、上記交付額から減額されます。
千葉県の中小企業再建支援金に上乗せ（貸借自事業所が無い場合10万円、1事業所を
貸借している場合15万円、複数の事業所を貸借している場合20万円。

鴨川市HP
http://www.city.kamogawa.lg.jp/
kinkyu/korona/sienjyohou/1587
098078722.html

※県事業上乗せ

袖ケ浦市HP

千葉県

袖ケ浦市

経営支援

支援金

袖ケ浦市飲食店支援事業臨時給付金
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
けている飲食店の負担軽減を図るため、条件に当てはまれば臨時給付金として1営業 https://www.city.sodegaura.lg.jp
/soshiki/shoukou/insyokutensi
所につき10万円を交付。
en-kyuhukin.html

中小企業向け宅配支援事業補助金

千葉県

木更津市

経営支援

支援金

新 木更津市HP
型コロナウィルス感染症拡大防止への対応により、宅配サービス等を実施する事業者
が増加する中、事業者の負担軽減を図るため、宅配サービスに対する補助金制度を開
始。
https://www.city.kisarazu.lg.jp/ji
gyosha/chusho/shien/1006758.

決済方法に応じて、補助額を決定。ただし、一月あたりの交付限度額は6万円 html
とし、補助対象期間内の交付限度総額は42万円
農業者・漁業者事業継続支援金
千葉県

鋸南町

経営支援

支援金

鋸南町HP

大きな影響を受けた農業者に対し、感染症が収束す
るまで事業が継続することができるよう給付金10万円を支給する（国の持続化給付金の https://www.town.kyonan.chiba.j
p/site/corona/4039.html
交付決定を受けている方）。
中小企業等事業継続

千葉県

鋸南町

経営支援

支援金

千葉県

鋸南町

生活支援

商品券等活用

千葉県

鋸南町

生活支援

無償提供

大きな影響を受けた中小企業や個人事業主に対し、感 鋸南町HP
染症が収束するまで事業が継続することができるよう給付金10万円を支給する（国の持 https://www.town.kyonan.chiba.j
続化給付金並びに千葉県中小企業再建支援金のいずれかもしくは両方の交付決定を p/site/corona/4900.html
受けている方）。
地域商品券の配布

鋸南町HP

落ち込んだ地域経済の活性化及び町民の消費活動
の支援を図るため商品券を1人あたり5,000円分（1,000円券×2枚、500円券×6枚）配布 https://www.town.kyonan.chiba.j
p/site/corona/4039.html
します。
鋸南町HP

水道料金の基本料金免除
5月使用分から7月使用分までの水道の基本料金を免除します。 https://www.town.kyonan.chiba.j
p/site/corona/4039.html

千葉県

館山市

経営支援

支援金
※県事業上乗せ

館山市中小企業等事業所家賃支援助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売り上げが前年同月比で50％以上減少し 館山市HP
https://www.city.tateyama.chiba
ている館山市内に所在する中小企業等で、千葉県の中小企業支給金の事業所を貸借 .jp/shoukan/page100386.html
している場合の支給金を受けた者に助成金を支給。

館山市中小企業融資制度事業〔新型コロナウイルス感染症対策資金〕
利子補給
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上等が減少している中小企業者の資金
信用保証料補 繰りを安定化させるため、保証料、利子を補給し、返済元金の一部を助成します。
助
特に、融資制度活用を躊躇している小規模事業者を幅広く支援するため運転資金の
貸付限度額を500万円、据置期間1年間とし貸付件数の拡大を図ります。

館山市HP
https://www.city.tateyama.chiba
.jp/shoukan/page100387.html

千葉県

館山市

金融支援

千葉県

袖ケ浦市

経営支援

支援金

袖ケ浦市中小企業支援臨時給付金
新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上が大きく減少したものの、国や県の給付
金を受けられない、売上減少率が20％以上50％未満の地元中小企業を対象に10万円
を支給します。

千葉県

南房総市

経営支援

PR支援

インターネットを活用した地域産品等の販売支援
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ消費を支援するとともに商品の新た 南房総市HP
https://www.city.minamiboso.ch
な販路開拓のため、インターネット版『南房総アンテナショップ』を開設
iba.jp/0000013485.html

袖ケ浦市HP
https://www.city.sodegaura.lg.jp
/soshiki/shoukou/tyuusyourinjikyuhukin.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

休業等の対象となる施設を運営されている方で 、 休業等に全面的に協力いただける都
東京都ＨＰ
内中小企業及び個人事業主の皆様に対して支給。
東京都

休業等支援

https://www.sangyorodo.metro.tokyo.jp/attention/2

支援金

・感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協 020/0415_13288.html
力する中小の企業者を対象に50万円（2事業以上有する事業者は100万円）

東京都

東京都

経営支援

休業等支援

宅配等への支
援

支援金

大きく売り上げが落ち込んでいる都内中小飲食事業者が、新たなサービスにより売り上
東京都ＨＰ
げを確保する取組に対し、経費の一部を助成。

https://www.metro.tokyo.lg.jp/t
osei/hodohappyo/press/2020/

・飲食事業者が新たに宅配・テイクアウトの始める際の初期費用として、１事業者あたり 04/22/12.html
最大100万円
「STAY HOME週間」に商店街の加盟店が一体で取り組む「自主休業」に対し、奨励金の
交付。以下の取組に加え、必要に応じ、商店街の状況を踏まえた取組を行うなどして、
一斉休業、輪番休業等を実施すること。
•加盟店舗への休業の協力依頼
•ポスター・ホームページ等による休業告知
•巡回などによる自主休業日の状況確認

東京都ＨＰ
https://www.bousai.metro.tokyo
.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1
007766.html

・50万円／日（最大400万円）※隣接した2つの商店街で合わせて申請の場合は、それぞ
れ50万円／日

東京都

東京都

東京都

金融支援

金融支援

金融支援

融資
利子補給

事業活動に影響を受けている農業者に対する金融支援
＜農業特別対策資金（農業近代化資金）＞
貸付対象者（要件）
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
・最近3か月間の売上実績又は今後3か月間の売上見込が令和元年12月以前の直近
同期と比較して5％以上減少していること。
資金使途
・農業経営維持のために必要な種苗や肥料、薬剤等の購入費
・経営の安定維持に必要な中～長期運転資金 等
貸付限度額
・法人：1,000万円、個人：200万円
貸付利率
・0％（東京都が基準金利相当額を利子補給することにより、無利子とする）
償還期間（据置期間）
・5年（1年）

東京都HP
https://www.metro.tokyo.lg.jp/t
osei/hodohappyo/press/2020/
04/28/11.html

融資
利子補給

事業活動に影響を受けている林業者に対する金融支援
＜災害等対策資金（林業近代化資金）＞
貸付対象者（要件）
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
・最近3か月間の売上実績又は今後3か月間の売上見込が令和元年12月以前の直
近同期と比較して5％以上減少していること。
資金使途
・経営の安定維持に必要な中～長期運転資金 等
貸付限度額
・法人：1,000万円、個人：200万円
貸付利率
・0％（東京都が基準金利相当額を利子補給することにより、無利子とする）
償還期間（据置期間）
・5年（1年）

東京都HP
https://www.metro.tokyo.lg.jp/t
osei/hodohappyo/press/2020/
04/28/11.html

融資
利子補給

事業活動に影響を受けている漁業者に対する金融支援
＜漁業特別対策資金（漁業近代化資金）＞
貸付対象者（要件）
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
・最近3か月間の売上実績又は今後3か月間の売上見込が令和元年12月以前の直近
同期と比較して5％以上減少していること。
資金使途
・漁業経営維持のために必要な漁具購入費、水産動植物の種苗等の購入費
・経営の安定維持に必要な中～長期運転資金 等
貸付限度額
・法人：1,000万円、個人：200万円
貸付利率
・0％（東京都が基準金利相当額を利子補給することにより、無利子とする）
償還期間（据置期間）
・5年（1年）

東京都HP
https://www.metro.tokyo.lg.jp/t
osei/hodohappyo/press/2020/
04/28/11.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

学校の臨時休業に伴う子供の食の確保緊急対策
各区市町村が実施する子供の食の確保緊急対策事業に対して都が財政支援

東京都

生活支援

東京都

東京都

東京都

雇用支援

千代田区

中央区

金融支援

金融支援

東京都

港区

金融支援

東京都

港区

経営支援

東京都

港区

経営支援

東京都

新宿区

金融支援

無償提供

・事業実施主体
区市町村
・補助対象者
新型コロナウイルス感染症及び学校等の臨時休業に伴い、子どもの食の確保
への緊急対応として、在宅の子どもやその保護者を対象に食事の提供を行う
事業者等
・補助対象事業
令和2年5月7日から同年5月31日までの間に、市内において新型コロナウイル
ス感染症及び学校等の臨時休業に伴い、在宅の子どもやその保護者を対象
に食事の提供を行う事業
・補助金額
補助対象経費の総額から寄附金その他の収入額を控除した額（上限10万円）

東京都HP
https://covid19.supportnavi.met
ro.tokyo.lg.jp/service/jW1QpiZ5
1hw1X6jG

新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由として、国の雇用調整助成金等を活用
し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を支給
・対象者
都内に雇用保険適用事業所を置く事業主等（中小企業）
※事業主が雇用保険適用事業主ではない場合は、都内にある労働者災害補償保険
適用事業場の事業主であること。また、雇用保険適用事業主でなく、労働者災害補償保
険の適用を受ける事業主にも該当しない都内にある暫定任意適用事業場の場合は、当
該事業場を管轄する農業等個人事業所に係る証明書の添付がある事業主であること
・交付要件
以下の２つの要件を満たすこと
（１）国から以下のア又はイ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」もしくは「緊急雇用安定助成金」
イ 「両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース）」
もしくは「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」
（２）次のア及びイの取組計画を作成し、１か月間の取組期間中に実施すること
ア 非常時における雇用環境整備に関する事項（事業継続、勤務制度）
（例：テレワーク制度や時差勤務制度の導入など）
イ その他非常時対応として確認しておくべき事項
（例：マスク等の備蓄計画の作成、緊急連絡網の作成など）
・支給金額
１事業所 10万円（1回のみ）

東京都HP
https://www.hataraku.metro.tok
yo.lg.jp/kansensyo/seibisyorei/

融資

【緊急経営支援特別資金（新型コロナウイルス感染症対応）】
新型コロナウイルス感染症の流行により、売り上げが減少(前年同月に比して3％以上
減少)し業績が悪化している区内の中小企業者を対象。
・融資限度額１千万円

https://www.city.chiyoda.lg.jp/k
oho/shigoto/jigyosho/shiencoronavirus.html

融資

【新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金】
中央区商工業融資制度の基本要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当すること
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が前年同期と比較し https://www.city.chuo.lg.jp/sigo
to/kigyohenoyusi/kinkyutokube
て減少していること
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が平成31年1月から tsusikin.html
令和元年12月までの月平均の売上高等と比較して減少していること
・融資限度額１千万円

融資

【新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん（港区制度融資）】
・ 最近１か月間の売上高が前年同月比で 10％以上減少
・資本金１千万円以下又は、従業員 100 人（小売業、卸売業、サービス業は 30 人）以
下
・あっせん金額 500 万円以内

支援金
※国事業上乗せ

http://www.minatoala.net/topics/2020/200303.ht
ml

【港区テイクアウト・デリバリー導入商店街店舗応援事業補助金】
http://www.minato宅配等への支
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、区内商店会加盟店舗が新たに取り組む「テイク ala.net/guide/shien_s/takeout_d
援
elivery.html
アウト・デリバリー事業」に要する費用の4/5（80万円上限）を補助。

固定費補助

【港区店舗等賃料減額助成金交付制度】
新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により売上げが減少している店舗や事務所等 https://www.city.minato.tokyo.jp
/keieisoudan/chinryojosei/josei
のテナント（店舗等賃借人）に対して、テナントのオーナー（賃貸人）が賃料を減額した場 .html
合に、減額した賃料の一部(1/2 上限月額15万円)を助成

【新宿区中小企業向け制度融資 商工業緊急資金（特例）】
融資
新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化 https://www.city.shinjuku.lg.jp/ji
利子補給
gyo/sangyo01_000001_00011.ht
をきたしている、 又は悪化が見込まれ資金繰りが必要となる、区内中小企業者
信用保証料補
ml
・あっせん金額 500 万円以内
助
・利子と信用保証料を区が全額補助
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

東京都

新宿区

経営支援

固定費補助

【新宿区店舗等家賃減額助成】
区内事業者の事業継続を支援するため、賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できる http://www.city.shinjuku.lg.jp/jig
yo/sangyo01_000001_00017.htm
ように店舗等家賃を減額した場合に、賃貸人に対して減額した家賃の一部(1/2 上限月 l
額５万円)

東京都

文京区

経営支援

固定費補助

【文京区中小企業者 緊急家賃助成事業】
休業又は営業時間の短縮を行う区内中小企業者に対し、店舗の賃料の一部(4/5以内
※ 限度額：代表者が区民の場合は20万円、代表者が区民以外の場合は10万円)を助
成。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/te
tsuzuki/coronakinkyukeizaitaisa
ku/yachinjosei.html

融資
利子補給

【新型コロナウイルス対策緊急資金】
・直前1か月間の売上高が前年同期に比べ5％以上減少
・融資限度額１千万円
・利子を区が全額補助

https://www.city.bunkyo.lg.jp/sa
ngyo/chushokigyo/yuushi/toku
betusoudanmadoguti.html

東京都

文京区

金融支援

東京都

台東区

経営支援

東京都

台東区

金融支援

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

墨田区

江東区

江東区

江東区

品川区

【商店街新型コロナウィルス感染症緊急対策支援】
https://www.city.taito.lg.jp/inde
販売促進経費 商店街の3密（密閉・密集・密接）状態の回避に繋がるソーシャルディスタンスの確保等、 x/kurashi/shigoto/shotengaishi
nko/shotengain_shien/corona.ht
補助
感染症拡大防止に資する取り組みを支援。
ml
・補助率 10割（全額）

融資

【台東区経営持続化特別資金】
https://www.city.taito.lg.jp/inde
区内に主たる事業所を有すること（法人は営業の本拠かつ本店登記） 区内で1年以上、 x/kurashi/shigoto/kinyukeieishi
en/yushiseido/tokubetsuseido/
同一場所で同一事業を営んでおり、今後も区内で営業を続けること
020518taiji.html
・あっせん金額 500 万円以内

金融支援

【新型コロナウイルス感染症緊急対策資金（業績が悪化している区内中小企業者向
け）】
資金使途：運転資金
限度額：1,000万円
融資
信用保証料補 利率：年2.0パーセント
貸付期間：6年以内（据置12か月以内を含む）
助
区の補助（利子）：1.8パーセント
区の補助（信用保証料）：全額補助
受付期間：令和2年9月30日まで

https://www.city.sumida.lg.jp/sa
ngyo_matidukuri/sangyo/yuusi/
ta60100020.html

経営支援

【江東区持続化支援家賃給付金】
給付金額：一律30万円（1申請者につき1回のみ）
給付の方法：指定口座への振込み
＜支給対象要件＞
中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
東京都感染拡大防止協力金の申請要件を満たしていないこと 他
受付期間（必着）：令和2年6月22日（月曜日）から7月31日（金曜日）

https://www.city.koto.lg.jp/1020
20/jizokuka_yachin_intro.html

固定費補助

金融支援

【新型コロナウイルス感染症対策資金融資】
＜対象要件＞
区内に住所又は主たる事業所（法人にあっては本店又は主たる事業所）がある中小企
業者であること
東京信用保証協会の保証対象外業種（外部サイトへリンク）に該当しないこと
融資
https://www.city.koto.lg.jp/1020
他
10/sangyoshigoto/covid19/guid
信用保証料補
＜融資の概要＞
e.html
助
借入限度額：1,000万円
返済期間：6年以内（据置12か月）
貸付金利：1.9%（自己負担率：1年目0%・2年目以降0.3%）
区の補助：信用保証料100%、利子1年目1.9%・2年目以降1.6%
申請期間：令和2年3月23日～令和2年9月30日

経営支援

【江東区テイクアウト・デリバリー応援事業補助金】
＜申請要件＞
申請日時点でことみせ（江東お店の魅力発掘発信事業）に登録していること
イートインスペースを有する飲食事業者であること
宅配等への支 営業に必要な許可等を有していること（複数ある場合はすべて）
https://www.city.koto.lg.jp/1020
援
テイクアウト又はデリバリーで提供する商品において、消費者還元策を補助対象期間内 30/takeout_delivery.html
（令和2年4月1日～9月30日）に実施した飲食事業者であること
他
受付期間：令和2年6月1日～9月30日（消印有効）
補助対象期間：令和2年4月1日～9月30日

生活支援

支援金

【（仮称）しながわ活力応援給付金】
給付対象者：品川区民約40万6,000人。（中学生以下は約5万人）
給付額：区民1人当たり3万円。中学生以下には、1人につき2万円を加算し1人当たり5万
円。
申請方法：郵送申請のみとし、感染対策のため、申請窓口は設けない。
スケジュール（予定）：議決後、早急に事務を進め、申請書発送と受付を開始。

https://www.city.shinagawa.tok
yo.jp/PC/press_release/press_r
elease2020/20200601151331.html
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都道府県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

市町村等

目黒区

目黒区

大田区

大田区

大田区

世田谷区

渋谷区

分類

分類２

支援内容・水準

URL

雇用支援

【目黒区雇用安定化助成金（新型コロナウイルス感染症）】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金等の助成金を受けようとす
る区内中小企業に対し、申請に要する社会保険労務士の代行費用等を助成。
募集期間：令和2年6月1日（月曜日）から令和2年9月30日（水曜日）
※予算がなくなり次第募集終了。また、募集期間は延長する場合があり
https://www.city.meguro.tokyo.j
国補助金申請
p/kurashi/shigoto/enjo/yushias
助成対象者：区内中小企業（個人事業主含む）
支援
助成対象費用：「雇用調整助成金」「小学校休業等対応助成金」の申請に要する社会保 sen/koyouanteikajyoseikin.html
険労務士への事務手数料（代行費用等）
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である助成金を受ける場合のみ対
象
助成金額：1社1回限り 上限5万円（助成率10分の8）

経営支援

【目黒区新型コロナウイルス対策融資支援金】
新型コロナウイルスにより経営に大きな影響を受け、東京都中小企業制度融資「感染症
対応融資（全国制度）」を利用する中小企業に対して、目黒区から融資支援金を給付
給付金額：1企業10万円以内（融資金額100万円につき1万円）
＜対象要件＞
東京都中小企業制度融資「感染症対応融資（全国制度）」（融資期間5年以上の運転資 https://www.city.meguro.tokyo.j
p/kurashi/shigoto/enjo/yushi_s
金に限る。）の実行を受けること。なお、借換えは除く。
新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年同期と比して20 hienkin_2020.html
パーセント以上減少していること。
目黒区中小企業制度融資「新型コロナウイルス対策緊急融資」の実行を受けていない
こと。
他
受付開始日：令和2年5月18日（月曜日）

金融支援

支援金

融資
利子補給

【新型コロナウイルス対策特別資金】
最大5,000万円
返済期間 108か月以内（据置期間12か月以内含む）
利率 区が全額利子補給
※ 区が通常行っている他の融資あっせん制度とは別枠
申請期間：６月末まで（当面の間延長）

https://www.city.ota.tokyo.jp/sa
ngyo/topics/covid19_shiensaku.html

経営支援

【大田区商店街プレミアム付地域商品券事業補助金】
対象：商業関係団体届出書を提出した区内の商店会
商品券等活用 期間：令和2年7月1日から令和3年2月28日
補助額：上限300万円（1事業まで）
補助率：10分の10

https://www.city.ota.tokyo.jp/sa
ngyo/syogyo_sangyo/topics/pr
emium-coupon_hojokin.html

経営支援

【大田区商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金】
対象：商業関係団体届出書を提出した区内の商店会
期間：令和2年4月1日から令和3年3月31日
内容：商店会が主催する、街区内店舗（注）の販売促進や販路開拓を支援する事業
販売促進経費 注）商店会員店舗に限りません。
補助
補助額：1事業あたり上限20万円、最大3事業まで申請可能（注）
3事業×上限20万円＝最大60万円を補助
注）1事業ごとに申請が必要
補助率：10分の10
支払い方法：概算払い可

https://www.city.ota.tokyo.jp/sa
ngyo/syogyo_sangyo/topics/1.h
tml

金融支援

【世田谷区新型コロナウイルス感染症緊急融資】
資金使途：運転資金・設備資金
融資限度額：500万円以内（※）創業3ヶ月以上1年未満の事業者は300万円以内
返済期間：5年以内（据置6ヶ月以内含む）
事業者利率：0％（世田谷区が利子の全額を負担）
融資
保証人：法人の場合は代表者個人、個人の場合は原則不要（金融機関・保証協会の審
https://www.city.setagaya.lg.jp/
利子補給
査により追加で必要な場合あり）
mokuji/shigoto/003/003/d0018
信用保証料補 信用保証料：令和2年4月1日（水曜日）～令和2年9月30日（水曜日）
5236.html
助
＜対象要件＞
東京信用保証協会の保証対象業種を営み、営業上必要な許認可を取得。
次のいずれかの区市町村長の認定を受けていること。
〇セーフティネット保証第4号（新型コロナウイルス感染症）
〇セーフティネット保証第5号(業況の悪化している業種)
他

金融支援

【緊急経営支援特別資金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同
月比で10％以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年
同期に比べて10％以上減少することが見込まれるもの。ただし、区内で創業して1年未
満の法人または個人にあっては、最近1か月間の売上高等がその前月と比べて10％以 https://www.city.shibuya.tokyo.j
p/jigyosha/syoko_rodo_soudan/
上減少しており、かつ、引き続きその後今後1か月間の売上高等が10％以上減少するこ yushijosei/corona_yushi.html
とが見込まれるもの。
・融資限度額：2,000万円以内
・貸付利率：無利子（区が利子の全額を負担）
・貸付期間：7年以内（据え置き12か月を含む）

融資
利子補給
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都道府県

東京都

東京都

東京都

市町村等

中野区

中野区

杉並区

分類

金融支援

金融支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

融資

【中野区産業経済融資】
中野区が実施する無利子の融資制度で、開業から1年以上経過した区内の事業者が対
https://www.city.tokyo象。
nakano.lg.jp/dept/162000/d028
・利率：最大7年間無利子
617.html
・限度額：最大3000万円
・返済期間：7年間

融資

【小規模事業者経営改善資金（マル経）】
通常のマル経融資に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した
小規模事業者を支援するため、別枠1,000万円の融資の範囲内で当初3年間、通常の貸
https://www.tokyo付金利の引き下げを実施。利子の本人負担率が0%となるように、区が3年間利子補給を cci.or.jp/nakano/marukei
行う。
・融資限度額 別枠1,000万円（運転資金・設備資金）
・区の負担率 （利子全額分）0.31パーセント（3年間）

固定費補助

【杉並区中小事業者の店舗家賃負担助成制度】
新型コロナウイルス感染症の発生による外出自粛要請影響により、来店者の大幅な減
少に伴う売上の減少等が生じた中小事業者が営む杉並区内の店舗の家賃負担軽減を
図るため、家賃減額を実施したオーナー（賃貸人）に、減額した家賃の一部を助成しま https://www.city.suginami.tokyo
.jp/guide/shigoto/covidす。
19/1060258.html
1.家賃減額（令和2年4月分・5月分の家賃を減額、今後返還、相殺する場合が対象）
2.申請（申請書類：申請書・合意確認書の写し・賃貸契約書の写し・納税証明書）
3.助成（家賃減額分の2分の1（1店舗につき上限20万円））
【杉並区廃業経費補助金制度】
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむなく事業を廃業された個人事業者等の方 https://www.city.suginami.tokyo
.jp/guide/shigoto/covidへ、廃業後に発生した店舗の家賃相当分の費用を補助します。
補助額は、区内に所在し廃業した店舗の賃貸借契約の解除に伴い生じた解約違約金、 19/1060259.html
廃業日の属する月以降の賃借料や共益費の合計額。補助金の上限は90万円。

東京都

杉並区

経営支援

固定費補助

東京都

豊島区

金融支援

融資
利子補給

「新型コロナウイルス感染症対策緊急資金」
・融資限度額：1,000万円
・返済期間：60か月以内（据置期間12か月を含む）
・利率：固定金利１．５％（区が全額利子補給）

https://www.city.toshima.lg.jp/1
22/2002141940.html

「小企業・小企業借換資金 新型コロナウイルス感染症対策特例」
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受けている事業者を対象
に、小企業・小企業借換資金ご利用時の信用保証料の補助の拡充。
東京都

豊島区

金融支援

融資
利子補給

東京都

北区

金融支援

融資
利子補給

【北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金】
(1)融資限度額 1,000万円 ※創業3か月以上1年未満の方は500万円
(2)融資期間 5年以内（据置期間12か月以内を含む。）
(3)利子補給 1年目1.9％（本人負担0％） 2年目以降1.5%（本人負担0.4%以内）

利子補給

【荒川区新型コロナウイルス対策特別融資】
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月から当該月の任意の連続する2か月
間の中で、売上高が、前の月より後の月が落ち込んでいる中小企業者。
https://www.city.arakawa.tokyo.
融資あっせん限度額500万円（商品・原材料の仕入、外注費、従業員の給料、地代・家 jp/smph/sangyo/yushi/yushi_c
ovid19/corona.html
賃、リース料等の短期的・流動的な資金の、4か月相当分以内）
返済期間5年以内(据置1年を含む)
負担金利本人負担金利0.6パーセント(区負担金利1.3パーセント)

https://www.city.toshima.lg.jp/1
22/2002141940.html

http://www.city.kita.tokyo.jp/sa
ngyoshinko/yushi_josei/corona.
html

東京都

荒川区

金融支援

東京都

荒川区

経営支援

【荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等設備投資補助】
宅配等への支 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために行う設備の設置及び新型コロ https://www.city.arakawa.tokyo.
jp/sangyo/shien/kakushuhojyok
援
ナウイルス感染症の影響で消費需要の増加が見込まれる分野への対応に資する設備 in/koronataisaku.html
の設置

東京都

荒川区

経営支援

【荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策等マーケティング事業補助】
宅配等への支 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むために行うマーケティング事業及び
援
新型コロナウイルス感染症の影響で消費需要の増加が見込まれる分野への対応に資
するマーケティング事業

東京都

板橋区

金融支援

利子補給

https://www.city.arakawa.tokyo.
jp/sangyo/shien/kakushuhojyok
in/koronataisaku.html

【新型コロナウイルス感染症対策利子補給優遇加算】
新型コロナウイルス感染症対策にかかる資金対策として、区産業融資制度を申請する
際に融資の種類ごとに定められた利子補給割合に3割を加算。（利子補給優遇加算措 https://www.city.itabashi.tokyo.j
p/bunka/chusho/soudan/1017
置）
897.html
【信用保証制度優遇加算】（対象拡大）
区産業融資制度を申請する際に融資の種類ごとに定められた利子補給割合に1割を加
算。
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都道府県

東京都

東京都

東京都

市町村等

板橋区

板橋区

練馬区

分類

経営支援

分類２

固定費補助

支援内容・水準

URL

【板橋区小規模企業者等緊急家賃助成金交付事業】
緊急事態宣言の対応による営業休止や自粛要請で、厳しい経営状況となっている区内
で事業活動する小規模企業者・個人事業主に対し、その事業活動のために事業所等を
賃借している費用（支払済の家賃）の一部を助成。
https://www.city.itabashi.tokyo.j
(対象経費)
p/bunka/chusho/yuushi/10230
・助成対象者の支払済の賃借料（家賃）【4月・5月・6月の3か月分 各月上限5万円 最 61.html
大15万円（1事業所）】
・ 月額経費の2分の1まで(「各月の賃借料（家賃）の2分の1と上限5万円を比べて少ない
金額を合計した金額（3か月分）」と「15万円」を比べて少ない金額まで)
・ 複数事業所がある場合は、3事業所まで（最大45万円）

経営支援

新型コロナウイルス感染拡大により、甚大な影響を受けている板橋区内の飲食事業者
向けに、宅配やテイクアウト等により売上を確保する取組みに要した経費の一部を助
宅配等への支 成。新たに宅配やテイクアウト等を行う際の初期経費等のうち令和2年２月1日～令和3 https://itabashi援
年1月31日までに支払われた経費助成対象経費の４／５以内（千円未満切り捨て）、限 kohsha.com/archives/14357
度額２０万円 （区内で複数店舗を営み複数の店舗で新たに宅配やテイクアウト等を行う
場合は４０万円）

金融支援

【新型コロナウイルス感染症対応特別貸付】
利子補給
新型コロナウイルス感染症の拡大により、事業活動に影響を受けている区内の中小企 https://www.city.nerima.tokyo.jp
/kusei/sangyo/jigyosha/yushi/
信用保証料補 業者向け新たな融資制度。
coronatokubetu.html
助
年利2.0％ （利用者負担 0.2％、区負担 1.8％）
信用保証料 全額区が補助

https://www.city.adachi.tokyo.jp
/chusho/koronayuushi.html

【小規模事業者経営改善補助金】(新型コロナウイルス対応特別枠)
新型コロナウイルスの対策として始めた新たな取組みや感染予防に必要となった取組
み等を行った場合に補助。
4万円から上限20万円(補助割合は支出した経費の5分の4)

https://www.city.adachi.tokyo.jp
/sshinko/shigoto/chushokigyo/sh
oukiboshin.html

東京都

足立区

金融支援

【緊急経営資金】
(新型コロナウイルス対策資金)
利子補給
売上高実績が前年同月と比較して1円以上減少している月が1か月でもあることが条
信用保証料補
件。
助
利子補助:1年目は3％まで全額補助。2年目から4年間は貸付利率の3分の2(上限1.6%)
信用保証料全額補助。

東京都

足立区

感染予防

取組経費補助

東京都

葛飾区

金融支援

【新型コロナウイルス対策緊急融資】
利子補給
5月19日から葛飾区「新型コロナウイルス対策緊急融資」の本人負担利率を0％に。すで http://www.city.katsushika.lg.jp
/business/1000071/1022815.ht
信用保証料補
に融資実行分は遡って本人負担分を利子補給。信用保証料は区が全額負担。
ml
助

経営支援

【新型コロナウイルス対策緊急支援】
「かつしかプレミアム付商品券」を販売(発行 葛飾区商店街連合会)
商品券等活用 1セット 10,000円で12,000円分(100,000セット販売)
使用期間 令和2年7月15日～令和2年12月31日
※令和2年６月15日販売終了

http://www.city.katsushika.lg.jp
/tourism/1000066/1004933/10
17266/1020163.html

金融支援

【経営向上資金融資】（ウイルス緊急対策）
新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受ける、又はそのおそれのある中
利子補給
小企業者の資金繰りを支援するため、経営向上資金融資の対象要件を拡充し、特別融
信用保証料補
資を実施
助
(利子補給)1.5%以内本人負担0.5%
(信用保証料)全額補助

https://www.city.edogawa.tokyo
.jp/e032/shigotosangyo/jigyosh
a_oen/sangyo_jigyosya/yushi_ni
ntei/koujou9.html

金融支援

【経営向上資金】（固定費支援）
利子補給
新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の https://www.city.edogawa.tokyo
.jp/e032/shigotosangyo/jigyosh
信用保証料補 政令〔令和2年政令第11号〕に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。）の流行に伴 a_oen/sangyo_jigyosya/yushi_ni
助
い、事業の縮小、休業（以下「休業等」とする）を余儀なくされ、資金繰りに困難が生じて ntei/koujou10.html
いる中小企業者。上限３００万円。

東京都

東京都

東京都

葛飾区

江戸川区

江戸川区

東京都

江戸川区

経営支援

【区内飲食店宅配サービス支援事業】(えどがわたくめし)
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う3密回避・外出自粛などで苦境に立たされてい https://www.city.edogawa.tokyo
宅配等への支
る区内飲食店を支援(江戸川区食品衛生協会に委託)。宅配サービスを行っていない飲 .jp/e032/shigotosangyo/jigyosh
援
a_oen/takumeshi.html
食店の「ごはん」を委託事業者が代行宅配。利用者は1宅配100円でサービスを利用
可。

東京都

江戸川区

経営支援

【販路拡大支援事業助成金】
https://www.city.edogawa.tokyo
販売促進経費 江戸川区内の中小企業者が、ホームページや企業紹介動画の作成、展示会等への出 .jp/e032/shigotosangyo/jigyosh
補助
展など、受発注の拡大を目的とした事業を行うに当たり、必要な経費の一部を助成。新 a_oen/sangyo_jigyosya/jyosei/h
anrokakudai.html
型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の助成内容を変更。
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都道府県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

市町村等

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

武蔵野市

武蔵野市

三鷹市

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援金

固定費補助

支援内容・水準
【八王子市事業継続緊急支援金】
中小企業、個人事業者（中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者）に対し
て、八王子市独自の支援金を支給。
①宿泊事業者へ②旅客自動車運送事業者へ③休業された食事提供施設へ④30％以
上減収した事業者へ
25万円から100万円を支給

URL

https://www.city.hachioji.tokyo.j
p/kurashi/sangyo/001/p02687
5_d/fil/keizoku-shien.pdf

【新型コロナウイルス感染症緊急対応事業者等支援事業】(八王子市テナント家賃緊急
支援金)
新型コロナウイルス感染症の影響でテナント家賃の支払いが大きな負担となっている中
小企業者の事業継続を支援 。
https://www.city.hachioji.tokyo.j
(要件)
p/kurashi/sangyo/001/p02687
・市内 で 施設（建物）を賃借している者
5_d/fil/tenant-shien.pdf
・１か月の売上高が前年同月比で５割以上減少している者 、又は、連続する３か月の売
上高が前年比で３割以上減少している者 等
(補助額)
最大15万円

経営支援

【新型コロナウイルス感染症緊急対応中小企業者支援事業】令和2年度八王子市中小
企業者パワーアップ補助金（新製品・新サービス・新技術開発支援）
新規取組・経営
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域・社会課題の解決につながることが https://www.city.hachioji.tokyo.j
p/kurashi/sangyo/001/p02687
改善等経費補
期待できる、新規性・独自性のある新製品・新サービス・新技術の開発が対象
5_d/fil/powerup-new.pdf
助
(補助率等)
補助率９／１０以内上限２００万円

経営支援

【商店街賑わい復活補助金】
市内の商店街が、感染防止対策及び訪れやすい環境の整備に係る取組を行う場合に
おいて、経費の一部を市が補助することにより、新型コロナウイルス感染症収束後の地 https://www.city.hachioji.tokyo.j
販売促進経費
p/kurashi/sangyo/001/p02687
域の経済振興の促進を図ることを目的に補助金を支給
補助
5_d/fil/nigiwai.pdf
(対象) 令和2 年4 月1 日現在、市に登録済みの市内商店会組織
(補助率) 10 分の10
(補助額) 会員数に応じて 5万円から60万円

経営支援

感染予防

生活支援

支援金

＜名称＞ 新たにテイクアウト・デリバリーを始めた飲食店への支援策（経費の一部補
助）
＜概要・目的＞ 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、対象となる市内飲食事業者
が新たにテイクアウトやデリバリーサービスを行う際に、武蔵野市が独自で１店舗あたり
最大１０万円を補助。対象となるのは、令和２年４月１日以降、新たに開始したテイクア
ウト・デリバリーの業務に直接かかる初期費用など。ただし、令和２年３月１日から申請
日の前日までに支出した経費に限る。
＜対象要件＞ ①中小企業者、小規模企業者、個人事業主または会社以外の法人で
あること。②食品衛生法の許可を得て、現に武蔵野市内で飲食店営を行っていること。
③令和２年４月１日以後、新たにテイクアウトまたはデリバリーを開始し、申請時におい
て実施し、すでに経費の支出を行っている。④税を滞納していないこと。⑤法令違反をし
ていないこと。⑥暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するもので
はないこと。
＜金額＞ １店舗あたり最大10万円。

武蔵野市HP
https://www.city.musashino.lg.jp
/kurashi_guide/shoko_nosei_ros
ei/shoko/1029002.html

支援金

＜名称＞ 武蔵野市感染拡大防止 中小企業者等緊急支援金
＜概要・目的＞ 新型コロナ感染症感染拡大防止を目的とした「東京都感染拡大防止
協力金」の対応事業者のうち、市民の日常生活を支え、感染拡大防止にご協力いただ
ける中小企業者等を対象として、武蔵野市が独自の支援金を支給し、新型コロナ感染
症拡大防止への協力を促し、あわせて中小企業者等を支援することを目的。
＜対象要件＞ ①中小企業者、小規模企業者、個人事業主または会社以外の法人で
あること。②４月10日以前から事業を実施しており、都感染拡大防止協力金の対象施設
に該当しないこと。③市内において店舗、施設または訪問サービス等を行っている事業
所(以下｢店舗等｣という｡)を有すること。④店舗等において、｢卸売業・小売業」､｢医療・福
祉｣､｢不動産取引業｣､｢生活関連サービス業｣、｢技術サービス業｣、「サービス業(政治・
経済・文化団体・宗教を除く)」のいずれかの事業を実施していること。⑤休業または市
が認める感染拡大防止策を、原則すべて実施していること。⑥暴力団等の反社会的勢
力または反社会的勢力と関係を有するものではないこと。
＜金額＞ 法人：30万円(市内で複数運営する事業者は60万円)、個人事業主：15万円
(市内で複数運営する事業者は30万円)

武蔵野市HP
https://www.city.musashino.lg.jp
/kurashi_guide/shoko_nosei_ros
ei/shoko/1028970.html

支援金

＜名称＞ 子どものための給付金
＜概要・目的＞ 国の「子育て世帯への臨時特別給付金」に上乗せして、市独自の「子
どものための給付金」を給付。国の制度では所得制限により対象外となる子どもも対象
に加え、在宅生活を余儀なくされている子どもを応援するために給付する。
三鷹市HP
＜給付対象者＞ ①令和２年４月分（3月分を含む）の児童手当(特例給付を含む)の受 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_
給者（公務員は除く）。②①以外の令和２年３月31日時点で三鷹市に住民登録のある中 service/086/086674.html
学生までの児童のいる世帯の世帯主。③市から直接、対象となる方に送付・周知(6月30
日まで)。
＜給付金額＞ 対象児童１人につき１万円(１回限り)。

※国事業上乗せ
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都道府県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

市町村等

三鷹市

三鷹市

三鷹市

府中市

府中市

分類

雇用支援

金融支援

金融支援

生活支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

＜名称＞ 三鷹市 小規模事業者経営支援給付金事業
＜概要・目的＞ 新型コロナ感染症の影響により、売上が減少し、資金繰りが苦しい状
況となっている小規模事業者の事業活動継続を支援するため、三鷹市内の店舗、事務
所等係る月額賃料相当額の２分の１の３カ月分を給付。
＜対象要件＞ 三鷹市内に賃借により事業所を有し（事業のための建物を賃借または
土地を賃借している場合が対象。ただし、倉庫や駐車場は事業所と見做さないため、退
所外。）、①小規模事業者支援法第２条第１項に規定する小規模事業者または特定非 三鷹市HP
営利法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、公益財団法人、公益財団法人及 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_
び社会福祉法人に該当する事業者。②令和２年４月１日時点で賃借により三鷹市に事 service/086/086593.html
業所を有し、申請時点で継続して事業を営む事業者。③前年度の市区町村民税を完納
している事業者。④新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和２年３月から５月まで
の任意の１カ月間の売上高が前年同月と比較し、20％以上減少した事業者。
＜給付金額＞ 市内にある「すべての」事業所等の月額賃料相当額の合計の２分の１
の３カ月分(小数点以下切り捨て)の金額（上限30万円）。※なお、本給付金は、課税対
象。

融資

＜名称＞ 不況対策緊急資金融資あっせん制度（受付期間令和２年４月１日～令和３
年３月31日）
＜概要・目的＞ 令和２年４月１日より、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営
に影響を受ける市内事業者に、限度額の増額と売上減少率の基準の緩和を行い、現在
限度額までご利用の方にも追加のあっせんを行う。また、売り上げの落ち込みが少ない
方にも利用可能。
＜融資対象者＞ 以下に該当する中小企業者。①市内に引き続き１年以上住所を有す
る。②市内または近隣地域に事業所があり、同一事業を引き続き１年以上営んでいる。
③市民税・法人市民税を滞納していない。④東京信用保証協会の保証対象業種であ
三鷹市HP
る。⑤事業に必要な許認可は受けている。⑥連帯保証人は、個人事業主の場合は信用 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_
保証協会の保証を利用、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表 service/085/085709.html
者の個人保証とする。⑦新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、最近１カ
月の売上高が１～３年前のいずれかの同月と比較して減少しているまたは再起１カ月及
び今後２カ月を含む３カ月の売上高の見込みが１～３年前のいずれかの年の同期と比
較して減少している。⑧今回を含め信用保証協会の保証付き融資の融資残高が2,000
万円を超える。⑨従業員数が製造業は21人以上、卸売業・小売業・サービス業は6人以
上である。
＜融資の種類及び限度額＞ 運転資金 1,600万円。 ＜借受人利率＞ 年利０．３５％
（1.625％を利子補給）。 ＜貸付期間＞ ６年以内（据置12カ月を含む）。

融資

＜名称＞ 特定不況対策緊急資金融資あっせん制度（受付期間令和２年４月１日～令
和３年３月31日）
＜概要・目的＞ 令和２年４月１日より、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営
に影響を受ける市内事業者に、限度額の増額と売上減少率の基準の緩和を行い、現在
限度額までご利用の方にも追加のあっせんを行う。また、売り上げの落ち込みが少ない
方にも利用可能。
＜融資対象者＞ 以下に該当する中小企業者。①市内に引き続き１年以上住所を有す
る。②市内または近隣地域に事業所があり、同一事業を引き続き１年以上営んでいる。
③市民税・法人市民税を滞納していない。④東京信用保証協会の保証対象業種であ
三鷹市HP
る。⑤事業に必要な許認可は受けている。⑥本融資を含めた信用保証協会の保証付き https://www.city.mitaka.lg.jp/c_
融資残高が2,000万円以下である。⑦従業員数が製造業は20人以下、卸売業・小売業・ service/085/085711.html
サービス業は５人以下である。⑧連帯保証人は、個人事業主の場合は信用保証協会の
保証を利用、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者の個人保
証とする。⑨新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、最近１カ月の売上高
が１～３年前のいずれかの同月と比較して減少しているまたは再起１カ月及び今後２カ
月を含む３カ月の売上高の見込みが１～３年前のいずれかの年の同期と比較して減少
している。
＜融資の種類及び限度額＞ 運転資金 1,600万円。 ＜借受人利率＞ 年利０．３５％
（1.625％を利子補給）。 ＜貸付期間＞ ６年以内（据置12カ月を含む）。

支援金

＜名称＞ 子育て応援臨時特別給付金
＜概要・目的＞ 市では、保育所や学校の休業で家計への負担が増加した子育て世帯
を支援するため、国の施策｢子育て世帯への臨時特別給付金｣に加え、独自施策として
支給。市から児童手当等を受給している方は申請不要。公務員や支給対象児童のみの
手当を受給していた方。
＜支給対象者＞ 令和２年４月30日時点で、市の住民基本台帳に記載があり、①児童
手当受給者分は平成16年4月2日～令和2年4月30日生まれの児童、②児童育成手当
受給者分は平成13年4月2日～令和2年4月30日生まれの児童、③児童扶養手当受給
分は平成11年4月2日～令和2年4月30日生まれの児童、の児童手当受給していた方。
＜支給額＞ 各①、②、③とも、児童１人につき１万円。令和２年６月19日から随時支給
予定。（令和２年４月30日までに転出、死亡、施設入所等により手当が消滅となった場
合は、支給対象外。）

府中市HP
https://www.city.fuchu.tokyo.jp
/kosodate/shussan/teate_josei
/kosodatemukekyuhu/kosodateouennrinnjitoku
betukyuuf.html

支援金

＜名称＞ 中小企業等経営持続支援給付金
＜概要・目的＞ 市内事業者の経営事業の継続を支えるため、売上げが前年同月比で
50％以上減少した中小企業等に対し、市独自の支援金を支給。
＜補助対象者＞ ①市内で事業を行う法人・個人事業主、②市内に法人登録している
法人、③市内に住所を有する個人事業主のいずれかであること。また、条件として以下
の(1)～(3)を満たすこと。(1)国の持続化給付金の満額受給者であること、(2)中小企業・
小規模事業者であること(中小企業基本法に基づく)、(3)暴力団等反社会的勢力に属し
ていないもの、公の秩序又善良の風俗を害するおそれがないこと。
＜給付金額＞ 法人40万円、個人事業主20万円（一律で支給）

府中市HP
https://www.city.fuchu.tokyo.jp
/jigyosha/keesha/kigyo/keieiziz
oku.html
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都道府県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

市町村等

昭島市

昭島市

昭島市

昭島市

昭島市

昭島市

分類

生活支援

生活支援

生活支援

生活支援

生活支援

金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

＜名称＞ 子育て世帯への臨時特別給付金
＜概要・目的＞ 生活支援のため、一時金を支給。申請は不要。ただし、公務員は要申
請。
＜対象者＞ 児童手当の令和2年3月･4月分の児童手当(特例給付は除く)を受給した 昭島市HP
https://www.city.akishima.lg.jp/
方。児童手当の令和2年4月分の対象となる児童。ただし、同年3月分の児童手当の対 s113/20200513113915.html
象となっている児童であれば、4月から新高校１年生となっている場合も対象となる。
＜支給額＞対象児童１人につき１万円 ＜支給時期＞６月25日(木) ＜支給方法＞児
童手当の口座に振り込み

支援金

＜名称＞ ひとり親家庭緊急支援給付金
＜概要・目的＞ ｢東京都市町村新型コロナウイルス感染症緊急対策特別交付金｣を活
用し、子どもの生活・学習支援及び保護者の経済的負担を軽減するため、児童扶養手
当を受給する世帯に対し、給付金を支給。給付に当たって申請は不要。
＜対象者＞ 令和2年4月分(3月分も含む)の児童扶養手当を受給している方。児童扶
養手当の令和2年4月分(3月分も含む)の対象となる児童。ただし、同年3月分の児童扶
養手当の対象となっている児童であれば３月末に18歳に達したことにより資格が消滅し
た児童も対象。
＜支給額＞対象児童１人あたり２万円（未就学の対象児童は５万円） ＜支給時期＞令
和２年５月21日(木) ＜支給方法＞児童扶養手当の古座に振り込み

支援金

＜名称＞ 就学援助対象世帯緊急支援給付金
＜概要・目的＞ 就学援助費を受給されている家庭に、昭島市から緊急支援として給付
金を支給。新型コロナウイルス感染症による学校の臨時休校、事業所の休業等に伴
い、特に就業環境の変化による影響を受けやすい就学援助費を受給されている家庭の
生活安定のため。
昭島市HP
＜給付の支給要件＞ 令和2年5月1日時点で昭島市に住民登録をされており、①令和2 https://www.city.akishima.lg.jp/
年3月1日時点における昭島市の就学援助費受給家庭、②令和2年4月1日時点におけ s113/20200513113915.html
る昭島市の就学援助費受給家庭のいずれかに当てはまる家庭。
＜支給額＞対象の児童・生徒一人につき20,000円(一人につき１回限り) ＜支給日＞令
和２年５月21日(木) ＜支給方法＞申請は不要。要件に該当する方には就学援助費を
支給する口座に振り込み。

支援金

＜名称＞ 子育て世帯図書購入費助成
＜概要・目的＞ 保育施設等の登園自粛や小中学校等の臨時休校に伴い、自宅で学
習される子どものために、昭島市から図書購入費を助成。新型コロナウイルス感染症に
よる学校の臨時休校、事業所の休業等に伴い、自宅で待機されている幼児、児童、生
徒に自宅での学習を支援するための図書購入費助成として、図書カードを配布する。
＜対象者＞ ①令和2年5月1日時点で昭島市に住民登録がある子ども、及び、②3歳か 昭島市HP
https://www.city.akishima.lg.jp/
ら14歳(平成17年4月2日～平成29年4月1日生まれまで)の子ども。
s113/20200513162526.html
＜配布額＞①３歳～５歳（平成２６年４月２日～29年4月1日生まれ）…一人につき5,000
円相当の図書カード、②６歳から14歳(平成17年4月2日～平成26年4月1日生まれ)…一
人につき10,000円相当の図書カード。
＜配布時期＞令和２年６月中 ＜配布方法＞申請は不要。要件に該当する方を確認
し、住民登録住所地に簡易書留で郵送。

昭島市HP
https://www.city.akishima.lg.jp/
s059/120/010/030/202005131
44121.html

無償提供

＜名称＞ 高齢者見守り支援配食サービス事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）
＜概要・目的＞ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため自粛生活が続くこの時
期に、市内75歳以上の高齢者を対象に希望により宅配することで、健康状態や困りごと
等を確認するとともに、室内でもできる介護予防体操やコロナウイルス感染予防に関す
る情報提供を行う。
＜対象者＞ 昭島市に住民登録があり、在宅生活を送る令和2年4月1日時点で75歳以
上の方。ただし、介護福祉施設への入所者は除く。
＜申込方法＞ 対象者宅に通知、同封の「お弁当配達サービス申込用ハガキ」に希望
を記入し返信。
＜実施時期＞ 令和２年６月中旬～７月上旬、市内地区別に実施。

昭島市HP
https://www.city.akishima.lg.jp/
s053/010/020/020/202005281
11135.html

融資

＜名称＞ 新型コロナ等 緊急対策事業資金融資あっせん
＜概要・目的＞ 経済悪化の影響を受けている市内の中小企業者を対象に取扱金融機
関に融資のあっせんをします。
＜融資対象者＞ 以下に該当する中小企業者（個人・法人)。①市内に引き続き１年以
上住所を有する20歳以上の個人。②市内または近隣地域に事業所等を有し、同一事業
を引き続き３カ月以上営んでいる。③市民税・法人市民税を滞納していない。④東京信
用保証協会の保証対象業種である。⑤事業に必要な許認可は受けている。⑥連帯保証
人は、個人事業主の場合は信用保証協会の保証を利用、法人の場合は信用保証協会
及び原則として当該法人の代表者の個人保証とする。⑦新型コロナウイルス感染症の
感染拡大の影響により、最近１カ月の売上高が１～３年前のいずれかの同月と比較して
減少しているまたは再起１カ月及び今後２カ月を含む３カ月の売上高の見込みが１～３
年前のいずれかの年の同期と比較して減少している。⑧今回を含め信用保証協会の保
証付き融資の融資残高が2,000万円を超える。⑨従業員数が製造業は300人以下、卸売
業は100人以下、小売業・サービス業は50人以下。
＜融資の種類及び限度額＞ 運転資金 500万円。 ＜利率＞ 5年以内：1.6％(利子の
全額を市が負担）。 ＜融資期間＞ ５年以内（据置６カ月を含む）。

昭島市HP
https://www.city.akishima.lg.jp/
s039/020/010/030/025/20140
905192030.html
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都道府県

東京都

東京都

市町村等

昭島市

調布市

分類

感染予防

金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

＜名称＞ 昭島市感染拡大防止協力金
＜概要・目的＞ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、東京都の要請や協力依
頼に応じ、施設等の使用停止に協力した事業者に１回限り、昭島市から協力金を支給。
＜対象事業者、給付額＞ 昭島市内の施設を運営する事業者で、①東京都感染拡大
防止協力金の支給決定を受けた事業者、又は、②東京都理美容事業者の自主休業に
係る給付金の支給決定を受けた事業者。①は給付額20万円、②は給付額５万円。
＜申し込み、給付方法＞ 申請書の郵送、記載の口座に振り込み。
＜受付期間＞ 令和２年５月15日（金）から（東京都が発行した決定の交付日より３か月
以内に申請。）。

昭島市HP
https://www.city.akishima.lg.jp/
s039/020/010/020/005/20200
513111150.html

融資

＜名称＞ 調布市中小企業事業資金融資あっせん制度（運転資金）
＜概要・目的＞ 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受ける市内事業者の
方を対象に、緊急措置として、既存の調布市中小企業事業資金融資あっせん制度を拡
充し、対象要件の緩和や申請口数の増、利子(当初３年間)・信用保証料の全額補助等
を行う。
＜融資対象者＞ 個人・法人の事業者。
＜融資の種類及び限度額＞ 融資限度額＝1,500万円。使途＝運転資金(普通融資資
金)。
＜償還期間＞84か月(7年)以内。 ＜利率＞長期プライムレート。

調布市HP
https://www.city.chofu.tokyo.jp
/www/contents/158674085272
5/index.html

東京都

町田市

経営支援

支援金

東京都

町田市

経営支援

固定費補助

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

小金井市

小金井市

小金井市

小平市

小平市

金融支援

経営支援

生活支援

金融支援

生活支援

【町田市中小企業融資制度「緊急資金」】緊急資金制度改正（拡充）
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中小企業者への支援策と
して、下記のとおり制度改正（拡充）を行う
(利子補助利率の拡充)
融資利率1.75%（固定）に対する補助利率を、1.50%から0.25%引き上げ、全額補助するこ
とで実質無利子化
(融資限度額の拡充)
融資限度額を500万円から、1,000万円に増額

https://www.city.machida.tokyo.
jp/jigyousha/shien/yushiseido/
seidoyushi/shurui/kinkyushikin.
html

【新型コロナウイルス感染症対策】町田市中小企業者家賃補助事業
新型コロナウイルス感染症対策として、市内中小企業者の家賃を補助
(補助率)家賃支払済額の2分の1
(補助額)上限40万円（2か月分）

https://www.city.machida.tokyo.
jp/jigyousha/shien/rentoffice.ht
ml

融資

＜名称＞ 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金
＜概要・目的＞ 経済悪化の影響を受けている地元商工業等の法人・個人事業主を支
援するため、取扱金融機関に融資のあっせんをする。
＜融資対象者＞ ①最近１か月間の売上高が前年同期と比較して３％以上減少してい
る。②最近１か月の売上高及びその後２か月の売上高見込みを合わせた３か月の間の
売上高が、前年同期と比較して３％以上減少している。
＜融資の種類及び限度額＞ 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金(限度額)300万
円。使途＝運転資金のみ。
＜償還期間＞３年以内 ＜利率＞借受人０％、市負担1.0％。

小金井市HP
https://www.city.koganei.lg.jp/k
urashi/sangyou_rousei/chushok
igyo/koronayushi.html

固定費補助

＜名称＞ 小金井市事業継続支援給付金
＜概要・目的＞ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い売上が減少している市内事
業者を対象に、固定費の負担軽減等を図り、事業継続の支援を目的。
＜対象者＞ 中小企業者等
＜申請期間＞ 令和2年6月8日(月)～令和2年8月31日(月)
＜給付額＞ １対象物件あたり20万円（１回限り）

小金井市HP
https://www.city.koganei.lg.jp/k
urashi/sangyou_rousei/chushok
igyo/jigyokeizokukyufukin.html

＜名称＞ 子育て世帯への臨時特別給付金
＜概要・目的＞ 市では、子育て世帯に対する新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま
え、臨時・特別の措置として、対象児童１人当たり１万円を１回限りで支給。
＜支給対象者＞ 令和２年３月31日までに出生し、令和2年4月分の児童手当受給者
（特例給付該当者は除く)。
＜支給額＞ 対象児童１人当たり１万円。
＜支給日＞ 公務員以外６月中旬、公務員７月下旬以降

小金井市HP
https://www.city.koganei.lg.jp/k
osodatekyoiku/N84/D55010152
0200525.html

支援金

融資

＜名称＞ 小口事業資金・小口零細企業資金融資あっせん制度（緊急運転資金）
＜概要・目的＞ 経済事業の急激な変動等(新型コロナウイルス感染症など)により事業
継続に多大な影響を受ける事業者に利用できる融資斡旋制度を実施し、利息と信用保 小平市HP
https://www.city.kodaira.tokyo.j
証料の一部を補助。
p/kurashi/080/080545.html
＜融資対象者＞ 個人・法人の事業者。
＜融資の種類及び限度額＞ 融資限度額＝300万円。使途＝運転資金のみ。
＜返済期間＞36か月 ＜利率＞1.66％、市が1.16％分の利息を補助。

支援金

＜名称＞ 子育て世帯への臨時特別給付金
＜概要・目的＞ 市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の
生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に臨時特別の給付金(一時金)を支給。 小平市HP
https://www.city.kodaira.tokyo.j
＜支給対象者＞ 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の支給を受けている方。（令 p/kurashi/082/082232.html
和２年３月31日時点で小平市に居住していた方が対象。
＜支給額＞ 対象児童１人当たり１万円。
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都道府県

東京都

市町村等

日野市

分類

経営支援

東京都

日野市

経営支援

東京都

東村山市

金融支援

東京都

東京都

東村山市

東村山市

経営支援

経営支援

分類２

PR支援

固定費補助

支援内容・水準

URL

【商業活性化連携支援補助金】
市内商業者による連携を対象とした補助金。複数の市内商業者による連携事業を支
援。市内の個店が連携して行う、イベントや情報発信などによる活性化を目的とした取り http://www.city.hino.lg.jp/sangy
o/chusho/yuushi/1013988.html
組みに対して経費の一部を補助
(補助率)補助対象経費の2分の1以内
(補助限度額)50万円
【日野市中小企業者家賃支援補助金】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少している中小企業者の皆様
を対象に、家賃に要する経費の一部を補助
http://www.city.hino.lg.jp/kuras
hi/annzen/covid(交付額)
19/1014187/1014487.html
・令和2年4月および5月分の家賃額の2分の1
・市内の1事業所につき補助上限金額20万円

利子補給
<東村山市緊急対策特別資金>
信用保証料補
信用保証料と、利子の一部を補助
助

https://www.city.higashimuraya
ma.tokyo.jp/kurashi/jigyo/chusy
o/kashituke_hoshou/yuusi.html

支援金

<東村山市企業等応援金>
原則、上限20万円以内で、20％以上50％未満減少した月の属する事業年度の直前の
事業年度の年間収入額から対象月の収入に12を乗じて得た額を控除した額（1,000円未
満は切り捨て）
※詳細は7月上旬を目途にホームページにて公開予定

支援金

<東村山市農業者応援金>
原則、上限20万円以内で、20％以上50％未満減少した月の属する事業年度の直前の https://www.city.higashimuraya
事業年度の年間収入額から対象月の収入に12を乗じて得た額を控除した額（1,000円未 ma.tokyo.jp/kurashi/shigoto/no
gyo/nougyou_ouenkin.html
満は切り捨て）
※詳細は7月上旬を目途にホームページにて公開予定

支援金

<中小企業等事業継続補助事業>
令和2年3月以降に下記の「ものづくり・商業・サービス補助金」「持続化補助金」「IT導入
補助金」の事業計画が採択され、令和3年3月31日（水曜）までに事業を完了し、補助金
の確定通知を受けた中小・小規模事業者等に対し、国の補助対象経費から国の補助費
を差し引いた事業者負担分の全額または１／２を助成

https://www.city.higashimuraya
ma.tokyo.jp/kurashi/jigyo/chusy
o/josei_hojo_kyuuhu/kigyou_oue
nkin.html

https://www.city.higashimuraya
ma.tokyo.jp/kurashi/jigyo/chusy
o/josei_hojo_kyuuhu/keizokuhoj
o.html

東京都

東村山市

経営支援

東京都

国分寺市

金融支援

東京都

国分寺市

経営支援

支援金

<小規模事業者経営持続支援事業>
国「持続化給付金」・都「感染拡大防止協力金」「理美容事業者の自主休業に係る給付
金」の支給対象外の事業者のうち、主として売上高が減少している従業員10人未満の
小規模事業者を対象に、1事業者あたり20万円を給付

http://www.city.kokubunji.tokyo.
jp/kurashi/1008592/1022636/1
023431.html

東京都

国立市

経営支援

支援金

<国立市中小企業等経営支援金>
東京都からの協力金に上乗せして、別途「自粛対応支援金」10万円を交付。
持続化給付金の対象外となっている事業者に対して、「事業継続給付金」10万円を交
付。

https://www.city.kunitachi.toky
o.jp/soshiki/Dept05/Div01/Sec
02/gyomu/0473/0480/keieishie
nkin.html

東京都

福生市

経営支援

支援金

<福生市事業継続応援金>
https://www.city.fussa.tokyo.jp/
国、東京都又は福生市から各種支援や融資等を受けた市内事業者に対し、事業継続を 1009987/1010034/1010450.ht
ml
応援する目的で、一事業者あたり10万円の応援金を給付

東京都

狛江市

金融支援

東京都

狛江市

経営支援

支援金

東京都

狛江市

経営支援

固定費補助

<中小企業者緊急対策応援助成金>（事業所家賃助成）
新型コロナウイルス感染症対策関連の融資を受けた狛江市内の事業者に対して助成
金（家賃の1／2、10万円を限度）3ヶ月を交付。

https://www.city.komae.tokyo.jp
/index.cfm/44,106001,327,3391,
html

東京都

狛江市

生活支援

支援金

<狛江市新型コロナウイルス感染症緊急対策生活応援給付金>
「新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金緊急小口資金」又は
「新型コロナウイルス感染症の影響による離職等による総合支援資金生活給付金」の
貸付を受けている１世帯につき３万円を給付。

https://www.city.komae.tokyo.jp
/index.cfm/44,106570,342,html

利子補給
<国分寺市小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金融資事業>
信用保証料補
利子補給や保証料補助金を交付。
助

http://www.city.kokubunji.tokyo.
jp/kurashi/1008592/1022636/1
023431.html

利子補給
<狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度・狛江市小口事業資金融資あっ旋制度> https://www.city.komae.tokyo.jp
/index.cfm/44,105623,327,3391,
信用保証料補
融資のあっ旋、利子及び信用保証料の一部補助
html
助
<狛江市中小企業者感染拡大防止協力金>
東京都感染拡大防止協力金』または『東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金』 https://www.city.komae.tokyo.jp
/index.cfm/44,106575,327,3391,
の給付決定を受けた市内の事業者に対して助成金10万円を交付。
html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

東京都

清瀬市

固定費補助

東京都

東久留米市

経営支援

支援金

東京都

武蔵村山市

金融支援

利子補給

東京都

多摩市

経営支援

商品券等活用

支援内容・水準

URL

宅配等への支 新たにテイクアウトや宅配などのサービスを開始する際の業態転換に係る費用を支援し https://www.city.kiyose.lg.jp/s0
04/20200610102959.html
援
ます。

<東久留米市感染拡大防止協力事業者等応援金>
https://www.city.higashikurume.
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置等により経営や活動に影響が生じ lg.jp/shisei/jigyosha/1015435.ht
ml
た次の事業者等に対し5万円を給付。

<小口事業資金融資あっせん制度>
融資のあっ旋、利子の1／2補助

http://www.city.musashimuraya
ma.lg.jp/kurashi/kenkou/10115
37/1011689/1011597/1011631.
html

【10％増額特典付き『多摩市飲食店応援チケット』】
多摩市内の中小飲食店のうち、参加希望された店舗で購入・利用できる共通のチケット http://www.city.tama.lg.jp/0000
(販売価格)1シート5，500円（500円チケット11枚つづり）の飲食店チケットを5，000円で販 011143.html
売

東京都

稲城市

経営支援

【稲城お弁当プロジェクト配達事業[頑張れ！稲城の飲食店応援事業]】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内飲食店の支援と、外出を自粛している
宅配等への支
消費者や企業を繋げる配達事業を官民連携で行っています。はじめての試みとなる事
援
業で、市内生活の利便性向上、また、感染リスク回避および経済活動の安定的な基盤
体制を培い、緊急時でも持続可能なまち「稲城」を目指していくことを目的

東京都

羽村市

経営支援

宅配等への支 羽村市商工会では、羽村市の補助により市内登録店舗のテイクアウトメニューを半額で https://www.city.hamura.tokyo.j
p/0000013638.html
援
購入できるキャンペーンを実施

東京都

あきる野市

経営支援

「あきる野エール飯」クーポン事業
宅配等への支
https://www.city.akiruno.tokyo.j
市内の飲食店等を応援するため、7月中（7月1日～7月31日）にテイクアウト・デリバリー p/0000010958.html
援
注文時に使用できる300円の応援クーポン券を発行

東京都

あきる野市

経営支援

支援金

<事業者緊急支援給付金>
https://www.city.akiruno.tokyo.j
あきる野商工会と連携し、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 p/0000011323.html
市内事業者に、20万円を給付

東京都

西東京市

経営支援

固定費補助

<市内事業者応援資金助成事業>
売上減少が20％以上50％未満の持続化給付金対象外の事業者に対し、家賃や人件費 https://www.city.nishitokyo.lg.jp
/kurasi/iza/corona_jigyou/ouen
等の固定費の助成として20万円を給付。
shikin.html

東京都

瑞穂町

金融支援

利子補給

<瑞穂町中小企業振興資金融資あっせん事業利子補給補助金>
瑞穂町中小企業振興資金融資あっせんに関する規則により資金を借り入れている町内 https://www.town.mizuho.tokyo.
jp/jigyousya/002/p007426.html
中小企業者に対し、金利1．6％のうち2分の1を町が利子補給していますが、さらに0．
6％分を補助金として交付

https://www.city.inagi.tokyo.jp/
kurashi/syuro_sangyo/sanngyou
/keieisya_shien/obentou.html

東京都

日の出町

経営支援

支援金

【日の出町小規模企業者特別支援金】
売上が一定以上減少した町内の小規模事業者に対し、事業の継続を支援。
・令和2年4月27日時点で町内に事業所を1か所以上有する小規模企業者
・令和2年3月から5月までの間で、いずれかの月の1か月の売上高が前年同月の売上
高に比べ20％以上減少した者
・1事業者につき10万円を支給

東京都

檜原村

経営支援

支援金

<経営持続化支援金＞
檜原村観光協会では、村の補助を受けて、新型コロナウイルス感染症の拡大により影 https://www.vill.hinohara.tokyo.j
響を受けている村内に住所を有する事業者へ、経営持続化のための支援金２０万円支 p/0000001009.html
給。

東京都

東京都

大島町

三宅村

経営支援

経営支援

支援金

支援金

https://www.town.hinode.tokyo.j
p/0000002459.html

【新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業者支援金】
来島自粛喚起措置に伴い、事業収入（売上）が減少した中小企業及び個人事業主を支
援。
https://www.town.oshima.tokyo.
前年同期（基本月４月から６月）との比較において事業収入（売上）が３０％以上減少し jp/soshiki/sangyou/sinkorosien
た月が１月以上あること。また、前年同期との比較が出来ない場合は、影響月以前の最 n.html
高収入（売上）月との比較において３０％以上の減少月が１月以上あること。

<三宅村来島自粛要請影響事業者支援金>
東京都感染拡大防止協力金」及び「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」の https://www.vill.miyake.tokyo.jp
/kakuka/kankousangyou/news/
対象とならなかった村内事業者に対し、宿泊事業者40万円・その他事業者15万円を給 files/siennkinnsinnseiannnai.pdf
付
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

東京都

御蔵島村

経営支援

東京都

八丈町

経営支援

支援金

東京都

小笠原村

金融支援

融資

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

支援内容・水準

新規取組・経営 ＜御蔵島村新型コロナウイルス感染症予防等対策補助金＞
改善等経費補 新型コロナウイルス感染症に関する「予防」「感染拡大防止」および「経済回復」に向け
助
た取組を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付

URL

http://www.mikurasima.jp/secti
on/covid19/subsidy/gaiyou.pdf

＜八丈町新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業者支援金＞
http://www.town.hachijo.tokyo.j
新型コロナウイルスによる来島自粛喚起措置に伴い、事業収入（売上）が減少した事業 p/idc/summary.pdf
者に対し、５０万円を超えない範囲で支援金を給付

＜小笠原村緊急一時貸付金＞
国の雇用調整助成金の支給を申請された事業者に対し、その申請額を緊急に一時貸
付け

https://www.vill.ogasawara.toky
o.jp/kikaku_seisaku/covid_kinnk
yuukasituke/

金融支援

神奈川県ＨＰ
信用保証事業費補助（新型コロナウィルス対策特別融資等）
信用保証料補
https://www.pref.kanagawa.jp/d
・特別融資等を受ける際の信用保証料に対する補助を拡充。最近１か月の売上高の減 ocs/m6c/cnt/f5782/corona.ht
助
少率により、段階的に負担ゼロ～利率割引。
ml

経営支援

中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者に対して、①デリバリー
サービス等非対面型ビジネスモデル構築、感染症拡大防止対策の実施、②WEB会議シ
ステム等のITサービス導入、③生産能力の向上に資する設備等導入、④新商品・新
新規取組・経営
サービスの開発等ビジネスモデル転換に要する経費の一部を補助。
改善等経費補
（補助率：3/4以内。補助上限：①・②100万円、③200万円、④5000万円（補助対象経費
助
500万円以上の投資が必要））
＜緊急支援型＞（公募終了）対象事業：上記①、②、③
＜再起支援型＞ 事業実施期間：4月7日（火）から令和3年1月15日（金）まで
対象事業：上記①、②、③、④

経営支援

商店街等再起支援事業費補助金
新規取組・経営 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街団体等が感染症拡大防止又は再起 神奈川県ＨＰ
https://www.pref.kanagawa.jp/d
改善等経費補 を図るための事業（商店街のデリバリーやテイクアウト事業を周知する Web サイトやチ ocs/m2w/corona/saikishien.ht
助
ラシの作成等）に要する経費の一部を補助。（補助率1/2以内。補助上限300万円）
ml

神奈川県ＨＰ
https://www.pref.kanagawa.jp/d
ocs/jf2/shokibohojyo_koubo2.ht
ml

支援金

【新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金（県から要請を受けた業者に限る）】
・新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、県の要請や依頼に応じて、休業や営
業時間の短縮（4/24～5/6の間）を行う中小企業、個人事業主に対し、事業所全てが自
己所有の場合10万円、賃借している事業所が１箇所の場合20万円、同２箇所以上の場
合30万円、飲食店の場合10万円（申請受付終了）

神奈川県HP
https://www.pref.kanagawa.jp/d
ocs/jf2/coronaviruskyoryokukin/index.html

休業等支援

支援金

【新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金（第２弾）】
・県からの要請等に協力し休業又は夜間営業の短縮（夜間営業時間の短縮は食事提供
施設のみ。）（5/7～5/31の間、少なくとも20日間）した中小企業及び個人事業主等、並
びに県からの要請はないが自主的に協力し休業した中小企業及び個人事業主等に対
し、１事業者あたり10万円

神奈川県HP
https://www.pref.kanagawa.jp/d
ocs/jf2/coronaviruskyoryokukin/index.html

休業等支援

神奈川県

分類２

神奈川県

横浜市

経営支援

支援金

【新型コロナウイルス感染症対応商店街等活動支援事業】
・市民生活を支えている市内約300の商店街等に対し、個々のニーズに応じた様々な活
動に充当できる一時金（加盟店舗数×10万円）を交付。

横浜市HP
https://www.city.yokohama.lg.jp
/business/kigyoshien/syogyo/c
ovid-19/ichijikin.html

神奈川県

横浜市

経営支援

支援金

【横浜市新型コロナウイルス感染症対応小規模事業者等支援事業】
・「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」で50万円以上、500万円以下の融資を
受けた飲食・サービス、小売りなどの小規模事業者等に対し、10万円の一時金を交付。

横浜市HP
https://www.city.yokohama.lg.jp
/business/kigyoshien/keieishie
n/syoukiboshien.html

神奈川県

横浜市

金融支援

神奈川県

横浜市

経営支援

利子補給
【横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金】
信用保証料補 ・横浜市中小企業制度融資を活用し、実質無利子化。あわせて信用保証料を半額また
助
はゼロにする。

PR支援

テイクアウト（持ち帰り）、デリバリー（宅配・出前）を行う飲食店を募集・紹介。

横浜市HP
https://www.city.yokohama.lg.jp
/business/kigyoshien/yushiseid
o/jyouken/murishi-corona.html

横浜市HP
https://www.city.yokohama.lg.jp
/business/kigyoshien/syogyo/c
ovid-19/takeoutdelivery/takeout.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

神奈川県

川崎市

金融支援

【中小企業等の資金繰り支援（保証料ゼロ・実質無利子）】
融資
・無利子融資制度の融資限度額を3,000万円に設定し最大5年間の据置期間を設定でき 川崎市HP
利子補給
る。また、個人事業主と中小・小規模事業者（一部中小・小規模事業者を除く）に当初3 http://www.city.kawasaki.jp/280
信用保証料補
年間利子補給を行い実質無利子とし、信用保証料率を最大全額、国が補助し信用保証 /page/0000115859.html
助
料の本人負担をゼロとする。

神奈川県

川崎市

経営支援

商品券等活用

神奈川県

川崎市

経営支援

PR支援

神奈川県

川崎市

経営支援

固定費補助

神奈川県

川崎市

経営支援

支援金

神奈川県

川崎市

経営支援

【川崎市中小商業者テイクアウト等参入支援事業補助金】
宅配等への支 市内中小商業者が経営を安定化させ事業を継続することができるよう、新たに飲食物
援
のテイクアウトやデリバリー、インターネットを活用したサービス等を始められる場合の
経費を補助。

経営支援

【川崎市商店街等緊急支援事業補助金】
新規取組・経営 売り上げが減少した商業者を応援し、地域を支える事業や、新しい生活様式に対応する
http://www.city.kawasaki.jp/280
改善等経費補 ための事業（テイクアウトマップの制作、HPやSNSによる情報発信、消毒液設置による /page/0000118123.html
助
感染予防、キャッシュレスの推進に向けたセミナーの実施など）に取り組む市内商店街
を対象にそれらの取組に要する経費を補助。

神奈川県

川崎市

神奈川県

相模原市

金融支援

融資
利子補給
信用保証料補
助

神奈川県

相模原市

経営支援

PR支援

【川崎じもと応援券】
・市内在住、在勤、在学の方を対象に、プレミアム率３０％プレミアム率を30％として、1 川崎市HP
http://www.city.kawasaki.jp/280
冊13，000円分の商品券を10，000円で発売。市内中小の小売店、宿泊施設、飲食店等 /page/0000117271.html
で利用可能。

テイクアウトやデリバリーが可能な市内店舗の市ホームページへの掲載

川崎市HP
http://www.city.kawasaki.jp/280
/page/0000117104.html

卸売市場における売上が減少している場内事業者への施設使用料等の猶予

川崎市HP
http://www.city.kawasaki.jp/230
/page/0000117305.html

【川崎市小規模事業者臨時給付金】
新型コロナウイルスの影響により売上が減少（１ケ月の事業収入の減少が前年比30％ 川崎市HP
http://www.city.kawasaki.jp/280
以上、50％未満）している小規模事業者の事業継続を支えるため給付金一律10万円を /page/0000117639.html
支給。

市内で操業する中小企業等の事業活動に必要な資金の融資を、市と金融機関が協力
して実施、市が利子の一部を負担することで、比較的低利な融資が受けられる（利子補
給制度）。また、融資制度を利用する際に、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保
証料の一部を補助（信用保証料補助制度）。

http://www.city.kawasaki.jp/280
/page/0000118174.html

相模原市HP
https://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/sangyo/sangyo/1003
291/yushi/chusho_kigyo/index.
html

相模原市ＨＰ

・市ホームページで市内飲食店を支援するためテイクアウトやデリバリーに関する情報 https://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/shisei/koho/1020082
提供を実施。
/1020115.html

相模原市HP
https://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/sangyo/sangyo/1019
826/1020177.html

相模原市

経営支援

神奈川県

相模原市

経営支援

新規取組・経営 【相模原市商業者団体等支援補助金】
改善等経費補 商店街団体等による新型コロナウイルス感染拡大防止対策、消費回復への対策等の
取組に対し補助金を交付
助

経営支援
金融支援

・新型コロナウイルス感染症により売上げが減少した中小企業・個人事業主の皆様に対
し、事業所・店舗等の令和2年3月、4月及び5月分の家賃の一部（1月分補助上限額20
固定費補助 万円(最大3ヶ月分 計60万円)）を補助。
横須賀市HP
信用保証料補 ・新型コロナウイルス感染症による経済的影響で売上高が減少している中小企業者を https://www.city.yokosuka.kana
助
対象とし、経済変動対策資金を受ける場合に支払った信用保証料に対して市が全額補 gawa.jp/4402/yatinhojo.html
助。（令和２年３月２日から６月30日までにセーフティネット４号等の認定を受けた中小企
業）

神奈川県

神奈川県

横須賀市

横須賀市

経営支援

支援金

【相模原市小規模事業者臨時給付金】
国の持続化給付金の対象外で、売上が減少している小規模事業者へ給付金（１事業者
あたり10万円）を給付

神奈川県

固定費補助

【商店街街路灯等電気料金等補助金】
・商店街が維持管理する街路灯、アーチ、アーケードの照明灯の電気料金及びガス料
金を補助。（商店街が支払った1月分～12月分の電気料金及びガス料金（※）の2分の
1。※新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、令和2年1月分～12月分の電
気料金及びガス料金の総額とする。）

相模原市HP
https://www.city.sagamihara.ka
nagawa.jp/sangyo/sangyo/1019
826/1020178.html

横須賀市HP
https://www.city.yokosuka.kana
gawa.jp/0520/covid19siensaku.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

新型コロナウィルス感染症により 、 売り上げ減少等の大きな影響を受けた店舗 の支援
と市内経済の活性化を図るため、 段階的に ２つのプレミアム付き商品券を発行。

神奈川県

横須賀市

経営支援

・第１弾【 よこすか プレミアム応援チケット 】
特に 大きな影響を受け 緊急的な支援を必要としている 飲食店・サービス業の店舗
に対して、いち早く事業資金を届けるため、購入者が応援（利用）する店舗を指定して、
先払いで購入するクラウドファンディング 型の電子チケット。
（概要）
・プレミアム率 30％ ・販売単位 3000 円、5000 円、10000 円（＋30％の利用が可能。
例：3000円の場合、3900円） ・発行上限 1.3 億円（プレミアム分 3,000 万円含む） ・販 横須賀市HP
https://www.city.yokosuka.kana
商品券等活用 売方法 ＷＥＢ で購入手続（先着）。後日 電子チケットを送付。
gawa.jp/2150/nagekomi/202006
・第２弾【よこすか『地元のお店』応援券】
飲食業・サービス業に続き、幅広い業種店舗の支援と 落ち込んだ市内消費を活性化
するため、 市内登録店舗で利用可能な市民限定販売の冊子形式の プレミアム付商品
券。
（概要）
・プレミアム率 25 ％（小型店専用券 33 ％、共通券 12.5％） ・販売単位 10,000 円
（12500円分の利用が可能。） ・発行上限 22 億円（プレミアム分 4.4 億 円含む） ・販
売方法 期間中にハガキかＷＥＢで申込手続き、抽選 で引換券を送付。市内金融機関
で商品券を購入。

15_premium-ticket.html

平塚市HP

神奈川県

平塚市

経営支援

固定費補助

・売り上げが半減した市内の小規模事業者を対象に、30万円（1月あたり上限15万円×2 http://www.city.hiratsuka.kanag
awa.jp/keikaku/page99_00046.h
カ月）を上限に事業用建物にかかる賃借料相当額を補助。
tml

神奈川県

鎌倉市

経営支援

神奈川県

鎌倉市

金融支援

神奈川県

藤沢市

休業等支援

神奈川県

藤沢市

金融支援

神奈川県

小田原市

休業等支援

固定費補助

【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によって売上が減少（令和2年4月の売上高が、前
年同月と比較して5％以上減少）し、鎌倉市内で実施する事業の運営に支障が生じてい
る中小企業に対して、事業実施に必要な家屋相当額を補助することで事業継続を支
援。

・市制度融資（経営安定資金）の対象拡大
セーフティネット保証４号の認定を受けた中小企業者を、市制度融資（経営安定資金）
の対象として追加。
融資
・信用保証料補助の拡充
利子補給
市制度融資（経営安定資金）を受ける中小企業者が、神奈川県信用保証協会に支払う
信用保証料補
保証料に対する補助金の上限を10万円から20万円に引き上げ。
助
・利子補給の拡充
市制度融資（経営安定資金）を受けた中小企業者が、支払う利子に対する補給金の補
助率を1/2から10/10に引き上げ。（補給金の対象は2年間）

支援金

【藤沢市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金交付事業】
県の休業要請に協力した市内事業者に対し、10万円～最大50万円を上乗せ交付。

鎌倉市HP
https://www.city.kamakura.kana
gawa.jp/shoukou/yatinshienhojo
.html

鎌倉市HP
https://www.city.kamakura.kana
gawa.jp/shoukou/sien/kinkyu.ht
ml

藤沢市HP
http://www.city.fujisawa.kanaga
wa.jp/indus1/20200507covid19-kyugyou-kyoryokukin.html

【令和２年新型コロナウイルス感染症に係る災害復旧資金】
藤沢市HP
利子補給
・セーフティネット４号に該当することについて藤沢市が認定した中小企業者に対し、信 http://www.city.fujisawa.kanaga
信用保証料補
用保証料補助１００％（上限なし）、利子補給１．６％以内（全額※百円未満切捨て）３年 wa.jp/indus1/press/20200605c
助
ovid-19-yuushi.html
間といった補助メニューを実施（６月１日取扱終了）
小田原市HP

支援金

神奈川県知事からの協力要請に応じて休業又は営業時間を短縮する事業者に対し、支 http://www.city.odawara.kanaga
wa.jp/municipality/industry/tais
援金を支給。１事業者あたり一律20万円。
aku/p29377.html

神奈川県

小田原市

経営支援

支援金

神奈川県

茅ヶ崎市

休業等支援

支援金

神奈川県

茅ヶ崎市

金融支援

利子補給

神奈川県

逗子市

休業等支援
経営支援

支援金

・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。
（交付額）2020年４月又は５月のどちらかの事業収入が、
１．前年同月と比べて50％以上減少 １事業者あたり一律20万円

http://www.city.odawara.kanaga
wa.jp/municipality/industry/tais
aku/p29594.html

【茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
県の休業要請等に協力し、休業または営業時間を短縮し、「神奈川県新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金」を受給した市内事業者に一律20万円を支給。

茅ヶ崎市ＨＰ
https://www.city.chigasaki.kana
gawa.jp/sangyo/chusho/103893
9.html

県が実施する新型コロナウイルス対策特別融資を受けた茅ヶ崎市内の事業者に対し
て、利子補給を実施。

茅ヶ崎市HP
https://www.city.chigasaki.kana
gawa.jp/sangyo/chusho/100705
9/1038446.html

＜逗子市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金＞
神奈川県の緊急事態措置の協力要請に応じて休業又は営業時間の短縮をした事業者
に対し、負担軽減と事業継続を目的として20万円の支援金を交付。
＜逗子市中小企業者等事業継続応援給付金＞
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上等が減少した中小企業者及び市内に住
所を有する個人事業者（デザイナーやインストラクターなどを含む）に対し、事業継続を
支援するため、10万円の応援給付金を交付。

逗子市HP
https://www.city.zushi.kanagaw
a.jp/syokan/keizai/syoukou/ch
ushokigyo.html
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都道府県

神奈川県

市町村等

三浦市

神奈川県

厚木市

神奈川県

厚木市

分類

経営支援

分類２

支援金

支援内容・水準

【三浦市緊急経済対策交付金】
・市内に事業所を有し、令和2年2月から4月までの間の売上高が前年同期の売上高と
比較して10パーセント以上減少した事業者、又は令和2年4月または5月の売上高が令
和2年1月から3月のいずれかの月の売上高と比較して10パーセント以上減少した事業
者に対し、従業者数に応じて10万円から100万円を交付。

・「企業の事業継続への支援」
①休業・短縮営業支援（上限20万円）：緊急事態宣言を受け、市内の店舗・事業所等を
「休業あるいは短縮営業」している事業者へ10万円～20万円の支援金を支給。（複数の
支援金
店舗等を営んでいる場合は、各々が対象となる。）
固定費補助
休業等支援
②家賃助成： 前年同月比等で15％以上売上げが減少している事業者に対して1か月
新規取組・経営
経営支援
の家賃額の1/2、（上限20万円、千円未満切捨て）を3か月分助成。（複数の店舗等を営
改善等経費補
んでいる場合は、各々が対象となる。）
助
・「新たなサービス開始、キャッシュレスサービスの導入等への支援」
市内中小企業等が売上げの向上や減少を最小限に抑えるため、工夫をこらしている
事業等に要する経費の一部(最大10万円)を補助。

URL

三浦市HP
http://www.city.miura.kanagawa.
jp/shoukou/kinkyukeizaitaisaku
kouhukin.html

厚木市HP
https://www.city.atsugi.kanagaw
a.jp/shiminbenri/iryofukusi/kor
ona_jouhou/11_3/15/d048389.h
tml

厚木市HP

雇用支援

支援金

新型コロナウイルス感染拡大下に事業の継続を図るため、令和2年3月1日から5月31日 https://www.city.atsugi.kanagaw
までの間に常用の社員又は臨時職員を採用又は復職させた市内の事業者に奨励金10 a.jp/shiminbenri/iryofukusi/kor
ona_jouhou/11_3/15/d048389.h
万円を支給。
tml

大和市HP
http://www.city.yamato.lg.jp/we
b/sangyo/coronaviruskakudaibo
ushi-koyouiji_00001.html

神奈川県

大和市

休業等支援

神奈川県

大和市

金融支援

神奈川県

伊勢原市

休業等支援

支援金

神奈川県の休業要請等に協力し、市内に施設を賃借する事業者（中小企業・個人事業 伊勢原市HP
https://www.city.isehara.kanaga
主）に協力金10万円を交付
wa.jp/docs/2020042800022/

神奈川県

伊勢原市

経営支援

支援金

【伊勢原市小規模事業者臨時給付金】
伊勢原市HP
国の持続化給付金の対象とならない、売上が前年同月比20%以上50%未満減少かつ４、 https://www.city.isehara.kanaga
wa.jp/docs/2020060500027/
５月の売上計が10万円以上減少した市内小規模事業者に対し一律10 万円を給付。

支援金

【海老名市中小企業等事業継続支援金】
・令和２年３月、４月又は５月のうち、いずれかの月の売上高が前年同月と比べて20％
以上減少している中小企業及び個人事業主（建設業、製造業、不動産業等は除く）
に対し、支援金を支給。
・支援金額等 ・・・１事業所あたり上限３０万円

海老名市HP
https://www.city.ebina.kanagaw
a.jp/guide/shoko/chusho/1010
805.html

海老名市中小企業事業資金融資制度の拡充
・融資対象者の追加
市の融資制度「景気対策特別資金」の対象者に、市長が認定した中小企業信用保
険法第２条第６項（危機関連保証）に規定する特例中小企業者を追加する。
・据置期間の設定・延長
融資実行当初及び融資期間中の元金の返済を猶予する。

海老名市HP
https://www.city.ebina.kanagaw
a.jp/guide/shoko/chusho/1003
740.html

神奈川県

神奈川県

海老名市

海老名市

経営支援

金融支援

支援金

【大和市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】
・神奈川県からの休業要請に協力し、休業または営業時間を短縮した市内中小企業や
個人事業主（以下「事業者」という。）を対象に支給。
・支給額 50万円（基本額（20万円）＋加算額（30万円））
（ 国の「雇用調整助成金」制度を利用している事業者）
20万円（基本額）（上記以外の事業者）

大和市中小企業信用保証料補助、大和市中小企業融資制度利子補給を一部拡充。
利子補給
（拡充内容）
信用保証料補
・信用保証料補助：補助率 50％→100％・上限額10万円→30万円
助
・利子補給：
補助率 50％→100％・上限額30万円→50万円

融資

事業継続等を目的とした資金繰りに資する融資にかかる諸経費について補助金交付。
利子補給
・信用保証料補助
信用保証料補 神奈川県信用保証協会に支払った保証料の100％で、上限20万円を交付。
助
・事業資金利子補助
融資を受けた日から３年間、支払った利子の100％で、上限30万円／年を交付。

大和市HP
http://www.city.yamato.lg.jp/we
b/sangyo/sangyoshingatacorona.html

座間市HP
https://www.city.zama.kanagaw
a.jp/www/contents/158624115
5742/index.html

神奈川県

座間市

金融支援

神奈川県

座間市

経営支援

支援金

【座間市中小企業等緊急支援給付金】
県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を受けている事業者又は、市内に事
業所があり令和2年2月以降新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比
で事業収入が30％以上減少した月がある事業者に対し、10万円を給付。

座間市HP
https://www.city.zama.kanagaw
a.jp/www/contents/158917204
5046/index.html

神奈川県

南足柄市

休業等支援
経営支援

支援金

【新型コロナウイルス感染症拡大防止緊急支援金】
県の協力要請に応じて休業または営業時間の短縮をした中小企業者等及び、それ以外
で、業種を問わず前年対比(3月、4月又は5月)の売上が30％以上減少した中小企業者
等に20万円を支給。

南足柄市HP
http://www.city.minamiashigara.
kanagawa.jp/business/syoukou
/kigyou/p05717.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL
綾瀬市HP
https://www.city.ayase.kanagaw
a.jp/hp/page000035900/hpg000
035895.htm

神奈川県

綾瀬市

経営支援

支援金

【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）】
令和2年3月期から令和2年5月期までの間のいずれかの一月の売上高が前年同月期の
売上高と比較して20パーセント以上減少した事業者に10万円（市内に所在する事業所
を賃借している事業者には10万円を加算）を支給。

神奈川県

綾瀬市

雇用支援

支援金

【綾瀬市中小企業応援臨時給付金（中小企業雇用安定支援臨時給付金）】
・令和２年４月１日から６月３０日までの間を判定基礎期間として、国の雇用調整助成金
の支給申請した中小企業者（個人事業主含む）に、３０万円支給（ただし、小規模企業者
は２０万円）。

綾瀬市HP
https://www.city.ayase.kanagaw
a.jp/hp/page000035900/hpg000
035897.htm

支援金

【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（一律10万円）を支給。
〇支給条件：以下の要件等を満たす事業者
1．令和元年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
2．令和2年2月、3月又は4月のいずれかひと月（以下「対象月」という。）の事業収入が前年同月
比で20%以上減少した月が存在すること
3．令和2年の年間事業収入額（見込）が令和元年の年間事業収入額より10万円以上減少して
いること 等

葉山町HP
https://www.town.hayama.lg.jp/
soshiki/sangyou/shoko/10312.
html

支援金

【寒川町中小企業事業継続緊急支援給付金】
・令和2年2月から4月までの売上の平均が、前年比で20％以上50％未満減少した事業
者。
・給付額 個人事業主 ・・・ １０万円
法人（小規模事業者） ・・・ ２０万円
法人（中小企業者） ・・・ ３０万円

寒川町HP
https://www.town.samukawa.ka
nagawa.jp/soshiki/kankyokeizai
/sangyoshinko/kigyoushien/inf
o/kigyoushien/11769.html

固定費補助

・小規模事業者等事業所賃借料補助金
令和２年３月、４月または５月いずれかの売り上げが、前年同月（創業して１年未満の事
業者の場合は令和元年12月、令和２年１月または２月）と比較して20％以上減少してい
る小規模事業者等を対象に、1月あたり10万円（３ヶ月合計30万円）を上限に事業所賃
借料相当額の3ヵ月分補助。

大磯町HP
http://www.town.oiso.kanagawa.
jp/sangyo/norin/shoko/12263.h
tml

神奈川県

神奈川県

神奈川県

葉山町

寒川町

大磯町

経営支援

経営支援

経営支援

※国事業上乗せ

二宮町HP

神奈川県

二宮町

休業等支援

支援金

①二宮町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金：中小企業者等において 、県の要 http://www.town.ninomiya.kanag
請等に基づき休業や営業時間短縮に協力（4月24日(金)から5月6日(水)までの間）したこ awa.jp/soshiki/toshi/sangyoshi
nko/shokokanko/oshirase/tyuu
とを条件に、県の給付金とは別に10万円を支給。（申請受付終了）
syouninomiya/index.html

神奈川県

神奈川県

二宮町

中井町

金融支援
経営支援

②中小企業金融対策資金利子補給の拡充：新型コロナウイルス感染症の発生に起因し
たセーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受け、町の融資制度「中小企業
金融対策資金」を利用する中小企業等を対象に、金融機関に支払う利子を全額補助(3
年間)。
利子補給
③中小企業信用保証料補助の拡充：新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセー
信用保証料補
フティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受け、町の融資制度「中小企業金融対
助
策資金」を利用する中小企業等を対象に、神奈川県信用保証協会に支払う信用保証料
固定費補助
を全額補助(上限50万円)。
④固定費補助：新型コロナウイルス感染症の影響を受け、20％以上減少した事業者を
対象に、令和2年4月及び5月分の家賃(各月額10万円(千円未満切り捨て)を限度額とし
て、1事業者につき最大20万円)を補助。

二宮町HP
http://www.town.ninomiya.kanag
awa.jp/soshiki/toshi/sangyoshi
nko/shokokanko/oshirase/tyuu
syouninomiya/index.html

経営支援
金融支援

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％未満減少している国の持続化給付金を受けてい
ない中小企業等に、20万円上限で給付。
②中井町中小企業緊急支援融資：新型コロナウイルス感染症の発生に起因したセーフ
ティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受け、町の融資制度「中小企業金融対策
資金」を利用する中小企業等を対象に、３年間の利子補給と信用保証料の補助（上限５
０万円）を実施。

中井町HP
https://www.town.nakai.kanaga
wa.jp/forms/info/info.aspx?info_
id=12558

神奈川県

大井町

経営支援

神奈川県

松田町

経営支援

神奈川県

松田町

金融支援

支援金
融資

・大井町小規模事業者等緊急支援金：新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受
支援金
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、経営の維持又 大井町HP
https://www.town.oi.kanagawa.j
宅配等への支 は継続のため緊急支援金を1事業者につき一律20万円交付。また、外出自粛要請に伴 p/soshiki/10/c-kigyo援
う住民生活支援のためにテイクアウト事業等を導入した事業者に対して、テイクアウト用 shien.html#syoukibosiennkin
消耗品等の経費を1事業者につき上限5万円補助。

支援金

【松田町中小企業・小規模事業者等支援金】
国の緊急経済対策である持続化給付金の対象外となった事業者を支援することを目的
に、売上が前年同月比20%以上50%未満減少した町内に事業所を有する中小企業等の
法人及び個人事業主（３年以上、事業を営んでいること）へ一律10 万円を給付。

融資
【松田町経営安定緊急融資】
利子補給
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている町内の中小企業者に対し、最大500万円
信用保証料補
の融資及び利子補給(３年間)と信用保証料の補助（100％）を実施。
助

松田町HP
https://town.matsuda.kanagawa.
jp/soshiki/0/coronajigyousya.ht
ml
松田町HP
https://town.matsuda.kanagawa.
jp/soshiki/0/coronajigyousya.ht
ml
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

山北町HP
http://www.town.yamakita.kana
gawa.jp/category/16-2-12-00.html

神奈川県

山北町

経営支援

支援金

①【山北町中小企業・小規模事業者等緊急支援金】
町内事業者に対し、事業の再起を支援するために支援金を交付。1事業者10万円（法
人、個人）（売上高の減少要件はありません。）
②【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売上高が前年同月の売上高より20％以上50％未
満の範囲で減少している町内事業者に対し、事業の継続を支援するために助成金を交
付。（法人の場合上限20万円。個人の場合上限10万円。）

神奈川県

開成町

経営支援

支援金

【開成町新型コロナウイルス感染症緊急支援金】
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 開成町HP
https://www.town.kaisei.kanaga
を支給。（令和2年1月から8月までのいずれか1か月における売上額が前年同月の売上 wa.jp/info/988
高より20%以上50%未満の範囲内で減少していること。）

神奈川県

開成町

休業等支援

支援金

【感染防止協力金】
開成町HP
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給を受けた事業者に追加で、 https://www.town.kaisei.kanaga
wa.jp/info/988
一律５万円の感染防止協力金を支給。

支援金

①観光事業者等緊急支援補助金(観光事業者等緊急支援補助金（新型コロナウイルス
感染症関連)）：新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者・個 箱根町HP
人事業主が、感染症予防のための事業、危機的状況を乗り越える事業、収束後に事業 http://www.town.hakone.kanaga
を継続するための取り組みを行う場合や、当座の資金を必要とする場合にその費用の wa.jp/index.cfm/6,19607,21,html
一部(所要経費の4分の3。上限30万円)を補助。（申請受付終了）

神奈川県

箱根町

経営支援

②箱根町経営安定緊急融資(経営安定緊急融資（新型コロナウイルス感染症関連）の
拡充)：新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動に影響を受けている中小企業
等を支援するため、金融支援（融資）制度を拡充し、利子補給期間を2年間（24回）から3
年延長し5年間（60回）とする。これにより融資間の全期間を通じて発生した利子の全額
を町が補助するため、実質無利子の融資制度。

神奈川県

箱根町

金融支援

神奈川県

真鶴町

経営支援

利子補給
箱根町HP
http://www.town.hakone.kanaga
信用保証料補
③中小企業等感染症対策事業(利子補給／信用保証料補助)：新型コロナウイルス感染 wa.jp/index.cfm/6,19607,21,html
助
症の流行に伴い経営状況が悪化している中小企業・小規模事業者・個人事業主を支援
するため、利子補給(5,000千円超の公的融資を受けた場合に、支払った利子の一部を
補助。1回目から24回目までの支払利子。補助上限額120,000円／年)および信用保証
料補助(公的融資を受けた場合に、支払った信用保証料の一部を補助。補助上限額
200,000円)。

支援金

・新型コロナウイルス感染症感染予防対策助成金
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
新規取組・経営 に対し、町から助成金を支給。
改善等経費補 また、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
助
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１万円を上乗せして
助成。
補助率10／10 ただし、上限２万円（※町内に２店舗以上を持つ事業者は、上限４万
円）
神奈川県感染防止対策への登録に対する上乗せ助成金 １万円

神奈川県

湯河原町

経営支援

神奈川県

愛川町

経営支援

支援金

神奈川県

清川村

金融支援

融資
利子補給

神奈川県

神奈川県

清川村

清川村

休業等支援

休業等支援

・真鶴町感染症対策中小企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 真鶴町HP
http://www.town.manazuru.kana
を受け、売上が減少等した中小企業者等に対して、支援給付金(上限20万円)を支給。 gawa.jp/juyo/1711.html

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年３月から５月のうち１カ月の売上が前
年同月比で30%以上減少した、町内に事業所を有する中小企業・個人事業主に対し一
律20万円を支給。

湯河原町HP
https://www.town.yugawara.kan
agawa.jp/chousei/kankousyouk
ou/p04614.html

愛川町HP
https://www.town.aikawa.kanag
awa.jp/soshiki/soumu/soumu/k
oho/info/1589173439150.html

清川村

1年以上営業実績がある村内事業者に対して、1口10万円として30口までの額を無利子 http://www.town.kiyokawa.kana
gawa.jp/soshiki/sangyokanko/4
無担保で融資。融資資金用途は、運転資金、設備資金、店舗改装。
37.html

支援金

【清川村中小企業応援交付金 】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自主的に施設を一定期間休業とした事業
者に対し、交付金を交付。
事業者あたり一律20万円 ※1回限り
（上記以外の要件）・持続化給付金及び神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金の対象とならない事業者等であり、本年1月～6月の期間において、売り上げが
前年同月比で、5％以上50％未満減少している事業者等であること。

清川村HP
https://www.town.kiyokawa.kan
agawa.jp/soshiki/sangyokanko/
2571.html

支援金

【清川村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、神奈川県の要請や依頼に応じて、休業や
夜間営業時間の短縮に協力した事業者に対し、協力金を交付。
1事業者あたり一律10万円 ※1回限り
（上記以外の要件）・持続化給付金の対象とならない事業者等であり、本年1月～6月の
期間において、売り上げが前年同月比で、5％以上50％未満減少している事業者等であ
ること。

清川村HP
https://www.town.kiyokawa.kan
agawa.jp/soshiki/sangyokanko/
2571.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

経営支援

【清川村頑張る飲食業応援交付金 】
新型コロナウイルス感染症拡大により村経済へ大きな影響が及ぶ中、新たな需要への
対応により村内消費の活性化を図るため、テイクアウトまたはデリバリーに参入する飲
宅配等への支
食店等の事業者に対し、協力金を交付
援
1事業者あたり上限10万円 ※1回限り
（上記以外の要件）・持続化給付金及び神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金の対象とならない事業者等であること。

清川村HP
https://www.town.kiyokawa.kan
agawa.jp/soshiki/sangyokanko/
2571.html

新潟県

金融支援

融資
【新型コロナウイルス感染症対応資金】
利子補給
一定の売上減少の場合、既往債務の借換も含め、３年間の実質無利子や保証料ゼロ
信用保証料補
の融資
助

新潟県HP
https://www.pref.niigata.lg.jp/sit
e/sogyo/corona-jougen.html

新潟県

金融支援

融資

神奈川県

清川村

新潟県

燕市

生活支援

無償提供

新潟県

燕市

経営支援

固定費補助

新潟県

燕市

雇用支援

支援金

新潟県

燕市

【新型コロナウイルス感染症対策特別融資】
売上が減少している中小企業者の資金繰りを支援

新潟県HP
https://www.pref.niigata.lg.jp/sit
e/sogyo/yuushi-corona.html

県外に住む燕市出身の学生を対象に、同市産コシヒカリ5kg等を送る。

燕市ＨＰ
http://www.city.tsubame.niigata.
jp/about/008001845.html

【土地・建物賃借料補助金】
燕市HP
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少を背景に中小企業の経営を圧迫する http://www.city.tsubame.niigata.
jp/industrial/016001251.html
賃貸料の負担を軽減させるため、賃貸料の一部を補助
【雇用調整助成金活用促進補助金】
中小企業の雇用の維持のため、雇用調整助成金の助成対象とならない事業者負担分
の一部を補助
※現在受付中止中

燕市HP
http://www.city.tsubame.niigata.
jp/participate/007001097.html#
saku2

金融支援

【信用保証料の補給】
信用保証料補 県制度融資「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」および「新型コロナウイルス感
助
染症対応資金」に対して、信用保証料の補給
〈追加予算額 5,000万円（既決予算とあわせて7,000万円）

燕市HP
http://www.city.tsubame.niigata.
jp/participate/007001097.html#
saku3

燕市HP
http://www.city.tsubame.niigata.
jp/participate/007001097.html#
saku5

新潟県

燕市

経営支援

【おいしい燕おとどけプロジェクト】
①テイクアウト・デリバリー推奨補助金 ※令和２年６月30日受付終了
新たにテイクアウトやデリバリーを始める店舗を支援するため、容器や衛生用品、広告
費およびテイクアウト・デリバリー用の新メニュー開発に要する費用を補助
宅配等への支
②デリバリーサービス連携補助金
援
飲食店がタクシー事業者を利用して行うデリバリーサービスの配達料を補助
③がんばろう燕！応援クーポン
市内飲食店（登録制）でテイクアウトやデリバリーを利用する際に使える、お得なクーポ
ン券を市民向けに発行（店内での飲食は対象外）※令和2年６月15日発行済

新潟県

燕市

経営支援

燕市HP
【市内飲食店応援サポート補助金】
http://www.city.tsubame.niigata.
商品券等活用 新型コロナ終息後に開催する懇親会等を予約し、予約金を納入した企業・団体等に対し jp/participate/007001097.html#
予約金の一部を補助
saku6

新潟県

燕市

経営支援

【オンライン営業推進支援事業補助金】
燕市HP
販売促進経費 ・新しい生活様式に対応したビジネススタイル推進のため、市内事業者がweb上での商 http://www.city.tsubame.niigata.
jp/participate/007001097.html#
補助
品や技術紹介、オンライン商談などリモート営業を導入する際の費用の一部を補助
saku6
・既存の「見本市出展小間料補助金」を見直し、オンライン展示会出展も補助対象

新潟県

燕市

感染予防

取組経費補助

新潟県

新潟市

休業等支援

新潟県

新潟市

経営支援

新潟県

新潟市

休業等支援

新潟県

新潟市

雇用支援

新潟県

長岡市

経営支援

【市内中小企業者に対する感染予防対策施設整備補助金】
・市内中小企業者に対し、感染防止対策にかかる費用の一部を補助

燕市HP
http://www.city.tsubame.niigata.
jp/participate/007001097.html#
saku6

【営業時間短縮協力金事業】
・県の要請に応じて営業時間を短縮した飲食店を対象に、県の協力金に上乗せする形
で10万円を支給。

新潟市ＨＰ
https://www.city.niigata.lg.jp/bu
siness/shoko/jigyousha_covid1
9/eigyoujitankyouryoku.html

固定費補助

【テナント等家賃減額協力金事業】
新潟県から出された施設の使用停止等の協力要請に応じて、休業等に協力する市内事
業所等の家賃の減額にご協力いただく貸主に対して、協力金（減免額の３分の２※貸主
1者あたり上限20万円）を支給

新潟市ＨＰ
https://www.city.niigata.lg.jp/bu
siness/shoko/jigyousha_covid1
9/tenanyachin.html

支援金

【休業協力金事業】
休業要請が延長される遊興施設等及び運動・遊技施設を運営している事業者で、5月7
日（木曜）から5月14日（木曜）までの期間、全面的に施設等の使用停止に協力する事業
者 10万円

新潟市HP
https://www.city.niigata.lg.jp/bu
siness/shoko/jigyousha_covid1
9/kyugyokyoryokukin.html

支援金

【雇用調整助成金利用促進事業】
○Aタイプ支援金
国の雇用調整助成金への上乗せ
※雇用調整助成金の制度拡大により廃止予定
○Bタイプ支援金
雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含む）申請を社会保険労務士等に依頼した際
に必要な手数料の一部を補助

新潟市ＨＰ
https://www.city.niigata.lg.jp/bu
siness/shoko/jigyousha_covid1
9/kotyokinriyosokusin.html

【事業継続緊急支援金】
・売上減少を背景に中小企業の経営を圧迫する賃貸料など固定費の負担を軽減させる
ため、貸主に対して事業所の賃貸料の減額や猶予をお願いするとともに事業の継続に
向けた支援金を給付

長岡市HP
https://www.city.nagaoka.niigat
a.jp/kurashi/cate96/keieishien_01.html

支援金
※県事業上乗せ

※国事業上乗せ

支援金
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都道府県

市町村等

分類

分類２

新潟県

長岡市

金融支援

新潟県

三条市

経営支援

新潟県

三条市

雇用支援

新潟県

柏崎市

雇用支援

新潟県

柏崎市

経営支援

新潟県

柏崎市

金融支援

新潟県

柏崎市

経営支援

支援金

新潟県

柏崎市

金融支援

利子補給

新潟県

新発田市

経営支援

固定費補助

新潟県

新発田市

金融支援

新潟県

新発田市

休業等支援

支援金

新潟県

新発田市

金融支援

利子補給

新潟県

新発田市

経営支援

支援内容・水準

【小口零細企業保証制度資金】
信用保証料補
市内で事業を営む小規模企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、「危機関
助
連保証」等の認定を受けた方に信用保証料を100％補助

固定費補助

【固定費補助】
国の持続化給付金の支給要件に該当する事業者に対し、補助対象期間に係る賃料の
1/4を補助します(上限10万円/月、最大50万円)

【雇用調整助成金の上乗せ補助(休業手当等補助)】
国の雇用調整助成金の支給要件に該当する事業者に対し、補助対象期間に係る
国補助金申請 国の助成対象とならない部分を上乗せ補助
支援
申請に係る社会労務士手数料を補助
支援金

新潟県

新潟県

新発田市

新発田市

経営支援

経営支援

※国事業上乗せ

URL
長岡市HP
https://www.city.nagaoka.niigat
a.jp/sangyou/cate05/virusyushi.html
三条市HP
https://www.city.sanjo.niigata.jp
/soshiki/keizaibu/shokoka/122
12.html

三条市HP
https://www.city.sanjo.niigata.jp
/soshiki/keizaibu/shokoka/122
12.html

【緊急雇用安定給付金】
国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金（国助成金）制度を利用した市内事業
者に、給付金50,000円を支給

柏崎市HP
https://www.city.kashiwazaki.lg.j
p/covid19info/4/2/3/1/20172.
html

【小規模事業者経営支援補助金】
マイナス影響を受けている小規模事業者に対し、事業継続を支援するため、10万円を
補助（定額補助）（補助対象者のすべての条件を満たし、かつ、売上高が前年同月比で
20万円以上減少している場合、更に10万円を交付※5月21日拡充）

柏崎市HP
https://www.city.kashiwazaki.lg.j
p/covid19info/4/2/3/1/20171.
html

利子補給
【信用保証料補給と利子補給】
信用保証料補 「セーフティネット資金（経営支援枠・新型コロナウイルス感染症対策特別融資）」を借り
入れた市内中小企業者等を対象に、信用保証料補給と利子補給
助

柏崎市HP
https://www.city.kashiwazaki.lg.j
p/covid19info/4/2/3/2/20173.
html

支援金
※国事業上乗せ

支援金

【柏崎市事業継続支援補助金】
マイナス影響を受けている中小企業者の事業継続を支援するため、補助金を交付

柏崎市HP
https://www.city.kashiwazaki.lg.j
p/covid19info/4/2/3/1/20887.
html

【雇用調整助成金つなぎ資金利子補給金】
新型コロナウイルス感染症の影響により経営安定に支障を生じている中小企業者など
を支援するため、金融機関が取り扱う「雇用調整助成金つなぎ資金」の貸し付けを受け
た方に対し、利子補給金を交付。

柏崎市HP
https://www.city.kashiwazaki.lg.j
p/covid19info/4/2/3/2/21140.
html

【緊急経済対策家賃補助金】
新潟県が令和2年4月21日に出した休業協力要請に応じて、一定期間休業する事業者 新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
のうち、施設等を賃借し、営業を行う事業者に対して、緊急経済対策固定費補助金制度 osha/shien/shien/1011865.html
を創設し、事業者の負担を軽減（上限5万円（5月分の家賃））

【信用保証料補助】
信用保証料補
新潟県セーフティネット資金「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」にかかる信用
助
保証料を、新発田市が100％補助（5,000万円まで100%補助）

新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
osha/shien/shien/1011865.html

【休業延長協力事業者助成金】
新潟県が令和2年5月7日に出した休業延長協力要請に応じて休業する事業者に対し
て、休業延長協力事業者助成金制度を創設し、事業者の負担を軽減（一律５万円）

新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
osha/shien/shien/1013103.html

【「持続化給付金」に連動した緊急支援 「持続化給付金つなぎ資金」】
国からの「持続化給付金」の給付に先行して、給付予定額の 50 ％を事業者に融資
融資に伴う利子は市が負担

新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
osha/shien/shien/1012562.html

【公共施設等花き活用拡大支援】
相談窓口設置 市内の公共施設や観光施設において、市内産花きの展示を行い、消費の下支えと花き
の魅力を発信。（具体的な展示場所や時期などの詳細は改めて案内。）

新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
osha/nourin/1013415/1013416.
html

支援金

【花き農家持続化支援】
コロナの影響が著しい花き農家のうち、持続化給付金の対象（50％以上減収）とならな
い農家に対して、補助金を交付し次期作に対する花き生産を経営支援
対象者：令和２年１月～令和２年12月に出荷した実績のある市内花き農家
要件：前年同月比で50％未満の減収であること
交付額：１農家あたり一律50,000円

新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
osha/nourin/1013415/1013416.
html

支援金

【和牛子牛導入支援】
和牛（黒毛和種）肥育農家の肥育素牛導入（購入）経費に対して補助金を交付し、付加
価値の高い優良な新発田産和牛の生産を支援。
対象者：市内で継続して畜産業を営む個人（市内に住所を有する者に限る）又は法人
（市内に主たる事務所を有する者に限る）
要件：市が定める期間内に導入（購入）された月齢12ヶ月未満の黒毛和種肥育用牛
交付額：肥育素牛購入額（消費税抜き）の20％以内（1,000円未満切り捨て）
（※１頭あたり100,000円を上限、１農業者等あたり500,000円を上限）

新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
osha/nourin/1013415/1013399.
html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

【（仮）新発田乃殿様和牛消費拡大支援】
新発田産にいがた和牛を提供する旅館や飲食店に対して、30万円を上限に新発田産和
牛（４等級以上に限る）の仕入れ費用を助成し、外食需要の喚起を図り、消費の拡大と
新発田産和牛のブランド化に向けた生産基盤の強化を支援。
事業の実施に当たっては、「市、生産者、小売業者、外食産業」等の各関係者で構成さ
れた実行委員会形式を予定しており、消費拡大キャンペーン等により、新発田産和牛の
魅力を発信。 （時期等の詳細については改めてご案内。）

新発田市HP
http://www.city.shibata.lg.jp/jigy
osha/nourin/1013415/1013399.
html

【経営維持支援事業】
売上が減少している中小企業者に、土地及び建物の賃借料3か月分を助成

小千谷市HP
https://www.city.ojiya.niigata.jp/
soshiki/syoko/j-subsidy.html#2

新潟県

新発田市

経営支援

支援金

新潟県

小千谷市

経営支援

固定費補助

【信用保証料補助】
信用保証料補 小千谷市は、「新潟県セーフティネット資金（経営支援枠・新型コロナウイルス感
助
染症対策特別融資 ）」を新たに利用する事業者へ信用保証料を補給
(3,000万円(別枠)100%補給)

小千谷市HP
https://www.city.ojiya.niigata.jp/
soshiki/syoko/jfinancing.html#5

新潟県

小千谷市

金融支援

新潟県

加茂市

経営支援

新潟県

加茂市

雇用支援

国補助金申請 【雇用調整助成金活用促進補助金】
支援
雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士への手数料を補助（上限/10万円）

新潟県

加茂市

経営支援

【プレミアム商品券の発行事業】
加茂市HP
商品券等活用 加茂商工会議所のプレミアム商品券発行事業を補助。（プレミア率20％の市内店舗で使 http://www.city.kamo.niigata.jp/
section/corona/#shien
える商品券の発行事務、印刷代等の経費）

新潟県

加茂市

生活支援

無償提供

新潟県

十日町市

休業等支援

支援金

【休業・時短事業者等に対する協力金（第1弾）】
県の協力要請に応じ、施設の休業や営業時間の短縮を行い、県の協力金10万円の支
給を受けた事業者 市の上乗せ支給額：10万円

十日町市HP
http://www.city.tokamachi.lg.jp/
shigoto_sangyo/E006/E009/15
83382533198.html#a7

新潟県

十日町市

休業等支援

支援金

【休業・時短事業者等に対する協力金(第2弾)】
県の協力要請に応じ、施設の休業や営業時間の短縮を行い、県の協力金10万円の支
給を受けた事業者 市の上乗せ支給額：10万円

十日町市HP
http://www.city.tokamachi.lg.jp/
shigoto_sangyo/E006/E009/15
83382533198.html#a7

新潟県

十日町市

固定費補助

【事業継続緊急支援金】
売上げが減少している市内の中小企業者に建物等の賃貸借契約に基づく賃借料の２か
月分（4・5月分）（※自己所有の場合は上下水道料金４月請求分又は５月請求分）を助
成（上限/10万円）

加茂市HP
http://www.city.kamo.niigata.jp/
section/corona/shien.html#jigy
ounushi

加茂市HP
http://www.city.kamo.niigata.jp/
section/corona/shien.html#jigy
ounushi

【学生応援事業】
加茂市HP
新型コロナウイルス感染防止のため、帰省を自粛している学生を応援するため、加茂市 http://www.city.kamo.niigata.jp/
section/corona/#shien
の特産品を贈る

十日町市HP
http://www.city.tokamachi.lg.jp/
soshiki/sk/sangyoseisakuka/sh
okoshinkogakari/gyomu/145041
9585871.html

金融支援

信用保証料補 【信用保証料補給】
助
市・県の制度融資を信用保証付で借りた場合に信用保証料を補助。

雇用支援

http://www.city.tokamachi.lg.jp/
【雇用安定化事業補助金】
国補助金申請
soshiki/sm/04/Coronavirus/Co
雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士への手数料（計画届作成支援等の費 ronavirus_keizaitaisaku/keizaitai
支援
用含む。）1社あたり1回限り 上限10万円
sakusien/1587086780251.html#

十日町市HP

新潟県

十日町市

a9

【プレミアム付き商品券の発行】
商品券等活用
7,500円分の商品券を50％のプレミアムを付けて5,000円で発行。

十日町市HP
http://www.city.tokamachi.lg.jp/
soshiki/sm/04/Coronavirus/Co
ronavirus_keizaitaisaku/keizaitai
sakusien/1591166513202.html
見附市HP
https://www.city.mitsuke.niigata
.jp/20619.htm

新潟県

十日町市

経営支援

新潟県

見附市

経営支援

新潟県

見附市

金融支援

新潟県

見附市

感染予防

【新しい生活様式導入補助金】
取組経費補助 感染防止対策のための設備導入費用、テイクアウトを新たに開始する費用等を補助
補助額は対象経費の3/4で上限10万円。

新潟県

見附市

経営支援

【飲食店予約応援補助金】
見附市HP
割引等への補
5人以上で1回3万円以上の宴会などに対して、事前に支払った予約金額の15％ずつを https://www.city.mitsuke.niigata
助
.jp/20751.htm
飲食店・団体に補助。上限額は10万円。

新潟県

見附市

経営支援

新潟県

見附市

雇用支援

【家賃等の補助】
今年3 月以降のいずれかの月の売上が前年同月比30%以上減少した事業者
土地や建物の賃料の1/2（月上限5 万円）を3 か月分 最大15 万円を補助
【県制度融資への信用保証料の支援】
信用保証料補
県が実施する「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」を利用する事業者
助
信用保証料を補助
固定費補助

【市内飲食店で使えるクーポン券を発行】
商品券等活用 5,000円分のクーポン券を3,000円で販売（1,000冊発行）。参加店は新しい生活様式に対
応したサービス提供が条件。
【外国人技能実習生入国時滞在費補助金】
支援金
入国後の待機期間の宿泊費・交通費を補助。補助額は対象経費の1/2。1人上限5万
円。

見附市HP
https://www.city.mitsuke.niigata
.jp/19421.htm
見附市HP
https://www.city.mitsuke.niigata
.jp/20755.htm

見附市HP
https://www.city.mitsuke.niigata
.jp/20738.htm
見附市HP
https://www.city.mitsuke.niigata
.jp/20765.htm
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都道府県

市町村等

分類

分類２

新潟県

見附市

雇用支援

【雇用調整助成金申請費用補助】
見附市HP
国補助金申請
雇用調整助成金を申請する9人以下の事業者に対し、雇用調整助成金の申請に要する https://www.city.mitsuke.niigata
支援
.jp/19435.htm
社会保険労務士への手数料 1社あたり10万円補助（1回のみ）

新潟県

村上市

経営支援

新規取組・経営 【販売促進応援プロジェクト事業補助金】
改善等経費補 売上回復のため 新たにに取り組む幅広い事業に対する補助
助
補助対象経費の 4/5 上限 10 万円

新潟県

村上市

雇用支援

支援金

新潟県

村上市

経営支援

固定費補助

新潟県

村上市

休業等支援

支援金

新潟県

村上市

生活支援

無償提供

支援内容・水準

URL

村上市HP
http://www.city.murakami.lg.jp/
site/korona/hanbaisokushinkorona.html

【雇用維持奨励金】
雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金を活用し、雇用を維持した事業者に対して
奨励金を交付（10万円）

村上市HP
http://www.city.murakami.lg.jp/
site/korona/koyouijikorona.html

【店舗賃料緊急支援助成金】
国の持続化給付金を申請した事業者に家賃助成
市内の物件の賃料の３カ月分の 1/2 （上限 10 万円）

村上市HP
http://www.city.murakami.lg.jp/
site/korona/tenpochinryokorona.html

【休業支援金】
新型コロナウイルスの感染拡大による地域経済への影響を鑑み、事業者の今後の経営
維持及び生活を支援するため、指定 期間 内に連続して７日以上 休業した事業者に対
し、村上市新型コロナウイルス感染 拡大に伴う休業支援金（以下「支援金」という。）とし
て１事業者 あたり １０万円を支給

村上市HP
http://www.city.murakami.lg.jp/
site/korona/kyugyoshienkorona.html

【むらかみ学生応援便】
外出自粛要請を受け、地元を離れ、帰郷できずに市外で居住されている学生に対し、
「新潟むらかみ学生応援便」 として特産品、マスクなどを送付する支援を行う

村上市HP
http://www.city.murakami.lg.jp/
site/korona/gakuseishien.html

新潟県

村上市

経営支援

【村上市元気づくり商品券発行事業補助金】
地域経済回復のため、即効性のあるプレミアム飲食券・商品券を発行し、地域内資金循
商品券等活用 環による事業者支援を行う市内商工団体を補助。
飲食券：３千円で６千円分を5,000セット 商品券：５千円で８千円分を20,000セット 発行
総額１億９千万円

新潟県

村上市

感染予防

取組経費補助

【３密解消対策応援プロジェクト事業補助金 1 事業所 1 回限り）】
3 密の解消に向けて「新しい生活様式」に沿った対策を講じる事業者に対して、補助金
を交付し事業者の負担軽減と感染拡大の予防を図る。
補助対象経費の５分の４(上限10万円)

村上市HP
http://www.city.murakami.lg.jp/
site/korona/sanmitsukaishotais
aku-korona.html

新潟県

糸魚川市

経営支援

支援金

【緊急事業継続給付金】
売上が激減している市内事業者の事業継続を支援するため、市独自の給付金を交付
20万円

糸魚川市HP
https://www.city.itoigawa.lg.jp/7
520.htm

新潟県

糸魚川市

休業等支援
経営支援

新潟県

糸魚川市

感染予防

【飲食店等感染拡大防止対策補助金】
糸魚川市HP
取組経費補助 令和２年 5月 ７ 日 以降に営業を再開される飲食店、宿泊施設等において、集客に向け https://www.city.itoigawa.lg.jp/it
em/15988.htm#ContentPane
て新しい生活様式の対応を行う経費の 9/10 上限 10万円 まで補助

新潟県

糸魚川市

金融支援

【信用保証料補給制度】
糸魚川市HP
信用保証料補
新潟県セーフティネット資金（経営支援枠）第８項－新型コロナウイルス感染症対策要件 https://www.city.itoigawa.lg.jp/d
助
d.aspx?menuid=3733
の融資を受ける 市内中小企業者が負担する信用保証料を 100％補給等

新潟県

糸魚川市

経営支援

【わたしの街で食べよう・泊まろう 糸魚川元気応援券】
商品券等活用 市内の 飲食店 、 宿泊施設 等で利用できる「糸魚川元気応援券」１冊 5,000円分を
2,500円で販売

新潟県

妙高市

金融支援

利子補給
【信用保証料補給・利子助成】
妙高市HP
信用保証料補 県セーフティネット資金「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」により借入を行った https://www.city.myoko.niigata.j
p/docs/2096.html
助
者
【補給割合】信用保証料の10/10、【助成割合】年1％

新潟県

妙高市

経営支援

減収補填

新潟県

五泉市

経営支援

支援金

【小規模事業者事業継続支援特別給付金】
・売上げが減少している小規模事業者の事業経営の負担を軽減し、事業継続を支援す 五泉市ＨＰ
https://www.city.gosen.lg.jp/org
るため特別給付金を交付
anization/13/4/1/6197.html
１事業所10万円（事業所を複数営んでいる事業者は、2事業所まで対象）

新潟県

五泉市

経営支援

支援金

【小規模事業者事業継続支援臨時給付金】
来客や売り上げが減少し、事業経営に大きな影響を受けている小規模事業者（法人及
び個人）に、事業継続の支援として給付金を交付

新潟県

五泉市

金融支援

新潟県

五泉市

生活支援

【感染拡大防止休業協力金】
支援金
宅配等への支 10日間以上休業またはテイクアウトや配達等への営業変更を行う市内事業者
援
１事業者当たり10万円

【事業継続支援緊急助成金】
R2年3月または4月の売上が前年同月比▲50％以上の事業者
1事業者あたり10万円

村上市HP
http://www.city.murakami.lg.jp/
site/korona/genkidukurikorona.html

糸魚川市HP
https://www.city.itoigawa.lg.jp/7
521.htm

糸魚川市HP
https://www.city.itoigawa.lg.jp/7
551.htm

妙高市HP
https://www.city.myoko.niigata.j
p/docs/2096.html

五泉市HP
https://www.city.gosen.lg.jp/org
anization/13/4/1/6134.html

【「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」に対する信用保証料の補給】
五泉市HP
信用保証料補
市内の中小企業を対象に、県が新型コロナウイルス対策で実施する「県セーフティネット https://www.city.gosen.lg.jp/org
助
anization/13/4/1/5897.html
資金」特別融資利用時の信用保証料を市が全額肩代わりする。

無償提供

【ごせん学生支援ふるさと便～『さわやかな風』に乗せて～】
五泉市HP
五泉市出身の県外で頑張っている学生にふるさとの産品を送り、ふるさと五泉を身近に https://www.city.gosen.lg.jp/org
anization/3/1/6207.html
感じてもらえるよう支援を行う(地元産コシヒカリ５kgほか)
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都道府県

市町村等

分類

新潟県

上越市

金融支援

新潟県

上越市

経営支援

新潟県

上越市

経営支援

新潟県

上越市

経営支援

新潟県

阿賀野市

雇用支援

新潟県

阿賀野市

経営支援

新潟県

阿賀野市

経営支援

【飲食店への支援】
阿賀野市ＨＰ
割引等への補
新しい生活様式に向けた取組みを行っている割烹等の飲食店を事前予約した団体に対 http://www.city.agano.niigata.jp
助
/site/hodo/44491.html
して、１人当たり飲食代の40％、2,000円を上限として補助

新潟県

阿賀野市

雇用支援

【雇用調整助成金の申請費用を補助】
国補助金申請
雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士への手数料を補助
支援
1社当たり1回限り 上限20万円

新潟県

南魚沼市

経営支援

新潟県

南魚沼市

雇用支援

分類２

支援内容・水準

URL

上越市HP
【信用保証料の補給】
信用保証料補
https://www.city.joetsu.niigata.j
市内中小企業者が、新潟県セーフティネット資金（新型コロナウイルス感染症対策特別 p/soshiki/sangyou/covid-19助
資金）を利用する際に、信用保証協会に支払う信用保証料の全てを、市が負担
kinkyushien.html
【事業継続支援緊急助成】
売上が減少している中小企業等の経費の負担を軽減し、事業の継続を支援するため助 上越市HP
https://www.city.joetsu.niigata.j
固定費補助 成金を交付
p/soshiki/sangyou/jigyoukeizok
賃貸借契約に基づく賃借料の3か月相当額（土地、建物、動産（車両、リース契約を含 u.html
む）等）
上越市HP
【プレミアム付商品券発行事業補助金】
https://www.city.joetsu.niigata.j
商品券等活用 消費の早期回復を図るため、商工団体等が実施するプレミアム付商品券を発行する事 p/soshiki/s-chukatsu/korona業に要する経費を補助 補助率：10分の10
puremiam.html
上越市HP
https://www.city.joetsu.niigata.j
p/soshiki/sangyou/jigyousyaou
en.html

支援金

【事業者応援給金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、特に売上が減少している中小企業等の事業
の継続を支援するため給付金を交付 1事業者当たり20万円

支援金

【雇用調整助成金の上乗せ補助】
阿賀野市HP
国の雇用調整助成金の支給要件に該当する事業者に対し、補助対象期間に係る国の http://www.city.agano.niigata.jp
/site/corona/43849.html
助成対象とならない部分を上乗せ補助 １社当たり 上限75万円

※国事業上乗せ

固定費補助

【店舗等の賃借料の一部を補助】
賃貸物件において事業を営む者に対し、補助対象期間に係る賃借料の一部を補助
1社当たり 上限10万円/月（補助率１／４）

阿賀野市HP
http://www.city.agano.niigata.jp
/site/corona/43849.html

阿賀野市ＨＰ
http://www.city.agano.niigata.jp
/site/corona/43849.html

支援金

【事業継続給付金】
南魚沼市HP
売上が激減している市内事業者の事業継続を支援するため、国の持続化 給付金の対 http://www.city.minamiuonuma.
niigata.jp/kinkyu/158889588667
象とならない売上減が ５ 割未満の事業者 を対象に 給付 金を支給
5.html
前年同月比で 20％ 以上 50 ％未満 減少している 事業者 上限 3 0 万円

支援金

【雇用維持給付金】
新型コロナウイルス感染症拡大に起因する国の雇用調整助成金を受けた市内事業者
に対し、 一律５万円 を 支給

※国事業上乗せ

南魚沼市HP
http://www.city.minamiuonuma.
niigata.jp/kinkyu/158889588667
5.html

南魚沼市HP
http://www.city.minamiuonuma.
niigata.jp/business/sangyoushin
kou/hojyoseido/158803313927
3.html
南魚沼市HP
http://www.city.minamiuonuma.
【経営支援給付金】
niigata.jp/soshiki/sangyoushink
経営が圧迫された事業者に対して、家賃、光熱水費、リース料など固定支出を包括的に oubu/shoukoukankouka/shouko
補助し、事業の継続を下支えする 支給額：10万円 （６月15日から申請開始）
ushinkouhan/shoukoushinkou/1
591149842486.html

融資
【緊急経営支援資金】
信用保証料補
経営に支障をきたしている市内事業所に対し、資金融資と信用保証料の補給
助

新潟県

南魚沼市

金融支援

新潟県

南魚沼市

経営支援

固定費補助

新潟県

南魚沼市

経営支援

商品券等活用

新潟県

阿賀町

金融支援

信用保証料補 【制度融資資金利子及び信用保証料補給制度】
助
制度融資資金利用時の信用保証料の補給の拡充

新潟県

阿賀町

雇用支援
経営支援

※国事業上乗せ

新潟県

阿賀町

生活支援

無償提供

新潟県

阿賀町

生活支援

無償提供

新潟県

阿賀町

経営支援

【プレミアム飲食券発行事業】
商品券等活用 飲食店の利用促進を図るため、飲食店限定のプレミアム飲食券を発行
1セット5,000円の飲食券を3,000円で販売

阿賀町HP
http://www.town.aga.niigata.jp/

新潟県

阿賀町

感染予防

【感染症予防対策促進補助金制度】
取組経費補助 飲食店等の感染症予防対策における経費に対し補助金を交付
1店舗当たり上限10万円

阿賀町HP
http://www.town.aga.niigata.jp/

支援金

【市民向けプレミアム付き飲食・宿泊券の発行】
大きな影響を受けた市内の飲食業・宿泊業・タクシーおよび運転代行業を支援するた
め、市民向けにプレミアム付飲食・宿泊券を販売
1冊5,000円分を2,500円で販売

補給率 ７５％から１００％

【事業継続支援給付金制度】
・外出自粛や営業自粛による影響を受けている全事業者へ一律１０万円を支給
・売上の減少率が国が行う「持続化支援給付金」に該当とならない売上減少率３０％以
上５０％未満の事業者へ町独自の給付金を支給
【郷人会員への応援事業】
感染症による外出自粛や帰省往来自粛要請など日常生活に影響を受けている郷人会
員のみなさんを支援
町特産品などを送付
【県外で頑張る学生への応援事業】
感染症による外出自粛や帰省往来自粛要請など日常生活に影響を受けている学生の
みなさんを支援
町特産品などを送付

南魚沼市
http://www.city.minamiuonuma.
niigata.jp/kinkyu/159313092278
5.html

阿賀町HP
http://www.town.aga.niigata.jp/s
ysimg/topics/1297_1.pdf
阿賀町HP
http://www.town.aga.niigata.jp/s
ysimg/topics/1312_1.pdf
阿賀町HP
http://www.town.aga.niigata.jp/s
ysimg/topics/1312_1.pdf
阿賀町HP
http://www.town.aga.niigata.jp/s
ysimg/topics/1312_1.pdf
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都道府県

市町村等

分類

新潟県

阿賀町

給食利用

新潟県

出雲崎町

生活支援

新潟県

出雲崎町

金融支援

新潟県

出雲崎町

経営支援

新潟県

湯沢町

金融支援

分類２

支援内容・水準

キャンセル等費 【学校給食食材補償】
用補助
給食食材の発注キャンセルに伴って生じた食材納入事業者の損失に対し補償

支援金

【出雲崎町定額支援金】
全町民1人につき1万円を、特別定額給付金（1人につき10万円）に上乗せして給付

URL

阿賀町HP
http://www.town.aga.niigata.jp/

出雲崎町HP
http://www.town.izumozaki.niiga
ta.jp/topics/2020042400017/

出雲崎町HP
【信用保証料の補給】
信用保証料補
https://www.town.izumozaki.niig
町では、新潟県セーフティーネット資金「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」を中 ata.jp/chosei/gyosei/corona助
小企業者に対して特別な補給割合にて信用保証料の補給を行う
tokubetuyuusi.html

減収補填

【出雲崎町事業継続支援給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響により経営安定に支障を生じている個人事業主又は
法人に対し、一時金を給付することにより事業継続を支援
前年3月又は4月の売上高から今年同月の売上高を差し引いた額の8/10以内で支給限
度額は10万円(1,000円未満は切り捨て)

出雲崎町HP
https://www.town.izumozaki.niig
ata.jp/chosei/gyosei/jigyoukeiz
okukyuhukin.html

湯沢町HP

【信用保証料の補給】
https://www.town.yuzawa.lg.jp/
信用保証料補
補給対象制度融資名：新型コロナウイルス感染症対策特別融資（新潟県セーフティネッ soshikikarasagasu/sangyokanko
助
bu/kankoshokoka/5/2/3299.ht
ト資金（経営支援枠））補給割合：借入額3,000万円以下100％
ml

湯沢町HP
https://www.town.yuzawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/sangyokanko
bu/kankoshokoka/5/joseikin/3
480.html
湯沢町HP
https://www.town.yuzawa.lg.jp/
soshikikarasagasu/sangyokanko
bu/kankoshokoka/5/joseikin/3
481.html

新潟県

湯沢町

経営支援

減収補填

【事業持続化給付金】
2020年1月から5月の間に、売上が前年同月比で20％以上50％未満減少した月がある
事業者 上限30万円

新潟県

湯沢町

休業等支援

支援金

【湯沢町新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金（第2次、第3次）】
湯沢町からの協力依頼（5月1日から5月31日）に応じて、休業にご協力いただける事業
者に対し、第2次、第3次協力金の支給を行う

新潟県

湯沢町

経営支援

新潟県

刈羽村

経営支援

減収補填

【事業継続支援給付金】
３～５月のうちいずれかひと月の売上が前年同月比２０％以上減少している中小企業
者・個人事業主に対し、事業の継続を支援するための給付金を支給
【支給額】法人：５０万円 個人事業主：２５万円

刈羽村HP
http://www.vill.kariwa.niigata.jp/
www/info/detail.jsp?id=6168

新潟県

刈羽村

金融支援

利子補給

【国や県の融資に対して利子補給】
当初３年間国または県の利子補給の対象となった利用者に対し、４年目、５年目の利
子補給を実施

刈羽村HP
http://www.vill.kariwa.niigata.jp/
www/info/detail.jsp?id=6170

新潟県

関川村

金融支援

信用保証料補 【信用保証料の補給】
助
新潟県信用保証協会の保証料を補給

新潟県

魚沼市

金融支援

利子補給
【信用保証料の補給】【利子補給】
魚沼市HP
信用保証料補 新潟県信用保証協会の保証料を補給。また、令和2年3月以降で一月の売上が前年同 https://www.city.uonuma.niigata
.jp/docs/2020031800026/
助
月比で減収割合50%以上の事業者に対し、利子補給を実施

【がんばろう湯沢飲食・商品券の配布】
商品券等活用 券は1人当り5,000円（飲食券500円×7枚、商品券500円×3枚のセット）
飲食券の使用は飲食店に限る。商品券は小売店のほか、飲食店にも使用可とする。

湯沢町HP
https://www.town.yuzawa.lg.jp/
kurashinojoho/machinitsuiteshir
itai/7/3345.html

関川村HP
http://www.vill.sekikawa.niigata.j
p/life/1866/2452/2623/2629/i
ndex.html

新潟県

魚沼市

経営支援

支援金

【魚沼市新型コロナウイルス感染症対策特別支援資金】
新型コロナウイルスの影響で経営に支障等が生じている又は今後の資金繰り等に支障
魚沼市HP
をきたすおそれがある中小企業者の資金繰りを支援。
https://www.city.uonuma.niigata
【信用保証料補給】１００％補給
.jp/docs/2020031800026/
【利子補給補助金】令和2年3月以降でひと月の売上が前年同月比で減収割合50％以
上の事業者100％補給(延滞分は除く。)

新潟県

胎内市

経営支援

支援金

【飲食店等支援金】
市内に事業所を有し、令和２年４月２８日時点かつ申請日時点において事業を継続して 胎内市HP
http://www.city.tainai.niigata.jp/
いる飲食店（割烹・スナック・バーを含む）・旅館・ホテル（ラブホテルを除く）に対し、従業 sangyo/koronashientop.html
者 １人～４人 ：１０万円、 ５人～９人 ：２０万円、 １０人以上 ：３０万円を給付。

新潟県

胎内市

金融支援

新潟県

聖籠町

休業等支援

【信用保証料の補給】
信用保証料補 市内中小企業者等が「新潟県セーフティネット資金（新型コロナウイルス感染症対策特
助
別融資）」を利用する場合、信用保証料を貸付額が、５００万円以下 １００％、５００万円
超 １，０００万円以下 ７５％、１，０００万円超 ５，０００万円以下 ５０％ の割合で補給。

支援金
※県事業上乗せ

【協力金の上乗せ支援】
県の協力要請に応じ、施設の休業や営業時間の短縮を行い、県の協力金10万円の支
給を受けた事業者に対し上乗せ支給。支給額は協力要請1回につき10万円

胎内市HP
http://www.city.tainai.niigata.jp/
sangyo/seidoyuushi/korona.htm
l

聖籠町HP
http://www.town.seiro.niigata.jp
/sankan/20200318corona.html
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都道府県

新潟県

市町村等

聖籠町

分類

金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

利子補給

【利子補給】
最近１か月の売上高が前年または前々年度の同期と比較して５％以上減少している小 聖籠町HP
規模事業者が小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経）を受ける場合、当初３年 http://www.town.seiro.niigata.jp
間は、事業者が負担する利子分を利子補給し、それ以降は、貸付金利から０.９％差し引 /sankan/20200318corona.html
いた利子分を利子補給。

新潟県

聖籠町

感染予防

支援金

【聖籠町新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金事業】
新しい生活様式を速やかに徹底し、新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動
聖籠町HP
の両立を図るため、町内の中小企業者など を 支援します。
http://www.town.seiro.niigata.jp
「新潟県新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金」に上乗せ支援を実施しま /sankan/20200318corona.html
す。衛生設備 や 衛生用品の購入に要した 経費が対象となりますが、衛生用品のみで
は申請できません。町は 20万円を超える経費に対して支援します。

新潟県

聖籠町

生活支援

支援金

【住まい応援事業】
聖籠町HP
住まいに関する工事に要した費用を助成することで、町内の 個人事業主および小規模 http://www.town.seiro.niigata.jp
/sankan/20200318corona.html
事業者の需要を創出するとともに活性化を図ります。

支援金

【宿泊・バス事業者応援助成事業】
宿泊業およびバス事業者の支援を行います。
【対象者】 町内に事業所を有し、7月 1日現在営業しており、今後も継続意思のある事業
者
聖籠町HP
http://www.town.seiro.niigata.jp
【助成額】 宿泊業 1事業者 あたり上限 30万円 バス 1事業者あたり 一律 30万円
/sankan/20200318corona.html
【助成内容 】 宿泊業 宿泊料の割引 通常宿 泊料の２分の１を超えない範囲
イメージアップのための経費（ＨＰ作成、ＰＲ動画作成、パンフレットやチラシの作成、ダイ
レクトメールの発送など）
バ ス 前年同月と比較して50%以上売上が減少していることが条件となります。

新潟県

聖籠町

経営支援

新潟県

弥彦村

金融支援

新潟県

田上町

金融支援

新潟県

田上町

経営支援

新潟県

田上町

経営支援

新潟県

佐渡市

経営支援

新潟県

佐渡市

経営支援

新潟県

佐渡市

生活支援

新潟県

津南町

新潟県

津南町

雇用支援

【信用保証料の補給】
信用保証料補 村内中小企業者等が「新潟県セーフティネット資金（新型コロナウイルス感染症対策特
助
別融資）」を利用する場合、１００％補給。（貸付額5,000万円以下）

弥彦村HP
http://www.vill.yahiko.niigata.jp/
information/%E3%80%90%E5%AF
%BE%E8%B1%A1%E6%8B%A1%E5
%A4%A7%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%A
D%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82
%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%
84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E
9%96%A2%E9%80%A3%E3%81%AE
%E4%BC%81/

【信用保証料の補給】
信用保証料補 町内中小企業者等が「新潟県セーフティネット資金（新型コロナウイルス感染症対策特 田上町HP
http://www.town.tagami.niigata.j
助
別融資）」を利用する場合、信用保証料を貸付額が、１０００万円以下 １００％、１，０００ p/living/co/2020-0306-2.html
万円～ ５，０００万円以下 ５０％・２５％ の割合で補給。

支援金

【感染症予防及び事業継続等緊急支援金】
常時雇用従業員数に応じ10 万円～ 30 万円を持続化給付金に上乗せし給付。 その
他、売上減少額に応じ、前年比30％以上 50 ％未満 50 万円、20％以上 30 ％未満 30
万円、5％以上 20 ％未満 10 万円給付

田上町HP
http://www.town.tagami.niigata.j
p/living/co/2020jigyoukeizokushien.html

田上町HP
【プレミアム付き飲食券・プレミアム付き商品券の発行】
http://www.town.tagami.niigata.j
商品券等活用 販売価格2,000 円相当分飲食券を 1,000 円で販売、また、販売価格10,000 円相当分商 p/pickup/2020/images/2020.05
品券を 8,000 円で販売
.21siensaku.pdf

支援金

【事業継続支援金】
売上減少により、経営に支障を来している市内の事業者に対して、事業の継続を支え、
再起の糧とするために、事業全般に広く使える支援金を 予算の範囲内で交付

宅配等への支 【出前・テイクアウト半額キャンペーン】
援
佐渡市民が対象品を500円以上購入すると、最大で半額割引

生活費補助

佐渡市HP
https://www.city.sado.niigata.jp
/info/data/2020/covid2019_fs.s
html#add0518

佐渡市HP
https://www.city.sado.niigata.jp
/info/data/2020/0609.shtml

【住居確保給付金】
https://www.city.sado.niigata.jp
休業等に伴う収入の減少により、家賃の支払いがお困りの方について、原則３ヶ月、最 /info/data/2020/covid2019_fs.s
html#con20200623
大９ヶ月、家賃相当額を佐渡市から家主に支給。

【津南町雇用安定化事業補助金】
町内の事業所が雇用の維持を図るため、雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金を
利用する場合に必要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付
補助対象者が新型コロナウイルス感染症の特例措置に係る雇用調整助成金の交付を
国補助金申請 申請する場合において次に掲げるいずれかの経費とする。
支援
(1)当該申請に係る事務を社会保険労務士に依頼したときの手数料の額
(2)当該申請に係る事務を申請者自らが作成及び提出する場合には、その当該事務に
かかる費用相当分
上記(1)該当の場合：上限10万円（1,000円未満切捨て）
上記(2)該当の場合：一律5万円

津南町HP
https://www.town.tsunan.niigata
.jp/soshiki/kankou/koyoantei.html

【プレミアム付津南町共通商品券】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、生活や社会経済に大きな影響を受けて
いる町民や町内事業者の皆様を支援するとともに、地域経済の活性化のため、津南町
商工会と連携し「プレミアム付津南町共通商品券」を販売。

津南町HP
https://www.town.tsunan.niigata
.jp/soshiki/somu/kyotusyohinke
n.html
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都道府県

市町村等

富山県

富山県

分類

分類２

経営支援

減収補填

【事業持続化・地域再生支援金】
ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している中小企業、個人事業主等
１事業者最大50 万円

無償提供

【帰省自粛学生への支援】
富山県への帰省等を自粛しておられる本県出身の若い世代の皆様に元気を出してもら
うため、富山の新しいお米「富富富」等をお届け
富山県ＨＰ
http://www.pref.toyama.jp/cms_
○「富富富」2kg入り1袋
sec/1600/kj00022083.html
○ 富山県の特産品
(「富のおもちかえり」又は「幸のこわけ」いずれか1点)
○ 知事のメッセージ

無償提供

【休業要請を行う大学の学生への支援】
富山県は県内各大学に５月３１日までの休業要請を行っており、影響を受けている学生
の生活を応援するため「富富富」等をお届け。
○「富富富」2kg入り1袋
○ 富山県の特産品
(「富のおもちかえり」又は「幸のこわけ」いずれか1点)
○ 知事のメッセージ

富山県HP
http://www.toyamamovie.jp/kaiken/2020/0513/shi
ryou3.pdf

【ひとり親家庭にお米券】
富山県は、１４市町村（5/20現在）と共同で財源を負担し、児童手当を受給する低所得
のひとり親家庭に「お米券（8,800円分）」を配る。
対象は約３，１００世帯。事業費は６千万円で、県がお米券代の８割と事務費計４９００万
円、市町村が券代の２割をそれぞれ負担する。

富山県HP
http://www.pref.toyama.jp/cms_
sec/1118/kj00021808-01401.html

【「とやまの食」ネット販売等緊急支援事業】
外出自粛のなか、地元食材・産品を活用した家庭向け商品の開発やネット販売に向け
たWEBサイト構築等を支援

富山県HP
http://www.pref.toyama.jp/cms_
sec/1600/kj00022087.html

生活支援

富山県

生活支援

富山県

生活支援

無償提供

富山県

経営支援

PR支援

富山県

経営支援

富山県

経営支援

PR支援
新規取組・経営 【花を飾ってうるおい創出事業】
改善等経費補 公共施設や交通拠点等への花の展示や家庭向けの商品開発に対して支援
助

固定費補助

富山県

富山市

雇用支援

新規雇用

富山県

魚津市

休業等支援

支援金

富山県

魚津市

生活支援

富山県

滑川市

経営支援

富山県

黒部市

休業等支援

支援内容・水準

無償提供

富山県ＨＰ
http://www.pref.toyama.jp/cms_
sec/1300/kj00022041.html

富山県HP
http://www.pref.toyama.jp/cms_
sec/1613/kj00022123.html

【農業用ドローン普及・導入緊急事業の実施者募集】
新型コロナウイルスの感染拡大による雇用環境の悪化により、臨時雇用者や外国人労 富山県ＨＰ
働者等の労働力不足が生じている主穀作経営体を対象として、作業省力化のためのド http://www.pref.toyama.jp/cms_
sec/1612/kj00022202.html
ローンの導入支援
（募集期間：令和２年６月１２日～６月２４日）
「＃コロナ転職」プロジェクト
新型コロナウイルスの影響で失業者が増加することが想定さる中、失業者にJAや営農
組合、森林組合、漁業協同組合などの求人情報を提供し、農林水産業への転職を促
す。
一方、農林漁業関係では、これまでも人手不足が常態化しており、新型コロナウイル
スの影響で、就職予定者であった外国人の来日の見通しが立たなくなった農業法人が
でるなど、失業により職を求める側と人手が欲しい農林水産業側とのマッチングを目指
す
【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
富山県が要請した休業や営業時間の短縮に協力した事業者の皆様に対し、富山県の
協力金に上乗せして、魚津市が協力金を支給
①食事提供施設を営業する場合 10 万円
②営業施設が賃貸物件である 場合 10 万円
【ふるさと魚津発県外学生応援事業】
新型コロナウィルス感染症の影響を受けている、魚津市出身で県外在住の学生に、ふ
るさと魚津を感じていただけるよう、本市の特産品（支援品）を送り、学生を支援する。
１ 事業の対象となるのは、次の要件を満たす学生。
（１）県外の専修学校、短期大学、大学、大学院、予備校等に在学し、県外に居住して
いる方（海外への発送は対応できません。）
（２）保護者の住民登録が魚津市内であること
２ 支援品は、以下の３種類の中から選択。
（１）バラエティセット：農産品や海産物等がバランス良く盛り込まれたセット
（２）ガッツリセット：主食となるラーメンや米を多めに盛り込んだセット
（３）フルーツセット：ドライフルーツやキャンディ等、市内の果実の加工品を中心とした
セット

【飲食店テイクアウト等応援事業助成金】
宅配等への支 売上の減少に苦しむ飲食店が感染症拡大防止対策として「テイクアウト」や「デリバ
援
リー」などの新たな取組みを行うために必要な経費を助成
助成金額 1店舗 10万円（限度額）

支援金

URL

【拡大防止協力金】
富山県の営業時間短縮の協力要請に全面的にご協力をいただいた事業者（食事提供
施設を運営する個人事業主）の皆様を対象に、黒部市独自の協力金を支給
支給額 10万円

富山市ＨＰ
https://www.city.toyama.toyama
.jp/norinsuisanbu/noseishinkok
a/nouseikikaku.html

魚津市ＨＰ
https://www.city.uozu.toyama.jp
/eventtopics/svTopiDtl.aspx?servno=5
937

魚津市ＨＰ
https://www.city.uozu.toyama.jp
/eventtopics/svTopiDtl.aspx?servno=6
631

滑川市HP
https://www.city.namerikawa.to
yama.jp/soshiki/12/3/2/5364.h
tml

黒部市ＨＰ
https://www.city.kurobe.toyama
.jp/category/page.aspx?servno=
20503
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

【流通改善支援事業補助金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の専業の漁業者・団体を支援
１．くろべ漁協支援
市水産物地方卸売市場でのセリ平均単価やセリ量が落ち込んだことにより、市内の漁
業者からセリ手数料を徴収していないくろべ漁業協同組合に対して、流通改善支援とし
黒部市ＨＰ
て同額相当分を支援
富山県

黒部市

経営支援

https://www.city.kurobe.toyama
.jp/news/detail.aspx?servno=20

減収補填

２．漁業者出荷調整支援
603
市内の専業の個人漁業者または法人漁業団体が魚価の低迷により、漁獲の調整や、
出荷までの間、冷蔵冷凍庫に保存するなどの調整等を行うことに要する維持管理費用
を支援
専業の個人漁業者 １人あたり 100,000円、
専業の法人漁業団体 １団体あたり 200,000円

富山県

黒部市

金融支援

【対応資金保証料助成】
信用保証料補 「新型コロナウイルス感染症対応資金」融資を利用した際の信用保証料を助成
助
富山県制度融資「富山県新型コロナウイルス感染症対応資金」（３年間実質無利子・信
用保証料減免・無担保）を利用する中小・小規模事業者

黒部市ＨＰ
https://www.city.kurobe.toyama
.jp/category/page.aspx?servno=
20503

南砺市HP
https://www.city.nanto.toyama.j
p/cmssypher/www/info/detail.jsp?id=
22356

富山県

南砺市

金融支援

利子補給

【資金繰り支援】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等により借入を行い「特
別利子補給制度」により、利子補給を受けられた個人事業主、小規模事業者、中小企
業者で、令和2年の年間売上が、前年比50％以上減少の者
【支援内容】借入後4年目、5年目の年間支払利子を全額補給

富山県

南砺市

経営支援

支援金

【事業継続緊急支援補助金】
事業を継続していくために、影響を乗り越えるための取り組みとして実施する国の「業種
ごとの感染拡大防止ガイドライン一覧」に基づく投資に対して助成
【限度額】
500千円

南砺市HP
https://www.city.nanto.toyama.j
p/cmssypher/www/info/detail.jsp?id=
22356

射水市ＨＰ
https://www.city.imizu.toyama.jp
/guide/svGuideDtl.aspx?servno
=34968

富山県

射水市

生活支援

無償提供

【ふるさと射水学生事業】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響により、アルバイト等ができず、生活に
困っている学生の皆さん。射水市では、生活費の確保が困難で食料品等の支援を希望
する学生の皆さんに、支援物資を贈る。
１ 対象者
（１）市内の高等教育機関に在学する学生
（２）保護者が射水市内に住所を有し、国内の高等教育機関に在学する学生
２ 支援物資の内容
・お米（越中いみず野米一番５kg)
・飲料水（いいみずいみず 500ml ２本）
・加工食品（以下の射水市の特産品の中から１種選択）

富山県

入善町

生活支援

無償提供

【県外学生にパックご飯】
入善町出身で県外で暮らす学生に地元産コシヒカリのパックご飯１箱（２４個入り）に町
長のメッセージを付けて送る。申請期間延長：令和2年7月31日まで

入善町HP
https://www.town.nyuzen.toyam
a.jp/oshirase/info_korona.html

富山県

入善町

休業等支援

支援金

【単独上乗せ協力金事業】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために県の「休業」又は「営業時間の短縮」要請
に全面的に協力し、「富山県・市町村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支
給を受けた事業者を対象として、「協力金」の上乗せ支給

入善町HP
https://www.town.nyuzen.toyam
a.jp/shoko/machi/jigyo/keiei/k
youryokukin.html

富山県

朝日町

生活支援

無償提供

【ひとり親家庭応援事業】
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、経済的負担の影響を大きく受けるひとり親家庭
を支援するため、富山県と共同で『お米ギフト券』２０枚を給付
給付対象者 令和2年4月30日時点の児童扶養手当受給者

朝日町HP
https://www.town.asahi.toyama.j
p/kosodateshien/kosodate/159
0370879947.html

石川県

金融支援

石川県

経営支援

石川県

経営支援

石川県

経営支援

融資

【緊急特別融資の創設】
売上高が減少した事業者の支援として、「新型コロナウイルス感染症緊急特別融資」を
石川県ＨＰ
創設
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化が見込まれる中、今後さらに想定される kinyuu/kinyuu/korona.html
資金需要に対応するため無利子限度額を3,000万円から4,000万円に引き上げ（7/1取扱
開始）

【新分野チャレンジ緊急支援費補助金】
石川県ＨＰ
新規取組・経営
経営上の影響を受けながらも、事業継続に向け、自ら活路を見出す前向きな取り組みを https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
改善等経費補
kinyuu/keieishien/shinbunyacha
行う中小企業等を幅広く支援
助
llenge.html
補助上限 １事業者あたり５００，０００円（補助率４／５）

支援金

【石川県経営持続支援金】
国の持続化給付金を受けた事業者に対し、中小企業は50万円、個人事業主は20万円
給付。

石川県HP
https://ishikawashienkin.jp/keieijizoku/

固定費補助

【石川県家賃支援給付金】
国の家賃支援給付金を受けた事業者に対し、中小企業は最大150万円、個人事業主は
最大75万円給付。
(※詳細は現在検討中)

石川県HP
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
kenmin/covid19/bizsupport.htm
l#kyufu4
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都道府県

市町村等

石川県

分類

感染予防

石川県

石川県

分類２

支援金

支援内容・水準
【感染拡大防止対策支援金】
感染拡大防止対策を拡充させたい小規模事業者に対し、感染拡大防止対策に要する
資機材購入等経費の補助を行う。7/1から中堅・中小企業などに対象を拡充。(※詳細
は現在検討中)
(募集期間6/30まで)上限20万円、補助率4/5
(募集期間7/1から)上限50万円、補助率4/5

URL

石川県HP
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
kenmin/covid19/bizsupport.htm
l#kyufu4

経営支援

【コロナ時代に適応する設備導入支援事業費補助金】
石川県HP
新規取組・経営
コロナ時代に適応する３密防止・遠隔ビジネスなどの設備を導入したい中小企業などに https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
改善等経費補
kenmin/covid19/bizsupport.htm
対し、設備導入費等の補助を行う。
助
l#kyufu4
補助額 上限600万円、補助率3/4

雇用支援

【新たな需要を取り込む新技術・新製品開発支援事業費補助金】
新規取組・経営 コロナの影響により生じた需要を新たなビジネスチャンスとして捉え、自社の技術力で新 石川県HP
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
改善等経費補 技術・新製品開発に挑戦したい事業者に対し、補助を行う。
kenmin/covid19/bizsupport.htm
助
新製品開発支援 上限200万円、補助率4/5
l#kyufu4
新技術開発支援 上限１千万円、補助率4/5

石川県

金沢市

雇用支援

支援金

【中小企業緊急雇用安定助成金】
労働者の雇用の継続・安定を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収益
の減少等により、雇用する労働者を一時的に休業させた事業主に対して、休業手当等
の一部を助成
国助成金の支給対象となった休業手当等の額（教育訓練加算額除く）の1/10

石川県

金沢市

雇用支援

支援金

【離職者等正規雇用緊急奨励金】
新型コロナウイルス感染症の影響により離職等された方を、正社員として雇用した中小
企業事業主に対し、奨励金を交付
支払った賃金の２分の１の額（千円未満切捨）限度額 15万円/月

金沢市
https://kanazawahataraku.jp/employer/seikikoyo
/

石川県

金沢市

経営支援

減収補填

【飲食業事業継続緊急支援給付金】
事業者の事業継続を支援するための給付金を支給します。本給付金は、減収分を補う
国の「持続化給付金」（５０％以上の売上減少が要件）の対象から外れる飲食事業者の
方を市独自に支援
３０万円（支給回数：１事業者１回）

金沢市
https://www4.city.kanazawa.lg.j
p/17031/syougyou/insyokugyo
-jigyokeizokukinkyushienkyuuhukin.html

石川県

金沢市

経営支援

支援金

【中小企業経営強化緊急奨励金】
中小企業者で構成する団体等に対して奨励金を交付し、中小企業の経営回復や継続に
向けた取り組みを応援
５０万円以内（１団体１回限り）

金沢市
https://www4.city.kanazawa.lg.j
p/17021/tyuyuushi/kinkyusyou
reikin.html

石川県

金沢市

経営支援

宅配等への支 【金沢テイクアウトマップ】
援
金沢市内の飲食店テイクアウト情報を集約したポータルサイトを開設

金沢市
https://kanazawahataraku.jp/employer/kinkyukoy
o/

金沢市
https://www4.city.kanazawa.lg.j
p/17031/syougyou/innsyokute
n-takeout-ouenjigyou.html

金沢市
https://www4.city.kanazawa.lg.j
p/17031/syougyou/genkikaihuk
対象となる事業：新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ客足を回復するため、 upuromoshon/kanazawanogenkikaihukup
市内の団体等が実施する広報活動
補助率等：補助率１０／１０ 限度額１００万円（１団体１回限り） ※備品購入費や飲食 uromoshonnsokusinnzigyouhozyokin.h
費等は対象外
tml

【金沢の元気回復プロモーション促進事業補助金】
石川県

金沢市

経営支援

石川県

金沢市

経営支援

石川県

七尾市

休業等支援

石川県

七尾市

金融支援

石川県

小松市

経営支援

石川県

小松市

金融支援

PR支援

【新しい企業活動実践支援事業補助金】
金沢市
新規取組・経営
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている団体（宿泊業、飲食業、商店 https://www4.city.kanazawa.lg.j
改善等経費補
街等）が、感染予防対策をはじめとする「新しい生活様式」に対応した企業活動を支援 p/17031/syougyou/atarashiikig
助
youkatudou-hozyokin.html
補助率等 補助率４／５ 限度額２００万円（１団体１回限り）

支援金

【新型コロナウイルス感染症に負けるな七尾応援金】
市内に主たる事業所を置き、「石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の交付 七尾市ＨＰ
http://www.city.nanao.lg.jp/sho
を受けていない中小企業または個人事業主 中小企業（法人）20万円 個人事業主
ukan/korona.html
（個人）10万円

【緊急経済対策信用保証料補助金】
信用保証料補
助
令和2年3月1日から令和2年6月30日までの期間に、石川県信用保証協会を利用し、運
転資金として対象融資を借り入れた者に対して、保証料を補助
・新型コロナウイルス感染症対策 PR支援策
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、売上減少・キャンセルが著しい、観光・飲
PR支援
食・旅客業に対し、各業界で自らPRし誘客を図るため、広告宣伝に係る経費を助成
上限30万円
【金融支援制度】
1.利子補給
日本政策金融公庫の融資を受けた市内中小企業 利子補給（上限50万円）
利子補給
2.信用保証料への助成
信用保証料補
国のセーフティネット保証や県、市制度融資を受けた市内中小企業
助
石川県信用保証協会へ支払う信用保証料への助成（上限50万円）
〔融資限度額5000万円〕

七尾市
https://www.city.nanao.lg.jp/sh
oukan/kinkyuukeizaitaisakushin
youhosyouryou.html
小松市ＨＰ
https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/9/10043.
html

小松市ＨＰ
https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/9/10043.
html
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都道府県

石川県

石川県

石川県

石川県

石川県

石川県

市町村等

小松市

小松市

小松市

小松市

小松市

小松市

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

支援金

【飲食業等賃料補助金制度】
飲食店等を営む事業者に対して、店舗を営むための土地、建物、貸店舗の一部を補助
します。
対象経費に要した1/2の金額（月額の上限7万円）

URL

小松市
https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/3/10613.
html

経営支援

【デリバリー・テイクアウト推進事業助成金】
小松市
小松市内で飲食店及び食料品を主とした小売業を営む中小事業者及び個人事業者が https://www.city.komatsu.lg.jp/
宅配等への支
デリバリー事業、テイクアウト事業または移動販売事業に参入するための費用を支援し soshiki/shoukouroudou/shouko
援
ushinkou_monodukuri/3/10623.
ます。
html
助成の額は、5万円 （1事業者につき1回限り）

経営支援

【（経営モデルチェンジ支援事業）衛生環境向上支援事業】
飲食店または飲食店用物件所有者（※1）、小売業（※2）が行う事業で,市内の飲食店舗
における衛生環境を確保・向上させるために行う必要な設備投資を支援し、衛生環境確
保及び向上を図る。
新規取組・経営
補助対象経費は、飲食店・小売業の衛生環境を確保・向上させるための設備投資。
改善等経費補
補助率および補助金額は、投資額100万円未満 補助率3/4または9/10（※） 上限額
助
50万円、投資額100万円以上 補助率1/2 上限額 200万円。
※100万円未満において、9月30日までに設備を購入し、市へ実績報告書を提出した方
（当日消印有効）に限り、補助率9/10を適用。
1回限り/事業者（市内に複数店舗を所有する場合でも1回限り）

https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/3/modelc
hange/10738.html

経営支援

【（経営モデルチェンジ支援事業）業務効率改善事業】
飲食店または飲食店用物件所有者（※1）、小売業（※2）が行う事業で、市内の飲食店
舗における労働生産性、業務効率改善による働き方改革を推進するために行う必要な
新規取組・経営 設備投資を支援。
改善等経費補 補助対象経費は、飲食店・小売業の業務効率、労働環境を改善・向上させるための設
助
備投資。
補助率および補助金額は、投資額100万円未満 補助率3/4 上限額 50万円、投資額
100万円以上 補助率1/2 上限額 200万円。
1回限り/事業者（市内に複数店舗を所有する場合でも1回限り）

https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/3/modelc
hange/10739.html

経営支援

【（経営モデルチェンジ支援事業）テレワーク導入支援事業】
ICT・コミュニケーションツールなどを活用した「テレワーク」を実施するための環境整備
を支援します。対象者は、小松市内に主たる事業所を有し、国の「働き方改革推進支援
新規取組・経営 助成金」の交付決定を受けた中小企業者および個人事業主。
改善等経費補 補助対象経費は、在宅やサテライトオフィスにおいて就業する「テレワーク」に取り組む
助
際に導入する設備投資が対象。
補助率1/2、補助限度額（上限額）100万円（ただし、一人あたり10万円※）※「1人当たり
の上限額」 × 対象労働者数、 又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額と
します。補助金の交付回数は、1回限り/事業者。

https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/3/modelc
hange/10740.html

経営支援

【事業承継支援事業】
中小企業者の円滑な事業承継を図り、もって経済の発展及び活性化に資するために事
業承継に要する費用を補助。
補助対象経費は初期診断、課題分析・コンサルティング、事業承継計画作成、新商品の
新規取組・経営 開発、商品の新たな生産または販売の方式の導入、事業転換による新分野への進出、
改善等経費補 新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、事業の活性化につながる取組に要す
る費用 など。
助
補助率は定額 ※後継者が先代経営者と三親等以内の血縁者である場合は、2分の1
補助金の上限額は50万円 ※後継者が先代経営者と三親等以内の血縁者である場合
は、25万円
補助金の交付は,1事業者につき1回限り。

https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/3/10650.
html

https://www.city.komatsu.lg.jp/
soshiki/shoukouroudou/shouko
ushinkou_monodukuri/3/10791.
html

石川県

小松市

感染予防

支援金

【キープディスタンス入場定員ハーフ作戦協力金】
業種別の感染症防止ガイドラインの対策を講じて衛生と感染防止力を高め、座席数を
半分以下に減らした事業者に協力金を交付。
主として座席による対面ビジネスを行う中小事業者及び個人事業主、対象：食事提供施
設、 商業施設、 運動・遊戯施設、 遊興施設 等
※協力店は店頭正面にあんしんマークを表示
対象期間は令和2年6～8月までのうち連続して2ヶ月間実施
協力金の額は、賃貸物件で営業している方 10万円
当該事業用物件を保有し営業している方
・従前の座席数等定員が15名未満 15万円
・従前の座席等定員が15人以上、30人未満 25万円
・従前の座席等定員が30人以上 30万円
※物件の借主と貸主の関係が3親等以内、法人間または法人と個人間でその代表者が
3親等以内である場合も含む。
1事業者につき1回限り、1事業者につき2店舗まで。

石川県

輪島市

経営支援

支援金

【朝市事業継続支援事業】
朝市組合員（石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の対象者、輪島市宿泊施 輪島市
https://www.city.wajima.ishikaw
設生成管理支援助成金、輪島市新型コロナウイルス感染防止対策支援金対象者を除 a.jp/covid/2020050900011/
く）に対し、1組合員に対し5万円を助成
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都道府県

石川県

石川県

市町村等

輪島市

輪島市

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【新型コロナウイルス感染防止対策支援事業】
輪島市内で常設店舗を構えて感染症防止対策を行うお店が対象。飲食店、土産物店、
輪島塗販売店（ただし、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金、輪島市宿泊 https://www.city.wajima.ishikaw
a.jp/covid/2020050900011/
施設衛生管理支援助成金の対象者は除く）に対し10万円を助成。
石川県の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金との併用は不可。国の制度である
「持続化給付金」「持続化補助金」などとの併用は可能。

支援金

輪島市新型コロナウイルス感染症緊急経営支援事業を拡充
輪島市では、コロナウィルスの影響により影響を受けた事業者に対する助成制度を拡
充。
石川県の新型コロナウイルス感染拡大防止協力金との併用は不可。国の制度である
「持続化給付金」「持続化補助金」などとの併用は可能。
【小規模事業者等経営持続化支援事業】
令和2年1月1日現在、市内に本店がある、従業員20人以下の事業所のうち、道路旅客 輪島市
運送業、道路貨物運送業、卸売業、小売業、生活関連サービス業、教育、学習支援業 https://www.city.wajima.ishikaw
a.jp/covid/2020061100011/
を営むもの。（ただし、無店舗、行商は除く）
令和2年4月もしくは5月の売り上げが、前年同月比20％以上の減少したもの（ただし、創
業間もない事業所については、昨年12月と比較）
輪島市新型コロナウイルス感染症緊急経営支援事業を受けていないもの（ただし、朝市
事業継続支援助成金対象者を除く）
※複数事業所がある場合は１事業所限り
助成額：10万円（ただし、朝市事業継続支援助成金を受けたものは5万円）

石川県

珠洲市

経営支援

減収補填

【地域経済持続化給付金】
令和２年４月と５月の２か月間（対象月）の合計売上が前年同時期と比べて２０％以上
減少した事業者に対して、減少率に応じた給付率を前年（または前期）の年間売上に乗
じた金額（基準額）を、１０００万円を上限に支給
※ただし、国の持続化給付金の支給対象者、石川県新型コロナウイルス感染拡大防止
協力金の支給対象施設の事業者は、申請の有無に係らずその支給額を差し引いて支
給します。なお、基準額が国の持続化給付金、石川県新型コロナウイルス感染拡大防
止協力金の両方を合算した支給額またはどちらか一方の支給額以下となる場合は支給
されません。

石川県

加賀市

経営支援

減収補填

【事業者応援給付金】
売上が前年比30%以上減少している月がある事業者に対し、一律10万円の加賀市独自
の給付金を支給
ただし、県や市の感染拡大防止協力金との併給はできません

石川県

加賀市

経営支援

加賀市
【テイクアウト・デリバリー参入支援事業】
宅配等への支
https://www.city.kaga.ishikawa.j
令和2年4月以降に新たにテイクアウト、デリバリーを開始した飲食店に、最大10万円を p/keizaikankyou/shoukouroudo
援
補助
u/takeout.html

石川県

加賀市

金融支援

利子補給
【緊急経営安定融資信用保証料等補給金】
信用保証料補 売上が減少した市内事業者が、経営安定のための融資を受ける場合、信用保証料又
は償還利子の一部のいずれかを助成
助

石川県

石川県

加賀市

羽咋市

休業等支援

経営支援

珠洲市
https://www.city.suzu.lg.jp/sang
yosinko/suzusitiikikeizaizizokuk
akyuuhukin.html

加賀市
https://www.city.kaga.ishikawa.j
p/keizaikankyou/shoukouroudo
u/ouenkin.html

加賀市
https://www.city.kaga.ishikawa.j
p/keizaikankyou/shoukouroudo
u/kinkyuyushi.html

支援金

【飲食店感染拡大防止協力金】
令和2年4月から5月末までの間に、計10日間以上休業等を行った市内飲食店に、協力
金を支給します。石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金との併給はできませ
ん。
支給額：1店舗につき一律20万円

加賀市
https://www.city.kaga.ishikawa.j
p/keizaikankyou/shoukouroudo
u/kyoryokukin.html

減収補填

【持続化給付金】
前年同月比30％以上50％未満減収の中小企業、個人事業主（全業種対象）に最大20
万円を支給
月の事業収入が最大で30％～50％減少した方（2020年1月から6月の期間）
開業ができずに経費の支出が続いている方
国の持続化給付金に該当しない方

羽咋市
https://www.city.hakui.lg.jp/sos
hiki/sangyoukensetsubu/syouk
oukankouka/9179.html

支援金

【感染拡大防止支援金】
・石川県感染防止協力金の対象とならなかった施設を運営する事業者で、4月21日から
5月6日まで休業等を行った事業者 20万円（個人事業主は10万円）。
津幡町
・ 石川県感染防止協力金の対象とならなかった施設を運営する事業者で、5月7日から www.town.tsubata.ishikawa.jp/in
fo_oshirase/koronashienkin.html
県休業等要請が解除される日までの期間に休業等を行った事業者 （5万円）。
・石川県感染防止協力金の対象となった施設を運営する事業者で、5月7日から県休業
等要請が解除される日までの期間に休業等を行った事業者（10万円）。

石川県

津幡町

休業等支援

石川県

かほく市

金融支援

石川県

かほく市

金融支援

利子補給

【利子補給助成金交付制度】
日本政策金融公庫または石川県の融資を受けた市内中小企業へ、返済にかかる当初
１年（12か月）分の利子を助成（上限50万円）

かほく市
http://www.city.kahoku.ishikawa
.jp/www/03/301/002/000/inde
x_13302.html

石川県

かほく市

経営支援

減収補填

【事業継続緊急給付金】
令和２年１月から６月までの間において、任意の１か月の売上が、前年同月比で３０％
以上減少している市内中堅・中小企業者等に事業全般に広く使える給付金を支給
１事業者につき一律 法人20万円 個人事業主10万円 （１事業者１回のみ）

http://www.city.kahoku.ishikawa
.jp/www/03/301/002/000/inde
x_13713.html

【信用保証料助成金交付制度】
かほく市
信用保証料補 セーフティネット保証４号・５号または危機関連保証の認定を得て、融資を受けるために http://www.city.kahoku.ishikawa
助
石川県信用保証協会へ信用保証料を一括で支払った市内中小企業者へ助成（上限50 .jp/www/03/301/002/000/inde
x_13302.html
万円）
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都道府県

市町村等

分類

石川県

白山市

金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

【信用保証料助成金交付制度】
白山市ＨＰ
信用保証料補 事業の業績悪化により、セーフティネット保証又は危機関連保証を付与した融資を受け http://www.city.hakusan.ishikaw
a.jp/sangyoubu/kougyosinkou/s
助
た市内中小企業者等の信用保証料を助成
hien/keieisien_2.html#siseido1
支払った信用保証料全額助成

石川県

白山市

金融支援

利子補給

【利子補給助成金交付制度】
事業の業績悪化により、新たに融資を受けた白山市内に主たる事業所を有する中小企
業者等の支払う利子に対して助成
支払った利子の当初１年分を助成
融資限度額３，０００万円、利率１．３６％を限度

石川県

白山市

経営支援

支援金

【中小企業等応援給付金】
売上が前年比２０%以上５０%未満の範囲で減少している事業者に対し、応援金を給付。
※本制度は国の持続化給付金の売上減少要件を満たさない事業所を対象。
全業種（国の持続化給付金制度に準じる）、売上減少要件 ２０％以上５０％未満。

http://www.city.hakusan.ishikaw
a.jp/sangyoubu/kougyosinkou/s
hien/keieisien_2.html#syoukoujp
4

石川県

白山市

経営支援

支援金

【飲食販売等支援助成金】
打撃を受けた市内飲食業等が新たにテイクアウト又はデリバリー事業など３密を避ける
ために行う事業や、経営の立て直しを後押しする事業を実施する団体等に対して支援。
助成額：上限５０万円／団体。

http://www.city.hakusan.ishikaw
a.jp/sangyoubu/kougyosinkou/s
hien/keieisien_2.html#syoukoujp
4

【事業継続緊急支援事業】
事業者及び団体が実施する、密閉・密集・密接を回避して売上確保へ新たに実施する
取組を支援
宅配等への支
持ち帰り、配達、カタログ通販サービス等の開始
援
インターネットサービスの開始
キャッシュレス決済の導入
補助対象経費の10/10、限度額10万円（税抜）、1事業者につき申請は1回のみ

白山市ＨＰ
http://www.city.hakusan.ishikaw
a.jp/sangyoubu/kougyosinkou/s
hien/keieisien_2.html#siseido1

能美市
https://www.city.nomi.ishikawa.j
p/www/contents/15881280070
80/index.html

石川県

能美市

経営支援

石川県

能美市

経営支援

支援金

【感染拡大防止協力金】
新型コロナウイルス感染拡大防止策として自主的に休業を行った対象事業者を支援
1事業者10万円

能美市
https://www.city.nomi.ishikawa.j
p/www/contents/15843592649
35/index.html

石川県

能美市

経営支援

減収補填

【生活必需品販売持続化支援給付金】
売上が前年同月比30％以上50％未満減少している生活必需品の販売事業者を支援
1事業者10万円

能美市
https://www.city.nomi.ishikawa.j
p/www/contents/15880748863
66/index.html

【中小企業経営支援融資】
市内で事業を営む方等を対象とする融資で、売上が減少していなくても利用
利率 保証付き 1.0％以内
保証なし 1.5％以内
融資限度額 1,000万円（注1）
融資期間 7年以内 （据置期間なし）（注2）
（注1）令和2年3月16日から令和2年6月30日までの期間において融資限度額は2,000万
円に拡充
（注2）令和2年3月16日から令和2年6月30日までの期間において据置期間は1年間に拡
充

能美市
https://www.city.nomi.ishikawa.j
p/www/contents/15843592649
35/index.html

【信用保証料補助金】
市内で1年以上同一事業営んでおり、石川県制度融資（小口融資、小口零細融資、創業
信用保証料補 者支援融資）を借受けようとする個人又は法人の中小企業者（注3）
助
補助対象経費 借入にかかる信用保証料（事業者負担分）全額（限度額30万円）
（注3）令和2年3月16日から令和2年6月30日までの期間において能美市中小企業経営
支援融資に係る信用保証料についても補助対象とする。

能美市
https://www.city.nomi.ishikawa.j
p/www/contents/15843592649
35/index.html

石川県

石川県

石川県

石川県

能美市

能美市

野々市市

野々市市

金融支援

金融支援

金融支援

融資

融資

【緊急経営安定支援特別資金融資制度】
事業活動に影響を受けている中小企業者・小規模事業者を支援するために野々市市緊
急経営安定支援特別資金融資制度の対象を拡大（セーフティネット保証認定者に係る 野々市市ＨＰ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/
融資を除く）
新型コロナウイルス感染症により、原則として最近1か月間の売上高が前年同月比5％ soshiki/12/2640.html
以上減少しているものを対象
融資限度額：3,000万円

金融支援

【信用保証料補助金交付制度】
緊急経営安定支援特別資金融資制度により融資を受けた者で信用保証料の全額を一 野々市市HP
信用保証料補
https://www.city.nonoichi.lg.jp/
括納入している者。
助
soshiki/12/2639.html
補助金額：一括納入した信用保証料の全額
補助限度額：融資金額1,000万円に相当する保証料額
【事業継続緊急支援金】
経済活動の制限などにより売上減少に悩む市内事業者に対し支援金を交付
野々市市HP
対象：全業種（6月23日から）
https://www.city.nonoichi.lg.jp/
令和2年1月から8月までの任意の1か月の売上が前年同月比で20％以上減少している soshiki/12/23186.html
こと。
1事業者あたり一律10万円

石川県

野々市市

経営支援

支援金

石川県

内灘町

経営支援

減収補填

【事業持続化緊急支援給付金】
国の持続化給付金の対象とならない事業者の事業継続を支援するため、売上高の減
少率が前年同月比30～50％の事業者に対し10万円を支給

内灘町
http://www.town.uchinada.lg.jp/
webapps/www/service/detail.js
p?id=12291
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL
志賀町
https://www.town.shika.lg.jp/ka
nkou/roudousya_syouhisya/shik
amachikoronauirusukannsennka
kudaiboushikyouryokukinn.html
志賀町
https://www.town.shika.lg.jp/ka
nkou/roudousya_syouhisya/jigy
ousyasienjizokukahojokin.html

石川県

志賀町

休業等支援

支援金

【感染拡大防止協力金】
県の休業要請の対象となる施設の内、期間、面積、屋外施設などの要件で支給対象と
ならなかった中小企業および個人事業主
中小企業は２０万円（個人事業主は１０万円）

石川県

志賀町

経営支援

支援金

【中小・小規模事業者等持続化補助金】
①志賀町内の中小・小規模事業者
②販路開拓などに取り組み、事業を今後も持続的に継続していく者
限度額10万円

石川県

宝達志水町

金融支援

【資金信用保証料補助金】
信用保証料補
石川県信用保証協会の保証を受けて石川県制度融資を借り受ける場合に、信用保証
助
料相当額を補助する。（上限50万円）

宝達志水町
http://www.hodatsushimizu.jp/k
urashi/info/detail.jsp?pre=genre
_life_54&id=6983

石川県

宝達志水町

経営支援

【テイクアウト・デリバリー促進事業補助金】
宅配等への支
飲食業又は宿泊業を営む小規模事業者が、テイクアウト又はデリバリー事業に取り組
援
む経費として5万円を補助

宝達志水町
http://www.hodatsushimizu.jp/k
urashi/info/detail.jsp?pre=genre
_life_54&id=7010

石川県

宝達志水町

経営支援

減収補填

【地域づくり緊急支援給付金】
売上が前年同月比で30％以上減少した町内中小企業・個人事業主に対して、事業の継
続を支援するため、町独自の給付金として法人20万円、個人10万円を支給。

宝達志水町
http://www.hodatsushimizu.jp/k
urashi/info/detail.jsp?pre=genre
_life_54&id=7060

石川県

宝達志水町

感染予防

取組経費補助

【新型コロナウイルス感染防止資材等購入費補助金】
県が実施する小規模事業者感染防止緊急支援費補助金（飲食店や小売業者等が、客
と店員を隔てるカーテン等の設置、資機材の導入経費を補助する。補助率4/5、限度額
20万円）の事業者負担分1/5を町が5万円を限度として補助する。

宝達志水町
http://www.hodatsushimizu.jp/k
urashi/info/detail.jsp?pre=genre
_life_54&id=7062

石川県

宝達志水町

経営支援

固定費補助

【納税（徴収）の支払い猶予】
新型コロナウイルスの影響により収入が大幅に減少した場合、無担保かつ延滞金なし
で1年間徴収猶予を行う。※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来
する町税について適用する。

宝達志水町
http://www.hodatsushimizu.jp/k
urashi/info/detail.jsp?pre=genre
_life_54&id=7075

石川県

宝達志水町

経営支援

固定費補助

【水道料金・下水道使用料の支払い猶予】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、一時的に水道料金・下水道使
用料の支払いが困難となった事業者からの相談に応じ、必要な場合は、申請により一
時的な支払い猶予を行う。

宝達志水町
http://www.hodatsushimizu.jp/k
urashi/info/detail.jsp?pre=genre
_life_54&id=7072

石川県

中能登町

経営支援

支援金

【中小企業者応援臨時給付金】
町内に事業所を有する中小企業者（小規模事業者、個人事業主含む）を対象に事業の 中能登町
https://www.town.nakanoto.ishi
継続を応援するために給付金を支給
kawa.jp/kinkyu/kigyo/5922.html
・給付金額 10万円

石川県

中能登町

休業等支援

支援金

【休業協力金（町拡充分）】
石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の支給対象施設であるが、面積や機
関の要件等により、対象外となった事業者に対して協力金を支給
・協力金額 10万円

石川県

中能登町

経営支援

石川県

中能登町

金融支援

利子補給

石川県

中能登町

経営支援

支援金

【創業支援補助金の要件緩和】
中能登町
年度末の実績報告により交付しているが、経営の安定および資金繰りを支援するため、 https://www.town.nakanoto.ishi
kawa.jp/kinkyu/kigyo/5922.html
概算払いとして前倒しで交付する。

石川県

穴水町

経営支援

支援金

【中小企業等緊急対策支援金事業支援金】
事業の継続に意欲のある法人又は個人事業者に対し、事業全般に広く使える穴水町中
小企業等緊急対策支援金事業支援金を交付
法人にあっては５０万円を個人事業者にあっては３０万円を上限

中能登町
https://www.town.nakanoto.ishi
kawa.jp/kinkyu/kigyo/5922.html

【テイクアウト推進助成金】
宅配等への支 町内に事業所を有する中小企業者のうち、売上を確保する目的で4月1日以降に新たに 中能登町
https://www.town.nakanoto.ishi
援
テイクアウト、宅配、移動販売を始めた者に対して初期費用の一部を助成
kawa.jp/kinkyu/kigyo/5922.html
・助成金額 事業に要した費用（補助率：10/10） 上限：5万円
【利子補給】
石川県制度融資による融資を受けた事業者の利子を２年間補助する。（24月分の支
払った利子の全額）

中能登町
https://www.town.nakanoto.ishi
kawa.jp/kinkyu/kigyo/5922.html

穴水町
http://www.town.anamizu.ishika
wa.jp/kankou/kinkyutaisakusien
kin.html

石川県

能登町

経営支援

支援金

【地域資源活用ビジネス支援事業】
地域資源等を活用した特産品の販路開拓や販売促進を行う能登町に事業所等を有す
る個人、団体及び中小企業に対し、新たなビジネスモデル構築事業、新商品開発等事 https://www.town.noto.lg.jp/ww
w/info/detail.jsp?common_id=15
業、ブランド化推進事業で謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、コンサルタント費、委 398
託費、デザイン費等を支援。
補助対象経費の4/5とし、30万円を上限。

石川県

能登町

雇用支援

支援金

https://www.town.noto.lg.jp/ww
【雇用維持奨励金】
w/info/detail.jsp?common_id=15
国の雇用調整助成金等を受けようとする町内の事業者に対し、奨励金10万円を支給。 399
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都道府県

市町村等

分類

分類２

石川県

能登町

経営支援

支援金

【事業継続支援事業】
https://www.town.noto.lg.jp/ww
中小企業者及び個人事業者の事業継続の支援。
w/info/detail.jsp?common_id=15
個人事業者10万円、中小企業、小規模事業者20万円とし、国の持続化給付金との重複 401
給付が可能。

融資
利子補給

【感染症対応資金】
新型コロナウイルス感染症により売上等が減少した中小・小規模事業者の方は、民間
福井県ＨＰ
金融機関から、３，０００万円までの融資により資金繰りを支援
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc
新規融資だけでなく、保証付きの既存融資の借換も認められており、実質的に返済条件 /sansei/korona-fukuiken.html
が緩和され、月々の返済額の軽減にも活用
当初３年間は、実質無利子で借入が可能

福井県

金融支援

福井県

経営支援

支援内容・水準

【小規模事業者テイクアウト・デリバリー参入促進事業】
宅配等への支 飲食店や旅館・民宿等を営む小規模事業者が、新しくテイクアウト販売やデリバリーを
援
始めるための費用を支援
補助率等 １／２、上限１０万円

URL

福井県ＨＰ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc
/sansei/korona-fukuiken.html

福井県

休業等支援

支援金

【中小企業休業等要請協力金】
休業要請に応じた事業者に支払う支援金
福井県ＨＰ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc
中小企業に50万円、個人事業主に20万円
（食事提供施設で営業時間短縮の協力要請に応じた事業者は、１中小企業に25万円、 /sansei/korona-fukuiken.html
個人事業主に10万円）

福井県

雇用支援

支援金

【農林水産業における業務継続支援】
農家等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合でも必要作業に従事する代替要員
を派遣する体制を構築（作業に従事した代替要員への謝金 ８千円/日、４千円/４時間
未満）。

福井県

経営支援

新規取組・経営 【観光農園の販路を支援】
改善等経費補 市場出荷等へ販路変更を余儀なくされた農家に対し、資材やパック詰め作業等の掛か
助
り増し経費について支援（県定額 １パック当たり３０円）

福井県ＨＰ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc
/kenkou/covid19_honb_d/fil/20
0414-2.pdf
福井県ＨＰ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc
/kenkou/covid19_honb_d/fil/20
0414-3.pdf

福井県

経営支援

支援金

【小規模事業者等再起応援金】
新型コロナウイルス感染拡大により、経営に影響を受けた小規模事業者等へ固定費の
福井県ＨＰ
支払いを支援
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc
令和2年2月から6月までのいずれか1月間の売上が、昨年の同じ月と比べ20％以上減し /sansei/korona-fukuiken.html
ていること
1事業者あたり10万円

福井県

経営支援

PR支援

【県産品販売促進緊急支援事業】
福井県ＨＰ
新型コロナウイルス感染拡大を受け、福井県と西武福井店の協働によるオンラインスト https://www.pref.fukui.lg.jp/doc
/sansei/korona-fukuiken.html
アで県産品を販売促進

金融支援

利子補給

福井市HP
【経営安定資金利子補給】
http://www.city.fukui.lg.jp/sigot
中小企業の福井県制度融資「経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）」の利子補給 o/syoukou/yusi/p021841.html

福井県

福井市

【宿泊事業者支援金】
事業収入の減少した市内宿泊事業者の事業継続を支援するため、事業全般に使える
支援金を給付
令和2年1月以降、感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が20％以上減少
している月があること
施設の収容人数に応じて1事業者につき、最大40万円を支給

福井市HP
http://www.city.fukui.lg.jp/fukus
i/iryou/kensen/p021748.html

福井県

福井市

経営支援

支援金

福井県

小浜市

金融支援

利子補給

福井県

小浜市

経営支援

支援金

【小浜市持続化給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、４月または５月の売上が前年同月比で20％
以上50％未満減少している小浜市内に所在する事業者
中小企業４０万円、個人事業者２０万円

小浜市HP
http://www1.city.obama.fukui.jp
/category/page.asp?Page=4510

福井県

敦賀市

経営支援

支援金

【中小企業者事業継続支援給付金】
令和2年1月1日から令和2年6月30日までの間で任意の連続する3カ月間の売上平均額
が前年同月時期と比較して20％以上減少した事業者
法人 40万円 個人事業主 20万円

敦賀市ＨＰ
https://www.city.tsuruga.lg.jp/a
bout_city/news_from_division/sa
ngyoukeizai_bu/syokoboeki_ka/k
yuhukin.html

【中小・小規模事業者への金融支援】
福井県経営安定資金（セーフティネット保証4号）の利子補給 3年間全額
福井県経営安定資金（セーフティネット保証5号）の利子補給 1年間の額の1/2

大野市HP
https://www.city.ono.fukui.jp/sa
ngyo/shokogyo/hojokin/kashits
ukeguide/koronachushokigyo.html

【中小企業等事業継続支援給付金制度】
国の持続化給付金の支給対象とならない事業者のうち、新型コロナウイルス感染症拡
大等により、大きな影響を受けている事業者を対象に支援給付金を支給。
・中小法人等（医療法人、農業法人、NPO 法人など会社以外の法人含む） 20万円
・個人事業者等（フリーランス含む） 10万円

大野市HP
https://www.city.ono.fukui.jp/sa
ngyo/jigyosyamuke/jigyoukeizo
kukyuuhu.html

福井県

福井県

大野市

大野市

金融支援

経営支援

利子補給

支援金

【資金繰り支援】
新型コロナウイルス感染症の影響により、福井県経営安定資金のうち資金メニューを受 小浜市HP
http://www1.city.obama.fukui.jp
けた市内中小企業者を対象に、小浜市で利子補給
/category/page.asp?Page=4333
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都道府県

市町村等

分類

分類２

福井県

勝山市

金融支援

利子補給

福井県

鯖江市

経営支援

支援金

福井県

福井県

鯖江市

鯖江市

金融支援

利子補給

支援内容・水準

URL

【福井県制度融資「経営安定資金」利子補給】
経営安定に支障をきたしている中小企業・小規模事業者を支援するために、勝山市で 勝山市ＨＰ
https://www.city.katsuyama.fuk
は福井県中小起業者向け制度融資「経営安定資金」の利用者に対して、融資に係る利 ui.jp/soshiki/10/11771.html
子を負担
【鯖江のがんばる事業者応援給付金】
市内約4,450事業所（中小、小規模、個人事業主）に対する支援
中小企業10万円 小規模・個人5万円

鯖江市ＨＰ
https://www.city.sabae.fukui.jp/
kanko_sangyo/kigyoshien/oshir
ase/syoko_kyufukin.html

【中小企業緊急経営安定対策利子補給制度】
中小企業者への資金繰り支援措置として、福井県経営安定資金（新型コロナウイルス
対策分）の融資を受けた市内中小企業者に対し、3年間に支払った利子全額を補給

鯖江市ＨＰ
https://www.city.sabae.fukui.jp/
kanko_sangyo/kigyoshien/kigyo
shien/seido/Shoko-kinkyurishi.html

金融支援

鯖江市ＨＰ
【中小企業緊急経営安定対策保証料補給制度の特例】
信用保証料補 中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法第2条第5項第4号また https://www.city.sabae.fukui.jp/
kanko_sangyo/kigyoshien/kigyo
は同第5号を受けた中小企業者に対し、特例期間に限り、通常の信用保証料補給額の shien/seido/Shoko-kinkyu助
上限を引き上げて補給
tokurei.html

【地場産品販売応援事業補助】
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、販売機会の縮小を余儀なくされた市内中 鯖江市ＨＰ
販売促進経費
https://www.city.sabae.fukui.jp/
小企業に対し、商談会・展示会を開催したり、新規でECサイトを構築する経費の一部助 kanko_sangyo/kigyoshien/oshir
補助
成
ase/jibasanpinhanbai.html
上限３００千円、対象経費の4分の3以内

福井県

鯖江市

経営支援

福井県

あわら市

経営支援

福井県

あわら市

経営支援

福井県

あわら市

金融支援

福井県

あわら市

金融支援

福井県

坂井市

金融支援

減収補填

【事業者応援給付金】
3月又は4月の売り上げが前年同月比50％以上減少した、あわら市内に主たる事業所を
有する小規模事業者(従業員数 5人以下)
1事業者につき 5万円

あわら市HP
http://www.city.awara.lg.jp/mok
uteki/industry/industry0401/p0
11225.html

あわら市HP
http://www.city.awara.lg.jp/mok
uteki/industry/industry0401/p0
11222.html
あわら市HP
www.city.awara.lg.jp/mokuteki/i
【利子補給】
・福井県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）の借入金に対する当初３年間の利 ndustry/industry0201/p011141.
html
子補給
http://www.city.awara.lg.jp/mok
・福井県新型コロナウイルス感染症対応資金を活用した場合に、福井県の３年分に加え uteki/industry/industry0201/p0
て、当市が２年分の利子補給
11244.html

【テイクアウト応援事業補助金】
宅配等への支
飲食店または宿泊業を営む小規模事業者がテイクアウト（持ち帰り）や配達事業を行う
援
場合、費用の一部を補助

利子補給

【セーフティネット保証制度】
取引先などの再生手続申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより
経営の安定に支障が生じている中小企業に対して、保証限度額の別枠化など

あわら市HP
http://www.city.awara.lg.jp/mok
uteki/industry/industry0201/p0
04075.html
坂井市HP

利子補給

【中小企業への利子補給】
https://www.city.fukui福井県制度融資の経営安定資金融資を受けた坂井市の中小規模事業者が支払った利 sakai.lg.jp/kanko/jigyosha/shok
ogyo/shien/chusyo子（３年間全額）を補助
safetynet.html

【コロナに負けない事業所等応援事業補助金】
市内の個人、団体及び中小企業並びにこれらで構成するグループ（１者でも申請可能）
越前市ＨＰ
に対し、補助率10/10（最大100万円 上限は事業者×10万円）
http://www.city.echizen.lg.jp/off
【元気な商業者グループ支援事業補助金】
ice/060/010/insyoku.html
市内小売商業者５者以上で構成する団体に対し、補助率２/３共同申請者１者当たり10
万円加算 上限200万円

福井県

越前市

経営支援

支援金

福井県

越前市

金融支援

利子補給

福井県

越前市

経営支援

支援金

福井県

越前市

経営支援

【新事業チャレンジ支援事業】
越前市HP
新規取組・経営
新型コロナの感染拡大の影響を払拭しようとする前向きで新規性のある取り組みを支援 https://www.city.echizen.lg.jp/o
改善等経費補
ffice/060/010/challengesien25.
するため、「コロナに負けないチャレンジ枠」を設け支援
助
html
・補助対象経費の２/３以内
新規取組・経営 【中小企業生産性革命推進連携事業】
改善等経費補 コロナの影響を乗り越えようとする前向きな投資を支援するため、国の「中小企業生産
性革命支援事業」の「ものづくり交付金」「持続化補助金」「IT導入補助金」の「特別枠」で
助
※国事業上乗せ 交付決定を受けた市内事業者に対し国が認めた補助対象経費の１/６を追加補助。

福井県

越前市

経営支援

福井県

永平寺町

経営支援

支援金

福井県

池田町

経営支援

減収補填

【中小・小規模事業者への金融支援】
セーフティネット保証4号又は5号の認定を受け、福井県経営安定資金を利用した市内
中小・小規模事業者に対し、福井県経営安定資金の利子1年間または３年間の全額を
補給

越前市HP
https://www.city.echizen.lg.jp/o
ffice/060/010/covid19_financial
-support.html

【新規創業者向け持続化給付金】
R2年1月1日以降越前市で新規創業し、コロナの影響による売上減少などの影響を受け
た事業者対し、事業継続を支援する給付金を支給。
法人：２０万円、個人事業主：１０万円

越前市HP
https://www.city.echizen.lg.jp/o
ffice/060/010/sougyou_jizokuk
a-kyufu.html

越前市HP
https://www.city.echizen.lg.jp/o
ffice/060/010/covid19_seisan.h
tml

【事業継続応援給付金】
直近2か月の売上げが前年同月に比べて20％以上継続して減少した事業者で、今後も 永平寺町ＨＰ
https://www.town.eiheiji.lg.jp/20
事業の継続に意欲のある事業者
0/212/215/p010268.html
１事業者当たり10万円支給
【商工事業応援金】
2か月ごとの売上が、前年及び前々年の同期の平均と比較して、30％以上減少している
事業者の方に応援金を交付
法人：2か月あたり20万円、個人事業主：2か月あたり10万円

池田町HP
http://www.town.ikeda.fukui.jp/ji
gyousya/business/1653/p0025
67.html
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都道府県

市町村等

分類

福井県

池田町

経営支援

福井県

南越前町

金融支援

利子補給

【中小企業経営安定資金融資・利子補給】
南越前町中小企業経営安定資金制度を拡充し、実質無利子の特別融資を実施。

福井県

越前町

金融支援

利子補給

【"がんばれ"応援支援金】
越前町HP
「経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）」セーフティネット保証4号認定を受けた事 https://www.town.echizen.fukui.
jp/kurashi/10/02/p006439.html
業者への支援として、融資に係る利子を補給（借入日から3年間）

福井県

美浜町

生活支援

無償提供

【帰省自粛中の学生等をふるさと便で応援】
美浜町HP
美浜町への帰省を自粛している学生を応援するため、町の米や特産品等が入ったふる http://www.town.mihama.fukui.j
p/www/info/detail.jsp?id=6219
さと便「あいあいＢＯＸ」を発送

福井県

美浜町

経営支援

福井県

美浜町

経営支援

福井県

美浜町

金融支援

福井県

高浜町

経営支援

福井県

福井県

福井県

高浜町

高浜町

高浜町

経営支援

金融支援

金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

池田町HP
【地域応援券支給事業】
https://www.town.ikeda.fukui.jp
商品券等活用 町民による町内経済の振興・応援を図るため、町民の方全てに地域応援券（1万円/１人 /toplink/emergency/p002568.ht
当たり）を支給
ml
南越前町HP
http://www.town.minamiechizen
.lg.jp/kurasi/102/sinngata/p002
947.html

【がんばる美浜人応援商品券】
商品券等活用 町内の商店で使用できる１万円の商品券「がんばる美浜人応援商品券」を全町民に配
布。

美浜町HP
http://www.town.mihama.fukui.j
p/www/info/detail.jsp?id=6224

【美し美浜の観光を支えるがんばる美浜人応援事業補助金】
宅配等への支
新たにテイクアウトやネット販売に取り組む事業者を支援
援
[補助額] 最大40万円（対象事業費の4/5）
【福井県経営安定資金への利子補給】
利子補給
セーフティネット保証４号の認定事業者に対し、町が７年間にわたり利子を全額補給。

美浜町HP
http://www.town.mihama.fukui.j
p/www/service/detail.jsp?id=62
16
美浜町HP
http://www.town.mihama.fukui.j
p/www/info/detail.jsp?id=6206

減収補填

【町内事業者持続化給付金】
営業自粛等により、特に大きな影響（前年同月比で30％以上の売上減少）を受けている
中小法人等及び個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくた
め、最大30万円を給付

高浜町ＨＰ
http://www.town.takahama.fukui
.jp/page/sougouseisaku/p0063
02.html

減収補填

【高浜町新型コロナウイルス中小企業応援給付金】
令和２年３月から令和２年６月までに受けた融資を受けた事業者に対して、融資実行額
の10％または前年の総売上（事業収入）－（対象月の売上×12ヶ月）のうちいずれか低
い金額を上限として給付（最大100万円）し、事業継続を支援
※令和２年３月から令和２年６月のうちいずれかひと月の売上が前年同月比で５０％以
上減少していること

高浜町ＨＰ
http://www.town.takahama.fukui
.jp/page/sougouseisaku/p0063
02.html

融資

【中小企業振興資金融資制度】
町内中小企業者の方に設備資金および運転資金を融資することにより、経営の合理
化、近代化を促進しその経済的地位の向上を図り、健全な育成と振興に寄与することを
目的

高浜町ＨＰ
http://www.town.takahama.fukui
.jp/page/sanngyousinnkou/p00
6271.html

【中小企業信用保証料補助金】
信用保証料補 町内の中小企業者及び個人事業者が、経営改善に必要な資金として、福井県信用保
助
証協会（以下「保証協会」という。）の保証による融資を受けた場合の信用保証料につい
て、商工業者の健全な発展を目的に補助金を交付

高浜町ＨＰ
http://www.town.takahama.fukui
.jp/page/sanngyousinnkou/p00
6271.html

福井県

おおい町

休業等支援

支援金

【『コロナに負けるな！！』緊急対策】
・営業に著しい影響を受け、また、休業等により効果的な感染予防対策が見込まれる事
おおい町HP
業者に、休業等の協力を依頼
http://www.town.ohi.fukui.jp/10
・飲食店（休業または店舗・施設内での飲食の休止）・娯楽業（休業）
02/1006/301/p19842.html
1事業者につき100万円
（福井県による休業等要請の対象となる場合は、県協力金相当額を差し引いた額）

福井県

若狭町

経営支援

支援金

【若狭の未来を担う事業者応援金】
県の「新型コロナウイルス感染症対応資金」などの融資額３％（上限30万円）を給付

山梨県

経営支援

山梨県

金融支援

山梨県

経営支援

宅配等への支 農家直送の新鮮野菜の販売送料を県が負担。
援
週３０パック程度（配送品目：葉物野菜、トマト、キュウリ、米など 3,000円/パック）

融資

経済変動対策融資（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策関係）
県では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により売上が減少した際に活用できる
経済変動対策融資

若狭町HP
https://www.town.fukuiwakasa.lg.jp/town/category/pag
e.asp?Page=2095

山梨県HP
https://www.pref.yamanashi.jp/
nouhan/yamanashiyasaipack/yama
nashi-yasai-pack.html

山梨県HP
https://www.pref.yamanashi.jp/
koucho/coronavirus/info_coron
avirus_support.html

【無尽でお助け めざせ！みんなで100億円キャンペーン】
山梨県特有の習俗である“無尽(むじん)”の金融相互扶助の精神に着目し、みんなで飲 山梨県ＨＰ
割引等への補
食店を応援する「無尽(むじん)でお助け めざせ！みんなで100億円キャンペーン」を実 https://www.yamanashi助
kankou.jp/mujindeotasuke/
施。キャンペーン参加で、申請した額の5%に相当するクーポンを発行。
※甲州市、笛吹市、甲斐市は更に５％上乗せ
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

テイクアウト支援事業
新型コロナウイルス感染拡大により、売上の減少など大きな影響を受け、来店客減少対
宅配等への支
策として、新たにテイクアウトを開始または拡充した飲食店への支援を目的に、4月1日
援
以降の容器購入等に係る費用の一部を補助（テイクアウトに必要な消耗品等に要した
経費の2分の1、3万円を上限として補助）

URL

甲府市HP
https://www.city.kofu.yamanash
i.jp/shoko/business/jigyo/kee/
documents/teikuautosienn.html

山梨県

甲府市

経営支援

山梨県

山梨市

経営支援

PR支援

市内飲食店情報発信事業
テイクアウト・デリバリーに対応している市内飲食店の情報を広報紙・ホームページ・
SNSなどで発信する。

山梨県

笛吹市

経営支援

PR支援

笛吹市ＨＰにおいて、テイクアウトやデリバリーができる笛吹市の飲食店をご紹介する。 https://www.city.fuefuki.yamana

山梨市ＨＰ
https://www.city.yamanashi.yam
anashi.jp/citizen/docs/yamanas
hicity_COVID19_support.html
笛吹市ＨＰ
shi.jp/wadai16.html
南アルプス市ＨＰ

山梨県

南アルプス
市

経営支援

減収補填
※国事業上乗せ

新型コロナウイルス緊急経済対策南アルプス市事業者持続化給付金
国の持続化給付金の給付を受けた方に対して、給付金額の30％を上乗せして支給

https://www.city.minamialps.yamanashi.jp/docs/8010.ht
ml
韮崎市ＨＰ

山梨県

韮崎市

経営支援

PR支援

【にらメシ運動】
https://www.city.nirasaki.lg.jp/s
市内飲食店の料理をテイクアウトやデリバリーにより、自宅で楽しむために、飲食店を応 oshikiichiran/sangyokankoka/sh
okoroseitanto/3/3/2/1/5024.ht
援する「にらメシ運動」を推進
ml

山梨県

甲斐市

経営支援

甲斐市ＨＰ
https://www.city.kai.yamanashi.j
p/soshikinogoannai/kenkozoshi
nka/kenkokikakugakari/1_1/kan
sennsyo/siennjigyou/7841.html

PR支援

来店客減少対策として、新たにテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（配達）を始めてい
る飲食店をＨＰで紹介

PR支援

新型コロナウイルス感染症の拡大により、規模縮小もしくは休業している飲食店を応援 https://www.city.chuo.yamanas
hi.jp/soshiki/sangyou/syoukouk
するために、店舗でテイクアウト（to go）やデリバリーの情報を市ホームページや公式
ankoutantou/sangyouosirase/8
SNSなどご紹介

中央市ＨＰ

山梨県

中央市

経営支援

102.html

山梨県

昭和町

経営支援

PR支援

【町内飲食店支援】
内の飲食店を支援するため、自粛の影響が緩和されるまでの間、テイクアウトを実施
している飲食店の情報をＨＰに掲載

昭和町ＨＰ
http://www.town.showa.yamana
shi.jp/guide/benri.php?id=451

山梨県

昭和町

経営支援

PR支援

昭和町飲食店支援プロジェクト グルメサポートSHOWA
町内飲食店支援のためのクラウドファンディングを実施。支援をしていただいた場合、
20%上乗せでリターン有り。

昭和町ＨＰ
http://www.town.showa.yamana
shi.jp/guide/benri.php?id=451

山梨県

北杜市

経営支援

山梨県

北杜市

経営支援

ＰＲ支援

【心がつながる応援プロジェクト】北杜産直きずなネット
市内農業者の農産物等の販売情報や飲食店の宅配・出前サービス情報を掲載するサ
イト「北杜産直きずなネット」を公開

山梨県

市川三郷町

経営支援

PR支援

テイクアウトやお持帰りの飲食店を紹介。こんな時こそ、町内の飲食店や商店を利用し http://www.town.ichikawamisat
o.yamanashi.jp/02topics/2020て、この難局を乗り越えよう。

北杜市ＨＰ
【心がつながる応援プロジェクト】おうちで北杜出前等事業費補助金
宅配等への支
https://www.city.hokuto.yamana
北杜市では、新型コロナウイルスの感染拡大により、市内飲食店等を営む中小企業が shi.jp/docs/kanko_hojyokin_dem
援
新たに「テイクアウト」「宅配」を行うための初期経費の一部を補助
aehojyo.html

北杜市ＨＰ
https://www.city.hokuto.yamana
shi.jp/docs/kanko_nousei_bosyu
.html

市川三郷町ＨＰ

0501-1657-23.html

富士川町ＨＰ

山梨県

富士川町

経営支援

PR支援

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、地元飲食店を応援するため、テイクアウト及び https://www.town.fujikawa.yama
nashi.jp/life/shokosangyo/shok
出前をぜひご利用ください！
o/20200507_shoukoukai.html

みんなのエール食券
富士吉田市ＨＰ
先払い食券の販売金額の20％を上乗せ
https://fujiyoshida.net/feature/
（販売期間：令和2年5月15日～令和2年7月31日。食券の利用開始日は富士吉田市HP alevoucher/ale%20voucher
等でお知らせ）

山梨県

富士吉田市

経営支援

商品券等活用

山梨県

都留市

経営支援

支援金

外出自粛要請等事業者緊急支援給付金
県が実施した緊急事態措置による休業要請により休業した事業者や外出自粛要請等に
より売り上げが減少した事業者に支援金として10 万円を給付

都留市ＨＰ
https://www.city.tsuru.yamanas
hi.jp/soshiki/sangyo/shoko_t/6
/10935.html

山梨県

都留市

経営支援

支援金

都留市中小企業等持続化特例支援金
売上げが減少した事業者に対して、国が実施する持続化給付金制度に準じて事業所の
事業継続と感染症拡大防止対策の推進を支援

都留市ＨＰ
https://www.city.tsuru.yamanas
hi.jp/jigyoshamuke/josei_kashits
uke/10972.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

山梨県

大月市

経営支援

PR支援

支援内容・水準

URL

大月市HP

テイクアウトやデリバリーを実施している店舗情報を市HPや広報等で募集し、 市及び観 http://www.city.otsuki.yamanas
hi.jp/gyoumu/01hisyokoho/files
光協会のHPやSNS等で情報を発信するとともにチラシを作製して全戸 に配布。
/covid-19.shienichiran-5.pdf

上野原市ＨＰ
https://www.city.uenohara.yama
nashi.jp/gyosei/docs/jigyousya
-ouenjigyou.html

上野原市

経営支援

山梨県

上野原市

経営支援

山梨県

富士河口湖
町

金融支援

山梨県

小菅村

経営支援

山梨県

道志村

経営支援

支援金

農産物等出荷準備金支援事業
道の駅どうしの休業に伴い、道の駅どうしへ農産物等の出荷をしている出荷者に対し
て、農産物等の出荷継続支援のための準備金を支給

道志村ＨＰ
http://www.vill.doshi.lg.jp/ka/inf
o.php?if_id=895

休業等支援

支援金

県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別支援事業
感染拡大を防止するため、県からの休業要請等に協力頂いた事業者に、市町村と協調
し、1事業者当たり30万円の支援金等を支給。協調割合 県：市町村＝２：１

4/29長野県ＨＰ
https://www.pref.nagano.lg.jp/s
ansei/sangyo/shokogyo/covid1
9kyoryoku.html

支援金

新型コロナウイルス発生事業所経営支援事業
県又は長野市が従業員等の感染について公表した事業所が一時閉鎖した場合に、閉
鎖期間中の人件費の一部を助成。
支援内容 一時閉鎖期間に係る次の経経費（最大14日間）①雇用調整助成金の算定対
象従業員の人件費、②①に含まれない役員、個人事業主等の人件費。
1人当たり補助上限額 ①雇用調整助成金と合わせて12,495円/人・日、②12,495円/
人・日
補助上限額 一事業所当たり100万円

長野県HP
https://www.pref.nagano.lg.jp/k
eieishien/corona/kinkyukeieishi
en.html

県産食材「食べて応援」地域内消費推進事業
感染拡大の影響を受けている県産ブランド食材の消費拡大推進。
・小中学校等へ魅力ある県産食材を無償提供し、オリジナル教材を用いた食育体験の
実施
・消費を促す動画の作成や専用ウェブサイトによる情報発信
・小売業者等と連携した「食べて応援」キャンペーンの展開

長野県HP
https://www.pref.nagano.lg.jp/ei
gyo/happyou/20200318press.ht
ml
https://www.pref.nagano.lg.jp/ei
gyo/happyou/200417.html

長野県

長野県

雇用支援

長野県

経営支援

支援金

上野原市事業者応援事業補助金
市内に主たる事務所又は事業所を有している従業員数5人以下の法人事業者及び個人
事業主に対し補助金10万円を交付

山梨県

宅配等への支 テイクアウト等応援事業補助金
援
テイクアウト等を行っている市内飲食店事業者に対し補助金（３万円）を交付

上野原市HP
https://www.city.uenohara.yama
nashi.jp/gyosei/docs/4688.html

富士河口湖町商工振興災害対策資金貸付制度
最近１か月間の売上高等が前年同月に比して20％以上減少しており、かつ、その後2か
月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20％以上減少することが見込まれ
る者への融資

富士河口湖町HP
https://www.town.fujikawaguchi
ko.lg.jp/info/info.php?if_id=5285
&ca_id=33

新規取組・経営 ふるさと納税の返礼品
改善等経費補 1万円以上2万円以下の寄付に対し、販路が失われたヤマメ・わさび・きのこ等の特産返
助
礼品を新設

小菅村HP
http://www.vill.kosuge.yamanas
hi.jp/administration/news/2020
/04/post-65.php

融資

※国事業上乗せ

PR支援

経営支援

お宅に届く信州の名産品”信州ふるさと割り”事業
県内事業者を支援するため、インターネット通販サイト「ＮＡＧＡＮＯマルシェ」において商
品を紹介し、３割引で販売することで、県産品の価格競争力を高め、県内外での販売を 長野県ＨＰ
割引等への補
https://www.pref.nagano.lg.jp/ei
促進する。
助
gyo/20200604eigyo.html
委託先 （一社）長野県観光機構
委託内容 商品の開拓、商品登録事業者に対する割引額の助成等
販売目標額 １億円

長野県

経営支援

飲食・サービス業等新型コロナウイルス対策応援事業
テイクアウトや宅配など、飲食・サービス事業者等がグループで行う事業の多角化等に 長野県ＨＰ
宅配等への支
https://www.pref.nagano.lg.jp/ei
向けた新たな取組を支援
援
（支援内容）設備導入や販路開拓への助成（上限300 万円）、アドバイザーチームによる gyo/ouenhojokin.html
相談支援

長野県

経営支援

長野県HP
飲食・宿泊業クラウドファンディング活用応援事業費（予定）
新規取組・経営
クラウドファンディングを活用して飲食店等の資金繰りを支援するため、事態収束後に利 https://www.pref.nagano.lg.jp/h
oken改善等経費補
用できる食事券等を販売する仕組みの構築を支援
shippei/kenko/kenko/kansensh
助
（支援内容）クラウドファンディング手数料等を助成
o/joho/corona-support.html

長野県

長野県

大町市

経営支援

支援金

「大町市新型コロナウイルス感染拡大防止支援金」
・１事業所につき10万円を支給
同一事業所名で複数の施設を運営している場合は、それぞれの施設が対象

大町市HP
https://www.city.omachi.nagano
.jp/00013000/00013100/covid1
9-shienkin.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

長野県

大町市

経営支援

支援金

長野県

大町市

金融支援

融資

長野県

飯山市

経営支援

長野県

飯山市

長野県

塩尻市

支援内容・水準

「大町市新型コロナウイルス拡大防止観光施設支援金」
・宿泊施設の収容人数に応じ、10万円～70万円を支給

大町市HP
https://www.city.omachi.nagano
.jp/00014000/00014100/R2Kei
sai/kankoushisetsu-shien.html

緊急経済対策
・中小企業者を対象に限度額3000万円で運転資金を融資

大町市HP
https://www.city.omachi.nagano
.jp/00013000/00013100/covid19.html

支援金

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が令和2年1月から令和2年12月までの間
に前年同月比で50％以上減少した月がある方
宿泊事業者 ３０万円、飲食事業者 ２０万円

飯山市HP
https://www.city.iiyama.nagano.j
p/soshiki/shoukou/shoukou/ne
ws/48059

経営支援

支援金

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高が令和2年1月から令和2年12月までの間
に前年同月比で50％以上減少した月がある方（宿泊業及び飲食業を除く）
一事業者 １０万円

飯山市HP
https://www.city.iiyama.nagano.j
p/soshiki/shoukou/shoukou/ne
ws/48280

金融支援

融資

【新型コロナウイルス感染症対策特別資金】
市内中小企業事業者の運転資金・設備資金を融資（借換は不可）
運転資金 3,000万円
設備資金 5,000万円

塩尻市HP
https://www.city.shiojiri.lg.jp/so
shiki/sangyousinkou/sangyouse
isaku/jigyousyashienn.html

「新型コロナウイルス拡大防止支援金」
長野県

塩尻市

URL

経営支援

支援金
県の営業自粛要請対象外の飲食店に支援金10万円を支給

長野県

塩尻市

経営支援

支援金

長野県

千曲市

感染予防

取組経費補助

長野県

千曲市

経営支援

長野県

安曇野市

金融支援

【塩尻市中小企業等事業継続給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年に前年同月比で50％以上減少した月が
ある市内の中小法人や個人事業主に対して、経済産業省・持続化給付金に上乗せして
給付金を支給
一事業者 持続化給付金受給額の10分の1以内で上限10万円

塩尻市HP
https://www.city.shiojiri.lg.jp/sm
ph/soshiki/sangyousinkou/sang
youseisaku/kakudaibousisienkin
.html

塩尻市HP
https://www.city.shiojiri.lg.jp/so
shiki/sangyousinkou/sangyouse
isaku/keizokukyufu.html

・飲食店や喫茶店に対しテイクアウト、客室レイアウトの 変更、空気清浄機などの非対 千曲市HP
https://www.city.chikuma.lg.jp/d
面型サービス提供(３密を 防ぐ取組みなど)への業態転換を奨励・支援 事業所：10万円 ocs/2020042400031/
国の「持続化給付金」に市独自の加算給付金として交付
個人事業者等：（国）持続化給付金給付額の１/５以内（上限額20万円）
中小法人等：持続化給付金給付額の１/５以内（上限額40万円）

千曲市HP
https://www.city.chikuma.lg.jp/d
ocs/2020051400022/

融資

市内中小企業事業者の設備資金又は運転資金を支援（借換も可能）4,000万円
※市内に工場等又は事業所を有し、3カ月以上の操業実績がある中小企業者等で、
セーフティネット保証制度4号若しくは5号に基づく認定企業又は危機関連保証認定企業
※緩和要件有

安曇野市HP
https://www.city.azumino.nagan
o.jp/site/singatacorona/1180.ht
ml

安曇野市HP
https://www.city.azumino.nagan
o.jp/site/singatacorona/61797.
html

減収補填
※国事業上乗せ

長野県

安曇野市

経営支援

支援金

【新型コロナウイルス拡大防止対策支援金】
県・市町村連携事業の支給対象とならなかった事業者に10万円を支給（5月7日以降も
拡大防止策等を行った場合は、さらに10万円）
県・市町村連携事業の交付決定を受けた事業者で、5月7日以降も拡大防止策等を行っ
た事業者に10万円を支給

長野県

安曇野市

感染予防

支援金

感染防止に取組む市内事業者へ一律10万円を支給。
（長野県の休業等要請に応じた休業等により、補助金を受けている者は除く）

安曇野市HP
https://www.city.azumino.nagan
o.jp/site/singatacorona/62682.
html

長野県

泰阜村

経営支援

支援金

村内事業者に一律５万円を給付する方針
また、農業で生計を立てている村民への支援も今後検討する

泰阜村HP
https://vill.yasuoka.nagano.jp/d
ocs/9505.html#5 村内企業、事
業者への支援金給付事業（仮
称）【村単独事業】

豊丘村

経営支援
感染予防

長野県

・飲食店応援プレミアム食事券の販売
販売額10,000円で15,000円分利用できる券を販売
商品券等活用
・感染防止資材購入支援
取組経費補助
従業員等の感染防止のための必要な用品・資材の購入に購入費用の1/2を補助（上限
10万円）

豊丘村HP
https://www.vill.naganotoyooka.lg.jp/00topics/20200519-covid19shien.html
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都道府県

長野県

長野県

市町村等

豊丘村

木曽町

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

・事業継続支援金
中小法人及び個人事業者（農業者にあっては認定農業者または認定農業者に準じる農
業者）のうち、年間総売上金額が200万円以上の事業者で、次の各号のいずれかに該
当する方
（1）国が行う「持続化給付金」に申請し、給付対象者になった事業者
（2）前年同月比において、月額売上（事業収入）が20%以上減少した事業者
（3）2020年の年間総売上（事業収入）が、2019年の年間総売上（事業収入）と比較し
て、20％以上減少した事業者
支援金給付額：中小法人等にあっては20万円、個人事業者等にあっては10万円

豊丘村HP
https://www.vill.naganotoyooka.lg.jp/00topics/20200519-1621-16.html

支援金

「木曽町新型コロナウイルス感染症対策事業者給付金」
・概ね常に使用する従業員数20人以下の事業者及び同規模の農地所有適格法人、
NPO法人等
・令和２年３月から５月までのうち、各月それぞれの売上額若しくは２カ月分又は３カ月
分の売上額の合算額が、これらの前年同月の売上額若しくは売上額の合算額と比較し
２０万円以上減少している小規模企業者
・減少額の２分の１を給付【上限３０万円】
・給付金の支給決定者は、町の上下水道料金が３カ月間減免となる

木曽町HP
https://www.townkiso.com/jigyosha/hojyokin3/10
0354/101241/

「木曽町運転資金利子補給補助金」
・長野県経営健全化支援資金（新型コロナウイルス対策、特別経営安定対策）の運転資
金を借り入れた中小企業者
・木曽町小規模企業振興資金の運転資金を借り入れた小規模企業者
・原則として最近１か月の売上高等が前年同月に比して２０％以上減少しており、かつ、
その後２か月を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して２０％以上減少することが
見込まれること

木曽町HP
https://www.townkiso.com/jigyosha/hojyokin3/10
0275/100497/

【新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金】
中小企業庁の「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者等
持続化給付金額の２分の１
※３０万円に満たない場合は【３０万円】

https://www.townkiso.com/jigyosha/hojyokin3/10
0354/101297/

「松川村中小企業振興資金特別枠（新型コロナウイルス感染症対策特別資金）拡充」
・中小企業を対象に、貸付限度額3000万円で運転・設備資金を融資
・貸付期間10年以内、据置期間24ヵ月

松川町HP
http://www.vill.matsukawa.naga
no.jp/life/archives/002894.php

長野県

木曽町

金融支援

利子補給

長野県

木曽町

経営支援

支援金

長野県

松川村

金融支援

融資

長野県

松川村

経営支援

支援金

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策給付金」
・村商工会員に一律５万円を給付
さらに影響が大きい会員に対し最大30万円を追加給付

松川町HP
http://www.vill.matsukawa.naga
no.jp/life/archives/002896.php

長野県

白馬村

経営支援

支援金

「白馬村商工業者向け事業継続緊急支援」
・白馬商工会員に一律５万円を交付

大町市HP
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gy
osei/soshikikarasagasu/kankok
a/kankoshokokakari/covid19ka
nko/7523.html

長野県

佐久穂町

経営支援

減収補填
支援金

新型コロナウイルス感染拡大により、令和2年のいずれかの月に、前年同月比2割以上
の売上が減少している、町内の農林水産物製造加工事業者(複発酵酒・みそ・しょう油・
漬物・製菓・きのこ類・魚類等)を支援。
前年同月比で売上が、50%以上減少(300,000円)、20%以上50%未満減少(200,000円)

佐久穂町HP
https://www.town.sakuho.nagan
o.jp/bosai/coronavirus/bosai_22
16.html

長野県

佐久穂町

経営支援
感染予防

長野県

長野県

上松町

上松町

金融支援

経営支援

「3密」防止対策として行うテイクアウト事業、店内座席配置におけるソーシャルディスタ 佐久穂町HP
宅配等への支
ンス確保及び手指消毒液の設置など、新型コロナウイルス感染防止対策を実施する事 https://www.town.sakuho.nagan
援
o.jp/bosai/coronavirus/bosai_22
業に支援。
支援金
15.html
1事業所あたり300,000円とし1回限り。

利子補給

【上松町中小企業等緊急経済対策利子補給金】
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、セーフティネット保証4号に
基づき、売上げ等の減少について町長が認定した長野県経営健全化支援資金または
上松町小企業振興資金を借り入れた中小企業者等
・規定された対象資金を借入れ、当該年中に借入金融機関に支払った利子（延滞利子
を除く）の全額で補給対象融資の返済期間の全期間

上松町HP
http://www.town.agematsu.naga
no.jp/gyousei/kurashi/sangyouk
ankou/covid_19taisaku_risihoky
u.html

減収補填

【上松町 中小企業等新型コロナウイルス感染症対策支援補助金】
令和２年３月から４月までのうち、各月それぞれの売上額もしくは２か月分の売上額の
合計が、これらの前年同月の売上額もしくは売上額の合算額と比較し２０万円以上減少
している中小企業者または小規模企業者。この他、町長が特に支援が必要と認める者
に減少額の２分の１を補助 ≪上限２０万円≫

上松町HP
http://www.town.agematsu.naga
no.jp/gyousei/kurashi/sangyouk
ankou/covid_19taisakukyufu.ht
ml

南木曽町HP
http://www.town.nagiso.nagano.j
p/shoukoukankou/kyouryokukig
youtokubetu.html

長野県

南木曽町

休業等支援

支援金

【町支援金（新型コロナウイルス拡大防止協力企業等支援事業）】
・休業要請などに応じた事業者に協力金・支援金３０万円を支給する県の制度の対象外
となる、飲食店や土産物店なども町独自に支給対象にする。
・第1期R2.4.28～5.6、第2期R2.5.7～5.17
・それぞれの期間において実施した1事業者につき10万円、両方の期間で実施した場合
20万円

長野県

麻績村

経営支援

減収補填

【新型コロナウイルス感染症拡大緊急経済対策交付金】
事業者に減収額（上限は個人事業主20万円、従業員21人以上の中小企業50万円、従
業員21人未満の小規模事業者30万円）を支給

麻績村HP
http://www.vill.omi.nagano.jp/vill
/notice/001025.php

「新型コロナウイルス感染症対策事業者支援給付金」
長野県

生坂村

経営支援

減収補填

生坂村HP
http://www.village.ikusaka.naga

分の1（上限20万円）を支給

事業者に減収額の2 no.jp/gyousei/kenkoufukusi/cor
ona.htm#k03
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都道府県

市町村等

分類

分類２

長野県

生坂村

経営支援

減収補填

支援内容・水準

URL

生坂村HP
http://www.village.ikusaka.naga

「新型コロナウイルス感染症対策支援給付金」

被雇用者に減収額（上限3万円）を支給 no.jp/gyousei/kenkoufukusi/cor
ona.htm#k02

長野県

山形村

経営支援

支援金

長野県

朝日村

経営支援

減収補填

長野県

筑北村

感染予防

支援金

長野県

筑北村

経営支援

減収補填

長野県

小谷村

経営支援

減収補填

【飲食店特別支援臨時給付金】
村内飲食店（村商工会非会員も対象）に1事業所一律10万円を支給

山形村HP
https://www.vill.yamagata.nagan
o.jp/docs/9562.html

【中小企業等事業継続緊急給付金】
事業者に減収額の2分の1（上限20万円）を支給
村内の3月及び4月の売上げが前年同期比30％以上減少した事業者及び個人事業主

朝日村HP
https://www.vill.asahi.nagano.jp
/official/kinkyu/1687.html

【感染症予防対策支援金】
拡大防止協力事業者に支援金・支援金を支給
従業員6人以上の法人に10万円、従業員5人以下の法人と個人事業主に5万円
村内に事業所等を有し、感染症予防対策を行う事業者

筑北村ＨＰ
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/a
rchives/7762

【持続化給付金】
事業者に減収額（上限は従業員6人以上の法人50万円、従業員5人以下の法人40万
円、個人事業主30万円）を支給
村内の3～5月における2カ月間の売上げが前年同月比20％以上～50％未満減少した
事業者及び個人事業主（国の持続化給付金交付対象事業者は対象外）

筑北村ＨＰ
http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/a
rchives/7762

小谷村に住所を有し、令和元年12月分までの村税の滞納がなく、店舗などの営業施設 小谷村HP
で事業を営む個人または法人で、平成31年2月及び3月の売上額と令和2年2月及び3月 http://www.vill.otari.nagano.jp/w
ww/contents/1586219757400/i
の売上額を差し引いた額に1/2を乗じた額（最大20万円）を補助
ndex.html

飯田市HP

長野県

飯田市

経営支援

固定費補助

今年3月～5月の売り上げが前年対比で5割以上減少した事業者に対し、2ヶ月分賃料の https://www.city.iida.lg.jp/site/
covid19/support-info-for8割（最大16万円）を支給。1事業者1回。
businesses.html

長野県

飯田市

経営支援

長野県

飯田市

雇用支援

長野県

高森町

経営支援

長野県

高森町

感染予防

支援金

飯田市持続化支援給付金（全業種・新規創業者向け）
要件：売上が前年同月比で50 ％以上減少
支援：中小企業 20 万円（個人事業主 10 万円）

飯田市HP
https://www.city.iida.lg.jp/site/
covid19/iidashijizokukashienkyu
uhukinzengyoushu.html

市内の事業所の事業主の方が、国の雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金を申 飯田市HP
国補助金申請
請する際に、申請事務を社会保険労務士に委託した場合、支払った費用（計画届に要し https://www.city.iida.lg.jp/site/
支援
covid19/sinseisienhojokin.html
た費用を含む。）を補助

支援金

飲食店と旅館、旅行代理店などのうち、6ヶ月間以上営業している従業員5人未満対象
に、一律20万円支給

新型コロナウイルス感染症予防のため、不特定多数の者との接客・対面が不可避の事
取組経費補助 業者等が取り組む設備・衛生用品の整備等に要する経費を支援。
対象事業の経費に対し80％（上限50万円、下限10万円 1事業者1回限り）

高森町HP
https://www.town.naganotakamori.lg.jp/kinkyu_info/5536.
html
高森町HP
https://www.town.naganotakamori.lg.jp/soshiki/6/1_1/3_1
/2/5583.html

長野県

阿智村

経営支援

支援金

持続化給付金の上乗せ
国の持続化給付金の支給対象者（売上が対前年比50%以上減少した事業者）及び新規
開業等により前年実績のない事業者
阿智村HP
https://www.vill.achi.lg.jp/site/c
中小企業は２5万円、個人事業主は15万円支給。
ovid19/20200501keizai.html
※主な売上が飲食業（50％以上）である事業者には25万円を加算
※村の「新型コロナウイルス感染阻止宣言（令和2年4月10日）」により休業した観光施設
への依存度が50%以上と認められる販売業、サービス業等の事業者には50万円を加算

長野県

阿智村

経営支援

減収補填

休業支援金：村独自の感染阻止宣言をうけ、4月15日～5月6日まで連続して休業した宿 阿智村HP
泊施設などには、想定した収益の5割を支給。なお、県の支援金支給対象者は前述給 https://www.vill.achi.lg.jp/site/c
ovid19/20200501keizai.html
付期から30万円を差し引いた額を支給

長野県

木祖村

休業等支援

支援金

【木祖村休業協力金】
http://www.vill.kiso.nagano.jp/lif
営業を自粛しているものの、県の休業要請対象外のため協力金30万円がもらえない事 estage/category/industry/com
merce/promotion/murajigyousy
業者のうち、大型連休を含む8日間休業した事業者へ10万円を上限に支給

木祖村HP

amukeseido.html

長野県

木祖村

経営支援

支援金

【木祖村持続化給付金】
国の持続化給付金の対象外の事業者へ20万円を上限に支給

http://www.vill.kiso.nagano.jp/lif
estage/category/industry/com
merce/promotion/murajigyousy
amukeseido.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

長野県

松本市

金融支援

融資

長野県

松本市

経営支援

支援内容・水準

URL

【新型コロナウイルス対策特別資金】
中小企業者の運転資金を融資
限度額3000万円（小規模事業者は2000万円）

松本市HP
https://www.city.matsumoto.na
gano.jp/shisei/buka/kakubuka/
shokokanko/tokubetsukikin.html

支援金

【新型コロナウイルス対策特別給付金】
個人事業主に20万円（店舗家賃有）又は10万円（店舗家賃無）を定額支給
宿泊事業者に客室定員数に1万円を乗じた額（上限300万円）を支給
国の「持続化給付金」の給付要件（売上げが前年同月比で50％以上減少）を満たす市
内の個人事業主及び宿泊事業者が対象

松本市HP
https://www.city.matsumoto.na
gano.jp/shisei/buka/kakubuka/
shokokanko/jigousya_shien.html

【小規模事業者持続化補助金】
国・県の「小規模事業者持続化補助金」受給事業者に事業者負担の半額（上限7.5万
円）を補助
国の「小規模事業者持続化補助金」を受けた事業者が対象

松本市HP
https://www.city.matsumoto.na
gano.jp/smph/shisei/buka/kaku
buka/shokokanko/cokonazyosei
-shi.html

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた中小企業者への金融支援。
貸付限度額2,000万円以内、金利・利子補填(５年間の無利子化)

佐久市HP
https://www.city.saku.nagano.jp
/machizukuri/shokogyo/josei_s
eido/korona.html

長野県

松本市

経営支援

支援金

長野県

佐久市

金融支援

融資
利子補給

長野県

佐久市

経営支援

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び感染症による生活・経済への影響緩和を図 佐久市HP
宅配等への支
https://www.city.saku.nagano.jp
るため、テイクアウト又はデリバリー事業を推進する商工団体及び事業者に対し支援。 /machizukuri/shokogyo/jigyo援
上限10万円
covid19.html

長野県

佐久市

経営支援

減収補填

国持続化給付金対象事業者のうち、売上が前年同月比で75パーセント以上減少した事
業者（ただし、①長野県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力金・支援金支給
対象業種等、②旅行業、交通機関等（バス、タクシー、運転代行業、レンタカー等の業種
を除く）
給付金額：法人等20万円、個人事業者等10万円

長野県

辰野町

経営支援

減収補填

・小規模事業者に対し、一定の売上減少を条件に３０万円を支給する、独自の支援制度 辰野町HP
「ガンバル小規模事業者応援金」を立ち上げ、国の給付金よりも条件を緩和することで、 http://www.town.tatsuno.nagan
o.jp/corona-shien202005.html
救済対応の充実を図る。

長野県

長和町

経営支援

減収補填

2～5月のうちの1ヶ月間で売り上げが前年同月比で2割以上減った事業者へ、減少率に 長和町HP
https://town.nagawa.nagano.jp/
応じて最大30万円支給
docs/2020051500029/

融資
利子補給

町商工振興資金
貸付金利 2.1％
長和町HP
※利子補給1.0％ 町独自支援（令和２年２月から２年間、貸付金利全額を補給します。） https://town.nagawa.nagano.jp/
docs/2020050800014/
信用保証料 町全額負担
貸付限度額 運転資金、設備資金併せて1,000万円

減収補填

国の持続化給付金に、町独自の事業継続支援給付金を上乗せして支給
・法人 一律30万円
・個人事業主 一律15万円

佐久市HP
https://www.city.saku.nagano.jp
/machizukuri/shokogyo/jigyocovid19.html#cms20060

長野県

長和町

金融支援

長野県

軽井沢町

経営支援

長野県

軽井沢町

金融支援

融資
新型コロナウイルス感染症等で影響受けている中小企業者・小規模事業者への資金融 軽井沢町HP
利子補給
https://www.town.karuizawa.lg.j
資等
p/www/contents/15862497376
信用保証料補
・運転資金2000万円、・2年間無利子・軽井沢町が信用保証料を全額補助
80/index.html
助

岡谷市

感染予防
経営支援

取組経営支援
岡谷市HP
経費補助
飲食店等の感染防止対策（間仕切りの設置、マスク・消毒液の購入など）やテークアウト https://www.city.okaya.lg.jp/kur
ashi_tetsuzuki/iryo_kenko/5/co
宅配等への支 などに関連する経費を補助（10/10補助、補助上限10万円、1回限り）
ronavirus/05/13923.html
援

長野県

長野県

長野県

大桑村

王滝村

経営支援

経営支援

※国事業上乗せ

軽井沢町HP
https://www.town.karuizawa.lg.j
p/www/contents/15888297747
60/index.html

減収補填

【大桑村新型コロナウイルス感染症対策経済支援給付金】
・小規模企業者および個人事業者を含む小企業者で、R2年3～5月のうち各月または2ヵ
月もしくは3ヵ月の合算額が、前年同期間の売上額と比べて20万円以上減少した事業者
を対象に、30万円を上限として減少額の1/2を給付
・R2年3～5月のうち1ヵ月分の収入額が、R2年1月分と比べて4割以上減少している被雇
用者を対象に、10万円を上限として減少額を給付

大桑村HP
http://www.vill.ookuwa.nagano.j
p/sangyoushinkou/sangyoushin
kouka/safetynet_5_2.html

減収補填

【新型コロナウイルス感染症対策給付金】
・R2年3～6月までのうち、各月それぞれの売上額若しくは2ヵ月分又は3ヵ月分又は4ヵ
月分の売上額の合計額が、前年同月の売上額若しくは売上額の合計額と比較し、20万
円以上減少している小規模事業者
・減少額の1/2を給付（30万円上限）

王滝村HP
http://www.vill.otaki.nagano.jp/i
nfo/kakuka_osirase/sangyo/syo
kogyosien_korona_R2.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

長野県

王滝村

金融支援

利子補給

【王滝村運転資金利子補給補助金】
・新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、セーフティネット保証4号に
該当し、長野県経営健全化支援資金または王滝村小規模企業振興資金を借り入れた
小規模企業者
・運転資金を借り入れた場合、その利子相当分を補助

長野県

木島平村

経営支援

減収補償

【事業展開補助金】
・村持続化給付金の給付対象者
補助対象経費として決定した額の３分の２以内
（ただし３０万円を限度とする）

木島平HP
http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/a
rticles/2020060800028/

長野県

山ノ内町

経営支援

減収補償

【山ノ内町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援給付金】
国の持続化給付金に上乗せ
1事業者につき10万円

山ノ内町HP
http://town.yamanouchi.nagano.
jp/kanko/corona/shienkyuhu.ht
ml

王滝村HP
http://www.vill.otaki.nagano.jp/i
nfo/kakuka_osirase/sangyo/syo
kogyosien_korona.html

長野県

飯綱町

経営支援

減収補償

【飯綱町事業者等支援給付金】
国の持続化給付金の交付を受けておらず、今後も給付を受ける予定がなく、今後も事業 飯縄町HP
を継続する意志がある事業者で、事業収入（売上）が前年同月比（または月平均）で２ https://www.town.iizuna.nagano.
jp/docs/3796.html
０％以上５０％未満減少している者。
○給付金額 法人20万円、個人事業主10万円（法人、個人ともに1回限り）

長野県

売木村

経営支援

減収補償

【商工事業者支援】
村内の商工事業所へ、商工特別定額支援金として、一律10万円を支給

長野県

喬木村

経営支援

減収補償

【喬木村持続化給付金】
喬木村HP
国の持続化給付金の規定を準用し、個人・法人問わず一事業あたり、50万円を限度額 http://www.vill.takagi.nagano.jp/
docs/2020062300045/
として支給
天龍村HP
http://www.vill-tenryu.jp/wpcontent/uploads/2020/05/754
114facc2d22f502deca2dbf7d2db
6.pdf

御代田町HP
https://www.town.miyota.nagan
o.jp/category/syoukou/151500.
html

売木村HP
http://www.urugi.jp/2020/06/p
ost-274.html

長野県

天龍村

経営支援

減収補償

【(村)事業持続化給付金】
・今後も引き続き１年以上営業する意思のある村内事業者
・令和２年４月または５月の売上額が平成３１年４月または
令和元年５月の売上げ額を下回った事業者
３０万円を上限

長野県

御代田町

経営支援

減収補償

【事業者向けみよたん給付金】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、業種によって前年同期比で売上等が減
少町内の事業者に対して、定額の給付金を支給
一事業者 10万円

【東御市事業継続緊急支援金】
県からの休業要請に協力し、新型コロナウイルス拡大防止協力金等の対象の方 また 東御市HP
は令和2年3月から5月までのいずれか1ヶ月の売上が前年同月比50パーセント以上減 https://www.city.tomi.nagano.jp
/category/pt/151553.html
少している方に給付
一事業者 10万円

長野県

東御市

経営支援

減収補償

長野県

青木村

経営支援

支援金

長野県

下諏訪町

感染予防

取組経費補助

長野県

駒ヶ根市

休業等支援

長野県

長野県

駒ヶ根市

中川村

雇用支援

経営支援

【青木村農業者応援給付金事業】
農業経営に支障をきたしている販売農家（法人・個人）に対し、給付金を支給
一事業者 3万円

青木村HP
http://www.vill.aoki.nagano.jp/to
pic?id=12#524

【新型コロナウイルス感染症予防対策製品等補助金】
感染症予防対策製品等を購入する費用の一部を補助。
対象：下諏訪町内事業者、下諏訪商工会議所会員
補助率：購入費用の2/3（上限10万円）

下諏訪町HP
https://kabushimosuwa.jp/hojokin/corona_h
ojokin.html

支援金

【.駒ヶ根市新型コロナウイルス拡大防止協力金等上乗せ支援金】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため長野県からの要請により、店舗の休業や営業
時間短縮等に協力した市内事業者に対して、県の協力金に上乗せして支援金を支給。
一事業者 10万円（1回限り）

駒ヶ根市HP
https://www.city.komagane.nag
ano.jp/gyosei/sangyo_business_
kanko/shokogyo/corona_shien_
shoko/6008.html

支援金

【駒ヶ根市雇用調整助成金上乗せ補助金】
令和2年4月1日～6月30日の休業について雇用調整助成金の支給決定を受けた市内事
業所を対象に、国の「雇用調整助成金」に上乗せして補助金を交付。
中小企業 雇用調整助成金の助成率4/5 → 市の補助率1/8
大企業 雇用調整助成金の助成率2/3 → 市の補助率1/4
大企業 雇用調整助成金の助成率3/4 → 市の補助率1/6

駒ヶ根市HP
https://www.city.komagane.nag
ano.jp/gyosei/sangyo_business_
kanko/shokogyo/corona_shien_
shoko/5905.html

減収補償

【中川村新型コロナウイルス感染症対策農業者支援補助金】
以下のいずれにも該当する村内農業者を対象
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けている農業者（緊急事態宣言の発出中の4、
中川村HP
5月）
https://www.vill.nakagawa.nagan
②施設園芸を主品目としている認定就農者及び認定農業者。又は人・農地プラン掲載 o.jp/site/covid-19/3220.html
者
③前年の4、5月と本年4、5月の出荷金額が10％以上減少している農業者
補助額 前年4、5月と本年4、5月との差額1/2以内（上限30万円)
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都道府県

市町村等

分類

分類２

長野県

中川村

雇用支援

支援金

長野県

松川町

経営支援

減収補償

経営支援

PR支援

岐阜県

支援内容・水準

URL

【休業、労働調整支援事業】
新型コロナウイルス感染症の影響により休業または雇用調整された村内在住者を労働 中川村HP
https://www.vill.nakagawa.nagan
者として臨時雇用した農業経営者に対して支援。
o.jp/site/covid-19/3220.html
補助金額 各月15日以上雇用した人材に支払われる対価の1/3以内
対象期間 令和2年5月1日から令和2年7月末日まで
【松川町小規模事業者応援給付金】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売り上げが大幅に減少している町内事
業者に対し、事業継続のため給付金を支給。
一律20万円 （1事業者につき1回限り）

松川町HP
https://www.town.matsukawa.lg.
jp/kinkyujoho/sinngatakoronasi
enjigyou/5847.html

飛騨牛や花きなど、県産農産物の消費拡大を図るため、自宅でも注文可能なネット販売 4/17 岐阜県新型コロナウイル
ス感染症対策本部員会議（第８
キャンペーンを実施
回）資料
畜産・酪農農家向け利子補給制度
市内の肥育農家、 繁殖農家、 酪農農家が今後も安定して事業継続してもらえるよう農
業経営改善に係る融資を受けた農家の資金融資に対する利子補給制度を新たに創設
するとともに、 これまで市が実施していた牛導入基金の償還について一定期間猶予し、
新型コロナウイルス感染症の影響により、 畜産農家および酪農農家において経営が悪
化した農家に対し、 これまでに牛の導入に活用した基金の償還を一定期間猶予するこ
とで、 今後の事業継続を支援します。
１． 資金融資に対する利子補給
●対象者

飛騨市HPより
https://www.city.hida.gifu.jp/sit
e/corona/job.html#h302

岐阜県

飛騨市

金融支援

岐阜県

美濃市

給食利用

【美濃市酪農業支援事業】
美濃市HP
キャンセル等費
小中学校の臨時休業に伴う学校給食の停止により、余剰となった牛乳を市が買い取り、 http://www.city.mino.gifu.jp/pag
用補助
es/47682
児童生徒に配布し、酪農家を支援する。

岐阜県

東白川村

経営支援

商品券等活用

【東白川村新型コロナウイルス感染症対策白川茶新茶経営支援事業】
全世帯に１枚（新茶1,080円×2個）の新茶引換券を発行。全世帯と195名の村人会の会
員に対して一世帯５枚（500円券×５枚）新茶割引券を発行。新茶取扱店に対して、１枚
当たり５００円、回収枚数を乗じて補助する。

東白川村HP
https://www.vill.higashishirakaw
a.gifu.jp/kurashi/sangyou/shouk
ougyou/COVID-19_taisaku/

金融支援

国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付 取扱期間：令和2年5月1日～12月31日
●県制度融資で国と連携した無利子・無担保・据置最大5年融資 あわせて、信用保証
（セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証）の保証料をゼロに
＜融資対象者＞セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを取得し
た個人事業主、小・中規模事業者
＜資金使途＞新型コロナウイルスの影響を受けて必要となる事業資金
＜融資限度額＞1企業・1組合3,000万円
融資
＜融資利率＞年0.00％（当初3年間）、4年目以降は年1.90％
信用保証料補
＜融資期間（据置期間）＞10年以内（うち据置期間5年以内）
助
＜信用保証料＞
年0.00％（個人事業主で、セーフティネット4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを活
用する場合）
年0.425％（小・中規模事業者で、セーフティネット5号保証を活用する場合）
年0.00％（小・中規模事業者で、セーフティネット4号保証、危機関連保証を活用する場
合）
なお、経営者保証無しの場合は、事業者負担0.425％→0.525％となります。

静岡県HP
http://www.pref.shizuoka.jp/san
gyou/sa540/seido/kunicorona.html

金融支援

中小企業向け県制度融資 取扱期間：令和２年４月28日～７月31日
経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）
●新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化している中小企業向けの制度融
資
＜融資限度額＞8,000万円
＜融資利率（固定金利）＞年1.3%又は年1.4％
＜融資期間＞10年以内 （据置：設備３年以内 運転２年以内）

静岡県HP
https://www.pref.shizuoka.jp/sa
ngyou/sa540/seido/korona.html

静岡県

静岡県

静岡県

金融支援

利子補給

・市内に住所を有する畜産農家または酪農農家
・市税等を滞納していないもの
・ 日本政策金融公庫が実施する農業制度資金及び民間金融機関から特定の融資要
綱に基づき農業資金の融資を受けたもの
●助成内容
融資実行日から３年間、資金融資に対し全額利子補給
※ 既往融資の返済については、令和２年４月１日から
●対象融資 ・令和２年４月１日から令和２年６月３０日の間に実行を受けた融資
・令和２年３月３１日以前に実行を受け、返済期間途中の融資
２．牛の導入基金の償還猶予
●対象者 ・市内に住所を有する畜産農家または酪農農家
・市税等を滞納していないもの
・牛の導入に係る基金貸付を受けたもの
●支援内容 牛の導入基金の償還を１年間猶予
●対象基金 ・飛騨市肉用繁殖雌牛導入基金
・飛騨市乳用牛導入基金

融資

中小企業災害対策保証支援事業
●新型コロナウイルス感染症対応枠利用時の保証料に対して助成
信用保証料補助 ＜対象保証＞SN4号・５号、危機関連保証
＜保証料率＞0.58～0.8％ → ０％
（事業者負担なし）

静岡県HP
https://www.pref.shizuoka.jp/sa
ngyou/sa540/seido/korona.html
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都道府県

市町村等

静岡県

静岡県

分類

分類２

支援内容・水準

URL

経営支援

支援金

静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
●休業にご協力いただけた中小企業及び個人事業主の皆様に対して、協力金を支給。
＜支給額＞１事業者あたり20万円

静岡県HP
https://www.pref.shizuoka.jp/ki
nkyu/covid-19kyouryokukin.html

中小企業支援センター事業・小規模事業経営支援事業
●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業の資金繰り、労務管理やBCP等
事業費等補助 に関する派遣ニーズに対応するため、専門家派遣制度を拡充
＜費用負担等＞専門家への謝金及び旅費の2/3を県が負担。

静岡県HP
http://www.ricshizuoka.or.jp/advice/
http://www.ssr.or.jp/ssr/senmo
nka/

経営支援

小規模企業経営力向上支援事業費助成
●新型コロナウイルス感染症の影響下においても、テイクアウト商品の開発など、新た
なビジネスモデル等に挑戦し、経営革新を目指す小規模事業者を支援
＜補助対象者＞令和２年２月以降の任意の１か月間の売上高が、前年同月比10％以
上減少した小規模企業 ※過去に当該補助金を受けた小規模企業、経営革新計画の
経営改善・技術 承認を受けた小規模企業も応募可能
向上経費補助 ＜補助対象事業＞以下の要件のすべてを満たすもの
１ 自社がこれまでに行ったことがないもの又は既存のものを大幅に改善するもの
２ 新たな需要の開拓又は生産性の向上を目指して行うもの
３ 経営革新計画の承認取得を目指す３年間の経営ビジョンを策定した上で行うもの
＜補助率＞２／３
＜補助上限＞50万円以内

静岡県HP
http://www.pref.shizuoka.jp/san
gyou/sa-550/keieiryokukoujouhojo.html

経営支援

中小企業等危機克服チャレンジ支援事業費補助金（業態転換・新サービス展開事業）
●新型コロナウイルス感染症を契機として、新サービスの展開や新たな業態への転換
に挑戦する中小・小規模企業を支援
＜補助対象者＞次に掲げる要件をすべて満たす事業者
経営改善・技術 （1）中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であって、 静岡県HP
http://www.pref.shizuoka.jp/san
向上経費補助 県内に事務所又は事業所を有する者
gyou/sa-510/01challenge.html
（2）令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が、前年同月比で10%以上減少してい
ること
＜補助率＞事業費の3分の2以内（上限：200万円、下限：50万円）
＜補助対象となる事業実施期間＞補助金の交付決定の日から令和2年12月31日

経営支援

農林水産物販売促進緊急対策事業
●新型コロナウイルス感染拡大により、販売に影響を受けている農林漁業者を緊急的
に支援するため、JA静岡経済連の通販サイト（EC）を活用した販売促進
＜事業内容＞
・通販サイト活
・JA静岡経済連が運営する通販サイト（EC)「しずおか 手しお屋」において、県産農林 静岡県HP
用
https://www.ja水産物及びその加工品を割引販売（最大３割引）
・産品紹介（HP
・新型コロナウイルスの影響が大きい品目の取扱商品の拡充（牛肉、花き（花束加工）、 town.com/shop/c/c4301/
等）
水産加工品等）
・WEB広告やマスメディアを活用した各家庭へのPR
＜取り扱い商品＞静岡県の農林水産物・加工品
＜割引販売期間＞令和２年５月８日～６月30日

経営支援

水産イノベーション対策支援推進事業費助成
●新型コロナウイルス感染症の影響により、水産業界は大幅な需要の減少に伴う魚価
の深刻な低迷に直面するなど大きな影響を受けているため、ネット通販などの新たな取
組を実施する漁業者、水産加工者等に対して支援
＜補助対象者＞(※静岡県内に住所又は事業所を有する者に限ります。)
1水産業（漁業、水産加工業及び水産流通業）を営む者
2水産関連業（水産に係る食品の小売業、造船業その他水産業の関連産業）を営む者
3水産業や水産関連業を営む者が組織する団体
4その他水産振興、水産資源の管理・増殖又は水産業・水産関連業の人材確保に係る
事業を的確に遂行できると認められる団体
経営改善・技術 ＜補助対象事業＞以下の要件の全てを満たした上で、外部有識者等で構成する審査
向上経費補助 委員会の審査を通ったものが対象となります。
ア当該取組を行おうとする水産業者等が新たに取り組むもの又は既存の取組を大幅に
改善するもの
イ当該取組を実施することにより、最終的に達成しようとする目標を掲げ、その達成に向
けた3年間の計画を策定した上で行うもの
※国又は県による補助事業又は委託事業と内容が重複するものは補助対象外
＜補助の内容＞
・補助率：3分の2以内
・限度額：1企業又は1個人の場合は50万円、1団体の場合は100万円
・対象経費：資材等費、機械装置等費、広報費、専門家謝金、委託費ほか
・補助事業実施期間：補助金交付決定の日から令和3年1月31日まで

経営支援

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県HP
https://www.pref.shizuoka.jp/sa
ngyou/sa420/r1_innovation.html

静岡県

静岡市

経営支援金

支援金

静岡市新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
・休業要請（4/27～5/6）に応じた飲食店、遊興・遊戯施設など（中小企業、小規模企業、 静岡市HP
https://www.city.shizuoka.lg.jp/
個人事業主）に対し、県の２０万円を含めて５０万円、複数店舗に有する事業者は１００ 268_000198.html
万円の協力金を支給。

静岡県

静岡市

経営支援金

減収補給

エール静岡事業者応援金
静岡市HP
・令和2年4月又は5月の売上が、前年比で30％以上減少した、中小企業、小規模企業、 https://www.city.shizuoka.lg.jp/
268_000198.html
個人事業主に対し、一律１０万円を給付。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

静岡県

静岡市

経営支援金

減収補給

静岡県

浜松市

経営支援金

支援金

静岡県

静岡県

静岡県

静岡県

浜松市

浜松市

沼津市

沼津市

金融支援

金融支援

経営支援

経営支援

支援内容・水準

URL

エール静岡観光事業支援金
静岡市HP
・静岡市内に本社・支社・営業所等を有する観光関連事業者で、令和2年2～5月の間
https://www.city.shizuoka.lg.jp/
に、昨年同月と比べ売上が50％以上減少している月がある事業者に対し、対象経費の 268_000198.html
4/5（上限５０万円（複数施設経営の場合は100万円））を支援。
浜松市の休業要請に基づく協力金
浜松市長の休業要請に協力する浜松市内の施設・店舗を運営する事業者に対し支給し
ます。
１事業者に対し５０万円、複数店舗を持つ事業者に１００万円の協力金を支給。

浜松市HP
https://www.city.hamamatsu.shi
zuoka.jp/sangyoshinko/shougyo
2.html

融資

新型コロナウイルス感染症対応に伴う制度融資枠の設置
対象は、市内に主たる店舗・工場・事業所を有する従業員20名以下の中小企業者、又
は、市内に主たる店舗・工場・事業所を有し、かつ新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている中小企業者。
事業所等にかかる一般事業のための運転資金・設備資金を、上限5,000万円まで。

浜松市HP
https://www.city.hamamatsu.shi
zuoka.jp/sangyosomu/koronayu
shi.html

利子補給

新型コロナウイルス感染症対応関連償還利子補助金
新型コロナウイルス感染症により、売上減少など業況悪化している中小企業・小規模事
業者等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感
染症対応枠）」の制度にのっとり借り受けた資金に係る償還利子について、本市が追加
補助を行います。

浜松市HP
https://www.city.hamamatsu.shi
zuoka.jp/sangyosomu/sangyoso
mu/syokannrishi.html

支援金

〇沼津市新型コロナウイルス感染症拡大防止休業協力要請に係る協力金
・休業要請（4/25～5/6）に応じた市内全域の宿泊業、飲食店及び沼津港エリアにおけ
る、観光客を対象としたみやげ物販売の小売業、水族館、遊技場、遊覧船業を対象とし
て協力金を支給。1店舗あたり20万円、ホテル・旅館は1店舗あたり50万円（沼津市に本
社があるのみ）、複数店舗を持つ事業者は100万円が上限。

沼津市HP
https://www.city.numazu.shizuo
ka.jp/kikikanri/topics/new_cov.h
tm

支援金

〇沼津市新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る観光客流入抑制支援金
・休業要請（5/7～5/17）の対象となる事業を実施する全店舗を休業した中小企業者を
対象として、支援金を支給。沼津港エリアにおける、飲食店、観光客を対象としたみやげ
物販売の小売業、水族館、遊技場、遊覧船業に該当する店舗が対象。1事業者あたり
50万円。

沼津市HP
https://www.city.numazu.shizuo
ka.jp/kikikanri/topics/new_cov.h
tm

沼津市HP
https://www.city.numazu.shizuo
ka.jp/business/topics/2020/ne
w_cov_shien/doc/ouenkyufukin_
gaiyou.pdf

沼津市HP
https://www.city.numazu.shizuo
ka.jp/business/yuchi/shoko/he
ndoutaisaku.htm

静岡県

沼津市

経営支援

支援金

〇沼津市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者応援給付金
・新型コロナウイルス感染症を原因とした、急激な経済の変動により事業活動に影響を
受けている宿泊業及び飲食サービス業を営む中小企業者を対象として、１事業者あたり
30万円を支給。協力金との併用は不可。

静岡県

沼津市

金融支援

利子補給

〇沼津市経済変動対策資金利子補給金
・静岡県経済変動対策貸付資金（新型コロナウイルス感染症対応枠）を借り受けた者に
対し、年0.4％以内、第１回目の利子返済日から１年以内の利子を補給する。

静岡県

熱海市

経営支援

支援金

○新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金
・休業要請協力金として、【当初要請分】1事業者（法人・個人）あたり一律10万円、【延長 熱海市HP
https://www.city.atami.lg.jp/jigy
要請分】1事業者（法人・個人）あたり宿泊施設 30万円、飲食店及び観光施設等 10万 osha/kigyoshien/1007971.html
円
○中小企業等応援給付金
・休業要請の対象外の業種のうち、売上げが大きく減少している中小企業や個人事業
者を対象に、事業の継続を下支えするための応援給付金（１事業者あたり10万円）を支
熱海市HP
給。
https://www.city.atami.lg.jp/jigy
○小規模事業者家賃助成金
osha/kigyoshien/index.html
・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動を縮小せざるを得ない小規模事業
者の店舗、工場または事業所に対する家賃の助成事業により事業活動を支援。月額5
万円（最大）。

静岡県

熱海市

経営支援

減収補填

静岡県

三島市

経営支援

支援金

○新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
・市からの休業協力要請期間において、店舗の休業等に協力した飲食店に対し、予算
の範囲内において協力金を支払う。1事業者当たり最大40万円支給。

三島市HP
https://www.city.mishima.shizuo
ka.jp/maincategory0322.html

静岡県

富士宮市

経営支援

支援金

富士宮市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
令和2年5月1日(金)から令和2年5月6日(水)まで休業要請に応じた飲食店、宿泊施設、
観光レジャー施設等に対し、1店舗あたり30万円(2店舗以上ある場合は50万円)の協力
金を支給。

富士宮市HP
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/
entrepreneur/visuf8000000ztx8
.html

静岡県

富士宮市

経営支援

支援金

小規模事業者事業継続応援給付金
国の制度である「持続化給付金」の対象外とならない小規模事業者に対し、事業継続応
援給付金（上限１０万円）を支給。

富士宮市HP
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/
entrepreneur/visuf8000000ztx8
.html

静岡県

伊東市

経営支援

支援金

〇伊東市新型コロナウイルス感染症対策協力金
伊東市HP
・休業要請（4/24～5/6）に応じた宿泊業、飲食業、娯楽業、教育学習支援業を対象とし https://www.city.ito.shizuoka.jp
/gyosei/covid19/50/8315.html
て20万円の協力金を支給。

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

静岡県

伊東市

金融支援

利子補給

〇伊東市小口資金貸付金利子補給（特例措置）
伊東市HP
・伊東市小口資金の貸し付けを受けた市内中小企業者を対象として、融資期間中の利 https://www.city.ito.shizuoka.jp
/gyosei/covid19/50/8108.html
子の全額を市が負担。融資上限額700万円、融資期間は5年。

減収補填

〇伊東市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等応援給付金
・伊東市及び静岡県の休業協力金の対象外の中小企業又は個人事業者を対象として、 伊東市HP
事業収入が大きく減少している事業者に対し応援給付金を支給。1事業者あたり最大20 https://www.city.ito.shizuoka.jp
/gyosei/covid19/50/8423.html
万円。（ただし、売上高や減少率等の条件により5万円、10万円、20万円の支給とな
る。）

減収補填

島田市新型コロナウィルス感染症対策中小企業者応援給付金（農業者版）
・直近1ヶ月の売上高が前年の同月の売上高と比較して50％減少し、かつその翌月の売
上高の前年同月の売上高と比較して50％以上減少することが見込まれ、直近1ヶ月の
前年同月の売上高が30万円以上あり、市内で6ヶ月以上農業を営んでおり、かつ今後1
年以上農業を営む意思がある、農業者に対し、10万円を給付。

島田市HP
https://www.city.shimada.shizuo
ka.jp/gyoseidocs/131834864.html

島田市新型コロナウィルス感染症対策中小企業者応援給付金
・直近1ヶ月の売上高が前年の同月の売上高と比較して50％減少し、かつその翌月の売
上高の前年同月の売上高と比較して50％以上減少することが見込まれ、直近1ヶ月の
前年同月の売上高が30万円以上あり、市内で6ヶ月以上事業を営んでおり、かつ今後1
年以上事業を営む意思がある、事業者に対し、10万円を給付。

島田市HP
https://www.city.shimada.shizuo
ka.jp/gyoseidocs/131834864.html

静岡県

静岡県

伊東市

島田市

経営支援

経営支援

支援内容・水準

URL

静岡県

島田市

経営支援

減収補填

静岡県

島田市

経営支援

支援金

島田市新型コロナウィルス感染症対策中小企業者家賃等応援給付金
・中小企業者応援給付金の対象事業主の全ての要件に該当し、市内の事務所又は事
業所を賃貸又は所有している事業者に対し、最大10万円を給付。

島田市HP
https://www.city.shimada.shizuo
ka.jp/gyoseidocs/131834864.html

静岡県

島田市

経営支援

支援金

島田市新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
・静岡県並びに島田市の休業要請（4/27～5/6）に応じて休業した市内中小企業者に対
し、１事業者あたり30万円を支給（県の対象施設の場合、県から20万円、市から上乗せ
で10万円、合計３０万円支給）。

島田市HP
https://www.city.shimada.shizuo
ka.jp/gyoseidocs/131834864.html

静岡県

島田市

経営支援

国事業上乗せ

島田市新型コロナウイルス感染症対策中小企業雇用維持助成金
・国の「雇用調整助成金」の特例措置または「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受け
ている若しくは受ける予定である者に対し、事業主負担と国の雇用調整助成金または緊
急雇用安定助成金の支給額の差額に対して助成（1事業者100万円を上限）。

島田市HP
https://www.city.shimada.shizuo
ka.jp/gyoseidocs/koyouijijoseikin.html

富士市HP
https://www.city.fuji.shizuoka.jp
/sangyo/c0407/rn2ola000001hf
ob.html

静岡県

富士市

経営支援

減収補填

富士市新型コロナウィルス対策事業継続支援給付金
・市内の宿泊施設を有し、かつ本店又は主たる事業所がある宿泊業者で、2020年4月の
売上高が2019年の月額平均売上高を下回っている者又は、2019年に１年営業していな
い者は、開業した月から1年間の月額平均売上高を下回っている者に、減少分（上限50
万円）を支給。

静岡県

富士市

経営支援

支援金

富士市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
・休業要請（4/29～5/6）に応じた飲食店に対し、協力金として30万円（2店舗以上を経営
する場合は50万）を支給。

富士市HP
https://www.city.fuji.shizuoka.jp
/sangyo/c0407/rn2ola000002hf
ob.html

静岡県

磐田市

経営支援

支援金

休業要請に協力する市内の施設・店舗を運営する中小企業者および個人事業主に協
力金を支給します。
支給額：遊興施設等（県の対象施設）30万円（うち、20万円は県負担）、食事提供施設
（市の対象施設）30万円（市負担）。

磐田市HP
https://www.city.iwata.shizuoka.
jp/bousai_anzen/kansenshou/1
007876/1008148.html

静岡県

焼津市

経営支援

支援金

焼津市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
・休業要請（4/25～5/6（やむを得ず4/27～でも対象））に応じた飲食店及び宿泊施設を
運営する中小企業又は個人事業主に対し、１事業者あたり30万円の協力金を支給。静
岡県の給付対象者については１事業者あたり10万円を上乗せ。

焼津市HP
https://www.city.yaizu.lg.jp/g05
005/shoko/kyuugyouyousei.htm
l

支援金

掛川市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新型コロナウイルスの感染症拡大を防止するために、休業協力要請期間において休業
等をおこなっていただいた対象事業者に協力金を給付致します。
静岡県が休業を要請する施設 30万円（うち、20万円は県負担） １事業主あたり１回ま
で
掛川市が独自に休業を協力要請する施設 30万円 １事業主あたり１回まで。

掛川市HP
http://www.city.kakegawa.shizu
oka.jp/business/sangyou/shien
/boushikyouryoku.html

減収補填

農業者にかかる小規模企業者等応援給付金
新型コロナウイルス感染症による消費の落込み等の影響により、売上げが大幅に減少
し経営の安定に支障が生じている小規模企業者に対し、予算の範囲内において給付金
を支給しています。
常時使用する従業員(雇用保険加入者)が１人以上いる場合 20万円
常時使用する従業員(雇用保険加入者)がいない場合
10万円

掛川市HP
http://www.city.kakegawa.shizu
oka.jp/business/nouringyou/shi
en/nouchikusanngyousyakyuuh
ukin.html

減収補填

新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者等応援給付金
地域経済の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症による消費の落込み等の影響
により、売上げが大幅に減少し、経営の安定に支障が生じている中で事業及び雇用の
継続をする小規模企業者に対し、予算の範囲内において給付金制度を創設します。
常時使用する従業員(雇用保険加入者)が１人以上いる場合 20万円
常時使用する従業員(雇用保険加入者)がいない場合
10万円

掛川市HP
http://www.city.kakegawa.shizu
oka.jp/business/sangyou/shien
/syoukibokigyoukyuuhukin.html

静岡県

静岡県

静岡県

掛川市

掛川市

掛川市

経営支援

経営支援

経営支援
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都道府県

市町村等

分類

分類２

静岡県

掛川市

金融支援

利子補給

掛川市経済変動対策貸付金利子補給金
県制度融資「経済変動対策貸付」により借入を行った事業者へ、掛川市が特定中小企
業者又は特例中小企業者と認定した企業の皆さまに対して、借入後3年間の利子補給
を行います。

掛川市HP
http://www.city.kakegawa.shizu
oka.jp/business/sangyou/shien
/tyusyosiensikin_2_2.html

静岡県

掛川市

金融支援

利子補給

掛川市小口特別資金利子補給金
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業績の悪化した市内中小企業者の経営
安定を図り、事業に必要な小口の事業資金の融資を円滑にするため、掛川市小口特別
資金を貸し付けた取扱金融機関に対し、利子補給金を交付します。

掛川市HP
http://www.city.kakegawa.shizu
oka.jp/business/sangyou/shien
/tyusyosiensikin_2.html

静岡県

藤枝市

経営支援

支援金

藤枝市新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
・休業要請（4/25～5/6）に応じた飲食店及び宿泊施設（中小企業又は個人事業主）に
対し、１事業者あたり30万円の協力金を支給。静岡県の給付対象者については１事業
者あたり10万円を上乗せ。

藤枝市HP
https://www.city.fujieda.shizuok
a.jp/soshiki/shogyokankokyoku
/shogyokanko/oshirase/14665.
html

静岡県

御殿場市

経営支援

支援金

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力店舗協力金事業
・市内すべての飲食店を対象に、4/29～5/15の期間に夜間の営業時間短縮又は休業
の営業自粛依頼を行い、協力した店舗に対し、協力金として最大30万円を支給。

御殿場市HP
https://www.city.gotemba.lg.jp/
sangyou/f-p-info/f-p-info01/2286.html

静岡県

御殿場市

経営支援

支援金

新型コロナウィルス感染症拡大防止協力店舗協力金事業
・4/16～4/30まで店舗を休業したバー、キャバレー、ナイトクラブにおいて、課税深刻で
使用する書類の年間売上高を24で割った額（上限100万円）を保証

御殿場市HP
https://www.city.gotemba.lg.jp/
sangyou/f-p-info/f-p-info01/2245.html

静岡県

袋井市

経営支援

支援金

袋井市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(休業要請に伴う協力金)
袋井市は、休業要請に応じて、要請期間中に休業にご協力いただいた事業者に対し、
協力金を支給します。
支給額は、1事業者あたり30万円。

袋井市HP
http://www.city.fukuroi.shizuoka
.jp/kurashi/soshiki/14/03/teat
e/1587521744860.html

静岡県

袋井市

金融支援

利子補給

袋井市経済変動対策貸付資金利子補給金
新型コロナウイルス感染拡大による売上の減少に直面している市内の中小企業者の経
営の安定化を図るため、経営の安定に支障が生じている中小企業に経済変動対策貸
付資金を貸し付けた金融機関に対し、利子補給金を交付いたします。

袋井市HP
http://www.city.fukuroi.shizuoka
.jp/kurashi/jigyosha/shogyo_sh
ohiseikatsu/yushi/1584949158
826.html

融資

景気対策特別資金
この制度は、景気の低迷により一時的に売上げが減少するなど、業況が悪化している
中小企業者に対し融資をすることにより、中小企業者の経営安定と中小企業の振興を
図るための制度です。
新型コロナウイルス感染症への対応として、国等の要件緩和と同様、最近3か月の売上
高の取り扱いについて、直近1か月とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上
高とする要件緩和を行います（要件緩和の期間は令和2年6月5日まで）。

袋井市HP
https://www.city.fukuroi.shizuok
a.jp/kurashi/jigyosha/shogyo_sh
ohiseikatsu/yushi/1425446991
872.html#a5

静岡県

静岡県

袋井市

下田市

金融支援

経営支援

支援金

支援内容・水準

○新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
・休業要請及び感染拡大防止に協力した事業者に対し、１事業者あたり20万円の協力
金を支給。
○新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(感染予防分)
・県と市の休業申請から外れた事業者に、3万円の協力金を支給。

URL

下田市HP
https://www.city.shimoda.shizu
oka.jp/category/information_on_
coronavirus_disease/147348.ht
ml
下田市HP

静岡県

下田市

金融支援

利子補給

○経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)利子補給
https://www.city.shimoda.shizu
「静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）」の融資を受けた中小 oka.jp/category/information_on_
coronavirus_disease/147585.ht
企業者等に対し、予算の範囲内において利子補給を実施。
ml

静岡県

裾野市

経営支援

支援金

〇裾野市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
・休業要請（4/25～5/6）に応じた、市内の飲食店、宿泊事業者を対象としての協力金20
万円を支給。

裾野市HP
http://www.city.susono.shizuok
a.jp/kenko/covid19/kigyou/140
47.html

静岡県

裾野市

金融支援

利子補給

〇経済変動対策貸付資金利子補給制度（新型コロナウイルス感染症対応枠）
・静岡県が実施する静岡県中小企業経営安定資金融制度要綱に定める経済対策貸付
のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が減少している中小企業者
が認定を受けて融資を受けた場合、利子の一部を補助する。

裾野市HP
http://www.city.susono.shizuok
a.jp/kenko/covid19/kigyou/138
56.html

静岡県

湖西市

経営支援

支援金

湖西市新型コロナウイルス感染症対策協力金
市内に休業等協力要請の対象となる施設を有し、市の休業等協力要請に基づき休業等
を行った、市税等の滞納がない中小企業及び個人事業主。支給額：５０万円（１事業者
あたり）。

湖西市HP
https://www.city.kosai.shizuoka.
jp/soshikiichiran/sangyoshinkok
a/shokoroseikakari/1/8291.htm
l

支援金

湖西市小規模事業者等事業継続応援給付金（仮称）
「湖西市新型コロナウイルス感染症対策協力金」の対象とならない事業者のうち、売上
が減少している小規模事業者等。応援給付金を支給 （詳細は検討中です。決まり次第
公表します。）

湖西市
https://www.city.kosai.shizuoka.
jp/soshikiichiran/sangyoshinkok
a/shokoroseikakari/1/8438.htm
l#kyuufu

静岡県

湖西市

経営支援
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都道府県

市町村等

分類

分類２

静岡県

湖西市

金融支援

利子補給

支援内容・水準

URL

湖西市経済変動対策貸付金利子補給金
静岡県の経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）の資金を借り受ける
中小企業者。利子負担をゼロとするため、県に上乗せして市が利子補給。

湖西市HP
https://www.city.kosai.shizuoka.
jp/soshikiichiran/sangyoshinkok
a/shokoroseikakari/1/6791.htm
l

伊豆市HP
http://www.city.izu.shizuoka.jp/
gyousei/gyousei_detail008769.h
tml

伊豆市HP
http://www.city.izu.shizuoka.jp/
gyousei/gyousei_detail008762.h
tml

静岡県

伊豆市

経営支援

支援金

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止のための営業自粛要請協力金
・営業自粛要請（4/13～5/6）に応じた、市内の宿泊業、飲食業者を対象として協力金を
支給。【１次支給】宿泊業者40万円、飲食業者20万円。【２次支給】前年4、5の両月の１
カ月当たりの平均売上を参考に宿泊業者は金額の20％（上限300万）、飲食業者は50％
（上限50万円）を協力金として支給。（１次支給分を差し引いた額）

静岡県

伊豆市

金融支援

利子補給

〇伊豆市経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）利子補給金
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少など大きな経営支障が見込まれる
中小企業者等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイ
ルス感染症対応枠）」の融資を受けた中小企業者等に対し利子補給を行う。

御前崎市HP

静岡県

御前崎市

経営支援

支援金

御前崎市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
https://www.city.omaezaki.shizu
市内での新型コロナウイルスの感染症拡大防止措置の一環として休業要請に協力した oka.jp/soshiki/shokokanko/sho
kogyo/kyugyoyouseikyoryoku.ht
事業者に対して、協力金を交付します。交付金額は、1事業者あたり30万円。
ml

静岡県

静岡県

御前崎市

御前崎市

経営支援

経営支援

減収補填

御前崎市新型コロナウイルス感染小規模企業者応援給付金
新型コロナウイルス感染症による影響を受け売上げが大幅に減少し、経営が悪化した
小規模企業者に対し、雇用の維持及び事業の継続を図るため、給付金を支給します。
給付金額は、1事業者あたり20万円。

御前崎市HP
https://www.city.omaezaki.shizu
oka.jp/soshiki/shokokanko/oshi
rase/syokiboouen.html

減収補填

農畜水産業者応援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、農畜水産業の売上が減少している市内在住
の農畜水産業者を対象に応援金を給付します。給付額：20万円／1経営体 1回限りの
給付。

御前崎市HP
https://www.city.omaezaki.shizu
oka.jp/soshiki/norinsuisan/oshi
rase/noutikusuisanouenkyuhu.h
tml
菊川市HP
https://www.city.kikugawa.shizu
oka.jp/shoukoukankou/tyuusyo
ukigyou/kyugyoyoseikyoryokuki
n.html

静岡県

菊川市

経営支援

支援金

菊川市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業要請に協力する菊川市内の施設・店舗
を運営する事業者に対して、協力金を支給します。県要請施設の場合は、１事業者あた
り30万円(県20万円支給分を含)、市要請施設(飲食店・宿泊施設)は、１事業者あたり30
万円。

静岡県

菊川市

経営支援

減収補填

新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者緊急応援給付金
新型コロナウイルスの影響で消費の落ち込みなど経済に影響が出ているなか、売上が
大幅に減少し経営に影響を受けている小規模企業者（商工業、農畜産業など）に対し、
雇用の維持と事業の継続のため、10万円を交付します。

菊川市HP
https://www.city.kikugawa.shizu
oka.jp/nourin/coronakyuuhukin.
html

静岡県

伊豆の国市

経営支援

支援金

〇伊豆の国市新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う協力金
・営業自粛要請（4/29～5/10）に応じた宿泊施設及び飲食店を対象として、宿泊施設50
万円、飲食店10万円の協力金を支給。

伊豆の国市HP
https://www.city.izunokuni.shiz
uoka.jp/nousin/shisei/shingatac
oronaeigyojisyuku.html

静岡県

伊豆の国市

金融支援

利子補給

〇新型コロナウイルス感染症関連償還利子補給金
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少など業況悪化している中小企業者
等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症
対応枠）」の制度にのっとり借り受けた資金に係る償還利子について、追加補助を行う。

伊豆の国市HP
https://www.city.izunokuni.shiz
uoka.jp/nousin/shisei/shingatac
oronashienkigyo.html

静岡県

牧之原市

経営支援

支援金

牧之原市新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
牧ノ原町HP
休業要請（4/29～5/6）に応じた飲食店や宿泊施設（静岡県が対象とした施設を除く）へ https://www.city.makinohara.shi
zuoka.jp/soshiki/41/33876.html
30万円の協力金を支給。
東伊豆町HP
https://www.town.higashiizu.shi
zuoka.jp/bg/jigyo/upload/knk_k
yugyoyouseikyoryokukin_tetsuduki.pdf

静岡県

東伊豆町

経営支援

支援金

〇新型コロナウイルス感染症対策協力金
夜間に営業を行う飲食店等に対し、時間短縮を含む夜間営業の自粛要請（4/25～5/6）
及び観光農園等の施設に対し、自粛要請（４/27～5/6）を行い、対応した店舗に対し、
自粛解除後に営業することなど条件とした、20万円の協力金を支給。

静岡県

東伊豆町

金融支援

利子補給

〇東伊豆町経済変動対策利子補給
・「静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）」の制度にのっとり借
り受けた資金に係る償還利子について補給を行う。

東伊豆町HP
https://www.town.higashiizu.shi
zuoka.jp/bg/jigyo/upload/knk_c
orona-rishihokyu.pdf

〇河津町新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休業要請協力金
・休業要請（4/24～5/6）に応じた宿泊業、飲食業及び観光施設を運営する事業者を対
象として20万円の協力金を支給。
・（第２期）休業要請（5/9～5/17）に応じた宿泊業、飲食業及び観光施設を運営する事
業者を対象として10万円の協力金を支給。

川津町HP
https://www.town.kawazu.shizu
oka.jp/important/6847/
https://www.town.kawazu.shizu
oka.jp/important/7023/

〇河津町中小企業新型コロナウイルス感染症対策貸付資金利子補給制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により大きな経済被害が見込まれる中小企業の資
金繰りを支援するため、静岡県が行う「経済変動対策貸付」（新型コロナウイルス感染症
対応枠）と協調した利子補給制度を立ち上げ。

川津町
HPhttps://www.town.kawazu.shi
zuoka.jp/jigyousha/singatakoron
arishihokyu/

静岡県

河津町

経営支援

支援金

静岡県

河津町

金融支援

利子補給
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都道府県

市町村等

分類

分類２

静岡県

南伊豆町

経営支援

支援金

〇休業要請協力金
南伊豆町HP
休業要請（4/29～5/6）に応じた飲食店を含む観光業に対し、休業が証明できる写真等 https://www.town.minamiizu.shi
zuoka.jp/docs/2020042200013/
添付した申請書を提出することで20万円の協力金を支給。
〇新型コロナウイルス感染症緊急対策としての利子補給
・新型コロナウイルス感染症の流行により、売上高の減少等の影響を受けることが懸念 南伊豆町HP
される中小企業・小規模事業者に対し、資金繰りの円滑化を図るため静岡県が創設し https://www.town.minamiizu.shi
た「経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症対応枠）」の融資を受けた者が負担 zuoka.jp/docs/2020040700027/
する利子額全額について、一定期間利子補給を行う。

静岡県

南伊豆町

金融支援

利子補給

静岡県

松崎町

経営支援

支援金

静岡県

松崎町

金融支援

静岡県

西伊豆町

静岡県

支援内容・水準

URL

○事業所支援給付金
・新型コロナウイルス感染症に伴う休業等の影響が特に大きい飲食、宿泊業等の特定
の事業所に対し、一事業所につき20万円を支給。

松崎町HP
https://www.town.matsuzaki.shi
zuoka.jp/docs/2020040700034/

利子補給

○新型コロナウイルス感染症対策融資資金利子補給金
・経営が悪化した中小企業者等の経営安定のため、静岡県経済変動対策貸付資金の
融資を受けた中小企業者に対し利子補給金を交付。

松崎町HP
https://www.town.matsuzaki.shi
zuoka.jp/docs/2020042900012/

経営支援

支援金

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う営業自粛要請実施事業者への給付金
・観光に関する事業者等のうち、営業自粛の要請に協力した事業者等に対し給付金を
支給。1次給付金：10万～50万（業種による）、2次給付金：前年同期比の利益等に応じ
支給。

西伊豆町HP
http://www.town.nishiizu.shizuo
ka.jp/kakuka/kankou/syoukou/
zisyukuyousei.html

西伊豆町

金融支援

利子補給

○県と協調した「特別利子補給（実質無利子化）」について
・.県制度融資「経済変動対策貸付」により借入を行った中小企業者・小規模事業者のう
ち、売上高が減少した企業に対し、借入後３年間の利子を補給（実質「無利子化」）。

西伊豆町HP
http://www.town.nishiizu.shizuo
ka.jp/kakuka/kankou/syoukou/t
okubeturishihokyuu.html

静岡県

函南町

経営支援

支援金

○新型コロナウイルス感染症拡大防止協力事業者協力金
4月29日から5月6日まで休業要請をした宿泊施設及び飲食店のうち、5月1日から5月6
日までの全期間協力した事業者に対し協力金（10万円）を支給。

函南町HP
https://www.town.kannami.shizu
oka.jp/kenko/korona_virus/inde
x.html

静岡県

函南町

金融支援

利子補給

○新型コロナウイルス感染症関連償還利子補給金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上減少など業況悪化を来している中小企業
等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付（新型コロナウイルス感染症
対応枠）」の制度により借り入れた資金に係る償還利子を補給。

函南町HP
https://www.town.kannami.shizu
oka.jp/gyosei/jigyoshamukejoho
/shokogyo/korona.html

静岡県

清水町

経営支援

支援金

○新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
4月29日から5月6日まで休業要請をした町内の飲食店に、４月29日から5月6日までの
全期間協力した事業者に対し協力金（20万円）を支給。

清水町HP
http://www.town.shimizu.shizuo
ka.jp/chiiki/chiiki00235.html

静岡県

清水町

経営支援

支援金

新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者応援給付金
清水町HP
新型コロナウイルス感染症による影響により売上げが減少している小規模事業者を支 http://www.town.shimizu.shizuo
援するため、給付金を支給。給付金額は、1事業者あたり10万円。（1事業者主1回まで） ka.jp/chiiki/chiiki00236.html

静岡県

長泉町

経営支援

支援金

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた小規模企業者に対する臨時
給付金
長泉町HP
・経営に大きな影響を受けている小規模企業者の事業主に対し、国の支援制度等が実 http://www.town.nagaizumi.lg.jp
施されるまでの事業継続支援として、臨時給付金（減少率に応じて（10～20万円））を支 /corona_info/index.html
給。

静岡県

長泉町

金融支援

利子補給

○新型コロナウイルス感染症に伴う経済変動対策貸付金利子補給制度
長泉町HP
・静岡県融資制度「経済変動対策貸付」（新型コロナウイルス感染症対応枠）を受けた中 http://www.town.nagaizumi.lg.jp
/soshiki/sangyo/5/6752.html
小企業者に対し利子を補給。

静岡県

静岡県

小山町

吉田町

経営支援

経営支援

支援金

小山町新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金
・第１期 4/29～5/6すべての期間に休業に応じた、宿泊施設、飲食店、その他観光施
設（ゴルフ場（クラブハウス・レストラン）、レース場、カート場）などに、昨年度の売上額を
基に算出し最大30万円の協力金を支給。
・第2期 5/6時点で営業の実態があり、5/7～5/17のすべての期間に休業に応じた宿泊
施設、飲食店、その他観光施設（ゴルフ場（クラブハウス・レストラン）、レース場、カート
場）などに、昨年度の売上額を基に算出し最大30万円の協力金を支給。

支援金

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う休業要請及び協力金
吉田町が休業要請を行う対象事業者（飲食店・宿泊施設の中小企業及び個人事業主に 吉田町HP
http://www.town.yoshida.shizuo
限る）で、4/29～5/6の期間に休業要請を行った事業者に３０万円の協力金を支給。
静岡県が休業要請を行う対象事業者で、4/27～5/6の期間に休業を行い、静岡県から ka.jp/6151.htm
感染拡大防止協力金の交付を受けている事業者に10万円の協力金を支給（上乗せ）。

小山町HP
http://www.fujioyama.jp/top_news_2020042713
47083.html
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都道府県

静岡県

静岡県

市町村等

川根本町

森町

愛知県

愛知県

愛知県

愛知県

三重県

田原市

愛西市

志摩市

分類

分類２

支援内容・水準

支援金

川根本町新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う休業要請に係る協力事業者への協
力金
・第１回目4/29～5/6、第２回目5/7～5/17に、休業した飲食業、宿泊業、観光売店、
キャンプ場、温泉施設に対し、原則30万円（1事業者につき1回限り）協力金を支給する。
※宿泊業（ホテル・旅館・民宿）のうち収容人数10人以上の事業所は40万円、50人以上
の事業者は50万円。１事業者で２店舗以上有している場合や、2業種以上経営している
場合でも各回で1件の支給。第1回・第2回とも同額。

経営支援

支援金

森町の休業要請協力金
森町では、特に多くの外出機会や住民の移動が見込まれるゴールデンウィーク（4月25
日から5月6日）の間、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、町内の飲食店等
を運営する中小企業者（個人事業者を含む）に対し、休業の要請を行うとともに、要請に
協力した中小企業者に対し協力金（1事業者20万円）を支給します。

森町HP
https://www.town.morimachi.shi
zuoka.jp/gyosei/emergency/32
13.html

金融支援

利子補給

農業近代化資金融資枠の拡大（30億円 → 60億円）に伴う利子補給補助金の増額
漁業近代化資金融資枠の拡大（ ８億円 → 16億円）に伴う利子補給補助金の増額

愛知県HP
https://www.pref.aichi.jp/soshik
i/zaisei/r24gatsuhoseiyosan.html

経営支援

URL

経営支援

生産現場の出荷調整で市場に出せない「花き」や「つまもの」を農業者と農業団体が協
力して無償で利活用先に届け、公共施設等での「花き」の装飾や「つまもの」を使った新
新規取組・経営
メニューの開発など新たな需要を喚起するきっかけとする。
改善等経費補
「花き」や「つまもの」について20万円相当量（諸経費を含む）の利活用に取り組んだ農
助
業者（経営体）
支 援 額 ：1農業者（経営体）当たり20万円

愛知県HP
https://www.pref.aichi.jp/site/c
ovid19aichi/kakitumamono.html

経営支援

【田原市花き通信販売支援補助金】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、既設の流通経路での販売が滞っている
花きの経営支援を図るため、田原市で生産された花きの販売を目的とする者が行う花き
の通信販売の実施に要する経費について補助金を交付します。
（補助対象者）
次の全てを満たす方
・本市に住所を有する方又は本市に主たる事業所を有する事業者の方
・花き通信販売（本市に住所を有する生産者3人以上が生産し、又は出荷した花きに係
るものに限る。）を行う方
・市税の滞納がない方
宅配等への支
（補助対象経費）
援
令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に実施する花き通信販売に要する次の経
費
・配送料
・人件費
・広告料
・ホームページ又はシステムの導入費及び改修費
（補助率）
補助対象経費の1/2以内・上限あり
（受付期間）
令和2年7月31日まで（予算の範囲内で締め切る場合があります

田原市HP
http://www.city.tahara.aichi.jp/k
ankou/nogyou/1005073/10071
14.html

経営支援

経営支援

支援金

【愛西市農業担い手応援事業】
新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントの中止や店舗等の営業停止に
より様々な形で農業経営に影響を与えているため、事業継続、再起の糧としていただく
ための応援交付金として一律30万円を交付いたします。
（対象）※次のいずれにも該当すること。
①愛西市在住の認定農業者及び認定農業者に準ずる者であること。
②平成31年以前から農業収入を得ており、今後も農業を継続するもの
③令和2年1月から6月の間、連続した3箇月の売上金額の合計が前年同月比において 愛西市HP
https://www.city.aisai.lg.jp/cont
20％以上減少していること。又は、令和2年1月から6月の間に売上が無い農業者は、新 ents_detail.php?frmId=12358
型コロナウイルスの影響により連続した3箇月の事業経費の合計が、前年同月比におい
て20％以上増加していること。
④交付申請時において、市税を滞納していないこと。
（期間）
交付申請の受付期間 令和2年7月31日まで
（交付金額）
一律 30万円

支援金

【志摩市個人漁業者事業持続給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、水揚げ額が大幅に落ち込んでいる個人漁
業者を対象に交付する。
（支給対象）
・市内在住の、三重外湾漁業協同組合又は、鳥羽磯部漁業協同組合の組合員。
・令和2年4月以降の水揚げ金額が、前年同月比30％以上減少しているもの。
・市内で1年以上漁業を営み、かつ今後1年以上漁業を営む予定であること。
・市の小規模企業者応援給付金を申請していないこと。
・市税の滞納がないこと。
（給付額）
・前年水揚げ額が、120万円以上の者 一律5万円
・前年水揚げ額が、10万円以上120万円未満の者 一律2万円
（申請受付期間）
・令和２年５月15日～令和３年２月28日

志摩市HP
https://www.city.shima.mie.jp/k
akuka/kenkofukushibu/kenkosu
ishinka/kenkoiryo/corona/coro
na_shien/corona_shien_zigyousy
a/1589530364293.html
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都道府県

三重県

三重県

市町村等

志摩市

志摩市

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援金

固定費補助

支援内容・水準
【志摩市水産物販売支援助成金】
新型コロナウイルス感染症の影響による魚価の低下の影響を回避するため、消費者
への直接販売等を行うことで漁業収入の確保を図ろうとする漁業者等を対象に助成金
を交付します。
（交付対象）※主な要件
・市内在住の、三重外湾漁業協同組合又は、鳥羽磯部漁業協同組合の組合員であ
る個人、若しくは組合員のグループであって、新たにインターネット等を活用し、市
内外の消費者を対象として水産物の販売を行おうとする者。
※グループの場合は、漁業協同組合の組合員以外に事務手続きを担当する組合
員以外の者を加えることが出来る。ただし、組合員の人数を超えることはできない。
・今後1年以上漁業を営む予定であること。
・市税の滞納がないこと。
（対象経費）
初期費用経費
・販売を行うためのホームページ等の構築経費（機器購入を除く）
・商品の決済を行うための電子決済システム等導入経費
販売活動経費
・商品の発送、配付等に要する経費
（助成額）
・初期費用経費 上限50万円
・販売活動経費 上限5万円
（申請受付開始日）
・令和２年５月15日
【志摩市漁業共済加入補助金】
新型コロナウイルス感染症の影響に対する漁業経営の安定に資するため、漁業共済
制度への加入を促進する補助金を交付します。

URL

志摩市HP
https://www.city.shima.mie.jp/k
akuka/kenkofukushibu/kenkosu
ishinka/kenkoiryo/corona/coro
na_shien/corona_shien_zigyousy
a/1589530509620.html

志摩市HP
https://www.city.shima.mie.jp/k
akuka/kenkofukushibu/kenkosu
（交付対象）※主な要件
ishinka/kenkoiryo/corona/coro
「漁獲共済」及び「特定養殖共済」に加入する個人漁業者の取りまとめを行う漁業協同 na_shien/corona_shien_zigyousy
組合
a/1589530429383.html

（補助額）
共済個人負担額の2 分1

三重県

鳥羽市

経営支援

支援金

【漁業者応援事業】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている漁業者に対し、経営の維持・安定や意
鳥羽市HP
欲の向上を図る。
（給付の対象）鳥羽磯部漁業協同組合に所属する漁業者と海女
（給付金） １人につき２万円

滋賀県

経営支援

https://www.city.toba.mie.jp/zai
mu/r2hoseiyosan.html

【 「いまだから地産地消キャンペーン」推進事業】
新型コロナウイルス感染症の影響で、流通・販売が停滞している県産農畜水産物を中
心に、消費者のニーズが高まっている宅配サービスを定額で行う地産地消キャンペーン
を実施し、生産者の所得確保を図る。
（１）「いまだから地産地消キャンペーン」推進費補助金
・県産農畜産物とその加工品の宅配事業に取り組む農家・農業団体を対象に県内消費 滋賀県ＨＰ
割引等への補
者が購入する際の送料の一部を支援し、消費者負担の送料を一律100円まで抑制。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippa
助
n/shigotosangyou/nougyou/ryu
PR支援
tsuu/312091.html
（２）「いまだから地産地消キャンペーン」推進委託料
・県ポータルサイトにおける宅配のワンストップ窓口の広報にかかるサイト構築、更新な
らびに、県域放送局による当該キャンペーンの広報を実施。当該取組に参加する事業
者を紹介するホームページも設置する。
(第４回)令和２年７月３日からの実施分(申込締切６月２６日)

経営支援

新規取組・経営 【肉用牛経営安定対策事業】
改善等経費補 枝肉取引価格急落に対する緊急対策として、肥育経営安定交付金の上乗せ支援に伴
助
う増額。
※国事業上乗せ

滋賀県ＨＰ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ken
sei/zaiseikaikei/yosan/311632.
html

滋賀県

金融支援

【水産金融対策費】
新型コロナウイルス感染症の影響で、県内漁業者等の売上減少等に伴い、県内漁業
者等に対して資金繰り支援を実施する。
(1) 水産振興資金融資基金預託金の増額
利子補給
既に資金の貸し付けを受けた者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、
信用保証料補 または受けると見込まれる者の償還を１年猶予することに伴い、融資残高の増加が見
助
込まれることから預託金を増額する。
(2) 水産振興資金利子補給費等補助金の執行
既に資金の貸付を受けた者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、また
は受けると見込まれる者の償還を１年猶予することに伴い発生する、利息及び保証料
の補助を行う。

滋賀県ＨＰ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ken
sei/zaiseikaikei/yosan/311632.
html

滋賀県

経営支援

【琵琶湖漁業流通緊急支援事業費】
・新型コロナウイルス感染症の影響拡大により流通機能が低下するなか、水産加工業・
養殖漁業各団体が、漁業者への影響抑制を目的として、加工品や養殖生産物を営業倉
庫へ保管する取り組みに対し、補助を実施する。

滋賀県ＨＰ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ken
sei/zaiseikaikei/yosan/311632.
html

滋賀県

固定費補助
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金】
・新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、4月16日、国の緊急事態宣言の全国拡
大により、滋賀県全域が緊急事態措置の実施区域となったことを踏まえ、休業等の対象
となる施設で事業を営む方で、休業等に全面的に協力いただける県内中小企業および
個人事業主等の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金」を支給
する。
・支給額
中小企業等:一律20万円
個人事業主:一律10万円
申請受付 ６月２６日（金）締め切り

滋賀県HP
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippa
n/shigotosangyou/syougyou/31
1612.html

滋賀県

休業等支援

滋賀県

金融支援

【県制度融資「セーフティネット資金」における信用保証料ゼロ】
滋賀県HP
信用保証料補 ・４月１日から県制度融資「セーフティネット資金」において、中小企業者等が負担する補 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippa
助
償量（0.80%または0.85%）をゼロ（保証料相当を県から県信用保証協会に補助）とする。 n/shigotosangyou/kigyou/3007
03
・実施期間 ４月１日～８月３１日

滋賀県

金融支援

【県制度融資を活用した民間金融機関における実質無利子・無担保による融資】
利子補給
・国の緊急経済対策を受け、５月１日から県制度融資に新たに「新型コロナウイルス感
信用保証料補 染症対応資金」を創設。一定の要件を満たす中小企業者等は、実質無利子（当初３年
間）、信用保証料ゼロ。
助
・実施期間 ５月１日～１２月３１日

滋賀県

雇用支援

【雇用調整助成金の活用促進支援】
滋賀県ＨＰ
国補助金申請 ・雇用調整助成金の申請をサポートするため、専門家（社会保険労務士）による相談窓 https://www.pref.shiga.lg.jp/ken
sei/koho/e支援
口を設置するとともに企業訪問による支援を実施。
shinbun/oshirase/312376.html
・６月１日サポートセンター開設。

滋賀県

雇用支援

滋賀県

新規雇用

感染予防

滋賀県HP
https://www.pref.shiga.lg.jp/ken
sei/koho/eshinbun/oshirase/311686.html

【WEB合同企業説明会の開催】
・企業の人材確保・新卒者の求職活動支援のためのWEB合同企業説明会「しがジョブ
LIVE!」を開催。
・開催時期 ５月２６日～２８日（開催終了）
・追加開催を検討中

滋賀県ＨＰ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippa
n/shigotosangyou/shigoto/310
828.html

【新型コロナウイルス感染拡大防止システム「もしサポ滋賀」】
・LINE公式アカウント「滋賀県 新型コロナ対策パーソナルサポート」を活用した感染拡
大防止システム「もしもの時のサポートシステム(通称「もしサポ滋賀」)」の運用を開始
・運用開始日 6月10日

滋賀県HP
https://www.pref.shiga.lg.jp/kur
ashi/ict/312529.html

滋賀県

大津市

経営支援

減収補填

【小規模事業者応援給付金】
大津市ＨＰ
・市内の小規模事業者・個人事業主を対象に売上減少率に応じて２０万円または３０万 https://www.city.otsu.lg.jp/sosh
iki/025/1601/o/33475.html
円を給付。

滋賀県

大津市

経営支援

固定費補助

【中小企業助成金】
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、売り上げが減少し、資金の借入れを余儀なく 大津市ＨＰ
https://www.city.otsu.lg.jp/sosh
された事業所税納税義務者のうち中小企業者に対し、事業の継続を支援するため、売 iki/025/1601/o/33480.html
上減少割合に応じて事業所税資産割額相当額の全部又は一部を助成します。

滋賀県

滋賀県

大津市

彦根市

経営支援

休業等支援

【テイクアウト・デリバリー事業を導入する事業者への補助金】
宅配等への支
・「新しい生活様式」を目指したテイクアウト、デリバリーを開始する事業者への支援策
援
上限１０万円

支援金

大津市HP
https://www.city.otsu.lg.jp
/soshiki/001/1003/g/may
or/kishakaiken/R2/33908.
html

【彦根市新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援事業】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、彦根市独自の上乗せを行う。
・支給額
彦根市ＨＰ
中小企業等 40万円（県:20万円、市:20万円）
https://www.city.hikone.lg.jp/dai
個人事業主 20万円（県:10万円、市:10万円）
ji/corona/ji/k/13710.html
・県の休業要請の対象となる施設で事業を営み、県の支給要件に一部該当しなかった
事業者に対しても支援。（中小企業20万円、個人事業主10万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで
市：申請期間：令和2年6月23日（火曜日）から令和2年8月28日（金曜日）まで
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都道府県

市町村等

分類

滋賀県

彦根市

経営支援

分類２

支援内容・水準

新規取組・経営 【彦根市新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金】
改善等経費補 ・市内事業者が行う換気設備設置等への補助を行う。
助
・最大10万円

URL

彦根市ＨＰ
https://www.city.hikone.lg.jp/dai
ji/corona/ji/k/13612.html

【水道料金・下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の納付期限延長】
彦根市ＨＰ
・新型コロナウイルス感染症の影響で、収入に相当（おおむね2割以上）の減少があった https://www.city.hikone.lg.jp/ka
kuka/jogesuido/3/13093.html
場合、令和2年4月、5月検針分又は使用分の納期限を2か月間延長
滋賀県

滋賀県

彦根市

彦根市

経営支援
生活支援

経営支援

固定費補助
生活費補助

【水道料金の基本料金の減免】
・全ての給水契約者（一般家庭および事業者）に対して、水道料金（口径によって定めら 彦根市HP
https://www.city.hikone.lg.jp/ka
れた基本料金と使用水量に応じた超過料金）のうち「基本料金」を4か月間減免（減免手 kuka/jogesuido/3/13294.html
続きは不要）。

【みんなで応援!ひこねカタログチョイス事業】
彦根市HP
割引等への補 ・彦根市内の全世帯にカタログと配布対象者１人につき2,000円相当の商品または飲食 http://www.city.hikone.lg.j
p/daiji/corona/s1/h/1374
助
券の引き替え申し込み書を配布。
1.html
７月下旬頃(予定)

【事業継続緊急支援金】
・令和２年１月以降の任意の期間（１ヶ月）において、事業収入（売上）が前年同月に比
長浜市ＨＰ
べて３０％以上減少している市内の事業者に支援金を支給
https://www.city.nagahama.lg.jp
・【法人】50万円、【個人事業者】30万円、＋【土地・建物を賃借して事業を営んでいる方】 /0000008368.html
5万円上乗せ

滋賀県

長浜市

経営支援

減収補填

滋賀県

長浜市

経営支援

固定費補助

【固定資産税等の徴収猶予】
・令和２年２月以降の任意の期間（１ヶ月以上）において、事業等に係る収入が前年同期 長浜市ＨＰ
https://www.city.nagahama.lg.jp
に比べておおむね20%以上減少している事業者は、１年間徴収を猶予。
/0000008368.html

滋賀県

長浜市

経営支援

固定費補助

【下水道使用料等の徴収猶予】
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業者の
下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の納付を４ヶ月猶予（更新可）
･支払延長期間１０月末まで支払い期限延長

長浜市ＨＰ
https://www.city.nagahama.lg.jp
/0000008368.html

滋賀県

長浜市

経営支援

【「新しい生活様式」対応新ビジネス展開補助金】
新規取組・経営 ・「新しい生活様式」を取り入れた日常生活の実践に向け、市内中小企業者等が既存の 長浜市ＨＰ
https://www.city.nagahama.lg.jp
改善等経費補 事業を拡充、転換するなど、新たなビジネス展開に挑戦する取組みを支援。
/0000008672.html
助
・補助率 補助対象経費の1/2以内、１事業あたり上限20万円、1事業者1回限り。
・申請期間6月8日～7月10日

滋賀県

長浜市

経営支援

商品券等活用

支援金
滋賀県

近江八幡市

休業等支援

滋賀県

近江八幡市

経営支援

滋賀県

近江八幡市

経営支援

※県事業上乗せ

【地元観光利用促進キャンペーン「三つなり」】
市民を対象に、市内の宿泊施設・飲食施設・観光施設で利用出来るクーポン等を発行
することで、観光業の支援と、新型コロナウイルス収束後の観光誘客の促進につなげ
る。

長浜市ＨＰ
https://www.city.nagahama.lg.jp
/0000008672.html

【感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、近江八幡市独自の上乗せを行う。
・支給額
中小企業等 25万円（県:20万円、市:5万円）
個人事業主 15万円（県:10万円、市:5万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

近江八幡市ＨＰ
https://www.city.omihachiman.l
g.jp/soshiki/hisho_koho/hp_kanr
i/nCorV/support/14530.html

【新事業展開支援補助金】
・事業の継続が難しい事業者が、保有する人材や物資を活用して、新たな事業を始める
新規取組・経営
ための準備に必要な費用を補助
改善等経費補
・補助額 対象事業費の3分の2、上限50万円
助
・「人、モノが集まる情報交差点サイト（事業者同士のマッチング支援の市単事業）」で2
以上の事業者が連携して実施する場合は4分の3

PR支援

【人、モノが集まる情報交差点サイト】
・余っている物資や人手などの「提供したい」情報と、新たな事業に取り組むために足り
ない技術や人手、物資などの「欲しい」情報を市ホームページに集約し、提供。

近江八幡市ＨＰ
https://www.city.omihachiman.l
g.jp/riyoushabetu/jigyousha/sa
ngyo/3/14631.html

近江八幡市ＨＰ
https://www.city.omihachiman.l
g.jp/soshiki/hisho_koho/hp_kanr
i/nCorV/support/14090.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

減収補填
滋賀県

近江八幡市

経営支援

支援内容・水準

【がんばれ「近江牛」緊急支援事業】
・既存の牛マルキン制度により肉用牛肥育経営の安定を図るため、標準的販売価格が
標準的生産費を下回った場合に差額の9割が肥育経営安定交付金として補填されます
近江八幡市ＨＰ
が、市独自の制度として、残り1割の4分の1について上乗せして支援する。

https://www.city.omihachiman.l
g.jp/soshiki/hisho_koho/hp_kanr

※国事業上乗せ

支援金

URL

【つなごう「近江牛」支援事業】
i/nCorV/support/14090.html
・畜産農家の事業継続及び経営体質強化を図るため、肥育素牛の導入等に要する経費
に対し市独自の支援を行う。
・支援金額 1頭当たり10万円(上限50万円)

近江八幡市ＨＰ
【商工会議所・商工会への支援】
販売促進経費
https://www.city.omihachiman.l
・近江八幡商工会議所や安土町商工会が、市内事業者の経済活動再開に向けて実施 g.jp/soshiki/hisho_koho/hp_kanr
補助
する感染予防対策や経済支援策などに対して支援。
i/nCorV/support/14530.html

滋賀県

近江八幡市

経営支援

滋賀県

近江八幡市

経営支援

国事業補填

「近江八幡市事業者持続化助成金」
・売上高が減少している国の持続化給付金を受けた事業者に、市が独自に助成金を交
付。
・中小企業 15万円、個人事業主 7万5千円

近江八幡市ＨＰ
https://www.city.omihachiman.l
g.jp/soshiki/hisho_koho/hp_kanr
i/nCorV/support/14530.html

草津市

生活支援
経営支援

生活費補助
固定費補助

【水道料金・下水道使用料の減免】
・市民や事業者の経済的負担の軽減を目的に、市と契約のある市内の水道・下水道使
用者すべて対して、6～9月検針分の基本料金を免除。水道料金の還元も継続。
・水道料金については、10%還元継続。

草津市役所ＨＰ
https://www.city.kusatsu.shiga.j
p/fukushikenko/hoken/kansens
hou/covid19/shienkyufu/kinkyukeizaitaisa
ku.html

支援金

【感染拡大防止臨時支援金上乗せ給付】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、草津市独自の上乗せを行う。
・支給額
中小企業等 30万円（県:20万円、市:10万円）
個人事業主 15万円（県:10万円、市:5万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

草津市役所ＨＰ
https://www.city.kusatsu.shiga.j
p/fukushikenko/hoken/kansens
hou/covid20/shienkyufu/kinkyukeizaitaisa
ku.html

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

草津市

休業等支援

草津市

雇用支援

守山市

生活支援
経営支援

守山市

休業等支援

※県事業上乗せ

【雇用調整助成金申請支援】
国補助金申請 ・商工会議所が社会保険労務士等の協力を得て実施する「市内中小企業等の雇用調
支援
整助成金の申請」に対する支援に要する経費に対して、市から補助を行う。
・内容 商工会議所への補助事業 補助率 5分の4、上限額 20万円

生活費補助
固定費補助

【水道料金の軽減対策】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、市民生活及び市内企業活動に多大な
影響が出ていることから、水道料金の一部減免を実施。
・減免する料金は基本料金と20立方メートルまでの水量料金で全給水契約者約3万4千
件を対象に令和2年7月検針分から12月検針分までの期間で6か月分（3期分）を減免。

守山市HP
http://www.city.moriyama.lg.jp/
korona/20200520seikatusientai
saku.html

支援金

【感染拡大防止臨時支援金に市独自上乗せ支援】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、守山市独自の上乗せを行う。
・支給額
中小企業等 30万円（県:20万円、市:10万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、市:10万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

守山市HP
http://www.city.moriyama.lg.jp/
korona/20200520seikatusientai
saku.html

※県事業上乗せ

【県制度融資（セーフティネット資金）に係る信用保証料助成金の拡充】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている市内中小
企業が県制度融資を利用する際に支払われた信用保証料の一部を補助する。

滋賀県

守山市

金融支援

滋賀県

守山市

経営支援

滋賀県

滋賀県

守山市

守山市

雇用支援

経営支援

草津市役所ＨＰ
https://www.city.kusatsu.shiga.j
p/fukushikenko/hoken/kansens
hou/covid21/shienkyufu/kinkyukeizaitaisa
ku.html

利子補給
信用保証料補
【県制度融資（セーフティネット資金）に係る利子補給】
助
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている市内中小
企業が県制度融資を利用し、県の保証料補助を受け場合、支払われた利子の一部を補
給。

守山市HP
http://www.city.moriyama.lg.jp/
korona/20200520seikatusientai
saku.html

【国「小規模事業者持続化補助金」・県「経営力強化補助金」への上乗せ補助】
・国「小規模事業者持続化補助金」補助率1/6（通常枠125千園、コロナ特別枠250千円）
・県「経営力強化補助金」補助率1/6（中小企業125千円、小規模事業者111千円）

守山市HP
http://www.city.moriyama.lg.jp/
korona/20200520seikatusientai
saku.html

減収補填
※国事業上乗せ
※県事業上乗せ

【守山市雇用調整助成金利用促進補助金】
・新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた事業者に対し、従業員の雇用継続 守山市HP
国補助金申請
http://www.city.moriyama.lg.jp/
のため国の雇用調整助成金等を積極的に活用できるよう、申請に必要な事務手続きを korona/20200520seikatusientai
支援
社会保険労務士等に委託した場合の費用について助成を行う。
saku.html
・補助率1/2、上限額100千円（1事業者1回限り）

固定費補助

【守山市住宅・店舗改修助成制度】
・新型コロナウイルス感染症による市内経済への影響緩和、新たな需要創出による個
人消費の拡大及び消費喚起により、地域経済の活性化を図ることを目的として、住宅・
店舗改修工事を行った所有者等への助成。
・補助率 助成対象工事費500千円以上に対し1/10、上限額300千円

守山市HP
http://www.city.moriyama.lg.jp/
korona/20200520seikatusientai
saku.html
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

市町村等

栗東市

栗東市

栗東市

分類

金融支援

休業等支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

利子補給

【（仮称）栗東市利子補給金制度（滋賀県融資制度「セーフティネット資金」）】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した市内中小企業・小規模事
業者の資金繰りが非常に厳しい状況となっていることから、経営の安定化を図るため
に、本市独自の緊急支援策として利子補給金制度を創設する。
・毎年支払い済み利子の一部（1.0％以内）を利子補給しますが、上限額は1年当たり15
万円（1事業者につき）が限度、予算の範囲内で補給する。

栗東市ＨＰ
http://www.city.ritto.lg.jp/soshi
ki/kankyokeizai/shoukoukankou
rousei/syoukougyou/shienseido
/8940.html

支援金

【新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、栗東市独自の上乗せを行います。
・支給額
中小企業等 30万円（県:20万円、市:10万円）
個人事業主 15万円（県:10万円、市:5万円）
県、市：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

栗東市ＨＰ
http://www.city.ritto.lg.jp/soshi
ki/kankyokeizai/shoukoukankou
rousei/syoukougyou/shienseido
/shienseido/8926.html

※県事業上乗せ

【小規模事業者持続化補助金】
新規取組・経営 ・新型コロナウイルス感染症による経営上の影響をうけながらも販路開拓等に取り組み
改善等経費補 を行う市内小規模事業者に対して補助金を支給（市単独上乗せあり）し、経営活動の支
援を行う。
助
※国事業上乗せ ・（補助金額）国助成金 補助率2/3以内（上限100万円）、市上乗せ補助 補助率2/3以
内（上限33万円）

滋賀県

栗東市

経営支援

固定費補助

滋賀県

甲賀市

生活支援
経営支援

支援金

滋賀県

甲賀市

経営支援

減収補填

滋賀県

甲賀市

経営支援

滋賀県

滋賀県

甲賀市

甲賀市

休業等支援

感染防止

滋賀県

高島市

休業等支援

滋賀県

高島市

経営支援

滋賀県

東近江市

経営支援

栗東市ＨＰ
http://www.city.ritto.lg.jp/soshi
ki/shiminseisaku/hisyokoho/os
hirase/kohokocho/rittoshiseika
tushiengaido/9253.html#2-12

【水道料金及び下水道使用料の減免措置】
・新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う経済的な状況を踏まえ、水道料金「基本料
金」及び下水道使用料をそれぞれ全額減免。
・減免期間 6月指針分、7月指針分(２か月)

栗東市ＨＰ
http://www.city.ritto.lg.jp/soshi
ki/jogeuido/jogesuido/oshirase
/9222.html

【個人事業主支援金】
・「個人向け緊急小口資金等の特例」により貸付を受ける個人事業主に対して、最大５
万円の支援金を支給。

甲賀市ＨＰ
http://www.city.koka.lg.jp/1379
1.htm

【中小規模事業者固定費支援事業】
甲賀市ＨＰ
・令和２年２月以降、２ヶ月間の売上げが前年同期比２０％以上の減少の場合、最大20 http://www.city.koka.lg.jp/1379
1.htm
万円補助。

【新たな業態による事業継続支援事業】
甲賀市ＨＰ
宅配等への支
・テイクアウト及びデリバリーにより飲食事業を継続する事業者に、１店舗あたり月額最 http://www.city.koka.lg.jp/1379
援
1.htm
大10万円を支援。

支援金
※県事業上乗せ

【感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、甲賀市独自の上乗せを行う。
甲賀市ＨＰ
http://www.city.koka.lg.jp/1379
・支給額
1.htm
中小企業等 25万円（県:20万円、市:5万円）
個人事業主 15万円（県:10万円、市:5万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

支援金

【新たな日常に向けた地域経済活性化支援金】
・地域経済を担う市内の商工業者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と
社会経済活動の維持の両立を持続的に可能としていくために、感染拡大防止の実践を 甲賀市ＨＰ
http://www.city.koka.lg.jp/item/
図りながら新しい生活様式に対応した事業活動に取り組めるように、１店舗又は１事業 24819.htm#itemid24819
所あたり１０万円(１支援対象者上限３０万円)の支援金の交付。
・受付期間 7月1日～11月30日(当日消印有効)

支援金

【感染拡大防止臨時支援金】
滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、高島市独自の上乗せを行う。
支給額
中小企業等 30万円（県:20万円、市:10万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、市:10万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

高島市ＨＰ
http://www.city.takashima.lg.jp/
www/contents/1588987877566
/index.html#給付金

【たかしま応援プロジェクト(水道料金、下水道使用量の減免・徴収猶予)】
・令和２年度６月及び７月に請求する上下水道料金の基本料金分を減免。
・新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難な場合は支払
猶予の相談受付。

高島市ＨＰ
http://www.city.takashima.lg.jp/
www/contents/1588840895716
/index_k.html

※県事業上乗せ

固定費補助

PR支援

【コロナに負けるな!皆んなで地元の飲食店等を応援しよう!】
１．デリバリー＆テイクアウトin東近江
・近所のお弁当を食べて地域の飲食店を応援する。東近江市内でテイクアウト・デリバ
リーができるお店をまとめて紹介。
２．＃東近江おうちごはん
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い影響を受けている飲食店を応援。
テーマは、「食べて笑顔に。笑顔で応援、東近江のおいしいごはん。」です。

東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
a.jp/0000011519.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
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都道府県

滋賀県

市町村等

東近江市

分類

休業等支援

滋賀県

東近江市

雇用支援

滋賀県

東近江市

経営支援

分類２

支援金
※県事業上乗せ

支援内容・水準

URL

【感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
東近江市ＨＰ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、東近江市独自の上乗せを行う。
http://www.city.higashiomi.shiga
・支給額
.jp/0000011670.html
中小企業等 40万円（県:20万円、市:20万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、市:10万円）

【東近江市雇用調整助成金等申請支援補助金】
・新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休
国補助金申請 業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主 東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
に対して助成する国の「雇用調整助成金」と「緊急雇用安定助成金」の申請書類等の作 a.jp/0000011563.html
支援
成費用を支援補助する。
・補助対象経費の2分の1（上限10万円）

減収補填
※国事業上乗せ

【肉用牛経営安定対策事業補助金】
東近江市ＨＰ
・近江牛の枝肉価格下落に伴う畜産農家の経営支援
http://www.city.higashiomi.shiga
・国の肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）により補填される肥育経営安定 .jp/0000011573.html
対策交付金の経営者負担分の4分の1を補助。

滋賀県

東近江市

金融支援

利子補給

【セーフティネツト資金等利子補給】
・中小企業・小規模事業者の資金繰り支援策として、「セーフティネット保証(４号・５号)」
及び「危機関連保証」を受けて借入れた際の利子のうち、国や県で補給されない部分の 東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
利子を独自に補給。
a.jp/0000011861.html
・１事業者 １年度当たりに２０万円限度
・令和２年度２月１日以降の借入から適用

滋賀県

東近江市

経営支援

相談会開催

【事業者相談会の開催】
・国等の各種支援制度が複雑であることから、中小企業・小規模事業者等が迅速に支 東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
援制度を利用出来るよう、専門官(弁護士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士) a.jp/0000011861.html
による相談会を開催。

滋賀県

東近江市

感染防止

取組経費補助

滋賀県

東近江市

経営支援

販売促進

滋賀県

東近江市

経営支援

【飲食店デリバリー＆テイクアウト支援補助金】
販売促進経費 東近江市商工会による「東近江おうちごはん」、八日市商工会議所による「地元飯」等の 東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
補助
飲食店のデリバリーやテイクアウトの利用促進の取組に対して、市内全域を対象とした a.jp/0000011861.html
販売促進を行うための費用の一部を助成。

滋賀県

東近江市

経営支援

【未来(あす)を創るプロジェクト事業補助金】
東近江市ＨＰ
販売促進経費
市内飲食店や小売店を応援する「未来(あす)を創るプロジェクト～新型コロナウイルス感 https://www.city.higashiomi.shig
補助
a.jp/0000011861.html
染症に対する緊急支援～」の取組に対して、運営費用の一部を助成。

経済支援

【近江鉄道定期券購入支援補助金】
・近江鉄道及び近江バスを利用する学生と世帯への経済的支援、地域経済の循環を促
東近江市ＨＰ
すため、通学定期券購入者に対して「三方よし商品券」を交付。
https://www.city.higashiomi.shig
商品券等活用
・交付額 三方よし商品券5000円分
a.jp/0000011861.html
・対象 市内在住者、7月1日～9月30日までが有効期限に含まれる3か月以上の通学定
期券を利用する学生

経済支援

減収補填

【高収益野菜経営安定対策支援事業補助金】
・加工業務用野菜の取引価格の大幅下落により、本市が高収益野菜として推進してき
た玉ねぎ栽培農家に甚大な影響が出ていることから、農業支援のため無収入減収分の 東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
一部を助成。
a.jp/0000011861.html
・補助額 2,7000円/10a (標準的販売単価×目標単収×10%)
・対象 市内加工業務用玉ねぎ販売農家

減収補填

【肥育素牛導入緊急対策事業補助金】
・牛肉の枝肉取引価格急落により、経営難に陥っている肥育農家を支援するため、緊急 東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
対策として肥育素牛・繁殖素牛の導入に係る経費の一部を助成。
a.jp/0000011861.html
・補助額 10万円/1頭(上限5頭)
・対象 市内肥育農家

滋賀県

滋賀県

滋賀県

東近江市

東近江市

東近江市

経営支援

【感染症防止対策支援補助金】
・市内中小企業、小規模事業者等が実施する備品購入や店舗改修などの感染防止対
策に係る費用を支援。
・補助率 2/1(上限20万円)

東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
a.jp/0000011861.html

【観光物産振興支援事業】
・インターネット物産販売システムの構築
・アフターコロナに向けた事業者研修会の開催
・アフターコロナに向けた消費喚起事業

東近江市ＨＰ
https://www.city.higashiomi.shig
a.jp/0000011861.html
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都道府県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

市町村等

米原市

米原市

米原市

米原市

分類

経営支援

経営支援

URL

支援金

【米原市小規模事業者経営支援金】
・金融機関の融資を受ける事業者の人件費や家賃等の固定費の負担軽減を目的とした
支援金。
・市内に住所を有する個人事業主又は本店所在地を有する法人で、雇用保険に加入す
る従業員20人以下の事業所に対して、金融機関の融資を受ける小規模事業者の人件 米原市HP
https://www.city.maibara.lg.jp/s
費や家賃等の固定費の負担軽減を目的に、融資制度の借入額に応じて支援。
angyo/shoukougyou/14235.html
・（支給額）借入金額が3,000万円を超える場合50万円、3,000万円以下1,500万円を超え
る場合40万円、1,500万円以下の場合30万円。
・令和2年2月1日から同年12月31日までに融資実行を受ける必要があり、２の交付を受
けた場合は、その額を控除。

支援金

【米原市小規模事業者減収緩和支援金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高の減少を緩和することを目的とした支
援金。
・市内に住所を有する個人事業主又は本店所在地を有する法人で、雇用保険に加入す 米原市HP
る従業員20人以下の事業所に対して、売上高の減収率が20%以上となる場合、事業所 https://www.city.maibara.lg.jp/s
angyo/shoukougyou/14235.html
内の非正規労働者を含む従業員の人数に応じて支援
・従業員の人数が5人以下は5万円、6人以上10人以下は10万円、11人以上15人以下は
15万円、16人以上は20万円
・米原市小規模事業者経営支援金の交付を受けた場合は申請不可

感染予防

米原市HP
https://www.city.maibara.lg.jp/ki
nkyu/kansensho/shiminn/1449
4.htm

感染予防

【経営発展対策補助金】
・新型コロナウイルスによる影響を乗り越えるために、既存ビジネスモデルを発展させる
取り組み(インターネット販売、密を避けた店舗レイアウトへの改装、テレワークの導入
労働環境改善 等)に対し、補助金を交付。
・１事業者当たり上限30万円
・補助率 3/4
・２月１日以降の取り組み経費が対象

米原市HP
https://www.city.maibara.lg.jp/ki
nkyu/kansensho/shiminn/1449
4.htm

【農業者等減収緩和支援金】
・新型コロナウイルス感染症の影響で、農産物が出荷・販売できずに農業収入が減少し
た農業者等に対し、支援金を給付。
・１事業者当たり上限20万円
・補助率 9/10

米原市HP
https://www.city.maibara.lg.jp/ki
nkyu/kansensho/shiminn/1449
4.htm

米原市

経営支援

滋賀県

日野町

経営支援

滋賀県

日野町

経営支援

滋賀県

日野町

休業等支援

滋賀県

日野町

金融支援

日野町

支援内容・水準

【感染症対策補助金】
・小規模事業者の感染症対策(マスク、消毒液等の購入等)に対し、補助金を交付。
取組経費補助 ・１事業者当たり上限10万円
・補助率 3/4
・２月１日以降の取組み経費が対象

滋賀県

滋賀県

分類２

経済支援

減収補填

【日野町肉用牛肥育経営安定交付金 緊急補てん事業費補助金】
新規取組・経営
・国が実施する肉用牛肥育経営安定対策事業により補てんされる残額の４分の１を補
改善等経費補
助する。
助
・交付金制度に加入しており、経営の主体が当町を本拠地とする者が対象。

日野町ＨＰ
http://www.town.shigahino.lg.jp/contents_detail.php?co
=new&frmId=5042

支援金

【日野町肥育素牛・繁殖素牛導入事業費補助金】
日野町ＨＰ
・肥育素牛・繁殖素牛の導入に係る費用を補助する。 ※当町に住所等があり、経営の http://www.town.shigahino.lg.jp/contents_detail.php?co
主体が当町を本拠地とする者が対象。
=new&frmId=5042
・補助額 １頭当たり１０万円 （最大５頭を上限）

支援金

【新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援事業】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、日野町独自の上乗せを行う。
・支給額
中小企業等 40万円（県:20万円、町:20万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、町:10万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

日野町ＨＰ
http://www.town.shigahino.lg.jp/contents_detail.php?co
=new&frmId=4972

利子補給

【小規模事業者等の県制度融資利用 利子補給】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・ 小規模事業者等が借り入れ
た、セーフティネット資金の利子分を３６か月（３年間）支援する。
・支援額 年間（１２か月） ２０万円を限度

日野町ＨＰ
http://www.town.shigahino.lg.jp/cmsfiles/contents/00
00005/5044/tirashi20.5.17.pdf

減収補填

【小規模企業者減収緩和支援金】
・新型コロナウイルス感染症の拡大感染防止に伴う営業自粛等により、売上高が減少な
ど大きな影響を受けながら、国の支援を得られない個人事業主などの小規模企業者に
対し、一定要件のもと支援金を支給。
・給付額 20万円
・国の持続化給付金を受けていない、令和２年１月以降のひと月の事業収入が前年同
月比で20%以上50%未満減少等要件あり。
・申請期間 令和2年7月1日～令和3年1月15日

日野町ＨＰ
http://www.town.shigahino.lg.jp/contents_detail.php?co
=cat&frmld=5106&frmCd=26-40-0-0

※県事業上乗せ
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都道府県

市町村等

分類

滋賀県

竜王町

経営支援

滋賀県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

竜王町

愛荘町

愛荘町

愛荘町

※県事業上乗せ

愛荘町ＨＰ
https://www.town.aisho.shiga.jp
/topics/covid19/jigyousyarodos
yakenkei/5071.html

休業等支援
経営支援

支援金
減収補填

【新型コロナウイルス感染症対策臨時支援金】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け売り上げ減少した事業者（全業種対象）支援
・対象：令和2年中に前年同月比20％以上売り上げが減少した町内に主たる事業所を有
する中小企業・団体・個人事業主（感染拡大防止臨時支援金・持続化給付金の受給者
を除く）
・支援内容：法人・個人とも一律10万円

愛荘町ＨＰ
https://www.town.aisho.shiga.jp
/topics/covid19/jigyousyarodos
yakenkei/5071.html

経営支援

支援金

【愛荘町新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金】
・将来を見据えて経営基盤強化に取り組む事業者を支援する滋賀県補助金の自己負担
部分を町が追加支援する。
・補助限度額 上限25万円、補助率 中小企業1/3、小規模事業者1/4
・申請期間 5月11日～12月28日

愛荘町ＨＰ
https://www.town.aisho.shiga.jp
/topics/covid19/jigyousyarodos
yakenkei/5141.html

休業等支援
経営支援

滋賀県

豊郷町

経済支援

滋賀県

甲良町

多賀町

竜王町ＨＰ
https://www.town.ryuoh.shiga.jp
/admin_news/2020_01corona_vir
us/2020_05colona_yosan.html

【新型コロナウイルス感染症拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、愛荘町独自の上乗せを行う。
・支給額
中小企業等 30万円（県:20万円、町:10万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、町:10万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

休業等支援

滋賀県

【プレミアム商品券の発行】
商品券等活用 ・1万円で2万円の商品券となる引換券を全世帯に配布。町内に本社を置く店舗等で使
用できる。

URL

竜王町ＨＰ
https://www.town.ryuoh.shiga.jp
/admin_news/2020_01corona_vir
us/2020_05colona_yosan.html

休業等支援

豊郷町

甲良町

支援内容・水準

【感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、竜王町独自の上乗せを行う。
・支給額
中小企業等 40万円（県:20万円、町:20万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、町:10万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

滋賀県

滋賀県

分類２

休業等支援

支援金
※県事業上乗せ

支援金

※県事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

減収補填

支援金
※県事業上乗せ

経営支援

休業等支援

減収補填

支援金
※県事業上乗せ

【感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、豊郷町独自の上乗せを行う予定（議会議決前の
ため）。
・支給額
中小企業等 30万円（県:20万円、町:10万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、町:10万円）
【感染症対策臨時支援金】
・新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けながら、国や県の支援を得
られない中小企業その他法人及び個人事業主の皆さんに対し一定要件のもと支援金を
支給。
・法人・個人とも一律万円(１事業者1回)
・感染症にかかる国・県の支援金をうけていないこと等要件有り
・申請期間 令和2年7月1日～令和3年1月15日

滋賀県ＨＰ
https://www.pref.shiga.lg.jp/file
/attachment/5176167.pdf

滋賀県ＨＰ
https://www.town.toyosato.shig
a.jp/contents_detail.php?co=kak
&frmld=2023

【感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、甲良町独自の上乗せを行う。
・支給額
中小企業等 30万円（県:20万円、町:10万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、町:10万円）
県：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

甲良町ＨＰ
http://www.kouratown.jp/jigyos
yamukejyoho/1583296682889.h
tml

【甲良町持続化給付金】
・申請日時点において町内に主たる事業所を有し、２０１９年以前から事業収入を得てい
る中小法人（中小企業基本法第２条に規定する中小企業、および農事組合法人・社会
福祉法人等で中小企業に準する法人）、個人事業主のうち、２０２０年１月以降、新型コ
ロナウイルス感染症による影響等により、前年同月比で事業収入が２０％以上５０％未
満減少した月が存在する中小企業・個人事業主。
・国の持続化給付金の給付を受けている場合は対象外。
・中小企業・個人事業主とも 一律１０万（１事業者につき１回）
・受付期間 令和２年5月25日～令和３年1月15日

甲良町ＨＰ
http://www.kouratown.jp/jigyos
yamukejyoho/1589958386547.h
tml

【感染拡大防止臨時支援金】
・滋賀県の休業要請を受けて事業の休止等を行った事業者に対し、県の「新型コロナウ
イルス感染拡大防止臨時支援金」に、多賀町独自の上乗せを行う。
多賀町ＨＰ
https://www.town.taga.lg.jp/em
・支給額
ergency_info.php?id=10
中小企業等 30万円（県:20万円、町:10万円）
個人事業主 20万円（県:10万円、町:10万円）
県、町：申請期間：令和2年6月26日（金曜日）まで

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

滋賀県

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

市町村等

多賀町

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【多賀町中小企業等経営支援給付事業】
・新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営状況にある多賀町の中小企業者及び
小規模事業者が事業継続または経営の安定を図るため、金融機関の融資を受けた場
合において、支援を行う。
・ひと月の売上が前年同月比で5%以上減少し、令和2年4月1日から同年8月31日までに
民間金融機関または政府系金融機関の融資を受ける事業者等が対象。
・支給額 一律10万円
・申請期限 9月30日

多賀町ＨＰ
https://www.town.taga.lg.jp/con
tents_detail.php?co=new&frmld=
1371

経営支援

新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症により、急な販売先の変更や売上高の大幅な減少など経済
新規取組・経営
活動に影響が生じている農林漁業者等を対象に、新たな販路の開拓や代替販路への 京都府ＨＰ
https://www.pref.kyoto.jp/nosei
改善等経費補
出荷等、出荷できない農林水産物を使った新商品の試作・開発、農産物の次期作への /madoguchi.html#corona_hojyo
助
切り替え、畜産物の品質向上等の取組。
事業実施に係る費用の2/3以内（上限額：20万円）

経営支援

新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金
「食の京都」推進事業補助金
「府内農林水産物」を活用したメニュー開発・提供する飲食店等が、材料購入や広告宣
新規取組・経営
伝を行うなど「地産地消」を通じた地域の「食」の魅力向上につながる取組等に必要な経 京都府HP
http://www.pref.kyoto.jp/sanros
改善等経費補
費
o/news/shienseido.html
助
応募締切：令和２年６月15日
上限20万円、補助率2/3
事業受付終了

経営支援

新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金
京もの「中食」需要拡大支援事業補助金
京もの農林水産物を３品目以上使用した中食サービス（総菜の加工・販売・仕出し、テイ
新規取組・経営 クアウトなど）を開始、拡充するため取組等に必要な経費
京都府ＨＰ
http://www.pref.kyoto.jp/brand/
改善等経費補 上限50万円、 補助率2/3
news/nakasyokukinkyu.html
助
募集締切：令和２年５月31日
2次募集（令和２年６月30日）
3次募集（令和２年７月31日）
京都府産農林水産物のPRに係る取組（定額）

経営支援

PR支援

府内産花き需要拡大緊急対策事業
（１）京都の花利活用推進事業費
府内産花きを活用した園児や小学校低学年児童の家庭学習を行うための資材費を支
援
方法等実施主体：花き小売商団体
補助率：１０／１０
（２）花き需要回復対策事業費
府内産花きの経営支援活動を支援
実施主体：花き小売商団体
補助率：１／２

京都府ＨＰ
http://www.pref.kyoto.jp/nosei/
news/covid19hosei.html

経営支援

宇治茶需要拡大緊急対策事業
宇治抹茶新商品開発・販路開拓支援事業
府内産抹茶・てん茶を活用した宇治茶抹茶の新商品開発等を支援
新規取組・経営 実施主体：府内茶商工業者、食品関連企業
改善等経費補 補助率：1/2、但し原材料費のうち京都府産抹茶・てん茶のみ10/10
（２）「京都宇治玉露玉兎」需要拡大強化事業費
助
宇治茶の新たなマーケット拡大の起爆剤として期待される新商品「京都宇治玉露玉兎」
PR支援
の販売プロモーションを強化することで、宇治茶需要の早期回復に向けた取組を推進
実施主体：宇治茶ブランド新展開プロジェクト協議会
補助率：２／３以内

経営支援
給食利用

PR支援
新規取組・経営
改善等経費補
助
食材提供経費
補助

給食利用

京都産和牛給食提供推進事業費
給食を実施する小中学校等に対して、通常では提供されていない京都産和牛を給食の 京都府HP
食材提供経費
http://www.pref.kyoto.jp/yosan
食材として提供
補助
対象：学校給食を実施する府内の小学校、中学校、夜間定時制高校及び特別支援学校 /documents/0204nourinn.pdf
等

京都府ＨＰ
http://www.pref.kyoto.jp/nosei/
news/covid19hosei.html
補正予算（農林水産部参照）
http://www.pref.kyoto.jp/yosan
/documents/0204nourinn.pdf

丹後とり貝需要拡大緊急対策事業費
（１）丹後とり貝経営支援支援事業費
新たな需要を喚起するため、丹後とり貝の本物の味や著名なシェフがつくる新たな調理
京都府HP
方法などの情報を発信
http://www.pref.kyoto.jp/yosan
（２）冷凍丹後とり貝新規需要拡大事業費
/documents/0204nourinn.pdf
冷凍の丹後とり貝の活用方法や新規販路開拓に向けた取組を支援
（３）丹後とり貝普及促進事業費
丹後・中丹地域の小中学生を対象に、学校給食で丹後とり貝を提供

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

京都府

経営支援

減収補填

京都産和牛肥育経営緊急対策事業
新型コロナウイルス感染症の影響により京都産和牛の出荷価格が下落し、収益に影響
京都府ＨＰ
が生じている和牛生産者を支援
http://www.pref.kyoto.jp/nosei/
支援対象：販売額が生産費用を下回り牛マルキン事業が発動された場合に、京都産和 news/covid19hosei.html
牛の再生産のために必要な費用を支援
出荷１頭当たり36,000円

京都府

経営支援

減収補填

養豚経営緊急対策事業
新型コロナ感染症の影響により適正時期に出荷できず価格が下落し、標準的生産費を 京都府ＨＰ
http://www.pref.kyoto.jp/nosei/
下回った豚に対して生産費を支援
news/covid19hosei.html
補助額：標準的生産費（１㎏当たり443円）と実際の販売価格と差額

PR支援

おうちdeおさかなマルシェ
新型コロナウイルス感染症の拡大により、外食自粛が続く中、料亭で使用される高級魚
の需要が減少していることから、京都中央市場において新鮮な市場流通食材をお得に
購入できる「おうちdeおさかなマルシェ」を開催。高級魚介類を含む特別セットを数種類 京都市HP
https://www.city.kyoto.lg.jp/san
販売する。また特別セットには京都市内の魚屋で使用できる５００円割引チケットが付い kan/page/0000269086.html
ている。（予定数量がなくなり次第終了）
（京都市、京都全魚類卸協同組、京都塩干魚卸協同組合、京都水産物商業協同組合の
共同で実施）

京都府

京都市

経営支援

京都府

京都市

経営支援
感染予防

京都府

京都市

経営支援

京都府

京都府

京都府

京都府

京都市

京都市

綾部市

城陽市

京都市中小企業等緊急支援補助金
・新型コロナウイルス対策として実施する①市民の安心安全を確保するために実施する
感染症予防のための事業、②今般の危機を乗り越えるために実施する事業、③事業継
取組経営支援 続のために必要とする取組、に対して補助を行う。
京都市HP
経費補助
補助率：売上が50％以上減少の場合 3/4以内、売上が80％以上減少の場合 4/5以内 https://www.city.kyoto.lg.jp/san
kan/page/0000268641.html
固定費補助 等
上限額：30万円
【対象者】売上高が50％以上減少している中小企業、小規模事業者、個人事業主等
５月15日で受付終了

固定費補助

新型コロナウイルス感染症に関する証明交付手数料の免除
・ 新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けた方が、貸付や融資、助成金
等の支援制度を利用する際に必要となる各種証明書等について交付手数料を免除。
取扱期間：令和2年4月30日から令和2年10月30日まで

京都市HP
https://kyotocity.wincovid19.jp/service/VTo
HoBpSNLnZmm4Gwv%2Bjkg%3D
%3D

京都市HP
https://kyotocity.wincovid19.jp/service/kBW
NLcjXeoY2sziJhAyf0g%3D%3D

京都市HP
https://kyotocity.wincovid19.jp/service/KFy
W5VCQW0mLpfvN

金融支援

融資
利子補給

新型コロナウイルス対応緊急資金
利率：1.2％、融資限度額：2億円（有担保）、8千万円（無担保）
【対象者】
（普通保証）中小企業者等で、①直近1カ月間の売上高等が前年同期に比べ10%以上減
少している者、②直近1カ月間の原材料費等が前年同期に比べ10%以上高騰しており、
かつ経営状況が悪化している者

金融支援

融資
利子補給

新型コロナウイルス感染症対応資金
利率：0.9％、融資限度額：3,000万円
【対象者】京都市内に事業所又は営業所がある中小企業者等で、新型コロナウイルス
感染症の影響を受け、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の市町村長の認定
を受けた者

金融支援

綾部市新型コロナウイルス緊急補助金
中小企業者等が新型コロナウイルス感染症の影響によりセーフティーネット保証の認定 綾部市HP
信用保証料補
https://www.city.ayabe.lg.jp/syo
を受けて京都府の制度融資を利用する際に必要となる信用保証料を1事業者につき40 gyo/sangyo/sangyo/temporarys
助
万円を限度に補助。
upport.html
令和2年5月28日からは、従来のセーフティネット保証に加え、危機関連保証も対象。

感染予防

農業者等新型コロナウイルス感染症対策支援事業
新型コロナウイルス感染症により影響が生じている農業者等を対象に、経営を継続する
ための感染症予防対策や影響を軽減するために必要な取組に対し、市から補助。
【対象となる方】
☆屋内外の密閉空間での農作業（茶摘み、出荷作業等）を実施するために従業員を雇
用する販売農家※（家族経営は対象外）。
城陽市HP
☆従業員を雇用して営業している直売所（軒先販売除く）。
https://www.city.joyo.kyoto.jp/j
取組経費補助
【支援内容】
oint/0000004756.html
◎対策経費
☆雇用する従業員に対する新型コロナウイルス感染症の予防対策に必要な取組にか
かる経費
◎補助率
３分の２以内（補助上限額２０万円／１戸）
申請締切：令和２年10月30日（金）

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

京都府

京都府

京都府

京都府

市町村等

宇治市

宇治市

宇治田原町

亀岡市

分類

URL

経営支援

経営支援

支援金

（市）事業者おうえん給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続に影響が生じている事業者等を支援
宇治市HP
するため、給付金を支給
https://www.city.uji.kyoto.jp/sit
【対象者】認定農業者等
e/ujinext/27289.html
【給付額】中小企業 20万円、個人事業主 10万円
受付期間：令和２年５月７日～令和２年６月15日（受付終了）

支援金

がんばるまちの事業者・農業者支援事業給付金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業や個人事業主のうち、京都府
の休業要請の対象とならない方、また、農業者を対象に本町独自に支援金を給付。
【支給金額】
(1) 中小企業・認定農業法人等 10万円
(2) 個人事業主・認定農業者等5万円
(3) (1)・(2)以外で農業収入がある方 1万円
宇治田原町HP
http://www.town.ujitawara.kyoto
【対象者】
(1) 宇治田原町内において、飲食業、小売業（無店舗小売業を除く）、卸売業の事業所 .jp/0000002650.html
を有する中小企業・団体、個人事業主
(2) 認定農業法人
(3) 認定農業者（「農業経営改善計画」を町に提出して認定を受けた農業者）
(4) 上記以外で農業収入のある者（前年において農業収入があり、その収入を確定申
告で申告している者）
申請期間：令和2 年 5 月 25 日（月 ）から 令和 2 年 7 月 31 日（ 金 ）まで

経営支援

経営支援

【飲食店経営者のみなさまへ】出前でうちメシ応援キャンペーン
新型コロナウイルスの感染拡大により、経営が難しくなっている飲食店を応援するため、
外出を控えている市民にも利用しやすいテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（出前）、 亀岡市HP
PR支援
ケータリング（出張料理）を実施している店舗を市ホームページで紹介するとともに、1世 https://www.city.kameoka.kyoto
商品券等活用
帯に1枚1,000円分のクーポンチラシを配布し、利用を促すキャンペーンです。飲食店を .jp/shoukou/uchimeshi.html
応援するとともに、市民の皆さんに自宅で充実した時間を過ごしてもらうことを目的とし
ている。

新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金
新規取組・経営 京都府が実施する「新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金」を補完するものと
改善等経費補 し て、市内の中小企業者や農林水産業者等が行う業績回復等につながる新たな経営
助
改善の取組を支援。府の制度の補助率2/3（上限20万円）に追加し、事業実施に係る費
※県事業上乗せ
用の1/3（上限10万円）を補助し、両制度の併用により費用を全額助成。

京丹後市ＨＰ
https://www.city.kyotango.lg.jp/
top/soshiki/norinsuisan/nogyos
inko/nogyo_corona/13096.html

・中小企業緊急雇用調整助成金
対象は、中小企業者（農林水産業含む）。産業・雇用支援対策の一環として、国の「雇
用調整助成金」と協調して、対象額（基準賃金額）から国の助成金を控除した額を全額
助成。

京丹後市ＨＰ
https://www.city.kyotango.lg.jp/
top/soshiki/shokokanko/shoko
shinko/7/12667.html

京丹後市信用保証料補助制度の拡充
・ 京都信用保証協会の保証による借入時（令和2年2月6日から令和2年9月30日までに
信用保証料補 実行された融資）の信用保証料に対する補助。
助
補助率：100％（上限：年額40万円）
【対象者】市内中小企業・小規模事業者（京都府中小企業融資制度、政府系金融機関
の融資制度、京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資を受ける者）

京丹後市HP
https://www.city.kyotango.lg.jp/
top/soshiki/shokokanko/shoko
shinko/7/12648.html

京丹後市

経営支援

京都府

京丹後市

雇用支援

京丹後市

支援内容・水準

(市)農業者等経営改善事業緊急支援補助金
新型コロナウイルス感染症により、影響を受けた農林水産業者等に対し、早急な出荷・
販売の回復など事業継続のための取組を支援する。
【対象者】
・新型コロナウイルス感染症によって出荷・販売等の経済活動に影響を受けた農林業者
または農林水産業者等が組織する団体
・宇治市内に住所（法人の場合は事業所所在地）を有し、かつ所有権または利用権を有
新規取組・経営
する宇治市内の圃場で農産物を生産し、経営耕地面積30ａ以上または農産物販売金額 宇治市HP
https://www.city.uji.kyoto.jp/sit
改善等経費補
が年間50万円以上の営農者等。
e/corona/26854.html
助
【対象事業】
・新たな販路の開拓や代替販路への出荷等
・出荷できない農林水産物を使った新商品の試作・開発
・農産物の次期作への切り替え、畜産物の品質向上等
・密閉、密集、密接の条件下における作業に伴うマスク、消毒液等の経費
【補助上限額】20万円
【補助率】2/3

京都府

京都府

分類２

金融支援

支援金
※国事業上乗せ
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都道府県

市町村等

分類

分類２

京都府

京丹波町

経営支援

PR支援

「#テイクアウト京丹波」事業
新型コロナウイルスの拡大により、大きな影響を受けている町内事業者を応援するた
め、テイクアウト（持ち帰り）を行っている事業者情報（登録申込により）を町のホーム
ページ等に掲載。

京丹波町HP
http://www.town.kyotamba.kyot
o.jp/0000006074.html

利子補給

舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金
国や京都府が実施する新型コロナウイルス感染症に係る特別融資に対する利子補給
制度「舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金」を創設。
・補給率：10／10
・対象融資上限額：3，000万円

舞鶴市ＨＰ
https://www.city.maizuru.kyoto.j
p/shigoto/0000006152.html

支援金

舞鶴市新型コロナウイルス感染症対策休業要請事業者支援給付金
・ 京都府休業要請対象事業者支援給付金を受けた中小企業・個人事業主に対して支
援給付金（中小企業20万円、個人事業主10万円）を上乗せして支給する。
申請締切：令和2年6月30日

舞鶴市HP
https://www.city.maizuru.kyoto.j
p/shigoto/0000006395.html

京都府

舞鶴市

金融支援

京都府

舞鶴市

休業等支援

京都府

京都府

京都府

京都府

舞鶴市

宮津市

京田辺市

南丹市

経営支援

※県事業上乗せ

支援金

支援内容・水準

URL

舞鶴市事業継続緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、厳しい経営環境におかれている舞鶴市
内の小規模事業者・個人事業者を応援するために、対象となる事業者に２０万円の給付 舞鶴市HP
https://www.city.maizuru.kyoto.j
金を支給。
p/kurashi/0000006451.html
【支給金額】
一律20万円
申請期間：令和２年６月１日～７月３１日まで(消印有効)

金融支援

宮津市新型コロナウイルス対応資金特別支援事業（利子補給・信用保証料の助成）
新型コロナウイルスの影響を受けて経営状況が悪化した市内の中小企業が利用する必
要な融資に対して、利子及び信用保証料に対する市独自の支援制度を創設。
利子補給
政府系金融機関又は京都府中小企業融資制度のうち、市が指定する融資が対象。
信用保証料補 ・補給率：支払利息の10/10（対象融資が「市長が認めるもの」の場合は利率0.5％相当
助
以内）
・政府系金融機関による融資の場合、特例措置により金利を▲0.9％引下げた後の利息
（延滞した場合の期間に係る利子は除く）
・融資上限額：3,000 万円

金融支援
経営支援

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う京田辺市中小企業経済対策
①返戻保証料の返還全額免除
・京都府制度融資(小規模企業おうえん資金ベース枠・ステップアップ枠、一般資金、開
業資金)利用者に保証料補給(補助率2分の1、上限10万円)を行っているが、繰上償還し
た場合に発生する返戻保証料について、補助率を上回った分の差額を市へ返還してい
ただいているが、返戻保証料については「全額返還免除」とする。
②無利子化(新型コロナウィルス対策マル経融資)
・日本政策金融公庫が3月17日から制度開始した「小規模事業者経営改善資金融資(通
利子補給
新規取組・経営 称：マル経)の特例措置」に基づき融資を受けた事業者にも利子を補給することで、3年 京田辺市HP
http://www.kyotanabe.jp/00000
改善等経費補 間実質的な無利子化。市の補助は、年利1%相当分以内。
14502.html
③中小企業成長支援事業補助金等の拡充
助
・新製品開発や展示会出展、人材育成など、がんばる事業者の新たな事業展開を支援
PR支援
するため、補助率を2分の1から3分の2へと拡充。
④テイクアウト京田辺プロジェクト
・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外出自粛が進み、市内の飲食店にも大きな
影響が広がっています。その中で、三密を避けるため、テイクアウトやデリバリーの取り
組みを始める飲食店も増えている。
市では、商工会・観光協会と連携し、これらの店舗情報をとりまとめ、ホームページ等で
情報発信。

経営支援

支援金

南丹市事業継続緊急支援給付金
国などの支援制度の少なかった令和2年1月から4月までの間の連続した3箇月の期間
（1月～3月または2月～4月）に、売り上げの減少など経営に深刻な影響を受けられ、今
後も影響が続く小規模企業者の方に対して南丹市商工会と連携し、支援を行う。
【給付金額】
前年同期の平均売上月額が100万円以上は、 給付額は30万円。70万円以上100万円
未満は25万円。50万円以上70万円未満は20万円。30万円以上50万円未満は10万円。
申請締切：令和２年6月30日

宮津市ＨＰ
http://www.city.miyazu.kyoto.jp
/www/service/detail.jsp?id=453
5

南丹市HP
https://www.city.nantan.kyoto.j
p/www/town/125/003/000/ind
ex_75252.html
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都道府県

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

京都府

市町村等

南丹市

南丹市

福知山市

福知山市

与謝野町

与謝野町

与謝野町

分類

分類２

支援内容・水準

URL

経営支援

南丹市販路開拓緊急支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げの低下や在庫の保有など厳しい状
況が続く事業者が相次ぐ中、影響を受けた事業者が、事業継続や売上向上のために行
う販路開拓等の取り組みを支援する。
【対象となる事業は次のような事業】
新規取組・経営 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が事業継続や売上向上のために行
改善等経費補 う販路開拓等の取り組み
助
・京都府が実施する新型コロナウイルス感染症対策緊急事業者支援の対象事業
・その他市長が新型コロナウイルス感染症対策として認めた事業
【助成内容】
補助率 10/10以内 補助上限 10万円（全額の概算払いも可能）
1事業者1回までで、通常版販路開拓支援事業の回数制限は適用しません。
応募締切：令和２年６月15日（受付終了）

南丹市HP
https://www.city.nantan.kyoto.j
p/www/town/125/003/000/ind
ex_75253.html

雇用支援

南丹市雇用調整助成金事業者負担軽減事業
雇用調整助成金を活用した南丹市の事業者の方に対象となった基本額の5%を補助。
【補助対象者（すべての条件を満たす方）】
・南丹市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等であること
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和2年1月24日から令和2年7月23日ま
での間に雇用の調整を行っている事業者であること
・厚生労働省の雇用調整助成金の受給をうけていること
・市内で1年以上事業を営んでおり、今後もしないで引き続き事業を営む意思があること
・市税等に滞納がないこと

南丹市HP
https://www.city.nantan.kyoto.j
p/www/town/125/003/000/ind
ex_75258.html

経営支援

金融支援

支援金
※国事業上乗せ

支援金

福知山市小規模事業者等持続化支援事業
・ 新型コロナウイルス感染拡大により、営業自粛等で影響を受ける小規模事業者に対
して、事業全般に広く使える給付金を支給する。
福知山市HP
上限：50万円
https://www.city.fukuchiyama.lg
【対象者】従業員20人以下の事業者・フリーランスを含む個人事業者
.jp/site/coronavirus/23153.html
【要件】令和2年1月から5月までの間で、前年同月比において1か月の売上が最も減少し
た月の減少率が30％以上50％未満であること等
申請受付期間：令和2年5月7日（木曜日）から令和2年7月31日（金曜日）

利子補給

新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業
・ 新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受けた中小企業者に対する融資の利
子補給制度。利子補給対象期間は5年以内。対象融資の初回から60回目までに支払わ 福知山市HP
https://www.city.fukuchiyama.lg
れた利子の半額を補給金として交付する。
.jp/site/coronavirus/21109.html
【対象者】中小企業者又はこれらを構成員とする団体もしくはこれに準ずるもの［新型コ
ロナウイルス対応緊急資金融資（京都府）等の融資が対象］。

経営支援

新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金
新規取組・経営 ・ 京都府の「新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金」に町独自で補助を上乗せ。
改善等経費補 【対象となる取組例】新たな販路の開拓や代替販路への出荷、出荷できない農林水産
物を使った新商品の試作・開発等。
助
※県事業上乗せ 京都府の補助率： 2/3以内（上限20万円）
与謝野町独自の支援策（1/3上乗せ補助）も併せて活用可能。

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/info/detail.jsp?
common_id=535012

金融支援

新型コロナウイルス感染症対応 信用保証料補助制度
・ 経営安定のための事業資金を京都信用保証協会の保証を得て借り入れた際の信用
信用保証料補 保証料に対し、補助金を交付。
助
【対象者】町内の中小企業者等（法人事業者又は個人事業者）
【対象融資】京都府又は与謝野町の新型コロナウイルス対応緊急融資
補助金額：保証料の100％、上限額：40万円

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/info/detail.jsp?
common_id=535012

金融支援

新型コロナウイルス感染症対応 利子補給制度
・ 町内の中小企業者等が、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、経営安
定のための事業資金を金融機関から借り入れた際の支払利息に対し、利子補給を行
う。
【対象者】町内の中小企業者等（法人事業者又は個人事業者）
【対象融資】京都府又は与謝野町の新型コロナウイルス対応緊急融資
補助率：借入利子の100％

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/info/detail.jsp?
common_id=535012

利子補給
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都道府県

京都府

京都府

市町村等

与謝野町

与謝野町

分類

金融支援

金融支援

分類２

支援内容・水準

URL

融資

新型コロナウイルス感染症対応 緊急融資制度
・ 町内の中小企業者等が、新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、経営安
定のための事業資金の融資制度を創設。
【対象者】町内の中小企業者等（法人事業者又は個人事業者）
【対象融資】運転資金、設備資金
融資限度額：3,000万円

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/info/detail.jsp?
common_id=535012

融資

新型コロナウイルス感染症対応 小規模事業者緊急貸付制度
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて信金繰りに苦慮する小規模事業者に対
し、貸付を行う。
【対象者】町内に住所又は事業所を有する個人かつ小規模事業者（家族従業員を含む
従業員が５人以下の事業者）
【資金使途】運転資金 貸付利子：無利子、貸付限度額：50万円（役場からの直接貸付）

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/info/detail.jsp?
common_id=535012

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/info/detail.jsp?
common_id=535012

京都府

与謝野町

金融支援

融資

産業振興貸付事業
・ 地域団体等が産業振興に係る各種補助事業を活用する場合、これら補助金が交付さ
れるまでの間、当該補助金に相当する資金を貸し付ける制度を拡充。
【貸付対象補助金】これまでの「与謝野町農林業振興事業費補助金」等に加え、国及び
京都府が実施する産業振興に関する補助制度に対象を拡充。

京都府

与謝野町

休業等支援

支援金

休業要請対象事業者支援給付金
・ 京都府休業要請対象事業者支援給付金の対象事業者への上乗せ補助（中小企業２
０万円、個人事業者10万円）。
申請期間 令和２年５月２５日（月）から７月１５日（水）

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/info/detail.jsp?
common_id=535012

京都府

与謝野町

雇用支援

中小企業緊急雇用安定助成制度
・ 国の「雇用調整助成金」と合わせて対象額（基準賃金額）との差額を助成。
【助成金額】基準賃金額から国の助成額を控除した額（１日当たり上限3,000円）

与謝野町HP
http://www.townyosano.jp/wwwg/service/detail.j
sp?common_id=535399

京都府

京都府

京都府

福知山市

福知山市

福知山市

雇用支援

休業等支援

※県事業上乗せ

支援金
※国事業上乗せ

支援金
※国事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

・福知山市雇用調整支援事業補助金
新型コロナウイルスの影響を受けた市内の中小企業者が、国の雇用調整助成金の特 福知山市ＨＰ
https://www.city.fukuchiyama.lg
例措置を受けた場合に、その自己負担分について福知山市独自の助成を行う。
.jp/site/coronavirus/21768.html
１日当たりの支給額の上限4，165円／人。
国が支給する額（日額）と、休業手当相当額（日額）との差額を助成
福知山市休業事業者応援事業支援金
・ 京都府の緊急事態措置による休業要請を受けて、対象期間の全期間において休止
等を実施した中小企業及び団体（京都府の休業要請の対象であること）に対し、支援金
福知山市HP
を給付。
https://www.city.fukuchiyama.lg
支給額：法人・団体 20万円、個人事業主 10万円
.jp/site/coronavirus/23265.html
【対象者】中小企業者・個人事業主、常時雇用する従業員数が100人以下の団体。（京
都府の休業要請対象事業者支援給付金の支給決定があること）
申請期限：令和２年７月３１日

経営支援

「ふくちやま食べる応援」事業
・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内飲食店等が販売するテイクアウ
PR支援
ト・宅配商品について、市ＨＰにて登録店舗とテイクアウト・宅配商品の情報を無料で掲 福知山市HP
https://www.city.fukuchiyama.lg
商品券等活用 載、商品購入額に応じて観光推奨土産品及びクーポン券を配布、地場産の食材、もしく .jp/site/promotion/23313.html
は小売店から仕入れる食材を仕入れる登録店舗に5万円の支援金の支払いを支援。
【対象者】福知山市内で飲食店・スイーツ店を営む中小企業・小規模事業者
農林水産業新型コロナウイルス対策緊急支援事業
・ 新型コロナウイルスの影響を受けた農林水産事業者等が、京都府「中小企業等新型
新規取組・経営 コロナウイルス対策緊急支援事業（農林水産業）」を活用した場合に、その自己負担分
福知山市HP
改善等経費補 について市独自で助成を行う。
https://www.city.fukuchiyama.lg
助
.jp/site/coronavirus/21768.html
補助率：1/3、上限額：10万円
※県事業上乗せ
【対象者】新型コロナウイルスによって、出荷・販売等の経済活動に影響を受けた市内
の農林水産業者又は農林水産業者等が組織する団体

京都府

福知山市

経営支援

京都府

舞鶴市

雇用支援

京都府

舞鶴市

経営支援

支援金
※国事業上乗せ

新規取組・経営
改善等経費補
助
PR支援

舞鶴市中小企業雇用調整助成金
・ 舞鶴市独自の支援策として、国の雇用調整助成金制度で発生する雇用者負担分を助 舞鶴市HP
https://www.city.maizuru.kyoto.j
成。
p/shigoto/0000006508.html
※ 中小企業負担分の1/10を助成。

コロナに負けるな!!”Buy Local maizuru”キャンペーン
・ コロナウイルスの影響を受けている店舗・生産者等を対象とし、市民等が寄付又は先 舞鶴市HP
https://www.city.maizuru.kyoto.j
払い商品券を購入できる仕組みを構築するとともに、頑張っている事業者・生産者を紹 p/shigoto/0000006336.html
介する応援サイトを開設。

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

京都府

綾部市

休業等支援

京都府

宮津市

休業等支援

京都府

京丹後市

金融支援

京都府

京丹後市

休業等支援

京都府

伊根町

休業等支援

京都府

京都府

京都府

向日市

長岡京市

長岡京市

休業等支援

経営支援

休業等支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

綾部市休業要請対象事業者支援給付金
・ 京都府の「京都府休業要請対象事業者支援給付金」が支給されることに伴い、綾部
市が上乗せ助成を行う。
支給額：中小企業・団体 20万円、個人事業主 10万円（「京都府休業要請対象事業者支
援給付金」の支給を受けた者）

綾部市HP
http://www.city.ayabe.lg.jp/syog
yo/sangyo/sangyo/documents/
gaiyou.pdf

※県事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

京都府休業要請対象事業者支援給付金への上乗せ助成
宮津市HP
・ 京都府の支援給付金を受けた事業者等に同額（中小企業 20万円、個人事業主 10万 http://www.city.miyazu.kyoto.jp
/www/info/detail.jsp?id=4579
円）の支援給付金の上乗せを実施。

京丹後市新型コロナウイルス感染症対策利子補給
支援内容：新規融資（令和2年1月29日～9月30日）の借入利率のうち0.46％
【対象者】市内中小企業・小規模事業者（京都府中小企業融資制度、政府系金融機関
の融資制度、京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資を受ける者）

京丹後市HP
https://www.city.kyotango.lg.jp/
material/files/group/1/corona_
panhu_002_20200501.pdf

支援金

京丹後市休業要請対象事業者支援給付金
・ 京丹後市は、京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給要件をすべて満たし、京
丹後市内に所在する施設を京都府への申請施設（店舗）とされた場合に、京都府の給
付金と同額を支給。京都府の休業支援給付金を申請した施設（店舗）以外に、京丹後市
内で休止等を行った対象施設（店舗）がある場合、市では独自支援として施設の数に応
じて給付。
支給額：中小企業・団体 20万円、個人事業主 10万円

京丹後市HP
https://www.city.kyotango.lg.jp/
top/soshiki/shokokanko/shoko
shinko/5/1/12954.html

支援金

京都府休業要請対象事業者支援給付金への上乗せ助成
・ 京都府の支援給付金を受けた事業者で、申請書に記載した対象施設が伊根町内に
ある場合は、伊根町が京都府と同額を上乗せ支給。

伊根町HP
http://www.town.ine.kyoto.jp/ki
nkyu/1583728246570.html

向日市休業要請対象事業者支援給付金
【対象・支給額】
京都府休業要請対象事業者支援給付金の対象事業者への上乗せ補助（中小企業・団
体20万円、個人事業主10万円）。
申請期間：令和2年5月7日（木曜日）から令和2年6月15日（月曜日）まで

向日市HP
https://www.city.muko.kyoto.jp/
kurashi/soshiki/kannkyoukeizai
bu/sanngyousinnkouka/1/4/15
88665624971.html

利子補給

※県事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

新型コロナウイルス対策事業継続補助金
【補助対象事業】
新型コロナウイルス感染症への対応として行う事業継続や売上向上につながる取り組
みに必要な設備導入や消耗品、人件費などの経費。
人件費の時間単価は2,000円を上限とし、その算出方法は、基本給と諸手当の合計を年
間所定内労働時間で除した金額とする。
※京都府の新型コロナウイルス対策緊急支援補助金などの補助金との併用もできる。
新規取組・経営 【対象】
長岡京市
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp
改善等経費補 次の要件を満たす小規模企業者等 （農業者も含む）
/0000009909.html
1.長岡京市内に事業所等を有している小規模企業者・商店街等であること
助
2.小規模企業者については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
ること
【補助上限額・補助率】
補助上限額：10万円（概算払い可）
補助率：10分の10
＊申請は1事業所1回限り
申請期間を6月10日までとしていましたが、6月24日まで延長

支援金
※県事業上乗せ

長岡京市休業要請対象事業者支援給付金（京都府給付金に施設ごとに上乗せ）
【対象】
対象となる施設で要請等に全面的に協力し「京都府休業要請対象事業者支援給付金」
長岡京市
の支給決定を受けた法人や事業主に対して、同額を上乗せ支給。
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp
【支給額】
/0000009908.html
中小企業・団体20万円、個人事業主10万円
＊長岡京市内の施設ごとに支給します。
受付期間：令和2年5月11日（月曜日）から令和2年6月30日（火曜日）まで
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都道府県

京都府

市町村等

長岡京市

分類

経営支援

京都府

八幡市

休業等支援

京都府

大山崎町

休業等支援

京都府

京都府

京都府

京都府

大山崎町

大山崎町

大山崎町

久御山町

分類２

支援内容・水準

URL

プレミアム付き「お店応援食事券」
新型コロナウイルスによって大きな影響を受けた飲食店を、お客様が先払いで支援する
長岡京市HP
プレミアム付き「お店応援食事券」。
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp
商品券等活用
「また来てね！」という気持ちを込めて、各店舗が発行する6,500円分の食事券を5,000円 /0000009904.html
で購入できます。
＊プレミアム分は、長岡京市商工会と長岡京市が補助しています。

八幡市休業要請対象事業者支援給付金
【対象】
京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給を受けた方を対象に府と同額を給付。
また、京都府休業要請対象事業者支援給付金の申請時に記載した対象施設以外に、
支援金
八幡市内で対象となる施設の休止等の対応を行った事業者については、対象施設ごと
に支給。
【支給額】
対象施設1施設ごとに、中小企業・団体：20万円、個人事業主：10万円
受付期間：令和2年5月25日（月曜日）から7月31日（金曜日）
大山崎町休業要請対象事業者支援給付金
【対象】
京都府の緊急事態措置に伴う休業要請を受けて、町内の施設で休業や営業時間の短
縮を実施し、京都府休業要請対象事業者支援給付金の支給を受けた事業者
支援金
※県府事業上 【支給額】
中小企業又は団体へは20万円、個人事業主へは10万円
乗せ
※1事業者1回限りの支給となります。
本町への申請は不要とし、京都府の支援給付金の支給を受けた方、本町から上乗せで
支給。

八幡市HP
http://www.city.yawata.kyoto.jp
/0000006271.html

大山崎町HP
http://www.town.oyamazaki.kyo
to.jp/annai/keizaikankyoka/keiz
aikankyoka_norinshokokakari/sh
okogyo/5261.html

経営支援

大山崎町新型コロナウイルス対策中小企業等支援補助金
【対象・支援内容】
新規取組・経営 新型コロナウイルス感染症への対応として行う設備導入や事業継続、売り上げ向上の
改善等経費補 取り組み等に対し、京都府が支援する中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補
助金（令和2年4月に実施）や新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金、また、販
助
※国事業上乗せ 路開拓等への取り組みに対し、国が支援する小規模事業者持続化補助金（一般型・コ
※県府事業上乗せ ロナ特別対応型）を活用された町内事業者。
・これらの補助金を活用した事業の自己負担分の1/2（上限設定有）を町から補助。
申請期間：令和2年6月24日～令和2年12月28日

大山崎町HP
http://www.town.oyamazaki.kyo
to.jp/annai/keizaikankyoka/keiz
aikankyoka_norinshokokakari/sh
okogyo/5261.html

経営支援

大山崎町飲食店応援商品券事業
【支援内容】
・町の登録を受けた町内飲食店で、プレミアム付食事券を販売していただきます。食事
商品券等活用 券の売上金については、当該飲食店に帰属する仕組みで実施します。（食事券は町が
用意し、プレミアム分も町が負担します。）
・購入者が食事券を使用できる店舗は、食事券を販売したその店舗でのみ使用できま
す。

大山崎町HP
http://www.town.oyamazaki.kyo
to.jp/annai/keizaikankyoka/keiz
aikankyoka_norinshokokakari/sh
okogyo/5270.html

経営支援

休業等支援

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた事業者向けの相談会
【支援内容】
国の支援制度である雇用調整助成金や持続化給付金、また、各種融資制度について、
相談窓口設置 制度の内容がわからない、申請にあたって必要な書類がわからない、申請書の書き方
がわからない、といった事業者の皆さまからの相談に対し、専門家(社会保険労務士、
中小企業診断士)が対応する窓口を大山町商工会と共同で設置

支援金

休業要請対象事業者支援給付金
【対象者】
京都府休業要請対象事業者支援給付金を受けた町内事業者(府給付金申請書の「施設
についての情報」欄に久御山町内の施設を記載した方)
【支給額】
府と同額（中小企業・団体：20万円、個人事業主：10万円）の上乗せ補助

大山崎町HP
http://www.town.oyamazaki.kyo
to.jp/annai/keizaikankyoka/keiz
aikankyoka_norinshokokakari/sh
okogyo/5278.html

久御山町
https://www.town.kumiyama.lg.j
p/contents_detail.php?co=new&
frmId=3418
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都道府県

京都府

市町村等

久御山町

分類

経営支援

分類２

支援金

支援内容・水準
久御山町マル久持続化応援金
【対象者】
次の要件をすべて満たす事業者
(1)中小企業基本法に基づく中小企業者、ただし農家については認定農業者であること
(2)久御山町内に事業所があり事業を営んでいること、または、農地があり営農してい
ること
(3)令和元年以前から事業収入（売上）があり、今後も事業を継続する意思があること
(4)令和2年1月から7月までの期間のいずれか1か月の売上高が、新型コロナウイルス
感染症拡大に起因して、前年同月比で20％以上減少していること
(5)令和元年度以前の町税を滞納していないこと
(6)暴力団等に関与していないこと
(7)すでに久御山町マル久持続化応援金の交付を受けていないこと
【支援内容】
（1）事業継続支援策
基準支給額
法人 20万円 個人 10万円
上乗せ額（※1） 法人 20万円 個人 10万円
（2）地代・家賃支援策
基準支給額
法人 10万円 個人 5万円
（※1）上乗せの条件 上乗せの条件については、久御山町HPを参照してください。

URL

久御山町HP
http://www.town.kumiyama.lg.jp
/contents_detail.php?co=new&fr
mId=3563

申請期間：令和2年6月12日（金）～令和2年8月31日（月）

京都府

京都府

京都府

綾部市

綾部市

宮津市

綾部市雇用調整助成金申請支援補助金
・綾部市内の小規模な事業者の事業活動及び雇用の継続を支援するため、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受け、国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の
申請事務を社会保険労務士に依頼された事業者に対し、補助金を交付。
補助金額：１事業者当たり上限15万円
対象経費：助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依頼されたことにより要した費
用
対象者：市内に事業所が所在し、常時雇用されている従業員が概ね２０人以下の小規
模な事業者で国の助成金の支給決定を受けている者

休業等支援

経営支援

経営支援

支援金
※県事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

京都府

宮津市

経営支援

支援金

京都府

京丹後市

経営支援

支援金

京都府

京丹後市

休業等支援

支援金

京都府

伊根町

経営支援

支援金
※県事業上乗せ

綾部市HP
http://www.city.ayabe.lg.jp/kogy
o/sangyo/kogyo/koyotyosei.ht
ml

綾部市農林水産業新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林水産業者が、京都府の「中小企業等
新型コロナウイルス対策緊急支援事業（農林水産業）」の交付を受けた場合、綾部市が 綾部市
https://www.city.ayabe.lg.jp/nor
その自己負担分について支援。
in/nouringyouzigyousya.html
補助率：1/3以内（上限10万円）
対象者：新型コロナウイルス感染症によって出荷・販売等の経済活動に影響を受けた農
林水産業者等

宮津市新型コロナウイルス対策事業者等支援補助金
・京都府の新型コロナウイルスに対応した事業継続・売上回復につながる補助金等の採
択を受けた事業者等に、補助金を受けた後の自己負担額の一部を支援。
補助金額：府の補助金を除いた額の1/2（上限５万円）
受付期間 令和 2 年 5 月 7 日から 8 月 31 日まで
宮津市小規模事業者等事業継続支援金
・新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を大きく受けた宮津市内の小規模事業
者・個人事業者に、事業継続の一助としてするための支援金を支給。
支援金額：一律10万円
支給要件：宮津市内に事業所を有する小規模事業者及び個人事業者のうち、令和元年
以前から事業継続し、今後も事業を継続する意志があること、かつ令和元年の総売上
（事業収入）が100万円以上あり、令和2年1月から5月までの間に、ひと月の売上（事業
収入）が前年同月比で30％以上減少した月があること等
申請期間 令和２年６月１６日(火)から７月３１日(金)まで
新型コロナウイルス対策内需拡大等促進事業補助金
・新型コロナウイルス感染症対策として行う取組、新商品・新サービス・販路開拓、市外
への重要拡大等の取組、生産・販売・提供までの新たな供給体制を構築する取組に対
して補助金を交付。
補助率：10/10（事業費30万円以下の部分）、2/3（同30万円超75万円以下の部分）、1/2
（75万円超の部分。上限額100万円)
対象者：市内の農林水産業者・農林水産業者等が組織する団体、市内の中小企業者、
個人事業主等
申請期間：令和2年6月15日（月曜日）から8月31日（月曜日）
休業要請協力事業者固定資産税免除補助金
・事業用資産の令和2年度固定資産税第1期分（令和2年6月1日納期限）相当額を補助
金として交付。
対象者：京都府休業要請対象事業者支援給付金及び京丹後市休業要請対象事業者支
援給付金の対象事業者
申請受付期間
令和2年7月31日（金曜日）まで

宮津市HP
http://www.city.miyazu.kyoto.jp
/www/service/detail.jsp?id=460
3

宮津市HP
http://www.city.miyazu.kyoto.jp
/www/service/detail.jsp?id=461
5

京丹後市HP
https://www.city.kyotango.lg.jp/
top/soshiki/shokokanko/shoko
shinko/5/1/13117.html

京丹後市HP
https://www.city.kyotango.lg.jp/
top/soshiki/shokokanko/shoko
shinko/5/1/13078.html

新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金
・京都府の「新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金」を実施された農林水産事業
者で、京都府の事業対象経費の上限30万円を超えた額を支援。
伊根町HP
補助率等：京都府が支援する事業対象経費の30万円を超えた額の2/3以内（上限20万 http://www.town.ine.kyoto.jp/ki
nkyu/1591834313122.html
円）
対象者：新型コロナウイルス感染症によって出荷・販売等の経済活動に影響を受けた農
林水産業者、又は、農林水産業者等が組織する団体
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都道府県

市町村等

休業等支援
経営支援

大阪府

休業等支援
経営支援

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

支援内容・水準

URL

支援金
減収補填

【休業要請支援金（府・市町村共同支援金）】
大阪府から施設の使用制限による休業要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中
小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて事業継続を下
支えする支援金を支給します。
【支給額】
・中小企業 100万円（府と市町村で1/2ずつ負担）
・個人事業主 50万円（府と市町村で1/2ずつ負担）
【対象要件】以下の３つの要件を全て満たす中小企業・個人事業主
①大阪府内に主たる事業所を有していること。
②大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和２年４月２１日から５月６日までの
全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営
事業者であること。（食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前５時から午後８時
までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ）
③令和2年4月の売上げが前年同月対比で50％以上減少していること。
※ 申請受付は6月20日をもって終了。

大阪府ＨＰ
http://www.pref.osaka.lg.jp/keie
ishien/kyugyoshienkin/index.ht
ml#gaiyo

支援金
減収補填

【大阪府休業要請外支援金】
「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」支給対象外の事業者で、自主休業や外出
自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法
人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支
給。
【支給額】
・中小法人
府内に複数事業所を有する場合100万円 1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50万円 1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度。
【対象要件】
令和２年３月３１日以前に開業及び設立（以下「開業」という。）し、営業実態のある中小
法人及び個人事業主で、下記の（１）から（３）までの３つの要件を全て満たすことが必
要。
（１）令和２年３月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
（２）令和２年４月又は４月と５月の平均の売上が前年同期間比で50％以上減少してい
ること。
（３）休業要請支援金の支給対象でないこと。
【申請期間】
Web事前受付：令和2年5月27日（水曜日）から令和2年7月7日（火曜日）まで
郵送：令和2年6月1日（月曜日）から令和2年7月14日（火曜日）（当日消印有効）まで
Web受付をしていない場合は、令和2年7月7日（火曜日）（当日消印有効）まで

大阪府HP
'http://www.pref.osaka.lg.jp/sho
kosomu/kyuugyouyouseigai/ind
ex.html

経営支援

経営支援

PR支援

【大阪産（もん）エールサイト１】
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、府内の農林漁業者においては、観光農園等の
施設の休業、学校給食等への出荷の休止、外食需要の大幅な減少などにより出荷が 大阪府HP
http://www.pref.osaka.lg.jp/ryut
滞る、商品を廃棄せざるを得ないなどの大きな影響が出ています。
ai/osaka_mon/yell01.html
このページは、影響を受けている農林漁業者の情報を集約して発信することで、少し
でも府民や事業者からの「応援購入」の輪が広がることを意図して作成しました。

PR支援

【新型コロナウイルスと戦う農業者等を応援しよう 泉州大阪産エイド！】
泉州地域の農業では、観光農園等の休業や学校給食やレストラン等への出荷停止な 大阪府HP
ど、甚大な影響が発生している。このように大きな影響を受けている農産物の情報を集 http://www.pref.osaka.lg.jp/sen
約・発信するため本サイトを立ち上げました。加工用途や生食用にご購入いただける事 shunm/gyoumu/korona1-2.html
業者や府民の方がおられましたら、ご協力をお願いします。

PR支援

【大阪産（もん）エールサイト２】：お取り寄せ可能な大阪産（もん）・大阪産（もん）名品情
報
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、日々の買い物についても少人数で混雑時を 大阪府HP
http://www.pref.osaka.lg.jp/ryut
避けるなど、感染リスクを下げるための工夫が求められています。
ai/osaka_mon/yell02.html
このページでは、お取り寄せ可能な大阪産（もん）・大阪産（もん）名品事業者の情報を
まとめています。

経営支援

大阪市
（大阪府との
共同事業）

分類２

【デリバリーサービスを活用した外出の自粛促進に向けた取組】
・大阪府内の店舗と配達業務提携をする食事の配達（出前）に関するサイトを運営する
事業者が、外出自粛に資することを目的に、消費者に特別のポイント等の付与を行う事
業に対して、補助を行う。
【補助事業・特別ポイント付与等の内容】
・補助対象：食事の配達に関するサイトを運営する事業者
・府内の店舗から府内の人への電子決済による出前注文で、1,000円以上の注文に500 大阪府ＨＰ
割引等への補
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyo
円分のポイント等を付与。（1注文につき500円分で固定）
助
chosei/deli-jigyosya/index.html
・補助率：2分の１
【条件】
・大阪府内に提携店舗数が2,000点以上であること（うち、街の個店を1,000店以上とする
こと）
・感染症対策を十分講じること
【実施期間】
令和2年5月31日まで（ポイント等の使用期限は6月30日までの期間で事業者が設定）

経営支援

大阪府

大阪府

分類

経営支援

【「大阪の人・関西の人いらっしゃい！」キャンペーン】
・関西２府４県（大阪府・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県）在住の方で、キャ
ンペーン事務局から認証を受けた１泊7,000円（税抜）以上の特典付き宿泊割引プランを
割引等への補
利用された方
助
・１人１泊につき2,500円のキャッシュレスポイント（大阪いらっしゃいポイント）を還元。１
回につき２連泊までが還元対象。
・令和２年６月１９日（金曜日）から７月３１日（金曜日）までの宿泊が対象。

大阪府HP
'http://www.pref.osaka.lg.jp/hod
o/index.php?site=fumin&pageId=
38414
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都道府県

大阪府

市町村等

摂津市

分類

経営支援

分類２
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URL

減収補填

【摂津市新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者等激励金】
要件に該当する摂津市内に店舗のある小規模事業者・中小企業者に一律10万円を給
付。
・売上が減少している小売業、飲食店等の市内小規模事業者
10万円（上限）
・小売業、飲食店、洗濯、理容、美容、浴場業、旅行業に属し、従業員5人以下の市内事
業者等（飲食店のみ100人以下）
・申請受付期間：令和2年4月23日（木曜日）から令和2年6月30日（火曜日）まで

摂津市ＨＰ
https://www.city.settsu.osaka.jp
/soshiki/seikatukannkyou/sang
youshinkouka/oshirase/13129.h
tml

大阪府

河内長野市

経営支援

支援金

【河内長野市独自事業者支援金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内中小企業・個人事業主（フリーランスを
含む）を独自に支援するため、自身に直接的に深刻な影響を受けた事業者等に対し、支
援金を交付。
以下の(1)から(4)のすべての条件を満たす事業者が対象となります。
(1)河内長野市内に主たる事業所を有する法人または個人であること。
(2)大阪府休業要請支援金の交付を受けていないこと、なおかつ受ける見込みが無いこ
河内長野市ＨＰ
と。
https://www.city.kawachinagan
(3) 令和元年の確定申告を行っていること。もしくは、申告予定であること。
o.lg.jp/soshiki/16/40943.html
(4)令和2年4月の売上高が平成31年4月の売上高と比べて50％以上減少していること。
または、令和2年5月の売上高が令和元年5月の売上高と比べて50％以上減少してい
ること。
【交付額】
中小企業：２５万円、個人事業主（フリーランス含む）：１０万円
申請期限は、令和2年6月19日（金曜日）【消印有効】です。
※令和2年6月16日（金曜日）【消印有効】で申込み締め切り。

大阪府

東大阪市

経営支援

PR支援

【#東大阪エール飯】
東大阪市内の飲食店をSNSで投稿することで応援(エール)する活動です。

大阪府

東大阪市

経営支援

東大阪市ＨＰ
http://www.city.higashiosaka.lg.j
p/0000027243.html

【外食デリバーリーサービスを活用した市内飲食店を応援】
東大阪市では新型コロナウィルス感染症拡大防止にかかる外出自粛への協力を促すた
めに、外食デリバリーサービス事業者と連携し、外食デリバリーサービスを活用した家
庭支援と市内飲食店の応援を行う。
割引等への補 1 市民の方々が外食デリバリーサービスを利用され、一定の条件を満たす場合にポイ
東大阪市ＨＰ
助
ント付与等を行うことで、利用料の一部補助を行う。
http://www.city.higashiosaka.lg.j
宅配等への支 ・1件あたり1,000円以上の注文をされた市民に500円分のポイントを付与。
p/0000027338.html
援
＊外食デリバリーサービスを運営するサイトに登録している店舗のうち、店舗住所が東
大阪市にある店舗が対象。
2 市内飲食店が外食デリバリーサービス事業者へ登録する際の初期費用を無料に、ま
た、外食デリバリーサービス利用に係る手数料等について、その一部を補助。
期間：6月1日～7月31日（予定）

大阪府

吹田市

経営支援

PR支援

【#吹田エール飯】
新型コロナウイルス感染症の拡大により、市内飲食店を訪れるお客さんは減少していま
吹田市HP
す。
https://suita「お客さんを呼びたくても呼べないお店」と「食べに行きたくてもこらえて自粛するお客さ yell.com/suitameshi
ん」を繋ぎたい。吹田市では、デリバリーやテイクアウトができる飲食店情報のとりまとめ
を「＃吹田エール飯」としてSNSやホームページで広く皆さまに周知します。

大阪府

吹田市

経営支援

商品券等活用

【飲食店応援プロジェクト“みらい飯”】
クラウドファンディングで前売り食事券を購入し、吹田の飲食店を応援しよう。ご指定い 吹田市HP
https://suitaただいた店舗で、支援金額の10％増しの食事券をお渡しし、お食事にご利用いただけま yell.com/miraimeshi
す。

大阪府

吹田市

経営支援

支援金

大阪府

守口市

経営支援

【守口市版スーパープレミアム付商品券の発行】
商品券等活用 10,000円の購入で15,000円分の商品券を利用し、市内消費の喚起による地元事業者の
活動支援を行う。

守口市HP
http://www.city.moriguchi.osaka
.jp/lifeinfo/kinkyu/15883161649
36.html

大阪府

大東市

金融支援

・【融資制度利用者に対する信用保証料補助金交付】
信用保証料補 信用保証料の額 (上限10万円)を補助
助
・「マル経融資（小規模事業者経営改善資金）」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」による融資を受けたときに支払った利子を当初3年間全額補給

大東市HP
http://www.city.daito.lg.jp/kigyo
u_jigyousya/1583225701504.ht
ml

【小規模事業者応援金】
小規模事業者・個人事業主に対して、事業継続を下支えするため、緊急経済対策として 吹田市HP
https://suita-yell.com/suita小規模事業者応援金を支給します。（「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」の支 ouenkin
給対象者を除く 。）1事業者につき、20万円
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都道府県

大阪府

大阪府

大阪府

市町村等

大東市

大東市

大東市

分類

分類２

支援内容・水準

感染予防

【テレワーク導入に取り組む中小企業者を支援】
・厚生労働省所管の働き方改革推進支援助成金（新型コロナウイルス感染症対策のた
めのテレワークコース）（以下、「国助成金」という）交付の決定を受けた事業者で、国助
労働環境改善 成金の交付対象となる取組の実施に要した経費の額から、交付の決定を受けた国助成
金の額を控除し２で除して得た額（上限50万円）を支援
※この補助金の交付を受けようとする人は、令和3年3月末日までに市所定の申請書に
必要な書類を添えて提出してください。

大東市HP
http://www.city.daito.lg.jp/ikkrw
ebBrowse/material/files/group
/14/teleworkhojyo.pdf

経営支援

【＃大東エール飯】
新型コロナウイルス感染症の影響で、営業を縮小している市内飲食店を盛り上げるため
に、テイクアウトやデリバリーなどをしているお店を広報誌や市ホームページで紹介しま
す。

大東市HP
http://www.city.daito.lg.jp/kaku
kakaranoosirase/senryakukikak
u/senryakukikakusitu/kohokoch
o/koronanimakeruna/15864797
35082.html

経営支援

PR支援

支援金

【大東市事業者支援金】
新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に大きな影響を受けているものの、国、府 大東市HP
の支援金給付の対象とならない事業者に対し、事業の継続を支援するため、給付金を http://www.city.daito.lg.jp/kaku
kakaranoosirase/seisakusushin
支給。
給付額：中小法人等20万円、個人事業者10万円 ※１事業者につき1度限り
申請期間：令和2年7月3日（金）～8月31日（月）（当日消印有効）

大阪府

大阪府

熊取町

池田市

URL

経営支援

経営支援

/sangyoshinkou/zigyousya/dait
oudssidokuzi/1592186142909.h
tml

PR支援

【くまとりエール飯 町内の飲食店当（テイクアウト、デリバリー）を紹介（募集）しま
す！！】
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、厳しい状況になっている町内の飲食
店等を応援するため、自宅で食べられるテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（出前、配
達）のサービスを実施しているお店を町ホームページ等でご紹介します。

PR支援

【池田市デリバリー、テイクアウト一覧】
池田市では、池田青年会議所が行っている「池田市テイクアウト＆デリバリー」と協力し 池田市HP
て、市内で対応する飲食店を期間限定で紹介。新型コロナウイルス感染症の拡大で、経 http://www.city.ikeda.osaka.jp/t
営に影響を受け売上が減少している市内の飲食店と、外出自粛でデリバリーやテイクア okki/1587451282484.html
ウトのニーズが高まっていることから実施するものです。

熊取町HP
https://www.town.kumatori.lg.jp
/kakuka/juumin/sangyousinkou
/kurashi/syoukoigyou/1587540
144849.html

大阪府

貝塚市

経営支援

支援金

【貝塚市中小企業臨時給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた市内の中小企業者が大阪府制度融資
の中で次の対象融資を利用した場合、中小企業支援の一環として給付金を交付。
1.個人事業主・・・市内に住所または事業所を有する方
貝塚市HP
法人事業主・・・市内に本店または営業所を有する法人
https://www.city.kaizuka.lg.jp/ju
2.中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく特定中小企業者（セーフティ yona_oshirase/27404.html
ネット保証4号）または、同法同条第6項の規定に基づく特例中小企業者（危機関連保
証）。
給付金額：一律10万円
申請期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日

大阪府

貝塚市

経営支援

PR支援

【テイクアウトかいづか】
貝塚市内の持ち帰り（テイクアウト）や配達（デリバリー）を行っている飲食店の情報を集
約したウェブサイト「TAKE OUT かいづか」を創設。

貝塚市HP
https://www.city.kaizuka.lg.jp/k
anko/gurume/shoku_kau/takeo
utkaizuka.html

大阪府

貝塚市

経営支援

商品券等活用

【貝塚プレミアム商品券事業】
1万円で1万2千円分使用可能の商品券発売

貝塚市HP
https://www.city.kaizuka.lg.jp/ju
yona_oshirase/27869.html

経営支援

【意欲ある事業者経営技術補助金（パワーアップサポート】
市内の中小企業者を対象に、予算の範囲内（予算総額200万円）において、新製品・技
術開発、新分野への進出、経営改善・技術の向上にかかる費用や、簡易版KES認証取
得など環境への配慮にかかる費用の一部を補助。（新型コロナ感染症に対する緊急対
策補助対象として追加）
対象者：八尾市内で6か月以上、同一事業活動を行い、市税の滞納が無い中小事業者
新規取組・経営 及び交流団体。
八尾市HP
https://www.city.yao.osaka.jp/0
改善等経費補 補助金：補助金額上限：100,000円（1,000円未満は切り捨て）
000013937.html
助
補助率：1/2
※他の従来の補助メニューとは別枠で上限を設けております。
申込受付期間：令和3年1月29日（金）まで ※郵送の場合、必着
※1月末までに事業の実施や支払いが完了しない場合は、令和3年3月31日（水）までと
する。
※インターネット出前代行サービスにかかる経費のうち、サービス利用料の補助対象期
間は、令和2年4月1日～令和2年7月1日まで

大阪府

八尾市
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

大阪府

八尾市

経営支援

支援金

【八尾市事業者サポート給付金】
新型コロナウイルス感染症拡大により、深刻な影響を受けている市内事業者の事業活
動を応援することを目的に「八尾市事業者サポート給付金」として給付金10万円（一律）
を支給するものです。
・令和2年3月31日以前に八尾市内で開業し以下の対象要件を全て満たすことが必要で
す。
(1）従業員の数が5人以下
(2) 令和2年3月以前から引き続き同一事業を営み、今後も事業を継続する見込みがあ 八尾市HP
https://www.city.yao.osaka.jp/0
る
000051980.html
(3)新型コロナウイルス感染症発生に起因して、令和2年4月～6月の任意の月の売上が
前年同月比で
15％以上50％未満減少している
(4)大阪府の「休業要請支援金」並びに「休業要請外支援金」を受けていない。（または受
ける予定がない。）
1事業者につき10万円（一律）※1事業者につき1回限り支給
受付期間：令和2年6月17日（水）から令和2年7月31日（金）まで

大阪府

八尾市

経営支援

PR支援

【＃八尾エール飯】
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飲食店等を応援する 八尾市HP
https://www.city.yao.osaka.jp/0
プロジェクト。市内でテイクアウトやデリバリーサービスを行っている店舗を市ホーム
000051028.html
ページで紹介します。

大阪府

柏原市

経営支援

PR支援

【#柏原エール飯】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている飲食店等を応 柏原市HP
http://www.city.kashiwara.osaka
援するプロジェクト。このページでは、エントリーいただいた、柏原市内でデリバリーまた .jp/docs/2020041400049/
はテイクアウトサービスをされているお店を紹介。

大阪府

阪南市

経営支援

PR支援

【はんなんテイクアウト＆デリバリーバル】
テイクアウト及びデリバリーに活路を見出すことを目的として「はんなんテイクアウト＆デ 阪南市HP
https://hannanリバリーバル」を実施。
umaimon.jp/?p=1638
実施期間：5月10日～6月30日

支援金

【中小企業等緊急支援金】
島本町は、新型コロナウイルス感染症で影響が及んでいる町内の中小企業等で、セー
フティネット保証等の融資制度の申し込みを行った事業者に対して、「島本町中小企業
等緊急支援金」を交付します。
交付額：一律20万円（1回限り）
申請期間：令和2年5月15日から令和2年9月30日まで

島本町HP
http://www.shimamotocho.jp/gy
ousei/kakuka/tosisouzoubu/nig
iwaisouzouka/syoukougyou/158
9362664805.html

PR支援

【コロナ対策応援事業 いずみおおつ頑張る企業応援】
新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、前向きに取り組んでいる飲食店や事業所を
紹介する特集サイト

泉大津市市HP
https://www.city.izumiotsu.lg.jp
/kakuka/sogoseisaku/tiikikeizai
ka/osirase/1587618275454.htm
l

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

島本町

泉大津市

泉大津市

高槻市

経営支援

経営支援

経営支援

【緊急経済対策「泉大津レシート大作戦」を実施】
新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ消費を喚起し、地元消費の拡大と地域
経済の活性化を図るため、「泉大津レシート大作戦」を実施。
市内の店舗などで買い物などをしたレシートや領収書（総額3万円以上）を集めると、市
内の取扱店で使用できる商品券（4,000円分）に換券。
商品券等活用 参加方法
1. 泉大津市内3店舗以上で買い物・消費する。【7月1日（水曜日）～7月31日（金曜日）】
2. レシートなどを5枚以上（上限20枚まで）合計3万円以上集める。
3. 集めたレシートを専用台紙に貼り、商品券（4,000円分）に換券する。【7月15日（水曜
日）～8月3日（月曜日）】
4. 市内の取扱店で商品券を使用する。【7月15日（水曜日）～8月31日（月曜日）】

経営支援

【高槻市中小企業等支援給付金（新型コロナウイルス感染症対策）】
休業要請支援金（府・市町村共同支援金）の対象とならない事業者のうち、新型コロナ
ウイルス感染症拡大の影響で売上げが減少し、セーフティネット保証等に係る融資を受
けた事業者に対し給付金を支給。
支給額は１事業者につき20万円。 [※一事業者1度限りとなります。なお、先に高槻市
事業者応援給付金（10万円）が支給されている場合には、10万円の支給となります。）
受付期間：令和2年5月15日（金曜日）から令和3年3月31日（水曜日）までに郵送で必着

支援金

泉大津市HP
https://www.city.izumiotsu.lg.jp
/kakuka/sogoseisaku/tiikikeizai
ka/osirase/1592466162618.htm
l

高槻市HP
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kakuka/machi/sangyous/gyo
muannai/yusi/1589330090225.h
tml
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

高槻市HP
http://www.city.takatsuki.osaka.
jp/kakuka/machi/sangyous/gyo
muannai/yusi/1589794355888.h
tml

枚方市HP
https://www.city.hirakata.osaka.
jp/0000028941.html

大阪府

高槻市

経営支援

支援金

【高槻市事業者応援給付金（新型コロナウイルス感染症対策）】
次のすべてに該当する事業者 ※詳しくは、「申請の手引き」をご確認ください。
（1）中小企業や個人事業主、医療法人等の中小企業信用保険法第2条に規定されるも
の。 ※農業、林業、漁業、金融・保険業は対象外。
（2）令和2年3月31日以前に高槻市内に事業所を開設しており、申請日時点において当
該事業を継続し、また、今後も事業を継続する意思を有していること。
（3）令和2年2月から6月のいずれかの月の売上等が前年同月と比較して減少しているこ
と。但し、令和元年6月2日以降に開業した場合は、別に定める内容で売上の比較を行う
ものとする。
（4）休業要請支援金（府・市町村共同支援金）の対象外であること。
（5）高槻市中小企業等支援給付金（新型コロナウイルス感染症関連）の交付を受けてい
ないもの。
（6）性風俗関連特殊営業の経営者、暴力団の統制下にある事業者ではないこと。
受付期間：令和2年5月27日（水曜日）から令和2年7月31日（金曜日）必着までに郵送で
給付金の額：1事業者につき10万円 （※1事業者1度限りとなります）

大阪府

枚方市

経営支援

PR支援

枚方市及び近隣にあるテイクアウト、デリバリー等ができるお店の紹介サイト

大阪府

枚方市

経営支援

支援金

【事業継続固定費支援金】
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、特に影響を受ける中小企業・個人事業主のう
ち、府の支援金の対象にならない売上減少幅15％以上50％未満のテナント運営の事業
者に対し、1つの事業所につき10万円を支給するもの。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、特に影響を受ける中小企業・個人事業主のう
ち、大阪府の支援金の対象にならない事業者に対して、家賃等固定費を支援し事業継
続を下支えするものです。
＜対象要件＞
次の1.から3.までの要件をすべて満たすことが必要です。
１．枚方市内においてテナント契約で事業を営んでいること(※1)
２．令和2年4月～6月のいずれか1か月の売上が、前年同月比(※2)で15%以上50%未満 枚方市HP
https://www.city.hirakata.osaka.
の減少率であること
jp/0000029842.html#link-3
３．大阪府が実施する休業要請支援金（府・市町村共同支援金）及び休業要請外支援
金の支給対象外であること
※1 土地のみの賃借は対象となりません。また、テナントの貸主が3親等以内の親族、
またはテナントの貸主が3親等以内の親族が経営する法人である場合も、対象となりま
せん。
※3 営業期間が1年に満たない場合については、比較する対象月に緩和があります。
＜支給額＞1つの市内事業所につき10万円
＜申請期間＞
郵送の場合：令和2年5月25日（月）から令和2年7月31日（金）（当日消印有効）まで
窓口の場合：令和2年5月28日（木）から令和2年7月31日（金）まで

大阪府

茨木市

経営支援

PR支援

【#エール茨木】
「茨木を食べよう」テイクアウトやデリバリーなど、市内飲食店が工夫をこらしたサービス 茨木市HP
https://www.city.ibaraki.osaka.jp
を提供しており、「茨木ジャーナル」、「IBAR EATS」、「さきめし」を活用し情報発信を促 /saigai/47838.html
す。

大阪府

茨木市

経営支援

支援金
減収補填

大阪府

富田林市

経営支援

PR支援

大阪府

寝屋川市

経営支援

支援金
減収補填

【茨木市事業者応援給付金】
2020 年４月または５月の事業全体の売上が前年の同月に比べて減少している。
※ 大阪府の休業要請対象の場合は、休業要請（営業時間の短縮を含む）に協力してお
り、府の休業要請支援金の交付を受けていない（受ける予定がない）場合に限る。
支給額：一律 10万円
※支援金の申請は1事業者につき1度となります。
申請受付期間：令和2年7月31日（金曜日）まで（郵送の場合当日消印有効）

茨木市ＨＰ
https://www.city.ibaraki.osaka.jp
/kikou/sangyo/shoukou/menu/
ouen_kyuhukin/ouen2020.html

【おうちごはん アット富田林】
富田林市HP
本市において営業されている飲食店でテイクアウト（お持ち帰り）やデリバリー（配達）を https://www.city.tondabayashi.l
g.jp/soshiki/36/39341.html
行っている事業者を紹介

【寝屋川市休業要請支援金】
新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言に伴う、大阪府の施設の使用制
限の要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業及び個人事業主を対象に、
令和２年４月の売上が前年同月比20パーセント以上50パーセント未満の減少となった
事業者を対象として、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業の継続を下支えす
ることを目的として実施するものです。
支援補助金の支給は１事業者につき１度となります。
中小企業 50万円、個人事業主 25万円
＜受付期間＞
令和２年５月12日（火曜日）から同年６月30日（火曜日）（当日消印有効）まで
※申請には電子申請だけでなく、郵送にて関係書類を提出してする必要があります。
※電子申請後の郵送受付は同年７月31日（金曜日）（当日消印有効）まで

寝屋川市HP
https://www.city.neyagawa.osak
a.jp/organization_list/machizuku
risuishin/sangyoshinkoshitsu/s
youkougyou/kinkyushien_jigyou
womamoru/1588844090620.htm
l
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都道府県

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

市町村等

寝屋川市

箕面市

箕面市

箕面市

泉南市

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

【デリバリー・スタートアップ支援事業】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、国による「緊急事態宣言」及び大阪府に
よる休業要請による市民の外出自粛を踏まえ、市内飲食店が新たにデリバリーサービ
スを導入するにあたり、その初期経費の一部を補助することにより、市民の不要不急の
宅配等への支 外出自粛を促進するとともに、経営に多大な影響を受けている飲食店を支援します。
援
・補助内容・募集要項
1 車両購入補助 【上限30万円】
2 デリバリー導入補助 【上限５万円】
3 キャッシュレス決済導入補助 【上限５万円】
・申請期間：令和2年5月11日から令和2年6月12日まで(当日消印有効)

PR支援

URL

寝屋川市HP
https://www.city.neyagawa.osak
a.jp/organization_list/machizuku
risuishin/sangyoshinkoshitsu/s
youkougyou/kinkyushien_jigyou
womamoru/1588844944327.htm
l

【箕面テイクアウトごはん～おうちでお腹いっぱい！箕面テイクアウト・デリバリー情報室
～】
箕面市HP
新型コロナウイルス感染症の拡大で、売上が減少している市内の飲食店と、外出自粛 https://www.city.minoh.lg.jp/syo
で外食ニーズが高まっている市民を応援するため、市内でテイクアウトやデリバリーに ukou/takeout.html
対応する飲食店を紹介するホームページを開設

経営支援

「箕面市テイクアウト・クーポン」の配付について
・新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の延長を受け、外出自粛生活により
高騰する食費を支援するとともに、併せて、売上が減少している市内飲食店を応援する 箕面市HP
割引等への補
ため、テイクアウトやデリバリーを実施する飲食店で使用できるクーポンを全世帯あて配 https://www.city.minoh.lg.jp/syo
助
ukou/takeout_coupon.html
付
・1人あたり1,000円分（額面500円×2枚）のクーポンを、緊急事態宣言終結の翌月まで
を目安に毎月配付

経営支援

最大50％オフの「箕面お買い物割引券」を全世帯に送付します
～生活支援と併せて、5.6億円の市内消費を喚起します～
箕面市は、新型コロナウイルス感染症の影響による生活支援と、併せて売上が減少し
た市内の店舗等を応援するため、「箕面お買い物割引券」を全世帯に送付します。
市内の登録店舗で買い物等をする際、最大50％オフで買い物ができる、お得な割引券
（割引総額2.8億円）を全世帯に配布することで、生活支援と併せて5.6億円の市内消費
割引等への補
を喚起します。
助
お送りする割引券は、市民1人につき2,000円分（額面500円×4枚）です。
＜対象及び時期＞
7月15日時点で、住民基本台帳に登録されているかたが対象です。
7月下旬に、市民1人につき2,000円分（額面500円×4枚）を全世帯に郵送します。
【例.4人家族の場合】2,000円×4人＝合計8,000円
有効期限は、令和2年12月末日までです。

経営支援

PR支援

【コロナに負けるな！なんとかせんなん応援プロジェクト】
泉南市観光協会では、泉南市内でコロナに負けずにテイクアウト・配達を行っている飲
食店さん・物販店さん、時短営業をしている飲食店さん・物販店さん、通販・ネット通販事
業を営んでいる事業者さんからPR文や写真を募集

箕面市HP
https://www.city.minoh.lg.jp/eig
you/houdou/okaimono_waribikik
en.html

泉南市ＨＰ
http://www.city.sennan.lg.jp/kak
uka/sougouseisaku/hishokohok
a/kinkyuuzyouhoubokkyusu/15
87342978689.html

【泉南市テイクアウト・デリバリー支援事業補助金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の飲食店等の感染拡大防止のた
めの取組を支援するため、テイクアウトやデリバリー等のサービスを開始、又は拡充す 泉南市HP
http://www.city.sennan.lg.jp/bu
るための費用を補助。
siness/1591936566786.html
補助金の額：対象経費の4分の3（上限20万円）とする
申請期間：令和2年7月1日（水曜日）から令和2年12月28日（月曜日）まで

大阪府

泉南市

経営支援

経営支援

大阪府

交野市

経営支援

PR支援

交野市内のテイクアウト＆デリバリーの紹介

支援金

【中小企業者等事業継続支援金】
新型コロナウイルス感染症に関する融資（大阪府制度融資・日本政策金融公庫等）を受 交野市HP
けた事業者に対し、事業の経営安定を支援することを目的に、支援金として１０万円（１ https://www.city.katano.osaka.j
p/corona/2020060200026/
事業者１回限り）を給付します。
受付期限：令和２年１２月２８日（月）まで＜消印有効＞

大阪府

大阪府

大阪府

交野市

堺市

堺市

経営支援

【ふるさと納税で堺市の事業者を応援 ～【緊急】新型コロナウイルス対策 事業者支援
～】
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けている市内事業者等を支援できるよ
う、堺市ふるさと応援寄附金（個人版ふるさと納税）のメニューとして「新型コロナウイル
ス対策 事業者支援」を実施。
主な支援内容
・経営に影響を受けている事業者支援
・生活の基盤である雇用維持の支援
・終息後を見据えた市内経済の活性化 など

経営支援

経営支援

PR支援

「#テイクアウト堺 #エール飯」キャンペーン
堺市内の飲食店でテイクアウトやデリバリーのメニューを購入した市民が、その写真等
をSNSで広く発信・周知することで、各店舗での更なる購入につなげ、市内の飲食店等
を応援するもの。

交野市HP
https://www.city.katano.osaka.j
p/docs/2020050100169/

堺市ＨＰ
https://www.city.sakai.lg.jp/shis
ei/zaisei/furusato/furusatonoz
ei/corona-hurusatosien.html

堺市HP
https://www.city.sakai.lg.jp/san
gyo/shienyuushi/shien/takeout.
html
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都道府県

大阪府

大阪府

市町村等

藤井寺市

藤井寺市

分類

支援内容・水準

URL

生活支援
経営支援

【新型コロナウイルス感染症対策応援寄附金プロジェクト ～みんなで助け合おう！～】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けている市民や事業者、見えな
い敵に対して最前線で頑張る人々を、ふるさと応援寄附（ふるさと納税）で応援
主な支援内容
・子どもたちや高齢者への支援
・最前線で頑張る医療従事者等への支援
・経営に影響を受けている事業者への支援
・収束後の市内経済の活性化策への支援 など

藤井寺市
https://www.city.fujiidera.lg.jp/s
oshiki/shiminseikatsu/syoukou/
10886.html

経営支援

Fujiidera_Eatsプロジェクトについて
Fujiidera_Eatsプロジェクトは、新型コロナウイルス感染症の影響によるテイクアウトやデ
リバリーの需要の高まりに合わせ、市内事業者を支援する取り組み。
藤井寺市内でテイクアウトやデリバリーを実施している店舗情報を藤井寺市公式フェイ
スブックとインスタグラムで掲載

藤井寺市HP
https://www.city.fujiidera.lg.jp/s
oshiki/shiminseikatsu/kankou/1
1033.html

大阪府

大阪狭山市

休業等支援

大阪府

泉佐野市

経営支援

大阪府

泉佐野市

経営支援

大阪府

四條畷市

経営支援

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

羽曳野市

羽曳野市

和泉市

和泉市

休業等支援

生活支援

経営支援

経営支援

分類２

PR支援

【大阪狭山市休業要請支援金】
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制
限による休業の協力要請等を受け、深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を
支援金
対象に、事業継続を下支えする大阪狭山市休業要請支援金を支給。
中小企業：２０万円 個人事業主：１０万円
申請期間：令和２年５月１１日（月曜日）から同年６月３０日（火曜日）（当日消印有効）ま
で
【泉佐野市の飲食店応援チケット（愛称：さのチケ）プロジェクト】
新型コロナウイルス感染症拡大が収束し、泉佐野市内で気軽に飲食を楽しむことができ
商品券等活用 るとなった頃から 6 か月以内で利用できる先付けの１０％のプレミアムが付いた食事券
（チケット）を購入していただき、集まった応援金をまず参加店に送金し、事業の継続を
応援するプロジェクトです。
【テイクアウト・デリバリーに取組む飲食店を応援】
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛要請等の影響が大きい飲食業が、感
宅配等への支 染症防止対策や経営改善の一環として、新たにテイクアウトやデリバリーに取組む泉佐
援
野市内の事業者に対する補助（容器代等の購入費として一律5万円を補助）制度
1交付対象事業者につき（店舗数にかかわらず）1回限り、定額5万円を補助
申請期間：令和2年6月1日（月）から令和2年7月31日（金）（当日消印有効）まで

大阪狭山市ＨＰ
http://www.city.osakasayama.os
aka.jp/jigyosha/syokogyo/1588
908595080.html

泉佐野市ＨＰ
http://www.city.izumisano.lg.jp/
kakuka/seikatsu/shoko/menu/
1589179468235.html

泉佐野市HP
http://www.city.izumisano.lg.jp/
corona/sien/jigyosyasien/takeo
utouen.html

PR支援

【#なわてエール飯】
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、厳しい状況になっている市内の飲食
店等を応援するため、お家で食べられるテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（出前、宅
配、配達）のサービスを実施しているお店を市役所がホームページ等で紹介。

支援金

【羽曳野市休業要請支援金】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府からの施設
の使用制限による休業要請に応じ、深刻な被害を被っている中小企業・個人事業主を 羽曳野市HP
https://www.city.habikino.lg.jp/k
対象に、事業継続を下支えする羽曳野市休業要請支援金を支給します。
inkyu/10755.html
中小企業：20万円、個人事業主：10万円
申請期間：令和2年6月1日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで
注：郵送の場合は当日消印有効

四條畷市HP
https://www.city.shijonawate.lg.j
p/site/mottoshijonawate/19403
.html

【羽曳野応援商品券】
市民の皆様の生活を支援するために、本市の新型コロナウイルス感染症対策第2弾とし 羽曳野市HP
https://www.city.habikino.lg.jp/k
商品券等活用 て、羽曳野市内の登録店舗で使用可能な商品券「羽曳野応援商品券」を配布。
inkyu/10684.html
・一世帯あたり5,000円（500円券が10枚つづりの商品券を1冊）
・利用できる期間：令和2年7月1日から令和2年11月30日まで

支援金

【事業主向け】和泉市事業者支援金について】
新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言に伴う影響等を受け、国の持続
化給付金、大阪府の休業要請支援金（大阪府・市町村共同支援金）又は休業要請外支
援金の対象とならない市内事業者に対して、市内経済の活性化を図ることを目的とし
て、和泉市事業者支援金を交付します。
＜交付額＞
1事業者につき一律10万円
(注意)支援金の交付は、1事業者につき1回となります。
＜対象要件＞
・国の持続化給付金、大阪府の休業要請支援金または休業要請外支援金の対象でな
い、または対象となる見込みがないこと。
・令和2年4月又は5月の売上が前年同月対比で30％以上50％未満減少しており、かつ
その売上減少額が10万円以上である市内事業者。
その他要件については、募集要領をご確認ください。
＜申請方法(原則郵送)＞
レターパックライト等の追跡確認ができるもので、申請書類を郵送してください。
新型コロナウイルス感染症対策として、原則郵送での申請となります。
詳細については、募集要領をご確認ください。
＜＜延長しました＞受付期間＞
令和2年6月1日（月曜日）から令和2年8月11日（火曜日）（当日消印有効）まで

和泉市HP
https://www.city.osakaizumi.lg.jp/bizisan/shoukou/132
68.html

支援金

【事業主向け】和泉市テイクアウト・デリバリー導入支援補助金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、集客が大きく落ち込み、売上が減少した現状
を踏まえ、小規模事業者の経営を安定化させる新たな方策として、テイクアウト・デリバ
リーサービスを導入する小規模事業者に対し、その初期経費の一部を予算の範囲内で
補助することにより、経営の安定化を図る小規模事業者の支援を目的とする。

和泉市HP
https://www.city.osakaizumi.lg.jp/bizisan/shoukou/132
74.html
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都道府県

大阪府

大阪府

大阪府

市町村等

豊中市

豊能町

田尻町

大阪府

田尻町

大阪府

和泉商工会
議所・和泉市
商店連合会

大阪府

松原商工会
議所

大阪府

堺商工会議
所

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【豊中市小規模事業者応援金】
新型コロナウイルス感染症による外出自粛等により経営に影響を受けた事業者の経営
継続を支援することを目的に、「豊中市小規模事業者応援金」を新設。交付額：一律20
万円（交付は、対象者1者につき1回）
なお、休業要請支援金（府・市町村共同支援金）の支給を受けた場合またはその予定が
ある場合は、応援金の交付を併用して受けることはできません。
申込期間：令和2年5月19日から令和2年6月30日（当日消印有効）まで
【対象要件の拡大】
（変更前） 令和2年4月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者
（変更後） 令和2年4月又は5月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者
【受付期間の延長】
（変更前） 6月30日（火曜）まで
（変更後） 7月31日（金曜）まで

豊中市HP
https://www.city.toyonaka.osak
a.jp/machi/sangyoushinkou/kig
yoshien/shoukibozigyousha.html

支援金

【豊能町中小企業等休業要請外支援金】
新型コロナウイルス感染症拡大により、経営に大きな影響を受けた町内の中小企業・そ
の他法人（NPO法人等）及び個人事業主に対して、事業継続のために支援金を支給しま 豊能町HP
http://www.town.toyono.osaka.j
す。対象は、町内に事業所を有し、「大阪府休業要請外支援金」の支給を受けた事業者 p/page/page003880.html
で、中小法人（中小企業、NPO法人等）に15万円、個人事業主に10万円を支給します。
申請期間
令和2年6月12日（金）から令和2年9月30日（水）まで

経営支援

【田尻町地域振興券”たじりっち振興券”】
地域振興券 を発行し、町民に対し町内店舗等での消費を喚起する事により町内店舗等
の支援を行う。
商品券等活用
対象者：令和2年4月28日現在で町内に在住する全町民（約8500名）
振興券の内訳：全店共通券 500 円券×10 枚、特定店舗限定券 500 円券×10 枚
有効期限：令和2年7月下旬 から令和3年1月31日 頃 まで （約6か月間）

経営支援

【田尻町小規模事業者等応援給付金】
町内で事業を営む事業者で新型コロナウイルス感染症の拡大防止の為、休業や自粛等
により、経営に影響を受けているにもかかわらず大阪府の休業要請支援金（大阪府・市
町村共同支援金）又は休業要請外支援金の対象となっていない事業者に対し、応援給
付金を支給。
支給金額：１事業者１回限り 10万円
申請期間：令和2年7月13日（月）から令和2年8月31日（月）まで（消印有効）

支援金

田尻町HP
http://www.town.tajiri.osaka.jp/
kakuka/jigyo/sangyousinkou/inf
o/1591238994412.html

田尻町HP
http://www.town.tajiri.osaka.jp/
kakuka/jigyo/sangyousinkou/inf
o/1592200380220.html

経営支援

【店舗応援プロジェクト 未来チケットIZUMI】
新型コロナウイルスの影響により苦境に立つ店舗を応援するため、和泉商工会議所と
和泉商工会議所HP
商品券等活用 和泉市商店連合会が「未来チケット」を販売。今は外出できなくても「将来お店に行く」こ https://kirakuza.thebase.in/
とを楽しみに、食べたつもり行ったつもりで前払いしていただこう、というプロジェクト。
このお金は各店舗の当面の運営資金となる。

経営支援

【がんばる事業者応援クーポン】
新型コロナウイルス感染症拡大によって経営に影響が生じている市内事業者の事業継
続を支援し、地域における消費を促進させることを目的に、「がんばる事業者応援クー 松原商工会議所HP
http://www.matsubara商品券等活用
ポン」を発行。
cci.or.jp/news/show/621
クーポン参加店舗になると、クーポンの利用で割り引いた金額を経費として補助します。
（１事業者上限10万円まで）

経営支援

【堺商工会議所】クラウドファンディングによる市内飲食店応援プロジェクト「みらい飯」
堺商工会議所が実施する、堺市内の飲食店の事業継続を応援するためのクラウドファ
商品券等活用 ンディングによる資金調達を目的としたプロジェクト。
ウェブサイト上で市内飲食店への支援金を募り、支援者には、応援に対するお礼の意
味から店舗で利用可能な「お食事券」を贈呈。

堺市HP
https://www.city.sakai.lg.jp/san
gyo/shienyuushi/shien/miraime
shi.html

河南町新型コロナウイルス関連経営継続化支援金（河南町独自事業）
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける町内に事業所を有する法人又は個人事業主 河南町HP
http://www.town.kanan.osaka.jp
を支援するため、町独自で支援金を支給。
大阪府

河南町

経営支援

支援金
法人・個人事業主ともに 一律１０万円
＜申請期間＞
令和２年６月１日（月 から 令和２年７月３１日（金） ）（※当日消印有効）ま で

兵庫県

兵庫県

経営支援

経営支援

/kakukanooshirase/machisozob
u/kankyomachizukurisuishinka/j
igyoshanokatae/158978024522
2.html

神戸ビーフ・但馬牛及び地域ブランド牛肉の消費拡大を促進するため、家庭内消費 へ
割引等への補 の誘導や各地域で魅力あるブランド牛肉の購買キャンペーンを展開。県産ブランド牛肉
助
を 5,000 円購入(※)毎に「ビーフ 1,000 円券」 （２割相当）を進呈（※レストラン等での飲
食を含む）。

PR支援

兵庫県認証食品の認知度向上及び販路拡大のため、県産農産物等のEC(エレクトロ
ニック・コマース)サイトへの出店支援とあわせて、PR キャンペーンを実施。
兵庫県HP
兵庫県認証食品の県産農畜水産物の生産者・加工業者に対し、対象経費 EC サイト出 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
品時の初期経費を助成。また、認証マークを集めた応募者に対し、抽選で認証食品を進 3/corona/corona_support3.html
呈。
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都道府県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

経営支援

PR支援

量販店、百貨店等において、県産農産物の経営支援・経営支援等のプロモーション
を実施。（野菜、果樹・・・・ひょうごの野菜消費拡大推進協議会、花き・・・・兵庫の花づく
り推進協議会、酒米・・・・兵庫県酒米振興会）

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gov
ernor/documents/g_kaiken2020
0420-1.pdf

野菜価格安定対策の推進
野菜価格の下落による交付見込の増加に対応するため、市場価格が一定基準を下
回った場合の差額補てんに充てる資金を追加造成
負担割合
国指定野菜（10品目）：国60％、県20％、生産者20％
県指定野菜（16品目）：県65％、全農兵庫11％、生産者24％

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

経営支援

金融支援

減収補填

融資
利子補給

美しい村づくり、豊かな海づくり資金の拡充
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた農業者及び水産加工業者等の資金繰
りを支援するため、貸付期間の延長、融資限度額の引上げ、利子補給による貸付利率
の無利子化を実施
（１）美しい村づくり資金
・融資機関 JA
・融資対象者 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた農業者等
・資金使途 運転資金
・融資機関 ７年以内（措置２年以内） [現行：５年以内（措置１年以内）]
・融資限度額 個人：10,000千円 [現行：5,000千円]
法人：20,000千円 [現行：10,000千円]
・貸付利率 当初３年間無利子化（利子補給） [現行：0.2％]
・負担割合 県２／３、市町１／３ [現行：県１／２、市町１／２]
（２）豊かな海づくり資金
・融資機関 なぎさ信用漁業協同組合連合会
・融資対象者 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた水産加工業者等
・資金使途 運転資金
・融資機関 ７年以内（措置２年以内） [現行：５年以内（措置１年以内）]
・融資限度額 個人：10,000千円 [現行：5,000千円]
法人：20,000千円 [現行：10,000千円]
・貸付利率 当初３年間無利子化（利子補給） [現行：0.02％]
・負担割合 県２／３、市町１／３ [現行：県１／２、市町１／２]

URL

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

※他の制度資金も含めて既往債務における償還猶予を実施

兵庫県

給食利用

学校給食休止への対応（9,000千円）
県立学校の臨時休業に伴いキャンセルした4月分の学校給食用食材にかかる違約金を
キャンセル等費
給食事業者等に支払い
用補助
・事業者に対して既に発注されていた食材にかかる経費（転売等による売上金額分等を
除く）

兵庫県

経営支援

給食調理業者衛生改善支援事業の実施（22,000千円）
兵庫県HP
新規取組・経営
学校給食調理業者が給食再開に向けた衛生管理の徹底・改善をはかるために行う設備 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
改善等経費補
3/corona/corona_support3.html
等の購入経費を支援
助
#corona_support3-13
・設備更新費、消耗品費

兵庫県

経営支援

支援金

休業要請事業者経営継続支援事業の拡充2,531,000千円
（地方創生臨時交付金1,759,000千円、特定772,000千円）
休業要請事業者経営継続支援金について、創業日の要件を令和2年3月31日以前の創
業者までに対象を拡大するとともに、4月29日～5月6日の期間に新たに休業協力に応じ
た事業者及び5月7日以降の休業要請延長に応じた事業者に対し、経営継続支援金を
支給
〇4月29日～5月6日の休業協力依頼
・対象者：100㎡以下の商業施設。ホテル、旅館等又は民泊（宿泊施設）
・給付額：中小法人300千円 個人事業主150千円
〇5月7日以降の休業要請期間の延長
・休業要請に応じた事業所の事業主
・給付額：中小法人300千円～100千円
個人事業主150千円～50千円
・負担割合 県２／３、市町１／３ [現行：県１／２、市町１／２]

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13
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都道府県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

市町村等

分類

金融支援

金融支援

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

融資
利子補給

新型コロナウイルス感染症対応無利子資金の拡充
令和2年5月1日に創設した新型コロナウイルス感染症対応無利子資金（無利子・無保証
料）の融資限度額を現行の3,000万から4,000万に引き上げ
①新型コロナウイルス対策貸付
・概要 SN保証の別枠利用
・融資利率 0.70％
・融資期間 １０年以内（措置２年以内）
・融資限度額 2.8億円
②経営活性化資金
・概要 迅速な融資審査
・融資利率 金融機関所定利率
・融資期間 １０年以内（措置１年以内）
・融資限度額 5,000万円
③借換等等貸付
・概要 県制度融資の借換
・融資利率 0.70％
・融資期間 １０年以内（措置１年以内）
・融資限度額 2.8億円（④と併せて）
④新型コロナウイルス危機対応貸付
・概要 ①のさらに別枠利用
・融資利率 0.70％
・融資期間 １０年以内（措置２年以内）
・融資限度額 2.8億円（③と併せて）
⑤新型コロナウイルス感染症対応無利子資金
・概要 最大で当初3年無利子、保証料免除
・融資利率 当初3年0.0％、4年目以降0.7％
・融資期間 １０年以内（措置5年以内）
・融資限度額 3,000万円→4,000万円（拡充）

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

融資
利子補給

新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付の創設 4,864,000千円
・対象者 新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企業者
・融資利率 貸付利率 0.70％、保証料率 0.00％（0.80％を県が全額補助）
・資金使途 運転資金・設備資金
・融資限度額 5,000万円
・融資期間 １０年以内（措置２年以内）

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

固定費補助

県有財産使用料等の徴収猶予・減免
・新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請や県民利便施設の閉館・休館により納付が
困難な者に対して財産使用料等の徴収猶予や減免を実施
〇徴収・納期限の猶予
・対象者 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が概ね20％減少し、使用料等を一
時的に納付することが困難な者。
・猶予対象 一定期間の継続的な利用に対する財産使用料・占用料等
・対象期間 令和2年2月～3年1月末に納期限が到来するもの
・猶予期間 原則6ヶ月以内（最大1年間）
〇県有財産使用料等の減免
・対象者 （現行）県民利源施設内に併設されている売店・レストラン等事業者
（拡充）休業要請した事業者のうち4月または5月の売上が前年同月比で
50％以上減少した者。
・減免対象（現行）事業者が負担する県有財産使用料
（拡充）事業者が負担する財産使用料、占有料等
・対象期間（現行）当該施設の休館期間中
（拡充）休業要請期間（4月～5月）
・減免率 （現行） 全額減免
（拡充） １／２減免

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

支援金

新規産業立地促進補助の拡充 326,000千円
・支援対象者（新型コロナウイルス感染症影響対策）
海外の自社生産施設に類する生産施設を県内に新増設する者
サプライチェーン強化のため、特定国に異存していた製品・部品等の生産施設を新たに
県内に整備する者

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

支援金

輸出食品製造施設等の導入支援 232,000千円（国庫172,000円、地方創生臨時交付金
60,000千円）
〇輸出先国のマーケットニーズの変化や食品衛生等の規制に対応するために必要な設
備導入や衛生管理強化の取組支援
・補助対象 食品製造業者、食品流通事業者等
・対象経費 輸出先のニーズを満たすために必要な施設・機器整備
輸出先国の規制に対応するためのコンサル費・認証取得費等

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13
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都道府県

兵庫県

市町村等

分類

経営支援
給食利用

分類２

支援内容・水準

山田錦等酒米持続的生産応援事業の実施 428,000千円
・山田錦産地維持支援事業（令和元年産酒米対策）
事業主体 農業者団体
補助単価 10.8千円/俵（差額の9割）
負担割合 県3/8 農業団体 3/8 生産者1/4
所要額
400,000千円
・持続的生産等支援事業（令和2年産酒米対策）
①持続的生産支援
実施内容 令和２年産の酒米栽培を中止し、他品種への転換等に協力する生産
者に対して支援金を交付
新規取組・経営
単価
6千円／１０a
所要額
6,000千円
改善等経費補
②有効活用支援
助
給食活用
食材提供経費
実施内容 米粉パン等の他用途利用のため小中学校の給食に県産山田錦の米
補助
粉を提供
単価 33円/50g
所要額 14,000千円
商品開発

URL

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/documents/sakamai.p
df

実施内容 企業と連携し甘酒や防災食など新たな商品開発を支援
単価 2,000千円/団体 所要額 5,000千円
需要開拓
実施内容 酒蔵と連携し、輸出等を見据えた日本酒のマーケティング調査やオリ
ジナル商品の開発等を支援
単価 2,000千円/団体 所要額 3,000千円

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

給食利用

食材提供経費
補助

県産地鶏肉の学校給食提供の支援 183,000千円
・対象
県内の学校給食実施校
・補助単価 296円/100ｇ
・実施回数 年5回（上限）
・実施主体 JA等

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

給食利用

食材提供経費
補助

県産水産物の学校給食提供の支援 619,000千円
・対象
県内の学校給食実施校
・補助単価 500円/100ｇ
・実施回数 年3回（上限）
・実施主体 兵庫県漁業協同組合連合会、漁協等

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

経営支援

経営支援

兵庫県

経営支援

兵庫県

経営支援

兵庫県

経営支援

県産水産物の経営支援 20,000千円
・事業内容 県産水産物の料理教室・販売システムの構築・双方向オンラインシステム
新規取組・経営 導入等
改善等経費補
ノリ共販システムのオンライン化
助
県産水産物の経営支援PR活動の実施
・実施主体 兵庫県漁業協同組合連合会

支援金

漁業経営維持への支援 28,000千円
・対象者 漁業協同組合
・対象要件 ５～12月において以下のいずれかに該当する漁協
① いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
② ３ヶ月間の売上髙が連続して前年同月比で30％以上減少
・事業継続の下支えをするため、固定経費の一部を支援

ひょうご市場の経営支援による生産者支援 81,000千円
・事業内容
割引等への補
購入者特典
助
（送料無料化等）
PR支援
経営支援キャンペーン
実施機関
令和2年6月～令和3年3月

PR支援

美味いもん情報トータルサイト「御食4区にひょうご（仮称）」の創設 26,000千円
・トータルサイトの創設
所要額 10,000千円
・取組定着キャンペーンの実施
所要額 3,000千円
・認知度向上のための情報発信 所要額 13,000千円

新規取組・経営 農業研修用機械・設備の導入支援 8,000千円
改善等経費補 ・将来の農業生産を支える人材を育成するため、研修期間に対して研修用農業機械・設
助
備の導入を支援

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/documents/suisanha
nbai.pdf

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk0
3/corona/corona_support3.html
#corona_support3-13

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

兵庫県

三田市

経営支援

支援金

三田市小規模事業者応援助成金
・国や兵庫県の支援制度の対象（売上げ幅の減少要件）とならないものの、影響を受け
ている小規模事業者に対する市独自の助成金制度。1事業者あたり一律10万円

三田市ＨＰ
https://www.city.sanda.lg.jp/sho
ukou_kankou/syoukibojigyousya
ouenyoseikin.html

兵庫県

高砂市

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金 対象児童１名につき１万円の給付
・妊婦特別支援金 対象妊婦１名につき５万円給付
・緊急小口貸付等の特例貸付
・クーポン券付きチラシ配布による事業者支援

高砂市ＨＰ
http://www.city.takasago.lg.jp/i
ndex.cfm/19,73858,189,925,html

兵庫県

神戸市

兵庫県

神戸市

宅配等への支
援
商品券等活用
商品券等活用
経営支援
新規取組・経営
休業等支援
改善等経費補
助
固定費補助
支援金

令和2年度補正予算は5月1日に議会採択
・中小企業等の事業継続や売上向上への支援（500百万円 ）
〔飲食店のテイクアウト・宅配参入や製造業の新商品開発などに取り組む経費を補助
（最大100万円）〕
・中小企業等への家賃負担の軽減（1,000百万円 ）
〔中小企業等の店舗の家賃を減額した不動産オーナーに対して軽減額の８割を支援（最
大200万円）〕
・県の休業要請に応じた事業者の経営継続支援（908百万円 ）
〔県が休業要請を行った中小法人及び個人事業主に対して県市協調で支援〕
〈支援内容 法人:100万円、個人:50万円（飲食店・旅館・ホテルの場合 法人:30万円、個
人:15万円）〉
・先払い利用券による飲食店等の支援（100百万円 ）
〔先払い利用券が購入できる仕組を持つ事業者と提携､クーポン発行を支援(還元率
20％､上限2,000円/件)〕
・宅配事業者等を活用した飲食店等・家庭への支援（ 40百万円）
・中小企業等への経営相談体制強化（60百万円 ）
令和2年度緊急補正予算(第２弾）は６月24日に議決予定
〇低所得のひとり親世帯への給付
・児童扶養手当を受給するひとり親世帯等に対して５万円（第２子以降３万円加算）を給付
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が大幅に減少する世帯に対して追加
で５万円を給付
〇市内大学生等への支援
・大学生等に社会課題を解決するために地域活動への参加を促す活動を実施
・看護大学、外国語大学、高等専門学校の授業料・入学金の減免拡充
〇地域団体等が行う子どもの居場所づくり支援
・こども食堂等における３密防止のための弁当持ち帰りなど新たな取り組みに対する補
助
〇チャレンジ支援補助金の拡充
・市内中小企業等の新たな取組みへの挑戦を支援（上限100万円、補助率3/4）※４月緊急
補正の枠拡大
〇オンラインストアへの新規出店支援による販路拡大
・オンラインストアにおいて新たな出店を支援するなど神戸キャンペーンを展開
〇商店街・小売市場お買い物券事業
・プレミアム付き商品券発行による商店街等の消費喚起（県市協調）
〇県の休業要請へ応じた事業者の経営継続支援の拡充
・大型連休期間（４/29～５/６）における対象業種の追加（宿泊施設等）及び休業要請期間延
長に伴う支援
（中小法人30万円、個人15万円）（県市協調）※４月緊急補正の枠拡大
〇学校給食休止に伴う食材業者等への補償
・臨時休業期間における給食用食材等に係る補償

URL

神戸市ＨＰ
https://www.city.kobe.lg.jp/doc
uments/33830/hoseiyosangaiyo
ur02-04.pdf

神戸市ＨＰ
https://www.city.kobe.lg.jp/a61
436/855309432304.html

兵庫県

明石市

金融支援
生活支援

融資
利子補給

個人商店等緊急支援金事業費
・休業等に伴い事業の継続が困難になる個人商店等に対し家賃の融資を緊急に行う。
・事業を実施する産業振興財団に補助する。
・内容／家賃２ケ月分の緊急支援金（無利子・無担保。据置１年・返済期間３年）
・上限額／1事業者につき、対象店舗を複数有する事業者は100万円、1店舗のみの事
業者は50万円（１店舗につき店舗それぞれごとに上限50万円）
・対象店舗／家賃の月額が50万円以下の小規模店舗

兵庫県

明石市

生活支援

生活費補助

○高齢者・障害者への「サポート利用券」配付
・70歳以上の高齢者・障害者手帳所有者を対象に出前（デリバリー）やタクシー乗車代
金として利用可能なチケットを1万円分配付
・水道料金及び下水道料金の基本料金を6か月免除

兵庫県

明石市

生活支援

生活費補助

○水道料金の基本料金の免除
明石市HP
・水道使用者を対象に、令和2年5月以降の使用分（7月定期検針分から）の水道料金の https://www.city.akashi.lg.jp/sui
dou/s_gyoumu/20200507.html
基本料金を6か月分免除

明石市HP
https://www.city.akashi.lg.jp/sei
saku/kouhou_ka/shise/shicho/
kaiken/documents/kaiken0512sonota.pdf

明石市HP
https://www.city.akashi.lg.jp/fuk
ushi/k_kaigo_shitsu/support_tic
ket2020.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

兵庫県

明石市

販売促進

割増商品券

○３割おトク商品券事業
県 と市が連携して 「あかし３割おトク商品券」事業を 実施 。県市合同の20 ％のプレミ
アム分に、市単独でさらに 10 ％を上乗せして 魅力を高め 、 地元での 購買を促進。

明石市ＨＰ
https://www.city.akashi.lg.jp/sei
saku/kouhou_ka/shise/shicho/
kaiken/20200605.html

5月1日に臨時議会を開催し決定 予算規模は、277億円
クラウドファンディングの活用を支援 予算額 2000万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の事業者が、クラウドファンディング
により新たに資金調達を行う場合、返礼品として支援者へ送付するチケット等に上乗せ
するプレミアム相当額に対し補助をする。

兵庫県

加古川市

新規取組・経営
改善等経費補
助
経営支援
割引等への補
休業等支援
助
固定費補助
商品券等活用
支援金

テイクアウトでウェルピーポイントを付与 予算額 350万円
ウェルピーポイント加盟店の端末使用に関する固定経費等を支援するとともに、「テイク
アウトかこがわ」の参加店を利用してテイクアウトを利用した人に50ポイントを付与する。
加古川市ＨＰ
https://www.city.kakogawa.lg.jp
小売業・飲食店等の新たな補助制度を創設 予算額 2億2000万円
新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少に伴い、固定経費の支払いが困難 /27507.html
となった賃貸で営業している小売業や飲食店等を支援する。

飲食業者支援クーポンを全戸配布 予算額 3600万円
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飲食業者を支援するため、
市民会館前での弁当の販売場所の設置や、クーポン券付きチラシを配布し、そのクーポ
ン費用を負担する。
休業要請事業者への支援（兵庫県と協調） 予算額 1億1500万円
国及び県の緊急事態宣言に基づく休業要請の対象となった中小法人や個人事業者に
対し、経営継続支援のため、県と協調して支援金を支給する。

兵庫県

兵庫県

兵庫県

豊岡市

養父市

養父市

経営支援

経営支援

経営支援
金融支援

支援金

創業初期事業者支援給付金（定額30万円）
・対象者2019年5月1日～2020年4月30日までに市内で創業された法人で、個人事業主
100万円以上の初期投資等を行っている法人・個人事業主。但 し、「持続化給付金」の
対象者は除く。

豊岡市HP
https://www.city.toyooka.lg.jp/s
angyo/sogyoshien/1011240.htm
l

支援金

事業者応援定額給付金について【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】
地域の経済と雇用を支えている市内の中小企業者等に対して、固定費などの経費に柔
軟に活用可能な定額な支援として、事業者応援定額給付金(以下「応援給付金」といい
ます。)を交付します。
法人40万円、個人事業主15万円
※制度の具体的な内容や条件については現在検討中のものであり、詳細が決まり次第
公表します。

養父市HP
https://www.city.yabu.hyogo.jp/
kinkyu/shienseido/zigyousya/6
743.html

支援金
減収補填
※国事業上乗せ

利子補給

兵庫県

兵庫県

兵庫県

養父市

姫路市

姫路市

経営支援

経営支援

経営支援

但馬牛繁殖・肥育農家経営支援について【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】
1．但馬牛繁殖農家経営支援給付金
繁殖農家の経営を支援するため、繁殖母牛1頭当たり7,500円/頭の給付金を支給しま
す。
2．但馬牛肉用牛肥育経営安定給付金
肥育農家の経営を支援するため、販売価格の下落による損失を補填する基金制度（肉
用牛肥育経営安定交付金）の9割部分に、1割分の上乗せ給付を行います。
3．但馬牛生産設備融資利子補給金
規模拡大のために設備や和牛をリースで導入した生産者に対し、1年分の利息を補給
し、経営の安定を図ります。

養父市販路開拓事業補助金について【新型コロナウイルス感染症緊急経済対策】
養父市で持続的に安定した経営を図るため、販路の拡大等に取り組む市内の小規模事
PR支援
業者に対し、その経費の一部を補助することにより、本市の産業振興及び地域経済活
新規取組・経営 性化を図ることを目的
改善等経費補 ◆販路開拓に係る広報宣伝費・印刷製本費
助
補助限度額 10万円（補助対象経費の2分の1以内）
◆新規取引先への物流費
補助限度額 20万円（補助対象経費の2分の1以内）

養父市HP
https://www.city.yabu.hyogo.jp/
kinkyu/shienseido/zigyousya/6
715.html

養父市HP
https://www.city.yabu.hyogo.jp/
kinkyu/shienseido/zigyousya/6
758.html

固定費補助

姫路市休業要請等協力事業者支援事業（家賃支援）
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた兵庫県の要請を受け、休業や営業時 姫路市HP
間の短縮等に協力したことにより経営に深刻な影響を及ぼしている中小企業者（個人事 https://www.city.himeji.lg.jp/bou
業主含む）の家賃を支援。（１事業者につき10万円。（複数店舗の経営者も1事業者とな sai/0000012362.html
ります））

固定費補助

【姫路市休業要請等協力事業者支援事業（第２次）】
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため兵庫県の休業要請等に協力いただいた事業
者に対し、国の給付金や兵庫県の支援金、姫路市が家賃負担者を対象に行った支援金 姫路市HP
https://www.city.himeji.lg.jp/bou
（第1次）に加え、休業要請期間の延長等による事業活動への更なる影響を軽減するた sai/0000012838.html
めの追加支援。（第2次）（１事業者につき10万円。（複数店舗の経営者も1事業者となり
ます））
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都道府県

市町村等

分類

兵庫県

姫路市

金融支援

兵庫県

神河町

経営支援

兵庫県

兵庫県

兵庫県

神河町

南あわじ市

南あわじ市

分類２

支援内容・水準

URL

【中小企業者の制度融資保証料の助成】
信用保証料補 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少した中小企業・個人事業主が、 姫路市HP
https://www.city.himeji.lg.jp/san
兵庫県の融資制度を利用する際の信用保証料について、その相当額を助成。
助
gyo/0000012472.html
・自己負担分の信用保証料の2分の1相当額を助成し、1事業者につき上限を65万円。

PR支援

【お家で外食！かみかわでテイクアウト】
・新型コロナウイルス感染症の拡大により、神河町内の飲食店の売上げが大きく落ち込 神河町HP
https://www.town.kamikawa.hyo
み大変厳しい状況が続いていることから、町内消費の活性化を図るため、地元飲食各 go.jp/0000001442.html
店舗のテイクアウトの最新情報を町ＨＰで発信。

経営支援

減収補填

【神河町事業所元気回復支援金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少している事業者に対して、事
神河町HP
業継続を支援。
http://www.town.kamikawa.hyog
・令和２年２月から８月までのいずれかの月の売上げが、前年同月と比較して20％以上 o.jp/0000001453.html
減少している者。
・法人 30万円、個人事業主 15万円。

金融支援
経営支援

利子補給
信用保証料補
助
新規取組・経営
改善等経費補
助

経営支援

【デリバリー推進事業】
・外出自粛を踏まえ、デリバリーの活用を推進する。また、これまでデリバリーサービス
を行っていない飲食店や生産者等の参画も促し、市民生活や産業活動の安定に寄与。
PR支援
１）WEB 上にデリバリー事業者紹介ページを新設
宅配等への支
・市内でデリバリーやテイクアウトに対応する飲食店や生産者等の情報を紹介。
援
２）デリバリー注文しやすい体制構築の実証
・デリバリー関係事業所による協議会を構築し、生産者・卸業者・飲食店・配送者・利用
者のマッチングを支援。配送の実証試験を実施。

南あわじ市HP
http://www.city.minamiawaji.hyo
go.jp/soshiki/furusato/koronakinkyu.html

南あわじ市HP
http://www.city.minamiawaji.hyo
go.jp/soshiki/furusato/koronakinkyu.html

【中小企業者等の経営安定化への取り組み】
１）融資利用の際の保証料と利子の実質無償化
・兵庫県の中小企業融資制度を使用した場合の信用保証料と利子を補助することによ
り実質無償化を図る。このため、同借入に係る利子について、３年分を本市が全額補
助。
２）休業期間中を含め企業力アップに取組む企業等への支援
・企業が、休業期間中を含め自社の地力アップを図るため、自社職員への研修を実施
するなどの取組みに対し、市が上限30万円を支給。

南あわじ市HP
http://www.city.minamiawaji.hyo
go.jp/soshiki/furusato/koronakinkyu.html

兵庫県

南あわじ市

経営支援

PR支援

【ネット通販等促進事業「あわじ島の恩返し」】
・外出自粛及び事業所休業の状況を踏まえ、市内事業者のネット販売活動等を促進。
商品の積極的な全国配送により、新たな販路開拓を支援。
１）メルカリ、ポケットマルシェへの出品によるe コマース促進
・インターネット販売サイトにて淡路島の食材等を詰め合わせた「あわじ島の恩返し」とし
てセット販売するなど、産地一丸となったキャンペーンを展開。
・出品手続き及びバナー広告等について市が支援。
２）産直ショッピングサイトの設立支援
・市内生産者等が出品でき、産地としてキャンペーンが実施可能なショッピングサイトの
設立を支援。
・eコマース展開に先立ち、ポスター、のぼり、ラジオCM 等の販促支援も展開。

兵庫県

南あわじ市

休業等支援

支援金

【雇用の維持と事業継続】（緊急総合対策事業（第２次））
１）休業要請事業者経営継続支援金
・第１次緊急総合対策に加え、県の４月29日～５月６日休業の協力依頼に伴う支援金の
追加

南あわじ市HP
https://www.city.minamiawaji.hy
ogo.jp/soshiki/furusato/korona
-kinkyu2.html

経営支援

【地域経済の回復及び安定確保】（緊急総合対策事業（第２次））
１）事業主等への給付
・国の持続化給付金制度や県の休業要請事業者経営継続支援金制度の対象外とな
減収補填
り、事業収入が前年同月比で30％以上50％未満の減収となった事業者等に対して10万
商品券等活用 円又は５万円を給付
２）お買物券・ポイントシールによる商店街の活性化
・県の商店街活性化事業を活用し、商店街が独自にお買物券やポイントシール事業に
取り組む際にプレミアム分（上限20％）及び事務費の一部を支援

南あわじ市HP
https://www.city.minamiawaji.hy
ogo.jp/soshiki/furusato/korona
-kinkyu2.html

経営支援

【市民、事業者、行政が一丸となった事業展開】（緊急総合対策事業（第２次））
１）農畜水産物のネット販売強化
・市の第１次緊急総合対策にて構築したネット通販事業において、急速冷凍機等を導入
し、鮮魚や肉類のネット販売を強化
２）観光・産業戦略事業
・壊滅的な打撃を受けている観光業や飲食業をはじめとした地域経済の回復を目指し、
総合的な広報、誘客、消費喚起を実施

南あわじ市HP
https://www.city.minamiawaji.hy
ogo.jp/soshiki/furusato/korona
-kinkyu2.html

兵庫県

兵庫県

南あわじ市

南あわじ市

PR支援
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都道府県

市町村等

分類

兵庫県

南あわじ市

感染予防
経営支援

兵庫県

淡路市

生活支援

分類２

支援内容・水準

【安全・安心と消費喚起による社会経済基盤強化事業】
万全な感染症対策を施した市内の飲食店や宿泊施設で、「南あわじ市民」が地域内の
食材を活用したメニューの飲食等を利用した場合に、その利用額の一部を市民へ還元
（１）安全・安心対策事業
取組経営支援 国や兵庫県が定める感染拡大予防策等の要件を満たす安全安心の確保に係る経費の
経費補助
2/3（１事業者あたり５万円を上限）
割引等への補 （２）現金還元事業
助
感染症対策を万全に施すことを前提に、市内において、市の定める要件（地元産農畜水
PR支援
産物を活用した料理の提供等）を満たした「飲食」や「宿泊」の利用額の一部を割引等へ
の補助
（３）事務事業
チラシ等の販促ツールの印刷や配布、グループ内の補助金のとりまとめ等、その他必
要な業務に係る経費の10/10（割引等への補助事業補助金の１割相当額を上限）

支援金
※国事業上乗せ

【コロナに負けるな市民応援給付金事業】
・新型コロナウイルス感染症の緊急対策として実施する10万円の特別定額給付金に、
市単独事業として1万円を上乗せして給付。

URL

南あわじ市HP
https://www.city.minamiawaji.hy
ogo.jp/soshiki/shoukou/anzena
nsin-cashback.html

淡路市HP
https://www.city.awaji.lg.jp/site
/korona/28586.html

兵庫県

淡路市

経営支援

支援金

【農業者緊急支援対策補助金】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた農業者の経営維持に係る 淡路市HP
https://www.city.awaji.lg.jp/uplo
支援として補助金を支給。
・和子牛を出荷した個人及び事業者：５万円。６月までに花卉を出荷する個人及び事業 aded/attachment/25471.pdf
者：５万円。

兵庫県

淡路市

経営支援

支援金

【漁業者緊急支援対策補助金】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた漁業者の経営維持に係る
支援として補助金を支給。
・市内漁業協同組合（漁業に従事する組合員等）：５万円。

兵庫県

宍粟市

金融支援

新型コロナウイルス関連融資信用保証料助成金
宍粟市HP
信用保証料補 ・兵庫県信用保証協会が行う債務の保証により融資を受ける方が負担する信用保証料 https://www.city.shiso.lg.jp/sos
hiki/sangyo/hitohataraku/tantoj
助
の一部を助成。
oho/yusi_seido/10240.html
・融資額に対する信用保証料の10/10。１事業者あたり助成上限額110万円。

兵庫県

宍粟市

経営支援

支援金

【事業継続応援給付金】
・新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受ける事業者のうち、国の持続
化給付金が支給されない事業者（売上げが前年同月比で25％以上50％未満減少）に対
して事業の継続を応援する給付金を支給。法人、個人事業者10万円。（国の持続化給
付金と２重に受け取ることはできない。）

兵庫県

宍粟市

経営支援

商品券等活用

【プレミアム商品券発行事業】
・新型コロナウイルス感染症の拡大、外出抑制による消費の落ち込みを回復するため、
期間限定のプレミアム商品券を発行し、消費喚起と地域商業の活性化を図る。
・10,000円で13,000円分の商品券。販売数15,000冊。販売価格10,000円。

【地域応援グルメ券発行事業】
・新型コロナウイルス感染症の拡大、外出抑制により特に消費の落ち込みの大きい飲
商品券等活用 食業、宿泊業について、期間限定のプレミアム付商品券の発行に加え、地域応援グルメ
券を発行し、消費喚起と地域商業の活性化を図る。
・5,000円で7,000円分の商品券。販売数15,000冊。販売価格5,000円。

兵庫県

宍粟市

経営支援

兵庫県

たつの市

経営支援

兵庫県

たつの市

経営支援

兵庫県

佐用町

経営支援

淡路市HP
https://www.city.awaji.lg.jp/uplo
aded/attachment/25471.pdf

減収補填

宍粟市HP
https://www.city.shiso.lg.jp/sos
hiki/sangyo/hitohataraku/tantoj
oho/premiumgiftcertificates/10
640.html

宍粟市HP
https://www.city.shiso.lg.jp/sos
hiki/sangyo/hitohataraku/tantoj
oho/premiumgiftcertificates/10
640.html

【事業者緊急支援給付金給付事業】
たつの市
・令和2年1月から12月のいずれかの月の売上が前年同月対比30％以上50％未満減少 https://www.city.tatsuno.lg.jp/z
aisei/reiwa2hoseiyosan.html
している事業者に対し10万円を給付。

【たつのふるさと応援グルメ券発行事業】
・市内飲食店で利用できるプレミアム付グルメ券を発行。
商品券等活用 ・１冊目：1,000円で6,500円分の食事券。（差額5,500円は、水道基本料金相当額と市の
支援額を充当）、２冊目：5,000円で6,500円分の食事券。（差額1,500円は、市の支援額を
充当）

支援金

宍粟市HP
https://www.city.shiso.lg.jp/sos
hiki/sangyo/hitohataraku/tantoj
oho/yusi_seido/10303.html

佐用町商工業者応援金制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少もしくは経営に支障をきたし
ている、または今後その恐れが予想される商工業を営まれている町内中小企業者を対
象に応援金を交付。１事業者10万円。

たつの市
https://www.city.tatsuno.lg.jp/z
aisei/reiwa2hoseiyosan3.html#g
urume
佐用町HP
http://www.town.sayo.lg.jp/cms
sypher/www/info/detail.jsp?id=
5335
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都道府県

市町村等

分類

兵庫県

佐用町

経営支援

分類２

支援内容・水準

【がんばろう佐用町・たすけあい応援券】
商品券等活用 ・商工会に登録した取扱店で利用できる商品券を発行。
・１セット１万円（1000円券×11枚）を２万セット発行（１人５セットまで購入可）

URL

佐用町HP
http://www.town.sayo.lg.jp/cms
sypher/www/info/detail.jsp?id=
5431

新温泉町ＨＰ

兵庫県

新温泉町

経営支援

支援金

・商工業事業者支援給付金給付事業（55,400千円）
https://www.town.shinonsen.hy
新型コロナウイルスの影響を受けて、急激な収入の落ち込みや直近の必要な支出を支 ogo.jp/page/index.php?mode=de
tail&page_id=add0349557b21adf
援するため、要件を満たす町内の商工業者に一律10万円の支援金を給付
6d1580d9ca234821

兵庫県

新温泉町

経営支援

固定費補助

・優良牛確保事業の拡充（予算2,650千円）
繁殖雄牛導入を支援するため、優良牛確保事業の申請等数を年間３頭から５頭へ拡
充。
導入に係る費用を支援するため、市場落札価格の1/4以内を補助

新温泉町ＨＰ
https://www.town.shinonsen.hy
ogo.jp/uppdf/1589180263.pdf

兵庫県

新温泉町

経営支援

固定費補助

・畜産農家へ授精料補助事業（予算3,049千円）
畜産農家への授精料の一部を助成。

新温泉町ＨＰ
https://www.town.shinonsen.hy
ogo.jp/uppdf/1589180263.pdf

兵庫県

新温泉町

経営支援

固定費補助

・水産振興事業の拡充
浜坂漁協への漁船保険等の加入推進事業に係る補助金率を5％上乗せ。（大型船5％
→10％、小型船等20％→25％）

新温泉町ＨＰ
https://www.town.shinonsen.hy
ogo.jp/uppdf/1589180263.pdf

新温泉町HP
https://www.town.shinonsen.hy
ogo.jp/page/index.php?mode=de
tail&page_id=f84fe76300f779e26
e77a1bb3642316e

兵庫県

朝来市

経営支援

減収補填

○経営継続支援事業交付金支給制度
・休業要請等に応じた町内の「ホテル・旅館」及び「飲食店等食事提供施設」の事業者の
皆様の事業継続を支援
・協調事業の支援金の減額された額を交付

兵庫県

朝来市

経営支援

減収補填

○朝来市持続化給付金
・令和2年4月15日時点において市内に事業所がある中小企業者
・持続化給付金（国）の対象とならない事業者を支援（農業含む）
売上げが前年に比べ20％以上50％未満減少の事業者 下限1万円 上限20万円

朝来市HP
http://www.city.asago.hyogo.jp/
cmsfiles/contents/0000008/87
85/zizokuka2.pdf

支援金

○朝来市緊急支援金
・令和２年４月１５日時点において市内に事業所を有している中小企業者
・兵庫県が休業要請等の対象としている事業所及び、飲食業、生花業、タクシー業、バ
ス業、運転代行業、酒類小売業免許を有している者であって市内宿泊業者並びに飲食
業者に酒類を納入している方
・休業の実態は問わない
・法人に30万円、個人に20万円一律給付

朝来市HP
http://www.city.asago.hyogo.jp/
cmsfiles/contents/0000008/87
85/1112.pdf

支援金

雇用維持助成金（市独自）
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主
休業手当の1/10に相当する額

朝来市HP
http://www.city.asago.hyogo.jp/
0000008767.html

兵庫県

朝来市

経営支援

兵庫県

朝来市

雇用支援

兵庫県

兵庫県

朝来市

朝来市

金融支援

経営支援

兵庫県

朝来市

経営支援

兵庫県

丹波市

経営支援

※国事業上乗せ

融資にかかる緊急経済支援補助金（市独自）
利子補給
兵庫県制度融資資金（新型コロナウイルス感染症対応資金）の融資を受けた際に融資 朝来市HP
http://www.city.asago.hyogo.jp/
信用保証料補
金額３千万円を上限に、兵庫県信用保証協会に支払った信用保証料と、金融機関に支 0000008767.html
助
払った利子（３年間）について、国補助を除き補助。

固定費補助

○朝来市休業要請事業家賃助成金
・朝来市内に事業所を有する中小企業者（中小法人・個人事業主）
・兵庫県が指定する休業要請対象事業者で休業に応じられた方
・店舗等の賃借料を支払っている方
・４月・５月分の家賃について、支払った家賃の１／２を助成（上限5万円/月）

朝来市
http://www.city.asago.hyogo.jp/
cmsfiles/contents/0000008/87
85/13.pdf

○朝来市テイクアウト事業等参入事業者支援事業
・朝来市内に事業所を有し、飲食店、宿泊施設、小売業を営む中小企業者で、新たにテ
宅配等への支援 イクアウト・デリバリー事業に取り組む中小企業者
・４月１日から５月３１日までに支払った経費で「兵庫県のがんばるお店お宿事業」の対
象とならなかった事業費が５万円以下のものを実費全額補助

朝来市
http://www.city.asago.hyogo.jp/
cmsfiles/contents/0000008/87
85/14.pdf

中小企業者事業継続応援
4月または5月の売上が「前年の20%以上減少」した市内中小企業に対し、事業継続のた
めの応援金10万円を交付

丹波市ＨＰ
https://www.city.tamba.lg.jp/sit
e/shinsan/tyuusyoukigyousyasi
en.html

減収補填
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

兵庫県

丹波市

経営支援

まちの飲食店応援プロジェクト
丹波市ＨＰ
割引等への補 市内のお弁当・オードブルなどのテイクアウト商品を１店舗き2,000円分以上買い上げ、 https://www.city.tamba.lg.jp/sit
e/shinsan/machinoinsyokuteno
助
異なる3つの参加店舗のレシート（店舗押印）を集めると、最大4,000名に3,000円分の
uen.html
「たんば共通商品券」と交換。

兵庫県

三木市

経営支援

支援金

三木市中小企業事業継続支援給付金制度(産業振興部 商工振興課)
対象者・・・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けている市内の中小
三木市HP
企業・小規模事業者に対し給付金を支給し、事業の継続を支援する。
https://www.city.miki.lg.jp/soshi
給付額・・・上記対象融資の当初融資額の5％（上限30万円）給付金の使途は問わな
ki/10/1703.html
い。
・必要とされる予算規模・・・約1億5，000万円（想定申請件数500件×30万円）

兵庫県

西脇市

雇用支援

支援金

学校 給食関係事業者への支援
・新型コロナウイルス感染症の拡大による臨時休校を踏まえ、学校給食事業者等の雇
用維持 、事業継続を図るため 、臨時休業対策費を支給する。
＜担当：学校給食センター 予算 額 1,837 千円 ＞

西脇市HP
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/
kinkyutopics/20852.html

減収補填
支援金

中小事業者事業継続応援金の給付
新型コロナウイルス感染症 の影響拡大に伴い、事業 継続 に多大な影響 を受けて い
る中小事業者を支援するため、国 ・ 県支援制度の枠外となる売上減少事業者に対し
て、事業継続に必要な助成金を給付する 。
●対象事業者
・西脇市内市内で事業を営む中小事業者のうち、下記の全てに該当する事業者
①今年４月〜６月のいずれかの月の売上高が、前年同月比（開業１年未満の場合は直
近２ヵ月の売上平均額と比較）で、２割以上５割未満減少
②今年３月31日までに開業し、今後も事業継続の意思があること
③国の持続化給付金の申請をしていないこと
④市税を完納していること（猶予を除く）
●支給額
・中小事業者のうち小規模事業者 10 万円
・中小事業者のうち上記以外 20 万円
＜担当：商工観光課 予算 額 92,200 千円 ＞

西脇市HP
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/
kakukanogoannai/sangyoukatsu
ryokusaiseibu/syoukourouseika
/COVID19_for_small_businesses
/21234.html

経営支援

固定費補助

○兵庫県中小企業事業再開支援
新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言対象区域の解除に伴い、社会経済
活動が再開されたことから、中小法人・個人事業主の皆様を対象に、従業員の労働環
境確保のために取り組む接触感染や飛沫感染の拡大防止にかかる経費に補助金を支
給

西脇市HP
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/
kakukanogoannai/sangyoukatsu
ryokusaiseibu/syoukourouseika
/koyosangyosinko/syoukoshink
o/syoukousinkou/21608.html

経営支援

PR支援
宅配等への支
援
新規取組・経営
改善等経費補
助
商品券等活用

金融支援

中小企業事業資金等信用保証料の補給
・新型コロナウイルス感染症 の流行に より、経営 が悪化した市内の中小企業者が融
資を 受ける場合に必要 となる信用保証料の負担を軽減し、円滑な資金繰りを支援
する 。
信用保証料補 ・令和２年６月末までに兵庫県中小企業融資制度に定める融資を受けた中小企業者に 西脇市HP
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/
助
対して、信用保証料全額（上限 100 万 円）を補助する。
kinkyutopics/20852.html
【対象となる融資 】
・経営円滑化貸付（新型コロナウイルス対策貸付）
・経営活性化資金（新型コロナウイルス対策）
・借換等貸付（新型コロナウイルス対策）<担当：商工観光課 予算 額 10,000 千円 ＞

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

西脇市

西脇市

西脇市

西脇市

加西市

加東市

経営支援

経営支援

経営支援

減収補填

飲食サービス事業者緊急支援事業の実施
・外出自粛要請等に伴い、市民の行動変化で大打撃を受けている飲食サービス事業者
等を支援するため、新型コロナウイルス感染症対策として緊急的な消費喚起活動を行う
業界団体等を支援する。
西脇市HP
【事業概要（現時点での想定） 】
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/
・テイクアウト料理・宅配飲食を実施する飲食店等の情報発信強化に係る助成
kinkyutopics/20852.html
・飲食と宅配事業の連携・利用促進に係る助成
・地域食材（黒田庄和牛）を活用したテイクアウト料理の考案・提供に係る食材費の助成
・飲食応援券の販売・配布に係るプレミアム分の助成
＜担当：商工観光課 予算 額 20,000 千円 ＞

加西市小規模事業者経営持続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少し企業活動に支障が生じた市
内事業者のうち、国の「持続化給付金」の対象とならない小規模事業者に対し、企
業活動の維持又は継続のための緊急支援として支援金を交付
●交付金額・・・・１事業者につき一律10 万円
●支援対象者・・・・市内に主たる事業所又は事務所がある小規模事業者（個人事業主
含む）、令和２年４月の売上高が前年同月比20％以上50％未満減少等
※中小企業基本法第２条第５項に規定する事業者が対象。

○加東市ワンチーム商品券
商品券等活用 市内における購買活動の促進、事業所の活性化及び地域の振興を図ることを目的
に、市内の登録した事業所で2万円分使える商品券を1万円で販売

加西市ＨＰ
http://www.city.kasai.hyogo.jp/0
4sise/11osir/osir2005/osir2005
11shkb.htm

加東市HP
https://www.city.kato.lg.jp/kaku
kanogoannai/sangyoushinkoubu
/shokokankoka/news/8743.htm
l
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分類２

兵庫県

加東市

経営支援

減収補填

支援内容・水準

URL

○休業要請事業者経営継続支援事業
加東市ＨＰ
休業要請や協力依頼に応じたことで売上が50%以上減少している事業者に対し、兵庫 https://www.city.kato.lg.jp/mate
rial/files/group/77/020515gian
県に委託して経営継続のための支援金を支給
n31.pdf

加東市ＨＰ
https://www.city.kato.lg.jp/mate
rial/files/group/77/020515gian
n31.pdf

兵庫県

加東市

経営支援

減収補填

○加東市中小企業者持続支援事業
売上が20%以上減少している中小企業者に対して10万円を支給し、事業継続を支援

兵庫県

加東市

経営支援

減収補填

○加東市商工会補助
加東市ＨＰ
事業継続のための特別相談窓口の設置やテイクアウト事業など、加東市商工会が実 https://www.city.kato.lg.jp/mate
rial/files/group/77/020515gian
施する市内事業者の事業継続支援のための各種取組に補助金を交付
n31.pdf

兵庫県

兵庫県

兵庫県

加東市

加東市観光
協会

相生市

金融支援

○信用保証料補助金
信用保証料補 市内中小企業者が、新型コロナウイルス対策として新設された兵庫県中小企業融資
助
制度を、兵庫県信用保証協会の保証を付して利用する場合、事業者からの申請によ
り、市がその信用保証料を補助

経営支援

割引等への補
助
新規取組・経営
改善等経費補
助
商品券等活用

・コロナ0（5670）事業
観光地のお土産のうち、特に菓子・食品など1万円相当を、5,670円で通信販売する。
・ステイホームは日本酒で乾杯事業
日本酒の販売数量が大きく落ち込み、生産者への影響も懸念される。市特産の山田
錦とそれを使用した日本酒の消費回復・消費拡大を促すため、市内の酒販店がインター
ネットを通じて販売した日本酒の送料を負担する。
・未来に使える食事券発行事業
飲食業者には当面の資金を求められている方も多いため将来約10％お得に使える食
事券の発行

減収補填

【相生市経営継続事業者支援金】
・緊急事態措置による外出自粛等によって売上が30％以上減少し、兵庫県の休業要請
等の対象外となっている事業者について、相生商工会議所及び相生民主商工会の協力
を受け支援金を支給。
・１事業者 10万円

経営支援

加東市HP
https://www.city.kato.lg.jp/kaku
kanogoannai/sangyoushinkoubu
/shokokankoka/news/8198.htm
l

加東市ＨＰ
https://www.city.kato.lg.jp/mate
rial/files/group/77/020515gian
n31.pdf

相生市HP
https://www.city.aioi.lg.jp/site/
corona001/keieikeizokushienn.h
tml

兵庫県

相生市

経営支援

【相生市飲食店等応援プレミアム付食事券事業】
・新型コロナウイルス感染防止のため、休業や時短営業の要請に応じて市内の飲食店
の経営が厳しくなっていることから、飲食店を応援するため前売り型の「飲食店応援チ
商品券等活用
ケット」を販売。
・販売金額5,000円（１冊500円券×12枚 6,000円分）
・20％を飲食店への支援金として市が負担。

兵庫県

相生市観光
協会

経営支援

【テイクアウトでおうちご飯】
相生市HP
宅配等への支
・新型コロナウイルス感染症により、外出や営業の自粛で市内の飲食店が大変となって https://www.city.aioi.lg.jp/uploa
援
ded/attachment/14783.pdf
いるため、テイクアウトキャンペーンを実施。

金融支援

【太子町経営継続支援緊急対策信用保証料補助金】
信用保証料補 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内中小事業者等の負担軽減のため 、兵
助
庫県の制度融資を受け、国の信用保証料（1/2）の対象となる方が 、借入の際に支払っ
た信用保証料を補助。

太子町HP
http://www.town.hyogotaishi.lg.jp/soshikikarasagasu/k
eizai/syoukouroudou/15895282
43986.html

【太子町経営継続支援緊急対策利子補給金】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内中小企業者等の負担軽減のため、運
転資金のための融資を受け、国・県の利子補給制度の対象となる方について、国・県の
利子補給以降も利子補給を行う。

太子町HP
http://www.town.hyogotaishi.lg.jp/soshikikarasagasu/k
eizai/syoukouroudou/15895224
47924.html

兵庫県

太子町

相生市
https://www.city.aioi.lg.jp/site/
corona001/shokujikennjigyou.ht
ml

兵庫県

太子町

金融支援

利子補給

兵庫県

洲本市

経営支援

支援金

【ふるさと洲本事業所応援給付金】
・５月１日時点で市内で事業を実施している事業所に対し、ふるさと納税の寄付金を活
用し、事業を継続するための支援として、１事業所あたり５万円を給付。

洲本市HP
https://www.city.sumoto.lg.jp/si
te/covid19/9716.html

支援金

【新型コロナウイルス感染症に係る農業者対策】
１）洲本市認定農業者等緊急支援事業助成金
・認定農業者 ３万円、新規認定農業者 ２万円
２）洲本市和牛肥育農家緊急支援事業助成金
・肥育和牛農家 １頭あたり３千円（上限30万円）

洲本市HP
https://www.city.sumoto.lg.jp/si
te/covid19/9554.html

兵庫県

洲本市

経営支援
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市町村等

分類
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支援内容・水準

URL

兵庫県

洲本市

経営支援

支援金

【新型コロナウイルス感染症に係る漁業者対策】
洲本市HP
・漁業者の事業継続支援
https://www.city.sumoto.lg.jp/si
・漁船保険加入者である漁業者に対し、漁船加入保険料の市助成率の拡充（徴収保険 te/covid19/9598.html
料の６％を10％に）

兵庫県

洲本市

経営支援

支援金

【「洲本の恵み」フードトラックパートナー事業】
・「洲本の恵み」を取り扱う生産者等と関西圏で営業するフードトラック事業者のマッチン 洲本市HP
グを支援（無料）。マッチングの結果、生産者等とフードトラック事業者との契約が成立し https://www.city.sumoto.lg.jp/si
te/covid19/9947.html
た場合、生産者等に対しては、「洲本の恵み」の配送等に係った費用の一部を補助。
フードトラック事業者に対しては、「洲本の恵み」の購入等に係った費用の一部補助。

兵庫県

丹波篠山市

経営支援

支援金

市内産子牛導入助成事業（予算額340万円）
肥育農家を対象に、子牛の購⼊費を１頭当たり５万円助成。
繁殖と肥育の一貫経営に取り組む農家には、子牛１頭当たり３万円を給付。

兵庫県

尼崎市

経営支援

兵庫県

川西市

経営支援

減収補填
支援金

兵庫県

播磨町

生活支援

兵庫県

播磨町

兵庫県

テイクアウト・デリバリー等促進支援事業
宅配等への支
市内飲食店のテイクアウトやデリバリー等を新たに開始または事業拡充に取り組む事
援
業者等に対して、事業の経費に係る補助（上限額10万円）

尼崎市HP
https://www.city.amagasaki.hyo
go.jp/sangyo/zigyousya/insyok
uten/1021338.html

川西市つながりづくり事業者支援事業
持続化給付金（国）の支援対象とならない売上減20～50％未満の市内事業者等へ、1事
業者10万円を給付。事業者の実情に応じた「つながりづくり活動」の実施。

川西市HP
https://www.city.kawanishi.hyog
o.jp/business/syokogyo/10111
96.html

生活費補助

○小中学校給食費を3か月間無料化
授業再開後3か月間の給食費を無料

播磨町HP
https://www.town.harima.lg.jp/ki
kikanri/coronavirus/sien.html

生活支援

生活費補助

○中小事業者への支援金
上が前年比で50％以上減少し、国の持続化給付金を受給した中小事業者に10万円を
給付

播磨町HP
https://www.town.harima.lg.jp/j
umin/business/shokogyo/tyuus
youkigyousien.html

播磨町

生活支援

生活費補助

○上水道の基本料金を6か月間無料化
令和2年7月徴収分より、上水道の基本料金を6か月間無料

播磨町HP
https://www.town.harima.lg.jp/j
ougesui/suido/koronagennmen.
html

兵庫県

播磨町

経営支援

商品券等活用

○播磨町くらし・お店応援クーポン
・1000円以上のお買い物に対して500円利用できるクーポン券を、毎月の広報に掲載
・9月号から来年2月号まで6回の予定
・詳しくは9月号広報にて

播磨町HP
https://www.town.harima.lg.jp/ki
kaku/chosejoho/chochoshitsu/
message.html

兵庫県

小野市

生活支援

支援金

・子育て世帯への臨時特別給付金
小野市在住で３月31日現在の０才～中学生の子供を対象に1人当たり1万円支給

小野市ＨＰ
https://www.city.ono.hyogo.jp/1
/8/13/g643/

兵庫県

小野市

生活支援

生活費補助

・住居確保給付金
小野市ＨＰ
離職等により住居を失った方または失う恐れの高い方に就職活動を条件に3～9か月 https://www.city.ono.hyogo.jp/1
/8/100/y134/
分相当の家賃を補助（月額上限 単身32,300円～7人以上世帯50,400円）
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都道府県

兵庫県

市町村等

小野市

分類

生活支援

分類２

生活費補助

給付金

支援内容・水準

・水道料金の免除（令和2年5月～10月期間）
一般家庭・個人事業者・・全額免除、法人事業者・・基本料金免除

URL

小野市ＨＰ
https://www.city.ono.hyogo.jp/u
ser/filer_public/07/9b/079b3fb
e-4bd8-4695-a3c6a66df7a2b877/shui-dao-liaojin-nomian-chu-pdf436kb.pdf

○中小企業者等持続化支援金給付事業
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高の減少により事業活動に支障が生じ 小野市ＨＰ
ている市内事業者のうち、国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業者（個人事 https://www.city.ono.hyogo.jp/1
/8/15/2/w586/
業主含む）に対し、事業継続のための支援金を給付
・ 中小企業『20 万円』や個人事業者『10 万円』へ給付金を支給

兵庫県

小野市

事業者支援

兵庫県

小野市

事業者支援

○日本酒おの恋普及支援事業
日本酒普及支
・コロナウイルスの影響により低迷している日本酒の消費を促進し飲食業や酒屋を支援 小野市ＨＰ
https://www.city.ono.hyogo.jp/1
援
するとともに、山田錦を生産する米農家を応援することを目的として、市内飲食店に小 /8/15/2/w586/
野市特産の日本酒おの恋（総数１,２００本）を配布

○日本酒おの恋販売促進支援事業
日本酒普及支 ・コロナウイルスの影響により低迷している日本酒の消費を促進し、酒屋等の小売業を 小野市ＨＰ
援
支援するとともに、山田錦を生産する米農家を応援することを目的として小野市特産の https://www.city.ono.hyogo.jp/1
/8/15/2/w586/
日本酒おの恋の販売促進事業を展開
・お中元などの時期に販促キャンペーンを行い、指定店舗での購入の際に割引を実施

兵庫県

小野市

事業者支援

兵庫県

小野市

事業者支援

飲食店支援

○市内飲食店支援事業
小野市ＨＰ
新型コロナウイルス感染症の影響により収入減が著しい飲食店等に対し、テイクアウト https://www.city.ono.hyogo.jp/1
/8/15/2/w586/
に係る新聞折込等の広告宣伝、配達体制の確保等に係る費用を支援

兵庫県

小野市

教育支援

給食費臨時無
料化

○夏季期間における給食費支援事業
小野市ＨＰ
本来であれば夏季休暇であった期間の給食費を無料化し、市内の小中特支学校に通 https://www.city.ono.hyogo.jp/1
/8/15/2/w586/
う子育て世帯の生活を支援

兵庫県

多可町

生活支援

広報たか 臨時号（令和２年５
月）
https://www.hyogoebooks.jp/bookinfo/%e5%ba%83%
e5%a0%b1%e3%81%9f%e3%81%8b2020%e5%b9%b45%e6%9c%88%e8
%87%a8%e6%99%82%e5%8f%b7/

支援金
生活費補助

・子育て世帯への臨時特別給付金
多可町在住で３月31日現在の０才～中学生（新高校1年含む）の子供を対象に1人当
たり２万円支給（町独自１万円上乗せ）

生活費補助

・住居確保給付金
https://www.hyogo離職等により住居を失った方または失う恐れの高い方に一定期間家賃相当額を支給 ebooks.jp/bookinfo/%e5%ba%83%
e5%a0%b1%e3%81%9f%e3%81%8bし就職に向けた支援を行う。

広報たか 臨時号（令和２年５
月）

兵庫県

多可町

生活支援

2020%e5%b9%b45%e6%9c%88%e8
%87%a8%e6%99%82%e5%8f%b7/

兵庫県

多可町

経営支援

兵庫県

市川町

経営支援

兵庫県

市川町

雇用支援

○招福 多可応援符
商品券等活用 ・町内加盟店で利用できる5,500円分のクーポンを5,000円で販売する

減収補填

【中小企業等経営支援給付金事業】
市川町HP
４月から６月のうち、１ヶ月の売上が前年同月比で20％以上減少している中小法人に対 https://www.town.ichikawa.lg.jp
/info/1126
して15万円、個人事業主に対し10万円を支給。

国補助金申請 【雇用調整助成金申請業務助成事業】
支援
申請事務を社会保険労務士に委託する際の費用の1/2を助成。（上限10万円）

市川町HP
https://www.town.ichikawa.lg.jp
/info/1128
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都道府県

市町村等

分類

兵庫県

福崎町

経営支援

兵庫県

福崎町

経営支援

上郡町

生活支援
経営支援

兵庫県

分類２

【プレミアム付商品券】
・新型コロナウイルス感染症収束後における地域の消費活性化と事業者への売上応援
のため商品券事業を拡大実施。
商品券等活用
・県の「商店街お買い物券・ポイントシール事業」を活用してプレミアム部分を10％から
20％へ（10,000円で12,000円分の商品券）、発行総額を5,500万円から1億800万円へ大
幅拡充して発行予定。
【小規模事業者応援金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少し経営に支障をきたしている町
内の小規模事業者を対象に緊急経済対策として、町独自の支援制度を設け応援金を支
給。
減収補填
・売上が20％以上50％未満の範囲内で減少している町内の小規模事業者のうち政府の
持続化給付金、兵庫県の休業要請事業者経営継続支援事業等の支給を受けていない
方。

支援金

兵庫県

上郡町

経営支援

減収補填

兵庫県

神戸肉流通
推進協議会

経営支援

PR支援

兵庫県

兵庫県

宍粟市商工
会

赤穂市

経営支援

経営支援

兵庫県

赤穂市

経営支援

兵庫県

香美町

経営支援

支援内容・水準

【事業者経営継続支援事業】
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、影響を受ける中小事業
者・個人事業主等を対象に、事業の継続を支えるための支援金の交付
・令和２年４月から５月の売上が前年同月比で20％以上減少していること。（一律10万
円）

【あこう中小企業者応援給付金】
・外出自粛や休業要請など、新型コロナウイルス感染拡大に伴い影響を受けている市
内の中小企業者の事業継続を支えるため、事業全般に幅広く活用できる給付金及び家
賃支援を目的とした給付金を支給。
・一律10万円。１事業者１回限り。但し、市内で店舗や建物を賃借して事業を運営してい
る場合には5万円を加算。

支援金

香美町事業者緊急支援事業（一律10万円）
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少、もしくは経営に支障をきたし
ている、または今後、同様の状況におちいることが予想される事業者

香美町

経営支援

固定費補助

兵庫県

香美町

経営支援

固定費補助

水産業振興事業費（予算1,170万円）
但馬漁協や香住水産加工業協同組合には、魚類の販売落ち込みで増える在庫の冷蔵
保管場所を移す場合に運搬経費及び保管管理費の一部を補助。

休業等支援

上郡町HP
http://www.town.kamigori.hyogo
.jp/cmssypher/www/service/detail.jsp?
id=13569

宍粟市HP
https://www.city.shiso.lg.jp/mat
erial/files/group/59/shingataco
ronataisakukinkyushienseido.pdf

赤穂市HP
http://www.city.ako.lg.jp/kenset
su/shoukou/ouenkyuuhukin.htm
l

【あこう商店街お買い物券・ポイントシール事業】
・新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている地域商業の活性化を図るた
め、商店街等が取り組む期間限定のプレミアム付きお買い物券又はポイントシールの
赤穂市HP
発行を支援し、消費喚起と地域商業の活性化を図る。
http://www.city.ako.lg.jp/ako_do
商品券等活用
・赤穂商工会議所：額面6,000円の商品券を4,000円で販売。
kujisien02.html
・赤穂にぎわいづくり商人会：500円購入毎にシール１枚、10枚で1,000円の金券として使
用可。
・坂越商店会：額面6,000円の商品券を5,000円で販売。

兵庫県

奈良市

福崎町HP
http://www.town.fukusaki.hyogo
.jp/0000003153.html

○神戸ビーフ・但馬牛(ぎゅう)応援キャンペーン
兵庫県と連携し、指定登録店で3,000円以上購入した者に抽選で、兵庫県の特産品であ 神戸肉流通推進協議会HP
http://www.kobeる「淡路島玉ねぎ」、「神戸ビーフハンバーグ」、「神戸ビーフコロッケ」をそれぞれ5,000名 niku.jp/index/view/id/228/
に贈呈する「神戸ビーフ・但馬牛応援キャンペーン」を4月15日(水)から実施。

優良肉用雌牛保留対策事業費補助金（予算204万円）
繁殖用の優良雌子牛を牛市購入または自家保留した場合、その導入経費の一部を助
成し但馬牛の増頭を図る。
・飼養規模30頭未満農家 12万円/頭、飼養規模30頭以上農家 5万円/頭（満額支給）
（※これまでは、予算の範囲内での交付となっており、補正予算で、所要見込額を措置）
・母牛に行う授精料の一部を助成。（1頭あたり 12,049円のうち、1/3町4,016円、
2/3JA8,033円）

奈良県

福崎町HP
http://www.fukusaki.or.jp/cham
ber_info/3201/

【家計・事業者応援事業】
・家庭生活や事業経営における経常固定経費の一つである水道基本料金の一部を地 上郡町HP
域振興券の交付及びその利用を通じて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け http://www.town.kamigori.hyogo
.jp/bosai/rinji/kakei_jigyosha.pdf
ている住民生活における家計や事業活動を応援。
・口径の区分により、５千円～５万円相当。

【テイクアウト応援事業】
・新型コロナウイルス感染症の拡大、外出抑制により、大きな影響を受けている飲食店
宅配等への支 等が、テイクアウト、デリバリーによって弁当等を販売することに対して、宍粟市商工会
援
が応援キャンペーンを実施し、キャンペーン参加の飲食店等に対して次回購入時に使
用できる「テイクアウト応援券（200円割引のクーポン券）」を配付し、割引の支援として5
万円を上限に補助。

支援金

URL

支援金

〇奈良市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金（事業者向け）
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金」の受給決定を受けた事業者に 奈良市H.P
https://www.city.nara.lg.jp/site/
対し10万円を給付
【対象者拡大（６月５日から）】営業時間等の関係から休業協力要請の対象とならなかっ coronavirus/72123.html
た市内飲食店で「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者にも対象を拡大
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都道府県

市町村等

分類

分類２

奈良県

大和高田市

休業等支援

支援金

〇大和高田市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給決定を受けた事業者に
対し、中小企業：10万円、個人事業主：５万円の協力金を支給

大和高田市HP
http://www.city.yamatotakada.n
ara.jp/life/sangyo/shogyo/yuyu
j.html

奈良県

大和郡山市

休業等支援

支援金

〇大和郡山市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金」の受給決定を受けた中小企業
及び個人事業主に10万円を支給

大和郡山市H.P
https://www.city.yamatokoriyam
a.nara.jp/life/form/cat432/0059
65.html

支援金

○大和郡山市新型コロナ関連・事業継続支援金
対象事業者：以下の条件を満たす中小企業等
①令和2年3月1日から令和2年6月30日までに、本市でセーフティネット保証4号、5号又
は危機関連保証のいづれかの認定申請をしている。
②当該認定により令和2年9月30日までに金融機関で融資を受けている。
③本市に主たる事業所を有しており、本市へすべき市民税等の申告をしている。
④市税の滞納がない。
助成内容：一事業者あたり10万円

大和郡山市HP
https://www.city.yamatokoriyam
a.nara.jp/life/form/cat432/0060
07.html

支援金

①天理市新型コロナウイルス感染症防止協力金
http://www.city.tenri.nara.jp/ka
奈良県から「施設の使用制限等の要請」（休業要請）を受けて、施設の休止や営業時 kuka/kankyoukeizaibu/sangyou
kyousouryokukyoukasitu/15889
間の短縮に協力した市内事業者に対し10万円を給付

奈良県

大和郡山市

経営支援

支援内容・水準

URL

天理市H.P

奈良県

天理市

休業等支援

25265309.html

奈良県

天理市

経営支援

固定費補助

②休業要請の延長を受けた市内事業者の持続化支援事業
「天理市新型コロナウイルス感染症防止協力金」（10万円）を受ける市内の中小企業・
個人事業者に対し補助
・光熱水費支援：4月及び5月支払いの光熱水費を１事業所当たり上限５万円まで補助
・家賃支援：4月及び5月支払い分の家賃を1事業所あたり上限5万円まで補助

奈良県

天理市

金融支援

融資

③賃料を対象とした「緊急つなぎ資金」の貸付
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少があり、緊急かつ一時的な賃料支払い
が必要な市内で事業実態のある個人事業主・小規模事業者
・限度額：店舗棟の賃料2か月分（上限40万円）

雇用支援

国補助金申請
支援

天理市H.P
http://www.city.tenri.nara.jp/ka
kuka/kankyoukeizaibu/sangyou
kyousouryokukyoukasitu/15889
25265309.html

天理市H.P
http://www.city.tenri.nara.jp/ka
kuka/kankyoukeizaibu/sangyou
kyousouryokukyoukasitu/15889
25265309.html

天理市H.P

奈良県

天理市

④雇用調整助成金の申請補助
http://www.city.tenri.nara.jp/ka
市内の小規模事業者等が雇用調整助成金の申請を行うにあたり、社会保険労務士に kuka/kankyoukeizaibu/sangyou
kyousouryokukyoukasitu/15889
よる説明会を天理市商工会と連携して実施し、手数料の一部を補助
25265309.html

奈良県

天理市

金融支援

融資
利子補給

奈良県

天理市

経営支援

商品券等活用

奈良県

奈良県

天理市

橿原市

経営支援

休業等支援

固定費補助

支援金

⑤天理市中小企業融資制度
対象者：中小企業事業主、小規模事業主、個人事業主
限度額：500万円（運転資金）、500万円（設備資金）、1500万円（店舗改造資金）
利率：2.175%→1.175%（1%を市が負担）

天理市H.P
http://www.city.tenri.nara.jp/ka
kuka/kankyoukeizaibu/sangyou
kyousouryokukyoukasitu/15889
25265309.html

⑥「天理おうちごはん券」の発行
持ち帰りと宅配メニューの購入に使用できる「天理おうちごはん券」を発行し、市内飲
食事業者をサポート

天理市ＨＰ
http://www.city.tenri.nara.jp/inf
o/1586821882138.html

⑦天理市テナント事業者向け家賃支援給付金
事業経営に大きな影響を受けている事業者のうち、国による家賃支援給付金の対象と
なっている市内テナント事業者に対し、国の給付金で賄われない自己負担分の一部を
給付
・対象者：国の「家賃支援給付金」を受給される市内に事業所を有する中小企業、個人
事業主
・給付額：家賃相当額のうち、国の給付金で賄われない自己負担分の2か月分(上限15
万円）

天理市HP
http://www.city.tenri.nara.jp/ka
kuka/kankyoukeizaibu/sangyou
kyousouryokukyoukasitu/15922
92022269.html

①橿原市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」に上乗せして、中小企業：10万
円、個人事業主：５万円の協力金を支給

※県事業上乗せ

＊橿原市の「新型コロナウイルス感染症融資事業者支援金」の受給者は、「橿原市
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」と合わせて10万円が限度

奈良県

橿原市

経営支援

支援金

②新型コロナウイルス感染症融資事業者支援金
橿原市でセーフティネット保証４号・５号、危機関連保証のいずれかの認定を受け、金
融機関で融資を実行された中小企業者・個人事業主に10万円の支援金を支給
＊「橿原市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給者は、その差額

橿原市HP
https://www.city.kashihara.nara.
jp/article?id=5eaa586e65909e0
b8c8b641c

橿原市ＨＰ
https://www.city.kashihara.nara.
jp/article?id=5eaa52c365909e0
b8c8b61f3
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都道府県

市町村等

分類

奈良県

桜井市

経営支援

奈良県

桜井市

休業等支援

奈良県

桜井市

販売促進

奈良県

五條市

休業等支援

奈良県

奈良県

生駒市

香芝市

経営支援

休業等支援

奈良県

香芝市

経営支援

奈良県

宇陀市

休業等支援

奈良県

山添村

休業等支援
生活支援

分類２

支援内容・水準

①飲食店応援キャンペーン“テイクアウトはじめました in SAKURAI”
・持ち帰り（テイクアウト）や宅配（デリバリー）サービスを新たに実施する飲食店等で利
割引等への補
用できる「応援クーポン」を発行
助
・市の広報紙6月号に記載のクーポンを切り取って使用
・代金支払い時に「応援クーポン」を利用することで500円の割引が受けられる

支援金

②桜井市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の給付決定を受けた中小企業
及び個人事業主に10万円の協力金を給付

◯市内事業所応援キャンペーン桜井サポート商品券事業
・消費者の家計支援、消費の落ち込みにより業績に大きな影響が及んでいる市内事業
者への支援、景気対策等を行うため、市内の全世帯を対象として市内の登録店で利用
商品券等配布 できる桜井サポート商品券を配布。
・配布対象者：市内の全世帯 配布額面：一世帯当たり券面額3,000円。また、児童扶養
手当の受給資格者は券面額2,000円を追加配布。

奈良県

山添村

平群町

経営支援

経営支援

桜井市HP
https://www.city.sakurai.lg.jp/s
osiki/machidukuribu/syoukoush
inkouka/1589170006126.html

桜井市ＨＰ
https://www.city.sakurai.lg.jp/s
osiki/machidukuribu/syoukoush
inkouka/1587701317762.html

桜井市ＨＰ
https://www.city.sakurai.lg.jp/s
osiki/machidukuribu/syoukoush
inkouka/1589933903475.html

支援金

〇五條市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給決定を受けた中小企業
に10万円、個人事業主に5万円の協力金を支給

五條市HP
https://www.city.gojo.lg.jp/kenk
ou_fukushi/korona/shienhojo/9
174.html

生駒市H.P
https://www.city.ikoma.lg.jp/000
0021676.html

支援金

〇生駒市中小企業者等事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少し、特に深刻な影響を被ってい
る市内の中小企業・個人事業主を対象に家賃等の固定費や運転資金など事業の継続
に必要な資金10万円を支援
（第２弾）
対象を市内在住の事業者に限定せず、生駒市内に店舗等を有する個人事業者であれ
ば市外在住の方でも対象に追加

〇香芝市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給決定を受けた中小企業
に10万円、個人事業主に5万円の協力金を支給

香芝市HP
http://www.city.kashiba.lg.jp/bu
siness/0000011423.html

支援金

〇香芝みらいクーポンの配布
・各世帯につき1枚３００円×２枚のクーポン、計６００円を配布
商品券等活用 ・配布方法：広報かしば・お知らせ版に同封
・使用方法：１回の利用金額が1,000円（税別）以上の買い物に使用可能
・利用期間：2020年７月６日～8月31日

支援金

支援金

〇宇陀市新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金」の受給決定を受けた市内事業
者に、10万円の支援金を支給

（第２弾）
https://www.city.ikoma.lg.jp/000
0021909.html

香芝市HP
http://www.city.kashiba.lg.jp/bu
siness/0000011632.html

宇陀市H.P
https://www.city.uda.nara.jp/skikaku/koronabousikyouryokuki
n.html

〇山添村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給決定を受けた中小企業、
山添村HP
個人事業主に10万円の協力金を支給

※国事業上乗せ

○特別定額給付金
国の「特別定額給付金」に村が一律１人１万円を上乗せ支給

奈良県

URL

https://www.vill.yamazoe.nara.jp
/life/category/urgent

支援金

〇山添村新型コロナウイルス感染対策農業生産継続支援金
新型コロナウイルス感染により、「入院勧告を受けた」または「外出自粛要請を受けた」
ために 休職を余儀なくされた農業者へ、支援金を交付
対象者：下記項目に該当する者
⑴山添村で認定を受けている認定農業者及びその従業員、山添村青年就農給付金ま 山添村H.P
https://www.vill.yamazoe.nara.jp
たは山添村次世代人材投資資金を受給したことがあり、現在も就農している者
/life/topics/teigakukyufu-copy
（※従業員は雇用契約をしている従業員のみ）
⑵感染者又は濃厚接触者
支援額：
⑴感 染 者 １０万円
⑵濃厚接触者 ５万円

支援金

○平群町事業継続支援金
セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証のいずれかの認定を受けた事業主を
対象に 10万円または５万円を助成

平群町HP
http://www.town.heguri.nara.jp/
web/jigyousya/chuusyoukigyout
oujigyoukeizokusienkin_gaiyouch
irashi.pdf
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都道府県

市町村等

分類

分類２

奈良県

三郷町

経営支援

支援金

奈良県

斑鳩町

経営支援

※県事業上乗せ

支援内容・水準

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
県または町から休業要請を受けた事業者に協力金として給付する
・県の休業要請を受けた事業者に県に上乗せして10万円
・町の休業要請を受けた事業者に20万円

URL

三郷町H.P
https://www.town.sango.nara.jp
/monodukuri/kyouryokukin.html

支援金

〇中小企業者等事業継続支援金
斑鳩町H.P
事業活動委影響を受けている町内の中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定 http://www.town.ikaruga.nara.jp
/0000001763.html
費や運転資金など事業の継続に幅広く活用できる支援金10万円を町独自で支給

〇安堵町中小企業者等事業継続支援金
対象事業者：新型コロナウイルス感染症により業況が悪化し、事業活動に影響を受け
ている町内の中小企業者等
支援金：1事業者につき、10万円
支給対象者：
⑴令和2年2月1日から令和2年6月30日までに、新型コロナウイルス感染症に関する
セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の申請を本町にした者
⑵令和2年7月31日までに、⑴における申請について認定を受け、当該認定を 受けた
保証制度を利用して金融機関で融資を受けた者
⑶町税を滞納していないこと（徴収を猶予されているものは除く。）。
⑷暴力団もしくは暴力団員または暴力団・暴力団員と社会的に非難されるべき関係を
有している者

安堵町ＨＰ
http://www.town.ando.nara.jp/c
ontents_detail.php?co=tpc&frmI
d=2463

奈良県

安堵町

経営支援

支援金

奈良県

川西町

経営支援

商品券等活用

〇お買い物クーポン配布
・町内の登録店舗で使用できるお買い物クーポンを配布
・１世帯につき6,000円分

川西町HP
https://www.town.narakawanishi.lg.jp/contents_detail.p
hp?co=&frmId=6046

奈良県

川西町

経営支援

宅配等への支
援

〇テイクアウト・デリバリー等導入支援
・テイクアウトやデリバリーなどを新サービスの導入経費を補助
・１事業所につき最大１０万円

川西町HP
https://www.town.narakawanishi.lg.jp/contents_detail.p
hp?co=new&frmId=6018

奈良県

三宅町

休業等支援

〇三宅町新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症防止協力金」の受給決定を受けた中小企業に10
万円、個人事業主に5万円の協力金を給付

三宅町HP
https://www.town.miyake.lg.jp/n
yusatsu/sangyo/post_596.html

支援金

○感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金
・助成対象者 以下の4項目の全てに該当する者が対象
(1)三宅町内に住所を有する者
(2)労働基準法の適用を受ける労働者、又は事業活動を行う個人事業主
(3)感染者又は濃厚接触者
(4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当
金、その他給与又は事業所得の補填にあたる公的な給付金等が支給されない者
・助成内容 休業した日、一人につき一日5,000円

三宅町HP
https://www.town.miyake.lg.jp/k
urashi/post_588.html

支援金

○田原本町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の交付決定を受けた事業者に
対し、中小企業 10万円 個人事業主 5万円を給付
※町内在住の個人事業主等で町外でのみ施設等を営む方は対象外

田原本町HP
http://www.town.tawaramoto.na
ra.jp/buisiness/syoukou/10866.
html

①高取町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の受給決定を受けた中小企業、
個人事業主に10万円の協力金を支給

高取町HP
http://www.town.takatori.nara.jp
/cmsfiles/contents/0000000/9
50/siennsaku1.pdf

支援金
※県事業上乗せ

奈良県

三宅町

休業等支援

奈良県

田原本町

休業等支援

奈良県

高取町

休業等支援

奈良県

高取町

給食利用

キャンセル等費
◯３月から５月までの給食材料費のキャンセル費用を助成
用補助

奈良県

明日香村

経営支援

商品券等配布

※県事業上乗せ

支援金
※県事業上乗せ

高取町HP
http://www.town.takatori.nara.jp
/cmsfiles/contents/0000000/9
50/siennsaku1.pdf

①明日香村応援券の配布
村民による地域内での新たな消費を促進することで、村内での新たな地域内経済循 明日香村HP
https://asukamura.jp/topics/ke
環を創出することを目的として、村内店舗（チェーン店、FC店を除く）で利用できるクーポ izai_shien/ouenken.html
ン券「明日香応援券」（１世帯あたり500円券×４枚）を村内全世帯に配布

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

奈良県

市町村等

明日香村

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

減収補填

②事業持続支援事業補助金
対象者：
・国の持続化給付金を受給した事業者
・観光事業者等で売上が305以上50%未満減少した事業者
・休業実施により、売上が30%以上50%未満減少した事業者
・令和２年１月から５月末までの間に店舗等を開業した事業者
・国の雇用調整助成金を申請した事業者
支援金：該当条件により１０～５０万円を交付

上牧町HP
https://www.town.kanmaki.nara.j
p/information/%e5%b0%8f%e8%a
〇上牧町小規模事業者等事業継続支援金
6%8f%e6%a8%a1%e4%ba%8b%e6%a
2020年４、５月のいずれかの月の売上高が、前年同月と比較し20％以上減少している 5%ad%e8%80%85%e7%ad%89%e4%
ba%8b%e6%a5%ad%e7%b6%99%e7
小規模事業者及び個人事業者に対し、支援金１０万円を支給
%b6%9a%e6%94%af%e6%8f%b4%e9
%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e
3%81%84%e3%81%a6

明日香村HP
https://asukamura.jp/topics/ke
izai_shien/hojokin.html

奈良県

上牧町

経営支援

減収補填

奈良県

王寺町

経営支援

商品券等活用

①王寺プレミアム回数券
テイクアウト、デリバリー 等事業者の経営支援支援
消費者が飲食店等で使えるプレミアム回数券を販売（額面5,000円（うち2,500円を町が
補助））

王寺町HP
https://www.town.oji.nara.jp/ka
kuka/chiikiseibi/chiikikoryu/info
rmation/4328.html

奈良県

王寺町

休業等支援

支援金

②休業等協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の支給決定者に10万円の協力
金を支給

王寺町HP
https://www.town.oji.nara.jp/ka
kuka/chiikiseibi/chiikikoryu/info
rmation/4327.html

奈良県

広陵町

経営支援

支援金

〇広陵町中小企業・小規模企業事業継続支援金
セーフティネット保証４号・５号もしくは危機関連保証の認定者で融資を受けた事業者
に事業継続に関する経費として１０万円を交付

広陵町HP
http://www.town.koryo.nara.jp/
contents_detail.php?co=new&fr
mId=3970

河合町HP
http://www.town.kawai.nara.jp/k
akuka/machizukurisuishinbu/chi
ikikkasei_ka/1590384952734.ht
ml

大淀町HP
http://www.town.oyodo.lg.jp/co
ntents_detail.php?frmId=1101

奈良県

河合町

経営支援

支援金

〇河合町中小企業者等事業継続支援金
対象事業者：以下の全ての条件を満たす中小企業者
⑴新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証４号・５号又は大規模経済
危機等対策（危機関連保証）の申請を本町にしている者。又は県の経営環境変化・災害
対策支援金及び国の緊急対応策の新型コロナウイルス感染症特別貸付で融資を受け
た者
⑵令和２年９月３０日（水）までに、⑴における申請について認定を受け、当該制度を
受けた保証制度を利用して金融機関で融資を受けた者
⑶令和２年１月３１日までの納期限の町税を滞納していないこと
⑷暴力団もしくは暴力団員または暴力団・暴力団員と社会的に非難されるべき関係者
を有している者でないこと
助成内容：１事業者につき10万円

奈良県

大淀町

休業等支援

支援金

〇大淀町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の交付対象となる要件を満た
し、県協力金の交付決定を受けた中小企業、個人事業主に10万円の協力金を交付

奈良県

大淀町

給食利用

奈良県

下市町

経営支援

支援金

奈良県

天川村

経営支援

減収補填

〇観光関連事業者への特別応援金として、国の持続化給付金の対象にならない対前
年同月比30%以上の売り上げ減の事業者に、１件３０万円を上限に給付

天川村HP
http://www.vill.tenkawa.nara.jp/
office/news/6951

支援金

〇がんばる事業者事業継続支援給付金
事業活動に大きな影響を受ける村内の事業者（宿泊業、飲食業、小売業、製造業・
卸、サービス業の一部）に対し、給付金を支給
１事業者につき２０万円
（村が発行する「十津川地域通貨とつーか」を取り扱わない場合は、１０万円の減額）

十津川村HP
https://www.vill.totsukawa.lg.jp/
images/topics/1590456550/15
90456550_1.pdf

奈良県

十津川村

経営支援

◯学校給食用物資納入業者への損失補償
大淀町HP
キャンセル等費
・小中学校の臨時休校に伴い、学校給食の休止による給食用物資納入業者に対する補 http://www.town.oyodo.lg.jp/co
用補助
ntents_detail.php?frmId=1091
償

下市町HP
◯コロナ防止対策に係る協力金事業
https://www.town.shimoichi.lg.jp
・コロナ感染拡大防止対策を行った町内で事業をしている方に、５万円の協力金を支給 /0000001054.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

奈良県

十津川村

経営支援

商品券等活用

奈良県

上北山村

経営支援

支援金

支援内容・水準

〇十津川村地域通貨とつーか（商品券）の配付
村内の消費活動を喚起することを目的に、村民１人あたり１万円分の「十津川地域通
貨とつーか」を配付（有効期限令和２年１２月３１日）

URL

十津川村HP
https://www.vill.totsukawa.lg.jp/
images/topics/1590456550/15
90456550_1.pdf

○上北山村中小企業等事業者継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売り上げが減少し、特に深刻な影響を被っ
ている村内の中小企業、個人事業主に、事業の継続に幅広く活用できる支援金を支給
・対象者：以下の①～③の条件を満たす者
①新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証第4号、5号又は危機関連保 上北山村HP
証の認定を受け、金融機関から借入を行った者（金融機関から借入の手続きを行ってい http://vill.kamikitayama.nara.jp/
news/#662
る者も含む）
②上北山村内に申請日以前３か月以上前から法人登記されている事業所を持つ事業
者、又は、上北山村内で３か月以上前から事業実態がある個人事業主
③村税を滞納していない者
・支援金額：100,000円

和歌山県

金融支援

融資

〇漁業振興資金
・新型コロナウイルス感染症の影響による操業停止や魚価低下等により、漁業経営に
影響を受けている又はその恐れがある漁業者等に対する資金繰り支援として、県が利
子補給及び保証料補助を行う「漁業振興資金」の融資（漁業を営む法人及び漁業協同
組合2千万円、漁業を営む個人1千万円）｡

和歌山県

金融支援

融資
利子補給

〇中小企業融資制度
・中小企業に対する制度融資の融資枠を拡大するとともに、無利子融資を行うための利
子補給を実施

和歌山県

経営支援

減収補填

〇事業継続支援金（全産業（国の持続化給付金の給付を受けた事業者）を対象）
和歌山県HP
・新型コロナウイルスの影響により、売上減少が５０％以上ある事業者の事業継続に向 https://www.pref.wakayama.lg.jp
/prefg/060100/d00204233.html
け、県独自の支援金を支給 （20万円～100万円）。

和歌山県

経営支援

和歌山県

雇用支援

和歌山県HP
https://www.pref.wakayama.lg.jp
/prefg/071000/fund/d0020402
5.html

和歌山県HP
https://www.pref.wakayama.lg.jp
/prefg/060300/gyoumu/kinyuu
/sangyoushien.html

〇県内事業者事業継続推進事業費補助金
新規取組・経営 ・県内事業者が事業の継続に向けて、ネット販売システムの構築等の新たな取組や既 和歌山県HP
改善等経費補 存事業に加えて新規事業に乗り出す等の新型コロナウイルス感染症の影響を打破すべ https://www.pref.wakayama.lg.jp
助
く実施する取組や感染症拡大防止対策等の安全・安心確保への取組に対して支援を実 /prefg/060100/d00204230.html
施 （・補助限度額：100万円 ・補助率：補助対象経費の2/3）

支援金
※国事業上乗せ

〇教育訓練の推進
・雇用調整助成金を活用して従業員の教育訓練を実施する場合に加算される訓練費に 和歌山県HP
https://www.pref.wakayama.lg.jp
上乗せすることで、知識、技能等の取得を促進するとともに雇用の維持を推進。
/prefg/060600/d00204219.html
加算額2,400円（中小）、1,800円（大企業）にそれぞれ3,000円上乗せ。

和歌山県

和歌山市

経営支援

〇テイクアウト・デリバリー支援事業
和歌山市HP
宅配等への支 ・事業者による飲食物のテイクアウトやデリバリーに係る費用の一部を補助する制度を http://www.city.wakayama.waka
創設。テイクアウトやデリバリーを実施する、または実施している事業者は最大で10万 yama.jp/1016047/sangyoukigyo
援
usien/1029161.html
円を補助（補助率1/2）。

和歌山県

和歌山市

経営支援

〇和歌山市中小企業サポート補助金
和歌山市HP
新規取組・経営
・市内の中小企業者による既存の事業を拡充又は既存の事業から異なる事業へ転換す http://www.city.wakayama.waka
改善等経費補
yama.jp/1016047/sangyoukigyo
るために係る費用の一部を補助（補助率2分の1、上限20万円）
助
usien/1029371.html

金融支援

利子補給
信用保証料補
助

和歌山県

和歌山県

和歌山市

和歌山市

金融支援

融資

〇事業にかかる融資制度
（1）国の小規模事業者経営改善資金融資（新型コロナウイルス対策マル経）につい
て、 市が利子補給する形で実質無利子化《1月29日以降の当該融資を対象予定》 和歌山市HP
http://www.city.wakayama.waka
（2）和歌山市中小企業融資制度のセーフティネット資金（保証4号・5号）及び災害復
yama.jp/1027184/1029407.html
旧支援資金（拡充枠）の利用者への信用保証料の補助
（保証料の2分の1（上限30万円））《3月2日以降の当該融資を対象予定》）

〇災害復旧支援資金の融資枠の拡充
・和歌山市中小企業融資制度内の災害復旧支援資金に、新たに融資枠を拡充。
コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高等が過去3年のいずれかの同月
に比べ5％以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の平均売上高等が過去3年
のいずれかの年の同時期に比べ5％以上減少すると見込まれる方。
融資利率：年1.2％以内
信用保証率0.45～1.90％融資限度額8,000万円融資期間運転7年以内 設備10年以内

和歌山市HP
http://www.city.wakayama.waka
yama.jp/1027184/1029288/102
7266.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

〇徴収猶予の特例制度
・納税者等の事業に相当な収入の減少があり、一時に納税することが困難と認められる
ときは、無担保かつ延滞金なしで、申請に基づき1年、徴収の猶予を受けることができ
和歌山市HP
http://www.city.wakayama.waka
る。次の（1）（2）のいずれも満たす者が対象。
（1）令和2年2月以降の任意の期間（1か月以上）において、事業等に係る収入が前年同 yama.jp/1027184/1029407.html
期に比べ概ね20％以上の減少があること。
（2）一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

和歌山県

和歌山市

経営支援

固定費補助

和歌山県

海南市

金融支援

利子補給

〇海南市中小企業不況対策振興融資資金利子補給金
・金融機関等で融資を受けた中小企業者に対し、利子負担を軽減するため、利子の一
部を補助

海南市HP
http://www.city.kainan.lg.jp/kak
ubusho/machizukuribu/shokoka
nkogakari/shokokankogakaritori
kumi/chusho_yushi.html

経営支援

減収補填

〇海南市持続化給付金
・国の持続化給付金の支給対象外の事業者に一律10万円支給。
（4月～6月のいずれかの月の売上が前年同月比30％以上50％未満減の事業者。）

海南市HP
http://www.city.kainan.lg.jp/kak
ubusho/machizukuribu/shokoka
nkogakari/oshirase/158987950
9014.html

支援金

〇海南市雇用安定化支援事業補助金
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な休業等や事業活動の縮小により、労
働者の雇用維持を図ろうとする事業主に対して補助金を支給。国の雇用調整助成金に
上限15万円（1事業者）を上乗せ補助。

海南市HP
http://www.city.kainan.lg.jp/kak
ubusho/machizukuribu/shokoka
nkogakari/oshirase/159040109
7501.html

和歌山県

海南市

和歌山県

海南市

雇用支援

和歌山県

海南市

経営支援

和歌山県

橋本市

経営支援

支援金

〇市内事業者緊急給付金
・国の持続化給付金の対象とならない小規模事業者に対して、企業活動の維持または
継続のための緊急支援として最大30万円給付。

橋本市HP
http://www.city.hashimoto.lg.jp/
guide/keizaisuisinbu/citysales/
syoukou/9955.html

和歌山県

橋本市

金融支援

利子補給

〇橋本市創業支援資金利子補給補助金
・市内での創業を支援するため、日本政策金融公庫または和歌山県中小企業融資制度
のうち、新規開業関係の資金の融資を受けた場合の融資に係る利子補給（年上限
1.0％）

橋本市HP
http://www.city.hashimoto.lg.jp/
guide/keizaisuisinbu/citysales/
kigyousien/keiei/risihokyu.html

※国事業上乗せ

新規取組・経営 〇海南市事業継続推進事業補助金
改善等経費補 ・県の県内事業者事業継続推進事業の上乗せ補助。
助
県の補助対象となる事業費のうち、県補助金を差し引いた額を支給。（上限10万円）
※県事業上乗せ

海南市HP
http://www.city.kainan.lg.jp/kak
ubusho/machizukuribu/shokoka
nkogakari/oshirase/159039874
7242.html

和歌山県

橋本市

経営支援

〇橋本市農産物等インターネット経営支援事業補助金
橋本市HP
・新型コロナウイルス感染症に伴う緊急対策支援として、市内事業者が自ら生産した農 http://www.city.hashimoto.lg.jp/
宅配等への支
産物等を、インターネットを活用して販売した場合、販売手数料等を補助することで、農 guide/keizaisuisinbu/norinshink
援
業関係者の所得向上並びに本市で栽培された農産物等の販路拡大を図る。（補助対象 o/nousanbutuhojokin/10065.ht
ml
経費の合計額10万円限度）

和歌山県

橋本市

経営支援

〇テイクアウトデリバリー応援事業
橋本市HP
宅配等への支 ・新型コロナウイルス感染症拡大により事業縮小等を余儀なくされた飲食店が、事業継 http://www.city.hashimoto.lg.jp/
援
続のために実施するテイクアウト、デリバリーサービスに係る経費の3分の2（上限10万 guide/keizaisuisinbu/brandsuisi
n/sangyou_hojyokin/10115.html
円）を補助。

和歌山県

有田市

経営支援

和歌山県

有田市

〇有田市コロナウイルス対応中小企業支援金
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月～4月のいずれかの月の売上が
前年同月比30％以上減少している事業主に対して、20万円～100万円を交付。

有田市HP
https://www.city.arida.lg.jp/sang
yoshigoto/shokogyo/1002923.h
tml

雇用支援

〇有田市コロナウイルス対応施策活用円滑化補助金
国補助金申請 ・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウウンドの急減や営業自粛等により、
支援
特に大きな影響を受けている中小法人等や個人事業主等に対し、雇用調整助成金等の
申請に係る専門家活用費用（補助対象経費の二分の一とし、50万円を上限）を補助。

有田市HP
https://www.city.arida.lg.jp/sang
yoshigoto/shokogyo/1002948.h
tml

〇有田市飲食業等新業態支援補助金
・新型コロナウイルス感染症拡大により経済へ大きな影響が及ぶ中、新たな需要への対
宅配等への支
応により市内消費の活性化を図るため、デリバリーやテイクアウトを通して新業態への
援
進出又は事業拡大により、この危機を乗り越えようとする飲食店等を営む事業者に対し
て補助金（補助対象経費の合計額又は20万円のいずれか小さい額）を交付。

有田市HP
https://www.city.arida.lg.jp/sang
yoshigoto/shokogyo/1002946.h
tml

和歌山県

有田市

経営支援

和歌山県

御坊市

経営支援

減収補填

減収補填

〇御坊市企業者等応援給付金
・売上が前年同月比30％以上減少している市内の企業者等に対して、事業継続に向け
た取り組みを支援するための給付金として最大20万円を給付。

御坊市HP
http://www.city.gobo.wakayama.
jp/sosiki/sangyokensetu/syoko
/osirase/1590024016379.html
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都道府県

市町村等

分類

和歌山県

御坊市

金融支援

和歌山県

田辺市

経営支援

分類２

支援内容・水準

〇御坊市中小企業信用保証料補助金
・新型コロナウイルス感染症拡大により、融資を受ける御坊市内の中小企業者の負担を
信用保証料補 軽減するため、現行の御坊市中小企業信用保証料補給の交付対象期間を「１年」から
助
「３年」に広げるとともに、和歌山県中小企業融資新型コロナウイルス感染症対応枠の
融資で信用保証協会の保証料が全額免除とならなかった保証料についても補給対象と
する。

URL

御坊市HP
http://www.city.gobo.wakayama.
jp/sosiki/sangyokensetu/syoko
/tanto/sanngyousinnkou/kigyou
sienn/1465861575170.html

田辺市HP

減収補填

〇田辺市小規模事業者事業継続支援給付金
http://www.city.tanabe.lg.jp/sho
・売上げが前年同月比30％以上減少している小規模事業者に対し、事業の継続を支援 ukou/covid19_shiensaku.html#shoukibojigy
するための10万円を給付。
oushakeizokushienkyuuhukin

和歌山県

田辺市

金融支援

利子補給

〇田辺市衛生環境激変特別貸付利子補給金制度
・市内旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む者に対し、経営の回復と発展に資するた 田辺市HP
め、日本政策金融公庫の融資制度のうち、新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環 http://www.city.tanabe.lg.jp/sho
境激変特別貸付の支払利子額に対して一定割合の利子補給（補助期間3年、利子補給 ukou/eiseikankyogekihenn.html
率1.91％以内）

和歌山県

田辺市

雇用支援

支援金

〇田辺市雇用維持支援補助金
・国の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主が新型コロナウイルス感染症の影 田辺市HP
http://www.city.tanabe.lg.jp/sho
響に伴う一時的な休業等で労働者に休業手当を支払った場合、1事業者上限15万円支 ukou/koyouijisienn.html
給。

和歌山県

田辺市

経営支援

支援金

〇新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金
・小規模事業者が新たに行う①新型コロナウイルス感染防止対策事業、②市民の日常 田辺市HP
http://www.city.tanabe.lg.jp/tan
生活支援事業、③新商品開発や新サービスの提供などに取組む場合に、最大10万円 abeeigyou/corona_taisaku.html
（補助率3分の2）を交付。

和歌山県

田辺市

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ 田辺市HP
http://www.city.tanabe.lg.jp/nou
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね２０％以上減少）が zei/nouzeiyuuyo.html
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。

和歌山県

新宮市

経営支援

減収補填

※国事業上乗せ

紀の川市

経営支援

和歌山県

紀の川市

金融支援

利子補給

和歌山県

紀の川市

経営支援

支援金

岩出市

経営支援
給食利用

和歌山県

紀美野町

感染予防

新宮市HP
https://www.city.shingu.lg.jp/for
ms/info/info.aspx?info_id=46679

紀の川市HP
〇紀の川市テイクアウト参入支援補助金
宅配等への支 ・新たにテイクアウト事業に参入する又は拡大する飲食業・宿泊業を営む小規模事業者 http://www.city.kinokawa.lg.jp/s
houkou/2020-0519-0856援
を対象に、事業に掛かる経費の一部を補助。補助限度額50,000円（補助対象経費の2分 45.html#紀の川市テイクアウト
の1以内）
参入支援補助金

和歌山県

和歌山県

〇新宮市経営持続化支援金
・売上げが前年同月比30％以上減少している事業者に5万円給付。

〇紀の川市小規模事業者経営資金利子補給
・信用保証協会が連帯保証を受託している融資や、政策金融公庫からの融資を受けた
小規模事業者に対し、当該融資に係る利子補給を交付。今年度に限り上限額を３万円
から５万円に拡充。

紀の川市HP
http://www.city.kinokawa.lg.jp/s
houkou/2020-0521-1502451.html

〇紀の川市経営安定化給付金
・小規模事業者の経営安定化を促すための給付金（1事業者10万円）

紀の川市HP
http://www.city.kinokawa.lg.jp/s
houkou/2020-0521-090245.html

〇事業所支援給付金
・新型コロナウイルスにより影響を受けている、国の持続化給付金の対象外となる売上
減収補填
岩出市HP
減少30％以上50％未満の事業者に最大30万円給付。
http://www.city.iwade.lg.jp/coro
キャンセル等費
na/2020-corona-sien.html
用補助
〇学校給食関係事業者支援事業
・小中学校休業（4月8日～5月31日）により影響を受ける関係事業者に対する補償。

支援金

〇紀美野町中小企業等感染症対策協力金（申請期限6月30日まで）
・中小企業者等に20万円の協力金を給付。（個人事業主（農業含む）10万円）

紀美野町HP
https://www.town.kimino.wakay
ama.jp/sagasu/sangyoka/shoko
/2008.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

和歌山県

かつらぎ町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が
あった事業者に、１年間地方税の徴収を猶予。

かつらぎ町HP
http://www.town.katsuragi.waka
yama.jp/010/090/060/2020033
1154040.html

和歌山県

和歌山県

高野町

高野町

経営支援

支援金

経営支援

減収補填
※国事業上乗せ

〇高野町観光事業者等緊急支援補助金
・観光事業者等に対する緊急・臨時的な支援として、感染症予防のための事業への助 高野町HP
https://www.town.koya.wakaya
成や、危機的状況を乗り越える事業及び回復期を
見据えた事業継続のための取組などを支援（補助率：事業実施にかかる経費の10分の ma.jp/event/13123.html
10、補助上限額：1事業者あたり上限30万円）

〇事業継続化給付金
・国の持続化給付金の対象となる事業者に対し、最大、法人200万円、個人事業主100
万円を上乗せ給付。

高野町HP
https://www.town.koya.wakaya
ma.jp/img_data/2020/05/5a908
4018cc66ff05fd81a9cd8b183ce.
pdf

高野町HP

和歌山県

高野町

金融支援

利子補給

〇高野町中小企業支援資金融資「しゃくなげ融資保証」
https://www.town.koya.wakaya
・保証限度額1,000万円、据え置き期間（1年）の設定、返済期間の長期化（10年）、3年間 ma.jp/img_data/2020/05/5a908
4018cc66ff05fd81a9cd8b183ce.
の利子補給（上限0.5％）等を実施。
pdf

高野町HP

和歌山県

高野町

金融支援

利子補給

〇政府系金融機関及び県融資制度に係る利子補給
https://www.town.koya.wakaya
・国や県の制度で実質無利子とならない政府系金融機関からの融資について、町単独 ma.jp/img_data/2020/05/5a908
4018cc66ff05fd81a9cd8b183ce.
で3年間の利子補給（上限0.5％）を実施。
pdf

和歌山県

和歌山県

高野町

湯浅町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が
あった事業者に、１年間地方税の徴収を猶予。

高野町HP
https://www.town.koya.wakaya
ma.jp/kurashi/korona/12987.ht
ml

経営支援

減収補填

〇湯浅町持続化給付金
・国の持続化給付金の給付を受ける事業者に対し、国の給付金額の４分の１を加算給
付（最大、法人50万円、個人事業主25万円）

湯浅町HP
http://www.town.yuasa.wakaya
ma.jp/publics/index/232/&anch
or_link=page232_2119_1417#pag
e232_2119_1417

湯浅町HP
http://www.town.yuasa.wakaya
ma.jp/publics/index/232/&anch
or_link=page232_2119_1417#pag
e232_2119_1417

※国事業上乗せ

和歌山県

湯浅町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が
あった事業者に、１年間地方税の徴収を猶予。

和歌山県

広川町

経営支援

減収補填

〇広川町持続化給付金
・国の持続化給付金の給付を受ける事業者に対し、広川町独自の支援策として、国の
給付金額の４分の１を上乗せ補助（最大、法人50万円、個人事業主25万円）

広川町HP
https://www.town.hirogawa.wak
ayama.jp/sangyou/jizokukakyuh
ukin.html

〇有田川町緊急持続化給付金
・経営が著しく悪化している町内事業者に対して、町単独事業として事業全般に広く使え
る給付金を支給事業者向け経済対策として、法人の場合、80％以上の減収なら上限
100万円、50～79％減収なら上限30万円を支給。個人事業主には、それぞれ半額を支
給。

有田川町HP
https://www.town.aridagawa.lg.j
p/top/kakuka/kanaya/9/3/1/5
535.html

※国事業上乗せ

和歌山県

有田川町

経営支援

減収補填

和歌山県

美浜町

経営支援

支援金

〇事業継続応援給付金
美浜町HP
・持続化給付金の給付事業者に、事業継続のための支援として法人、個人事業者の区 http://www.town.mihama.wakay
ama.jp/docs/2020051800013/
別なく上限20万円の「応援給付金」を交付。

和歌山県

美浜町

経営支援

支援金

〇事業継続推進補助金
美浜町HP
・事業に影響を受けている事業者を支援するため、減少した売上高の回復や感染症の http://www.town.mihama.wakay
ama.jp/docs/2020052800012/
拡大防止への取り組みに対し、町が4/5以内補助（上限10万円）。

和歌山県

美浜町

雇用支援

支援金

〇雇用調整助成金活用促進補助金
美浜町HP
・国が特例措置として実施する雇用調整助成金等の申請費用（社会保険労務士への委 http://www.town.mihama.wakay
ama.jp/docs/2020060400013/
託費用）10/10以内（上限10万円）を補助。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

和歌山県

日高町

経営支援

減収補填

〇日高町持続化支援金（上乗せ）
・事業者の事業継続に向けた取り組みを支援するため、国の持続化給付金の給付額の
10％（上限10万円）を上乗せして給付。

日高町HP
http://www.town.wakayamahidaka.lg.jp/docs/20200525000
28/

和歌山県

日高町

経営支援

減収補填

〇日高町持続化支援金（町単事業）
・事業者の事業継続に向けた取り組みを支援するため、売上金額が前年同月の売上金
額と比較して25％以上50％未満減少している事業者に15万円～最大25万円の支援金
を交付。

日高町HP
http://www.town.wakayamahidaka.lg.jp/docs/20200525000
28/

和歌山県

由良町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ 由良町HP
http://www.town.yura.wakayama
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が .jp/docs/2020052200010/
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。

和歌山県

印南町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。

印南町HP
https://www.town.wakayamainami.lg.jp/contents_detail.php?f
rmId=1102

和歌山県

みなべ町

経営支援

支援金

〇みなべ町事業継続支援金
・事業者の事業継続を下支えするため、最大、法人に40万円、個人事業者に20万円を
持続化給付金に上乗せして給付。

みなべ町HP
http://www.town.minabe.lg.jp/do
cs/2020052000023/

和歌山県

みなべ町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ みなべ町HP
http://www.town.minabe.lg.jp/do
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が cs/2020042800022/
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。

和歌山県

みなべ町

経営支援

減収補填

〇事業継続緊急応援金
6/9紀伊民報
・持続化給付金の対象とならなかった、今年1月～5月期の売上高の減少が前年同月比 https://www.agara.co.jp/article
/64850?rct=nnews
30％以上、50％未満の事業者に最大20万円給付。

和歌山県

日高川町

経営支援

減収補填

〇日高川町持続化支援金
・町内で経営を行う事業者の事業継続支援を図るため、持続化給付金の給付を受けた
事業者に対し、町独自に最大、法人に40万円、個人事業者に20万円上乗せして給付。

※国事業上乗せ

※国事業上乗せ

日高川町HP
http://www.town.hidakagawa.lg.j
p/town/sec_kikaku/syoukou/jiz
okukashien.html

和歌山県

日高川町

経営支援

固定費補助

日高川町HP
http://www.town.hidakagawa.lg.j
p/town/sec_zeimu/tax/%e5%be
%b4%e5%8f%8e%e7%8c%b6%e4%ba
〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ %88%e3%81%ae%e3%80%8c%e7%8
9%b9%e4%be%8b%e5%88%b6%e5%
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が ba%a6%e3%80%8d%ef%bc%88%e6%
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。
96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3
%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e
3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%
e3%81%ae.html

和歌山県

白浜町

経営支援

固定費補助

〇白浜町事業継続支援金
・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少が50％以上ある事業者（和歌山県
事業継続支援金の給付を受けた事業者
・和歌山県事業継続支援金の支給額の１/5を支給

白浜町ＨＰ
http://www.town.shirahama.wak
ayama.jp/soshiki/kanko/kanko/
gyomu/1589874889117.html

和歌山県

上富田町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。

上富田町ＨＰ
http://www.town.kamitonda.lg.jp
/kurashi/kenko_fukushi/covid1
9matome/3135.html

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が すさみ町ＨＰ
http://www.town.susami.lg.jp/do
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。
cs/2020050700017/
・令和２年２月１日から同３年１月３１日までに納期限が到来する町税（証紙徴収の方法
で納めるものを除く）が対象。

和歌山県

すさみ町

経営支援
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都道府県

市町村等

分類

分類２

和歌山県

すさみ町

経営支援

減収補填

〇すさみ町事業継続支援給付金
5/29紀伊民報
・新型コロナウイルスの影響で前年同月比30％以上減少した事業者に5万円給付。（第1 https://www.agara.co.jp/article
/63060?rct=nnews
次産業に従事する個人を含む）

和歌山県 那智勝浦町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ 那智勝浦町ＨＰ
https://www.town.nachikatsuur
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が a.wakayama.jp/info/863
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。

和歌山県

古座川町

経営支援

固定費補助

〇徴収猶予の特例制度
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少（新型コロナ 古座川町ＨＰ
http://www.town.kozagawa.waka
ウイルスの影響により、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20％以上減少）が yama.jp/2020info/subu06.html
あった事業者に、１年間地方税の徴収の猶予。

和歌山県

串本町

経営支援

固定費補助

〇串本町小規模事業者等支援給付金交付事業
・経営が悪化した小規模事業者等に対し、家賃を補助し、事業継続を支援する。借り店
舗は最大12万円、持ち店舗は3万円。

和歌山県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

串本町

生活支援

経営支援
感染予防

生活支援

経営支援

支援内容・水準

URL

串本町HP
https://www.town.kushimoto.wa
kayama.jp/sangyo/sangyou/syo
kibojigyosya-kyufukin.html

〇串本町農林漁業者支援事業(6/18 和歌山 NEWS WEBの情報より)
・大きな影響を受けている第１次産業に焦点をあて、経営が悪化した農林漁業者に対
商品券等活用 し、500人を対象に3万円分のクーポンを交付。
・地元の漁協や農協に加え、一部を除くガソリンスタンドでも利用でき、漁船や作業に使
う車の燃料や漁具、農具などを購入できる。

宅配等への支
援
新規取組・経営
改善等経費補
助
取組経費補助

頑張ろう「食のみやこ鳥取県」緊急支援事業
県内の飲食、宿泊、観光事業者等 、及びこれらに関わる事業者が、事業や雇用を継続
する取組や県産農林水産物を活用した取組等を支援
・テイクアウト、デリバリー、移動販売、配達請負いなどの業態導入
鳥取県ＨＰ
・商品やメニュー、サービス等のＰＲ
https://www.pref.tottori.lg.jp/29
・経済回復後に向けたメニューやサービスの開発や研究
1280.htm
・従業員研修実施（おもてなし、外国語研修等）
・感染対策のための店舗洗浄・改装
・食のみやこ鳥取県推進サポーターとの連携等
１００千円を上限として対象経費の１０／１０を補助

無償提供

「食のみやこ鳥取県」ふるさと産品巣ごもり応援事業
巣ごもり需要に対応するため、県内の直売所等から県外の親族や友人等に県産農林 鳥取県ＨＰ
https://www.pref.tottori.lg.jp/29
水産物等の産品（ふるさと産品）の配送することを応援
1452.htm
補助率1/2、一事業者 上限100万円

非対面型経営支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している県産農林水産物の需要と、県産
農林水産物を取り扱う食品加工業者の経営回復を図るため、県産農林水産部物を取り
宅配等への支 扱う食品加工業者が取り組む、インターネット商談、インターネット販売、商談先に提供 鳥取県ＨＰ
https://www.pref.tottori.lg.jp/29
援
する商品サンプルや試食に代わる試供品の製造等、対面によらない商談や商品販売等 1419.htm
を支援
補助率：２/３ 補助上限：５００千円

鳥取県

雇用支援

新規雇用

緊急雇用対策農林水産ささえあい事業
新型コロナウイルス感染拡大により休業などの影響を受けた従業員等を、農林水産業 鳥取県ＨＰ
https://www.pref.tottori.lg.jp/24
分野で臨時的に雇用する場合の経費を補助 補助率：２分の１（補助金の上限あり）
8188.htm

鳥取県

金融支援

鳥取県新型コロナウイルス感染症対応資金信用保証料負担軽減補助金
深刻化する中小企業等の資金繰りを支援するため、市町村と協調して新型コロナウイ
融資
ルス向けの制度融資を見直し、支援を拡充
利子補給
信用保証料補 ①融資実行枠を当初予算の８０億円から４００億円へ増額。②無利子期間の延長３年⇒
５年※無利子対象事業者の拡充（現行の「売上高１５％以上減少の企業」に加え、「売
助
上高５％以上減少の個人事業主」を追加）③据置期間の延長３年以内⇒５年以内④無
保証料期間の延長５年⇒１０年

鳥取県

経営支援

新規取組・経営 危機突破企業緊急応援事業【緊急応援補助金（経営危機克服型）】
改善等経費補 １ 県内中小企業が新型コロナウイルス感染症の影響による経営危機を克服するため
助
に行う、新分野進出などの新たな取組に５０万円（補助率３／４）を支援

鳥取県

経営支援

支援金

鳥取県HP
http://db.pref.tottori.jp/yosan/
R2HojyokinKoukai01.nsf/5a4e30
0c6b3c4a8c49257c8b000a1390
/5ff19bc61683507d4925856100
0a1aa5?OpenDocument

鳥取県ＨＰ
https://www.pref.tottori.lg.jp/29
1415.htm

新型コロナウイルス克服再スタート応援金
消費減退によって、経営上の影響を大きく受けた県内中小企業等や個人事業者に対
鳥取県ＨＰ
し、今後の事業継続の支援を目的に、家賃等の固定費など事業全般に広く使える「新型 https://www.pref.tottori.lg.jp/29
2068.htm
コロナウイルス克服再スタート応援金」を支給
一事業者あたり10万円（鳥取県内に複数店舗を経営する場合は20万円）
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

鳥取県

新型コロナウイルス感染拡大予防対策推進事業
感染拡大予防対策に取り組みながら事業を継続する店舗を応援
【対象者】
飲食店、宿泊施設、観光関係（旅行業、運輸業、お土産製造・販売など）、緊急事態宣
言が発動されたこと等に伴い売上が急減した接客を伴う営業店舗
鳥取県ＨＰ
【補助対象】
https://www.pref.tottori.lg.jp/29
感染予防対策に必要な経費（衛生用品の購入、仕切り用のアクリル板、透明ビ二ール 1965.htm
カーテン、非接触型体温計の購入、キャッシュレス決済導入費用、換気設備の設置・点
検等）
【補助額】
上限 20 万円（補助率９/１０）
※複数店舗を有する事業者の場合 店舗数にかかわらず 40 万円まで

鳥取県

企業内感染症防止対策補助金
県内中小企業等が取り組む感染予防、感染拡大防止等の取組みを支援
【緊急対応型】
オフィス内等での簡易的かつ緊急的な感染防止策（仕切り板・マスク・消毒等）にかかる 鳥取県ＨＰ
https://www.pref.tottori.lg.jp/29
経費の一部を支援(補助率 3/4、上限 20 万円)
1433.htm
【体制整備型】
感染防止対策(衛生環境改善・ネット通販・宅配ｼｽﾃﾑ）機器導入にかかる経費の一部を
支援(補助率 3/4、上限 200 万円)

鳥取県

鳥取市

経営支援

商品券等活用

鳥取市プレミアム付飲食券
新型コロナウイルスの影響で打撃を受けた市内の飲食業界を支援するため、４割引き
のプレミアム付き食事券を発行。
申込期間：令和２年５月１５日～９月３０日

鳥取市ＨＰ
https://www.city.tottori.lg.jp/w
ww/contents/1587721407686/i
ndex.html#a4

鳥取県

鳥取市

経営支援

減収補填

鳥取市中小企業者経営持続化給付金
3割以上～5割未満の売り上げ減の事業者に、30万円給付する独自の中小企業経営持
続化給付金を計画。

鳥取市ＨＰ
https://www.city.tottori.lg.jp/w
ww/contents/1589761181130/i
ndex.html

鳥取県

米子市

金融支援

利子補給

米子市新型コロナウイルス対策中小企業小口融資特別金融支援事業利子補助金
売上高が減少した事業者が、米子市中小企業小口融資資金の融資を受けた場合、売 米子市ＨＰ
https://www.city.yonago.lg.jp/2
上高が5%以上減少している場合は利子額の1/2を補助し、売上高が15%以上減少してい 9599.htm
る場合は利子全額を補助する。

鳥取県

米子市

経営支援

よなご飲食店応援割引券
米子市ＨＰ
割引等への補
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飲食業への事業継続支援のため、全世帯に https://www.city.yonago.lg.jp/2
助
9657.htm
5千円分（5枚綴り、割引率1/2、2.5千円は自己負担）の飲食割引券を配布する。

鳥取県

米子市

感染予防

飲食業等設備投資応援事業補助金
飲食業事業者等が、感染症防止につながる店舗改修費用及び事業継続を図るための 米子市ＨＰ
取組経費補助 業態変更に要した経費を助成する。①店舗の個室化、換気設備の設置等の設備改修 https://www.city.yonago.lg.jp/2
9556.htm
費や 業態変更に要する備品購入費
補助率：４分の３（上限７５万円）

鳥取県

米子市

経営支援

「食べて応援！米子のごちそうタク配」事業
宅配等への支
営業自粛に協力している米子市内の飲食店を対象とし、１千円を上限として市がタク
援
シーによる配送料を負担

鳥取県

智頭町

経営支援

鳥取県

八頭町

経営支援

支援金

米子市ＨＰ
https://www.city.yonago.lg.jp/2
9350.htm

新型コロナウイルス対策中小企業支援金
智頭町ＨＰ
新型ウイルスの影響で減少した町内の飲食店や企業、個人事業主を対象に10万円を給 http://cms.sanin.jp/p/chizu/inf
o/news/45/6/5/
付。

テイクアウト・デリバリー補助金
売上が落ち込む町内飲食店で、デリバリーやテイクアウトに取り組む店舗に対し、１店
舗１か月あたり30万円を上限に助成。
［１］ 飲食デリバリー
飲食の配達を行うために必要となる経費（人件費、運搬費等）
＠１，５００円/時間 補助率10/10
宅配等への支
［２］ 飲食テイクアウト
援
飲食のお持ち帰り対応を行うために必要となる経費（人件費等）
＠１，０００円/時間 補助率1/２
［３］ 実施等に必要となる経費（チラシ作成費、容器代等） 実費
補助率10/10 1月当たり1万円上限
補助期間 4月1日〜6月30日

八頭町HP
http://www.town.yazu.tottori.jp/
item/7308.htm#itemid7308

鳥取県

八頭町

経営支援

固定費補助

八頭町事業所等賃料補助金
売り上げの減少などの経営に大きな影響を受ける事業者の支援を目的に、事業所等に 八頭町ＨＰ
http://www.town.yazu.tottori.jp/
係る賃料の補助
item/7350.htm#itemid7350
令和２年４月及び５月分の賃料の８割以内
限度額 １月あたり１５万円（２月で３０万円）

鳥取県

琴浦町

経営支援

減収補填

琴浦町飲食店等事業継続交付金
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、前年同月と比較して売上げが２０％以上減少し 琴浦町ＨＰ
http://www.town.kotoura.tottori.
ている飲食業者及び宿泊業者に、事業の継続を下支えするための資金を給付 。１事業 jp/docs/2020042100054/
所１０万円

鳥取県

琴浦町

経営支援

テイクアウト&デリバリー応援事業
宅配等への支 町内飲食店が実施するテイクアウト及びデリバリーに係る商品価格の一部を助成するこ 琴浦町ＨＰ
http://www.town.kotoura.tottori.
援
とにより、町民への販売を促進し、町内飲食店の事業の継続を下支え。１店舗（２０万円 jp/docs/2020042700056/
上限）
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都道府県

市町村等

分類

鳥取県

琴浦町

経営支援

巣ごもり応援モデル事業
琴浦町民を対象とし、道の駅琴浦内の指定店舗で商品を購入し、県外で巣ごもり中の
家族、親戚、知人へ発送することに対し、1件ごとに１，０００円を町が負担

鳥取県

琴浦町

経営支援

プレミアム付ことうら食事券
商品券等活用 新型コロナウイルスの収束後、町内の飲食店で使用できる食事券を販売し、町民の消
費喚起を促すとともに、域内経済循環の促進を図る。

鳥取県

日南町

経営支援

減収補填
支援金

新型コロナ感染症対策事業者緊急支援応援金
条件：令和2年2月から5月までのうち任意の3か月間の収入が、昨年同月（平成31年2月 日南町ＨＰ
http://www.town.nichinan.lg.jp/
から令和元年5月のうち3か月間の収入）より15.0％から49.9％減少している事業者。
p/1/15/5/1/3/
応援金額： 30万円を上限とし、減少額と比較し低いほうの金額を応援金として交付

鳥取県

日野町

経営支援

減収補填

日野町版持続化給付金
国の持続化給付金の対象外で前年同月比の売り上げ減少率15～49％の事業者への
給付。最大50万円を支給。

鳥取県

岩美町

経営支援

支援金

鳥取県

湯梨浜町

経営支援

鳥取県

北栄町

経営支援

鳥取県

北栄町

経営支援

鳥取県

南部町

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

琴浦町ＨＰ
https://www.town.kotoura.totto
ri.jp/docs/2020051100038/
琴浦町ＨＰ
http://www.town.kotoura.tottori.
jp/docs/2020060200118/

日野町HP
https://www.town.hino.tottori.jp
/item/39121.htm

宿泊・飲食業等持続化支援事業
外出自粛等の影響を受けて売り上げが減少している宿泊、飲食、体験観光、その他の 岩美町ＨＰ
http://www.iwami.gr.jp/item/10
サービスを提供する事業者に対して、事業運営の持続が可能となるよう支援金を交付。 047.htm
支援金額 一事業者につき10万円

テイクアウト応援クーポンの発行
湯梨浜町ＨＰ
宅配等への支
中学生までの子どもがいる世帯で、登録店舗で1,000円以上のテイクアウト利用時に500 https://www.yurihama.jp/soshik
援
i/10/12861.html
円の割り引きとなるクーポン券を2枚配布

支援金

北栄町飲食店等応援補助金
鳥取県が実施する『がんばろう「食のみやこ鳥取県」緊急新事業』補助金の交付決定を 北栄町ＨＰ
http://www.e受けた飲食・宿泊業者、貸切バス事業者、レンタカー事業者（観光用バスに係る者に限 hokuei.net/7879.htm
る）を対象とし、１事業者につき２０万円（観光バス事業者にあっては３０万円）を給付

宅配等への支 テイクアウト・デリバリー等応援事業
援
飲食店が販売する持ち帰り商品に使える割引クーポン券を全世帯に配布。

支援金

頑張ろう飲食業応援緊急支援事業補助金
デリバリー、テイクアウト、雇用継続、感染予防対策などに取り組む飲食、宿泊（キャン
プ場及びバンガロー含む）、観光事業者を支援
対象経費の10/10 補助上限額： 10万円/1事業者

北栄町ＨＰ
http://www.ehokuei.net/7879.htm
南部町ＨＰ
https://www.town.nanbu.tottori.j
p/admin/kikakuseisakuka/p145
/

金融支援

融資
①新型コロナウイルス感染症対応資金（中小企業者等向け 予算額32億円）
利子補給
新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者等
信用保証料補 に対し、保証料不要、当初３年間無利子、既往債務の借換にも対応した融資制度の創
助
設。

島根県ＨＰ
https://www.pref.shimane.lg.jp/i
ndustry/syoko/sangyo/yuushi/
R2_new_coronavirus_keizaihendo
u2and3.html

島根県

金融支援

②新型コロナウイルス感染症対策資金（農業者、漁業者向け 予算額3,200万円）
新型コロナウイルス感染症の発生に起因する農林水産物の消費減少、販売価格の
下落等により、経営に影響を受けている農業者、漁業者に対する融資制度について、保
信用保証料補
証料を実質不要にする制度拡充を実施。
助
融資限度額：年間の販売額の減少額又は減少見込額（ただし、1,200万円まで)
返済期間：10年以内（うち、据置3年以内)
融資金利：年0.1%

島根県ＨＰ（農業者向）
https://www.pref.shimane.lg.jp/i
ndustry/norin/nougyo/sikin/R2
shingatakorona.html
島根県ＨＰ（漁業者向）
https://www.pref.shimane.lg.jp/i
ndustry/suisan/shinkou/suisan
gyousei/r2korona.html

島根県

感染予防

取組経費補助

③商業・サービス業感染症対応支援事業（予算額 ２億7,600万円）
新型コロナウイルス感染症の防止対策や事業継続のための取組を行う中小企業者等
を市町村とともに支援（負担割合：国2/5、県1/5、市町村1/5、事業者1/5）。

島根県ＨＰ
https://www.pref.shimane.lg.jp/i
ndustry/syoko/sangyo/shogyo_
shien/shogyo_service.html

PR支援

④しまね農林水産業みんなで応援事業（予算額 1,238万円）
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、飲食店や産直市が休業等を行った影響を
うけている農林漁業者を支援するため、スーパー等が行う県内農林水産品の取扱い拡
大の取組を支援（事業実施主体：県内スーパー、食料品店、直売所等１店舗20万円を
上限）。

島根県ＨＰ
https://www.pref.shimane.lg.jp/i
ndustry/norin/nougyo/nougyo_
shien/hojyojigyou/kentanhojyoji
gyou/ouennjigyou/index.html

松江市ＨＰ
http://www1.city.matsue.shiman
e.jp/jigyousha/sangyou/shouko
u/keieishienkyuhu.html

松江市ＨＰ
https://www.kankoumatsue.jp/travel/establishment
/76/641

島根県

島根県

経営支援

島根県

松江市

経営支援

支援金

松江市経営支援給付金
経営に深刻な影響を受けている松江市内の小規模事業者または飲食業を営む中小事
業者で、持続化給付金の受給決定者もしくは、令和2年1月～3月の間に創業した者で収
入が著しく減少した者に対し支援
1事業者あたり10万円

島根県

松江市

経営支援

支援金

松江市宿泊事業者等緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた宿泊事業者に対して、事業継続や経営
の安定化を支えるための支援金を給付
客室数に応じ１０万円から５０万円で３段階 民泊は１律１０万円

島根県

浜田市

経営支援

固定費補助

新型コロナウイルス感染症対策固定費補助金
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を支援するため、事業活
動のために賃借している家賃の一部を補助
【補助金額】1事業者あたり上限30万円 最大３ヶ月

浜田市ＨＰ
http://www.city.hamada.shiman
e.jp/www/contents/158988036
0537/index.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

浜田市新型コロナウイルス感染症対策資金融資信用保証料補助

島根県

浜田市

金融支援

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者の資金繰り等を支援するた 浜田市ＨＰ
信用保証料補 め、島根県中小企業制度融資「令和2年新型コロナウイルス感染症対策資金」を利用し http://www.city.hamada.shiman
e.jp/www/contents/158795660
助
た事業者へ、島根県信用保証協会の信用保証料の一部を補助
2037/index.html

島根県

島根県

浜田市

出雲市

感染予防

経営支援

信用保証料の全額、または分割で支払う場合にあっては初回分のみ
（ただし1事業者が同一会計年度中に受けられる補助金の上限は30万円）
新型コロナウイルス感染症対策観光事業者等支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する観光事業者等（宿泊施設、旅行
業者、バス・タクシー事業者）に対し、消毒・除菌対応等の安全対策にかかる経費の一
取組経費補助 部を補助
補助金額：最大１５万円
宿泊施設 ・・・１施設あたり
旅行業者、バス・タクシー事業者・・・１事業者あたり
補助率：５分の４

減収補填

浜田市ＨＰ
http://www.city.hamada.shiman
e.jp/www/contents/159004352
9041/index.html

出雲市中小企業等緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年１月～６月の間のいずれかの月 出雲市ＨＰ
（対象月）の売上が、前年同月と比較して５０％以上減少している中小企業者（法人）ま http://www.city.izumo.shimane.j
p/www/contents/15602419304
たは個人事業者を支援
92/index.html

支援額 法人（会社等）：２０万円

島根県

益田市

経営支援

減収補填

個人事業者：１０万円

益田市緊急経済応援給付金
新型コロナウイルスの影響で令和2年4月または5月の売上額が前年同月比30％以上減 益田市ＨＰ
https://www.city.masuda.lg.jp/si
少している中小企業、小規模事業者、農業法人等に給付金を給付
te/coronavirus/detail10万円～30万円（「常用する従業員数」及び「売上減少率」により算出）

島根県

大田市

岡山県

金融支援

金融支援

57092.html

太田市新型コロナウイルス感染症対策資金信用保証料補助金
大田市ＨＰ
新型コロナウイルスの影響を受け事業活動に影響を受けた中小企業者等が、島根県制 https://www.city.ohda.lg.jp/disa
信用保証料補
度融資「新型コロナウイルス感染症対策資金」もしくはセーフティネット４、５号の認定を ster_prevention/emergency/shi
助
ngatacoronavirus/shingatacoro
受けた、保証付き融資を受けた場合、信用保証料を補助
navirus-kyuufu/3060
補助率 １０／１０ 上限額３０万円
新型コロナウイルス感染症対応資金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の維持及び安定のために運転資金や設 岡山県HP
融資
https://www.pref.okayama.jp/pa
備資金を必要とする場合に利用できる資金を融資
利子補給
融資限度額３，０００万円 融資期間 １０年以内（うち据置期間５年以内） 融資利率３ ge/662332.html
年間ゼロ 無担保

感染予防
経営支援

企業活動継続支援事業補助金
県内の中小企業等が行う感染予防を図りながら働くことのできる職場環境の整備や、収
労働環境改善 束後の業績回復・躍進を担う人材の育成あるいは活動自粛のもとでも企業活動ができ
岡山県ＨＰ
新規取組・経営 る取組など、企業活動の維持・回復に向けた自発的な取組を支援
https://www.pref.okayama.jp/pa
改善等経費補 ①感染予防を図りながら働くことできる職場環境整
ge/650002.html
助
②新型コロナウイルス感染症収束後業績回復・躍進を担う人材育成
③活動自粛下でも企業活動ができる販路開拓
上限１００万円

岡山県

経営支援

生産性・おもてなし向上推進事業補助金
工場の生産縮小や旅館の営業縮小等により企業活動が縮小しているこの機を利用し、
施設のリノベーションや止めている機械の点検、作業指示書の見直しなど、生産性や魅
新規取組・経営 力向上を図り、来たるべき再起に向けた取組を支援
岡山県ＨＰ
https://www.pref.okayama.jp/pa
改善等経費補 ①設備導入型生産性向上支援事業 補助率 2/3以内 限度額800万円
ge/650002.html
助
②補修・メンテナンス型生産性向上支援事業
中小企業：1/2以内 小規模事業者：2/3以内 限度額200万円
③宿泊施設リノベーション支援事業 3/4以内 限度額1000万円
④生産性・おもてなし向上推進 支援事業 2/3以内 限度額100万円

岡山県

経営支援

支援金

経営支援

減収補填

岡山県

岡山県

岡山県

岡山市

倉敷市

経営支援
感染予防

岡山県事業継続特別支援金
国の持続化給付金の給付を受けている、多くの従業員を雇用している中堅・中小企業に 岡山県ＨＰ
https://www.pref.okayama.jp/pa
対し、従業員数に応じた支援金を給付
ge/668695.html
被保険者一人あたり２万円を支援 上限 １千万円

事業継続支援金
新型コロナウイルスの影響で令和２年２月〜６月までのいずれか１か月の売上高が、前
年同月比２０％以上減少した中小企業者又は小規模事業者を対象とし、中小企業者で
２０万円、小規模事業者（個人含む）で１０万円を限度として支援

岡山市ＨＰ
http://www.city.okayama.jp/keiz
ai/sangyou/sangyou_t00167.ht
ml

ふんばる事業者応援事業
新型コロナウイルス感染症の影響下において、市内事業者が自らの強みをいかして
事業活動を継続していくための新たな取組を支援。経営の安定化を図るために必要な
新規取組・経営
設備やサービス等の導入や改装にかかる経費、感染症予防対策にかかる新たな商品・ 倉敷市ＨＰ
改善等経費補
サービスの開発にかかる経費、ITの活用等で人の移動・接触を極力減らしつつ行う販路 https://www.city.kurashiki.okay
助
ama.jp/35204.htm
の開拓にかかる経費を補助。
取組経費補助
（対象者：新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年２月から６月のひと月の売上
が、前年同月比で20％以上減少している市内中小企業者、小規模事業者。補助上限
額：20万円。）
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都道府県
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分類２
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URL

岡山県

倉敷市

経営支援

減収補填

倉敷市事業継続支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月から６月までのいずれかの月の 倉敷市ＨＰ
売上高が、前年同月比で２０％以上減少している事業者を対象とし、中小企業者２０万 https://www.city.kurashiki.okay
ama.jp/35203.htm
円
小規模事業者１０万円を限度として支援

岡山県

赤磐市

経営支援

減収補填

がんばろう赤磐コロナ対策持続化支援金
新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ちた事業者を対象にした支援策
中小企業者（個人事業主含む） １事業者 20万円
中小企業者以外 １事業者 ２００万円

岡山県

真庭市

経営支援

真庭おもいやり事業
割引等への補
帰省を自粛する市出身者らに市特産品を送る際の購入費補助
助
（市が商品価格（税・送料込）の3割を支援 上限１万円）

赤磐市ＨＰ
http://www.city.akaiwa.lg.jp/jigy
ousya/shien/6889.html

真庭市ＨＰ
https://www.city.maniwa.lg.jp/si
te/covid-19-info/29192.html

減収補填

西粟倉村新型コロナウィルス感染症緊急対策応援金
新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ちた事業者を対象にした支援策
給付金額：法人５０万円、個人事業主２０万円
対象者：本年1月以降、いずれかの1か月間の売り上げが前年と比較して２０％以上減
少した事業者。業種は問わない。

西粟蔵村ＨＰ
http://www.vill.nishiawakura.oka
yama.jp/wp/news/%E6%96%B0%
E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%A
D%E3%83%8A%E5%AF%BE%E7%A
D%96%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E
9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6
/

休業等支援

支援金

広島県感染拡大防止協力支援金
緊急事態措置期間中（令和２年４月22日から５月６日まで）に休業等の要請に全面的に
協力をいただいた個人事業主を含む中小企業者等に対し，支援金を支給
雇用者のいる中小企業者（食事提供施設含む） 支給額３０万円
雇用者のいない事業主 （食事提供施設含む） 支給額２０万円
食事提供施設で営業時間を短縮した中小企業者及び事業主 支給額１０万円

広島県
HPhttps://www.pref.hiroshima.l
g.jp/site/2019-ncov/covid19support.html

広島県

金融支援

融資
利子補給
信用保証料補
助

中小企業向けの資金繰り対策として，国，広島県信用保証協会及び県内の金融機関と
連携した実質無利子・無担保の新たな制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」
広島県ＨＰ
を創設
https://www.pref.hiroshima.lg.jp
売上減少要件等に当てはまる場合融資限度額３０００万円（融資期間１０年（据置期間５ /soshiki/75/020228korona.html
年））、当初3年間は実質無利子、信用保証料不要
取扱期間：令和２年５月１日～令和３年１月３１日融資実行分

広島県

経営支援

PR支援

広島県産品販路拡大緊急対策事業
広島県ＨＰ
新型コロナウイルス感染症の影響により、消費が縮小して販売に苦慮している県産品 https://www.pref.hiroshima.lg.jp
/soshiki/83/ouencp.html
の消費拡大を図るため、ECサイトを活用したキャンペーンを実施。

休業等支援

支援金

広島県感染拡大防止協力支援金
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じ、施設の使用
停止に全面的に協力した呉市内を含む広島県内の中小企業者に対し、支援金を支給
（呉市内の中小企業者に支給する支給額のうち3分の１を呉市が、残りを県が負担）。

岡山県

西粟倉村

広島県

広島県

呉市

経営支援

広島県

呉市

感染予防

広島県

三原市

経営支援

広島県

広島県

三原市

庄原市

経営支援

感染予防

新型コロナウイルスに係る消毒事業補助金
感染者が訪問等をしたことにより，その事業所等を消毒する必要が生じた市内の中小 呉市ＨＰ
https://www.city.kure.lg.jp/sosh
取組経費補助
企業・小規模企業者に対し消毒事業に携わる事業者への委託費について、補助率１／ iki/40/shoudokuhojo.html
２、限度額５０万円を補助

支援金

事業継続支援給付金事業
感染症の拡大により売上減少等の影響を受けている市内に事業所等を有する法人また
は個人事業主に対し，店舗や事業所の継続を支援するため，一律で給付金を支給 給
付額 １事業者５万円

三原市ＨＰ
https://www.city.mihara.hiroshi
ma.jp/soshiki/24/105076.html#j
igyokeizoku

固定費補助

新型コロナウイルス感染症対策店舗賃借料補助金交付事業
休業や営業時間の短縮等の要請により売上減少等の影響を受けている市内の事業者
に対して，店舗賃借料の補助金を交付
店舗の賃借料（共益費その他の経費を含む。）の2分の1以内で月額5万円を限度とし，
令和2年4月分から9月分までの間のうち連続した3か月分（上限15万円）

三原市ＨＰ
https://www.city.mihara.hiroshi
ma.jp/soshiki/24/105076.html#j
igyokeizoku

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止補助金
感染拡大の予防対応等のため、事業者が自発的かつ新規に取り組む設備導入や事業
取組経費補助 継続のための取り組みに対して必要な経費を補助
補助対象経費の4分の3以内（限度額30万円）
補助対象事業期間：令和2年3月1日(日)～9月30日(水)

庄原市ＨＰ
http://www.city.shobara.hiroshi
ma.jp/main/industry/post_1292.
html

広島県

庄原市

経営支援

減収補填

広島県

神石高原町

経営支援

減収補填

中小企業者等事業継続応援給付金
令和2年1月から令和2年6月までのうち、いずれかひと月の売上が前年同月比で30%以
上50%未満下がっている事業者のうち国の持続化給付金の給付を受けていない(受ける
予定のない)こと等要件を満たす事業者
給付額 １事業者１０万円

庄原市ＨＰ
http://www.city.shobara.hiroshi
ma.jp/main/industry/post_1291.
html

緊急支援給付金
町内の小規模事業者で事業収入が 前年同月比 ３０％以上減少 している者に対して、
緊急的に支援 最大で法人（従業員20人以下） 50万円，個人事業者20万円の給付金
を支給

神石高原町ＨＰ
http://www.jinsekigun.jp/town/i
ntroduction/formation/seisaku/
project/shoukou/sien/kinkyu/
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都道府県

市町村等

分類

分類２

広島市

感染予防

広島県

江田島市

経営支援

支援金

広島県

安芸太田町

経営支援

減収補填
支援金

広島県

広島信用金
庫

経営支援

PR支援

山口県

休業等支援

支援金

山口県

金融支援

融資

経営支援

URL

新型コロナウイルス影響事業者緊急支援事業
５以上の影響事業者に対する支援の取り組みを行う事業者（法人、企業、組合など）、
民間団体（まちづくり協議会、NPO法人など）、個人を対象とし、感染拡大防止や苦境打 広島市ＨＰ
https://www.city.hiroshima.lg.jp
取組経費補助
破に取り組もうとする事業者を支援するプロジェクトに対して補助
/site/korona/155203.html
補助率 補助対象経費の５分の４以内
上限額 補助対象団体数に応じて５０～１０００万円の６段階

広島県

山口県

支援内容・水準

支援金

江田島市がんばる商工業等支援金
江田島市ＨＰ
事業者への借入金補助として、新型コロナの影響で売り上げが前年同期比５％以上
https://www.city.etajima.hiroshi
減った市商工会の会員事業者が対象。30万円を上限に借入額の２％を補助する。事業 ma.jp/cms/articles/show/7271
費は２千万円。
安芸太田町中小企業者等緊急支援助成金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者及び小規模企業者（個人事
業主含む）に対し、最近１ヶ月の売上高等が前年同月比50％以上減少かつその後２ヶ
月を含む３ヶ月間が同30％以上減少することが見込まれる者に対し、１者10万円。更に
雇用している被保険者１人あたり２万円を加算（上限40万円）。
広島県内の食品関連企業の商品を紹介するサイト「ひろしんSOSモール」を開き、４月２
１日までに学校給食の中止や飲食店の営業自粛の影響を受けた農業法人、飲食店な
どを掲載した。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
山口県からの休業要請に応じ休業した遊興施設、運動施設及び遊技施設を運営する事
業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給
１店舗（事業所） １５万円、２店舗（事業所）以上 ３０万円

安芸太田町ＨＰ
http://www.akiota.jp/kanko/kin
kyuushienjoseikin.html

広島信用金庫HP
https://sos.hiroshima.jp/
山口県ＨＰ
https://www.pref.yamaguchi.lg.j
p/cms/a10900/corona/202004
290001.html

【山口県】経営安定資金による金融支援（県中小企業制度融資）を実施（融資限度額：
8,000万円）

山口県HP
https://www.pref.yamaguchi.lg.j
p/cms/a16300/kinyuu/202002
210001.html#anchor05

【山口県】
○新型コロナウイルス対策営業持続化等支援金
・山口県内の食事提供施設の営業維持への支援金を交付
【対象者】・山口県内の食事提供施設を営業する事業者であること
・山口県内に住所(法人にあっては、本店の所在地)を有する者であること
・県から休業要請した施設を営業する事業者ではないこと
【支援額】１事業者当たり１０万円（定額）

山口県HP
https://www.pref.yamaguchi.lg.j
p/cms/a16100/kannsennsyou/
202005001.html#1

山口県

経営支援

【山口県】
○新型コロナウイルス対策営業持続化等補助金
新規取組・経営
・前年同月に比べ売上の減少した山口県内の事業者が、業務の効率化や新事業展開
改善等経費補
などを通じて、営業の維持発展を図る取組を支援するための補助金を交付
助
【小規模事業者】１事業者当たり上限30万円(補助率10/10)
【中小企業】１事業者当たり上限300万円(補助率3/4)

山口県

感染予防

労働環境改善

【山口県】
○宿泊施設テレワーク利用補助金
【対象者】 中小企業
【補助金額】１事業者当たり上限10万円(補助率2/3）

山口市

経営支援
感染予防

支援金
固定費補助
宅配等への支
援

【山口市】市内の飲食店・宿泊事業者を対象とした緊急経済対策を実施。（緊急経済対
策第１弾、第２弾）
（４～６月の売上げが前年同期比２割以上減少の飲食店に対し固定費補助として最大 山口市ＨＰ
https://www.city.yamaguchi.lg.jp
30万円。宿泊事業者へは、消毒剤や従業員用マスク購入など安全対策を強化した施設 /soshiki/200/81861.html
に一律30万円を支給。その他、テイクアウトや宅配等の環境整備に要した経費の補
助。）

山口市

経営支援
感染予防
雇用支援

固定費補助 【山口市】山口市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（第3弾）
商品券等活用 (1)小売業・飲食サービス業等の事業者への事業継続緊急支援【拡充】
PR支援
(2)宿泊事業者・福祉施設の安全対策強化への支援【拡充】
取組経費補助 (3)エール！やまぐち（市内小売店・飲食店等応援事業）
国補助金申請 (4)雇用調整助成金の申請支援
支援
(5)中小企業や個人事業主に対する総合相談窓口の設置

山口県

山口県

山口市飲食サービス事業者家賃支援補助金
不動産賃貸借契約またはテナント契約等により市内に所在する店舗を賃借し、飲食
サービス業を営んでいる事業者で、本年1月から5月のいずれかの月で売上高等が前年
同月比で20％以上減少している事業者
1か月あたり10万円を上限とし、3か月分の金額を一括補助（1店舗あたり最大30万円）
ただし、3カ月の家賃の合計が20万円以下の場合は20万円
山口市小売・生活関連事業者等支援給付金
本年1月から5月のいずれかの月で売上高等が前年同月比で20％以上減少している者
小売業や飲食サービス業、生活関連サービス業、観光・スポーツ・イベントに関連する
事業者に対して、緊急的な事業継続支援として、1事業者あたり一律20万円を給付

山口県HP
https://www.pref.yamaguchi.lg.j
p/cms/a16100/kannsennsyou/
202005001.html#2

山口県HP
https://www.pref.yamaguchi.lg.j
p/cms/a15900/hatarakikata/te
reworkriyou.html

山口市ＨＰ
https://www.city.yamaguchi.lg.jp
/soshiki/200/82373.html

山口市ＨＰ
https://www.city.yamaguchi.lg.jp
/soshiki/63/83187.html

山口県

山口市

経営支援

固定費補助

山口県

山口市

経営支援

減収補填

山口県

山口市

感染予防
経営支援

支援金

山口市宿泊事業者特別支援金事業
山口市ＨＰ
新型コロナウイルス感染拡大防止及び宿泊事業の継続に取り組む事業者に対し1施設 https://www.city.yamaguchi.lg.jp
/soshiki/21/82531.html
あたり一律30万円を支援

支援金

下関市経営支援給付金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経営に深刻な影響を被っている下関市
内で飲食店、喫茶店及び宿泊施設を経営している法人、個人又は事業主
飲食店・喫茶店 １事業者 １０万円
旅館・ホテル １事業者 ５０万円

山口県

下関市

経営支援

山口市ＨＰ
https://www.city.yamaguchi.lg.jp
/soshiki/63/83386.html

下関市ＨＰ
http://www.city.shimonoseki.lg.j
p/www/contents/15882063195
52/index.html
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都道府県

市町村等

分類

山口県

下関市

経営支援

山口県

下関市

雇用支援

山口県

和木町

経営支援

分類２

支援内容・水準

下関市商店街等競争力強化事業費補助金
新規取組・経営 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けていると認められ、新たな業態へ転換す
改善等経費補 る事業に関する経費
助
（令和2年2月27日に遡及して適用）
助成対象経費の3分の2以内で、上限20万円
下関市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされながらも、従業員の雇用維
支援金
持に努める市内事業者を支援するため、国の「雇用調整助成金」の支給決定を受けた
※国事業上乗せ
事業者に、助成

減収補填
支援金

URL
下関市ＨＰ
http://www.city.shimonoseki.lg.j
p/www/contents/15870983618
55/index.html
下関市ＨＰ
http://www.city.shimonoseki.lg.j
p/www/contents/15889303406
29/index.html

和木町飲食店業経営支援補助金
町内に住所を有する主たる業種が飲食店業者で、令和２年４月１日現在で、和木商工 和木町ＨＰ
会に加入し、新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近１か月間の売上 http://www.town.waki.lg.jp/life/
高又はその翌月の売上高の見込みが前年同月と比較し て４０％以上減少した者 一事 detail.html?navi=1&lif_id=5176
業者につき１０万円（１回限り）
和木町商工業者経営応援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、和木町内に店舗を持ち、事業を営む商工業
者のうち、前年同月比で売上高が３０％以上減少した月等がある方１事業者につき１０
万円を給付

和木町ＨＰ
http://www.town.waki.lg.jp/life/
detail.html?lif_id=5215

小売・飲食店等持続化支援金
４月の売上が前年比20％以上減少した、生活密着型事業所に対する支援金
（15万円／１店舗、30万円／２店舗以上）

宇部市HP
https://www.city.ube.yamaguchi
.jp/machizukuri/sangyou/shoug
you/jizokusien.html

山口県

和木町

経営支援

減収補填

山口県

宇部市

経営支援

減収補填
支援金

山口県

宇部市

金融支援

山口県

防府市

経営支援

山口県

防府市

金融支援

防府市中小企業振興資金制度融資
防府市ＨＰ
融資
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、セーフティネット保証4 https://www.city.hofu.yamaguch
信用保証料補
号・5号、または、危機関連保証の対象となる事業者が、「一般資金」を利用される場合 i.jp/soshiki/24/shinkoushikin助
toppage2.html
には、保証料を全額市が負担

融資
宇部市事業資金融資
信用保証料補
利率1.7％ 保証料は市が全額補給（上限1,500万円）
助

支援金

防府市事業継続緊急支援給付金
新型コロナウイルス感染拡大により、大きな影響を受けている「飲食業」「観光関連業」
「理美容業」等を営む事業者に対し、事業継続を支えるための給付金を支給
１事業者 ２０万円

宇部市ＨＰ
https://www.city.ube.yamaguchi
.jp/machizukuri/sangyou/shoug
you/yuushiseido.html

防府市ＨＰ
https://www.city.hofu.yamaguch
i.jp/site/coronavirus/jigyoukeiz
okukyufu.html

山口県

岩国市

生活支援

支援金

【岩国市】「いわくに特別応援協力金」
・ 独自の支援策として市民全員を対象に現金２万円を支給。
・ 対象となるのは、２７日の時点で住民基本台帳に登録されている１３万２０００人余
り。
岩国市ＨＰ
・ 国と市からの給付金合わせて１２万円を一括して受け取れるように申請の準備を進 https://www.city.iwakuni.lg.jp/si
te/covid19/45221.html
める。
・ 大きな打撃を受けている飲食業や宿泊業などの中小企業に対しては、上限を２０万
円の給付を行う。
・ 本年度一般会計補正予算案に計上し５月１３日に開会予定の市議会臨時会に提案。

山口県

岩国市

経営支援

支援金

いわくに経営応援助成金
売上げが急減するなど極めて大きな影響を受けている市内の飲食事業者・宿泊事業者 岩国市ＨＰ
https://www.city.iwakuni.lg.jp/si
及び山口県の休業要請に応じたカラオケボックス等の遊興施設やスポーツクラブ等の te/sougousien/45398.html
運動施設などの事業者に対し、1事業者あたり10万円を助成

山口県

岩国市

金融支援

新型コロナウイルス対策融資保証料補給補助金
信用保証料補 山口県中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」（以下の融資制度） を 岩国市ＨＰ
https://www.city.iwakuni.lg.jp/si
助
利用する中小・小規模事業者のうち、信用保証料の負担が生じる事業主に対し保証料 te/sougousien/45739.html
補給補助金を交付

岩国市雇用安定補助金
事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、一時的な休業により労働者の雇用の 岩国市ＨＰ
https://www.city.iwakuni.lg.jp/si
維持を図ろうとする中小企業者を対象に、補助金を交付
te/sougousien/45804.html
休業手当の総額から雇用調整助成金等の支給決定額を控除した額
上限額 1人1日あたり2,000円

山口県

岩国市

雇用支援

支援金

山口県

周南市

経営支援

テイクアウト促進事業新規参入事業者支援補助金
宅配等への支 申請日までに１年以上の事業実績がある法人・団体・個人事業主飲食店がテイクアウト 周南市ＨＰ
http://www.city.shunan.lg.jp/sit
援
営業促進と利用者の利便性向上を図る新たな事業に対し補助金を交付
e/covid19/51979.html
最大 ５０万円 （新規参入時 最大２０万円 ６か月の事業継続後 最大３０万円）

山口県

周南市

経営支援

テイクアウト等営業支援金
宅配等への支
令和２年３月１日以降、テイクアウト・デリバリー事業を開始された飲食店事業者に対し
援
支援金 １事業者 １０万円
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

山口県

周南市

休業等支援

支援金

店舗営業休業支援金
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、小規模企業者・個人事業主が周南市内に
ある店舗での通常営業日の店舗営業を6日以上全日全館休業したことに対する支援金
１事業者 ２０万円

山口県

周南市

金融支援

利子補給

山口県

周南市

山口県

下松市

経営支援

支援金

下松市営業持続化支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている市内の飲食店、喫茶店等の事業
主に対し、営業継続の支援を目的に支援金を交付
1事業者あたり10万円

下松市ＨＰ
https://www.city.kudamatsu.lg.j
p/sangyou/jizokukasien.html

山口県

柳井市

経営支援

支援金

飲食店等経営安定支援金
新型コロナウイルス感染症による外出自粛等により、大きな影響を受けている飲食店等
に、支援金を交付 １店舗につき３０万円

柳井市ＨＰ
https://www.cityyanai.jp/site/covid19/shincorona-kigyoshien.html

山口県

柳井市

経営支援

支援金

柳井市事業継続支援金
本年売上減少（見込み）分が国の「持続化給付金」の給付額を上回っている事業者
１事業者につき上限１０万円

柳井市ＨＰ
https://www.cityyanai.jp/site/covid19/shincorona-kigyoshien.html

山口県

柳井市

経営支援

柳井市ＨＰ
テイクアウト推進事業
宅配等への支
https://www.city柳井料飲組合が実施する、市内事業者のテイクアウト商品に係る広告宣伝事業に対し yanai.jp/site/covid援
補助 予算額１６０万円
19/shincorona-kigyoshien.html

山口県

柳井市

経営支援

柳井市ＨＰ
異業種連携支援事業
宅配等への支
https://www.city柳井地区タクシー協会が実施する、テイクアウトでの飲食物を市民向けに配送するタク yanai.jp/site/covid援
シー事業者に対し、運賃の2分の1を1,000円を上限として補助
19/shincorona-kigyoshien.html

山口県

田布施町

経営支援

山口県

田布施町

経営支援

田布施町ＨＰ
飲食店等応援チケット発行支援事業
https://www.town.tabuse.lg.jp/w
商品券等活用 町内飲食店で使えるプレミアム付商品券と、小売店等で使えるプレミアム付お買い物券 ww/contents/1589347622983/i
（4,000円に1,000円上乗せ）を発行
ndex.html

山口県

阿武町

金融支援

○新型コロナウイルス感染症対応緊急資金の融資保証及び利子補給
利子補給
最近１ヶ月の売上高が前年同月比5％以上減少しているとともに、その後２ヶ月を含む
信用保証料補
3ヶ月間の売上高が前年同期比５％以上減少することが見込まれる中小企業者、小規
助
模事業者等に対し、金融機関を通じた低利融資の保証料と３年間の利子に対し補助

周南市小規模・中小企業経営改善資金支払利息補助金
周南市ＨＰ
「小規模・中小企業経営改善資金」を、据置期間を設けて利用した事業者を対象に、据 http://www.city.shunan.lg.jp/sit
e/covid19/52660.html
置期間にかかる支払利息を市が補助

事業継続支援金
周南市ＨＰ
新型コロナウイルス感染症防止策を講じながら事業継続に取り組む、小規模企業者・個 http://www.city.shunan.lg.jp/sit
e/covid19/53937.html
人事業主に対する支援 １事業者 ２０万円

減収補填

山口県

阿武町

経営支援

減収補填
支援金

山口県

阿武町

経営支援

減収補填
支援金

山口県

阿武町

感染予防

山口県

JA山口県

経営支援

田布施町小売り・飲食店・サービス業等経営支援給付金
令和2年2月から5月までのいずれかの月で町内に所在する店舗等の売上高が前年同
月比で20％以上減少している事業者に、1業者あたり一律20万円を交付

田布施町ＨＰ
https://www.town.tabuse.lg.jp/w
ww/contents/1589347300695/i
ndex.html

阿武町ＨＰ
http://www.town.abu.lg.jp/6198
/

○事業継続緊急支援給付金
対象者：前年売上高が50万円以上の事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響によ 阿武町ＨＰ
り売上が前年同月比で30％以上減少している者、又は国の緊急事態宣言を受け休業に http://www.town.abu.lg.jp/6596
/
協力された者（緊急事態宣言の期間の半分以上
給付額：法人は20万円、個人事業者は10万円（定額）

○がんばる事業所応援補助金
対象者：町内で飲食業を営んでいる個人及び法人で最近１ヶ月の売上高が前年同月比 阿武町ＨＰ
http://www.town.abu.lg.jp/6596
で20％以上減少している者
/
補助率１０／１０ 上限額：１事業者あたり10万円

○新型コロナウイルス感染症対策備品等購入費補助金
対象者：町内の事業者
阿武町ＨＰ
取組経費補助 補助対象経費：１件１万円以上の新型コロナウイルス感染症対策備品及び設備に要す http://www.town.abu.lg.jp/6596
/
る経費
上限額：30万円

PR支援

県産農畜産物の販売・消費促進を目指す取り組みとして、 「たべる！のむ！かざる！産 ＪＡ山口県HP
https://www.ja-ymg.or.jp/2020地応援プロジェクト」を実施中。
03-31/

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

「学校給食食材」供給体制支援事業
公立小中学校等に納入する業者を対象に、食材の無償提供やインターネット販売など
による収入の差額分や運送費等を補助。この他、発注済みのパンなどの加工賃、牛乳
の処理費、デリバリー給食の委託料を各50％を数量分助成
事業者が学校給食用食材を有効活用するための経費
(学校設置者が4月分として、4月8日までに事業者に対して発注した食材を対象)

給食利用
経営支援

徳島県

〇食材を子ども食堂やユニバーサルカフェ等に無償で提供する場合の当該食材の販
キャンセル等費
売予定価格及び子ども食堂等への運送経費
用補助
新規取組・経営
〇食材を地域やネット等で販売する場合
改善等経費補
助
当該食材の販売予定価格と販売収入との差額相当額及び販売経費

徳島県ＨＰ
https://www.pref.tokushima.lg.jp
/ippannokata/kyoiku/gakkokyoi
ku/5036539

事業者が学校給食供給体制を維持するための経費
〇4月13日から5月1日までの学校給食用に発注済の学校給食用パン・米飯
加工賃の50％×対象数量、学校給食用牛乳に対して処理配送費の50％×対象数量及
び、デリバリー給食に対して1食あたりの委託料の50％×対象数量
○5月以降に使用するために、学校設置者が事業者に保管を依頼した食材の保管料
新型コロナ対策農林漁業者緊急支援事業
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた農林漁業者に対し、貸付金利を
２％まで徳島県が利子補給、保証料は免除（貸付限度額：個人500万円、法人2，000万
円）
また、特に経営状況の厳しい農林漁業者に、経営の維持安定のための資金（融資額の
10％（上限 個人50万円 法人100万円））を給付

徳島県

金融支援
経営支援

利子補給
信用保証料補
助
支援金

徳島県

金融支援
経営支援

経済変動対策資金
利子補給
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける中小・小規模事業者に対し、融資 徳島県ＨＰ
信用保証料補
https://www.pref.tokushima.lg.jp
利率を0.1％減、保証料率を最大0.1%減、据置期間を１年から２年に延長
/jigyoshanokata/sangyo/shokog
助
また、営業休止などの事業者に向けた「一時金制度」を創設し、（県の「セイフティーネッ yo/5015570/
支援金
ト資金」融資額の10％（上限100万円））を給付

徳島県

金融支援

利子補給
新型コロナウイルス感染症対応資金
信用保証料補 経営が悪化した中小・小規模事業者の資金繰り支援のため、国の緊急対策と連動し金
助
融機関から借り入れを3年間無利子、保証料を無料とする

徳島県

雇用支援

徳島県

給食利用

徳島県

徳島市

経営支援

支援金
※国事業上乗せ

減収補填

徳島県

美馬市

経営支援

徳島県

美馬市

経営支援

支援金

徳島県

鳴門市

徳島県

つるぎ町

経営支援

徳島県

つるぎ町

経営支援

徳島県HP
https://www.pref.tokushima.lg.jp
/jigyoshanokata/sangyo/shokog
yo/5015570/
徳島県HP
https://www.pref.tokushima.lg.jp
/jigyoshanokata/sangyo/rodoka
nkei/5036633/

徳島県HP
和牛肉等学校給食提供推進事業
食材提供経費
https://www.pref.tokushima.lg.jp
県内における「和牛肉」等の需要喚起を図るため、「学校給食」を活用した支援策を実施 /ippannokata/sangyo/nogyo/50
補助
するとともに「食育」を推進
36908/

支援金
固定費補助

経営支援
感染予防

徳島県新型コロナ対応雇用継続助成金
中小・小規模事業者の雇用継続を支援するため、事業者が負担する従業員への休業
手当に対し、国の雇用調整助成金に上乗せして助成

徳島県ＨＰ
https://www.pref.tokushima.lg.jp
/jigyoshanokata/sangyo/nogyo
/5035774/

企業とちから阿波（あわ）せる支援金（徳島市事業者緊急支援金）
休業や客足の減少で収益が悪化した中小企業に１０万円を支給。
要件：申請日の前月以降の３か月間で売り上げが前年同月比２０％以上減り、国のセー
フティネット保証４号に認定されて金融機関の融資を受けた企業
美馬市営業持続化給付金
市内に本店や営業所を有する小規模業者や個人事業主で、貸し切りバスやタクシーな
どの運輸業者と飲食、宿泊の各事業者を対象として給付
飲食業 一律１０万円
（テナントや借家で営業している場合には店舗賃貸料を月５万円を上限に３か月分まで
支給）
貸切バス事業、タクシー事業、自動車運転代行業 貸し切りバス １台あたり１０万円
その他の車両 １台あたり３万円
宿泊業 客室数を６段階とし、客室数に応じ１０万円～６０万円
美馬市企業応援給付金
令和２年３月２日以降で新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット４号
認定を受け、かつ、徳島県セーフティネット資金で融資を受けている市内の事業者に、
事業継続を支援するための給付金を支給

給付金額 セーフティネット融資を受けた金額の10％（上限30万円）
新型コロナウイルス感染症対応緊急支援補助金
①中小企業等(小規模企業者含む)が事業継続のために行う新規事業等に要する費用
宅配等への支 が補助の対象となり、インターネット販売やテークアウト等の導入や強化による取組をし
援
た費用に補助 対象経費については全額補助 10万円が上限
支援金
②小規模企業者が実施する、新型コロナウイルス感染症の防止対策の費用が補助の
対象、感染防止対策用のマスクや消毒液購入等の対策経費に2万円以上かけた場合
は、一律2万円補助
つるぎ町なりわい応援給付金（商工業）
新型コロナウイルス感染症拡大により令和2年1月～5月のいずれかの月の売上が、前
減収補填
年同月比、20%以上減少している事業者に、収束後も事業が継続できるよう給付金を支
給 給付額 １０万円
つるぎ町なりわい応援給付金（農業）
支援金
町内の産直市へ、指定の期間に納品の実績があり、感染拡大防止の自粛要請のため
出荷ができなかった農業者に給付金を支給 給付額 １万円

徳島市ＨＰ
https://www.city.tokushima.tok
ushima.jp/smph/shisei/keizai/ji
gyosha/tyusyokigyo/250100a20
20050916215.html

美馬市ＨＰ
http://www.city.mima.lg.jp/bous
ai/oa-15/oa-15-05/oaimage/mimashi_eigyoukyuuhu.pd
f

美馬市ＨＰ
http://www.city.mima.lg.jp/gyou
sei/shiseizenpan/kouhyoup/2020-0501-1329-278.html

鳴門市ＨＰ
https://www.city.naruto.tokushi
ma.jp/kurashi/iryo/kenko/kans
ensho/coronavirus/shienseido/
hojokin.html

つるぎ町ＨＰ
https://www.town.tokushimatsurugi.lg.jp/docs/1363693.html
つるぎ町ＨＰ
https://www.town.tokushimatsurugi.lg.jp/docs/1363693.html
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

徳島県

吉野川市

経営支援

支援金

徳島県

阿南市

経営支援

減収補填

支援内容・水準
吉野川市事業者応援給付金
特に経営に大きな影響を受けている市内の飲食、宿泊、運輸の各事業者に対し、それ
ぞれ市独自の給付金を設けて支援
飲食業者には店舗当たり一律10万円、宿泊業者には宿泊定員に応じて10万～50万円、
運輸業 貸し切りバス １台あたり１０万円（上限５０万円） その他の車両 １台あたり５
万円（上限２５万円）
阿南市新型コロナウイルス対策・中小企業者支援金
新型コロナウイルスの影響を受けて、令和２年３月から５月までの売上高の合計が、昨
年の３月から５月までの売上高の合計と比べて２０万円以上減少した市内の中小企業
者に支援金を給付
阿南市の区域内に本社を有する会社、若しくは阿南市の区域内に住所又は事業所を有
する個人（農業者除く） １事業者あたり、２０万円

URL

吉野川市ＨＰ
https://www.city.yoshinogawa.lg
.jp/docs/2020051900027/

阿南市ＨＰ
https://www.city.anan.tokushim
a.jp/docs/2020051900041/

香川県感染拡大防止協力金

香川県

休業等支援

支援金

令和2年4月25日から令和2年5月6日までの間、香川県における緊急事態措置等による
休業要請等に全面的に協力いただいた中小企業者等に対し、協力金を支給
・休業要請（協力依頼）にご協力いただいた中小企業者及び個人事業主 １事業者あた
り ２０万円
・営業時間の短縮要請にご協力いただいた食事提供施設の中小企業者及び個人事業
主
１事業者あたり１０万円
・観光客の多いうどん店の休業の協力依頼にご協力いただいた中小企業者及び個人事
業者 １事業者あたり１０万円

香川県ＨＰ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/c
ontent/dir6/dir6_2/dir6_2_1/w7
d7f3200422163947.shtml

香川県

感染予防

香川県テレワーク導入促進助成金
厚生労働省所管の「働き方改革推進支援助成金新型コロナウイルス感染症対策のため
労働環境改善 のテレワークコース」（以下「国助成金」）の支給決定を受けた、県内に事業所を有する
中小企業事業主に対しテレワークに使用するパソコン等の購入に関する経費の一部を
助成 助成率：1／2 （1事業主当たりの上限額100万円）

香川県

金融支援

香川県新型コロナウイルス感染症対応資金
利子補給
県内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症による影響で売上高等が減少した事
信用保証料補
業者で、セーフティネット保障４号、５号、危機関連保障のいずれかの認定を受けた中小
助
企業者に対し、3年間無利子、保証料ゼロとする。

香川県ＨＰ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/c
ontent/dir6/dir6_2/dir6_2_6/w8f
psc200430154233.shtml

金融支援

危機関連融資
利子補給
県内に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症による影響で売上高等が減少した事
信用保証料補 業者で、所在地を管轄する市役所・町役場の商工担当課において、危機関連保証の認
助
定を受けた中小企業者について、利率を従来の1.30％以内から1.00％以内に引下げる
とともに、信用保証料を県が全額負担

香川県ＨＰ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/c
ontent/dir6/dir6_2/dir6_2_6/w8f
psc200430154233.shtml

金融支援

融資

経済変動対策融資
最近1か月の売上高が直近3か年のいずれかの同期の売上高に比べて5％以上減少し
事業活動に支障が生じている中小企業者に対し、県制度融資の「経済変動対策融資」
の融資対象者を拡大
融資金額 8,000万円以内 融資期間 10年以内

香川県ＨＰ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/c
ontent/dir6/dir6_2/dir6_2_6/w4f
ygg200309103622.shtml

香川県

香川県

香川県

東かがわ市

経営支援

減収補填

香川県

高松市

経営支援

支援金

香川県

香川県

高松市

高松市

経営支援

金融支援

固定費補助

融資
利子補給
信用保証料補
助

香川県ＨＰ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/c
ontent/dir6/dir6_1/dir6_1_1/ww
b9i8200501135004.shtml

東かがわ市小規模事業者等支援臨時給付金支給事業
東かがわ市ＨＰ
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で30％以上減少している https://www.higashikagawa.jp/it
winfo/i11369/
事業者に一律20万円
宿泊業支援へ応援金
・ホテル・旅館 30万円
・ゲストハウス等の簡易宿泊所 10万円

高松市ＨＰ
https://www.city.takamatsu.kag
awa.jp/kanko/kankou20200514.
html

高松市テナント賃料給付金
令和２年２月から同年６月までのいずれかの月の売上が、前年同月と比較して30パー
セント以上減少している中小企業等を対象に、入居するテナントの賃料に対する給付金
を支給
支給額 テナントの月額賃料から1,000円未満の端数を切り捨てた額（1事業者につき10
万円を上限）

高松市ＨＰ
https://www.city.takamatsu.kag
awa.jp/jigyosha/shien_josei/syo
uko202005151000.html

緊急経営安定対策特別融資
感染症法における「指定感染症」又は市長が特に対応が必要と認めた疾病等による影
響により、最近1か月の売上高が、直近3か年のいずれかの同期に比べ5％以上減少し 高松市ＨＰ
https://www.city.takamatsu.kag
ている中小企業者を対象として追加
awa.jp/jigyosha/chushou/yushi
融資金額
融資期間

500万円以内 融資利率（年率) 1.8％（６年間に限り利子補給1.8%）
72ヶ月以内
保証料補給 全額

/keieianteiyushi.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

坂出市新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
県内施設を対象とした令和２年４月２５日から５月６日の間における休業要請や営業時
間短縮要請に，全面的に協力し香川県感染防止協力金の交付決定を受けた中小企業
および個人事業主に対し，独自に協力金を支給

香川県

坂出市

休業等支援

支援金

協力要請等に応じた中小企業及び個人事業主 １事業者当たり１０万円
営業時間の短縮要請に応じた食事提供施設の中小企業及び個人事業主 １事業者当
たり５万円
休業の協力依頼に応じた中小企業および個人事業主（うどん店） １事業者当たり５万
円

坂出市ＨＰ
https://www.city.sakaide.lg.jp/s
oshiki/kigyou/covid19kyouryoku.html

「香川県感染拡大防止協力金」の支給を受けていないが、坂出市が定める期間（令和２
年５月１日～５月６日に、県が発令する休業等の要請（協力依頼）に応じた事業者
協力要請等に応じた中小企業及び個人事業主 １事業者当たり１０万円
営業時間の短縮要請に応じた食事提供施設の中小企業及び個人事業主 １事業者当
たり５万円

香川県

坂出市

経営支援

固定費補助

坂出市テナント賃料給付金
売上が大きく減少し，国の持続化給付金の給付決定を受けた，事業用として建物を賃借
して事業を営む中堅企業，中小企業その他の法人等および個人事業者に対し，独自に 坂出市ＨＰ
https://www.city.sakaide.lg.jp/s
「坂出市テナント賃料給付金」を支給
oshiki/kigyou/covid19市内に事業用として借り受けた建物に係る申請月の月額賃料相当額 （1,000円未満の
端数を切り捨てた額） １給付者当たり１０万円を上限

tenant.html

香川県

観音寺市

休業等支援

支援金

観音寺市感染拡大防止協力金
県からの休業要請に協力した事業者に対して、県の協力金に20万円、営業時間短縮要 観音寺市ＨＰ
https://www.city.kanonji.kagawa
請に協力した飲食店などの事業者に10万円を上乗せ。
県が要請する5月2～6日の5日間の休業協力依頼に応じたうどん店にも10万円を上乗 .jp/site/kigyo/24200.html
せ。

香川県

観音寺市

経営支援

支援金

観音寺市セーフティネット保証制度利用者給付金
令和２年２月１日から令和２年８月31日までの期間に、セーフティネット保証４号・５号ま 観音寺市ＨＰ
https://www.city.kanonji.kagawa
たは危機関連保証のセーフティネット保証制度等認定を利用して、100万円以上の事業 .jp/site/kigyo/23973.html
資金を借り受けた者 １事業者 20万円
三豊市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
「香川県感染拡大防止協力金」の認定を受けた事業者に対し協力金を上乗せして交付

香川県

三豊市

休業等支援

支援金

「香川県感染拡大防止協力金」の対象とならない業種のうち、観光に関わる業種(飲食
店、旅館、民泊、バス・タクシー業者)について独自に協力金を交付

三豊市ＨＰ
https://www.city.mitoyo.lg.jp/ka
kuka/soumu/covid19/5586.html

１事業者 20万円
三豊市事業者等応援給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企業者、小規模企業者、
個人事業主等（農林漁業者を含む）の事業継続を支援するため、三豊市内で事業を営
む事業者を対象に給付金を給付【給付上限額】
＜法人＞
香川県

三豊市

経営支援

支援金
従業者数が20人以上
従業者数が10人以上20人未満
従業者数が10人未満
＜個人事業主＞
上限20万円

三豊市ＨＰ
https://www.city.mitoyo.lg.jp/ka
kuka/soumu/covid19/5765.html

上限50万円
上限40万円
上限30万円

丸亀市新型コロナウイルス関連融資 事業者応援給付金

香川県

丸亀市

経営支援

支援金

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、次に掲げる融資を受けた者
ア セーフティネット保証（4号又は5号）又は危機関連保証付き融資
イ 日本政策金融公庫が行う次に掲げる融資
（ア） 新型コロナウイルス感染症特別貸付
（イ） 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
（ウ） 新型コロナウイルス対策衛経融資
丸亀市ＨＰ
https://www.city.marugame.lg.jp
（エ） 衛生環境激変対策特別貸付
/itwinfo/i36213/
（オ） 小規模事業者経営改善資金融資（通称マル経）
（カ） セーフティネット貸付
ウ 商工組合中央金庫又は日本政策投資銀行が行う危機対応融資
エ （独）中小企業基盤整備機構が小規模企業共済制度の契約者に対して行う特例
緊急経営安定貸付
オ その他市長が適当と認める融資であって金融機関が行うもの
給付額 融資実行額の10％の額に相当する額 年度内上限30万円（1,000円未満切捨）
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都道府県

香川県

市町村等

丸亀市

分類

休業等支援

分類２

支援金

支援内容・水準

URL

丸亀市感染拡大防止協力金
香川県の休業要請、休業協力依頼又は営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業
者に対して、県が支給する香川県感染拡大防止協力金に加え、協力金を交付
丸亀市ＨＰ
https://www.city.marugame.lg.jp
県協力金の支給決定額の2分の1に相当する額
/itwinfo/i36216/
休業対象業種 10万円
夜の飲食店等の時短営業 5万円
うどん店 5万円
小豆島町地域産業持続化給付金

香川県

小豆島町

経営支援

支援金

最近3か月間の事業収入が昨年同期に比べて20％以上減少している会社（本社が小豆
島町外にある場合は、小豆島町内に令和元年12月における従業員が30人以上の事業
所を有し、当該事業所の最近3か月間の事業収入が昨年同期に比べて20％以上減少し
ている会社）の事業継続と雇用の維持及び再起を支えるため、小豆島町独自の地域産
業持続化給付金を給付
小豆島町ＨＰ
以下のA～Cのうち、いずれか低い額を給付
https://www.town.shodoshima.l
g.jp/gyousei/kinkyu/shingatako

A (最近3か月間の昨年同期比の事業収入減少額×0.8)－(国の持続化給付金給付額 rona/sien/4148.html
×1/4)
B 基礎給付額10万円＋従業員数加算額（令和元年12月の従業員数×2万円）
C 給付上限額
・国の持続化給付金の対象となる会社 100万円
・国の持続化給付金の対象にならない会社 200万円

香川県

小豆島町

休業等支援

支援金

小豆島町感染拡大防止協力金
香川県の休業要請、休業協力依頼又は営業時間短縮要請に全面的に応じた市内事業
者に対して、県が支給する香川県感染拡大防止協力金に加え、協力金を交付
県協力金の支給決定額の2分の1に相当する額
休業対象業種 10万円
夜の飲食店等の時短営業 5万円
うどん店 5万円

小豆島町ＨＰ
https://www.town.shodoshima.l
g.jp/gyousei/kinkyu/shingatako
rona/sien/4144.html

小豆島町新型コロナウイルス感染拡大防止対策緊急支援給付金
香川県

小豆島町

感染予防

支援金

町内に本社または事業所を有する法人に対し、当該法人に勤務する従業員が新型コロ
ナウイルスに感染した場合において、事業所の休業等クラスター対策による感染拡大防
止策を支援するための給付金を給付
１事業者あたり（1回限り）

小豆島町ＨＰ
https://www.town.shodoshima.l
g.jp/gyousei/kinkyu/shingatako
rona/sien/4170.html

50万円

三木町感染拡大防止協力金
香川県

三木町

休業等支援

支援金

香川県

土庄町

経営支援

減収補填

香川県

土庄町

金融支援

利子補給

香川県における緊急事態措置等による休業要請等に全面的に協力し、「香川県感染拡 三木町ＨＰ
大防止協力金」の支給を受けた町内の中小企業者及び個人事業者に対し、三木町から https://www.town.miki.lg.jp/life/
dtl.php?hdnKey=5609
協力金を交付
10万円（１事業者につき１回限り）
土庄町中小企業等支援臨時給付金
国の「持続化給付金」に上乗せし、売り上げが前年度比で50％以上減少した中小企業
に30万円、個人事業主に10万円を給付する。

土庄町HP
https://www.town.tonosho.kaga
wa.jp/gyosei/soshiki/shoko/1/
1/1510.html
土庄町ＨＰ
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１か月の売上高が直近の３か年の
https://www.town.tonosho.kaga
いずれかの同期の売上高に比べて５パーセント以上減少している者で土庄町中小企業 wa.jp/gyosei/soshiki/shoko/1/
融資を受けた者に対し利子補給金を交付
1/1510.html

善通寺市感染症拡大防止協力金
善通寺市ＨＰ

香川県

善通寺市

休業等支援

支援金

県の休業要請，休業協力依頼又は営業時間短縮要請（4/25～5/6）に協力し香川県感 https://www.city.zentsuji.kagaw
a.jp/site/infocorona/chushouky
染拡大防止協力金の支給決定を受けた者に対し協力金を交付
ufukin.html
1事業者につき、一律10万円
善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金
国の持続化給付金と県の協力金の支給対象外の事業者で、単月の売り上げが前年同
期比で20％以上減少した者に給付金を給付

香川県

善通寺市

経営支援

減収補填

善通寺市ＨＰ
https://www.city.zentsuji.kagaw

対象者
a.jp/site/infocorona/chushouky
食事提供施設、生活必需物資販売施設（食料品売り場（1，000平方メートル以上の大型 ufukin.html
店舗を除く。）、酒屋、 宿泊施設、交通機関等（タクシー）、学習塾（100平方メートル以
下）、結婚式場（貸衣装含む。）
1事業者につき、一律20万円

香川県

多度津町

香川県

まんのう町

休業等支援

支援金

多度津町感染拡大防止支援金
香川県感染拡大防止支援金の支給を受けた事業者に対し、「香川県感染拡大防止支
援金」の支給決定額の2分の1の金額を支給。

多度津町ＨＰ
https://www.town.tadotsu.kaga
wa.jp/itwinfo/i4400/

まんのう町感染拡大防止協力金
香川県感染拡大防止協力金の交付決定を受けた中小企業・個人事業主を対象に、『ま
んのう町感染拡大防止協力金』として協力金の50％を支給

まんのう町ＨＰ
https://www.town.manno.lg.jp/k
urashi/kurashi_guide/sangyo/sh
oko/entry-1716.html
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香川県
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市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

綾川町

綾川町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
「香川県感染拡大防止協力金」の支給決定の通知を受けた町内の中小企業者および個
綾川町ＨＰ
人事業主に、協力金を交付
https://www.town.ayagawa.lg.jp
休業要請に応じた町内の中小企業及び個人事業主 １事業者 ２０万円
/docs/2020050800021/
営業時間の短縮要請に応じた中小企業及び個人事業主 １事業者 １０万円
休業要請に応じた町内のうどん店経営事業主 １事業者 １０万円

宇多津町

宇多津町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
「香川県感染拡大防止協力金」の支給決定の通知を受けた町内の中小企業者および個
宇多津町ＨＰ
人事業主に、協力金を交付
https://www.town.utazu.lg.jp/ar
休業要請に応じた町内の中小企業及び個人事業主 １事業者 １０万円
chives/4324/
営業時間の短縮要請に応じた中小企業及び個人事業主 １事業者 ５万円
休業要請に応じた町内のうどん店経営事業主 １事業者 ５万円

新型コロナウイルス感染症対策資金
コロナの影響で業績が悪化した事業者（法人・個人）を対象に「新型コロナウイルス感染
症対策資金」制度を実施し全国統一枠と併せ融資限度額を５０００万円とする。
県独自枠の利率１．０％について３年間県、市町が負担することで年０％とし、利用時の
愛媛県ＨＰ
信用保証料を県が全額負担する。

愛媛県

金融支援

融資
利子補給
信用保証料補
取扱期間 全国統一枠 令和２年５月 １ 日から令和３年１月 31 日まで
助
※令和２年１２月３１ 日までに保証申込を受け付けたものが対象

https://www.pref.ehime.jp/h303
00/keieishien/20200518corona
virus.html

県独自枠 令和２年４月６日から令和３年３月３１ 日まで
※実質 無利子化（３年間 ）の対象 は、令和２年 ５月１８日から 令和３年１月３１日まで
に融資実行されたものに限る

愛媛県

感染予防

支援金

愛媛県

経営支援

支援金

愛媛県

愛媛県

愛媛県

愛媛県

感染予防

支援金

新型コロナウイルス感染症対策推進事業者支援事業協力金
厳しい状況下で営業を継続し、県民生活を支える事業者に対し、感染拡大防止の
ための新たな取組みを支援する。
委託先：（公財）えひめ産業振興財団
対象者：3密回避に新たに取り組む県内の中小企業者のうち、売り場面積1,000㎡
を超える小売店、全国チェーンの直営店舗、みなし大企業を除く
支給額：5万円/者（1回のみ）
宿泊予約延期等協力金
感染拡大防止のため、県外からの宿泊予約の延期又はキャンセルに協力した県内宿
泊事業者を支援する
委託先：（一社）県観光物産協会
対象者：宿泊予定の県外利用者に対し、予約の延期などの調整を行った県内のホ
テル等
支給額：1泊当たり5千円（上限15万円/者）
愛媛県商店街等新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
感染拡大防止のため、商店街等の事業者による混雑緩和の取組みを支援する。
対象者：構成店舗による入店制限等の混雑緩和策を実施するグループ
（商工会等を代表として商店街及びその周辺10店舗以上で構成）
支給額：10万円/グループ

愛媛県ＨＰ
https://www.pref.ehime.jp/h308
00/sansou1.html

愛媛県ＨＰ
https://www.pref.ehime.jp/h302
00/3858/kankoukyouryoku.html

愛媛県ＨＰ
https://www.pref.ehime.jp/h303
00/ehimebankyouryokukin/syou
tengaitorikumishien.html

経営支援

新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金
感染症による影響を受け、売上高が減少している中小企業者の新たなビジネス展開
を支援する。
委託先：（公財）えひめ産業振興財団
愛媛県ＨＰ
宅配等への支
対象者：インターネット販売や移動販売など新たな事業に取り組む中小企業者（売上 https://www.pref.ehime.jp/h308
援
げが減少した者に限る）で4月1日以降、新たなビジネス展開を開始した者（但し売り場面 00/sansou2.html
積が1,000平方メートルを超える小売店、全国チェーンの直営店舗、 みなし大企業を除
く）
支給額：20万円/者（1回のみ、グループの場合は1グループ当たり20万円加算）

感染予防

愛媛県テレワーク推進協力金
感染症の影響により利用者が減少している県内宿泊事業者のテレワーク環境整備を
推進する取組みを支援する。
対象者：県内の宿泊事業者等
労働環境改善
・テレワーク利用支援
支給額：1件当たり3千円（貸室利用料金を上限とする）
・テレワークプラン設定（HP改修、チラシ作成等）支援
支給額：3万円/者

感染予防

支援金

愛媛県ＨＰ
https://www.pref.ehime.jp/h301
80/teleworkkyouryokukin/teleworkkyouryokukin.html

新型コロナウイルス感染症対策医療関連物資等開発協力金
医療現場で必要な防護服やマスクなどの医療関連物資の製造に新たに取り組む県内
愛媛県ＨＰ
中小企業者を支援する。
https://www.pref.ehime.jp/h301
対象者：市場投入を目指し医療関連物資の開発等に取り組む県内の中小企業者
00/sangyo/documents.html
対象経費：調査費、原材料費、人件費、設備費 など
支給額：上限100万円/者
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都道府県

愛媛県

愛媛県

市町村等

松山市

松山市

分類

金融支援
経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

【松山市】新型コロナ対策無利子融資制度
松山市新型コロナウイルス対策利子補給金制度→中小企業振興資金・・・融資を受けた
月から5年以内、中小企業経営安定化資金・・・融資を受けた月から7年以内、利子補給
率：年1.5％以内
利子補給
【松山市】農林水産物関係の電話相談受付
相談窓口設置 松山市は新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けている農林水産物の生産者や
流通業者などからの電話相談を23日から受付
【松山商工会議所】マツごちキャンペーン
飲食事業者をテイクアウト促進により、松山市役所本館前広場へキッチンカー出店によ
る市職員購入支援。平日午前11時～午後2時（5/29まで）

支援金

松山市個人事業主等支援給付金
国が実施する個人事業者等を対象とした持続化給付金の給付決定を受け、令和2年4
月1日において，松山市内の店舗又は事業所等を賃借し，賃貸契約を結んでいる者
国の給付金の決定の額が50万円未満の者については10万円
50万円以上100万円以下の者については20万円
松山市飲食店テイクアウト等支援補助金

愛媛県

松山市

経営支援

愛媛県

松山市

雇用支援

愛媛県

松山市

金融支援

テイクアウト等の新規サービスを行う市内で飲食店を営む事業者で、中小企業基本法で
定義する中小企業者等
テイクアウト等の新規サービスを実施するために必要な経費
宅配等への支 （1）物品購入費
援
（2）広報費
（3）外注費
（4）賃借料
（5）その他委員長が必要と認める経費
【補助率】10分の8以内
【補助上限額】20万円
松山市新型コロナウイルス感染症対策雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の雇用調整助成金等の支給決
支援金
定を受けた中小企業者に対して、休業手当額の10分の1以内の額で上乗せ助成
※国事業上乗せ

融資

1 事業者あたり年 100 万円を限度
松山市個人事業主等支援資金貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営不振となっている市内の個人事業主等
への貸付
貸付限度額 100万円 償還期間 7年以内（3年を超えない範囲で据置可）
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金

愛媛県

宇和島市

金融支援

利子補給

URL

松山市HP
https://www.city.matsuyama.ehi
me.jp/kurashi/sangyo/shien/kei
eishien/index.html

松山市ＨＰ
https://www.city.matsuyama.ehi
me.jp/kurashi/sangyo/chusyou
kigyou/covid-kyufu.html

松山市ＨＰ
https://www.city.matsuyama.ehi
me.jp/kurashi/sangyo/shokogyo
/teikuauto.html

松山市ＨＰ
https://www.city.matsuyama.ehi
me.jp/kurashi/sangyo/chusyou
kigyou/koyouchouseisien.html
松山市ＨＰ
https://www.city.matsuyama.ehi
me.jp/kurashi/sangyo/chusyou
kigyou/civid-kashitsuke.html

愛媛県の「新型コロナウイルス感染症対策資金」のを利用した中小企業者等に対し、貸 宇和島市ＨＰ
https://www.city.uwajima.ehime.
付金の利子を補給して実質無利子化
jp/soshiki/22/koronarisihokyu.h
利子補給対象資金 ５０００万円以内 利子補給率 年１．０％以内
利子補給対象期間 ３年以内
新型コロナウイルス感染症対策 宇和島市緊急地域雇用維持助成

tml

宇和島市ＨＰ

愛媛県

宇和島市

雇用支援

支援金
※国事業上乗せ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定 https://www.city.uwajima.ehime.
jp/soshiki/22/corona助成金」の支給決定を受けた事業主に対し、上乗せ助成
koyouiji.html

愛媛県

宇和島市

経営支援

減収補填

支給上限 １００万円 市助成金額 国助成額の１／５～１／１８
新型コロナウイルス感染症対策 中小企業者等応援給付金
2020年3月から2021年2月までの間で、前年比3割以上事業収入（売上）が減少した月が
宇和島市ＨＰ
あり2019年または2019年度の事業収入（売上）が120万円以上の中小事業者
https://www.city.uwajima.ehime.
（第一次産業従事者、医療法人、農業法人、NPO法人等も含む）
jp/soshiki/22/ouenkyuufu.html
の事業継続支援策として応援給付金10万円を支給

愛媛県

八幡浜市

感染予防

愛媛県

八幡浜市

金融支援

愛媛県

八幡浜市

金融支援

支援金

八幡浜市市民提案型コロナウイルス対策事業補助金
市内に活動の場を有する市民団体などが主体となって企画実施するコロナ対策事業 八幡浜市ＨＰ
http://www.city.yawatahama.ehi
を財政支援
me.jp/docs/2020042700049/
原則 補助対象経費の9/10、補助限度額30万円

・中小企業振興資金（緊急経営資金）※利子補給・保証料補助融資
利子補給
【融資枠】1千万円以内
信用保証料補
【据置期間】1年以内
助
【償還期間】6年以内

利子補給

八幡浜市ＨＰ
http://www.city.yawatahama.ehi
me.jp/docs/2014081100489/

八幡浜市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業特別貸付等利子補給
金
日本政策金融公庫等が実施する融資のうち国の特別利子補給制度の適用となり、か 八幡浜市ＨＰ
http://www.city.yawatahama.ehi
つ、特に売上高の減少が著しい事業者に対し、最大7年間0.9%分の利子補給を実施
me.jp/docs/2020031000044/
【補給対象額】3千万円
【利子補給】4年目以降10年目まで最大7年間分の貸付金利の0.9％を上限とする
・新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援事業補助金
八幡浜市ＨＰ

愛媛県

八幡浜市

経営支援

支援金

令和２年１月２９日以降に、八幡浜市中小企業振興資金融資条例に規定する緊急経営 http://www.city.yawatahama.ehi
資金の融資の決定を受けた者のうち、特に売上高の減少が著しい中小企業者等に対し me.jp/docs/2020031000044/
融資額の1/5を補助 上限額70万円
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都道府県

愛媛県

市町村等

新居浜市

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

支援金

新居浜市宿泊業者支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける宿泊施設に対して、事
業の継続を下支えすることで、市内の宿泊業に従事する雇用を維持するため、市内に
立地する宿泊施設に補助金を支給
宿泊施設の収容人員に応じ支給
１００人未満 １施設５０万円
１００人以上 １施設１００万円

URL

新居浜市ＨＰ
https://www.city.niihama.lg.jp/s
oshiki/unyu/shukuhakuuriage.ht
ml

テイクアウト・デリバリー導入支援事業補助金
新居浜市ＨＰ

愛媛県

愛媛県

愛媛県

愛媛県

新居浜市

新居浜市

西条市

西条市

経営支援

経営支援

金融支援

金融支援

宅配等への支 新型コロナウイルス感染症により、特に大きな影響を受ける飲食店事業者が、売り上げ https://www.city.niihama.lg.jp/s
援
確保に向けた新たな取組として、テイクアウト・デリバリー事業を開始する者に補助金を oshiki/unyu/takushideribari.htm
l
支給
補助額20万円以内（対象経費の10/10）

減収補填

融資
利子補給
信用保証料補
助

融資
利子補給
信用保証料補
助

新居浜市中小企業者等応援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者（売上げが７割
以上減少した月がある飲食店等）に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としてい
ただくため、事業全般に広く使える給付金を支給
１事業者 １０万円
西条市中小企業経営安定化資金
新型コロナウイルス感染症による地域経済の減速に対応するため、これまでの中小企
業振興資金融資制度に加え、新たに中小企業経営安定化資金融資制度を創設すると
ともに、両制度の合計融資枠を36億円から54億円に拡充することで、経営環境の変化
に伴う地域中小事業者の資金繰りを支援
セーフティネット信用保証を受けた場合限度額:1000万円
融資利率:0.65%、信用保証:0.7%、0.8%
(融資利息・信用保証ともに、市が全額補助)
西条市中小企業振興資金
売上減少幅に関係なく融資限度額:500万円
融資利率:0.65%、信用保証:0.45～1.66%
(信用保証については、完済後、市が全額補助)

新居浜市ＨＰ
https://www.city.niihama.lg.jp/s
oshiki/sanshin/ouenkyuufukin.h
tml

西条市ＨＰ
https://www.city.saijo.ehime.jp/
soshiki/sangyoshinko/keieiantei
-2.html

西条市ＨＰ
https://www.city.saijo.ehime.jp/
soshiki/sangyoshinko/shikinyus
hi.html

西条市新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金
西条市ＨＰ

愛媛県

西条市

雇用支援

支援金
※国事業上乗せ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により、国の雇用調整助成金等の支給 https://www.city.saijo.ehime.jp/
soshiki/sangyoshinko/koyotyos
決定を受けた中小企業者に対して、休業手当額の20分の1以内の額で上乗せ助成
ei.html

休業手当総額の20分の1以内（1事業所あたり50万円が上限）
西条市雇用調整助成金活用促進補助金
愛媛県

西条市

雇用支援

西条市ＨＰ

国補助金申請
https://www.city.saijo.ehime.jp/
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業等により、国の雇用調整助成金等の申請 soshiki/sangyoshinko/koyotyos
支援
に際し申請書類の作成などを社会保険労務士に依頼した場合の費用について、20万円 ei.html
を限度に補助金を交付
四国中央市ＨＰ
https://www.city.shikokuchuo.e
hime.jp/kankyoumachizukuri/sa
ngyousyougyo/kigyoumuke/sar
①中小企業支援事業：市の新型コロナウイルス感染症対策に係る特別枠融資、利用者 s-cov-2shisaku.html

四国中央市新型コロナウイルス感染症対策中小企業支援事業
の円滑な事業活動を支援、融資上限額：1,000万円

②利子補給：市の新型コロナウイルス感染症対策に係る特別枠融資及び県の新型コロ
ナウイルス感染症対策資金利用者に対し利子補給金を給付し、利用者の円滑な事業活
動を支援、補給期間：7年以内
③信用保証料補給：現在の振興資金信用保証料補給制度とは別で、新型コロナウイル
ス感染症対策に係る特別融資上限額(1,000万円)分の保証料補給金を融資実行時に給
付

愛媛県

四国中央市

金融支援
経営支援

利子補給
信用保証料補
助
④中小企業経営継続支援金：新型コロナウイルス感染症の影響により企業の経営活動
支援金
の継続が困難になった市内中小企業において、必要経費の一部を助成することにより、
廃業の危機を回避し地域経済の活性化を支援、支給金額：セーフティネット保証4号認
定日前月の前年同月における必要経費額の2分の1と融資借入額の10分の1と比べて
金額の低い方の額（端数1,000円未満切捨て、上限100万円、給付は1回限り）
⑤緊急地域雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の「雇用調整助成金」及び県の
「新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金」の支給決定を受けた中小
企業事業主の方に、「四国中央市新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助
成金」を上乗せ助成
【助成金額】国の助成金決定額を算出する際の休業手当相当額の10分の1以内
１事業所あたり 年１００万円を上限

愛媛県

久万高原町

金融支援

利子補給

中小企業振興資金融資制度貸付金の拡充及び全額利子補給
町内の中小企業者の経営の安定等に必要な資金の融通を円滑にし、企業の健全な育
成振興を図ることを目的とした町融資制度を拡充し、新型コロナウイルス感染症による
久万高原町ＨＰ
影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援
https://www.kumakogen.jp/sos
支援内容
hiki/6/9832.html
全額利子補給（通常１／２ ⇒ ３年間全額）
融資限度額500万円
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都道府県

市町村等

分類

愛媛県

久万高原町

金融支援

愛媛県

久万高原町

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

新型コロナウイルス感染症事業者経営支援特別対策事業補助金
信用保証料補 新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化し、関連対策の資金融資を受けた 久万高原町ＨＰ
https://www.kumakogen.jp/sos
助
中小企業者の負担軽減と経営の安定化を支援
hiki/6/9832.html
融資額の1/3を助成（上限50万円）※交付１回限り

減収補填

新型コロナウイルス感染症対策事業継続給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により本年３ヶ月の売上が前年同月比で２０％以上減
少した事業者であって、国の「持続化給付金」事業の対象にならない者を対象として給
久万高原町ＨＰ
付
給付額
前年３ヶ月売上－本年同月売上（前年比▲２０％以上）
上限 個人事業主２５万円、法人５０万円

支援金

愛媛県

久万高原町

雇用支援

愛媛県

内子町

金融支援

利子補給

愛媛県

内子町

経営支援

支援金

※国事業上乗せ

https://www.kumakogen.jp/sos
hiki/6/9832.html

緊急地域雇用維持助成金
町に事業所を有し、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なく
され国の雇用調整助成金の特例措置を利用する事業者で、労働者に対して一時的に休 久万高原町ＨＰ
業、教育訓練又は出向を行ったものに対し、休業手当等の一部を助成し、事業主の負 https://www.kumakogen.jp/sos
hiki/6/9832.html
担軽減、労働者の雇用維持を支援
支援内容 国の支給額の割合に対して一部を助成
限度日数 １年間で１００日（３年間で１５０日）
【内子町】内子町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業
愛媛県が創設した「新型コロナウイルス感染症対策資金」の融資を受けた方は、内子町
が５年間、全額利子を補給、融資限度額５千万円（年利 １．０％以内）
【内子町】新型コロナウイルス感染症対策事業者等経営安定補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業の継続が困難となっている
町民または町内の事業者（法人・個人）を支援するため、国・愛媛県・ＪＡバンクえひめ等
が創設した融資制度を利用した方に補助金を交付。補助金の額は、５０万円を上限とし
て、１回限り。

内子町ＨＰ
https://www.town.uchiko.ehime.
jp/site/shingatakorona/sinrishihokyu.html
内子町ＨＰ
https://www.town.uchiko.ehime.
jp/site/shingatakorona/coronahojyokin.html

鬼北町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金制度
愛媛県

鬼北町

金融支援

利子補給

愛媛県の実施する「新型コロナウイルス感染症対策資金」を利用し融資実行された資金 鬼北町ＨＰ
で、新型コロナウイルス感染症による売上高減少等の影響を受け、資金繰り支援のた https://www.town.kihoku.ehime.
め対象資金の融資を受けた事業者等に対し、その融資資金にかかる支払利子を補給、 jp/soshiki/kikaku/15773.html
補給額：対象資金にかかる支払利子額(延滞利子を除く。)【年利1.00% 借入から７年以
内】
鬼北町中小企業振興資金【拡充】

愛媛県

鬼北町

金融支援

融資
利子補給

町が実施する鬼北町中小企業振興資金について融資枠を拡充するとともに、融資資金 鬼北町ＨＰ
https://www.town.kihoku.ehime.
にかかる支払利子等を補給、融資限度額 ：５００万円以内、利子：支払額を補給（年利 jp/soshiki/kikaku/15773.html
1.00%以内、借入から５年以内）
鬼北町企業応援給付金

愛媛県

鬼北町

経営支援

支援金

鬼北町企業応援給付金は、令和２年１月１日から令和２年１２月３１日の間において、新 鬼北町ＨＰ
型コロナウイルス感染症により売上減少等の影響を受けた事業者に対し、給付金の支 https://www.town.kihoku.ehime.
jp/soshiki/kikaku/16073.html
給により事業活動を支援
給付額 法人 ５０万円

愛媛県

愛媛県

伊予市

伊予市

雇用支援

金融支援

支援金
※国事業上乗せ

利子補給

個人事業者 ２５万円

・新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成事業
雇用調整助成金に上乗せ助成
【助成金額】国の支給決定額の1/18の額
※解雇等を行わず、雇用調整助成金等の支給率が9/10の場合に限る
【助成限度額】100万円

・新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業
県の対策資金（融資）を利用した際の利子を補給。
【補給対象融資限度額】5,000万円
【補給対象期間】借入日から３年以内
令和2年5月18日から令和3年1月31日までに融資が実行されていること

伊予市ＨＰ
https://www.city.iyo.lg.jp/keizai
koyou/management/emergency
/index.html

伊予市ＨＰ
https://www.city.iyo.lg.jp/keizai
koyou/management/emergency
/index.html

利子補給金 年利0.5％以内
年利1.0％のうち県が0.5％、市が0.5％補給

愛媛県

伊予市

金融支援

利子補給

・新型コロナウイス感染症特別融資利子補給金事業
日本政策金融公庫が行う新型コロナウイルス感染症感染に係る対象融資を受けてい
る場合に利子を補給
【補給対象融資限度額】6,000万円
令和3年3月31日までに融資が実行されていること

愛媛県

東温市

金融支援

利子補給

東温市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給
・新型コロナウイルス感染症対策資金の融資期間7年間の利子について補給

伊予市ＨＰ
https://www.city.iyo.lg.jp/keizai
koyou/management/emergency
/index.html

東温市ＨＰ
https://www.city.toon.ehime.jp/
site/140/7453.html
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都道府県

愛媛県

市町村等

西予市

分類

経営支援

分類２

支援金

支援内容・水準
【西予市】西予市中小企業者等経営安定補助金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動に支障を生じている事業継続が困
難な市民又は市内の中小企業者等に対して資金を補助

URL
西予市ＨＰ
https://www.city.seiyo.ehime.jp
/kakuka/sangyo_kensetsu/keiz
ai_suishin/sinngatakoronauirusu
keizaikanrensiensaku/7479.html

現に国の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度及び特別利子補給制度による融資
を受けている者に対し、融資額の1/3（千円未満切り捨て） 限度額50万円

愛媛県

松前町

経営支援

愛媛県

松前町

経営支援

愛媛県

松前町

雇用支援

愛媛県

松前町

金融支援

減収補填

新型コロナウイルス感染症中小企業者事業継続支援対策助成金
国の持続化給付金の条件に満たない売上高減少率15～50％未満の事業主や中小企 松前町ＨＰ
https://www.town.masaki.ehime.
業に対し減少率の段階に応じて一定額を給付。新型コロナ関係で民間や政府系金融機 jp/soshiki/12/13683.html
関から融資を受けていることが条件で、給付額上限は個人事業主25万円、法人50万円

新型コロナウイルス感染症対策ビジネス展開協力金
新規取組・経営 新型コロナウイルスの感染の影響による事業収入の減少に伴い、インターネット通販、
松前町ＨＰ
改善等経費補 テイクアウト、デリバリー、サービスのオンライン化の導入、その他の新たなビジネス展 https://www.town.masaki.ehime.
開に挑んでいる事業者で県が実施する「新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展 jp/soshiki/12/13543.html
助
※県事業上乗せ 開協力金」の支給決定を受けた事業者に対して協力金を支給
1事業者当たり10万円
新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成金
支援金
※国事業上乗せ

利子補給

新型コロナウイルスの感染症の影響により、労働者に対して一時的に休業の措置行
松前町ＨＰ
い、雇用の維持を図る事業主に対して、国の雇用調整助成金（支給率10分の９）の支給 https://www.town.masaki.ehime.
jp/soshiki/12/13648.html
決定を受けた中小企業者に対して助成
休業手当額の20分の１（※国の支給決定額の18分の１）
（１事業所当たり100万円が上限）
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給金
愛媛県の災害関連対策資金（県独自枠）により融資を受けた中小企業者等の金利負担 松前町ＨＰ
https://www.town.masaki.ehime.
を軽減するため、融資を受けてから3年間、実質無利子となる利子補給を実施
jp/soshiki/12/13542.html
対象となる融資期間 令和2年5月18日～令和3年1月31日
金融機関との約定に基づき融資を受けた日から起算して3年間、融資残高に対し年
0.5％の金額
松野町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金

愛媛県

松野町

金融支援

利子補給

愛媛県の「新型コロナウイルス感染症対策資金」を利用して融資を受けた事業者のう
ち、町内に住所または事業所を有する個人もしくは町内に主たる事業所を有する法人に
対し融資を受けた借入金のうち運転資金（上限5,000万円)にかかる利子（年利1.0％）補
給

松野町ＨＰ
http://www.town.matsuno.ehime
.jp/site/kansencovid19/6352.html

利子補給期間 借り入から７年以内

愛媛県

松野町

金融支援

融資
町が実施する松野町中小企業振興資金について融資枠を拡充するとともに、融資資金 松野町ＨＰ
利子補給
にかかる支払利子等を補給
http://www.town.matsuno.ehime
.jp/site/kansen信用保証料補
covid19/6352.html
助
融資枠 ６千万円 融資期間 ５年以内 利子及び保証料を補給
松野町新型コロナウイルス感染症対策緊急地域雇用維持助成補助金

愛媛県

松野町

雇用支援

支援金
※国事業上乗せ

一時的に休業を余儀なくされながらも従業員の雇用調整を図ろうとする町内の中小企業 松野町ＨＰ
http://www.town.matsuno.ehime
者等を支援するため、国から支給される雇用調整助成金に町が上乗せをして支給
.jp/site/kansen休業手当総額の20分の1以内の額で、国の雇用調整助成金の支給率に応じて助成す
る。（１事業者当たり年100万円が上限）
商工業者賃貸料等補助金

愛媛県

愛媛県

愛南町

愛南町

経営支援

経営支援

固定費補助

業績が著しく悪化し、直近1カ月の売上高が前年同月に比べ20パーセント以上減少して
いる法人または個人（製造業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連
サービス業・娯楽業）
助成率 3カ月分全額（上限15万円）

愛南町半額テイクアウト事業
新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受けている町内の飲食店を支援す
るとともに、不要不急の外出自粛の要請によって、自由に外食することができない町民
割引等への補
にテイクアウトの利用を促進
助
1,000円以上のテイクアウト食品の購入につき、その半額分を愛南町が登録店に補助

covid19/6352.html

愛南町ＨＰ
https://www.town.ainan.ehime.jp
/kurashi/business/sangyoshink
o/hojo/syoukougyousyatintairy
outouhozyozigyou.html

愛南町ＨＰ
https://www.town.ainan.ehime.jp
/kurashi/business/sangyoshink
o/hojo/takeout-ainan.html

補助額 最大5,000円
中小企業者経営安定化支援金
愛媛県

愛南町

経営支援

支援金

愛南町ＨＰ
https://www.town.ainan.ehime.jp

業績が悪化し、売上高が1カ月以上にわたって15パーセント以上減少した中小企業者が /kurashi/business/sangyoshink
o/hojo/tyusyoukigyousyakeieia
国等の新型コロナウイルス感染症対策関連融資を受けた場合に支援金を給付
nteikasienzigyou.html

愛媛県

大洲市

経営支援

テイクアウト・デリバリー・オンラインサービス等支援事業補助金
令和2年2月から令和2年12月のうちいずれか1カ月の売り上げが、原則として前年同月
の売上高と比較して20％以上減少した、市内に主たる事業所又は店舗を有する中小事
大洲市ＨＰ
宅配等への支 業者
https://www.city.ozu.ehime.jp/s
援
oshiki/shoukou/26248.html
令和2年4月から令和2年12月までに実施するテイクアウト・デリバリー・オンラインサービ
ス等の３密を避けながら売上維持、売上拡大を図る事業（新規参入含む）に対し補助
補助率 ３／４ １事業者 上限１０万円（共同グループの場合 ５０万円）
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

雇用調整助成金申請事務支援事業補助
愛媛県

愛媛県

大洲市

伊方町

雇用支援

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小事業者が、令和2年4月から令和2 大洲市ＨＰ
国補助金申請
年12月までに実施する、国へ提出する雇用調整助成金の申請に必要な社会保険労務 https://www.city.ozu.ehime.jp/s
支援
oshiki/shoukou/26248.html
士等に支払う相談料、委託料等を補助
補助率 ３／４ １事業者 上限１０万円
がんばれ伊方商工業者応援金
・新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した商工業者を支援。連続2ヵ 伊方町ＨＰ
https://www.town.ikata.ehime.jp
月売り上げ前年同期比で20%以上減少した事業者に個人25万円、法人50万円を上限に /site/covid19/13716.html
支給

経営支援

減収補填

高知県

休業等支援

支援金

高知県休業等要請協力金
高知県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に協力する中小企業、個人事業主等
に協力金を支給 １事業者当たり30万円

高知県ＨＰ
http://www.pref.kochi.lg.jp/sosh
iki/151401/kyouryokukin.html

高知県

金融支援

融資
利子補給
信用保証料補
助

高知県新型コロナウイルス感染症対応資金
セーフティネット保証４号・５号または危機関連保証のセーフティネット保証制度等認定
を利用して、事業資金を借り受けた中小企業、個人事業主に対し保証料、利子を減免
貸付限度額3,000万円・当初3年間実質無利子・無担保・据置最大５年

高知県ＨＰ
http://www.pref.kochi.lg.jp/sosh
iki/150401/2020042900036.htm
l

高知県

高知市

高知市産業活性化融資に対する信用保証料全額補給
高知市ＨＰ
セーフティネット保証4号の認定を受けた市内中小企業者が，産業活性化融資を利用す https://www.city.kochi.kochi.jp/
site/kochi-corona/chusho.html
る場合，信用保証料を高知県信用保証協会へ全額補給

高知県

高知市

「安心実現のための高知県緊急融資」に対する信用保証料補給
高知市ＨＰ
セーフティネット保証の認定を受けた市内中小企業者が，「安心実現のための高知県緊 https://www.city.kochi.kochi.jp/
site/kochi-corona/chusho.html
急融資」を利用する場合，信用保証料の一部（0.1％）を高知県信用保証協会へ補給

安芸市

安芸市持続化給付金
令和2年1月～5月の間で前年同月比の事業収入が20％以上50％未満減少している月 安芸市ＨＰ
がある事業者に対し、事業の継続を下支え、地域経済を維持するために、事業全般に https://www.city.aki.kochi.jp/lif
e/dtl.php?hdnKey=5214
広く使える安芸市独自の給付金を支給
法人 上限40万円 個人事業者 上限20万円

田野町

田野町事業者支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業の継
田野町ＨＰ
続を下支えするために「田野町事業者支援給付金」を支給
http://tanocho.jp/7850
支給額 前年同月比の売上に対する減少額
※中小法人事業者は40万円、個人事業主は20万円を上限

高知県

高知県

高知県

高知県

南国市

南国市

経営支援

経営支援

経営支援

減収補填

固定費補助

商工事業者家賃等支援
新型コロナウイルスの影響により、売上額が前年より50％以上減少した飲食店の事業
者に対し、賃貸店舗の家賃２ヶ月分、最大１５万円支援。
次のいずれにも該当する事業者が対象
〇南国市内の店舗を賃貸して飲食店を営む個人事業主を含む中小企業者（個人事業 南国市ＨＰ
https://www.city.nankoku.lg.jp/li
主は南国市内に住所がある方に限ります）
fe/life_dtl.php?hdnKey=6146
〇令和２年３月または４月の売上が直近決算期の平均売上月額の50％以上減少してい
ること
〇南国市税の滞納がないこと
支援金額：上限額 150,000 円

飲食店テイクアウト対応支援
南国市内で飲食店を営む個人事業主を含む中小企業者で、令和２年２月以降、新たに 南国市ＨＰ
宅配等への支
https://www.city.nankoku.lg.jp/li
テイクアウト等の対応事業を開始もしくは追加した事業者に対し支援
援
fe/life_dtl.php?hdnKey=6146
１事業者あたり 最大１０万円

高知県

土佐町

休業等支援

支援金

小規模事業者休業等協力金
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、令和２年５月１日から令和２年５月６
日の間、飲食店及び宿泊業の営業を休業したり、営業短縮に取り組む町内の小規模事
業者に対して、協力金を支給。
対象者：下記の１、２のいずれにも該当する小規模事業者ただし、県が実施する「休業
等要請協力金」の受給対象者については、この協力金の対象外。
１ 申請日時点で、町内で１年以上継続して営業している下記の小規模事業者
・宿泊業・飲食店
２ 令和２年５月１日から令和２年５月６日の間、営業を休業もしくは営業時間を短縮し、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組みを実施する小規模
協力金額：１事業者 １０万円

土佐町HP
http://www.town.tosa.kochi.jp/p
ublics/index/45/&anchor_link=p
age45_1939#page45_1939
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

小規模事業者緊急支援金

高知県

高知県

土佐町

宿毛市

経営支援

経営支援

減収補填

減収補填

売上高が減少し、企業活動に支障が生じている町内の小規模事業者に対し、企業活動
の維持又は継続のための緊急支援金を支給。
対象者：下記の１、２のいずれにも該当する小規模事業者。ただし、経済産業省が実施
する「持続化給付金」の受給対象者はこの支援金の対象外。
１ 申請日時点で、町内で１年以上継続して営業している小規模事業者
２ 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として１か月（令和２年３月から令和２年
５月までの任意の月）の売上高が前年の同月と比較して20％以上減少している小規模
事業者
支援金額：１か月（令和２年３月から令和２年５月までの任意の月）の売上高と前年の同
月と比較した差額の１/２の額。算出した支援金の額に1,000円未満
の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
上限額１事業者８０万円

土佐町HP
http://www.town.tosa.kochi.jp/p
ublics/index/45/&anchor_link=p
age45_1939#page45_1939

宿毛市コロナ対策緊急支援給付金
新型コロナウイルスの感染症の影響により、売り上げが減少している、市内の事業者に
対し幅広く事業継続を下支えするため、給付金を支給。
1．対象事業者
市内に店舗または事業所を有し、2019年以前から事業による事業収入（売上）を得て
おり、今後も事業を継続する意思のある事業者であり且つ、新型コロナウイルス感染症 宿毛市HP
http://www.city.sukumo.kochi.jp
の影響により、令和2年3月、4月、5月の中のひと月の売上が前年同月比で30％以上減 /docs-18/18375.html
少している事業者。また、2019年以降に創業した事業者や、売上が一定期間に偏在す
る事業者等については経済産業省が行う持続化給付金の申請要領に準じて算定を行
い、30％以上減少した事業者を支給対象。
2．支給額
1事業者あたり10万円

高知県

宿毛市

宿毛市休業等要請協力金
「高知県新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等」に基づく休業等の要請に引 宿毛市ＨＰ
き続き、5月7日から5月20日までの間、宿毛市からの休業等の要請に応じて、対象施設 http://www.city.sukumo.kochi.jp
/docs-18/18376.html
の休業等を行う事業者に対して、協力金を支給
1事業者あたり30万円

高知県

芸西村

芸西村持続化給付金
令和２年1月～5月の間で前年同月比の事業収入が20％以上50％未満減少している月 芸西村ＨＰ
http://219.124.175.133/pages/
がある事業者に対し、事業全般に広く使える芸西村独自の給付金を支給
m001001.php
法人 ４０万円 個人事業者 ２０万円

香南市

支援金

【事業者応援給付金】
令和2年1月～12月のうち前年比２０～５０％未満の売り上げ減少がひと月でもある個人
事業主や中小企業などが対象。
法人は40万円、個人は２０万円が上限。
持続化給付金の対象とならない事業者の救済措置。

香南市ＨＰ
https://www.city.kochikonan.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=
7151

支援金

香南市小規模事業者持続化補助金
国の「小規模事業者持続化補助金」の採択を令和2年度内に受けた市内小規模事業者
を対象に、香南市独自支援として新たに補助対象経費の一部について補助金を交付
補助限度額 補助対象経費のうち、国の補助金を差し引いた自己資金部分のうち、1/2
以内に相当する額
※ 上限額 125，000円

香南市ＨＰ
https://www.city.kochikonan.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=
7160

高知県

高知県

香南市

経営支援

経営支援

【日高村事業者緊急支援給付金】
令和元年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思がある、
資本金10億円以上の大企業を除く中堅・中小法人、個人事業者のうち令和２年３月から
５月のうちの前年同月比で、事業収入が２０パーセント以上減少した事業者。
※２０１９年に新規開業した事業者は特例で対象。

高知県

日高村

経営支援

減収補填

（支援内容）
① 緊急支援給付金
２０パーセント以上３０パーセント未満
個人事業者等 上限１０万円 中小法人等 上限２０万円
３０パーセント以上４０パーセント未満
個人事業者等 上限１５万円 中小法人等 上限３０万円
４０パーセント以上５０パーセント未満
個人事業者等 上限２５万円 中小法人等 上限５０万円
５０パーセント以上は経済産業省の「持続化給付金」の対象。
※国の持続化給付金と事業者緊急支援給付金はどちらかしか活用できません。
②家賃支援給付金
事務所若しくは店舗の家賃１か月分実費相当の半額支援（2か月以内 上限１５万円）
※国の持続化給付金を活用して家賃支援給付金は活用可能。

日高村ＨＰ
https://www.vill.hidaka.kochi.jp/
kurashi/child_category_free_pag
e.cgi?SITE_ID=1&CATEGORY_ID
=2&CATEGORY_ID2=8&CATEG
ORY_ID3=4&CATEGORY_ID4=1
&FREE_PAGE_ID=388
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都道府県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

経営支援

PR支援

福岡県ウェブ物産展事業費、「博多和牛」PR強化費
・JA通販サイト内での「福岡県ウェブ物産展」開催に要する経費、「博多和牛」の経営支
援のためのPRに要する経費。

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/111386.pd
f

経営支援

農業労働力代替緊急支援費
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入国制限などにより、不足する農業分野での雇
用労働力を緊急的に補うため、高性能省力機械の導入を支援。
新規取組・経営
・雇用労働力の確保が困難となった園芸及び畜産農家に対し、高性能省力機械の導入
改善等経費補
経費を助成
助
・補助率：３／４以内
・対象者：新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農業者・営農集団
・予算額 ２５６,７７０千円

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/112140.pd
f

雇用支援

新規雇用

農業労働力確保緊急対策費
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入国制限などによ り 、不足する農業分野での
雇用労働力を補うための人材確保を支援。
・帰国困難となった外国人技能実習生が在留期間を延長するために必要な在留資格の
申請手数料、入国できない外国人技能実習生や感染した集出荷施設の従業員等に代
わる人材を確保するために必要な賃金の掛かり増し経費、JAや園芸農家等が不足する
労働力を補うために行う人材募集経費を助成。
・補助率 定額(４千円/回)
・対象者：営農集団、農業法人、農業者、JA
・予算額 ４８,８９２千円

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/112139.pd
f

支援金

和牛子牛確保緊急支援費
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店の休業などにより、価格が低迷している
「博多和牛」等の再生産に係る農家負担を軽減するため、和牛肥育もと牛の導入を支
援。
・和牛肥育農家に対し、再生産に必要な和牛肥育もと牛の導入経費を助成
・補助率：定額（21,000円／頭）
・対象者：肥育農家、JA
・予算額 ２７,３００千円

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/112143.pd
f

固定費補助

花き生産安定緊急支援費
・新型コロナウイルスの感染拡大により、価格の下落や需要が低迷している花き・野菜
の再生産に係る農家負担を軽減するため、次期作に必要な経費を支援。
・花き・野菜農家に対し、次期作に必要な種苗や生産資材に係る経費を助成、経営への
影響が認められる園芸農家に対し、品目転換に必要な種苗や生産資材に係る経費を助
成。
・補助率：1/2 以内（但し、国庫事業とあわせ上限 50 万/10a）
・対象者：農業者、営農集団
・予算額 ９７,６５０千円

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/112142.pd
f

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/112141.pd
f

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/111386.pd
f

経営支援

経営支援

URL

福岡県

経営支援

事業委託

林業労働力維持緊急対策費
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う木材価格の下落により、原木生産の調整が必
要となっている林業分野での労働力を維持し、事業継続を支援。
・原木生産に従事する労働者の雇用調整が必要な林業経営者に対し、県が管理してい
る県営林の森林整備（間伐）を委託。
・福岡県森林組合連合会において、林業経営者ごとの間伐面積を調整し、事業を実施。
・予算額 ３９,６６５千円

福岡県

経営支援

PR支援

県産農林水産物地産地消緊急支援費
・「食育・地産地消フェア」期間における「地産地消応援の店」、観光農園等の誘客促進
のためのPRに要する経費。「ふくおかの地魚応援の店」飲食店への誘客促進のための
PRに要する経費。

福岡県

給食利用

食材提供経費 県産和牛学校給食提供推進費
補助
・県内小中学校等の学校給食における県産和牛の提供に対する助成。

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/111386.pd
f

福岡県

経営支援

新規取組・経営 県産農林水産物輸出強化費
改善等経費補 ・食品製造事業者が行う輸出先のニーズの変化に対応した冷凍食品製造設備等の整
助
備に対する助成。

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/111386.pd
f

福岡県

経営支援

新規取組・経営 外食事業者需要回復緊急支援費
改善等経費補 ・衛生管理の徹底・改善に取り組む飲食店が行う空気換気設備等の整備に対する助
助
成。

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/111386.pd
f

福岡県

経営支援

新規取組・経営 木材加工施設等強化費
改善等経費補 ・木材製造所が行う価値の高い木材製品に転換するための施設等の整備に対する助
助
成。

福岡県ＨＰ
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/u
ploaded/attachment/111386.pd
f
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都道府県

福岡県

福岡県

福岡県

福岡県

市町村等

北九州市

福岡市

大牟田市

大牟田市

分類

経営支援

休業・時短要請への協力店舗等への家賃支援
・休業要請等に応じた中小企業等に対して、店舗賃料の８割（上限50万円）を補助（財政
規模100億円）。（～5月6日）
・休業要請等に応じた中小企業等に対して、店舗賃料の８割（上限30万円）を補助）。（5
固定費補助 月7日～）.
支援金
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
減収補填
・休業要請等に応じた中小企業等（施設対象外を含む）に対して、売上▲30％以上の場
宅配等への支 合、一律法人１５万円、個人10万円を支給。
援
外出自粛を促すための飲食のデリバリー利用促進支援
割引等への補 ・宅配等の促進のため、飲食店に対して、電子決栽１回・1000円以上の利用で500円分
助
のポイントやクーポンを還元。
地域の飲食店を支えるテイクアウト支援
・テイクアウトに取り組む飲食店に対して、割引などの特典をつけた場合、１店舗あたり
10万円を支援。
卸売市場施設使用料の支払い猶予期間の延長
・1ヵ月→６ヵ月

福岡市HP
https://www.city.fukuoka.lg.jp/s
hicho/koho/health/covid19_ji.ht
ml#ji2

経営支援

支援金
減収補填
固定費補助

「感染拡大防止協力事業者等支援金」
・休業要請等に応じた事業者に対して、一律１０万円を交付。
・新型コロナウィルスの影響により、売り上げが前年同月比▲50％以上減少した法人に
対して一律10万円（個人事業者5万円）を支給。
「飲食店等家賃支援金」
・新型コロナウィルスの影響により、売り上げが前年同月比▲50％以上減少した飲食店
等に対して、家賃２か月分の８割を交付（最大20万円）。

大牟田市HP
https://www.city.omuta.lg.jp/co
mmon/UploadFileOutput.ashx?c
_id=5&id=14016&sub_id=19&flid=
59352

支援金

【大牟田市新型コロナウイルス感染拡大防止安全対策事業者支援金】
市内の事業者が、安全な事業継続・再開に向けて、新型コロナウイルス感染拡大防止
のために行う安全対策にかかる費用の一部を支援。飲食店、小売業、理美容、医療業、
介護・福祉サービス等、対面によるサービス提供を行う場面が多い業種の個人事業者、
中小企業等。
安全対策にかかる費用（税抜）の80％（100円未満切捨て、上限額5万円）

大牟田市HP
https://www.city.omuta.lg.jp/hp
kiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type
=top&id=14200

経営支援

金融支援

福岡県

直方市

休業等支援

福岡県

田川市

URL

経営支援

久留米市

飯塚市

支援内容・水準

【緊急事態宣言に伴う北九州市独自の緊急経済支援策】
【店舗への家賃等支援】
・休業要請等に応じた中小企業等に対して、店舗賃料の８割（上限40万円）を補助。（財
政規模30億円）。
固定費補助 【北九州市持続化緊急支援金】
・コロナウィルスの影響により、売り上げが▲30～▲50減少した中小事業者に対して、 北九州市ＨＰ
支援金
https://www.city.kitakyushu.lg.j
宅配等への支 20万円（個人事業者10万円）を一律支給
p/san-kei/09901239.html
【宿泊モニターキャンペーン】
援
・コロナ感染終息後に、市内宿泊施設延べ６万室を買い上げ、１人１泊あたり1000～
3000円で販売（キャンペーン）。
【我がまち思いやりデリバリー事業】
・デリバリーを提供する団体に対して、上限150万円（50万円×３月）

福岡県

福岡県

分類２

経営支援
金融支援

休業等支援

・久留米市緊急経営支援資金、コロナウィルスの影響を受けている中小企業者に対する
融資
資金繰り支援（限度額350万円、利率0.8％））
信用保証料補
・久留米市中小企業融資制度、コロナウィルスの影響を受けている中小企業者に対する
助
融資支援（限度額1000万円、利率1.26％）
【直方市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日から5月6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対象施設に対し、交
付金を支給。
支援金
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：１施設（店舗）当たり20
万円
福岡県から営業時間短縮を要請され、営業時間を短縮した施設：１施設（店舗）当たり10
万円
【飯塚市独自支援策】【事業継続応援事業】
・国及び県の融資制度（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、事業の継続と雇用の維持を応援するため、1事業者あたり30万円の応援金を交付。
対象者：令和2年5月31日までに申請した国及び県の融資制度の利用者(融資決定者／
支援金
全業種対象）
融資
【事業継続応援貸付事業】
利子補給
・売上高が前年同月比で5％以上減少した事業者（全業種、法人、個人事業主）に対し、
信用保証料補 事業の継続と雇用の維持を応援するため、無担保・無利子融資を実施。なお、製造業
助
は事業所単位での融資を実施。 融資枠：20億円（融資倍率：2.5倍 預託金：8億円）／
融資限度額：法人 300万円 個人事業主 150万円／償還期間 ：10年以内（うち据置
5年以内）／融資利率等：金利0.5％ 保証料0.8％ 無担保／優遇措置 ：（法人）当初5
年間は利子・保証料を全額免除（市負担）・（個人事業主）償還期間内（最大10年）は利
子・保証料を全額免除（市負担）

支援金

【田川市新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金】
・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。
市内に事業所を有し事業を営む事業者：1事業者につき 10万円
市内に事業所を有し事業を営む事業者で福岡県の要請に応じて施設を休止する事業
者：1事業者につき 20万円

久留米市HP
https://www.city.kurume.fukuok
a.jp/1070sangyou/2030shoukou
gyou/3010shienseido/20200316-1140-74.html

直方市HP
https://www.city.nogata.fukuok
a.jp/sangyo/_1229/_8978.html

飯塚市
http://www.city.iizuka.lg.jp/hish
o/shise/gaiyo/shicho/message
/coronashien.html

田川市
https://www.joho.tagawa.fukuok
a.jp/kiji0036776/index.html
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都道府県

福岡県

福岡県

市町村等

柳川市

八女市

分類

経営支援
生活支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金
無償提供

「中小事業者へのがんばる応援金」
・国の「持続化給付金」及び県の「持続化緊急支援金」の受給者に対して、経営支援・休
業協力金として、1事業者につき一律20万円を支給。
「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・生徒に柳川産の米５ｋｇと海苔
を配布。

柳川市ＨＰ
https://www.city.yanagawa.fuku
oka.jp/corona_top/corona03/co
rona03-03/_7084.html

支援金

【八女市新型コロナウイルス感染症対策事業所応援金（がんばるバイ八女応援金）】
・感染症拡大で影響を受けている事業者に対して、応援金として１事業者１０万円を支
給。
・個人（農林漁業者除く）
・法人（農業法人やＮＰＯ、医療法人、福祉法人等）

八女市HP
http://www.city.yame.fukuoka.jp
/soshiki/3/55/56/1/15873501
85807.html

八女市ＨＰ
http://www.city.yame.fukuoka.jp
/soshiki/5/5/1591860788580.h
tml

福岡県

八女市

経営支援

支援金

【がんばるバイ八女農林漁業応援金（新型コロナウィルス感染症対策農林漁業応援
金）】（緊急支援第２弾）
・Ｒ２．４．１より市内に在住する農林漁業者で今後も継続の意思がある者（農林漁業に
よる収入で年間の主たる生計を立てていると認められること）に1世帯あたり10万円交
付。

福岡県

筑後市

経営支援

支援金

【筑後市新型コロナウイルス感染拡大防止休業支援金（第1弾）】
筑後市HP
・支援対象期間中、全ての日に休業（大企業を除く）していただいた事業主に一律１０万 https://www.city.chikugo.lg.jp/s
himin/_6034/_2098/_26944.html
円を支給。

福岡県

筑後市

経営支援

支援金

【筑後市新型コロナウイルス感染拡大防止休業支援金（第2弾）】
筑後市HP
・支援対象期間中、連続で１４日以上休業（大企業を除く）していただいた事業主に一律 https://www.city.chikugo.lg.jp/s
himin/_6034/_2098/_26944.html
２０万円を支給。

福岡県

大川市

経営支援

支援金

【大川市事業継続応援金】
・国の持続化給付金の受給事業者に対して、１０万円を支給。
・県の持続化緊急支援金の受給事業者に対して、５万円を支給。
※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

大川市ＨＰ
http://www.city.okawa.lg.jp/s03
3/gaiyou2.pdf

福岡県

大川市

経営支援

商品券等活用

【プレミアム飲食券「食べに行く券」】
大川市内の飲食店で利用できる30％のプレミアムが付いたプレミアム飲食券の販売
大川市内に住所のある方（代理購入は不可）
1人5冊まで（1冊10,000円で13,000円分）

大川市ＨＰ
http://www.city.okawa.lg.jp/s03
4/20200624120000.html

福岡県

行橋市

休業等支援

支援金

【行橋市新型コロナウイルス感染拡大防止休業協力事業者支援事業】
・福岡県による令和２年５月７日から５月３１日までの休業要請の延長を受け、新型コロ 行橋市HP
http://www.city.yukuhashi.fukuo
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 ka.jp/doc/2020022600017/
（１店舗２０万円 ２店舗以上休業する場合であっても、上限４０万円）を支給します。

支援金

【豊前市新型コロナウイルス感染症対策事業者応援金事業】
市内すべての事業者（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（農業者は認定農業者・法人に限る））に応援金として10万円給付
豊前市HP
http://www.city.buzen.lg.jp/doc
【豊前市新型コロナウイルス感染拡大防止休業等協力店舗支援金事業】
福岡県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し、4月23日から uments/shien-kigyou.pdf
5月6日まで休業する右記の対象施設に対し、支援金を支給。休業の場合 １事業主当た
り20万円・営業時間短縮の場合 １事業主当たり10万円
【中間市持続化緊急支援給付金】
・国の「持続化給付金」、県の「持続化緊急支援金」の対象外で、前年同月比15％以上
中間市HP
30％未満減少している市内事業者に対して、10万円を支給。
http://www.city.nakama.lg.jp/ha
【休業等協力支援金】
yamimi/corona_dokujisien1.html
県の休業要請施設または対面販売などの店舗等が、自主的に休業した場合（20万円）
時間短縮要請施設（10 万円）を支給。

福岡県

豊前市

経営支援
休業等支援

福岡県

中間市

経営支援
休業等支援

支援金

福岡県

中間市

生活支援

生活費補助
固定費補助

福岡県

小郡市

経営支援

支援金

【学校給食費補助】
・夏休み休業期間中の給食費を全額補助。

・小郡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感染症の発生により売上げに影響を受ける事業者に対し、小郡市
独自の応援金を支給。(補助額 定額：10 万円)
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

中間市HP
http://www.city.nakama.lg.jp/ha
yamimi/corona_dokujisien1.html

小郡市
https://www.city.ogori.fukuoka.j
p/205/278/4638
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

筑紫野市ＨＰ
https://www.city.chikushino.fuk
uoka.jp/kankyoukeizaibu/kanko
u/syokogyo/tikusinosityuusyou
kigyoutoukinkyusienkin.html

福岡県

筑紫野市

経営支援

減収補填

筑紫野市中小企業等緊急支援金
・売り上げ▲30％以上の中小企業・個人事業主に対するもので、国か県の給付に加え
一律１０万円を支給する。

福岡県

春日市

経営支援

減収補填

【春日市雇用維持等奨励金】
https://www.city.kasuga.fukuok
・売り上げ減の中小企業・個人事業主に対するもので、国か県の給付に加え一律１０万 a.jp/kosodate/kenkou/kenkouin
fo/1005921/1006143/1005800.
円を支給する。

春日市HP

html

福岡県

大野城市

経営支援

減収補填

【大野城市中小企業等緊急支援給付金】
大野城市ＨＰ
・売り上げ減の中小企業・個人事業主に対するもので、国か県の給付に加え一律１０万 http://www.city.onojo.fukuoka.jp
/s097/20200511095505.html
円を支給する。

福岡県

宗像市

経営支援

減収補填

【宗像市小規模事業者緊急支援金】
・新型コロナウィルスの影響により、売り上げが前年同月比▲15％以上減少した小規模
事業者・個人事業者に対して、１事業者あたり30万円を交付。

宗像市HP
https://www.city.munakata.lg.jp
/w045/040/20200423170002.ht
ml

福岡県

太宰府市

経営支援

減収補填

【がんばろう令和支援金】国・県の支援金への加算
・新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で３０％以上減少している者で、
国・県の持続化給付金等の給付を受ける中小企業・個人事業主が対象。売上の減少額
に応じ、国・県の給付金に加算して、最大３０万円を給付する。

太宰府市HP
http://www.city.dazaifu.lg.jp/ad
min/soshiki/kankou_keizai/1126
/351/449/17107.html

福岡県

古賀市

経営支援

減収補填

【古賀市小規模事業者緊急支援金】
・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１事業者あたり１０万円を支給。

古賀市HP
https://www.city.koga.fukuoka.j
p/cityhall/work/shoukou/035.p
hp

福津市

経営支援
生活支援

支援金
無償提供

・「福津市小規模事業者緊急応援金」→４月又は５月のいずれかの月間売り上げが前年
比同月比30％以上減少した小規模事業者に対して、応援金10万円を給付（国・県の給 福津市HP
https://www.city.fukutsu.lg.jp/s
付に上乗せ、予算規模約１億6000万円）
angyou/shoko/4888.html
・児童手当・就学援助世帯の子供に米10Kｇを支給（対象1600人）。

福津市

経営支援
生活支援

減収補填
無償提供

【福津市小規模事業者緊急応援金】
・４月又は５月のいずれかの月間売り上げが前年比同月比30％以上減少した小規模事 福津市HP
業者に対して、応援金10万円を給付（国・県の給付に上乗せ、予算規模約１億6000万 https://www.city.fukutsu.lg.jp/in
formation/4763.html
円）
・児童手当・就学援助世帯の子供に米10Kｇを支給（対象1600人）。
・中小企業・小規模事業者への緊急支援金、売り上げが前年比２０％以上減少した事業
者を対象に一律１０万円の支援金を給付。
・「花農家支援及び医療関係者への感謝」事業として、「レインボーフラワー」ブランドとし
て、産地形成しているうきはの花を購入し、感謝の気持ちを込めて、頑張っていただいて
いるの感染症指定病院等へ届ける。

福岡県

福岡県

うきは市ＨＰ
http://www.city.ukiha.fukuoka.jp
/imgkiji/pub/Detail.aspx?c_id=1
7&id=213&type=top

福岡県

うきは市

経営支援

減収補填
支援金

福岡県

宮若市

経営支援

減収補填

【宮若市中小企業等緊急支援金】
・令和2年新型コロナウイルス感染症により、2020年1月以降、ひと月の売上が年同月比 宮若市HP
https://www.city.miyawaka.lg.jp
30％以上50％未満減少した月がある中小企業の方や個人事業主の皆様に対して、緊 /kiji003447575/index.html
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

福岡県

嘉麻市

経営支援

減収補填

【嘉麻市中小企業等緊急支援給付金】
嘉麻市
・国及び県の給付金支援策の対象外の事業者（令和２年１月～４月の売上が前年同月 https://www.city.kama.lg.jp/site
/coronavirus/14821.html
と比べて15％～29％減少した法人又は個人）に対し、１事業者あたり10万円を支給。

支援金
減収補填

【朝倉市中小企業等持続化支援金】
・売り上げが減少した市内の中小企業や宿泊事業者などへの支援金給付。
【中小企業等持続化支援金事業】
・２～６月のいずれかの月の売り上げが前年同月比１５～４９％減少した中小企業や小
規模事業者、個人事業者に支援金(法人１０万円、個人事業者５万円)を給付。
【宿泊事業者サポート支援金事業】
・３～５月のいずれかの月の売り上げが前年同月比１５％以上減少した宿泊事業者に給
付。

福岡県

朝倉市

経営支援

朝倉市HP
http://www.city.asakura.lg.jp/w
ww/contents/1587986636545/i
ndex.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援金

支援内容・水準
【新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金】
①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）を休業もしくは営
業時間短縮す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。
【新型コロナウイルス感染症対策持続化給付加算金】
②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。
【新型コロナウイルス感染症対策休業等支援金（追加支給）】
③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。
【感染症拡大防止協力金】
・休業要請に応じた中小企業事業者等に対して、１事業所あたり10万円を給付（予算規
模約３億円）
【花き生産者等緊急支援給付金】
・収入(前年同月比)が１０%以上減少した花き農家、肥育牛農家などに、１戸あたり１０万
円を給付（予算規模1,720万円）。
【漁業者緊急支援給付金】
・収入(前年同月比)が１０%以上減少したカキ養殖漁業者、一本釣漁業者家などに、１戸
あたり１０万円を給付（予算規模890万円）

URL

みやま市ＨＰ
http://www.city.miyama.lg.jp/inf
o/prev.asp?fol_id=23017

福岡県

みやま市

経営支援
休業等支援

※国事業上乗せ
※県事業上乗せ

福岡県

糸島市

休業等支援
経営支援

支援金
減収補填

福岡県

那珂川市

経営支援
雇用支援

福岡県

那珂川市

経営支援
雇用支援

福岡県

宇美町

経営支援

減収補填

【宇美町小規模事業者応援給付金】
・新型コロナウイルスの影響で、３月から５月の売上げが前年同月比で３０％以上減少し 宇美町HP
https://www.town.umi.lg.jp/sosh
ている町内の小規模事業者への応援給付金を支払う。(１事業者当たり１０万円、２か所 iki/23/14539.html
以上の事業所がある場合は上限２０万円)

福岡県

篠栗町

経営支援

減収補填

【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の影響で３月から６月までの売上高が前年同月比で30％以上減少
した小規模事業者に、法人１０万円、個人１５万円の緊急支援補助金を支給する。

篠栗町HP
https://www.town.sasaguri.fuku
oka.jp/info_singatakorona/3183.
html

福岡県

志免町

経営支援

減収補填

【志免町小規模事業者緊急支援金】
・３月から６月の月間売り上げが前年比同月比30％以上減少した小規模事業者に対し
て、10万円を支給（製造業その他：従業員20名以下、卸売業・小売業：従業員5人以
下）。

志免町HP
https://www.town.shime.lg.jp/so
shiki/21/shimetownsyoukibojigy
ousyakinkyusiennkin.html

福岡県

須恵町

経営支援
生活支援

減収補填
無償提供

【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で、今年１～９月のうち１か月の売り上げが前年
同月比で３０%以上減った小規模事業者に１０万円を支給する。
・全世帯に１万１千円分の生活支援商品券を配布する。

須恵町HP
http://www.town.sue.fukuoka.jp
/soshiki/6/syokibojigyousyaoue
nkyuuhukin.html

減収補填

【新宮町小規模事業者応援給付金】
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次のいずれかに該当すること
ア 令和２年５月の売上高が前年同月の売上高又は前年一年間の売上高を12 で除した
平均売上高と比較して30%以上減少していること
イ 前回の応援給付金を受給していない者で、令和２年４月の売上高が前年同月の売上
高又は前年一年間の売上高を12 で除した平均売上高と比較して30%以上減少している
こと
③ ②の前年同月の売上高又は前年平均売上高が１0 万円以上であること
※支給額：②の内、アのみに該当（法人10万円・個人10万円）・②の内、イのみに該当
（法人10万円・個人15万円）、②の内、ア、イどちらも該当（法人20万円・個人25万円）

新宮町HP
https://www.town.shingu.fukuok
a.jp/index.cfm/49,32012,372,30
7,html

福岡県

新宮町

経営支援

福岡県

久山町

経営支援

福岡県

粕屋町

経営支援

福岡県

芦屋町

経営支援
生活支援

減収補填
支援金
※国事業上乗せ
※県事業上乗せ

減収補填
支援金
※国事業上乗せ
※県事業上乗せ

糸島市HP
https://www.city.itoshima.lg.jp/
s004/010/010/150/010/20200
424190157.html

【中小企業等支援金】
・売り上げ減の中小企業・個人事業主に対するもので、国か県の給付に加え一律１０万
円を支給する。

那珂川市HP
https://www.city.nakagawa.lg.jp
/site/koronamatome/tyuusyosi
ennkin.html

【雇用維持支援金】
・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」を活用し休業
手当等を支給した事業者へ一律10万円を支給します。

那珂川市HP
https://www.city.nakagawa.lg.jp
/soshiki/15/koyouizi.html

【久山町小規模事業者応援給付金】
・久山町内に主たる事業所もしくは店舗等を有し、令和２年3月から6月のいずれかの売
減収補填
上高が前年同月比で３０％以上減少していること。また、主たる所得が営業等所得であ
り前年同月の売上高が２０万円以上である事業者に対し、１０万円を支給。（法人、個人
事業主とも）
【粕屋町小規模企業者協力支援金】
・福岡県の休業等協力要請実施（4月14日）時点で町内に施設・店舗等を有する中小企
業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で町内に施設・店舗等を賃借しており、
固定費補助 国の緊急事態宣言に基づく福岡県の緊急事態措置の4月14日（火曜日）から5月14日
（木曜日）の期間中に、休業・休止の要請や営業時間の短縮などの要請に協力し、経営
上の影響を受けたものに対し、1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回に限り補助します。（上限20万円）。
【町内事業所事業継続支援給付金】
・町内全事業者に対し、事業の継続を支援するため一律10万円を給付。
【芦屋町農業漁業者事業継続支援給付金】
・取引先や販売の減少などにより経営が圧迫されている町内の農業者および漁業者を
対象に、事業継続支援給付金10万円を支給。
【芦屋町緊急生活支援給付金】
支援金
・新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入の減少や対策費用の増加など町民
商品券等活用
生活は大きな影響を受けていることから緊急的に生活支援を行うため、1人につき2万円
支給。
【テイクアウト・デリバリー支援事業】
・町内の事業所が展開している「＃芦屋町エール飯」に使用できるクーポン券を発行。
クーポン券販売額の50％を補助し、町民の買い物支援とその利用を促し、事業の支援
を行います。

久山町HP
http://www.town.hisayama.fuku
oka.jp/emergencies/detail/30

粕屋町HP
https://www.town.kasuya.fukuo
ka.jp/s029/030/010/010/100/
20200428133210.html

芦屋町HP
https://www.town.ashiya.lg.jp/si
te/coronavirus/11843.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

福岡県

水巻町

経営支援

支援金

福岡県

岡垣町

経営支援
休業等支援

減収補填
支援金

福岡県

遠賀町

経営支援
休業等支援
生活支援

減収補填
支援金
無償提供

福岡県

小竹町

経営支援

減収補填

福岡県

鞍手町

経営支援

支援金

福岡県

桂川町

経営支援

減収補填

福岡県

筑前町

経営支援
生活支援

減収補填
生活費補助

福岡県

東峰村

経営支援

支援金

福岡県

大刀洗町

休業等支援
経営支援

支援金
減収補填

福岡県

福岡県

大木町

広川町

経営支援

経営支援

支援内容・水準
【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施設に対し、１事業所１０万円の協力金を支給。
【水巻町内事業者持続化緊急支援金】
新型コロナウイルス感染症の拡大により経済活動が衰退している現状を鑑み、一定の
条件を満たす町内の事業者を対象に、事業の持続化を支援するため支援金（15万円）
を交付。
【岡垣町緊急つなぎ給付金】
町内に主たる事業所・店舗などを有し、国の「持続化給付金」または県の「福岡県持続
か緊急支援金」の対象となる中小企業などで、新型コロナウイルスの影響により令和２
年１月から４月までの売上が前年同月に比べて３０％以上減少している事業者に対し給
付金を給付（法人20万円、個人事業者10万円を上限）
【岡垣町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（1施設（店舗）あたり10万円）を支給
【事業所支援金】
・前年同月比の売上が20％以上50％未満減少した法人・個人事業者に、一律10万円を
支給
【休業協力店舗支援金】
・休業要請や時短営業に協力した店舗に、一律10万円を支給
【子育て世帯へのお米配付】
・高校３年生までの児童・生徒1人につき県産米5kgを配布
【小竹町小規模事業者応援給付金】
・新型コロナウイルス感染症 の感染拡大に伴い特に厳しい状況に置かれている小規模
事業者（法人及び個人事業者）に対して、一律２０万円の応援給付金を交付。
・交付対象者：①町内で現に事業活動を行っている事業所又は店舗等を有しているこ
と。ただし、個人の場合は、収入の半分以上が事業収入である者で、副業として営んで
いる者は除く②令和2年3月末までに開業しており、申請時点で事業を営んでおり、事業
継続意思があること③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月から5月ま
での売上げ（税抜）のうち1月分の売上げ(税抜)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、比較月の前2月分の平均の売上高と比較する④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⑤町税ほか町徴収金の滞納がないこと

URL

水巻町HP
https://www.town.mizumaki.lg.jp
/news/reg/kansen/corona_j.ht
ml#16

岡垣町HP
http://www.town.okagaki.lg.jp/0
50/030/030/index.html

遠賀町HP
http://www.town.onga.lg.jp/topi
cs.html?yy=2020&mm=5&key=1
212

小竹町HP
http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/p
ub/detail.aspx?c_id=3&type=top
&id=1855

【鞍手町持続化支援金】
・新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業の
継続を下支え、再起の糧として、福岡県の持続化緊急支援金の給付を受けた事業者に 鞍手町HP
対し「鞍手町持続化支援金」を給付。支援金：法人は２５万円、個人は１２万５千円を上 http://www.town.kurate.lg.jp/sy
限。（前年(度)の売上が、法人の場合は１００万２００円、個人の場合は５０万１００円以 ouhi/machi_shienkin.html
下の場合、昨年からの売上げ減少分は県の持続化緊急支援金によって全額補てんさ
れるため、町の支援金は給付対象外）
【桂川町新型コロナウイルス感染症緊急支援対策事業（中小企業の事業継続支援事
業）】
・令和2年4月または5月の売上が、前年同月等と比較して15％以上減収した事業者
（医療機関等含む）に対して、１事業所あたり20 万円を支給。

桂川町HP
http://www.town.keisen.fukuoka
.jp/news/newsDetail.php?SEQ=
4920

【中小企業・小規模事業者・農業者緊急支援金】
・持続化給付金又は福岡県持続化緊急支援金に該当した中小企業や小規模事業者、
農業者に一律１０万円を支給。
・小中学校の給食再開時から３か月間の生活費補助。
・東峰村持続化緊急支援金
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。
〇対象
・村内に主たる事業所を有する中小企業及び小規模事業者等。
・持続化給付金又は福岡県持続化緊急支援金の給付に該当した者。
・１事業者あたり１０万円（一度給付を受けた方は、再度給付申請することは出来ませ
ん。）
【休業要請協力金】
・県の休業要請等（7日以上の休業・時短）に応じた事業者に対して、休業要請協力金と
して、一律10万円を支給。
【中小企業等緊急支援金(農業者向け)】
・町内に居住している農業者（確定申告の住所が大刀洗町内）で、新型コロナ感染症の
影響を受け農業収入が30％以上減少し、国の持続化給付金もしくは福岡県持続化緊急
支援金の交付対象者。支援金として定額10万円を支給。

筑前町HP
https://www.town.chikuzen.fuku
oka.jp/S019/100/020/2020042
1180442.html

東峰村HP
http://vill.tohoinfo.com/detail?num=684

大刀洗町ＨＰ
https://www.town.tachiarai.fuku
oka.jp/page/page_02252.html

支援金

【大木町中小企業者等持続化支援金」
・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）に対して、
法人格を有する事業者等１５万円、個人事業者等１０万円を支給。
・県の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）に対し
て、法人格を有する事業者等10万円、個人事業者等５万円を支給。
※給付は1回限り。

大木町ＨＰ
http://www.town.ooki.lg.jp/soshi
ki/sangyo/syoukou_kannkou/6/
5133.html

減収補填

【広川町持続化緊急支援金】
・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（農業について
は、花弁、畜産農家を対象）
・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に一律２０万円を支給
（個人事業主、法人問わず）
・ひと月の売上が前年同月比で３０％以上５０％未満減少している事業者に一律10万円
を支給（個人事業主、法人問わず）

広川町ＨＰ
http://www.town.hirokawa.fukuo
ka.jp/hp/node_117/node_23469
/node_22763/node_23065/node
_23093
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都道府県

福岡県

市町村等

広川町

分類

経営支援

分類２

支援内容・水準

【広川町プレミアム付商品券】
「にぎわい広川プレミアム付き商品券」（広川町商工会・プレミアム率30％）を発行。
商品券1冊13,000円相当（500円券26枚つづり）を10,000円で販売。
商品券等活用 商品券13,000円分のうち、11,000円分は飲食店を含む全取り扱い店舗で利用可能。残
り2,000円分は飲食店など（飲食店・生鮮食料品販売店・日用品等小売店）専用の応援
商品券。
発行冊数5,000冊
【香春町事業継続緊急支援金】
・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事業者の経費負担を軽
減し、事業の継続を支援するため、支援金を交付。令和2年１月から12月の間のひと月
の売上げが前年同月比で 15％以上減少している事業者に対し、10万円を交付。（個人
事業者の要件：① 年間事業収入が117万円以上② 年間事業収入が117万円未満の場
合は年間事業収入が年間 総収入の50％以上）
【小規模事業者等事業継続支援金】
・下記の要件を満たす町内に事業所を有する法人または個人事業主の方に対して支援
金を支給します。① 令和２年４月14日時点で営業許可等を得て開業し、営業の実態が
あり、今後も事業を継続する意思がある方② 暴力団員またはそれらと密接な関係を有
しない方③ 政治・宗教上の組織や団体でない方④ 左記の各施設等感染症対策支援金
を受けていない方で、事業収入が全収入の半分以上である事業者：10万円 半分以下
である事業者：5万円
【農産物及び特産品経営支援事業】
・事業の継続や維持のために、道の駅歓遊舎ひこさんに出品している町内の方に対して
販売手数料の一部を支援。5月～7月の販売手数料10％

URL

広川町ＨＰ
http://www.town.hirokawa.fukuo
ka.jp/hp/node_117/node_23469
/node_22763/node_23065/node
_23427

香春町HP
https://www.town.kawara.fukuo
ka.jp/s023/030/020/shien/202
00515131147.html

福岡県

香春町

経営支援

減収補填

福岡県

添田町

経営支援

支援金

福岡県

糸田町

経営支援

減収補填

【糸田町新型コロナウイルス感染症対策事業者応援給付金】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和2 年1月から6月のうち、いずれか 糸田町HP
http://www.town.itoda.lg.jp/new
ひと月（対象月）の売上が前年同月比で15％以上減少している事業者に対し給付金10 s/detail/580/year:/back:1
万円を給付。

減収補填

【川崎町がんばろう事業者支援金】
・国の「持続化給付金」及び県の「福岡県持続化緊急支援金」の対象とならない事業者
に対して、１回限り給付。１事業者（法人及び個人事業者）に１０万円
申請要件
（１） 事業主が川崎町民であり、事業用の店舗を有していること
（２） ２０１９年１２月までに開業し、今後も事業を継続する意思があること
（３） 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２０％以上３０％未満減少した月があること

福岡県

川崎町

経営支援

添田町HP
https://www.town.soeda.fukuok
a.jp/docs/2020052600025/

川崎町HP
https://www.townkawasaki.com/topics/11588

福岡県

福智町

経営支援

支援金

【町内事業者支援事業】
・国の持続化給付金制度の交付決定を受けた福智町内に事業所を有する者に「法人20 福智町HP
https://www.town.fukuchi.lg.jp/
万円・個人10万円」を助成
・福岡県持続化緊急支援金制度の交付決定を受けた福智町内に事業所を有する者に oshirase/coronasien/2848.html
「法人10万円・個人5万円」を助成

福岡県

苅田町

雇用支援
経営支援

支援金
※国事業上乗せ

【苅田町緊急雇用維持助成金】
苅田町HP
・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 https://www.town.kanda.lg.jp/_1
030/_1159/_6253.html
の助成に加え、町が最大50万円を助成。

福岡県

苅田町

雇用支援
経営支援

支援金
※国事業上乗せ

【苅田町小規模事業者等応援給付金】
苅田町HP
・常時使用する従業員の数が20人以下の小規模事業者等（法人及び個人事業者）に
https://www.town.kanda.lg.jp/_1
一律20万円を給付。HP上の交付要件を満たす小規模事業者等（法人及び個人事業者） 030/_1159/_6253.html
が対象。

【みやこ町がんばる事業者応援金】
・町内に主たる事業所又は店舗等を置いて事業を営んでおり、今後も事業を継続する意 みやこ町HP
思がある中小企業または個人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、月の売 https://www.town.miyako.lg.jp/k
上が前年同月比15％以上30％未満減少している月があり、30％以上減少している月が youtsuu/ouenkin.html
ない事業者に、20万円を給付。

福岡県

みやこ町

経営支援

減収補填

福岡県

吉富町

経営支援

支援金

【吉富町事業者応援給付金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、一か月の売上高が前年同月等を比較し
15％以上減少しており、国の持続化給付金制度及び福岡県持続化緊急支援金の対象
でない者が該当、1事業者につき20万円支給。

吉富町HP
http://www.town.yoshitomi.lg.jp
/gyosei/chosei/v995/y209/chii
ki/v153/m107/

福岡県

上毛町

経営支援

支援金

【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】
・新型コロナウイルス感染拡大防止に協力し、5月11日から5月31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（店舗）に対し、支援金を支給。
上毛町HP
https://www.town.koge.lg.jp/daij
・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
i_oshirase/2577.html
・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
・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

福岡県

上毛町

生活支援

支援金

【上毛町緊急生活支援金】
・全町民に1人2万円の上毛町緊急生活支援金を給付
・基準日（令和2年4月27日）において、町住民基本台帳登録者。ただし、4月28日から5
月1日までに転入・出生した者も対象

上毛町HP
https://www.town.koge.lg.jp/daij
i_oshirase/2553.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
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都道府県

市町村等

分類

分類２

福岡県

築上町

経営支援

支援金

【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】
・休業要請に応じている事業者に対し、１事業者につき１店舗あたり２０万円支給（上限
40万円）

支援金

【町内事業者支援事業】
・国の持続化給付金制度の交付決定を受けた福智町内に事業所を有する者に「法人20 福智町HP
https://www.town.fukuchi.lg.jp/
万円・個人10万円」を助成
・福岡県持続化緊急支援金制度の交付決定を受けた福智町内に事業所を有する者に oshirase/coronasien/2848.html
「法人10万円・個人5万円」を助成

福岡県

福岡県

福智町

JAふくおか
嘉穂

経営支援

金融支援

融資
利子補給
信用保証料補
助

支援内容・水準

【新型コロナウイルス感染症に係る「災害特別支援資金」】
・新型コロナウイルス感染症により農業経営に対して影響を受けた農業者の方へ資金
の融資を行う。貸付対象者：影響を受けた当該JAの組合員（法人を含む）／資金使途：
農業経営の継続に必要な資金／貸付利率：０．７５％※利子補給により実質無利子／
保証料：０．２７２％※保証料助成により実質保証料負担なし／貸付金額：３００万円以
内で所要資金の範囲内／貸付期間：５年以内（うち措置期間１年以内）

URL

築上町HP
https://www.town.chikujo.fukuo
ka.jp/s058/040/010/20200417
174716.html

JAふくおか嘉穂
http://www.ja-faho.or.jp/info/%e6%96%b0%e5%9
e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%
83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3
%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6
%9f%93%e7%97%87%e3%81%ab%e
4%bf%82%e3%82%8b%e3%80%8c%
e7%81%bd%e5%ae%b3%e7%89%b9
%e5%88%a5%e6%94%af%e6%8f%b4
/

【新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金（経営改善資金）】
（対象となる方）
客観的に事業を行っていることが明らかな中小企業者で県内に住居若しくは事業所を
有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人（農林漁業、金融・保険業など
を除く）
佐賀県

金融支援

利子補給

（支援の概要）
・最大8,000万円
・資金使途（運転資金）
・10年以内（うち据置2年以内）
・保証料ゼロ、3年間全額利子補給

佐賀県ＨＰ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
0373533/index.html

（条件等の概要）
・セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の市町の認定が必要

佐賀県

佐賀県

金融支援

経営支援

【新型コロナウイルス感染症対応資金】
（制度概要）
制度金融の枠組みを活用し、新たに民間金融機関で実質無利子・無担保・据置最大5年
融資を実施。あわせて、信用保証の保証料も実質負担ゼロ。※本制度では、事業者の
方がお支払いされた利子分を事後的に補給しているため、「実質無利子・保証料実質負
融資
担ゼロ」と記載。
佐賀県HP
利子補給
（対象要件）
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
信用保証料補 セーフティーネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用して、県の新型コロナ 0374209/index.html
助
ウイルス感染症対応資金の融資を受けた場合、以下の要件を満たせば保証料・利子を
減免。
個人事業主：売上高▲5％ 保証料ゼロ・金利ゼロ
小・中規模事業者：売上高▲5％保証料1/2 売上高▲15％保証料ゼロ・金利ゼロ
（その他の要件）
融資上限額：3,000万円

支援金

【佐賀型 宿泊施設支援金】
（事業対象者）
観光客を対象とした県内のホテル・旅館
（旅館業法の許可を受けており、県内旅館組合、各市町の観光協会、県観光連盟いず
れかの組織に加入済の宿泊施設を対象）
（支援内容）
1施設あたり50万円を給付

佐賀県HP
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
0374203/index.html
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都道府県

佐賀県

市町村等

分類

経営支援

分類２

支援金

支援内容・水準

URL

【佐賀型 チャレンジ事業者持続化支援金】
（支援金の対象となる事業者）
新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けており、次の全ての要件を
満たす法人及び個人事業者
（1）交付申請の時点で、国の持続化給付金制度の対象とならないことを確認していること。
（2）2020年1月1日から4月30日までの間に佐賀県内において、創業又は店舗などの事業所
を拡大し、その後少なくとも1か月の間、事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する
意思があること。
（3）法人においては、申請時点において次のア、イのいずれかを満たしていること。ただし、
組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事
業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。
ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業
員の数が2,000人以下であること。
佐賀県HP
（4）新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年1月から12月までの任意のひと https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
月の事業収入が、創業又は店舗などの事業所を拡大時に計画していたひと月当たりの事業 0374225/index.html
収入（前年同月の事業収入がある際は、それを含む）と比較して、50％以上減少しているこ
と。
（5）これまでに「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付を受けていないこと。
（支援額）
法人は200万円、個人事業者は100万円を超えない範囲で支援。 ※ただし、下記の例によ
り算定した事業収入の減少分が対象。
（1）2020年1月1日から4月30日までに創業した事業者
創業時の事業計画等で想定したひと月の事業収入から、2020年1月から12月までの間で任
意に選択したひと月の事業収入を差し引き、それに12を乗じた額
（2）2020年1月1日から4月30日までに店舗などの事業所を拡大した事業者
店舗などの事業所を拡大時の事業計画等で想定したひと月の事業収入と任意に選択した
前年同月の事業収入を合算したものから、比較対象となる2020年のひと月の事業収入を差
し引き、12を乗じた額。

経営支援
給食利用

【CSO支え愛キャンペーン事業】【「佐賀さいこう！」県産品支え愛応援事業】
・ふるさと納税を活用するCSOに対し、県が指定する県産品を返礼品とする場合に、調
達経費や広告費を支援
・SNSやメディアを活用した県産品の魅力の発信、ECサイトでの佐賀県フェアの開催や
テレビショッピングでの販売促進等を行う「佐賀支え愛キャンペーン」を実施
PR支援
【飾って応援！佐賀の花学校提供事業】
佐賀県ＨＰ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
食材提供経費 ・県産花きを小・中学校に展示する「佐賀県花づくり推進協議会」への支援
0374646/index.html
補助
【食べて応援！佐賀牛学校給食提供事業】【食べて応援！佐賀ん魚学校給食提供事
業】
・県内の小・中学校に対し、「佐賀牛などの県産牛肉」「県産水産物」を学校給食の食材
として無償提供
【玄海水産物流通機能強化支援事業】
・水産物のインターネット販売の機能強化を行う佐賀玄海漁業協同組合への支援

佐賀県

経営支援

固定費補助

【肥育牛農家・花農家に対する支援】
・肥育牛農家を対象に肥育素牛の導入を支援
佐賀県ＨＰ
肉専用主：2万円/頭、交雑種：1万円/頭、乳用種：5千円/頭
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
・花農家を対象に次期作に必要な種や苗の購入等を支援
0374576/index.html
バラ・ユリ・カーネーション：10万円/10a、胡蝶蘭：40万円/10a、その他施設花き：5万円
/10a

佐賀県

経営支援

支援金

【たまねぎ農家への支援】
たまねぎ農家を対象に次期作のたまねぎ生産に必要な経費を支援
青果用として出荷した場合：7万円/10ａ
需給バランス確保のため出荷しなかった場合：4万円/10ａ

佐賀県

経営支援

PR支援

【佐賀ん魚応援事業】
佐賀県ＨＰ
県内の飲食店における県産水産物の新規導入、県内産への転換を支援するとともに、 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
0374978/index.html
県産水産物の消費喚起（地産地消）キャンペーンを実施

佐賀県

佐賀県ＨＰ
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
0374978/index.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

【佐賀市事業継続支援金】
(目的等)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、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、佐賀市独自の支援金を支給
(対象要件)
次のすべての要件を満たしていることが必要
〇佐賀市内で事業を営んでいること。
〇中小企業信用保険法第２条第１項各号に該当する「中小企業者」であること。
※協同組合、協業組合、特定非営利活動法人等が事業を行う場合も対象
〇令和２年１月から７月までのいずれか１か月の売上が、前年同月比で２０％以上減少 してい
ること。
○平成30年度までの市税を滞納していないこと。
○暴力団等に関与していないこと

佐賀県

佐賀市

経営支援

減収補填
(支給額)
【基本】
〇令和２年１月から７月までのいずれか１か月の売上が、前年同月比で２０％以上減少 した事
業者を対象に、以下の額（一律）を支給。
法人；２０万円、個人；１０万円
【上乗せ条件を満たす場合】
〇令和２年１月から７月までのいずれか１か月の売上が、前年同月比で５０％以上減少 した事
業者のうち、運転資金の工面や、雇用の確保に積極的に取り組む事業者をさらに 支援するた
め、以下の①〜④のいずれかを満たす事業者には、支援金を上乗せして支給。
① 国の持続化給付金の支給を受けた事業者
② 令和２年３月以降にセーフティネット保証制度等を活用し、新たに融資を受けた事業者
③ 令和２年３月以降に返済猶予等の既借入融資の融資条件を変更した事業者
④ 国の雇用調整助成金の特例措置（型コロナウイルス感染症関連）の助成を受けた 事業者
法人；４０万円（上乗せ後）、個人；２０万円（上乗せ後）
※【基本】または【上乗せ条件を満たす場合】のいずれかを選択して申請。

佐賀市ＨＰ
https://www.city.saga.lg.jp/main
/60246.html

【佐賀市キャッシュレス決済普及事業費補助制度】
（目的等）
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策や事業者の売上向上及び消費者の利便性向上
等を図るため、事業者のみなさんのキャッシュレス決済導入を支援。

佐賀県

佐賀市

感染予防
経営支援

（補助対象要件）
・補助対象者の要件
中小企業者または小規模事業者であること。
市税の滞納がないこと。
・補助対象店舗棟の要件
佐賀市内に所在し、事業を営んでいること。
次の対象業種のいずれかに該当すること。
取組経費補助 （小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、道路旅客運送業）
Googleマイビジネスのオーナー登録を行っていること。
新規取組・経営
市内事業者から見積書等を徴取すること。（市長が認める場合を除く。）
改善等経費補
政治または宗教を目的とするものでないこと。
助
暴力団または暴力団員が関与する事業、風俗営業等でないこと。

佐賀市ＨＰ
https://www.city.saga.lg.jp/main
/54175.html

（補助対象経費）
備品購入費（決済端末、付属機器、情報通信機器など）
※1決済端末につき、同一機能を有する機器等は1つです。
工事費（インターネット接続工事費など）
手数料（登録手数料、工事手数料など）
（補助率）
補助対象経費の4/5以内
（補助金の上限額）
1店舗等につき7万円（ただし、1事業者につき28万円 ※道路旅客運送業は50万円）

【漁業用燃油購入緊急支援補助金】
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により漁業収入が減少し、経営が圧迫されてい
る行業者への支援を行うことで、漁業活動への意欲を維持し、市の水産業の持続を図
る。
佐賀県

唐津市

経営支援

固定費補助
交付先：市内漁業協同組合
対象者：正組合員
対象経費：４月～５月の漁業活動に要した燃油購入費
補助率：1/2

佐賀県

唐津市

金融支援

【唐津市制度融資（中小企業小規模事業資金】Ｒ４．３．３１までの拡充措置
（利用できる中小企業者）
次のすべての要件を満たす中小企業者が対象。
１．市内に事業所を有する法人または個人事業主、もしくは市内に住所を有する個人事
業主であって、同一事業を１年以上継続していること。
融資
２．市税を完納していること。
利子補給
（貸付条件）
信用保証料補
資金使途：運転資金、設備資金
助
貸付限度額：2,000万円以内、３口まで ※３口の合計で2,000万円が上限
貸付期間：10年以内（据置期間２年以内）
貸付利率：年1.3％
信用保証料：全額市負担
担保・保証人：担保は原則不要。保証人は佐賀県信用保証協会の定めるところによる。

【漁業用燃油購入緊急支援補
助金】
https://www.city.karatsu.lg.jp/k
ouhou/shise/koho/pressreleas
e/documents/020422_3_teireiki
sya4gatuhoseiyosangaiyou.pdf

唐津市ＨＰ
https://www.city.karatsu.lg.jp/s
youkoushinkou/finance/seidoyuushi.ht
ml
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都道府県

佐賀県

佐賀県

市町村等

唐津市

唐津市

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

【TAKE OUTからつ★次回割引キャンペーン】Ｒ４．３．３１までの拡充措置
（利用できる中小企業者）
次のすべての要件を満たす飲食店などが対象。
１．食品衛生法（昭和22年法律第233号）第52条第1項に規定する許可を受けた市内の
飲食店など
２．すでにテイクアウトまたはデリバリー事業を開始している、または開始する予定であ
割引等への支 ること
３．テイクアウトとデリバリー情報を集約したウェブサイト「TAKEOUTからつ」に登録して
援
いる、または登録する予定であること
（補助対象経費）次回割引券の利用額全額（上限額：1店舗当たり10万円）
・交付決定の日から令和2年8月末日までに発行した割引券で、令和2年9月末日までに
利用された額
・次回割引券の金額は、販売した商品価格の5割以内で、対象メニューや割引券の金額
は各店舗で設定していただきます。

固定費補助

URL

唐津市ＨＰ
https://www.city.karatsu.lg.jp/k
ankou/takeoutkaratsushienhojo
kin.html

【唐津市持続化支援助成金】
助成金の額は、「基本助成金」と「加算助成金」の合計額を交付します。
・基本助成金
事業所の水道料金の基本料金の4か月分相当額＋事業所の下水道使用料の基本料金
の4か月分相当額
・加算助成金
旅館等営業者
令和2年2月から5月期の前年同期比売上減少額（平成31年2月2日以降に営業を開始し
た場合は「加算助成金算定書(別紙3または別紙4)」で算出した額）
限度額：50万円
飲食店等営業者
令和2年2月から5月期の前年同期比売上減少額（平成31年2月2日以降に営業を開始し
唐津市ＨＰ
た場合は「加算助成金算定書(別紙3または別紙4)」で算出した額）
https://www.city.karatsu.lg.jp/k
限度額：20万円
ankou/ryokan-insyokuten対象事業所
次の1から4までのすべての要件を満たす事業所が対象になります。
１ 旅館等営業者または飲食店等営業者であること
２ 令和2年2月から令和2年5月までの任意の月において、前年同月と比較して売上が2
割以上減少していること。ただし、平成31年2月2日以降に営業を開始した場合は、「令
和2年度唐津市持続化支援助成金交付要綱」別表第2に掲げる基準を満たすこと
３ 令和2年2月から令和2年5月までの売上等合計金額が、平成31年2月から令和元年5
月までの売上合計金額を下回ること。ただし、平成31年2月2日以降に営業を開始した場
合は、「令和2年度唐津市持続化支援助成金交付要綱」別表第3に掲げる基準を満たす
こと
４ 助成金の交付を受けた後において、市長が実施する令和2年の事業所の売上およ
び利用者数の調査に協力すること

jizokukajoseikin.html

【鳥栖市緊急事業支援給付金】
(目的等)
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により営業等に特に大きな影響を受けている法
人等・個人事業主の方を対象にした緊急的な給付金で、事業者の事業継続、経営安定
化を支援

佐賀県

鳥栖市

経営支援

減収補填

(給付の対象者等)
・鳥栖市民税の納税義務者である法人等（※）・個人事業主（市内居住者）で、今後も事
業を継続する事業者 ※法人等…資本金等の総額が10億円未満もしくは常時使用する
鳥栖市ＨＰ
従業員数が 2,000人以下が対象
(交付要件)
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から同年7月までのいずれか単
月の売上が、前年同月の売上と比較して50％以上減少していること。
・鳥栖市税を滞納していないこと。
・暴力団等に関与していないこと。

https://www.city.tosu.lg.jp/6611
.htm

(給付上限額)
・法人等 30万円（上限額）、個人事業主 15万円（上限額）
※給付金の給付は、１対象者につき、１回限り。
【鳥栖市飲食店テイクアウト応援事業補助金】
(目的等)
・飲食店等がテイクアウトに取り組むための費用の一部を補助

佐賀県

鳥栖市

経営支援

(対象者等)
次の条件のいずれにも該当する方
・鳥栖市内に本社又は本店を有する、※飲食業を営む※中小企業者等
・新型コロナウイルス感染症対策により、テイクアウトを新たに、又は拡充して実施する 鳥栖市ＨＰ
宅配等への支
https://www.city.tosu.lg.jp/6613
方
援
.htm
・補助事業を行うために必要な食品営業許可を受けている方
※飲食業：持ち帰り専門店、フランチャイズ契約店舗を除く。
※中小企業者等：中小企業基本法第２条に規定する中小企業者及び小規模企業者（個
人事業主含む）をいう。
(補助額等)
・補助対象と認められる経費の４/５以内を補助（補助限度額：８万円） ※本補助金の交
付は、１交付対象者につき、１回限り。
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都道府県

佐賀県

市町村等

鳥栖市

分類

金融支援

分類２

多久市

経営支援

減収補填

佐賀県

多久市

経営支援

減収補填

佐賀県

多久市

多久市

経営支援

経営支援

URL

【鳥栖市中小企業小口資金融資制度】
(目的等)
・金融機関から直接事業資金の借入れが困難な中小企業のために、鳥栖市と金融機関
が一定の資金を出し合い、信用保証協会の保証をつけて、金融機関から資金を融資。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年3月31日まで、制度の拡充と要件
を緩和
(対象要件等)
・鳥栖市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の事業を営んでいる方。
・市税（国民健康保険税を含む）納税義務を完全に履行している方。
融資
・佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること。
鳥栖市ＨＰ
利子補給
（貸付限度額等）
https://www.city.tosu.lg.jp/446.
信用保証料補 ・貸付限度額 ※拡充 1,000万円 → 令和3年3月31日まで【2,000万円】
htm
助
・貸付期間 ※拡充 運転資金のみ：60月以内（据置期間6月以内） → 令和3年3月31
日まで【120月以内（据置期間6月以内）】、設備資金のみ：120月以内（据置期間6月以
内）、運転資金と設備資金：原則84月以内、設備資金が2分の1を超える場合は120月以
内 → 令和3年3月31日まで【120月以内（据置期間6月以内）】
・貸付金利 年1.3％（固定金利）
・既往借入金の借換条件 ※要件緩和 旧債の4分の1を支払うこと → 令和3年3月31
日まで【条件なし】
・信用保証 佐賀県信用保証協会の保証付き（信用保証料は、全額市が負担）
・保証人 個人事業者は原則不要、法人は原則代表者のみ
・担保 原則不要
【多久市事業継続支援金 】
(目的等)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、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、多久市独自の支援金を支給。

佐賀県

佐賀県

支援内容・水準

固定費補助

（対象要件）
次のすべての要件を満たしていることが必要。
〇多久市内で事業を営んでいること。
〇中小企業信用保険法第２条第１項各号に該当する「中小企業者」であること 。
※農業、林業（素材生産業・素材生産サービス業を除く）、漁業、金融・保険業（保険
媒介代理業・保険サービス業を除く）以外の業種の事業を行っていることが必要。
※協同組合、協業組合、特定非営利活動法人等が事業を行う場合も対象。
〇令和２年 2 月から７月までのいずれか１か月の売上が、前年同月比で２０％以上減
少していること。
○原則、市税を滞納していないこと。
○暴力団に関与していないこと。
(支給額)
〔基本〕
〇令和２年 2 月から７月までの いずれか１か月の売上が、前年同月比で２０％以上減
少した事業者を対象に、一律 10 万円を支給。
〔上乗せ条件を満たす場合 〕
〇令和２年 2 月から７月までのいずれか１か月の売上が、前年同月比で５０％以上減
少した事業者のうち、運転資金の工面や、雇用の確保に積極的に取り組む事業者をさ
らに支援するため、以下の①～③のいずれかを満たす事業者には、支援金を上乗せし
て支給。
① 国の持続化給付金の支給を受けた事業者
② 令和２年３月以降にセーフティネット保証制度等を申請し、市から認定を受けた事業
者
③ 国の雇用調整助成金の特例措置（新型コロナウイルス感染症関連）の助成を受けた
事業者
【多久市耕種農家事業継続支援金】
（支援対象者） 市内在住の花卉・野菜・果樹農業者
（支援額）上限：１農業者１０万円・１法人２０万円 令和２年２月から令和３年１月の販売
価格が、 前年同月間と比較して２０%以上減少した各品目の販売額について、減少した
額の２割を支援
（加算対象者）国の持続化給付金の支給を受けた農業者 （加算額：１５万円）
【多久市畜産農家事業継続支援金】
（支援対象者）肥育牛・繁殖牛・乳用牛を飼養している 市内在住農業者
（支援額）上限：１農業者１０万円・１法人２０万円 出荷停滞等による飼料費の一部とし
て 飼育頭数１頭当たり５千円の支援
（加算対象者）国の持続化給付金の支給を受けた農業者 （加算額：１５万円）

【食TAKUプロジェクト】
（目的等）
多久市商工会と一般社団法人たく21が行っている、食TAKUプロジェクトに登録した事業
者が行う、テイクアウトやデリバリーの取組を応援。
宅配等への支 （対象者）
援
次の要件をすべて満たしていること
・市内で事業を行っている事業者
・「食TAKUプロジェクト」に登録されていること
（応援金の額）
1店舗当たり100,000円とし、1店舗当たり1回限りとする。

多久市ＨＰ
https://www.city.taku.lg.jp/site/
shingatakoronakansensyou/126
98.html

多久市ＨＰ
https://www.city.taku.lg.jp/site/
shingatakoronakansensyou/128
12.html

多久市ＨＰ
https://www.city.taku.lg.jp/site/
shingatakoronakansensyou/127
87.html

多久市ＨＰ
https://www.city.taku.lg.jp/site/
shingatakoronakansensyou/124
56.html
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都道府県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

市町村等

伊万里市

伊万里市

伊万里市

分類

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

減収補填

【伊万里市事業者緊急支援金】
（趣旨）新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う行動制限をはじめ休業、時短営業の要
請等によって消費行動が変容するとともに、企業・事業所等においても、サプライチェー
ンへの深刻な影響が出ていることから、「伊万里市新型コロナウイルス感染症緊急支援
金支給要綱」に基づき、市内事業者に対し、『事業者緊急支援金』を支給し、事業継続を
支援するものです。
（事業内容）（1）対象事業所
令和2年3月から5月までのいずれかの月で、新型コロナウイルス感染症の影響により
売り上げが対前年同月比で減少している事業者でアかイに該当する者（※減少率は問
いません）
※令和元年6月以降に営業開始している場合は、直近1ヶ月の売り上げが直近3ヶ月の 伊万里市ＨＰ
https://www.city.imari.saga.jp/1
平均売り上げより減少していること。
6736.htm
ア．中小企業基本法（昭和38年法律第154号）に基づく中小企業者及び小規模企業者又
は個人事業者で伊万里市内に事業所を有する者。
※個人事業者の場合は、令和元年分の確定申告において営業収入の割合が営業・給
与・農業・不動産・雑収入のうち令和元年中に収入が無くなったものを除いた合計の
80％を超える者に限る。
イ．医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの各種法人で伊万里市内に事
業所を有し、収益事業を行う者。
【事業を休業している者の場合】
令和2年2月27日前から休業していないこと。
(2)支援金額 1事業者あたり一律4万円

支援金

【肉用牛肥育農家緊急支援事業】
肉用牛の出荷額が生産費を下回る状況が続く中、新型コロナウイルス感染症の拡大
による経済情勢の悪化で和牛枝肉の市場価格も大幅に下落しており、肉用牛肥育農家
の経営が非常に厳しい状況にあるため、緊急的な支援として出荷頭数に応じた支援金 伊万里市ＨＰ
https://www.city.imari.saga.jp/it
を支給する。
em/23731.htm#moduleid9884
（支援対象）令和2年3月から9月に出荷された肉用牛
（支援金）1頭当たり5千円
（対象見込数）2,900頭

【伊万里テイクアウト・デリバリーサービス支援金】
（目的等）
経営が低迷する市内飲食業において、営業維持や継続に繋がり、感染症の拡大防止
策としても有効なテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（配達）サービスを提供する営業
店舗に対し、「伊万里市新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金支給要綱」に基づ
き、『テイクアウト・デリバリーサービス支援金』を支給することで、経費の一部を支援。
（対象要件）
・伊万里市内で飲食店営業を行う店舗のうち、令和2年4月1日以降、テイクアウトやデリ
バリーサービスを提供し、かつ伊万里市のホームページに掲載されている店舗を営業し
ている方
伊万里市ＨＰ
宅配等への支
・または、令和2年6月30日の申請期限までに新たにテイクアウトやデリバリーサービス https://www.city.imari.saga.jp/1
援
を開始し、かつ伊万里市のホームページに掲載されている店舗（掲載依頼中を含む。） 6734.htm
を営業している方
・上記いずれの場合も、テイクアウトやデリバリーサービスの提供を継続する意思があ
る方
（支給金額）
令和2年4月1日から6月30日までの間、 当該サービスの提供に要した経費の2分の1の
額（上限2万円）※ 1店舗あたり1回までの支給
（対象経費）
容器、包装紙等消耗品代やメニュー表作成代、チラシ作成等広告宣伝費、ウェブサイト
更新等製作費など
【鹿島市事業継続支援給付金】
（目的等）・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経営環境の悪化する事業者
への緊急支援を行うため、事業継続支援給付金を支給
※対象事業者は中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者とし、今後も
事業継続意思のある事業者とする（農林漁業者等を除く）

佐賀県

鹿島市

経営支援

減収補填

１．店舗休業協力給付金
（対象事業者）・佐賀県の休業要請等に応じて、原則、緊急事態措置による休業等の期
間（令和２年４月２２日から同年５月６日まで）の全ての期間において、休業等を行った 鹿島市ＨＰ
https://www.city.saga市内に常設の店舗等を有する事業者
kashima.lg.jp/main/20031.html
（給付金額）・15万円を支給
２．貸店舗型休業協力給付金
（対象事業者）・上記１．給付金を申請する者で、貸店舗等の賃貸物件において事業を
営む事業者
（給付金額）・10万円を支給
３．持続化給付金
（対象事業者）・国の持続化給付金の対象外となる令和2年1月から4月までのひと月の
売上が前年同月比で20%から49%減少した市内に常設の事業所等を有する事業者
（給付金額）・個人事業主に10万円、法人に20万円を支給
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都道府県

佐賀県

佐賀県

市町村等

鹿島市

鹿島市

分類

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

【「今こそ、家めし」キャンペーン】
（目的等）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、休業や営業時間短縮の要請、不要不急
宅配等への支
の外出自粛や三密の回避などで、特に厳しい経営環境にある市内飲食店を支援
鹿島市ＨＰ
援
https://www.kashimacity.com/i
割引等への補
emeshi/kashima.html
（支援内容）
助
キャンペーンに参加する市内飲食店でのテイクアウト（持ち帰り）・デリバリー（配達）によ
る飲食サービスの利用者に対して、お支払額500円毎に次回以降テイクアウト・デリバ
リーご利用時に、市内の参加店全店で利用できる額面200円のクーポン券を発行

支援金

【鹿島市農林漁業者緊急サポート給付金】
（目的等）
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、事業継続のために金融機関か 鹿島市ＨＰ
https://www.city.sagaら融資を受けた農林漁業者等を支援します。
kashima.lg.jp/main/20420.html

（支援内容）
融資を受けた額の10％以内 （上限：個人25万円、法人50万円）
【小城市店舗休業支援金】
(目的等)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、佐賀県の要請を受けて休業したり時間短縮営
業を行ったりした事業者を支援。

佐賀県

小城市

休業等支援

支援金

(対象要件)
小城市に店舗等がある店舗がある事業者で①または②に該当するもの
① 佐賀県のＡ、Ｂの支援金を受給した事業者など （それぞれ要件が異なる。）
A：佐賀型店舗休業支援金（4 月 22 日から 5 月 6 日）
B：佐賀型店舗休業支援金（5 月 7 日から 5 月 20 日）
② 次のア、イのいずれも満たす食事提供施設（小城市の要件）
ア． 通常の営業時間が 5 時～20 時の間である飲食店、料理店、喫茶店等の食事提
供施設（テイク アウト・デリバリーは 20 時を超えても可）
イ． 原則として、令和 2 年 4 月 22 日から令和 2 年 5 月 6 日までの全ての期間、休業
または営業 時間短縮を行った食事提供施設
※暴力団などに関与していないこと
(支給額)
・１店舗 1 支援事業につき 5 万円

小城市ＨＰ
https://www.city.ogi.lg.jp/site_fil
es/file/2020/202005/p1e897pt
up3o51g1g3rl7vcod64.pdf

【事業継続応援給付金】
(目的等)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、売上が20％以上減少した事業者等の事業継続
を支援。

佐賀県

小城市

経営支援

減収補填

(対象要件)
・ 日本標準産業分類＜大分類＞の A（農業・林業）、B（漁業）、S（公務）、T（分類不能
産業）を除く事 業を営むもので、小城市内に店舗等を有する事業者等
・令和 2 年 3 月から 6 月までのいずれかの月の前年同月比の売り上げの減少率が
20％以上（実績値）
・暴力団等に関与していないこと

小城市ＨＰ
https://www.city.ogi.lg.jp/main/
33544.html

(支給額)
・個人事業主：10 万円 法人：20 万円
【農林水産業継続応援給付金】
（給付要件）
・売上が20％以上減少した農林水産業者
佐賀県

小城市

経営支援

減収補填
（給付金額）
個人 10万円
法人 20万円

小城市ＨＰ
https://www.city.ogi.lg.jp/main/
33950.html

【テイクアウト・デリバリー推進補助金】
（目的等）
テイクアウト・デリバリーを実施するお店に対する助成金を、小城商工会議所と小城市
商工会を通して給付する。これまですでにテイクアウトやデリバリーをしているお店も、こ
れから始めるお店も対象となる。（これから始めるお店は、実施した後での申請。）

佐賀県

小城市

経営支援

（給付要件）
1～4全てを満たす※飲食店等・・・「飲食店等」については最下に記載
（1）食品営業許可を受けていること。
小城市ＨＰ
宅配等への支
（2）通常の営業時には、店舗内にテーブル・椅子を備えた席があること。※イートインス https://www.city.ogi.lg.jp/main/
援
34143.html
ペースのみは不可
（3）SNSやWEBサイト等にテイクアウト・デリバリーを実施している旨の広告等を掲載して
いること（テイクアウトサイトへの登録など）
（4）店舗等の外からテイクアウト・デリバリーを実施していることが確認できるような看板
や旗等を設置していること
※お持ち帰り専門店（弁当屋、パン屋など）及びフランチャイズ契約店舗を除く
（給付金額）
1店舗あたり10万円（一律）
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分類
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URL

【応援給付金】
（目的等）
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、経営の安定に大きな支障をきた
している事業者に対して、給付金を給付
佐賀県

嬉野市

経営支援

減収補填

（給付要件）
嬉野市内で事業を行っている者（法人・個人事業主・フリーランス）
令和2年1月～同年4月のうち、最も売り上げが減少している1か月間の売上高が、前年
同月比50％以上減少している事業者

嬉野市ＨＰ
https://www.city.ureshino.lg.jp/
sangyo/shokogyo/shokogyo/_2
6165.html

（給付金額）
前年の総売上（事業収入）－前年同月比で50％以上減少している月の売上×12カ月
※ただし、給付金の上限は150,000円
【休業協力金】
（目的等）
佐賀県の休業または営業時間短縮の要請を受け、営業を休止または時間を短縮した事
業者に対して、協力金を給付

佐賀県

嬉野市

休業等支援

支援金

（給付要件）
下記の項目すべてに該当すること
・嬉野市内で事業を行っているもの（法人・個人事業主・フリーランス）
・佐賀県より出された休業要請により、令和2年4月22日（水）～ 令和2年5月6日（水）の
すべての期間において休止もしくは営業時間短縮を実施する施設
・営業時間を短縮する施設については、通常の営業が午前5時～午後8時の範囲外に及
んでおり、要請によってその範囲内に短縮した施設

嬉野市ＨＰ
https://www.city.ureshino.lg.jp/
sangyo/shokogyo/shokogyo/_2
6164.html

（給付金額）
自家店舗の場合（自己所有物件での営業）5万円
貸店舗の場合（他人所有物件を借りての営業）10万円
【産業給付金】
（目的等）
第3弾の経済支援対策として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、経
営の安定に大きな支障をきたしている事業者に対して、「産業給付金」を給付します。
「休業協力金」・「応援給付金」を受給していない、または対象とならなかった事業者で、
売上げが減少している方を対象とするものです。

佐賀県

嬉野市

経営支援

減収補填

（給付要件）
下記の項目すべてに該当すること
・嬉野市内で事業を行っているもの（法人・個人事業主・フリーランス）※農家・フリーラン
スの方は、嬉野市内在住
・「休業協力金」・「応援給付金」を受給していない事業者
・＜個人事業者＞総所得の50％以上を占める事業の収入が130万円以上ある。
＜法人事業者＞事業収入が130万円以上ある。
4．令和2年1月～同年6月のうち、最も売り上げが減少している1か月間の売上高が、前
年同月比30％以上減少している事業者
（給付金額）
前年の総売上（事業収入）－ 前年同月比で30％以上減少している月の売上×12カ月
※ただし、給付金の上限は100,000円

嬉野市ＨＰ
https://www.city.ureshino.lg.jp/
sangyo/shokogyo/shokogyo/_2
6275.html

【神埼市事業者応援給付金 】
(目的等)
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受け、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、神埼市独自の支援金を支給

佐賀県

神埼市

経営支援

減収補填

(対象要件)
次のすべての要件を満たしていることが必要。
〇神埼市内で事業を営んでいること。
〇中小企業信用保険法第２条第１項各号に該当する「中小企業者」であること。
※農業、林業（素材生産業・素材生産サービス業を除く）、漁業、金融・保険業（保険 媒 神埼市ＨＰ
https://www.city.kanzaki.saga.jp
介代理業・保険サービス業を除く）以外の業種の事業を行っていることが必要。
/main/11439.html
※協同組合、協業組合、特定非営利活動法人等が事業を行う場合も対象。
〇令和２年１月から７月までのいずれか１か月の売上が、前年同月比で２０％以上減少
していること。
○平成30年度までの市税を滞納していないこと。
○暴力団等に関与していないこと。
(支給額)
令和２年１月から７月までのいずれか１か月の売上が、前年同月比で２０％以上減少 し
た事業者を対象に、以下の額（一律）を支給。
法人：２０万円、個人事業者：１０万円

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

佐賀県

佐賀県

市町村等

吉野ヶ里町

基山町

分類

経営支援

経営支援

分類２

減収補填

固定費補助
減収補填

支援内容・水準
【吉野ヶ里町中小企業者事業継続支援金】
(目的等)
・吉野ヶ里町では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、売上が大きく減
少している吉野ヶ里町内の中小企業者や個人事業主の皆様の事業継続を支援するた
め、町独自の支援金を支給
(対象要件)
1.吉野ヶ里町内で事業を営む中小企業者や個人事業主であること。
2.中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する中小企業者であること。
3.令和2年1月から7月までのいずれか1ヶ月の売上が、前年同月比で20％以上減少した
事業者であること。※創業が1年未満の場合など前年同月との比較ができない場合など
特例あり。
4.暴力団等に関与していないこと。
5 町税等を滞納していないこと。
(支給額)
・要件を満たしている事業者に 一律 20万円（1回限り）
【基山町中小企業者事業継続緊急支援金】
(目的)
・新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、売上金が減少している町内中小企業の事
業主に対して、事業継続のための緊急支援として、予算の範囲内において緊急支援金
を交付

URL

吉野ヶ里町ＨＰ
https://www.town.yoshinogari.lg
.jp/lifeinfo/soshiki/sangyo_shink
o/1/4/covidsyoukoukankouinfo
/1387.html

(対象者の要件)
・基山町において、令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因した中小企業信用
基山町ＨＰ
保険法第2条第5項第4号の認定を受けていること。
https://www.town.kiyama.lg.jp/k
・町内で事業を営んでおり、緊急支援金受領後も事業を継続する意欲があること。
iji0032739/index.html
・基山町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団等に該当する物でないこと。
・町税等の滞納がないこと。
(支援金の額)
緊急支援金の額は、次のいずれかの額を交付
・4号認定を受けた月の事業所の家賃（土地賃借料を含む）及び事業を営む上で使用す
る駐車場の賃貸料の総額の5割（1月当たりの限度額10万円）の3カ月分
・売上金の減少に対する緊急支援金10万円
【上峰町新型コロナウイルス感染症対策休業支援金】
(内容)
・佐賀県の休業要請に応じて休業（時短営業）を行った事業者で、佐賀県型店舗休業支
援金の交付を受けた事業者に対して、給付金を支給

佐賀県

上峰町

休業等支援

支援金
※県事業上乗せ

(支給要件)
・佐賀県の休業要請に応じた施設が、町内にある事業者であること
・佐賀型店舗休業支援金の交付を受けた事業者であること

上峰町ＨＰ
https://www.town.kamimine.lg.jp
/view.php?pageId=2613

(支援金額)
・前事業年度売上額等に応じて、最大100万円
【玄海町経営継続緊急支援金】
（目的等）
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少し企業活動に支障が生じてい
る飲食店及び旅館の経営者に対し、企業活動の維持又は継続のための緊急支援とし
て、支援金を交付

佐賀県

玄海町

経営支援

支援金

（対象事業者）
対象事業者は次の各号のいずれにも該当する者。
（１）飲食店又は旅館業を営む者
（２）新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が明らかに悪化している者
（３）次のいずれかに該当する者
・経営者が玄海町内に住所を有する者
・玄海町飲食業組合又は玄海町旅館組合に加入している者
（４）唐津市観光産業持続化支援助成金が交付されていない者又は交付される予定が
な
い者
（５）前4号に掲げるもので、町内事業者の支援として、町長が必要と認める者
（支援金額）
1事業者につき20万円

玄海町ＨＰ
https://www.town.genkai.lg.jp/s
oshiki/19/35920.html
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分類
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URL

【玄海町産業持続化支援金（商工業者）】
（目的等）
玄海町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商工業者に事業継続を支援す
るため、支援金を支給します。

佐賀県

佐賀県

玄海町

玄海町

経営支援

経営支援

減収補填

減収補填

（対象事業者）
次のすべてに該当する方が対象となります。
〇次のいずれかに該当する方
玄海町内に住所があり、主に商工業等で生計を維持している方
町内に本店を有する法人
玄海町ＨＰ
https://www.town.genkai.lg.jp/s
〇令和元年12月31日以前から事業の実績があること
〇令和2年1月から5月までの任意の1か月の売上が前年の同月と比較して2割以上減少 oshiki/19/37127.html
していること（比較できない月がある場合はご相談ください。）
〇令和2年1月から5月までの売上高の合計が平成31年1月から令和元年5月までの売
上高の合計を下回っていること
〇支援金の交付を受けた後においても事業継続の意思があること
〇唐津市観光産業持続化支援金助成金その他の支援金等が交付されていない方で、
今後も交付される予定がない方
（支援金額）
平成31年1月から令和元年5月までの売上高の合計から令和2年1月から5月までの売上
高の合計を差し引いた額（上限額20万円）
【玄海町産業持続化支援金（農業者・漁業者）】
（対象となる方）
〇農業者：主として農業で生計を維持している方
〇漁業者：主として漁業で生計を維持している方
※ただし、仮屋漁協、外津漁協のいずれかに加入している方
上記の農業者若しくは漁業者であって、下記の全てに該当する方
〇令和元年12月31日以前から事業の実績がある方
〇令和2年1月から5月までの任意の1月の売上高が前年の同月と比較して2割以上減少 玄海町ＨＰ
https://www.town.genkai.lg.jp/s
している方（比較できない月がある場合は、ご相談ください）
〇令和2年1月から5月までの売上高の合計が平成31年1月から令和元年5月までの売 oshiki/7/37099.html
上高の合計を下回っている方
〇今後も事業を継続する市意志のある方
（支援金額）
平成31年1月から令和元年5月までの売上高合計から令和2年1月から5月までの売上高
合計を差し引いた額
（※上限額20万円）
【有田おうちごはん イエニイヨウ（1,214万円）キャンペーン】
（目的等）
テイクアウト等に取り組む町内の飲食店等へ有田観光協会を窓口として支援

佐賀県

有田町

経営支援

（対象事業者）
宅配等への支
総務省 標準産業分類 中分類76に合致する町内飲食店
援
※ただし、有田町料飲店組合会員・有田観光協会会員・有田商工会議所会員の飲食店
はすべて対象となります。
（支援金）
予算1,214万円の範囲で、店内飲食を除くテイクアウト、デリバリーの料金の2割を補助

佐賀県

佐賀県

有田町

有田町

経営支援

経営支援

減収補填

【事業者緊急支援給付金事業】
（趣旨）経済的に影響を受けている町内事業者に対して、事業の継続を支援するため給
付金を支給する。事業継続を下支えし、再起の糧となることが期待できる。
有田町ＨＰ
（要件）令和２年３月～７月までのいずれか１月の売上が前年同期比２０％以上減少して https://www.town.arita.lg.jp/mai
n/7397.html
いること他
（事業費）給付金１２７，５００千円、需用費等２５０千円
〈給付金内訳〉・法人事業者（一律） １５０千円 ・個人事業者（一律） １００千円

支援金

【玉ねぎ生産緊急支援事業】
（趣旨）飲食業の休業や学校給食などの休止により、玉ねぎの消費が急速に低下してい
ることから、農家の営農意欲維持と作付けの安定化を図る。
有田町ＨＰ
https://www.town.arita.lg.jp/mai
（対象）令和２年４月～１０月に出荷した玉ねぎ生産農家
n/7397.html
（支援金）出荷量１キログラム当たり１０円の補助
（事業費）４，２６０千円
（支援期間）令和２年６月～１２月
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都道府県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

佐賀県

市町村等

大町町

江北町

白石町

白石町

白石町

白石町

分類

休業等支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

【大町型店舗休業・時短つなぎ支援金】
（目的等）
休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜８時から朝５時までの時間
帯の営業を休止した場合及び県が要請する時短営業に該当しない飲食店等が、自ら営
業を自粛し休業した場合に、事業者に「大町型 店舗休業・時短つなぎ支援金」を支給
（申請要件）
次のいずれかの要件を満たす事業者
（１） 県の休業・時短要請に応じた町内の店舗
（２） 町が休業・時短を要請した店舗
（３） 県が要請する時短営業に該当しない飲食店等が、自ら営業を自粛し休業
した場合
大町町ＨＰ
http://www.town.omachi.saga.jp
● 申請の期間において、休業等又は自粛を行うことが必要です。
/2020/04/27/post_311.html
● 令和２年４月２８日（火）から令和２年５月６日（水）までとし、少なく
とも令和２年５月２日（土）から令和２年５月６日（水）までの５日間の連
続する休業等が対象です。
● 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が
佐賀県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定す
る暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来
にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に
事実上参画していないことが必要です。
（支給額）
最高１５万円（１日あたり18,750円）

支援金

江北町「元気復活応援金」について
町では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、収入（売上）が減少している
江北町ＨＰ
町内の事業者及び個人を支援するため、応援金を支給いたします。
https://www.town.kouhoku.saga
1、対象事業及び個人の要件（新型コロナウイルス感染の影響を受け、収入（売上）が減 .jp/kiji0031791/index.html
少した町内在住の方）令和2年1～5月の売上が減少した方、肥育牛、花き、野菜（たまね
ぎ等）生産者の方最大30万円（1世帯で1人までとする）

支援金

【白石町ふるさと飲食店応援交付金】
（目的等）
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営に支障が生じている町内飲食店に対し
て、経営の維持又は継続のための支援として、交付金を交付
（対象事業者）
・町内で営業している飲食店
※飲食店営業許可があり、主に「設備を設けて客に飲食をさせている営業」を行って
いる、飲食店 （居酒屋・スナック含む）、料理店、喫茶店等。
※対象外事業者：持ち帰りのみの事業者（テイクアウト）、小売販売を行い店内飲食が
可能な事業者（イートイン）
・1店舗20万円を支給（同一事業者による複数店舗も可）

白石町ＨＰ
https://www.town.shiroishi.lg.jp
/chousei_machi/nousanshou/_3
659/_1081/_3700.html

固定費補助

【土地改良事業負担軽減特別支援事業】
（対象事業）
白石土地改良区の経常賦課金の軽減
白石町牛間田区のため池整備に要する負担金の軽減
（支援策）
土地改良事業等において、農家負担の軽減を図るため、受益面積に応じて最大50％以
上の負担金の軽減が実施される。
町として、土地改良事業が軽減した負担金の1/2相当する額を土地改良事業に支援す
る。

白石町ＨＰ
https://www.town.shiroishi.lg.jp
/chousei_machi/nousanshou/n
ouson_seibi/_3789.html

減収補填

【白石町事業継続応援金事業】
（対象事業所）
下記のすべての要件に該当すること。
１．白石町内に会社・事業所・店舗等があること。
２．白石町内で商工業を営む中小企業・小規模事業者であること。
対象外の事業者： 農業、林業、漁業、金融・保険業、病院・医院、協同組合、協業組
合、特定非営利活動法人等の事業者。
３．前年の売上額が100万円以上で、令和2年2月～7月のいずれかの月の売上額が、
前年同月比で20％以上減少していること。
４．令和2年2月27日時点で事業実績があり、今後も事業継続する意思があること。
５．「白石町ふるさと飲食店応援交付金」の交付を受けていないこと。
（応援金の使途）
家賃や人件費など使用用途は問いません。
（応援金額）
1事業所 20万円（同一事業者による複数店舗も可）

白石町ＨＰ
https://www.town.shiroishi.lg.jp
/chousei_machi/nousanshou/_3
659/_1081/_3758.html

固定費補助

【農業生産資材廃棄物処理費負担軽減対策】
（対象事業者）
「白石地区農業生産資材適正処理推進協議会」が実施する農業用廃プラスチックの回
収にて処理を行う農業者。
（軽減負担額）
農業用廃プラスチックの個人負担金の1/2（17円/kg）を町の負担として上乗せを行い、
個人負担額を「33円/kg」から「16円/kg」に軽減する。

白石町ＨＰ
https://www.town.shiroishi.lg.jp
/chousei_machi/nousanshou/sa
ngyou_shinkou/_3756.html
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太良町

太良町
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経営支援

【太良町飲食店応援キャンペーン】
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、経済活動に大きな影響が出ています。太良町で
は、経営に大きな影響が出ている飲食店産業の活性化のために、町民の皆様に町内の
太良町ＨＰ
飲食店で利用できる1,000円分(500円×2枚)の食事券を配布
https://www.town.tara.lg.jp/cho
商品券等活用
（利用対象者）
sei/_1017/_3861.html
全町民(令和2年5月1日現在住民基本台帳登録者)
（利用期間）
令和2年6月1日(月)～令和2年8月31日(月)まで

経営支援

【太良町中小企業等事業継続支援事業】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、町内事業者の事業継続に大きな影響が出てい
ます。そのため、太良町独自の緊急経済対策として、町内で事業所を経営している事業
者に対し、支援金を支給します。
（利用対象者）
令和2年1月1日以前から太良町内で事業を行っている中小企業者、小規模事業者及び
個人事業者。
※個人事業者の場合は、営業収入の割合が営業・給与・農業・不動産・雑収入の合計
の5割以上の方に限ります。
次の事業者については対象外となります。
太良町ＨＰ
・農業、林業及び漁業に属する事業者
https://www.town.tara.lg.jp/cho
・金融業、保険業(保険代理店除く)に属する事業者
sei/_1017/_3900.html
・複合サービス業に属する事業者
・宗教に属する事業者
・公務に属する事業者
・暴力団等への関与が認められる事業者
・その他町長が不適当と認める事業者
（支援金額）
・旅館事業者
一律30万円
・その他の事業者 一律20万円
※この支援金は、法人の場合は益金、個人事業者の場合は事業(営業)所得の雑収入
金額に算入されます。

支援金

【飲食店テイクアウト支援事業補助金】
（目的等）
・みやき町商工会会員の飲食店に対し、テイクアウトの取組を支援。
みやき町ＨＰ

佐賀県

みやき町

経営支援

宅配等への支 (対象者)
https://www.town.miyaki.lg.jp/c
援
・みやき町商工会会員の飲食店で、商工会が開催するテイクアウト研修を受講した事業 hosei/oshirase/_3876/_3880/_3
874.html
者
(事業内容)
・テイクアウト商品を割引料金で販売する際の割引相当額（上限30万円）
【みやき町コロナ対策経営支援給付金】
（目的等）
新型コロナウイルス感染症の拡大により著しい影響を受けた事業者に対し、 事業の継
続を下支えすることによる経営支援を目的としたみやき町コロナ 対策経営支援給付金
を交付。
（給付対象者）
中小企業信用保険法第２条第１項各号に該当する中小企業者のうち、次の すべてに該
当する事業者
(１)本町に店舗又は工場若しくは事業場を有する法人又は個人であること
(２)令和２年 10 月 30 日までに次のいずれかの融資が実行されていること
みやき町ＨＰ
① セーフティネット保証(４号又は５号)又は危機関連保証付き融資

佐賀県

みやき町

経営支援

減収補填
② 株式会社日本政策金融公庫が行う次の融資

https://www.town.miyaki.lg.jp/c
hosei/oshirase/_3876/_3880/_3
873.html

ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により受けた小規模事業者経営 改善資金貸付
制
度に基づく融資(新型コロナウイルス対策マル経)
(３)令和２年１月から同年８月のうち、売上が前年同月比で 20％以上減少 している月が
あること（ただし、その他特別な事情があり前年同月との 比較が難しい場合について
は、セーフティネット保証の運用に準用する こととします。）
(４)町税の滞納がないこと

佐賀県

佐賀県

みやき町

ＪＡバンク佐
賀

経営支援

金融支援

減収補填

【農業者持続化支援給付金（畜産・花き・青果）】
令和2年1月から12月までの、任意の1ヶ月または連続する3ヶ月、1年間のいずれかの
売上が前年の同時期と比較して20％以上減少した（畜産・花き・青果）農業者に、支援
金として10万円を交付。

融資
利子補給

アグリマイティー資金【新型コロナウイルス感染症対策緊急資金】
貸付先：組合員（個人・団体・法人）
資金使途：新型コロナウイルス感染症により直接的もしくは間接的に農業経営を受けた JAバンク佐賀
https://www.jabank場合の運転資金。※ただし、素牛導入資金は対象外。
saga.jp/news/000244.html
融資金額：当初借入金額100万円以上
適用利率：短期（1年以内）0％、長期（5年以内）0％
（県連利子補給率：0.50％、JAバンク利子補給率：0.50％）

みやき町ＨＰ
https://www.town.miyaki.lg.jp/c
hosei/oshirase/_3876/_3880.ht
ml
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都道府県

市町村等

長崎県

経営支援

長崎県

雇用支援

長崎県

休業等支援

長崎県

経営支援

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

分類

長崎市

長崎市

長崎市

分類２

支援内容・水準

URL

PR支援

【県産品消費拡大支援】
・県産品消費の回復・拡大及び県内経済の活性化を図るため、県産品販売事業者等を
応援する総額2億円のキャンペーンを支援
①県産品のネット販売拡大キャンペーン
②県内飲食店応援キャンペーン

長崎県ＨＰ
http://www.pref.nagasaki.jp/sha
red/uploads/2020/04/1587945
011.pdf

支援金

【長崎県緊急雇用維持助成金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により従業員を休業させる事業主の負担を軽減し、
雇用の維持を図るため、 国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用維持助成金」の県独
自の上乗せ助成を実施する「長崎県緊急雇用維持助成金」を創設
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、国の「雇用調整助成金等」の支
給決定を受けた県内中小企業事業主
・国の「雇用調整助成金」の助成率に応じて次の金額を助成
・助成限度額 1事業所当たり 100万円以内
※国の助成率が10/10になったことに伴い終了

長崎県HP
https://www.pref.nagasaki.jp/bu
nrui/hukushihoken/kansensho/ckyugyou/446201.html

支援金

【新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る休業要請協力金】
①対象者
長崎県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮に御協力いただいた中小企業・個人事
業主（以下、「事業者」という）。
②金額 一事業者あたり３０万円
③受付期間 令和２年５月１１日（月）～６月１９日（金）

長崎県HP
https://www.pref.nagasaki.jp/bu
nrui/hukushihoken/kansensho/corona_kyour
yokukin/

PR支援

【県産品消費拡大支援】
・県産品消費の回復・拡大及び県内経済の活性化を図るため、県産品販売事業者等を
応援する総額2億円のキャンペーンを支援
①県産品のネット販売拡大キャンペーン
②県内飲食店応援キャンペーン

長崎県ＨＰ
http://www.pref.nagasaki.jp/sha
red/uploads/2020/04/1587945
011.pdf

経営支援
給食利用

【農畜産物の消費拡大・価格安定化対策】
①県内農畜産物消費拡大対策事業
・新型コロナウイルスの影響により、県内農畜産物の需要が減退しており、花き等の消
新規取組・経営
費拡大対策を支援
改善等経費補
②長崎県産牛肉等学校給食活用推進事業
助
・新型コロナウイルスの影響により単価が下落している県産牛肉等について価格の安定
食材提供経費
化を図るため、県内全ての小中学校等に学校給食の食材として提供
補助
③肉用牛経営体質強化緊急支援事業
・新型コロナウイルス感染拡大で肉用牛の枝肉価格が下落する中、肥育牛経営強化計
画を策定した意欲ある生産者の経営体質強化に向けた取組を支援

長崎県ＨＰ
http://www.pref.nagasaki.jp/sha
red/uploads/2020/04/1587945
011.pdf

経営支援

新規取組・経営
改善等経費補
助
食材提供経費
補助
固定費補助

【水産物の消費拡大・価格安定化対策】
①水産物学校給食活用推進事業
・輸出の停滞等により在庫の滞留等が生じている水産物の消費拡大を図るため、県内
の小中学校等の学校給食に県産水産物を提供
②水産物国内流通促進緊急対策事業
・在庫過多の県産水産物について、ネット通販や量販店による消費拡大策を実施
③水産物保管等支援緊急対策事業
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により過剰供給となっている魚種の調整保管を行
う養殖・加工業者等に対し、水産物価格下落の抑制を図るため、冷凍保管料等を支援

長崎県ＨＰ
http://www.pref.nagasaki.jp/sha
red/uploads/2020/04/1587945
011.pdf

減収補填

【事業持続化支援金（小売・飲食店）】
・経営が悪化した市内小売店や飲食店の経営基盤強化を図るため、支援金を支給す
る。
・対象事業者：長崎市内の小売業、飲食店
・令和2年3、4、5月のいずれかの1ヶ月の売上高が前年同月に比して20％以上減少して
いること。
・支給限度額：30万円

長崎市HP
https://www.city.nagasaki.lg.jp/j
igyo/360000/3650001/p034498
.html

減収補填

【事業持続化支援金（宿泊事業者）】
・旅行者が激減し、深刻な打撃を受けている宿泊事業者の経営を迅速に支援するため、
支援金を支給する。
・対象施設 長崎市内の旅館・ホテル及び簡易宿所
・令和2年3、4、5月のいずれかの1ヶ月の売上高が前年同月に比して20％以上減少して
いること。
・支給限度額 300万円

長崎市HP
https://www.city.nagasaki.lg.jp/j
igyo/360000/3650001/p034515
.html

減収補填

【事業継続化支援金（小売・飲食店除く）】
【対象者】
・法 人：長崎市内に本社または主たる事業所を有する事業主
・個人事業主：長崎市民であること
【主な対象要件】
・2020年1月から申請の前月までにおいて、いずれかの月間事業収入（売上）が、前年
同月比で50％以上の減少（国の持続化給付金の要件）に満たないものの、20％以上減
少していること。
・2020年1月から申請の前月までにおいて、月間事業収入（売上）が、前年同月比で
50％以上減少した月がないこと。
【支給限度額】法 人：30万円、個人事業主：15万円

長崎市ＨＰ
https://www.city.nagasaki.lg.jp/j
igyo/360000/3650001/p034609
.html

経営支援

経営支援

経営支援
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

長崎県

長崎市

経営支援

PR支援

【長崎の花活用拡大支援費】
・消費が減退している花きについて、市役所・議会棟・図書館のほか市内の公共施設及
び学校に花きアレンジを置き、花き産業の魅力を伝え、安らぎの提供と日常生活での花
き利用の定着を図ります。

長崎市HP
https://www.city.nagasaki.lg.jp/
shimin/193010/193011/p03450
1_d/fil/4-08.pdf

長崎県

佐世保市

経営支援

支援金

【飲食店事業者緊急支援給付金】
佐世保市HP
新型コロナウイルス感染防止に向けた行動自粛などにより、経営に影響を強く受けた佐 https://www.city.sasebo.lg.jp/ka
nkou/syouko/kyuuhukinn.html
世保市内の飲食店事業者に対し支援（飲食店に一律20万円）

長崎県

長崎県

佐世保市

佐世保市

経営支援

経営支援

減収補填

【事業者経営持続給付金】
①令和２年２月から６月までの任意の１か月の売上が前年同月比で２０％以上減少して
いること。（業歴1年未満の場合は特例あり。）
②佐世保市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（第1弾）給付金※について、交付
申請していない、または、今後も交付申請の予定はないこと。（重複申請は不可）※ 飲
食店事業者緊急支援給付金、宿泊事業者緊急支援給付金、貸切バス事業者緊急支援
給付金のいずれかの給付金
③支援額：１事業者あたり２０万円

佐世保市ＨＰ
https://www.city.sasebo.lg.jp/ka
nkou/syouko/jigyoshakeieijizok
u.html

減収補填

【農業者経営持続給付金】
①市内に住所を有し、「ながさき西海農業協同組合」「佐世保花き園芸農業協同組合」
のいずれかに属する農業者（花き類又は和牛肥育）、
②平成３１年２月から４月の花き類又は和牛肥育による平均販売額が１０万円以上あ
り、令和２年２月から４月の花き類又は和牛肥育による平均販売額が前年と比較し、２
０％以上減少していること
③支援額：１事業者（個人及び法人）につき２０万円

佐世保市ＨＰ
https://www.city.sasebo.lg.jp/n
ourinsuisan/nouchiku/nougyous
hakyuuhukinn.html

減収補填

【漁業者経営持続給付金】
①市内漁業協同組合の正組合員である漁業者
②平成３１年２月から４月の平均漁業収入が１０万円以上あること
③令和２年２月から４月の平均漁業収入が前年と比較し、２０％以上減少していること
➃ 支援額：１事業者（個人及び法人）につき２０万円
⑤漁業者及び法人が漁協を通じて申請

佐世保市ＨＰ
https://www.city.sasebo.lg.jp/n
ourinsuisan/suisank/koronakyuf
u.html

長崎県

佐世保市

経営支援

長崎県

佐世保市

経営支援

佐世保市ＨＰ
【飲食店来店応援事業】
https://www.city.sasebo.lg.jp/ka
商品券等活用 ①来店客が減少した飲食店舗への来客を呼び戻すためクーポン券を発行。登録された nkou/syouko/innshokutennraite
飲食店に対して、１０万円分のクーポンを配布。（１店舗あたり２千円×５０枚）
nn.html

【市民・県民宿泊キャンペーン事業】
（１）宿泊施設利用助成金（個人向け）：事業に参画する市内の宿泊施設に宿泊する市
民・県民を対象とし、宿泊料金を助成する。
割引等への補 ①助成額宿泊料金１泊一人当たり半額助成（上限５,０００円）
助
（２）受注型企画旅行助成金（団体向け）：旅行会社が企画する市民・県民を対象とした
受注型の宿泊商品に対し、宿泊料金等を助成する。
①助成額1）宿泊料金：１泊一人当たり半額助成（上限５,０００円）
2）その他パッケージ料金（交通費、飲食費など）：一人当たり半額助成（上限３,０００円）

長崎県

佐世保市

経営支援

長崎県

諫早市

経営支援

長崎県

長崎県

壱岐市

壱岐市

経営支援

経営支援

減収補填

支援金

佐世保市ＨＰ
https://www.city.sasebo.lg.jp/ka
nkou/kankou/02syukuhakukyan
pen.html

「新型コロナウイルス感染症対策緊急経営支援給付金」
2019年の売上額が80万円以上であり、令和２年３・４・５月のいずれかの売上が前年同 諫早市ＨＰ
https://www.city.isahaya.nagasa
月と比べ30％以上減少している等、大幅減収となった法人及び個人事業者に対し、30 ki.jp/post78/68591.html
万円の事業継続のための給付金を支給

【壱岐市飲食店・宿泊施設等事業継続支援金】
・集客が激減し経営と雇用の維持に支障をきたしている事業主を支援するため、店舗と
雇用の維持のための費用を助成
・対象者：•原則として、令和2年2月から4月の間で、前年同月比で20％以上の売上高等
の減少があること。
•対象経費3か月分の合計額（（注意）限度額は以下のとおり）
1.大型店（社会保険に加入した職員が10名以上在籍する飲食店又は宿泊施設）：100万
円
2.中小宿泊施設（大型店に分類されない宿泊施設）：50万円
3.飲食店（店内で飲食・飲酒（スナック・バーを含む）を行う店舗：30万円

【第3弾の壱岐市緊急経済対策】
•プレミアム付き宿泊券の発行と、魅力的な価格帯で造成・販売する「壱岐市応援旅行商
品」による個人型旅行の経営支援
商品券等活用 •日帰りバスツアーの取扱旅行会社に対する、島内バス代金の一部支援によるバスツ
アーの経営支援
支援金
※国事業上乗せ •漁協へ水揚げする際の販売手数料への補助
•肥育農家が行う経営体質の強化への取り組み対して、出荷頭数に応じて支援する国、
県の補助制度への上乗せ支援
•高収益作物である花きを生産する施設園芸農家に対して、次期作に向けた種苗等の購
入経費へ支援する国の補助制度への上乗せ支援

壱岐市HP
https://www.city.iki.nagasaki.jp/
soshiki/syoukousinkouka/shoko
gyo/7096.html

壱岐市HP
https://www.city.iki.nagasaki.jp/
soshiki/syoukousinkouka/shoko
gyo/7158.html
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都道府県

長崎県

長崎県

長崎県

市町村等

南島原市

南島原市

南島原市

分類

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

減収補填

【中小・小規模事業者等事業継続支援給付金】
・新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に重大な影響を受けた市内の中小企業
者及び小規模事業者に対して、事業の継続に必要な賃料やリース料等の固定経費へ
充足するため、中小・小規模事業者等事業継続支援給付金を支給
南島原市HP
・対象者：南島原市内に住所を有する個人または主たる事務所を有する法人
https://www.city.minamishimaba
・対象業種：飲食店等、旅館・ホテル、タクシー、観光貸切バス、観光船
ra.lg.jp/page8599.html?type=top
・申請要件：新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、原則として最近1か月間の
売上高が前年同月比で20％以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の
売上高等が前年同期比して20％以上減少することがみこまれる事業者（セーフティー
ネット保証4号の対象者）

減収補填

【南島原市農林水産業事業継続支援金】
新型コロナウイルス感染症の影響により、農業者・漁業者の事業継続の後押しをするた
めの支援金
（対象者）…以下のすべてを満たす事業者
・令和2年5月1日現在で市内に住所を有し、農業・漁業を主業として営んでいる個人又
は法人、農業・漁業に関連する法人
・令和2年5月1日現在で3か月以上事業を営んでおり、引き続き事業を継続する意思が
ある人
南島原市HP
https://www.city.minamishimaba
（支給要件）…以下のすべてを満たす事業者
・新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年3月から7月までの期間で連続した3か ra.lg.jp/page8606.html?type=top
月の合計売上金額が、前年又は前々年同期比20％以上減少していること。
・農業または漁業の収入が全収入の50％以上であること。
・市税を滞納していないこと。
・申請者などが暴力団に関与していないこと。
（支給金額）
・個人…15万円、個人（従業員5人以上）または法人…30万円※（従業員は社会保険加
入の方が対象）

固定費補助

【新型コロナウイルス感染症に伴う緊急支援策（農業者用）】
（高収益作物次期作支援交付金事業）
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動縮小で経営が悪化した花き栽培
農家に、次期作にかかる資材の購入費などに支援
・対象者…市内花き生産者団体
・交付金額…種苗などの資材購入や機械レンタルなど（10aあたり25,000円）

南島原市HP
https://www.city.minamishimaba
ra.lg.jp/page8605.html?type=top

【新型コロナウイルス感染症に伴う緊急支援策（農業者用）】
長崎県

長崎県

長崎県

南島原市

南島原市

南島原市

経営支援

経営支援

経営支援

支援金

（花き消費拡大対策事業）
新型コロナウイルス感染症の影響により、花きの需要が減退しており、花きなどの消
費拡大を喚起するための広報・PRについて支援
・対象者…花きなどの消費拡大に取り組む組合
・支援金額…180,000円

南島原市HP
https://www.city.minamishimaba
ra.lg.jp/page8605.html?type=top

支援金

【新型コロナウイルス感染症に伴う緊急支援策（農業者用）】
（肥育農家体質強化対策事業）
新型コロナウイルス感染症の影響により、外食需要が減少し、和牛を中心に牛肉価格 南島原市HP
が低下していることから、優良な肥育牛生産など経営体質の強化への取組に対し支援 https://www.city.minamishimaba
・対象者…県の支援制度「肉用牛経営体質強化緊急支援事業」の支給決定を受けた肥 ra.lg.jp/page8605.html?type=top
育経営体
・支援金額…出荷頭数に応じた支援（1頭あたり5,500円）

固定費補助

【水産業経営支援事業】
新型コロナウイルス感染症の影響により、魚価の低迷で経営に不安を抱える漁業者 南島原市HP
https://www.city.minamishimaba
（正組合員）に対し、販売手数料にかかる費用を支援。
ra.lg.jp/page8558.html?type=top
・対象者…漁業者（正組合員）
・補助金額…漁業者が市内漁業協同組合に水揚げする際の販売手数料の2分の1の額

長崎県

大村市

経営支援

減収補填

【事業者支援給付金】
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者（個人事業主を含む）、農業法人
や医療法人などの会社以外の法人で市が認める者又は令和２年3月2日から5月28日ま
での間に開業した者
・令和２年2～6月のうち、連続する3か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上
減少した者
・交付額：30万円（一律交付）

長崎県

平戸市

経営支援

支援金

【平戸市事業者支援給付金（製造業等）】
・事業者（製造業、卸売業、小売業、飲食業、生活関連サービス業、娯楽業）に対し、事
業の継続を下支えし、今後の事業継続を後押しするための給付金を支給する。
・給付金上限額30万円

平戸市HP
https://www.city.hirado.nagasak
i.jp/kurashi/industry/syokou/hi
rado_support_2020.html

支援金

【平戸市事業者支援給付金（宿泊業）】
・宿泊事業者に対し、事業の継続を下支えし、今後の事業継続を後押しする給付金を支
給。
・2020年５月～５月のうち最も減収額の大きい月（対前年比20％以上）の減収額×３ヶ月
×0.5と、2019年の平均宿泊数に応じた計算した金額を比較して少ない額

平戸市HP
https://www.city.hirado.nagasak
i.jp/kurashi/news/2020/20200515-1652-211.html

長崎県

平戸市

経営支援

大村市ＨＰ
https://www.city.omura.nagasak
i.jp/sangyou/machi/sangyoshin
ko/chushokigyo/hojyokin/omur
a/kyuufukin.html

松浦市役所HP

長崎県

松浦市

経営支援

減収補填

【松浦市経営維持支援金】
https://www.city・売り上げが前年同月比で２０％以上減少している飲食店、宿泊施設などの事業者（個 matsuura.jp/top/kenko_fukushi/
singatacorona/sinkorona_syouk
人経営を含む）に経営維持支援金として２０万円を上限に支給
ou/4476.html
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都道府県

長崎県

市町村等

松浦市

分類

経営支援

長崎県

五島市

経営支援

長崎県

雲仙市

雇用支援

長崎県

雲仙市

分類２

支援内容・水準

URL

減収補填

【松浦市営農維持支援金】
・令和2年3月から5月販売の繁殖牛平均価格が、前年平均価格と比較して20％以上減
少している繁殖農家に、1経営体につき２０万円を上限に支給
・令和2年3月から5月販売の園芸等作物販売価格が、前年同時期と比較して20％以上
減少している園芸農家等に、1経営体につき２０万円を上限に支給

松浦市役所HP
https://www.citymatsuura.jp/top/kenko_fukushi/
singatacorona/sinkorona_syouk
ou/4476.html

支援金

【緊急経済対策事業継続支援金】
新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大により、影響が特に大きい業種で、市内の
中小企業や個人事業主を対象に、事業の維持・継続を支援
製造業、飲食サービス業等の業種に対し、新型コロナウイルスの影響により、２～５月
のいずれかひと月でも売上が、前年同月比で30％以上減少しているなどの要件に該当
した場合、30万円（上限）を支援

五島市ＨＰ
（緊急経済対策事業継続支援
金）
https://www.city.goto.nagasaki.j
p/s049/040/040/20200427214
944.html

支援金

【雲仙市緊急雇用維持助成金】
国の「雇用調整助成金」及び県の「長崎県緊急雇用維持助成金」への上乗せ助成

雲仙市HP
http://www.city.unzen.nagasaki.j
p/file/temp/5251275.pdf

※国事業上乗せ

経営支援

【雲仙市緊急宿泊促進支援事業】
割引等への補 ・市民を対象に、温泉街など市内での宿泊費（飲食代込み）について半額（１人１泊当た 雲仙市HP
http://www.city.unzen.nagasaki.j
助
り上限２万円）を補助する。予算分６５００万円）を消化次第終了。
p/info/prev.asp?fol_id=34181
商品券等活用 【雲仙市緊急消費喚起対策事業】
・全世帯に市内で使える商品券（世帯人数に応じ２０００～４０００円分）を発送。
【雲仙市事業継続支援金】
・消費の低迷等により、農業、漁業、商工業等の経営に深刻な影響を受けた事業者に対 雲仙市HP
http://www.city.unzen.nagasaki.j
し事業継続を支援
・３～５月までの平均売上額が前年同期比20～50％減少…上限15万円、50％以上減少 p/file/temp/1507379.pdf
…上限30万円

長崎県

雲仙市

経営支援

減収補填

長崎県

雲仙市

経営支援

固定費補助

長崎県

雲仙市

経営支援

支援金

【花き消費拡大対策事業補助金】
・低迷する花き需要の喚起のため、島原雲仙農協の花き消費拡大対策を支援（事業主 雲仙市HP
http://www.city.unzen.nagasaki.j
体は、農協等）
p/file/temp/1507379.pdf
・総事業費 1,000万円のうち166万円を助成

長崎県

雲仙市

経営支援

支援金

【肉用牛経営体質強化緊急支援事業補助金】
・肉用牛の枝肉価格下落する中、肥育経営強化計画を策定、経営体質強化に向けた支 雲仙市HP
http://www.city.unzen.nagasaki.j
援（事業主体は、農協等）
p/file/temp/1507379.pdf
・出荷１頭あたり5,500円×5,200頭＝28,600千円

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

川棚町

波佐見町

佐々町

佐々町

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

【高収益作物持続化支援事業補助金】
・農産物価格等において影響を受けた農業者（特に花き生産農家）の次期作に必要な
資材購入費用を助成
・10aあたり2.5万円

雲仙市HP
http://www.city.unzen.nagasaki.j
p/file/temp/1507379.pdf

減収補填

【川棚町新型コロナウイルス感染症緊急経済支援給付金】
（対象事業者）
・町内に事業所を有する事業者（個人事業主を含む。）であること
・飲食店、旅館・ホテル業、観光バス事業を営んでいること
・新型コロナウイルス感染症による流行の影響により、令和２年４月の売上高が、前年
同月比で５０％以上の減少がある事業者であること 等
（給付額）
飲食業、旅館・ホテル業、観光バス事業 １事業所当たり 一律 ２０万円

減収補填

【波佐見町新型コロナウイルス感染症緊急経営支援給付金制度】
・事業活動に影響を受け、経営に支障を生じている中小企業・小規模企業（個人事業主
波佐見町HP
を含む）の経営継続支援のため、緊急的の経済支援として、交付金を給付。
https://www.town.hasami.lg.jp/
・給付額：一律200,000円
machi/kinkyu/2/2727.html
・対象：町内に事業所を有する中小企業・小規模企業（個人事業主を含む）、当年3～7
月の売上高が前年同月比で 20％以上の減少が1ケ月ある事業所

川棚町HP
https://www.kawatana.jp/news/
img/20200501_01sien_0603.pdf

支援金

【佐々町飲食店事業者緊急支援給付金】
・感染拡大に向けた行動自粛などにより、経営に影響を強く受けている町内の飲食店事
業者に対して支援
・給付金額：1店舗につき20万円
・給付対象者：飲食店。年間を通じて、常設の店舗内で飲食スペースを有して営業を
行っていること。町内に店舗を有する飲食店事業者であること。

佐々町HP
https://www.sazachonagasaki.jp/kiji0032922/index.ht
ml

支援金

【（全事業種対象）佐々町事業者支援給付金制度】
・新型コロナウイルス感染拡大により、経済活動縮小の影響で経営が悪化した町内事
業者に対して支援
・給付金額：1事業者あたり一律20万円
・給付対象者：全業種の事業者（個人事業主、農業者を含む）

佐々町HP
https://www.sazachonagasaki.jp/kiji0032963/index.ht
ml
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都道府県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

市町村等

新上五島町

新上五島町

新上五島町

新上五島町

新上五島町

新上五島町

新上五島町

長与町

長与町

分類

分類２

支援内容・水準

URL

【利子補給補助金（水産業、中小企業等）】
・緊急資金繰り支援資金借入利子に対する補助
（内容）利率1.3％、借入上限2,000万円

新上五島町HP
https://official.shinkamigoto.net
/goto_COVID19_full.php?eid=04374&bn=2&v8
=1&r=1&vcid=v00005x2&wcid=i0
0001x1

【水産物保管等支援緊急対策事業補助金（水産業）】
・水産物の調整保管を行う養殖業者等に対し冷凍保管料等を補助
（内容）補助率 対象経費の3/4

新上五島町HP
https://official.shinkamigoto.net
/goto_COVID19_full.php?eid=04370&bn=2&v8
=1&r=1&vcid=v00010&wcid=i000
01x1

支援金

【新上五島町宿泊施設感染拡大防止対策協力金(第2弾)】
・新型コロナウイルス感染の拡大防止対策のため、町からの要請に基づき令和２年５月
７日から５月２０日までに宿泊施設を休業した事業者等に対し、長崎県とは別に町独自
の協力金を支給
（内容）
休業した旅館・ホテル 1施設につき20万円
休業した簡易宿所・民泊 1施設につき10万円
休業できなかった旅館・ホテル・簡易宿所・民泊 所有する一施設につき５万円

新上五島町HP
https://official.shinkamigoto.net
/goto_COVID19_full.php?eid=04370&bn=2&v8
=1&r=1&vcid=v00010&wcid=i000
01x1

固定費補助

【新上五島町飲食店店舗家賃補助金】
・観光客の減少や外出自粛により売り上げが減少している飲食店の家賃に対する補助
(本年4月の売り上げが前年4月と比較して、２０％以上減少等)
（内容）
家賃の1/2を補助（3か月・合計15万円が上限）

新上五島町HP
https://official.shinkamigoto.net
/goto_COVID19_full.php?eid=04370&bn=2&v8
=1&r=1&vcid=v00010&wcid=i000
01x1

経営支援

固定費補助

【新上五島町小売業・製造業店舗家賃補助金】
・町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客の減少や外出自粛により売
り上げが減少している小売業・製造業に対し、店舗家賃補助金を支給(本年4月の売り上
げが前年4月と比較して、２０％以上減少等)
（内容）
家賃の1/2を補助（3か月・合計15万円が上限）

新上五島町HP
https://official.shinkamigoto.net
/goto_COVID19_full.php?eid=04416&bn=2&v8
=1&r=1&vcid=v00005x2&wcid=1
00

雇用支援

支援金

【雇用調整助成金事業主負担分補助金（事業全般）】
・雇用調整助成金の事業主負担分に対する補助
（内容）
国・県の助成を除いた事業主負担の1/2を補助

新上五島町HP
https://official.shinkamigoto.net
/goto_COVID19_full.php?eid=04370&bn=2&v8
=1&r=1&vcid=v00010&wcid=i000
01x1

金融支援

経営支援

休業等支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

利子補給

固定費補助

※国事業上乗せ

【生産事業者支援金（観光物産協会）】
割引等への補 ・特産品の消費拡大を図るため、特産品の送料を補助
助
（内容）
地域商社が企画する商品の送料を全額補助

新上五島町HP
https://official.shinkamigoto.net
/goto_COVID19_full.php?eid=04370&bn=2&v8
=1&r=1&vcid=v00010&wcid=i000
01x1

支援金

【事業継続支援金】
・（対象）新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた行動自粛などにより、経営に影響 長与町HP
を受けている町内の飲食店等に支援（町内に常設の店舗があり、今後も営業を継続す https://webtown.nagayo.jp/topi
cs/jigyo_sien.pdf
る意思があることなど）
・（給付金額）1店舗につき20万円

減収補填

【事業継続支援金】
・（対象）新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた行動自粛などにより、経営に影響
を受けている町内事業者に対して支援を行います。2020 年 1 月から 9 月迄の任意の 長与町ＨＰ
https://webtown.nagayo.jp/topi
1 ヶ月が、対前年同月比で 20 ％以上 50％未満の売上高等の減少が生じたもの（前年 cs/jigyo_sien2.pdf
同月比で 50 ％以上減少した月がないもの）。
・（給付金額）1事業所につき 20 万円

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

【事業持続化支援金（飲食店）】
・（要件）新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少し、2020年3月～5月の
任意の1カ月の売上が前年同月に比して20%以上減少していることなど
・（支給額）2020年3月～5月の任意の1カ月の売上減少額×3カ月分（上限額30万円）

長崎県

時津町

経営支援

減収補填

【事業持続化支援金（宿泊業）】
・（要件）新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少し、2020年3月～5月の
任意の1カ月の売上が前年同月に比して20%以上減少していること
時津町HP
・（支給額）2020年3月～5月の任意の1カ月の売上減少額×3カ月分（上限額150万円） https://www.town.togitsu.nagas
aki.jp/jyuyo/4832.html

【事業持続化支援金（飲食店・宿泊業除く全業種）】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した町内事業者の経営の持続と
強化を図るため、国の持続化給付金の要件（売上前年同月比50％以上減）を満たさな
い町内事業者に対し、支援金を支給します。
・2020年3月から5月までの月間事業収入（売上）の平均額と、前年3月から5月の月間事
業収入（売上）の平均額を比べた減少率が、20％以上50％未満であること。
・（支給額）中小法人は30万円、個人事業主は20万円が支給上限額となります。

長崎県

長崎県

時津町

経営支援

対馬市

経営支援

長崎県

対馬市

感染予防
経営支援

長崎県

対馬市

経営支援

減収補填

【事業持続化支援金（全業種対象）】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した町内事業者の経営の持続と
強化を図るため、国の持続化給付金の要件（売上前年同月比50％以上減）を満たさな
い町内事業者に対し、支援金を支給します。
・2020年3月から5月までの月間事業収入（売上）の平均額と、前年3月から5月の月間事
業収入（売上）の平均額を比べた減少率が、20％以上50％未満であること。
・（支給額）中小法人は30万円、個人事業主は20万円が支給上限額となります。

減収補填

【対馬市商工事業者等緊急支援補助金 事業持続化型（タイプ１）】
・事業を経営する宿泊業、飲食サービス業、運輸業、小売業、物品賃貸業（レンタカー業
のみ）及び体験業
対馬市HP
・令和2年3月又は4月の月における売上げが、前年の同月と比較して
http://www.city.tsushima.nagas
40％以上減少→1事業者あたり20万円を上限として、補助対象経費の5分の4以内で aki.jp/live/post_127.html
支援
30％以上40％未満で減少→1事業者あたり15万円を上限として、補助対象経費の5分
の4以内で支援

時津町ＨＰ
https://www.town.togitsu.nagas
aki.jp/soshikikarasagasu/sangyo
shinkoka/kanko_sangyo_event/s
angyo/2/4872.html

【対馬市商工事業者等緊急支援補助金 感染拡大防止型（タイプ２）】
取組経営支援
・デリバリーやテイクアウト、消毒液の設置など新型コロナウイルス感染症拡大の防止 対馬市HP
経費補助
http://www.city.tsushima.nagas
に取り組む事業者に対し、5万円を上限として、補助対象経費の5分の4以内で支援
宅配等への支
・補助対象経費は事業実施期間中に要する消耗品費、印刷製本費、燃料費（デリバリー aki.jp/live/post_128.html
援
のみ）、広告費など市が必要と認める経費

減収補填

長崎県

島原市

経営支援

支援金

長崎県

西海市

経営支援

減収補填

【対馬市漁業者緊急支援助成金】
・漁協正組合員のうち、漁獲金額が対前年同期比（３～４月合計）20％以上の減少とな
る漁業者
・一律５万円を助成（１回限り）
【島原市事業継続支援金】
（給付対象者）
・令和２年５月１日現在、市内の個人事業主、農業・漁業を主業として営む方で、３か月
以上事業を継続し、引き続き事業を継続意思がある方。
（申請要件）
・〔中小企業者〕
・令和２年３月から５月までの任意の１か月の事業に係る売上金額が、前年同月の売
上金額と比較して20％以上減少していること。
・〔農業・漁業を主業として営む方〕
・令和２年３月から５月までの任意の１か月と、その月の前後１か月を含む連続した３
か月平均売上金額が、前年同期間の月の平均売上金額と比較して20％以上減少して
いること。
（給付額）
・売上減少額に3を乗じた額で、法人：最大３０万円、個人事業主及び農・漁業者：最大１
５万円
【西海市内事業者緊急応援給付金】
売上高の減少が著しい農林水産業を含めた全業種の事業継続を応援。
・対象は今年3月から5月までの売上額の減少が前年同期比20％以上の市内事業者
で、市税滞納がないことなど。
・一律30万円支給

対馬市HP
http://www.city.tsushima.nagas
aki.jp/live/post_122.html#08-2

島原市HP
https://www.city.shimabara.lg.jp
/page6715.html?type=top

西海市HP
https://www.city.saikai.nagasaki
.jp/kinkyu/5414.html

【「西海ふるさと便」事業】
・市民が市内事業者から購入した地場産品を市外に届ける配達料補助。
長崎県

長崎県

西海市

東彼杵町

金融支援

経営支援

利子補給

支援金

【西海市産業振興資金特別利子配当支援金】
西海市産業振興資金の借入者及び、新規借入者を対象に特例として利子（1.4％）支
払い相当額を２年間支給

西海市HP
https://www.city.saikai.nagasaki
.jp/kinkyu/5414.html

【東彼杵町中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策支援金】
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者（個人事業主を含
む）
東彼杵町ＨＰ
http://www.sonogi.jp/chuushou
・令和２年５月１日現在で町内に店舗を有する事業所
・令和２年４月から同年7月の間において、前年同月と比較して事業収入が20パーセント kigyou-sienkin.html
以上減少した月が存在すること
・一事業所１０万円を給付
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都道府県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

長崎県

市町村等

東彼杵町

小値賀町

小値賀町

小値賀町

小値賀町

小値賀町

小値賀町

分類

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援金

固定費補助

固定費補助

固定費補助

減収補填

減収補填

減収補填

支援内容・水準

URL

【東彼杵町農林水産業緊急応援給付金】
・東彼杵町に住民登録されている方、法人にあっては町内に事業者を有している法人
・令和１年分確定申告において、農林水産物の販売収入が個人にあっては100万円以
上、法人にあっては200万円以上の事業者
・新型コロナウイルス感染症終息後も、事業を継続する意思があること
・一事業所につき１０万円を給付

東彼杵町ＨＰ
http://www.sonogi.jp/nourinkinkyuu-kyuufukin.html

【農業用・漁業用燃油高騰対策事業補助金増額】
・農業用・漁業用燃油に対し、現在行っている 1ℓ当たり10円の補助を20円に増額。

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
E5%A0%B138%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/

【海上輸送コスト改善事業補助金個人負担分支援（農業・水産業）】
・農産物及び水産物の海上輸送コストに対し、個人負担分を全額町が負担。
（補助率 8/10→10/10へ）

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
E5%A0%B138%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/

【海上輸送コスト改善事業補助金個人負担分支援（畜産業）】
・繁殖牛の海上輸送コストに対し、個人負担分を全額町が負担。
（補助率 2/3又は9/10→10/10へ）

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
E5%A0%B138%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/

【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（宿泊施設）】
・町が行った島外からの渡航自粛の呼びかけに伴い、観光客の受け入れを自粛してい
ただいた宿泊事業者に協力金を支給。
（支給対象者）
・旅館業法に基づく旅館・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊、及び農林漁業体
験民宿を営んでいる方で、３月から５月のいずれかの売上額が、前年同月比２０%以上
減少した方
・町税を滞納していない方
・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない方
（支給内容）
・旅館業法に基づく旅館・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業者
①１事業者 ３０万円
② 定員１名につき１万円（上限３０万円）
①＋②合計上限 ６０万円
・農林漁業体験民宿事業者 １事業者 １０万円
【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（飲食施設）】
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、町の不要不急の外出自粛呼びか
けに伴い、休業や営業時間の短縮、又は店内の感染予防対策を講じるなど、ご協力い
ただいた飲食業者に対し協力金を支給。
（支給対象者）
・食品衛生法等に基づく営業許可を得て、飲食店を営んでいる方で、３月から５月のい
ずれかの売上額が、前年同月比２０%以上減少した方
・町税を滞納していない方
・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない方
（支給内容）
・１事業者 20万円
【小値賀町事業継続支援金】
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、町が行った島外からの渡航自粛
の呼びかけに伴い、観光客等が減少したことにより経営が悪化した事業者等（協力金受
給事業者を除く）に対し支援金を支給します。
（支給対象者）
・観光客等の減少に起因して、３月から５月のいずれかの売上額が、前年同月期比２０%
以上減少した方
・町税を滞納していない方
・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない方
（支給内容）
・１事業者 10万円

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
E5%A0%B138%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
E5%A0%B138%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/
小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
E5%A0%B138%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/
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都道府県

長崎県

長崎県

市町村等

小値賀町

小値賀町

分類

分類２

支援内容・水準

URL

金融支援

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
融資
【中小企業振興資金融資枠拡大】
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
利子補給
・中小企業振興資金預託金を 1千万円増額し、銀行の融資枠を拡大します。併せて、利 %9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
信用保証料補
E5%A0%B1子補給及び保証料の補助も行います。
助
38%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/

経営支援

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
【「こんどおぢかに行く券」 経営支援経費補助】
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、町内の宿泊・飲食事業者を中心にコロナ終息 %8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
商品券等活用
後、町内で利用できる「こんどおぢかに行く券」をインターネット上で運営販売しており、 E5%A0%B1その経費について補助を行います。
38%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/

【「いま！おぢかでつかうけん」経済活性化事業】
・新型コロナウイルス感染症の拡大により、大幅に衰退した地域経済を活性化するた
め、地域通貨（商品券）を配布し島内経済の活性化を図る。
商品券等活用 （支給対象者）
・令和２年６月１日時点で、小値賀町住民基本台帳に記録されている者
（支給内容）
・１人につき１万円の地域通貨（商品券）

長崎県

小値賀町

経営支援

長崎県

松浦商工会
議所

経営支援

小値賀町ＨＰ
http://ojika.net/2020/05/22/%
E3%80%90%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83
%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6
%9C%AC%E9%83%A8%E6%83%85%
E5%A0%B138%E3%80%91%E3%80%90%E5%B
0%8F%E5%80%A4%E8%B3%80%E7
%89%88%E3%80%91%E6%96%B0%
E5%9E%8B/
松浦市役所HP

PR支援

https://www.city「松浦テイクアウト」事業
matsuura.jp/top/kenko_fukushi/
・取り纏めサイト開設（各飲食店の持ち帰りメニュー情報をホームページにて一元管理） singatacorona/simin_info/4495.
html

熊本県

金融支援

融資
利子補給

【新型コロナウイルス対策緊急支援資金】
・（対象者）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、前期より1割以上農林漁業収入
が減少(見込)の方など
・（使 途）運転資金（肥料、農薬、資材費、その他経営の維持に必要な経費など）
熊本県HP
https://www.pref.kumamoto.jp/
・（限度額）1,000万円
kiji_31524.html
・（貸付金利） (R2.4.20現在) 1.50%
・（利子補給負担割合）県：市町村：金融機関で無利子化（5： 2： 3）
・（無利子化期間）5年間
・（償還期間（据置））10年以内（3年以内）

熊本県

金融支援

融資
利子補給

【県新型コロナウイルス感染症対応資金】
熊本県HP
・金融円滑化特別資金の融資枠内で実施
https://www.pref.kumamoto.jp/
・融資限度額は3000万円（制度融資を受けられる枠を残している個人事業主や小・中規 kiji_31183.html
模事業者が対象で、当初3年間の利子を県が補給）
【熊本県事業継続支援金】
・国の持続化給付金より要件緩和（30%以上の減少で可）し、持続化給付金の対象となら 熊本県HP
https://www.pref.kumamoto.jp/
ない中小企業等に対して、法人に最大20万円、個人事業者に最大10万円を支給
kiji_32811.html
・農家や農業法人も対象

熊本県

経営支援

減収補填

熊本県

経営支援

固定費補助

【馬肉生産緊急支援事業】
・馬肉の生産・流通体制を維持するため、馬肉の在庫保管料や輸送料、計画的な出荷
に要する経費を支援

熊本県HP
https://www.pref.kumamoto.jp/
common/UploadFileOutput.ashx
?c_id=3&id=32992&sub_id=5&flid
=237265
熊本県HP

熊本県

経営支援

PR支援

【県産農林水産物等の消費拡大・販路回復】
https://www.pref.kumamoto.jp/
・県産農林水産物の消費拡大のためのECサイトでのキャンペーンや県内消費促進フェ common/UploadFileOutput.ashx
?c_id=3&id=32992&sub_id=5&flid
アの開催、水産物の輸出再開に向けた取組みを支援
=237266

熊本県

熊本市

金融支援

利子補給

【利子補給】
・県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、独自に利子補給を実施
※農業分野では、農業法人等で農産加工・販売を行っている事業体に限る。（以下、同
様の支援策が記載されている市町村について同じ）

熊本市HP
https://www.city.kumamoto.jp/h
pkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&typ
e=top&id=27371
熊本市HP

熊本県

熊本市

経営支援

固定費補助

【熊本市緊急家賃支援】
https://www.city.kumamoto.jp/c
・県から出された休業要請を受けて休業に応じた事業者や、時間短縮営業を行った飲食 ommon/UploadFileDsp.aspx?c_id
店等に対し、家賃支援金として家賃の８割相当額を支給（1カ月分の家賃上限35万円） =5&id=27937&sub_id=10&flid=20
4531

熊本市HP

熊本県

熊本市

経営支援

商品券等活用

・商店街や商工会、事業協同組合等が販売するプレミアム付き商品券に対して、割増率 https://www.city.kumamoto.jp/c
orona/hpkiji/pub/detail.aspx?c_i
20%を上限に１団体当たり500万円まで助成
d=5&type=top&id=28091

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

熊本県

八代市

経営支援

減収補填

【中小企業等事業継続対策特別支援金】
・法人企業 20万円、個人事業者 10万円
・新型コロナウイルス感染症の影響により、１か月（令和２年１～４月のいずれかの月） 八代市ＨＰ
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/
の売上高が前年同月に比して50％以上減少した者
kiji00312335/index.html
・卸売・小売業や宿泊業、飲食業等が対象となるが、農林水産業者も相談・申請があれ
ば対象とする方向で検討

熊本県

八代市

金融支援

利子補給

【中小企業資金繰り支援】
・県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、独自に利子補給を実施

八代市HP
https://www.city.yatsushiro.lg.jp
/kiji00311966/index.html

熊本県

人吉市

金融支援

利子補給

【新型コロナウイルス経済対策資金利子補給補助金】
・国・県の新型コロナウイルス感染症対策の融資制度により融資を受けた事業者に対
し、独自に利子補給

人吉市HP
https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/
dl?q=36442_filelib_b80a3e35409
5bdbeeebda2b6a793d8ea.pdf

熊本県

人吉市

雇用支援

支援金

【新型コロナウイルス感染症経済対策雇用支援補助金】
人吉市HP
・コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した事業者に対し、雇用支援の観点か https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/
q/aview/158/13139.html
ら当該事業所の雇用者数に応じた補助金を交付

熊本県

人吉市

経営支援

減収補填

【小規模事業者持続化臨時給付金】
・新型コロナウィルス感染症の影響により３月または４月の売上げが前年同月比で50％ 人吉市HP
https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/
以上減少している小規模事業者(商工業者)に対し、法人・個人事業者(商工業者)共に1 q/aview/158/12960.html
社につき10万円給付

熊本県

荒尾市

金融支援

利子補給

【金融円滑化特別資金融資利子補給金】
・県の【金融円滑化特別資金】借入に際し、独自に利子補給を実施

熊本県

荒尾市

経営支援

減収補填

【荒尾がんばる事業者応援給付金】
・国の「持続化給付金」の対象外で、県の事業継続資金を受給する事業者（前年同月比 荒尾市HP
https://www.city.arao.lg.jp/q/av
で売上減少が30～50%未満）に対し、中小企業上限20万円、個人事業主同10万円を給 iew/55/15735.html
付

熊本県

水俣市

金融支援

利子補給

【金融円滑化特別資金融資利子補給金】
・県の【金融円滑化特別資金】借入に際し、独自に利子補給を実施

熊本県

水俣市

経営支援

減収補填

・休業したり売上減少（4月16日以降10日以上休業、直近1ヶ月の売上が前年同月比30% 水俣市HP
https://www.city.minamata.lg.jp
以上減少）した全業種を対象に一律10万円を給付
/kiji0031830/index.html
・雇用調整助成金の事業主負担分を１社当たり最大100万円補助

熊本県

玉名市

金融支援

利子補給

【金融円滑化特別資金融資利子補給金】
・県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、独自に利子補給を実施
・８千万円までの融資額の３年分利子を全額補助

熊本県

玉名市

経営支援

減収補填

・国の「持続化給付金」の対象外で、県の事業継続資金を受給する事業者（前年同月比 玉名市HP
で売上減少が30～50%未満）に対し、中小企業上限20万円、個人事業主同10万円を給 https://www.city.tamana.lg.jp/q
/aview/378/16362.html
付

熊本県

玉名市

経営支援

熊本県

山鹿市

金融支援

利子補給

【金融円滑化特別資金融資利子補給金】
・県の【金融円滑化特別資金】借入に際し、独自に利子補給を実施

山鹿市HP
https://www.city.yamaga.kumam
oto.jp/www/contents/1584001
133691/index.html

熊本県

山鹿市

経営支援

減収補填

【農林業継続応援事業】
・売上が前年同月比で30％以上減少した農林業者
・法人:30万円、個人事業者:20万円

山鹿市ＨＰ
https://www.city.yamaga.kumam
oto.jp/www/contents/1589872
298727/simple/sien1.pdf

熊本県

菊池市

経営支援

PR支援

荒尾市HP
https://www.city.arao.lg.jp/q/av
iew/169/15254.html

水俣市HP
https://www.city.minamata.lg.jp
/kiji0031761/index.html

玉名市HP
https://www.city.tamana.lg.jp/q
/aview/55/15715.html

新規取組・経営
玉名市HP
【ふるさと納税による事業者支援】
https://www.city.tamana.lg.jp/q
改善等経費補
・学校給食で使うはずだった加工品、野菜、果物、牛乳などをふるさと返礼品として登録 /aview/55/15607.html
助

熊本県HP(対策本部資料）

【農産物緊急支援事業】
https://www.pref.kumamoto.jp/
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのイベント自粛等により多大な影響を受け common/UploadFileOutput.ashx
?c_id=3&id=31421&sub_id=18&fli
ている花き農家を支援するため、市内小学校の卒業生全員に花束を贈呈
d=230936
熊本県HP(対策本部資料）
https://www.pref.kumamoto.jp/
common/UploadFileOutput.ashx
?c_id=3&id=31421&sub_id=18&fli
d=230936

熊本県

菊池市

金融支援

利子補給

【農林漁業制度資金利子補給事業】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた農林業業者に対して、県が実施する金融
支援制度について５年間の利子及び保証料の全額を負担

熊本県

菊池市

経営支援

減収補填

【飲食事業継続支援金】
菊池市HP
・新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、１カ月の売上が前年同月比30％以上減少 https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/
aview/716/22191.html
した飲食業事業者に対し、20万円の支援金を支給

熊本県

菊池市

経営支援

新規取組・経営 【小規模事業者持続化補助金】
改善等経費補 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響克服に向け、新たな販路開拓等に取り組む小
規模事業者を支援（１事業者につき最大20万円）
助

菊池市HP
https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/
aview/716/22191.html

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

熊本県

宇土市

金融支援

利子補給

・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の経営安定貸付に関して
利子に相当する額を補給

宇土市HP
https://www.city.uto.lg.jp/dl?q=
104402_filelib_38552eb71ad9b37
9aee232de12370ba4.pdf

熊本県

上天草市

経営支援

減収補填

【新型コロナウイルス感染症対策農水産事業継続支援助成金】
・令和２年１月から６月までの期間のいずれか一月の売上が、前年同月の売上と比べて
30％以上減少している者について助成金を交付
・30%以上減少の者は25万円、50%以上減少の者は50万円（農業の場合）

上天草市HP
https://www.city.kamiamakusa.k
umamoto.jp/q/aview/706/1270
3.html

熊本県

阿蘇市

金融支援

利子補給

【中小企業資金繰り支援】
・県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、独自に利子補給を実施

熊本県HP(対策本部資料）
https://www.pref.kumamoto.jp/
common/UploadFileOutput.ashx
?c_id=3&id=31421&sub_id=18&fli
d=230936

熊本県

阿蘇市

休業等支援

支援金

【事業継続支援補助金】
・１事業者13万円を支援（小売業、卸売業、サービス業等で、一時休業や時短営業をし
た者）

阿蘇市HP
http://www.city.aso.kumamoto.j
p/corona_virus/loan_system_ori
ginal/enterprises_support/

熊本県

阿蘇市

経営支援

固定費補助

・店舗の5月分家賃の２分の１に相当する額を支援（1事業者当たり5万円を限度）

阿蘇市HP
http://www.city.aso.kumamoto.j
p/corona_virus/loan_system_ori
ginal/enterprises_support/

天草市

金融支援
雇用支援
経営支援

「資金繰り」「雇用」「事業継続」を独自支援
・資金繰り：県の制度融資の利子を３年間全額補助
・雇用：国の雇用調整助成金の事業主負担分に上乗せ補助（補助対象分を上限）
・事業継続：売上高の減少が前年同月の30～50％にとどまり、国の持続化給付金の対
象とならない事業者に県と同額の支援金を給付（法人20万円、個人事業者10万円が上
限）

天草市HP
https://www.city.amakusa.kuma
moto.jp/kiji0036986/3_6986_218
40_up_mt2m6l75.pdf

熊本県

利子補給
支援金
※国事業上乗せ

減収補填

熊本県

長洲町

経営支援

支援内容・水準

URL

減収補填

【事業継続支援金事業】
・国の「持続化給付金」の対象外で、事業の継続を支援するため法人へ20万円、個人事 長洲町
HPhttps://www.town.nagasu.lg.j
業者へ10万円を支援
・ひと月の売上が、前年同月比で30％以上50％未満減少した中小企業や個人事業者等 p/kiji0036273/index.html
（農林水産業者含む）
和水町ＨＰ
https://www.town.nagomi.lg.jp/h
pkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=
3002&class_set_id=1&class_id=8
94

熊本県

和水町

経営支援

減収補填

【新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金】
・国の「持続化給付金」の対象とならない事業者を対象として、令和2年2月から同年5月
までの間で、新型コロナウィルス感染症対の影響により、前年同月比でひと月の事業収
入が20％以上50％未満減少した事業者
・法人・個人事業者ともに10万円

熊本県

大津町

経営支援

支援金

【緊急経済協力金】
・新型コロナウイルス感染拡大防止の取組（一時休業、時短営業等）に協力している飲
食・宿泊業を営む事業者に対し、町独自に一律10万円を支給

大津町HP
https://www.town.ozu.kumamot
o.jp/kiji0039656/index.html

熊本県

大津町

金融支援

利子補給

【中小企業資金繰り支援】
・県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、独自に利子補給を実施

熊本県HP(対策本部資料）
https://www.pref.kumamoto.jp/
common/UploadFileOutput.ashx
?c_id=3&id=31421&sub_id=18&fli
d=230936

熊本県

南小国町

経営支援

熊本県

産山村

経営支援

【超プレミアム商品券の発行】
南小国町ＨＰ
商品券等活用 現金1万円が商品券１万５千円分に、世帯当たり「世帯人数(2020年4月27日時点)×2万 https://www.town.minamioguni.l
g.jp/news/2020/1599.html
円」を発行
産山村HP

支援金

【新型感染症拡大防止目的休業支援金】
http://www.ubuyama・休業要請に従い、４月29日～５月６日の間休業する村内飲食店及び宿泊業者等に対 v.jp/2020/04/27/新型コロナウ
イルス感染症の拡大防止のた
し、村独自に１事業者につき10万円を支給
めの休/

高森町ＨＰ
http://www.town.takamori.kuma
moto.jp/chosha/seisaku/2020/
05/post-209.html

熊本県

高森町

経営支援

支援金

・新型コロナウイルス感染症に伴う自粛等により多大な経済的被害を受けた飲食店の
需要喚起を目的としたデリバリー支援事業の実施

熊本県

西原村

経営支援

支援金

【休業支援給付金】
西原村ＨＰ
・５月１日～10日の10日間、自主休業する村内の宿泊業、飲食サービス業、小売業等に http://www.vill.nishihara.kumam
oto.jp/_3181/_3191.html
対し、村独自に一律10万円を支給

熊本県

南阿蘇村

金融支援

利子補給

【中小企業利子補給】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業へ事業資金の借り入れに際し、
独自に利子補給を実施

熊本県HP(対策本部資料）
https://www.pref.kumamoto.jp/
common/UploadFileOutput.ashx
?c_id=3&id=31421&sub_id=18&fli
d=230936

熊本県

南阿蘇村

経営支援

減収補填

【新型コロナウイルス対策商工事業者支援金】
・３月又は４月の売上が前年同月比で減収率30～50％未満の事業所に５万円、同50％
以上の事業所に８万円を支給

南阿蘇村HP
http://www.vill.minamiaso.lg.jp/s
ite/singatakoronawirusukannren
n/shoukou-shiennkinn.html

利子補給

【災害時等特別資金利子補給補助金】
・県の【金融円滑化特別資金】借入に際し、独自に利子補給を実施（５年間）

芦北町HP
http://www.ashikitat.kumamotosgn.jp/www/contents/1584597
975610/index.html

熊本県

芦北町

金融支援

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL
芦北町HP

熊本県

芦北町

雇用支援

支援金

http://www.ashikita【災害時等雇用調整補助金】
t.kumamoto・雇用調整助成金の助成を受けた際に、休業手当の事業主負担1/3のうちの2/3を補助 sgn.jp/www/contents/1584597

・国の持続化給付金又は県の事業継続支援金の受給を条件に、法人に一律20万円、
個人に一律10万円を給付
・町内に住所を有し、農林漁業団体の正組合員である農林水産業者に、1人当たり1万
円を支給

975610/index.html
芦北町HP
http://www.ashikitat.kumamotosgn.jp/www/contents/1589515
157694/index.html

熊本県

芦北町

経営支援

支援金

熊本県

あさぎり町

経営支援

減収補填

【新型コロナウイルス感染症対策農林業経営持続化補助金】
あさぎり町HP
・前年同3ヶ月間の事業収入と比較して15％以上減収した農林業を営む事業者に対し、 https://www.town.asagiri.lg.jp/q
/aview/904/14266.html
売上減収額の1/3を補助（上限額は30万円/年)
【事業持続化等対策特別支援金】
・昨年末時点で市内に事業拠点があり、令和2年2月から9月までの連続した任意の2ヶ 宇城市HP
月と前年の同じ2ヶ月の事業収入(売上高）を比べて30％以上減少している従業員数20 https://www.city.uki.kumamoto.j
人以下の小規模企業と市在住の農林漁業者を対象に１事業者当たり10万円の支援金 p/q/aview/801/16284.html
を交付

熊本県

宇城市

経営支援

減収補填

熊本県

小国町

経営支援

減収補填

熊本県

小国町

休業等支援

支援金

熊本県

小国町

経営支援

固定費補助

熊本県

小国町

経営支援

熊本県

益城町

感染予防

小国町HP
https://www.town.kumamotooguni.lg.jp/q/aview/235/1236.ht
ml
小国町HP
【休業支援給付金】
https://www.town.kumamotooguni.lg.jp/q/aview/235/1236.ht
・４月から５月中に自主的に７日以上休業した飲食・小売業等に一律５万円を支給
ml
小国町HP
【家賃支援給付金】
https://www.town.kumamoto・売上が前年度に比べ15％以上減少している事業所に対し、家賃の1/2（上限５万円）を oguni.lg.jp/q/aview/235/1236.ht
支援
ml

【事業継続支援給付金】
・売上額が15％以上減少し、金融機関から融資を受けた事業所に対し、借入額の１割
（上限30万円）を給付

【小国町飲食店応援プレミアムチケット】
・新型コロナウイルスの感染拡大により、不要不急な外出や会食等が自粛されるなか、
大きな影響を受けている飲食店を応援するとともに、落ち込んでいる経済を活性化さ
商品券等活用 せ、町内に活気や賑わいを取り戻すために、6月10日からプレミアム付きの飲食券を発
行
・1セット 4,000円(飲食券1枚500円の10枚入り、5,000円分)※プレミアム率25%(1,000円)
・使用可能店舗：小国町内の飲食店および旅館:46店舗)※6月22日現在

小国町HP
https://www.town.kumamotooguni.lg.jp/q/aview/235/1236.ht
ml

支援金

【事業者向け新型コロナウイルス感染症対策支援金】
・新型コロナウイルス感染症対策（テイクアウト・デリバリーの実施、営業時間の短縮、従 益城町HP
https://www.town.mashiki.lg.jp/
業員の出勤制限等）に取り組む事業者に対して、1事業者につき支援金5万円を交付（熊 kiji0033848/index.html
本県の休業要請協力金の該当者及び農業林業を行う事業者は対象外）

熊本県

御船町

経営支援

減収補填

【事業継続プラス支援金】
・国の持続化給付金の対象で、前年同月比で売り上げが50％以上減少した法人に20万 御船町HP
https://www.town.mifune.kuma
円、個人事業主に10万円を給付
・県の事業継続支援金の対象で、売り上げの減少幅が前年同月比で30～50％未満の moto.jp/page6191.html
法人に10万円、個人事業者に5万円を給付

熊本県

御船町

金融支援

利子補給

【中小企業資金繰り支援】
・県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、独自に利子補給を実施

御船町HP
https://www.town.mifune.kuma
moto.jp/page6100.html

熊本県

御船町

経営支援
生活支援

商品券等活用

・町内店舗で使用できるプレミアム商品券（1万円で１万2千円分利用）を発行
・中学生以下の子どもがいる世帯に、子ども1人当たり3千円の商品券の配布

御船町HP
https://www.town.mifune.kuma
moto.jp/common/UploadFileOut
put.ashx?c_id=3&id=6197&sub_id
=1&flid=4315

氷川町HP
http://www.hikawacyou.hinokuni
net.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_i
d=115&id=753&pg=1

多良木町HP
https://www.town.taragi.lg.jp/gy
ousei/juuyou/singatakorona/19
19.html

熊本県

氷川町

経営支援

支援金

・持続化給付金又は事業継続支援金を受給する法人に20万円、個人に10万円の上乗
せ
・町内に住所がある農林水産業の個人事業者又は主たる事業所を町内に有する農業
法人：法人20万円、個人10万円
・全町民に町内で使える5,000円分の商品券を配布
・新型コロナ関連の融資を受けた事業者の利子の全額補助（期間は5年間）

熊本県

多良木町

経営支援

固定費補助

・町内の個人事業主か町内に店舗や事業所のある法人で、令和2年２～５月のいずれ
かの月の売り上げが前年比20％以上減った場合に、3ヶ月分の家賃（上限15万円）を補
助

熊本県

五木村

経営支援

減収補填

【経営持続化給付金】
・１～12月のいずれかの月の売り上げが前年同月比で50％以上減少し、さらに国や県
のコロナ対策関連融資を受けている中小企業等を対象に、減収額の1/2以内（上限800 五木村HP
http://www.vill.itsuki.lg.jp/kiji00
万円）を限度に給付
31115/index.html
・同期間の売り上げが15％以上減少した中小企業や個人事業主には、最大100万円を
給付

熊本県

苓北町

金融支援

利子補給

・県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、独自に利子補給を実施

苓北町HP
https://reihokukumamoto.jp/14784/
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都道府県

市町村等

分類

分類２

熊本県

ＪＡ菊池

経営支援

PR支援

【肉を食べて免疫力アップ大作戦！】
JA菊池HP
新型コロナウイルスの影響で売上が落ちた生産者を支援するために、ＪＡ管内のアンテ https://jakikuchi.jp/2844.html
ナショップで牛・豚の冷凍肉の販売会を開催（３月、４月に計４回開催。５月も開催予定）

熊本県

ＪＡかみまし
き

PR支援

【オールかみましきフラワー運動!】
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により卒業式やイベントの中止が相次ぎ、
花束を贈る場面も減り、花きの需要が減少していることから、花農家を応援するためＪＡ
管内産花きの販売キャンペーンを実施（フラワーアレンジメント（2,000円/個）を200個限
定で販売）

大分県

大分県

大分県

大分県

大分県

大分県

大分県

大分県

大分県

経営支援

金融支援

生活支援

経営支援

感染予防
経営支援

金融支援

融資

支援内容・水準

URL

JAかみましきHP
https://www.jakamimashiki.or.jp/topics/オール
かみましきフラワー運動/

【新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金】
コロナウイルスの感染が県内で確認されたことに伴い、県内中小企業者において、売上 大分県ＨＰ
高の減少等の影響を受けることが懸念されることから「新型コロナウイルス感染症緊急 https://www.pref.oita.jp/soshiki
/14040/korona4.html
対策特別資金」の創設
融資限度 1億6000万円、融資期間10年以内

生活費補助

【住居確保給付金の支給要件緩和】
離職や自営業の廃業により経済的に困窮し、住宅を失う、または失うおそれが今後の就
職活動のため住居を確保する必要のある方に対して、家賃相当額を支給する「住宅確
保給付金事業」の対象者を新型コロナウィルス感染症の影響による休業等により収入
が減少し、離職等と同程度の状況にある者に拡大

大分県ＨＰ
https://www.pref.oita.jp/soshiki
/12000/jukyokakuhokyuhukin.ht
ml

固定費補助

新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少のあった県民や事業者を対象に、県税の
納付を最大1年間猶予する特例制度を設けた。
・対象：2020年2月以降の収入が前年同期に比べ約20％以上減った個人や事業者
・2020年2月～2021年1月に納付期限となる個人事業者税、法人県民税、法人事業税、
不動産取得税が猶予される。

大分県ＨＰ
https://www.pref.oita.jp/site/ze
i/shingatacoronavirustaiou.html#yuuyo

支援金

【大分県飲食店を通じた感染拡大防止対策支援事業費補助金】
・概ね20店舗以上の飲食店等を対象とした、県民や飲食店同士が協力して行うデリバ
リーやテイクアウトなどの感染症拡大防止に取り組む持続的な経済活動、又は、その動 大分県ＨＰ
http://www.pref.oita.jp/site/oita
機に繋がる仕組みや仕掛けづくりに対して最大80万円を補助。
-eat-now/#eat-cheering
・補助の条件
①感染拡大防止に取り組む飲食店等を支援
②支援内容と飲食店等のWeb情報発信 等

融資
利子補給

【がんばろう大分！資金繰り応援資金（大分県新型コロナウイルス感染症対応資金特別
融資）】
新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、売上高等が減少している県内の中小企 大分県ＨＰ
https://www.pref.oita.jp/soshiki
業者等に対し円滑な資金供給を行うため、一定の要件を満たした場合、実質無利子とな /14040/risihokyu1.html
る融資制度
融資限度 3000万円、融資期間10年以内

経営支援

【大分県民向け旅館ホテル応援割】
県内の旅館・ホテルに宿泊する県民への料金割引サービスを実施。
大分県ＨＰ
割引等への補
助成額：１回の予約につき１人5,000円（２名以上の場合10,000円を限度）、１人あたりの http://www.pref.oita.jp/soshiki/
助
10820/ouenwari.html
利用回数は３回まで。
対象施設：感染症対策のチェックリストを整備し、感染症対策を強化した施設（221施設）

経営支援

【大分県災害時等中小企業者持続化支援事業費補助金】
中小企業者が感染症に対する事業継続計画（BCP）を策定したうえで取り組む販路開拓
等の取組みに対し補助。
＜一般型＞経営上従業員等の罹患や新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月
比１０％以上の売上減少が生じていることが必要。
＜コロナ特別対応型＞補助対象経費の１／６以上が、以下のいずれかの要件に合致す 大分県HP
https://www.pref.oita.jp/soshiki
る投資を行う中小企業者であることが必要。
/14000/tyushojizokuka.html
ア サプライチェーンの毀損への対応、
イ 非対面型ビジネスモデルへの転換
ウ テレワーク環境の整備
（補 助 率）
2/3以内
（補助上限額）
500，000円＜一般型＞
1，000，000円＜コロナ特別対応型＞

支援金

経営支援

【造林補助事業】
森林所有者が行う間伐や保育間伐に要する経費に対して上乗せ助成を行う。
新規取組等経
補助率：間伐 現状68％→上乗せ後 66％
保育間伐 現状86％→上乗せ後
費補助
100％
対象：12月末までに申請される間伐・保育間伐事業

経営支援

【おおいた材住宅ポイント事業】
県産材を使用した住宅を建築する県民に対し、県産加工家具等の購入に利用できるポ
大分県庁HP
割引等への補 イント（1ポイント＝1円換算）を交付する。
http://www.pref.oita.jp/soshiki/
助
対象住宅：県産乾燥材を10㎡以上使用し、令和3年2月末までに棟上げを完了する住宅 16060/oita-point.html
交付数：30万～50万/棟（県産材使用量に応じて上乗せ）
交付対象：県産材を使用した家具、県産農林水産物等

大分県庁HP
http://www.pref.oita.jp/soshiki/
16220/zorin020612.html
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都道府県

大分県

大分県

大分県

大分県

市町村等

分類

分類２

大分市

金融支援
経営支援

利子補給
固定費補助

【農業振興資金信用保証料等補助金】
・農産物の売上が減少した農業者が大分市農業振興資金の貸付を受ける場合、必要な 大分市ＨＰ
http://www.city.oita.oita.jp/o03
手数料及び信用保証料を補助。
・本年３月から５月のいずれかの月において前同月比の売上が50％以上減少している 2/r24hoseiyosannan.html
小規模事業者に対し、店舗等の家賃の一部を補助。

固定費補助

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、今後大幅な収入減により水道料金の納付が
困難な方が増加することが見込まれることから、基本料金と従量料金を合わせた水道
料金全額の免除措置を実施
・大分市と水道の契約を結んでいる会社や個人で、①令和2年3月～5月においていず 大分市ＨＰ
http://www.city.oita.oita.jp/o22
れかの月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者（旅館業、飲食業など） 4/corona2.html
または②大分市の新型コロナウイルス感染症拡大への対策としての支援・助成制度の
適用を受けている個人
・6月（4月・5月使用水量分）か7月（5月・6月使用水量分）の水道料金2か月分を免除

大分市

大分市

大分市

経営支援

感染予防

感染予防

支援金

支援金

【感染予防対策施設改修支援事業補助金】
・全国的に新型コロナウイルスの感染が広がる中、市民生活の維持に必要な事業を
行っているスーパーや飲食店などの中小規模事業者に対して、飛沫感染防止や社会的 大分市ＨＰ
https://www.city.oita.oita.jp/o1
距離（ソーシャル・ディスタンス）の確保など、感染防止対策に係る施設改修費の一部を 72/koronataisakukaishuu.html
補助
補助率：3分の2 補助限度額：1事業所あたり10万円 かつ 1事業者あたり30万円
【大分市小規模事業者店舗家賃支援補助金】
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の影響等により、売上が激減し、経営の危
機に直面している小規模事業者に対して、事業所等の賃借料の一部を補助
大分市ＨＰ
令和2年3月～5月において、いずれかの月の売上が前年同月比で50％以上減少してい https://www.city.oita.oita.jp/o1
72/koronataisakukaishuu.html
る場合、
補助率：5分の4（家賃相当額3か月分（共益費、駐車場代を含む））。上限24万円（ただ
し、1か月あたり上限8万円）

大分市

経営支援

固定費補助

大分県

別府市

金融支援

融資

大分県

別府市

雇用支援

別府市

経営支援

URL

【商店街活性化事業（新型コロナウイルス感染症対策）】
・新型コロナウイルス感染症患者の発生が市内において複数確認されたことに伴い、①
商店街団体が行う感染拡大防止関連に対する取り組み（衛生管理事業、広報事業、テ
イクアウト事業等）に対して期限を設定し、最大100万円の補助金を交付。②商店街発行
プレミアム商品券の発行に最大350万円補助

大分県

大分県

支援内容・水準

大分市ＨＰ
https://www.city.oita.oita.jp/o1
54/shigotosangyo/shokogyo/si
ngatakoronahojokin.html

【新型コロナウイルス感染症おもいやり基金】
・休業等により収入が減少した方に対し、緊急小口融資や総合支援資金の貸し付け

別府市HP
https://www.city.beppu.oita.jp/s
eikatu/kenkou_iryou/kansensyo
u_nanbyoutou/corona_shakyo.ht
ml

新規雇用

【会計年度任用職員（緊急対策）】
・新型コロナウイルス感染症の影響による雇用情勢の急激な悪化を受け、緊急対策とし
て「雇用を守る」取組を実施し、企業等から解雇され失業中の人などを対象とした会計
年度任用職員を募集

別府市HP
https://www.city.beppu.oita.jp/s
isei/jinji_gyousei/kaikeininyo_co
rona.html

固定費補助

【中小企業者等賃料補助制度】
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高等が減少する中小企業者・小規模事業者
（個人事業主を含む）に対して、一定の要件を満たす場合、事業活動のために市内にお
いて賃借している店舗等の賃料及び賃料相当分（6か月分）を別府市が負担します。
月額賃料×1／2（上限額：7万円）

別府市HP
https://www.city.beppu.oita.jp/s
angyou/sangyousinkou/sonota/
corona_chinryouhojyo.html

別府市HP
https://www.city.beppu.oita.jp/s
angyou/sangyousinkou/sonota/
corona_sogyojizokuka.html

別府市ＨＰ
https://www.city.beppu.oita.jp/s
angyou/sangyousinkou/sonota/
corona_taisakuhojyo.html

大分県

別府市

経営支援

支援金

【創業者向け持続化給付金】
国（経済産業省）の持続化給付金の対象とならない創業間もない事業者の事業継続を
支援
1.創業要件
令和2年1月1日～4月30日までの間に市内で新規創業し、当該事業で収入を得ており、
今後も事業を継続する意思があること。
2.売上減少要件
創業した月から5月までの期間で最も売上のあった月と、その月以降6月までの期間で
50％以上売上が減少した月があること。

大分県

別府市

経営支援

商品券等活用

【別府エール食うぽん券発行事業】
感染症の影響で客足が激減した飲食業を支援するため、消費喚起のためのプレミアム
付きクーポン券を発行
プレミアム率：30%、発行総額：３億９千万円

大分県

別府市

経営支援

【湯ごもりエール泊事業】
別府市ＨＰ
割引等への補 感染症の影響で客足が激減した宿泊業を支援するため、県民限定の低料金の宿泊プラ https://www.city.beppu.oita.jp/s
angyou/sangyousinkou/sonota/
助
ンを提供する旅館・ホテル等に対し宿泊料の一部を助成
corona_taisakuhojyo.html
補助金額：一泊当たり一人２千円（延べ４万５千泊分）

大分県

中津市

金融支援

利子補給

大分県

中津市

経営支援

固定費補助

【新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度】
中津市ＨＰhttps://www.city大分県に「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」による借入を行った中小事業者に nakatsu.jp/doc/2020032500147
/
対し、利子補給を実施
【中小企業等賃料補助金】
営業を自粛するなど売上が減少する中、事業活動の継続に取り組まれている市内の中
小企業者等に対し、固定費補助
補助の対象となる家賃の１０分の８ （１月あたり上限５万円）

中津市ＨＰ
https://www.citynakatsu.jp/doc/2020050100114
/
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

【新型コロナウイルス感染症対策特別資金】
融資
新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業の方々を
信用保証料補
支援する融資制度
助
融資限度額1000万以内 保証料 市が全額負担

日田市ＨＰ
https://www.city.hita.oita.jp/sos
hiki/shokokankobu/shokoroseik
a/chiikisangyo/kigyo_shien/chu
shokigyo/yuushi/10739.html

大分県

日田市

金融支援

大分県

日田市

経営支援

固定費補助

【中小企業等賃料支援事業補助金】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内の中小・小規模事業者へ
店舗、事務所等の賃料の一部を補助します。
・補助額月額の4/5以内、上限6万4千円（最長6か月）

日田市HP
https://www.city.hita.oita.jp/sou
gyoukigyou/kigyoshien/kigyoum
uke/10799.html

大分県

日田市

雇用支援

支援金

【中小企業等雇用維持事業】
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀
なくされた事業主が解雇を行わない場合、雇用の維持を図るための休業手当に要した
費用のうち雇用調整助成金の国支給率9/10に対し、さらに市が1/10を助成します。

日田市HP
https://www.city.hita.oita.jp/sos
hiki/shokokankobu/shokoroseik
a/rodokankyo/kigyo_shien/chus
hokigyo/10788.html

日田市HP
https://www.city.hita.oita.jp/sos
hiki/shokokankobu/shokoroseik
a/10877.html

日田市HP
https://www.city.hita.oita.jp/sou
gyoukigyou/kigyoshien/kigyoum
uke/10805.html

※国事業上乗せ

大分県

日田市

経営支援

支援金

【新型コロナウイルス感染症予防経費の助成】
市内中小企業・小規模事業者が、営業再開等に向けて実施する消毒や除菌対応等の
感染症防止に係る経費について補助
補助率：対象経費の5分の4（100円未満は切り捨て）
上限3万円、申請回数は1事業者あたり1回限り

大分県

日田市

雇用支援

支援金

【日田市失業対策雇用支援事業】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職し、又は廃業した人への就職支援を図
るため、期間を定めずに6か月以上雇用した事業主に、12万円（短時間勤務の場合は6
万円）支援

大分県

佐伯市

金融支援

利子補給

【利子補給制度（新型コロナウイルス関連）】
佐伯市ＨＰ
大分県の「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」による借入を行った中小事業者に https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
0034002/index.html
対し、利子補給を実施

大分県

佐伯市

経営支援

固定費補助

【中小企業等固定費補助事業】
・新型コロナウイルス感染症の影響により業況の悪化が著しい中、経営の継続に取り組 佐伯市ＨＰ
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji
む小規模事業者などに対し、賃料を補助
0034067/index.html
・家賃8割（上限20万円、3か月）

大分県

臼杵市

金融支援

利子補給

【コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金】
臼杵市HP
大分県の「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」による借入を行った中小事業者に https://www.city.usuki.oita.jp/ar
ticle/2020032500062/
対し、利子補給を実施

固定費補助

【臼杵市小規模事業者等賃料支援補助金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により業況の悪化が著しい中、経営の継続に取り組
臼杵市ＨＰ
む小規模小規模事業者などに対し、賃料を補助
https://www.city.usuki.oita.jp/d
・補助対象経費：賃料３か月分
ocs/2020050100145/
・補助率8/10以内
・限度額1ヶ月あたり上限6万円

大分県

臼杵市

経営支援

大分県

臼杵市

経営支援

【臼杵市飲食店等支援補助金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により業況の悪化が著しい中、経営の継続に取り組
む飲食店などに対し経営の継続に必要な費用を補助
①経営継続支援事業：令和2年3月～5月の3ヶ月分の光熱水費を補助
固定費補助
臼杵市ＨＰ
・補助率10/10以内
https://www.city.usuki.oita.jp/d
宅配等への支
・上限9万円
ocs/2020050100138/
援
②テイクアウト支援事業：令和2年3月～6月まで使用した容器等の資材購入費及びＰＲ
経費
・補助率10/10以内
・上限6万円

大分県

宇佐市

金融支援

信用保証料補 【利子・保証料補助】
助
新型コロナウィルス感染症の影響で、売上が減少した市内中小企業・小規模事業者が
利子補給
受けた融資の利子と保証料を補助

大分県

宇佐市

経営支援

支援金

【小規模事業者等事業継続支援事業】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2～4月のいずれかひと月の売上が
昨年の同じ月と比べて20％以上減少している事業者の事業継続を支援として10万円（1
回）交付
但し：.農業、漁業、林業は対象外
※６月11日付け対象期間を「令和2年2～5月」に延長。

宇佐市HP
https://www.city.usa.oita.jp/sou
go/soshiki/13/shokoshinko/2/
3/10645.html

宇佐市HP
https://www.city.usa.oita.jp/sou
go/soshiki/13/shokoshinko/1/
1_1/10814.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

大分県

宇佐市

経営支援

支援金

大分県

国東市

金融支援

利子補給

【新型コロナ緊急対策 特別資金特別融資利子補給事業】
大分県に「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」による借入を行った中小事業者に
対し、利子補給を実施

国東市
HPhttps://www.city.kunisaki.oit
a.jp/site/korona/koronayusirisi.
html

支援金

【国東市小規模事業者応援定額給付金制度】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対し、一時的に資金が必要な事
業者を応援するため、事業継続を目的とする定額給付金を交付
・対象事業者：市内で令和元年11月30日以前に創業した小規模事業者で、令和2年5月
1日現在市内で営業しており、売り上げが前年同月比（令和2年2月から4月のいずれか
の月）で20％以上減少した個人事業者または法人。（ただし、農業、漁業、林業及び金
融・保険業などの業種は除外。）
・給付額：１事業者定額10万円を交付

国東市
HPhttps://www.city.kunisaki.oit
a.jp/site/korona/jigyououenkyu
ufukin.html

大分県

大分県

国東市

九重町

経営支援

金融支援

支援内容・水準

URL

【新型コロナウイルス感染症に伴う宿泊キャンセル補助金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、宿泊の予約がキャンセルされたことに伴い 宇佐市HP
https://www.city.usa.oita.jp/tou
売上高等が減少している市内に所在する宿泊施設の経営の安定化を図るため、市内宿 rist/kankohojo/10801.html
泊施設に対して予算の範囲内で補助金を交付（上限200万円）

利子補給

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、売上高の減少等の影響を受けている町内の中
小企業・小規模事業者向けに３つの利子補給制度を創設
①新規借入、2000万、補給額：全額、利子補給期間 最大３年
九重町
②折返し融資 借入当初の金額を上限、補給限度額 年間10万円、利子補給期間 最 HPhttps://www.town.kokonoe.oi
ta.jp/docs/2020051900010/
大3年
③返済猶予 金融機関との協議による猶予期間の支払利子の補給 年間10万円、最大
３年

支援金

【中小企業応援定額給付金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へ給付金を支給することで事業の継 九重町
HPhttps://www.town.kokonoe.oi
続を支援
ta.jp/docs/2020051900010/
①一律１０万円（小切手）
②農業、漁業、林業などの業種は交付対象外

大分県

九重町

経営支援

大分県

玖珠町

金融支援

【信用保証料助成金】
信用保証料補 町内の中小企業・小規模事業者が信用保証協会を通じて申し込む際の信用保証料に 玖珠町HP
https://www.town.kusu.oita.jp/1
助
対し全額またはその一部を町が助成
695.html
①振興資金融資 ②小規模事業者振興資金融資 ③季節資金融資 ④創業資金融資

金融支援

利子補給

【新型コロナ緊急対策 農業経営資金利子補給事業】
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、農業収入が減少した農業者の運転資金の借
玖珠町ＨＰ
り入れに対し、農家負担金利子助成金として玖珠町が補助
https://www.town.kusu.oita.jp/1
・補助対象者：農協が行う新型コロナウイルス感染拡大に対する農家負担軽減支援が 844.html
適用された「アグリマイテイー資金」の貸し付けを受けた者
・利子補給の額：借り入れに係る農家負担金利分0.1％に相当する額
【新型コロナウイルスの感染症緊急対策利子補給事業】
・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、売上高の減少等の影響を受けている町内の
中小企業・小規模事業者向けの３つの利子補給制度を創設
玖珠町HP
①新規借入、1000万、補給額：全額、利子補給期間 最大３年
https://www.town.kusu.oita.jp/1
②折返し融資 借入当初の金額を上限、補給限度額 年間10万円、利子補給期間 最 826.html
大3年
③返済猶予 金融機関との協議による猶予期間の支払利子の補給 年間10万円、最大
３年

大分県

玖珠町

大分県

玖珠町

金融支援

利子補給

大分県

豊後高田市

経営支援

固定費補助

大分県

豊後高田市

金融支援

利子補給

大分県

杵築市

経営支援

支援金

【杵築市中小企業者事業継続特別給付金】
・新型コロナウイルス感染拡大による影響により、令和2年2 月～6月のうち 1 ヶ月の売
上高等が前年同月（または前年月平均）と比較して 20％以上減少している方
・支給額：１０万円

杵築市HP
https://www.city.kitsuki.lg.jp/so
shiki/1/syoukou_kankou/2/koy
ou/tyuusyoukigyousien/6407.ht
ml

大分県

津久見市

金融支援

利子補給

【津久見市利子補給金制度】
・大分県の制度融資「津久見市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」を活用
する中小事業者を対象に、津久見市が３年間に渡り利子補給を実施

津久見市HP
https://www.city.tsukumi.oita.jp
/soshiki/6/15933.html

【店舗等家賃補助金】
・市内の小規模事業者に対する店舗等家賃を助成
①売り上げが前年同月比２割以上減。業種は問わない
②家賃の８割補助（上限月額６万円）

豊後高田市
HPhttps://www.city.bungotakad
a.oita.jp/page/page_05315.html

【新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金にかかる利子補給】
・大分県の「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」の融資を受けている市内中 豊後高田市HP
https://www.city.bungotakada.oi
小企業者に対して利子を補助
ta.jp/page/page_05316.html
・融資額のうち1,000万円まで
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都道府県

市町村等

分類

分類２

大分県

津久見市

経営支援

支援金

大分県

津久見市

経営支援

固定費補助

大分県

竹田市

金融支援

利子補給

支援内容・水準

URL

【ふぁい１０（ふぁいと）つくみ
・支給額：１事業者につき１０万円
・支給要件：新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月から７月までのうち、
任意のひと月の売上高が前年同月比で２０％以上減少していること。
なお、前年同月との比較ができない場合は、令和２年２月から７月ま
でのうち、任意のひと月の売上高がその月を含む３か月間の平均売
上高と比較して２０％以上減少していること。

津久見HP
https://www.city.tsukumi.oita.jp
/soshiki/6/16139.html

【農林水産業継続支援事業】
・持続化給付金の支給を受ける第一次産業事業者で持続化給付金の限度額を超える
者に、事業に使用する燃料費を助成。
※詳細は市農林水産課に問合せ。

津久見市HP
https://www.city.tsukumi.oita.jp
/site/covid-19/16196.html

【竹田市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資利子補給金】
竹田市HP
・大分県の制度融資「竹田市新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」を活用する https://www.city.taketa.oita.jp/t
opics/?id=2969
中小事業者を対象に、竹田市が３年間に渡り利子補給を実施

大分県

竹田市

経営支援

固定費補助

【竹田市小規模事業者等経営維持支援補助金】
感染拡大に伴い、売上減少等の影響が特に著しい市内中小企業者、小規模企業者又
は個人事業主を対象に、経営の安定化と持続化を図ることを目的に、事業を継続する
ために必要とされる経費の一部を助成
① 市内事業所等に係る賃料（家賃、共益費、駐車場費の賃貸借契約上の月額）
補助率：月額賃料の8/10以内（上限6万円）
② 市内事業所等に係る光熱費（電気料金の月額）
補助率：電気料金の1/2以内（上限3万円）

大分県

由布市

経営支援

固定費補助

【徴収猶予の「特例制度」制度】
事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間、地方税の猶予を実施

大分県

由布市

経営支援

支援金

【中小企業者店舗等賃料支援金】
由布市ＨＰ
売上が前年同月比で15％以上減少している市内事業者に対し、最大7万円／月（3ヵ月 http://www.city.yufu.oita.jp/new
ly/temponadochinryou/
間・補助率１／２）支給を実施

大分県

由布市

経営支援

支援金

【中小企業者緊急給付金】
売上が前年同月比で15％以上減少している市内事業者に対し、10万円給付を実施

大分県

由布市

経営支援
金融支援

利子補給

竹田市HP
https://www.city.taketa.oita.jp/t
opics/?id=3087

由布市ＨＰ
http://www.city.yufu.oita.jp/new
ly/tyouzeiyuuyotokureiseido/

由布市ＨＰ
http://www.city.yufu.oita.jp/new
ly/kinnkyuukyuufukin/

【新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金 利子補給】
市内中小企業が、大分県の融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」 由布市ＨＰ
http://www.city.yufu.oita.jp/new
の借り入れをした場合に、支払利子を融資額１，０００万円までに対して３年間利子を全 ly/koronrishihokyuu/
額補給を実施

【ぶんごおおの応援便】
・新型コロナウイルスの影響により、豊後大野市内においてテイクアウト（持ち帰り）を始 豊後大野市ＨＰ
宅配等への支
https://www.bungoめる料飲店が増えていおり、そうした料飲店と家庭を結ぶことで、双方を応援することを ohno.jp/article/2020050100039
援
目的に、豊後大野市タクシー協会がデリバリーサポート「ぶんごおおの応援便」の試験 /
運行

大分県

豊後大野市

経営支援

大分県

豊後大野市

経営支援

固定費補助

大分県

豊後大野市

金融支援

利子補給

【納税が困難な方に対する猶予制度】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市税の納付が困難な方は、徴収及び換価が
猶予されることがある

豊後大野市HP
https://www.bungoohno.jp/article/2020031900078
/

【新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給補助金】
大分県の「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金」による融資を受けた市内中
小企業等に対し、豊後大野市が利子補給

豊後大野市HP
https://www.bungoohno.jp/article/2020051300032
/

豊後大野市HP
https://www.bungoohno.jp/article/2020052700107
/

大分県

豊後大野市

経営支援

固定費補助

【豊後大野市中小企業者等緊急家賃補助金】
令和２年１月から１２月の１か月当たりの売上額が対前年同月比で５０％以上の減少率
がある者に対し、令和2年3月から11月までの間に係る家賃を補助（補助率：①令和2年3
月から５月までの家賃は５／６、令和2年6月から11月までの家賃は１／６。１事業者１月
当たり１０万円が上限）

大分県

日出町

経営支援

支援金

【日出町中小企業等事業活動維持支援補助金（新型コロナウイルス感染症関連）】
・新型コロナウイルス感染症の影響によって経営状態が悪化した、又は今後悪化するお
それのある町内の事業者が、金融機関等から事業活動資金の融資を受けた場合に、融
資額の3％を補助金として交付。一事業者につき上限３０万円まで支給。

日出町HP
https://www.town.hiji.lg.jp/page
/r0205-syoukousienhojyokin.html
日出町HP
https://www.town.hiji.lg.jp/page
/r0205-syoukourisihokyuu.html

大分県

日出町

経営支援

利子補給

【日出町中小企業等経営支援利子補給金（新型コロナウイルス感染症関連）】
・新型コロナウイルス感染症の影響によって経営状態が悪化した、又は今後悪化するお
それのある町内の事業者が、金融機関等から既住債務の条件変更（返済の猶予、返済
額の減額の場合に限る）の承認を受けた場合に、承認後６か月間の利子を補助金とし
て交付（補助上限額１０万円）

大分県

日出町

雇用支援

臨時雇用

【新型コロナウイルス感染症に対する緊急雇用経済対策】（第２回）
日出町
・新型コロナウイルス感染症に対する緊急雇用経済対策の1つとして、日出町役場で勤 HPhttps://www.town.hiji.lg.jp/pa
ge/page_02937.html
務する会計年度任用職員（非常勤職員）を募集
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都道府県

市町村等

大分県

大分県農業
協同組合
（大分県）

大分県

大分商工会
議所
（大分県）

分類

金融支援

経営支援

分類２

融資

支援内容・水準

URL

資金名：アグリマイティー資金（コロナ）
・貸付対象者：「新型コロナウイルス」の影響により農業収入が減少した農業者等
・資金使途：農業経営継続に必要な運転資金
・貸付限度額：5百万円。ただし、減収金額の範囲内（直近の売上高と前年同期との比較 JAおおいた本店HP
https://jaoita.or.jp/life/bank/no
等）
tice/jabank/5389
・貸付金利：５年間0.1％。５年後から1.200％（固定）
・貸付期間：7年以内(据置期間1年以内)
・保証料：借入者負担なし

・お持ち帰りやデリバリー等を行う飲食店の応援サイト「わが家がレストラン」を立ち上
大分商工会議所ＨＰ
げ。
PR支援
・宅配サービスを実施できない店舗には、タクシーの運賃を商工会議所が負担してテイ https://oitacci.or.jp/wagaya/wp宅配等への支
クアウトメニューをタクシーで配達するサービスを実施。
content/uploads/2020/04/taxi_
援
・注文金額が2,000円以上で配達距離が10km以内の場合に利用可。（距離の長短に関 deli.pdf
わらず定額2,380円をタクシー会社に支払う）

宮崎県

金融支援

融資
利子補給

〇農業者の経営の維持安定のため、経済変動・伝染病等対策資金を拡充。
・限度額の引上げ（300万円⇒1,000万円）
・貸付当初5年間の無利子化（0.05%分の利子補給追加）

宮崎県ＨＰ
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/z
aisei/kense/zaise/documents/
51336_20200423215714-1.pdf

宮崎県

金融支援

利子補給

〇新型コロナウイルス感染症により影響を受けた漁業者の漁業経営の安定化を図るた
め、今後、信用漁業協同組合連合会（信漁連）が「災害緊急資金」を貸し付ける際に、
県、市町、農林中央金庫が利子補給をすることにより、無利子で借りられるよう支援。

宮崎県ＨＰ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
suisanseisaku/shigoto/suisangy
o/risihokyu.html

宮崎県

経営支援

固定費補助

〇新型コロナウイルス感染症の影響により流通が停滞する養殖魚の飼育期間延長に
要する経費を補助。

宮崎県ＨＰ
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/z
aisei/kense/zaise/documents/
51336_20200423215714-1.pdf

宮崎県

経営支援
給食利用

宮崎県

経営支援

固定費補助

〇利用客が落ち込む農泊・農山漁村体験等の受入環境整備に要する経費を補助。

宮崎県ＨＰ
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/z
aisei/kense/zaise/documents/
51336_20200423215714-1.pdf

宮崎県

経営支援

固定費補助

〇流通が停滞するみやざき地頭鶏の保管や流通促進に要する経費を補助。

宮崎県ＨＰ
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/z
aisei/kense/zaise/documents/
51336_20200423215714-1.pdf

宮崎県

経営支援

固定費補助

〇需要が停滞するマンゴー、メロン等の次期作支援及び流通が停滞する業務用野菜の http://www.pref.miyazaki.lg.jp/z
aisei/kense/zaise/documents/
保管に要する経費を補助。

宮崎県HP
PR支援
〇学校給食における宮崎牛などの県産牛の提供や県産農畜水産物の販売キャンペー http://www.pref.miyazaki.lg.jp/z
食材提供経費
aisei/kense/zaise/documents/
ン等、県内外における応援消費の取組に要する経費を補助。
補助
51336_20200423215714-1.pdf

宮崎県ＨＰ

51336_20200423215714-1.pdf

宮崎県

経営支援

支援金

〇 売上げが大きく減少し、事業継続が困難となっている小規模事業者を支援する
ため、商工会連合会及び商工会議所連合会を通じて、1者あたり20万円の給付金を
支給。

宮崎県ＨＰ
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
zaisei/kense/zaise/documents
/51882_20200515174247-1.pdf

宮崎県

経営支援

支援金

〇飲食店等の「新しい営業スタイル」への移行のための資機材等の導入に必要な経費
を補助。
・補助額
：上限5万円（総額2億円）
・補助対象例：消毒液の購入、キャッシュレスの機器の購入、換気設備の導入等

宮崎県HP
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
zaisei/kense/zaise/point_20200
515.html#seikatuyoushiki

宮崎県

経営支援

商品券等活用

〇飲食店を応援するため、プレミアム付テイクアウト・食事券を発行
・プレミアム率：30％
・発行部数 ：10万セット
・発行総額 ：6億5千万円

宮崎県HP
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
zaisei/kense/zaise/point_20200
515.html#seikatuyoushiki

経営支援

宮崎のひなた農畜水産物お届けキャンペーン
販売価格低下や出荷量減少などの影響を受けた品目を中心に、県内における地産池
消に加え、全国の消費者や本県ゆかりの企業等への応援消費を推進するため、プレゼ
販売促進経費
ントキャンペーンや配送支援を実施。
補助
①みやざき完熟マンゴー購入者に、抽選で宮崎牛をプレゼント！
②県内水産物やその加工品を送料無料で販売。商品購入者には抽選で水産物等をプ
レゼント！

宮崎県
HPhttps://www.pref.miyazaki.lg.j
p/sangyoseisaku/shigoto/foodb
usiness/20200602jimomiya.html

経営支援

持ち帰り・配達飲食サービスを行っている市内の飲食店を対象に、新たな取り組みを始
宅配等への支
めるために必要な経費などに対し、テイクアウト等飲食店応援支援金を1店舗あたり5万
援
円支給。

都城市ＨＰ
https://www.city.miyakonojo.miy
azaki.jp/site/coronavirus/17700
.html

宮崎県

宮崎県

都城市
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都道府県

市町村等

分類

分類２

宮崎県

都城市

金融支援

利子補給

宮崎県

都城市

経営支援

宮崎県

都城市

経営支援

宮崎県

新富町

経営支援

支援内容・水準

URL

宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」を利用された人
へ、融資実行日から最長3年間利子の全額を補給。

都城市
HPhttps://www.city.miyakonojo.
miyazaki.jp/site/coronavirus/17
737.html

・新型コロナウイルス感染症の影響による国内外の需要減少により枝肉価格が低下し、
経営が悪化している肥育農家を支援。
・都城市内に在住し、肉用牛肥育経営安定制度（牛マルキン）に加入している肥育農家
が対象。令和2年4月から令和2年8月までに出荷された牛に限る。
・1万円/頭（上限額：1農家100万円、1法人200万円）

都城市
HPhttps://www.city.miyakonojo.
miyazaki.jp/site/coronavirus/20
620.html

・オンライントラベル（じゃらんnet、るるぶトラベル）を活用し、都城市への宿泊客にミート
商品券等活用 券（食事券）を配付し、消費を喚起・下支えすることを目的とする。
・都城市外からの2名以上の宿泊利用で、1名あたり1,000円×3枚分

都城市ＨＰ
https://www.city.miyakonojo.miy
azaki.jp/site/miyakonojopr/21292.html

支援金

新富町HP

支援金

国の持続化給付金の対象にならない事業者を対象に 、 一定以上の売上高減少がみら https://www.town.shintomi.lg.jp
/secure/14818/商工会広報_新
れる事業者を対象に助成額 3 0 万円（１事業所１申請 限り）を支給。
富町.pdf

宮崎市HP

宮崎県

宮崎市

経営支援

固定費補助

2020年2月から5月のうちいずれかひと月が、2019年の同月比で売り上げ高等が50％以 https://www.city.miyazaki.miyaz
aki.jp/business/loan/226460.ht
上減少した中小企業者等に、1物件につき月額賃料×8/10（上限額：10万円の補助）
ml

新規取組・経営 ・新型コロナウイルスの影響で、花きの需要が減少ている。コチョウランなどは関西地方 宮崎市HP
https://www.city.miyazaki.miyaz
改善等経費補 への出荷が多かったが、需要の落ち込みや運送料の高騰で、出荷が九州圏内にとど aki.jp/fs/4/1/2/3/2/8/_/41230
助
まっていることから、九州以外の市場へ出荷する花きに対し、運賃の5分の1を補助。
7.pdf

宮崎県

宮崎市

経営支援

宮崎県

日南市

経営支援

減収補填

売上が50％以上減少した宿泊・飲食サービス業（宿泊業、食事提供店、居酒屋、スナッ 日南市HP
https://www.city.nichinan.lg.jp/
クなど）の方に5万円を支給。
main//page013681.html

宮崎県

日南市

経営支援

減収補填

・需要の減少により市場価格が低落する等の影響を受けている日南市内の第一次産業
日南市
事業者の事業継続を支援（国の「持続化給付金」対象外となる事業者を補う支援）
HPhttps://www.city.nichinan.lg.j
対象者：R2.1月～12月のいずれかひと月の売上が前年同月比25％以上50％未満減少 p/main//page013758.html
したもの。1事業者15万円を給付

宮崎県

日南市

経営支援

減収補填

・売上の減少により経営に影響を受けている日南市内の中小企業や小規模事業者を支
日南市
援（国の「持続化給付金」対象外となる事業者を補う支援）
HPhttps://www.city.nichinan.lg.j
対象者：R2.1月～12月のいずれかひと月の売上が前年同月比25％以上50％未満減少 p/main//page013758.html
したもの。1事業者10万円を給付

宮崎県

日南市

経営支援

新規取組・経営
改善等経費補
助
PR支援

宮崎県

日南市

雇用支援

宮崎県

日南市

宮崎県

・在庫の滞留や価格低下、売上減少が生じている地元農水産物等の経営支援を強化す
る取組を支援。
・ネット販売の強化など経営支援に取組む団体等へ補助（ECサイト構築支援、ネット販
売手数料等の支援）

日南市ＨＰ
https://www.city.nichinan.lg.jp/
main/data/87aa084bb053e8f2e
a96452bd332d9da.pdf 10頁

支援金

・漁業経営体の漁労活動の継続のため、出入国できない外国人船員等の継続雇用に
要する経費を支援。
・外国人船員等の雇用継続により、掛かり増し経費を支出した場合。
・補助率：1/2（限度額：対象人数5人以上→20万円、5人未満→10万円）

日南市ＨＰ
https://www.city.nichinan.lg.jp/
main/data/87aa084bb053e8f2e
a96452bd332d9da.pdf 10頁

金融支援

利子補給

・宮崎県の事業「みやざきの農を支えるひなた資金」（経済変動・伝染病等対策資金）、
に対応したもので、貸付利子の助成。
・負担割合は宮崎県50％、日南市50％。

日南市ＨＰ
https://www.city.nichinan.lg.jp/
main//page013604.html

日南市

経営支援

支援金

・日南市内の繁殖農家が出荷した牛を同市内の肥育農家が購入した際に、１頭当たり
一律3万円を助成。

日南市HP
https://www.city.nichinan.lg.jp/
main/data/87aa084bb053e8f2e
a96452bd332d9da.pdf

宮崎県

串間市

金融支援

利子補給

中小企業の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス
感染症対策貸付」を利用された方へ、利子の全額を３年間補給

串間市HP
http://www.city.kushima.lg.jp/m
ain/safety/cat2/post-265.html

宮崎県

串間市

経営支援

減収補填

宿泊業・飲食サービス業等の売上げが30％以上減少した事業者に対する支援
【１事業者10万円】

串間市HP
http://www.city.kushima.lg.jp/m
ain/safety/cat2/post-462.html

宮崎県

串間市

経営支援

減収補填

月の売上げが昨年同月比で25％以上減少した事業者（農畜産業）に対する支援
【１事業者10万円】

串間市HP
http://www.city.kushima.lg.jp/m
ain/safety/cat2/post-462.html
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

宮崎県

串間市

経営支援

固定費補助

宮崎県

串間市

経営支援

固定費補助

宮崎県

串間市

経営支援

市内消費の喚起を促すため、プレミアム付き商品券発行に 係る経費（プレミア分・事
割引等への補
務費等）を補助
助
【プレミア率30％】

串間市HP
http://www.city.kushima.lg.jp/m
ain/safety/cat2/post-462.html

宮崎県

都農町

経営支援

宅配等への支 イベント中止等により出品販売ができなくなった農林水産物について、新規でインター
援
ネット通販を開始する者を対象に支援。（販売合計額の10%を補助（上限10万円））

都農HP
https://www.town.tsuno.lg.jp/di
splay.php?cont=200501224731

宮崎県

高千穂町

雇用支援

・国が実施する雇用調整助成金の特例措置に係る支給申請及小学校休業等対応助成 高千穂町HPhttps://www.town国補助金申請
takachiho.jp/korona/kinkyutaisa
金の支給申請を社会保険労務士等の専門家に依頼する経費の一部を補助（補助対象 kujigyou/1860.html#h_idx_iw_flex
支援
経費の３分の２ 上限10万円）
_1_1

肉用牛の消費落込みに対して、生産者維持のためにセリ導 入に係る費用を支援
【１頭あたり３万円】

URL

串間市HP
http://www.city.kushima.lg.jp/m
ain/safety/cat2/post-462.html

水産業緊急支援金交付事業 売上げが減少した事業者（水産業）に対する燃料代を支 串間市HP
http://www.city.kushima.lg.jp/m
援
ain/safety/cat2/post-462.html
【１経営体10万円（上限）】

宮崎県

高千穂町

経営支援

固定費補助

・事業縮小を余儀なくされ１ヶ月の売上が20％以上減少した事業者に対し、今後事業を
継続していくために必要な家賃又は売掛金等、確定債務の支払いについて一部を補助
（家賃・リース代・水光熱費・賃金・売掛金等）
補助対象経費の３分の２
・20％から50％減少 上限20万円
・50％以上減少 上限30万円

宮崎県

高千穂町

経営支援

減収補填

・宿泊事業者に対し、、昨年度４・５月の宿泊者実績を算定基礎とし、規模割・客数割・客
単価に応じ支援。
1ヶ月の売上が前年同月比（３・４・５月）20％以上減少している施設が対象

高千穂町HPhttps://www.towntakachiho.jp/korona/kinkyutaisa
kujigyou/1860.html#h_idx_iw_flex
_1_3

延岡市HP
http://www.city.nobeoka.miyaza
ki.jp/display.php?cont=2004301
92245

延岡市ＨＰ
http://www.city.nobeoka.miyaza
ki.jp/display.php?cont=2005291
32451

高千穂町HPhttps://www.towntakachiho.jp/korona/kinkyutaisa
kujigyou/1860.html#h_idx_iw_flex
_1_2

宮崎県

延岡市

経営支援

減収補填

・国の持続化給付金の対象外の事業者に、一定要件を満たした者に市独自支援金の給
付
・売上が、前年同月比で25%以上50%未満の範囲内で減少している事業者
・上限30万円の範囲内で次の方法で算出した額。
・前年(2019年)総売上 （前年同月比で売上が25％以上50％未満となった月の売上）×
１２月

宮崎県

延岡市

経営支援

減収補填

・応募事業者が本市農林水産物等の詰め合わせセット商品を企画し、３割値引いた価
格で消費者へ販売する際は、そのセット商品の通常販売価格の３割を補助。
・事業者は６種類（1,000 円、2,000 円、3,000 円、5,000 円、8,000 円、10,000 円のセット
商品）の中から、１種類以上提案。

宮崎県

三股町

経営支援

支援金

【みまたん事業者おうえん給付金事業】
三股町HP
2020年２月から５月のうちのいずれかのひと月の売上高等が、前年同月比で15％以上 https://www.town.mimata.lg.jp/
contents/859.html
減少した町内の中小企業者等を対象に、10万円の支援金を給付。

宮崎県

高原町

金融支援

利子補給

県の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付を利用した事業者に対して、10年間分の 高原町
利子を全額補給する「高原町新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給事業」を創 https://www.town.takaharu.lg.jp
/soshiki/19/14904.html
設

減収補填

令和２年３～５月平均売上が前年比20％以上減少または売上が前年同月比50％以上 http://www.town.takanabe.lg.jp/
減少した事業者を対象に、10万円の給付。（宿泊業、飲食サービス業は売上減少条件 material/files/group/4/singatak
oronanikansurujyoseikyufukinich
なし）

高鍋町HP

宮崎県

高鍋町

経営支援

iran.pdf

高鍋町HP

宮崎県

高鍋町

金融支援

利子補給

宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」などを利用され http://www.town.takanabe.lg.jp/
た人へ、融資実行日から最長3年間利子の全額を補給。※融資総額2,000万円までの運 material/files/group/4/singatak
oronanikansurujyoseikyufukinich
転資金に限る。
iran.pdf

小林市HP

宮崎県

小林市

金融支援

利子補給

・宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」を利用された方 http://cms.city.kobayashi.lg.jp/t
empimg/2004271806592020050
へ、利子の全額を３年間補給。
11439540f.pdf

宮崎県

小林市

経営支援

減収補填

・新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高の減少などにより、大きな影響を受けて
いる飲食サービス業及び宿泊業に対する緊急支援を実施するため、令和2年2月から5
月まで間で1箇月の売上高が、前年同月と比較して5割以上減少している事業者を対象
に一律10万円支給。国や宮崎県が行う持続化給付金と重複して受給できる。

宮崎県

小林市

経営支援

減収補填

・新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高の減少などにより、特に大きな影響を受 小林市HP
けている耕種作物生産者に対する緊急支援を実施するため、要件を満たした農業者を http://cms.city.kobayashi.lg.jp/d
isplay.php?cont=200526154543
対象に一律20万円を支給。

小林市
HPhttp://cms.city.kobayashi.lg.j
p/display.php?cont=2004271726
03
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

・令和2年3月から5月までの出荷分(5月から7月までの公表分)に係る肉用牛肥育経営
安定交付金(牛マルキン(※))制度による交付金の交付を受けた肥育農家に対し、1頭当 小林市HP
たり5千円を助成し、枝肉の出荷に応じた支援を行うことにより、再生産可能な経営の確 http://cms.city.kobayashi.lg.jp/d
isplay.php?cont=200527140210
保を図る。

宮崎県

小林市

経営支援

減収補填

宮崎県

小林市

経営支援

減収補填

・小林地域家畜市場で開催される令和2年5月期から7月期までの子牛せり市において、
肥育素牛を導入した市内肥育農家に対し、1頭あたり5千円(繁殖と肥育を一貫して経営 小林市HP
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/d
する畜産農家が、繁殖した子牛を自ら肥育する場合は、1頭あたり3千円)を助成し、再 isplay.php?cont=200602105808
生産可能な経営の確保を図る。

宮崎県

小林市

経営支援

減収補填

・新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高の減少などにより、大きな影響を受けて
いる事業者にのうち、国の持続化給付金の対象から外れる事業者(前年同月比で売上
高が3割以上5割未満減少)の事業継続を支援。

小林市HP
http://cms.city.kobayashi.lg.jp/d
isplay.php?cont=200527160501

宮崎県

えびの市

経営支援

支援金

・えびの市内に主たる事業所、店舗を有する「 宿泊 業、飲食サービス業」であること。令
和 ２ 年 ５ 月 １ 日時点で事業活動を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、令和 ２ 年 ２ 月 １ 日以降やむを得ず休業している事業者に対して
一律１０万円を給付。

えびの市HP
https://www.city.ebino.lg.jp/tem
pimg/200501164802202005011
748090f.pdf

宮崎県

えびの市

金融支援

利子補給

宮崎県

五ヶ瀬町

経営支援

宮崎県

五ヶ瀬町

経営支援

減収補填

・中小企業者等に対し、影響を緩和するため事業継続のための支援を行う。
・①一律 10万円②３月～５月までの売り上げ前年比20～50％未満減少事業者へ10万
円

宮崎県

五ヶ瀬町

経営支援

減収補填

売上が大きく減少した認定農業者、認定新規就農者へ給付金を支給する。
10万円×20人＝2,000千円

宮崎県

五ヶ瀬町

経営支援

減収補填

町外事業者からの失業者を雇用する事業所に対し支援を行う。
1人あたり50万円、６か月以上雇用が条件

宮崎県

五ヶ瀬町

経営支援

減収補填

売上が減少した宿泊業者に対し、宿泊者の宿泊料の一部を補助する。
一人あたり2,000円

商品券等活用 ・経済対策として町内で使用できる商品券5,000円分を全町民に配布。

宮崎県

日向市

経営支援

支援金

宮崎県

日向市

経営支援

支援金

宮崎県

綾町

金融支援

利子補給

宮崎県

綾町

経営支援

支援金

宮崎県

門川町

経営支援

商品券等活用

宮崎県

西都市

経営支援

支援金

宮崎県

西都市

金融支援

利子補給

宮崎県

川南町

経営支援

支援金

宮崎県

国富町

経営支援

宮崎県

国富町

経営支援

・宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」を利用された方 えびの市HP
https://www.city.ebino.lg.jp/disp
へ、利子の全額を３年間補給。
lay.php?cont=200526101409

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少し、 経営が厳しくなっている
認定農業者及び認定新規就農者に対して、 営農継続を支援するため、給付金を支給。
最大20万円/経営体
給付金額は、昨年1年間の売上に0.3を乗じた額(1万円未満切捨)、 または20万円のい
ずれか低い額。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少している日向市漁業協同組
合所属の漁業経営体に対して、事業の継続を支援することを目的として、「日向市新型
コロナウイルス感染症緊急経済対策水産業応援給付金」を支給。最大20万円/経営体
給付金額は、昨年1年間の水揚総額に0.3を乗じた額とし、最大20万円(1万円未満切り
捨て)。
・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の経営安定化を図るため、宮
崎県中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付を利用した者に対
し、予算の範囲内で利子補給補助を行う。（最大１．４％、最高３年間）
・経営に深刻な影響を被っている飲食店を経営している者に対し、事業継続のための激
励給付金を交付。1事業者10万円
・町民全員に一人あたり5,000円分の商品券を配布。町内の商店、飲食店、スーパー等
で利用可。
・R２.２月～５月までのいずれかの月の売り上げが前年同期比で75％以上減少した事業
者へ10万円の給付。
・R２.２月～５月までのいずれかの月の売り上げが前年同期比で概ね30％以上減少して
いる飲食サービス・宿泊業に10万円の給付。
・宮崎県中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」を利用した場
合、利子分を初回償還月（据置期間を含む）から3年間補助（上限1.2％）。
宿泊業、飲食サービス業を営む者を対象に、一律5万円の支援。また条件に応じて加
算。

・新型コロナウイルスの感染対策の影響により、飲食店での大規模な宴会や外食の機
会が激減しており、その対応策としてテイクアウトを行っている店舗も増えてきたため、
商品券等活用 プレミアム付商品券（クーポン券）を発行する。
・1セット：5,000円（500円×10枚）を3,000円で購入可能、6,000セット販売（一人2セットま
で）

減収補填

・新型コロナウイルスの感染対策の影響により、売上が減少し、事業を継続するうえで
大きな負担となっている飲食サービス業に対し、１店舗あたり一律10万円を支給。

五ヶ瀬町ＨＰ
http://www.town.gokase.miyaza
ki.jp/material/files/group/2/06
05-2.pdf
五ヶ瀬町
http://www.town.gokase.miyaza
ki.jp/material/files/group/2/06
05-2.pdf
五ヶ瀬町
http://www.town.gokase.miyaza
ki.jp/material/files/group/2/06
05-2.pdf
五ヶ瀬町
http://www.town.gokase.miyaza
ki.jp/material/files/group/2/06
05-2.pdf
五ヶ瀬町
http://www.town.gokase.miyaza
ki.jp/material/files/group/2/06
05-2.pdf
日向市ＨＰ
http://www.hyugacity.jp/display.
php?cont=200508091658

日向市ＨＰ
http://www.hyugacity.jp/sp/dis
play.php?cont=200508153521
綾町HP
https://www.town.aya.miyazaki.j
p/site/covid19/3793.html
綾町HP
https://www.town.aya.miyazaki.j
p/site/covid19/3794.html
門川町ＨＰ
http://www.town.kadogawa.lg.jp
/coronavirus/page003090.html
西都市HP
http://www.city.saito.lg.jp/sang
yo/shoko/post_1028.html
西都市HP
http://www.city.saito.lg.jp/sang
yo/shoko/post_983.html
川南町ＨＰ
http://www.town.kawaminami.mi
yazaki.jp/jichimaru_jpn/departm
entTop/cyoucyou/soumu/soum
u/node_13715/node_18666
国富町HP
http://www.town.kunitomi.miyaz
aki.jp/main/info/page001120.ht
ml

国富町HP
http://www.town.kunitomi.miyaz
aki.jp/main/info/page001120.ht
ml
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

国富町ＨＰ
http://www.town.kunitomi.miyaz
aki.jp/main/info/page001152.ht
ml

国富町ＨＰ
http://www.town.kunitomi.miyaz
aki.jp/main/info/page001152.ht
ml

宮崎県

国富町

経営支援

支援金

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少し、大きな影響を受けた花き生
産者を支援するのもの。
①基礎支援金として一事業者につき５万円とする。
②加算支援金として平成31年2月から令和元年5月までの出荷額と令和2年2月から令
和2年5月までの出荷額との減収割合に対し、出荷面積に１０アール当たり５万円を乗じ
た額とする。

宮崎県

国富町

経営支援

支援金

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上が減少し、大きな影響を受けた茶生産
者を支援するのもの。
・一事業者当たり、一律１０万円。

宮崎県

日之影町

経営支援

減収補填

URL

日之影町

宮崎県

日之影町

経営支援

宮崎県

日之影町

雇用支援

宮崎県

日之影町

経営支援

宮崎県

日之影町

経営支援

・日之影町内の飲食、宿泊、旅客運送業で売上額が前年同月比で30％以上減少してい HPhttp://www.town.hinokage.lg.j
p/docs/2020050700031/file_co
る事業者に支援金を支給。

ntents/korona58.pdf
日之影町
HPhttp://www.town.hinokage.lg.j
商品券等活用 ・各店舗オリジナルのプレミアム商品券の発行を補助する。
p/docs/2020050700031/file_co
ntents/korona58.pdf
日之影町
・専門家（社会保険労務士等）による雇用調整助成金等の申請や会社の体制整備、雇 HPhttp://www.town.hinokage.lg.j
支援金
p/docs/2020050700031/file_co
用環境整備を行う費用の一部を支援。
ntents/korona58.pdf
日之影町
HPhttp://www.town.hinokage.lg.j
固定費補助 ・日之影町内の店舗（テナント）を活用している事業者への賃料の一部を支援。
p/docs/2020050700031/file_co
ntents/korona58.pdf
日之影町
HPhttp://www.town.hinokage.lg.j
商品券等活用 ・日之影町内の消費喚起を行うため同町内の全個人に商品券を交付
p/docs/2020050700031/file_co
ntents/korona58.pdf
鹿児島県ＨＰ
【県立・市町村立学校給食休止に伴う納入業者支援事業】
https://www.pref.kagoshima.jp/
キャンセル等費
・県立・市町村立学校給食の休止により、食材の廃棄を行った納入業者に対し、食材費 ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/d
用補助
ocuments/80352_20200319153
用等の１／２を補助
853-1.pdf
鹿児島県ＨＰ
【デリバリー・テイクアウト参入支援事業】
https://www.pref.kagoshima.jp/
宅配等への支
・経営環境が急激に悪化している飲食店等が新たにデリバリーやテイクアウトに参入す af21/sangyo援
rodo/syoko/delivery_takeout.ht
るための経費の一部を補助
ml
鹿児島県ＨＰ
【鹿児島県事業継続支援金】
https://www.pref.kagoshima.jp/
減収補填
・売上が９割以上減った中小企業や個人事業主に20万円、８割以上９割未満が10万円 af01/sangyoを支援し、業種は限定しない。
rodo/syoko/covid-

鹿児島県

給食利用

鹿児島県

経営支援

鹿児島県

経営支援

鹿児島県

経営支援

【ディスカバー鹿児島キャンペーン事業】
鹿児島県ＨＰ
割引等への補 ・急激な観光客の現象に苦しむ観光業を守り、早期の需要回復を図るため、県民に対し https://www.pref.kagoshima.jp/
助
て県内観光を促す宿泊助成等を行うとともに、国の経済政策に合わせた鹿児島県への ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/r
2_6gatuhosei.html
誘客を促進。

鹿児島県

経営支援

商品券等活用

鹿児島県

経営支援

県内消費活性化プレミアム付き商品券発行事業（案）
商品券等活用 県内消費の活性化を図るため、県内の飲食店等で利用でき、子育て世帯に手厚くした
プレミアム付き商品券を発行。

鹿児島県ＨＰ
https://www.pref.kagoshima.jp/
ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/r
2_6gatuhosei.html

鹿児島県

給食利用

学校における和牛肉、おさかな等消費緊急対策事業（案）
食材提供経費 国の事業を活用し、インバウンドや外食需要の減少、輸出の停滞等により在庫の滞留
等が生じている県産和牛肉や県産ブリ・カンパチ等を学校給食へ提供することにより、
補助
消費を促進

鹿児島県ＨＰ
https://www.pref.kagoshima.jp/
ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/r
2_6gatuhosei.html

鹿児島県

経営支援

PR支援

キバレ鹿児島！！県産品経営支援事業（案）
オール鹿児島で「かごしま県産品祭り」を開催することにより、本県特産品等の売上増
加を促進

鹿児島県ＨＰ
https://www.pref.kagoshima.jp/
ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/r
2_6gatuhosei.html

鹿児島県

経営支援

PR支援

農畜産物消費拡大キャンペーン推進事業
かごしま地産地消推進店，県内量販店等と連携したスタンプラリーによるプレゼント企画
を実施し，需要が落ち込んでいる牛肉，花き等の県産農畜産物の消費を喚起。

鹿児島県ＨＰ
https://www.pref.kagoshima.jp/
ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/r
2_6gatuhosei.html

鹿児島県

経営支援

県内消費活性化グルメクーポン発行事業（案）
即効性のある経済対策として、県内の飲食店等で利用できる割引クーポンを発行。

鹿児島県ＨＰ
https://www.pref.kagoshima.jp/
ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/r
2_6gatuhosei.html

新型コロナウィルス感染症対策経営相談体制支援事業（案）
新規取組・経営
新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けている中小企業者等
改善等経費補
からの資金繰りや国・県の各種支援策等に対する相談の窓口を担っている商工会等に
助
対し、相談に応じる人員の増強に要する経費

鹿児島県ＨＰ
https://www.pref.kagoshima.jp/
ab05/kensei/zaisei/yosan/r2/r
2_6gatuhosei.html

鹿児島県

出水市

金融支援

利子補給

市内中小企業の資金繰り支援のため、出水市中小企業振興資金の借入に対し、利子
は１／２、保証料は１年目全額、２年目以降１／２を補助
・市制度資金の返済期間の１年間猶予、前債の借入の半額の返済がない場合でも借り
換えができる特別措置を設置

出水市HP
https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04026.htm
l

鹿児島県

出水市

経営支援

支援金

〇新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食業等の事業回復に向けた支援
出水市内の建設業者を利用して、店舗等の改修工事（外装工事を除く）を行う者を対象
に経費の一部を補助（10万円以上の工事をしたときに対象経費の30％（上限30万円）を
補助）

出水市HP
https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04081.htm
l

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
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都道府県

鹿児島県

鹿児島県

市町村等

出水市

出水市

分類

分類２

支援内容・水準

URL
出水市HP

経営支援

【泊まって応援キャンペーン】
・出水市、阿久根市、長島町、水俣市にお住いの方が出水市内に宿泊する場合の宿泊
商品券等活用
費（食事付きプラン含む）の50％を助成。また、宿泊者を対象に、市内菓子店等で利用
できるお土産クーポンを贈呈。対象事業者は登録が必要。

出水市HP

経営支援

【中小企業等経営支援事業】
新規取組・経営
・新しい生活様式に対応した経営への転換が求められる経営者を対象に研修会を開
改善等経費補
催。また、対面販売から通信販売への転換として、オンラインショップ等を開設する事業
助
者に開設経費の一部を補助。

https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04026.htm
l

https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04026.htm
l
出水市HP

鹿児島県

出水市

経営支援

減収補填

【農林水産業等緊急支援事業】
・感染症の影響を受け、減収となった農林水産業者に対し、１事業者当たり10万円の支 https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04026.htm
援金を給付。
l

出水市HP

鹿児島県

出水市

給食利用

キャンセル等費 【学校臨時休業に伴う廃棄食材等補助金】
用補助
・臨時休業に伴う学校給食納入業者の廃棄食材等に係る経費の一部を補助

【光ブロードバンド整備事業】
・感染症に対応した新しい生活様式の実現のため、情報通信基盤の整備が急務となっ
ており、民間投資のみでは整備が見込めない地域において、事業者に対し事業費の一
労働環境改善 部を助成することで、光ブロードバンドの整備を促進。
・光ブロードバンドの整備促進により、農業分野におけるスマート農業や教育分野にお
けるオンライン授業など、様々な分野でのICT活用を地域間格差なく可能とすることや、
在宅勤務が可能な方々の都市部等からの移住促進を図る。

https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04026.htm
l

出水市HP

鹿児島県

出水市

感染予防

鹿児島県

指宿市

休業等支援

支援金

【中小企業等緊急支援事業】
・市内に事業所をおく従業員数が30人以上の中小企業及び個人事業主で、鹿児島県が
要請した休業及び営業時間の短縮を実施した場合、１事業者あたり10万円を給付。

指宿市ＨＰ
https://www.city.ibusuki.lg.jp/m
ain/machi/syoko/page023531.h
tml

鹿児島県

西之表市

経営支援

支援金

【西之表市観光関連事業者見舞金給付事業】
・新型コロナウィルスの影響で売り上げの落ち込みが激しい観光関連の事業者への支
援として、１事業所あたり10万円の「見舞金」の支給。

西之表市ＨＰ
https://www.city.nishinoomote.l
g.jp/admin/attention/5074.html

鹿児島県 薩摩川内市

経営支援

鹿児島県 薩摩川内市

経営支援

https://www.city.kagoshimaizumi.lg.jp/page/page_04026.htm
l

宅配等への支 (株)薩摩川内市観光物産協会が運営しているWEBショップで、薩摩川内市特産品セット 薩摩川内市観光物産協会HP
https://satsumasendai.gr.jp/531
援
を販売する際、商品の送料などを、市が負担
03/
減収補填

月間の売り上げが２割以上減った、「川内商工会議所」または「薩摩川内市商工会」に
所属する事業所に対し、10万円の「事業継続応援金」を支給

薩摩川内市HP
https://www.city.satsumasendai
.lg.jp/www/contents/15882104
83178/index.html
薩摩川内市HP

鹿児島県 薩摩川内市

経営支援

新型コロナウイルス感染症による市内観光事業者への経済的影響を緩和するとともに、
商品券等活用 地域における消費喚起を促進し、地域経済の回復を図るため、市内全世帯の世帯主を https://www.city.satsumasendai
.lg.jp/www/contents/15917719
対象として、１世帯につきプレミアム付商品券１万円分を5,000円で販売
64917/index.html

鹿児島県

鹿児島市

経営支援

減収補填

鹿児島県

鹿児島市

生活支援
経営支援

生活費補助

鹿児島市事業継続支援金
・鹿児島市内の中小企業者、個人事業者を対象に、３月、４月、５月のいずれかの1ヶ月
の売上高が前年同月に比して20％以上、50％未満減少している場合、支援金（上限30
万円）を支給
・全業種（第1次、第2次、第3次産業）が対象

鹿児島市ＨＰ
https://www.city.kagoshima.lg.jp
/sanshien/2020jigyokeizokushienkin.
html
鹿児島市水道局ＨＰ

鹿児島市の全ての給水契約者（市民、事業者）を対象に、６～９月の間、上下水道の基 http://www.city.kagoshima.lg.jp/
suido/soumu/sdkeieikanri/r2shi
本料金を免除。
ngatakoronataisaku.html

鹿児島市ＨＰ
http://www.city.kagoshima.lg.jp/
soumu/shichoshitu/kouhou/co
vid-19/soudan.html

鹿児島県

鹿児島市

雇用支援

新規雇用

コロナの影響により雇止め等となった市民を、市の会計年度臨時職員として100人採
用。

鹿児島県

鹿児島市

生活支援

公営住宅

解雇等により住居の退去を余儀なくされた市民（離職退去者）が再就職が決まるまでの http://www.city.kagoshima.lg.jp/
間、一時的に市営住宅等への入居を希望する場合、行政財産の目的外使用を認可。 soumu/shichoshitu/kouhou/co

鹿児島市ＨＰ

vid-19/soudan.html

鹿児島県

鹿児島市

生活支援

公営住宅

アルバイト先からの解雇等により住居の退去を余儀なくされる大学生等が一時的に市
営住宅等への入居を希望する場合、行政財産の目的外使用を認可。入居後３ヶ月は使
用料免除。

鹿児島市ＨＰ
http://www.city.kagoshima.lg.jp/
soumu/shichoshitu/kouhou/co
vid-19/soudan.html
鹿児島市HP

鹿児島県

鹿児島市

経営支援

PR支援

【-新しい生活様式を踏まえた-「美味のまち鹿児島」づくりイベント支援事業】
https://www.city.kagoshima.lg.jp
民間主体の新たな「食」のイベントを募集し、優れたものとして選ばれた団体等には、事 /kansenryaku/event/bimiomatidukur
業経費の一部を3年間助成
i3.html

鹿児島県

鹿屋市

休業等支援

支援金

「新型コロナウィルス感染症対策休業協力金」として、中小企業10万円、個人事業主５
万円

鹿屋市HP
https://www.city.kanoya.lg.jp/za
imu/yosan/r2_1gou.html
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都道府県

市町村等

分類

分類２

鹿児島県

鹿屋市

経営支援

支援金

鹿児島県

鹿屋市

給食利用

支援内容・水準

URL

「がんばる事業者応援補助金」として、市内商工団体、商店街、通り会及び業界団体等 鹿屋市HP
https://www.city.kanoya.lg.jp/za
へ、事業費の４／５以内（上限100万円）
imu/yosan/r2_1gou.html

食材提供経費 「学校給食における地産地消推進事業」として、地元産の「和牛肉」や「カンパチ」の消費 鹿屋市HP
https://www.city.kanoya.lg.jp/za
補助
拡大を図るため実施。予算額は18,624千円
imu/yosan/r2_1gou.html
「中小企業等事業継続支援金」として、令和２年３月～５月の任意の1か月の売上が、前
年同月と比較して20％以上50％未満減少した事業者に法人30万円、個人事業者15万
円を支援。総事業費は469,200千円。
支援金
肉用牛農家の場合は、令和2年4月～6月の競り値が昨年4月の家畜市場の平均価格よ
り20％以上減少した事業者に対し、去勢65万１千円、雌57万１千円をしたまわると１頭
当たり１万５千円支給。上限額は法人30万円、個人15万円
「かのやプレミアム商品券事業」1冊13千円の商品券を10千円で販売
商品券等活用
販売総数7万７千冊発行。事業費は297,570千円。

鹿屋市HP
https://www.city.kanoya.lg.jp/za
imu/yosan/r2_2gou.html

鹿児島県

鹿屋市

経営支援

鹿児島県

鹿屋市

経営支援

鹿児島県

鹿屋市

経営支援

支援金

鹿児島県

錦江町

経営支援

商品券等活用

鹿児島県

枕崎市

雇用支援

【雇用調整助成金申請費補助金】
枕崎市ＨＰ
国補助金申請
・雇用維持策として、国の雇用調整助成金の申請を促す目的で、社会保険労務士に依 https://www.city.makurazaki.lg.j
支援
p/soshiki/suisan/14351.html
頼する費用を10万円を上限に補助。

鹿児島県

枕崎市

雇用支援

鹿児島県

枕崎市

経営支援

鹿児島県

日置市

経営支援

鹿児島県

日置市

生活支援
経営支援

鹿児島県

霧島市

経営支援

鹿児島県

霧島市

経営支援

鹿児島県

霧島市

経営支援

支援金
※国事業上乗せ

固定費補助

「学校給食臨時休業対策事業」として、小中学校の臨時休校による学校給食の休止に
伴い、給食の納入業者が負担した食材のキャンセルに要した費用等に対し助成。

鹿屋市HP
https://www.city.kanoya.lg.jp/za
imu/yosan/r2_2gou.html
鹿屋市HP
https://www.city.kanoya.lg.jp/za
imu/yosan/r2_2gou.html

１万円で食事券の特典がついた１万５千円相当のプレミアム商品券をドライブスルー方 錦江町HP
https://www.town.kinko.lg.jp/bo
式で販売
saimusen/bosai80027.html

【雇用維持等支援事業】
・事業活動を縮小し、従業員を休業させた場合の休業手当に係る雇用調整助成金（緊 枕崎市ＨＰ
https://www.city.makurazaki.lg.j
急雇用安定助成金を含む。）の申請決定を受けた市内事業者に対して、市独自で上乗 p/soshiki/suisan/14351.html
せして、補助金を交付。（上限40万円）
【中小企業等事業継続支援事業】
枕崎市ＨＰ
・事業継続策として、２～９月に前年同月より売上が20％以上減った月が1ヶ月以上ある https://www.city.makurazaki.lg.j
p/soshiki/suisan/14351.html
事業者を対象に、店舗や駐車場などの賃借料３ヶ月分を月５万円を上限に補助。

日置市ＨＰ
https://www.city.hioki.kagoshim
a.jp/shoko/shisejoho/covid19_3.html
日置市ＨＰ
市民の経済的負担軽減を図るため、一般家庭や事業者など全ての給水契約者に対し https://www.city.hioki.kagoshim
生活費補助
a.jp/suidou/20200401singatakor
て、５～８月または６～９月の４ヶ月間、水道の基本料金を免除。
ona1.html
霧島市ＨＰ
【霧島市飲食店エールプロジェクト】
割引等への補
http://www.city・市内の飲食店をクラウドファンディングで支援。支援者は出資額の２割の特典が付い kirishima.jp/shoukoushinkou/ins
助
た利用チケットを受け取り、特典分を市が助成。
yoku.html
霧島市ＨＰ
【事業継続支援給付金】
http://www.city・市内に事業所がある中小企業者等で、３～５月の任意の1ヶ月の売上が、前年同月に kirishima.jp/shoukoushinkou/ma
減収補填
比して20％以上減少した場合、一律20万円を支給。さらに、飲食店10万円、ホテル・旅 chizukuri/shokogyo/zigyoukeizo
kukyuhukin/zigyoukeizokukyuhu
館業者等は客室数に応じて20～100万円を上乗せする。
kin.html
霧島市ＨＰ
【事業継続支援給付金（肉用牛農家）】
・肥育肉用牛農家は３～５月の任意の1ヶ月販売額が前年同月に比して20％以上減少し http://www.citykirishima.jp/shoukoushinkou/ma
減収補填
た場合、一律20万円を交付。
chizukuri/shokogyo/zigyoukeizo
・繁殖肉用牛農家は４月の姶良家畜市場セリ市でのセリ価格が基準額に比して20％以 kukyuhukin/documents/tirasi上減少した場合、１頭あたり２万円（１農家あたり上限20万円）を交付。
usi.pdf

減収補填

２～５月のうち１ヶ月の売上が前年同月より20％以上減少した市内に事務所や店舗が
ある市商工会加入者を対象に10万円を給付。現在商工会員でなくても加入すれば対象
となる。1000事業所程度の給付を見込む。

【緊急雇用対策事業】
・失業や休業、内定取り消し等となった方を優先に、市の補助事務員として若干名を募
集。
・雇用期間 令和２年６月～令和３年３月
・勤務日数 月20日（基本）
※詳細は５月中旬にハローワーク求人募集に掲載

曽於市ＨＰ
https://www.city.soo.kagoshima.
jp/news/2020/2020-05141042-11.html

【小規模企業者等家賃給付事業】
・２月から７月までのいずれか1ヶ月で売上が前年同月比50％減少した場合、家賃（上限
５万円）✕３月＝15万円（上限）を給付。

曽於市ＨＰ
https://www.city.soo.kagoshima.
jp/news/2020/2020-05141042-11.html

鹿児島県

曽於市

雇用支援

新規雇用

鹿児島県

曽於市

経営支援

固定費補助

鹿児島県

曽於市

経営支援

鹿児島県

曽於市

給食利用

鹿児島県

曽於市

経営支援

鹿児島県

いちき串木
野市

経営支援

鹿児島県

いちき串木
野市

経営支援

曽於市ＨＰ
https://www.city.soo.kagoshima.
jp/news/2020/2020-05141042-11.html
曽於市ＨＰ
食材提供経費 【牛肉消費拡大事業】
https://www.city.soo.kagoshima.
補助
・小中学校の学校給食で和牛肉を提供。６～７月で３回程度、一人当たり１回60～80ｇ。 jp/news/2020/2020-05141042-11.html
曽於市ＨＰ
【学校給食休業対策補助金】
https://www.city.soo.kagoshima.
支援金
・休校に伴い既に発注しキャンセルできなかった食材費等について、食材納入業者に補 jp/news/2020/2020-0514助金を交付。
1042-11.html
２～５月のいずれかの売上高が５％以上減少した市内の中小企業や個人事業者に、５ いちき串木野市HP
減収補填
万～10万円を給付。県の休業協力金の対象外となっている建設・農林水産業なども対 https://www.city.ichikikushikino.
lg.jp/shokan1/kyufu.html
象。
市内に本社・本店がある飲食店で使える「食のまち応援商品券」を発行し消費拡大を図 いちき串木野市ＨＰ
https://www.city.ichikikushikino.
商品券等活用
る。１枚500円で1000円分使え、市民に限り１世帯20枚まで。持ち帰り・出前も対象。
lg.jp/kenko1/mayer_0501.html

減収補填

【持続化給付金事業】
・市内の中小企業者及び個人事業者（前年年間事業収入100万円以上）で、２～７月の
いずれか1ヶ月の売上が前年同月比30～50％減少した場合、一律30万円を給付。
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※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

市町村等

分類

分類２

鹿児島県

いちき串木
野市

生活支援
経営支援

生活費補助

鹿児島県

南さつま市

経営支援

支援内容・水準

URL

・市内のすべての給水契約者に対し、６～10月の水道料金の基本料を免除。

いちき串木野市ＨＰ
https://www.city.ichikikushikino.
lg.jp/kenko1/mayer_0501.html

減収補填

【南さつま市事業継続支援給付金(商工水産業対策)】
・資金繰りが悪化し、２～５月の前年同月比の売上や水揚げが20％以上減少した月が
１ヶ月以上ある市内の事業者に、一律10万円の支援金を支給。
・対象は、中小企業者、小規模企業者、南さつま商工会議所会員、南さつま市商工会会
員、南さつま市内漁業協同組合の正組合員（経営体）

南さつま市ＨＰ
http://www.city.minamisatsuma.
lg.jp/jigyosha/oshirase/e02250
1.html

南さつま市ＨＰ
http://www.city.minamisatsuma.
lg.jp/jigyosha/oshirase/e02251
1.html

鹿児島県

南さつま市

経営支援

減収補填

【南さつま市事業継続給付金（農林業対策）】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが悪化している農林業事業者の事
業継続のための支援
・対象は、農業又は林業の年間の販売金額が年間50万円以上あり、かつ、年間の総収
入のうち、農業又は林業の収入が半分以上を占めている者で、令和２年２月から５月ま
での出荷分の販売金額が、前年同月比で２０％以上減額した月がある者

鹿児島県

南さつま市

経営支援

支援金

特に深刻な影響を受けている市内の宿泊や運輸業者ら20数事業者を対象に、上限50
万円を支給する支援枠も設けた。

鹿児島県

南さつま市

経営支援

商品券等活用

市内飲食店等で使用可能なジャンボ商品券（5000円で10000円分使用可能）を全世帯を
対象に発売。

鹿児島県

南さつま市

生活支援

無償提供

帰省が困難になっている南さつま市出身で県外に住む学生に対する地域産品（米や野
菜のセット品）を活用した応援物資を支給。

鹿児島県

志布志市

経営支援

支援金

鹿児島県

志布志市

経営支援

固定費補助

鹿児島県

志布志市

雇用支援

支援金

【雇用調整助成金拡充支援事業】雇用調整助成金を活用した事業者負担部分を助成。
休ませた従業員1人当たり926円/日

鹿児島県

志布志市

経営支援

支援金

【肥育経営緊急支援対策事業】国の肉用牛肥育経営安定交付金(牛マルキン)の農家負
担に対して1/2以内 上限2万円/頭

鹿児島県

奄美市

雇用支援

支援金

勤務先が休業となった労働者を一時的に雇用する事業所へ、１人１日2500円を勤務日
数（最長60日）に応じて助成。

鹿児島県

奄美市

経営支援

鹿児島県

奄美市

経営支援

減収補填

鹿児島県

奄美市

経営支援

固定費補助

鹿児島県

奄美市

給食利用

鹿児島県

南九州市

経営支援

【経営持続化給付金】飲食サービス業、宿泊業、運搬業、生活関連サービス業、製造
業、卸売業・小売業、不動産貸付業、医療業、サービス業の事業者に定額給付 業種に
より15万円～65万円
【経営固定経費支援事業】3月～5月の固定費(電気、燃料、ガス、水道)の合計金額の
1/2を助成(各限度額有り 上限300万円)

商品券等活用 市内店舗で使える5000円分の商品券給付
市内約2500事業者のうち、３～６月のいずれか1ヶ月の売上が、20％以上50％未満減収
となった場合、一律30万円を支給
一律30万円支給対象者は、水道の基本料金２ヶ月分を全額免除。

キャンセル等費
休校期間の学校給食の食材について、キャンセル費等への支援などを行う。
用補助

南さつま市ＨＰ
http://www.city.minamisatsuma.
lg.jp/shimin/kenko-iryofukushi/kansen/e022489.html
南さつま市ＨＰ
http://www.city.minamisatsuma.
lg.jp/shimin/kenko-iryofukushi/kansen/e022489.html
南さつま市ＨＰ
http://www.city.minamisatsuma.
lg.jp/shimin/kenko-iryofukushi/kansen/e022489.html
志布志市ＨＰ
http://www.city.shibushi.lg.jp/do
cs/2020052600032/
志布志市ＨＰ
http://www.city.shibushi.lg.jp/do
cs/2020052600032/
志布志市ＨＰ
http://www.city.shibushi.lg.jp/do
cs/2020052600032/
志布志市ＨＰ
http://www.city.shibushi.lg.jp/do
cs/2020051500029/
奄美市ＨＰ
https://www.city.amami.lg.jp/sh
osui/koyou/hukugyou.html
奄美市ＨＰ
https://www.city.amami.lg.jp/sh
osui/covid-19.html
奄美市ＨＰ
https://www.city.amami.lg.jp/sh
osui/covid-19.html
奄美市ＨＰ
https://www.city.amami.lg.jp/sh
osui/covid-19.html
奄美市ＨＰ
https://www.city.amami.lg.jp/sh
osui/covid-19.html
南九州市ＨＰ
https://www.city.minamikyushu.l
g.jp/syoukou/documents/docu
ments/documents/inshokushuk
uhakujoseikin.html

減収補填

緊急支援策として、市内の飲食・宿泊業者などに、２～５月、前年同月より売上が20％
以上減った月が1ヶ月以上ある事業者を対象に10万円を助成。

【姶良市事業継続支援金】
・３～５月いずれかの売上高が前年同月比で20～50％未満減少している事業者を対象 姶良市ＨＰ
http://www.city.aira.lg.jp/kigyo/j
に支援金10万円を給付。
・6月25日から農事組合法人、組合（農業協同組合、生活協同組合、中小企業等共同組 igyokeizokusienkin.html
合法に基づく組合等）等の法人等についても対象

鹿児島県

姶良市

経営支援

減収補填

鹿児島県

さつま町

経営支援

支援金

鹿児島県

さつま町

給食利用

鹿児島県

さつま町

経営支援

【さつま町中小事業者事業継続緊急支援助成金】
・町内に事業所があり、２～5月に前年同月比でいずれかの月の売上が20％以上減少し
た場合、10万円を支給。

食材提供経費 【和牛肉消費拡大事業（感染症対策事業費）】
補助
・学校給食における食材として和牛肉の提供にかかる経費。

さつま町ＨＰ
https://www.satsumanet.jp/shoko/kinkyuusienkin.ht
ml
さつま町HP
http://www.satsumanet.jp/zaise/machi/yosan/yosa
n/documents/r02-2gaiyou.pdf

PR支援

【さつまの逸品振興事業】
・ふるさと納税制度を活用し，需要が落ち込む地場産品等をモニター登録者に，また，さ さつま町HP
https://www.satsumaつま町産の牛肉を県外学生（本町出身）に無料で送付することにより，事業者の支援を net.jp/skanko/e-rubin2.html
図る。
【さつま町花き農家営農継続支援対策交付金】
・新型コロナウイルス感染症の影響により、特に経営に支障をきたしている花きの生産
販売農家に対し、営農継続支援を目的として交付金を交付。
・交付額：１農家あたり100千円。
・対象者：新型コロナウイルス感染症の影響により,令和2年2月から7月までのうち,花卉
の生産販売による1ヶ月の売上合計額が前年同月比で20％以上減少している方。

さつま町HP
https://www.satsumanet.jp/nogyo/norin/nogyo/kakin
oukaeinoukeizoku.html

町内の中小企業等(法人、個人事業主)のうち、国の「持続化給付金」の対象とならな
かった事業所を対象に、売り上げの減少率に応じて５～30万円を支給。

中種子町HP
http://town.nakatane.kagoshima
.jp/koho/machinojoho/kohokocho/oshirase/corona/keizok
usien.html

鹿児島県

さつま町

経営支援

支援金

鹿児島県

中種子町

経営支援

減収補填
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL
南種子町ＨＰ

鹿児島県

南種子町

経営支援

減収補填

【南種子町宇宙のまち持続化支援金給付事業】
http://www.town.minamitane.ka
・持続化支援給付金として、１～５月に前年同月より売上が10％以上減少した事業者を goshima.jp/coronataisaku/shien/jigyosya/jizokuka
対象に、県の休業要請の内容に沿い10～25万円を給付。
kyuhu.html

南種子町ＨＰ
【南種子町宇宙のまち生活応援クーポン券（宇未ちゃんクーポン券）支給事業】
http://www.town.minamitane.ka
商品券等活用 全町民約5600人を対象に、町に登録した店で使用できる生活支援クーポン券5000円分 goshima.jp/coronaを配付。６月から半年間使用可能。
taisaku/shien/jigyosya/1.html

鹿児島県

南種子町

生活支援

鹿児島県

屋久島町

雇用支援

新規雇用

経営状況の悪化等により離職を余儀なくされた方を対象とした臨時雇用対策として、町 屋久島町ＨＰ
http://www.town.yakushima.kag
の会計年度任用職員を期限付きで任用
oshima.jp/topics/27156/

鹿児島県

湧水町

生活支援

無償提供

保護者の住民登録が町内である町出身の県外に住む学生（専修学校、短期大学、大 湧水町ＨＰ
学、大学院、予備校等に在学）に対し、町の特産品カタログから商品セット１点、町長応 https://www.town.yusui.kagoshi
ma.jp/site/shingata/3165.html
援メッセージ、マスク（不織布）50枚を支援。

鹿児島県

大崎町

経営支援

大崎町ＨＰ

PR支援
持ち帰り（テイクアウト）及び配達（デリバリー）が可能な飲食店を一覧化し、全世帯への https://www.town.kagoshimaosaki.lg.jp/kc_shoukoukankou/k
商品券等活用 500円共通クーポン券を発行することで特に影響が大きい飲食店を支援。
oronakinkyutaisaku.html

鹿児島県

大崎町

経営支援

減収補填

鹿児島県

大崎町

経営支援

支援金

経営持続化給付金として、2月～5月のいずれかの1ヶ月の売上高が前年同月に比して
15～49%減少している第3次産業の中小企業者・個人事業主の支援として、一律30万円
を給付

大崎町ＨＰ
https://www.town.kagoshimaosaki.lg.jp/kc_shoukoukankou/k
oronashien3.html
大崎町ＨＰ

大崎町商工会会員（賛助会員等は除く等の一部条件あり）を対象に、支援金として一律 https://www.town.kagoshimaosaki.lg.jp/kc_shoukoukankou/k
5万円を給付。
oronakinkyutaisaku.html

商品券等活用 プレミアム付き商品券を１万円で15000分の商品券を2000セット販売

東串良町HP
http://www.higashikushira.com/
docs/2020052900026/

鹿児島県

東串良町

経営支援

鹿児島県

東串良町

生活支援

支援金

「東串良町えがお支援給付金」として、４月27日現在で東串良町住民基本台帳に記録さ 東串良町ＨＰ
http://www.higashikushira.com/
れている全町民を対象に、一人当たり１万円の給付金を支給。
docs/2020050100022/

鹿児島県

龍郷町

生活支援

生活費補助

小中学校生活費補助（申請不要） 小中学校の給食費について、1学期分（4月～7月）を https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosan全額免除。

龍郷町ＨＰ

zaise/covid19.html
龍郷町ＨＰ

鹿児島県

龍郷町

生活支援

生活費補助

水道基本料金免除（申請不要） 水道料金に係る基本料金について、全世帯3ヶ月間（5 https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosan月～7月分）を免除。
zaise/covid19.html
龍郷町ＨＰ

鹿児島県

龍郷町

生活支援

支援金

大学生等への支援給付金 約1,250万円 町内在住の保護者が大学生及び専門学生等 https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosanを扶養している世帯へ1人につき5万円を給付。
zaise/covid19.html
龍郷町ＨＰ

鹿児島県

龍郷町

雇用支援

新規雇用

龍郷町緊急雇用（休業・失業対策） 約1,200万円 感染症の影響により休業や失業され https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosanた方を町において、一定期間雇用。
zaise/covid19.html

鹿児島県

龍郷町

雇用支援

鹿児島県

龍郷町

雇用支援

雇用支援制度活用促進補助金（休業対策） 約200万円 国や県の雇用支援制度を円滑 龍郷町ＨＰ
国補助金申請
https://www.town.tatsugo.lg.jp/
に活用できるよう、申請手続きを代行する社会保険労務士等への手数料を一部補助。1 somu/chose/yosan支援
社あたり手数料の2/3、上限10万円。
zaise/covid19.html
龍郷町ＨＰ

支援金

緊急雇用応援助成金（休業・失業対策） 約180万円 感染症の影響により休業や失業さ https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosanれた方を雇用した事業所へ、1人雇用につき1日3千円を最大60日分助成。
zaise/covid19.html
龍郷町ＨＰ

鹿児島県

龍郷町

経営支援

支援金

町内商工業者等サポート支援金 約2,000万円 町内の観光関連業、宿泊業、飲食業に https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosan限定して10万円を給付。
zaise/covid19.html

鹿児島県

龍郷町

経営支援

鹿児島県

龍郷町

経営支援

減収補填

町内事業者支援給付金 約600万円 3月～5月までの売上額が前年同月比30％以上
50％未満の減収があった事業者へ給付金を支給します。法人20万円、個人10万円。

龍郷町ＨＰ
https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosanzaise/covid19.html

龍郷町ＨＰ
緊急経済対策商品券給付事業 約3,000万円
https://www.town.tatsugo.lg.jp/
商品券等活用 ・町民生活と町内経済を支えるため、全町民約6,000人に1人1万円の「緊急経済対策商 somu/chose/yosan品券」を交付。
zaise/covid19.html
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都道府県

市町村等

分類

鹿児島県

龍郷町

経営支援

鹿児島県

龍郷町

経営支援

鹿児島県

和泊町

経営支援

沖縄県

経営支援

沖縄県

休業等支援

沖縄県

経営支援

沖縄県

金融支援

沖縄県

金融支援

沖縄県

沖縄県

金融支援

金武町

経営支援

分類２

支援内容・水準

宅配等への支 デリバリー・テイクアウト支援給付金 約60万円 4月1日から5月14日の期間にデリバ
援
リーまたはテイクアウトを実施した飲食業者等へ3万円を給付。

固定費補助

店舗等賃借料補助金 約600万円 町内に事業所を有する事業者が、店舗等を賃借し経
営している場合、3ヶ月間（4月～6月）の賃借料の一部を補助します。助成金は月額賃
料の4/5の額で3ヶ月合計上限20万円まで。（ただし令和2年3月～6月までの売上が前
年同月比30％以上の場合）

割引等への補 「島泊（しまはく）キャンペーン」として、町民は最大７割引の価格で町内宿泊所利用可
助
能。※１泊あたり上限7,000円/人

URL
龍郷町ＨＰ
https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosanzaise/covid19.html

龍郷町ＨＰ
https://www.town.tatsugo.lg.jp/
somu/chose/yosanzaise/covid19.html

和泊町ＨＰ
https://www.town.wadomari.lg.jp
/wadomari03/wadomari08.asp

支援金

■感染症防止対策緊急支援事業（飲食店）
感染症拡大の影響や、県からの自粛要請等により経済的な影響を受けている事業者
のうち休業要請の対象事業者とはならない「飲食店」で売上が減少している事業者を対
象に、「沖縄県新型コロナウイルス感染症防止対策緊急支援金」を支給。
〇対象者：「飲食店（居酒屋含む）」を経営されている事業者
〇支給金額：１事業者あたり１０万円
〇受付期間：令和２年４月３０日～令和２年６月１５日

沖縄県HP
https://www.pref.okinawa.lg.jp//
/site/shoko/seisaku/kikaku/co
vid-19/keizaisiensaku.html

支援金

■感染症拡大防止協力金
新型インフルエンザ等対策特別措置法による協力要請や特措法によらない協力依頼
を受けて、４月２４日（金）から５月６日（水）の全期間休業に応じた事業者を対象に「沖縄
県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給。
〇対象者：特措法による協力要請や、特措法によらない協力依頼を受けて、４月２４
日から５月６日までの全期間休業に応じた休業要請対象の施設の運営事業者
〇支給金額：１事業者あたり２０万円
〇受付期間：令和２年５月１１日～令和２年６月３０日

沖縄県HP
https://www.pref.okinawa.lg.jp//
/site/shoko/seisaku/kikaku/co
vid-19/keizaisiensaku.html

支援金

■感染症防止対策支援事業（小売業等）
感染の影響や、これまでの外出自粛要請等に応じて、経済的な影響を受けている事
業者のうち、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請対象事業者とは
ならない「小売業等」で、売上が減少している事業者を対象に、支援金１０万円を支給。
〇対象者： 「小売業」、「旅行代理店（無店舗）」を経営している事業者
〇支給金額：１事業者あたり１０万円
〇受付期間：令和２年５月１５日～令和２年６月３０日

沖縄県HP
https://www.pref.okinawa.lg.jp//
/site/shoko/seisaku/kikaku/co
vid-19/keizaisiensaku.html

■沖縄県中小企業セーフティネット資金
新型コロナウイルス感染症を中小企業セーフティネット資金の融資対象４の災害とし
融資
て認定し、新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた事業者に対する金融支援を
利子補給
実施。
信用保証料補
〇対象者：事業歴が３ヶ月以上で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企
助
業者、協同組合等
〇融資限度額：３,０００万円以内
〇融資利率：対象により０.８％～１．６％、保証料ゼロ

融資

■新型コロナ感染症特別貸付（沖縄振興開発金融公庫）
売上減少による資金繰りを支援。
〇対象者：創業後３か月以上で売上高が５％以上減少している者
〇融資限度額：（生業・生活衛生資金）６,０００万円、（中小企業資金）３億円
〇融資利率：一定の限度額の範囲内で当初３年間は基準金利－０.９％（利子補給制
度により実質無利子化）

■新型コロナウイルス感染症対応資金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、国の制度を活用し、
最大で実質無利子(当初３年間)・無担保・保証料ゼロ・据置最大５年融資を創設。
融資
〇対象者：新型コロナウイルス感染の影響で売上高が減少した中小企業者で、セー
利子補給
フティネット保証４号・５号、危機関連保証の市町村の認定を受けたもの
信用保証料補
〇融資限度額：４,０００万円
助
〇融資利率：0.８％（セーフティーネット保証４号、危機関連保証）
１.６％（セーフティーネット保証５号）
※対象要件に該当する場合、３年間利子補給

支援金

沖縄県HP
https://www.pref.okinawa.jp/sit
e/shoko/keiei/kinyu/singatakor
ona.html

沖縄振興開発金融公庫ＨＰ
https://www.okinawakouko.go.jp
/userfiles/files/autoupload/031
8corona.pdf

沖縄県HP
https://www.pref.okinawa.j
p/site/shoko/keiei/kinyu/
singatakorona.html

■金武町コロナウイルス緊急支援金
新型コロナウイルス感染症により、経済的な影響を受けた事業者のうち、町内で営業
する宿泊業・ 飲食店等を対象に、緊急支援金を給付。
〇対象者：令和２年４月１日時点において金武町内で宿泊業・飲食店等を経営する事 金武町HP
https://www.town.kin.okinawa.jp
業者で、申請日時点においても営業を継続又は新型コロナウイルスの影響により休業 /topics/detail/6044
中の事業者
〇支給額：１事業所あたり一律１０万円
〇申請期間：令和２年５月２１日～令和２年６月３０日
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都道府県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

市町村等

伊江村

宜野座村

宜野座村

恩納村

恩納村

沖縄市

分類

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

■伊江村新型コロナウイルス感染症対策緊急支援助成金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済的な影響を受けている村内の事
業者に対し、予算の範囲内で助成金を支給。
○対象要件
１ 令和2年4月1日時点で、伊江村内に住所を有し、営業の形態がある法人、個人事業
者
２ 令和2年4月1日以前に開業しており、かつ新型コロナウイルス感染拡大により売上
伊江村HP
が減少している事業者
https://www.iejima.org/docume
①業歴が1年以上の場合
nt/2020043000018/
令和2年2月から同年5月までの間で、前年同月と比べ、いずれかの月について売上が
減少している事業者
②業歴が1年未満の場合
令和2年4月又は5月の売上が当該月以前の売上より減少している事業者
○業種：飲食業等
○助成額：飲食業等は一律10万円
○申請開始日：令和２年５月18日～令和３年２月26日

支援金

■宜野座村感染症対策推進支援事業
宜野座村において、新型コロナウイルス感染症に係る非常事態宣言の解除に伴い、
営業を再開する事業者の感染予防策を推進するため、「宜野座村感染症対策推進支援
宜野座村HP
金」を給付。
http://www.vill.ginoza.okinawa.jp
○対象業種：飲食業
/archives/17288
○支給額：一律３０,０００円
○支援金の用途：新型コロナウイルス等感染症予防対策に要する経費
○申請期間：令和２年５月18日～６月30日

支援金

■宜野座村感染拡大対策緊急支援事業
宜野座村において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、これまでの学校等
の休校措置、外出自粛要請、三密回避行動の要請により、経済的な影響を受ける事業
者を対象に「宜野座村感染拡大対策緊急支援金」を給付。
〇対象者：
①宜野座村商工会又は宜野座村観光協会の会員である者、又は村長が認める
者。
②上記以外で宜野座村内に事業所を持ち、代表者が宜野座村在住者である者（※
②に該当する場合、村内での営業期間が 1 年以上のものとする（公布日基準）。）。
③対象業種は、下記のとおりとする。
宜野座村HP
http://www.vill.ginoza.okinawa.jp
(1)飲食業
/archives/17054
(2)サービス業（理美容業、運転代行業、司会業等その他の専門サービス業）
(3)小売業（弁当販売業を主とする事業者）
(4)情報通信業（ビデオ制作業）
〇支援金額：
①ひと月の売上高が前年比で５０ ％以上減少したもの １０万円
②コロナウイルス感染拡大の影響により2 週間以上休業したもの １０万円
③上記①②の両要件に該当するもの ２０万円
但し、複数の事業所を持っていても、代表者が１人の場合は１回のみ
〇支援金の用途：各事業者の経営持続に係る経費
〇申請期間：令和２年５月１８日～令和２年６月３０日

固定費補助

■村内事業所家賃支援事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の収縮に伴い、影響を受けて
いる村内事業者に対し、予算の範囲内で、村内に所在する店舗又は事業所の家賃の一
部を支援。
〇対象者：恩納村内において店舗等を賃借し、当該店舗等において事業を営む中小
企業者等又は個人事業主、特定非営利活動法人
〇支援金額：恩納村内に借受けた店舗等に係る令和２年３月及び４月分の賃料にあ
たる金額とし、上限額を１店舗１ヶ月あたり１０万円（２ヶ月で計２０万円）
〇申請期間：令和２年６月１日～令和２年１０月３１日

恩納村HP
http://www.vill.onna.okinawa.jp/
business/industry/1584530689
/1590054786/

支援金

■雇用調整助成金利活用事業所支援事業
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済活動の収縮に伴い、事業主が、雇
用調整助成金制度を利活用し、労働者の雇用維持を図った場合に、当該事業所に対
し、予算の範囲内で、雇用調整助成金の助成額の一部を支援。
〇対象者：恩納村内において事業を営む法人及び個人事業主であって、令和２年４
月から６月までの間に、国の雇用調整助成金制度を利活用し、雇用調整助成金の支給
申請をおこなっていること
〇支援金額：令和２年４月から６月のうち、２ヶ月分の雇用調整助成金助成額の１割
にあたる金額とし、上限額を次のとおりとする。
①対象労働者数が９９人までの場合は１ヶ月あたり２０万円とする。
②対象労働者数が１００人以上の場合は１ヶ月あたり３０万円とする。
〇申請期間：令和２年６月１日～令和２年１０月３１日

恩納村HP
http://www.vill.onna.okinawa.jp/
business/industry/1584530689
/1590054864/

支援金

■融資支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少等で中小企業セーフティネット資
金等の融資の申込をした事業者に対して、事業の継続を下支えするつなぎ資金として、
事業全般に広く使える支援金を支給。
〇支給額：一律１０万円
〇対象要件：３カ月以上の事業実績があり、沖縄県融資制度・セーフティネット保証等
の認定者で金融機関等に融資の申請をした者及び新型コロナウイルス感染症特別貸
付の申込みをしている者。
〇申請期間：令和２年６月３０日まで

沖縄市ＨＰ
https://www.city.okinawa.okina
wa.jp/userfiles/oki036/files/fuf
u.pdf
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都道府県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

市町村等

沖縄市

嘉手納町

嘉手納町

嘉手納町

嘉手納町

分類

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援金

支援内容・水準

URL

■沖縄市農水産業支援金
新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が減少した市内農業事業者及び漁業
事業者へ事業を継続するための緊急支援として、１０万円の支援金を支給。
〇支給額：１０万円
〇対象要件：次の要件をすべて満たしている沖縄市内の農業者・畜産業者・漁業者
および、主たる事務所を有する農業法人等
１．令和２年３月１日時点及び申請時点において、本市に住所を有する個人事業者 沖縄市ＨＰ
https://www.city.okinawa.okina
（農業・畜産業・漁業）または主たる事務所を有する農業法人等
wa.jp/organize/992/27583
２．令和元年の確定申告を行った事業者
３．令和元年の農業または漁業による年間収入（売上）が５０万円以上あり、収入全
体の過半を占める事業者。（認定新規就農者は除く。）
４．令和２年３月以降の任意の月または期間（概ね3か月以内）の収入が前年の同期
間の収入に比べて、感染症の影響により10万円以上減額となった事業者
〇申請期間：令和２年６月２９日～令和２年７月３１日

支援金

■嘉手納町事業継続支援給付金
新型コロナウイルス感染症の拡大による経済的な影響を鑑み、厳しい状況にある中
小企業者等に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金
を支給。
〇対象者：次の要件をすべて満たす者（個人事業主含む）
嘉手納町HP
http://www.town.kadena.okinaw
・ 中小企業者であること
a.jp/info/n5384.html
・ 令和２年５月１日時点で嘉手納町内に事務所又は事業所を有すること
・ 今後も事業を継続していく意思があること
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が５％以上減っていること
〇給付額：一律１０万円
〇申請期間：令和２年５月１８日～令和２年６月３０日

支援金

嘉手納町HP
■中小企業等コロナウイルス感染症対策支援事業
http://www.town.kadena.o
中小企業等が、新型コロナウイルス感染症への対応として行う設備投資、事業継続・
kinawa.jp/info/c99d8e7d3
売上向上につながる取組に対し、経費の一部の補助（補助率９/１０）を行う。※上限20
3bb9a03410a84a7c736b68
万円（特例あり）
b357a0c1f.pdf

経営支援

嘉手納町HP
■飲食業支援事業
http://www.town.kadena.o
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食業の経営が厳しい状況にある。飲食
商品券等活用
kinawa.jp/info/c99d8e7d3
業等を支援するため、飲食業等専用の商品券２千円を町内各世帯へ配布し、地域経済
3bb9a03410a84a7c736b68
の回復を図る。
b357a0c1f.pdf

経営支援

嘉手納町HP
■消費喚起プレミア付商品券事業
http://www.town.kadena.o
商品券等活用
落ち込んだ域内経済を回復させるため、プレミア付き商品券を発行し、消費喚起を行 kinawa.jp/info/c99d8e7d3
3bb9a03410a84a7c736b68
う。※１万円で１万２千円分の買い物が出来る。※１０月販売予定。
b357a0c1f.pdf

沖縄県

北谷町

経営支援

支援金

■小規模事業者等緊急支援金交付事業
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した町内の小規模事業者・個人
事業主に対し、経費負担の軽減と事業継続の一助となるよう「北谷町小規模事業者等
緊急支援金」を交付。
○対象：飲食サービス等
○受付期間：令和２年６月１日から令和２年７月15日
○給付額：１事業者あたり一律10万円
○要件
・ 北谷町内に主たる事業所又は従たる事業所を有する小規模事業者及び個人事業
主等で、対象業種を経営している事業者。
・ 次のいずれかの場合で、令和２年４月１日以前に営業を開始し、売上げが減少して
いる事業者
（１） 業歴が１年以上の場合
令和２年２月から同年５月までの間で、前年同月と比べいずれかの月について売上が
20%以上減少している事業者
（２） 業歴が１年未満の場合
令和２年４月又は５月の売上が、それ以前の月より20%以上減少している事業者

沖縄県

北中城村

経営支援

PR支援

■令和２年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
地元商品の売上減少を踏まえ、経営支援イベントを実施。
○対象者：村内農水産関連事業所、団体等

北谷町HP
https://www.chatan.jp/ch
oseijoho/sangyo/shingatak
orona/shoko20527.html

（未掲載）
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都道府県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

市町村等

北中城村

北中城村

中城村

西原町

那覇市

那覇市

那覇市

分類

経営支援

感染予防

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

■新型コロナウイルス感染症対応北中城村中小企業支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業セーフティネット資金等の融資の
申請を行い、北中城村または村商工会より認定を受けた村内に事業所を構える事業者
に対し、一事業所あたり支援金（２０万円）を支給。
〇対象者：本店の所在地（個人事業主の方は主たる事業所）が北中城村にある中小
企業者で、セーフティネット資金等の認定を受け、かつ金融機関等に申し込みをしてい
る事業者

北中城村HP
https://www.vill.kitanakagu
suku.lg.jp/kakuka/kikaku/c
hiiki/jigyou/kinkyuukeizait
aisaku/1998.html

支援金

■北中城村新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業
新型コロナウイルス感染拡大により事業経営に大きな影響を受けた北中城村内に事
業所を有する宿泊業及び飲食業を営む中小企業及び小規模企業者の事業者の継続を
支援することを目的に、予算の範囲内で北中城村新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策支援として補助金を交付。
〇対象者：北中城村内で宿泊業または飲食業を営む中小企業者または小規模企業
者で、令和2年4月1日時点で営業許可を受けており、今後も営業を継続する意志がある
こと。ただし、全国チェーンの直営店及びフランチャイズ契約者は除く。
◯補助対象事業：密閉、密集、密接のいわゆる「3密」防止対策として行うテイクアウト
事業、店内座席配置におけるソーシャルディスタンス確保及び手指消毒液の設置など、
その他感染防止対策として実施する事業とする。
◯補助率及び補助限度額：補償対象経費の10/10で、補助金の額は、補助対象経費
の総額とし、中小企業者10万円、小規模事業者5万円を上限とし、1事業者1回限りとす
る。
◯申請期間：令和2年6月22日～令和2年8月31日

北中城村HP
https://www.vill.kitanakagu
suku.lg.jp/kakuka/kikaku/c
hiiki/jigyou/kinkyuukeizait
aisaku/2098.html

支援金

■中城村新型コロナウイルス感染症対策事業者支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている村内の事業者等へ支援を行うため、
事業者向け支援金交付事業を実施。
○対象者
（１）中城村内に事業所を有する事業者
（２）中城村内に居住している事業者
○支援金額：３万円

中城村HP
https://www.vill.nakagusuk
u.okinawa.jp/detail.jsp?id=9
7714&menuid=16289&func
id=1#jigyousyasien

支援金

■西原町中小企業等緊急支援金給付事業
新型コロナウイルス感染拡大による影響により国や沖縄県等の融資、給付等を受け
た町内の中小企業及び個人事業主に対し、本町で事業活動を継続する事業主に支援
金を給付。
○対象者
(１) 令和2年4月1日時点で町内に主たる事業所を有する法人又は個人事業主の代表
者であること
(２) 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、次に掲げる融資等のいずれかを
受けた者
ア 沖縄県中小企業セーフティネット資金
イ 中小企業庁セーフティネット保証（第4号、第5号、危機関連保証）
ウ 国の持続化給付金
エ 沖縄公庫の新型コロナウイルス特別貸付
オ 沖縄県の支援給付金
（ア）飲食店向け緊急支援給付金
（イ）休業要請に応じた事業者向け協力支援金
（ウ）売上減少による小売業等向け緊急支援給付金
カ その他アからオに当てはまらないもので、特段の理由があると町長が認めたもの
(３) 支援金給付後も事業継続の意思をもっている者
○給付額：１事業者（個人にあっては１人）当たり５万円

西原町HP
http://www.town.nishihara.
okinawa.jp/news/covid19/
kinkyuusiennkin.html

■那覇市『経済をつなぐ』応援事業者支援活動
那覇市ＨＰ
新規取組・経営 企業活動・事業活動の維持・継続を推進するため、本市事業者が実施する新型コロ
https://www.city.naha.okin
改善等経費補 ナウイルス感染症拡大に派生した諸課題の解決等に向けた主体的な支援活動や応援
awa.jp/safety/corona_kanr
活動などの取り組みについて、その活動に要する経費の一部を助成することを検討。
助
en/coronasien.html#PTOP

支援金

■那覇市商店街新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける商店街の緊急な取り組みを支援。
〇対象者：原則活動中の商店街、通り会
〇補助率：１０/１０、補助上限額：３０万円
〇申請受付：令和２年４月２３日～令和３年１月２９日（予算がなくなり次第締切り）

那覇市HP
https://www.city.naha.okin
awa.jp/business/syoukoug
you/syoutengaikoronasien.
html

支援金

■那覇市頑張る事業者応援事業給付金
新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受け、消費の落ち込みにより厳しい状況に
置かれた事業所に対して、この非常事態を乗り切るため、新型コロナウイルス関連資金
を調達（借入）して、那覇市で事業活動を継続する事業主に対し、応援給付金を給付。
〇対象者：市内に事業所を有する法人又は個人事業主であること等
〇給付金額：
１．融資額の１％（１,000円未満の端数は切捨て）、上限２０万円
２．市外に本店を有する法人又は市外に住民登録している個人事業主は上記１の
１/２に相当する額とする。なお、法人の本店所在地及び個人の住民登録の基準日は令
和２年４月１日とする。
３．対象融資が複数ある場合は、融資額に合計額を算定する。
〇受付期間： （第２期）令和２年６月19日～令和２年８月31日

那覇市ＨＰ
https://www.city.naha.okin
awa.jp/business/syoukoug
you/ganbaruouen0619.htm
l
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都道府県

沖縄県

市町村等

那覇市

分類

分類２

経営支援

那覇市ＨＰ
https://www.city.naha.okin
awa.jp/business/syoukoug
you/nahashitakeout.html

■宜野湾市飲食店応援助成金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、厳しい環境にある市内の飲食店等を
支援するため、１店舗につき一律１０万円の助成金を交付。
〇対象者：
・ 令和２年５月１日現在、市内で飲食店等を営む中小企業者（小規模企業、小企業
含む）
・ 飲食店営業、喫茶店営業の許可を受けた飲食店
〇助成金額：１店舗につき一律１０万円（※市内に複数の店舗を持つ場合、店舗数に
応じて助成金を交付）
〇申請期間：令和２年５月１８日～令和２年６月３０日

宜野湾市HP
http://www.city.ginowan.o
kinawa.jp/organization/san
gyoseisakuka/01/insyokuj
oseikin.html

宜野湾市

経営支援

支援金

沖縄県

宜野湾市

経営支援

宅配等への支
援

沖縄県

宜野湾市

浦添市

URL

■那覇市テイクアウト販売等応援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大によって営業活動に大きな影響を受けている市内の
飲食店が実施したテイクアウト販売や宅配サービスなどの新たなサービス形態への取り
組み実績に対し、給付金（１店舗あたり３万円）を支給。
宅配等への支
〇対象者：
援
１．市内で営業許可を受けた飲食店であること。
２．令和２年２月１日以降に、テイクアウトやデリバリー等を新たに開始し、またはこ
れらの規模を拡大して実施した場合において、これを２０日以上実施した実績を有する
こと。
〇受付期間：（第２期）令和２年６月22日～令和２年７月３日

沖縄県

沖縄県

支援内容・水準

経営支援

経営支援

支援金

固定費補助

宜野湾市
■地域飲食応援プロジェクト事業
https://yell市内飲食業者に対し、市内IT事業者がインターネットを活用したテイクアウトの経営支
meshi.okinawalikes.jp/gino
援や通信ビジネスを支援。
wan/
■宜野湾市セーフティネット認定者応援助成金
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し企業活動に支障が生じ
ている、公的融資の申込者に対して、企業活動の推進または継続のための緊急的な支
援を目的に、公的融資制度を活用して融資の申し込みを行った事業者へ助成金を交
付。
◯対象者：宜野湾市に事業実態のある法人及び個人事業主のうち、公的融資を申込
した者
◯助成金額：事業者１人あたり一律１０万円

宜野湾市HP
http://www.city.ginowan.o
kinawa.jp/organization/san
gyoseisakuka/01/safetyou
enjosei.html

■浦添市緊急経済支援金（市内事業者家賃支援金）
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、資金繰りが悪化している市内
事業者の店舗や事業所等賃料の負担軽減を図るために緊急支援を実施。
〇対象者：市内に有する店舗及び事業所等の賃料を支払っている市内事業者のう
ち、
浦添市HP
http://www.city.urasoe.lg.j
①国及び県が支援する新型コロナウイルス感染症関連融資の申込者、
p/docs/2020051200202/
②売上げが減少している（食品衛生法に基づく）飲食店又は喫茶店を営む者
〇対象経費：令和２年４月及び５月の賃料
〇支給額：１事業者につき最大１０万円（賃料支払額が合計１０万円未満の場合は全
額）
〇申請受付期間：令和２年５月１８日～令和２年６月３０日

沖縄県

浦添市

経営支援

■第一弾「ありがとう＆がんばろう」食事券 ～＃うらそえエール飯～
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げに甚大な影響を被った飲食業の
売り上げ回復を図ることを目的に、市内飲食店等で利用できる食事券を緊急的に配布。
配布対象者を感染拡大の中、地域医療、福祉へ尽力している市内の医療機関並びに
保育所、学童クラブ等への従事者とすることで、謝意を込めつつ、地域課題の解決促進
浦添市HP
にも寄与。
商品券等活用
http://www.city.urasoe.lg.j
○発行予定額：４５,０００,０００円
p/docs/2020051800020/
○発行内容（額面等）：４,５００セット（１冊１０，０００円、額面１，０００円×10枚綴り）
○食事券が使用できる店舗：市内の飲食店等で事前登録した店舗
○食事券利用期間
第一弾：令和２年６月１日～令和２年６月30日
第二弾：令和２年７月１日～令和２年８月31日

沖縄県

浦添市

経営支援

新規取組・経営 ■浦添市商店街振興補助金
改善等経費補
新型コロナウイルス感染症の影響により縮小していた事業活動の回復に向け、商店
助
街等団体が行う経営支援等の取組みに対し、経費の一部を補助。

沖縄県

浦添市

経営支援

PR支援

浦添市ＨＰ
http://www.city.urasoe.lg.j
p/docs/2020031000068/

■「＃うらそえエール飯」～市内の飲食店を応援しよう～
浦添市ＨＰ
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている市内の飲食店を応援するため、テ
http://www.city.urasoe.lg.j
イクアウト・デリバリーを提供している店舗を、市民、飲食店からのSNSでの発信を通じ
p/docs/2020043000162/
て利用してもらい、応援する取組。
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都道府県

市町村等

分類

分類２

支援内容・水準

URL

沖縄県

豊見城市

経営支援

支援金

■豊見城市中小企業者支援給付金
新型コロナウイルス感染症により売上減少等の影響を受けた市内に事業所等を有す
る中小企業者の事業の振興及び経営の安定化を図るため、以下の要件を満たす中小
企業者に給付金を交付。
〇申請期間：令和２年５月１５日～令和３年２月２８日
豊見城市
〇対象者：以下の３要件をすべて満たしている中小企業者（個人事業者も含む）
https://www.city.tomigusu
・ 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中小企業者。
ku.lg.jp/industry/39/13019
・ 市が指定する新型コロナウイルス感染症関連融資制度を受けていて、令和２年
２月３日以降に金融機関から融資決定を受けた中小企業者
・ 申請日において、市内に主たる事業活動を行う店舗、工場又は事業所を有して
いる中小企業者
〇給付額：融資を受けた金額に、１００分の１を乗じた額で、１事業者１０万円を上限

沖縄県

豊見城市

経営支援

支援金

■感染予防対策推進事業
沖縄県新型コロナウイルス感染症拡大予防ガイドライン等に基づき、業種別のガイド 豊見城市ＨＰ
ラインの作成と、それを実行している事業者に対して、市内１事業所あたり一律５万円の https://www.city.tomigusu
ku.lg.jp/industry/39/13323
助成金と感染予防対策実施済み認定ステッカーを進呈。

沖縄県

豊見城市

経営支援

商品券等活用

沖縄県

沖縄県

南城市

南城市

経営支援

経営支援

■事業所応援消費喚起推進事業
市内の登録事業所で利用可能なクーポン券【１世帯あたり 5,000 円分 500 円×10
枚】を全世帯に配布し、市内事業所の売上回復を支援。

豊見城市ＨＰ
https://www.city.tomigusu
ku.lg.jp/industry/39/13299

PR支援

■飲食店支援テイクアウト＆デリバリー
新型コロナウイルス感染症による外出自粛などによる、大きな影響を受けている飲食
店を支援するため、南城市内にあるテイクアウト及びデリバリーを実施している事業者
の情報を募集し、南城市のホームページに掲載し公開。
〇申請期間：令和２年４月３０日～令和２年６月３０日
〇実施期間：令和２年４月３０日～新型コロナウイルス感染症の終息宣言まで

南城市HP
https://www.city.nanjo.okinawa.j
p/jigyosha/syoukou/158823149
3/

支援金

■南城市新型コロナウイルス感染症対策事業者応援支援金
地域経済の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症による消費の落込み等の影
響により、売上げが大幅に減少し、経営の安定に支障が生じている中で事業を継続す
る事業者に対し、応援支援金として10万円を給付。
○対象者
・2019年以前から事業により事業収入を得、市内で現に事業を営んでおりかつ、今
後１年以上事業を営む予定である者
・2020年１月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、任意の月にお
いて前年同月比で事業収入が50％以上減少した者
○申請期間：令和２年６月１日～令和３年１月１５日

南城市HP
https://www.city.nanjo.okinawa.j
p/jigyosha/syoukou/159071350
8/

南城市HP
https://www.city.nanjo.okinawa.j
p/jigyosha/nougyoushinkou/15
91093057/

沖縄県

南城市

経営支援

支援金

■南城市新型コロナウイルス感染症対策農産物安定生産奨励事業及び畜産農家支援
事業支援金
地域経済の維持を図るため、新型コロナウイルス感染症による消費の落込み等の影
響により、売上げが大幅に減少し、経営の安定に支障が生じている中で事業を継続す
る農業者に対し支援金として2万5千円、畜産農家に2万円を給付。
○対象者
・「農業者及び畜産農家」とは、別表に掲げる農業者及び畜産農家を対象とし、確
定申告又は住民税申告において農業収入を得ている法人又は個人の方で告示前にお
いて市内の住所を有する者
・2019年以前から農業により農業収入を得、市内で現に農業を営んでおり、かつ、
今後1年以上農業を営む予定である者
※農業者及び畜産農家どちらにも該当する場合においては、支援金の多いほうのみ
とする。
○申請期間：令和2年6月1日～令和3年1月15日

沖縄県

南城市

経営支援

支援金

■水産業活力支援事業
漁船の燃料費等への補助。

支援金

■事業者支援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上げが減少した事業者に対し、事業継
続を目的に、事業全般に広く使える支援金として、１０万円を給付。
〇対象者：新型コロナウイルスの影響を受け、売上が前年同月比△２５％以上減少し
た町内の事業者
〇支援額：１０万円
〇申請期間：令和２年５月20日～７月31日

沖縄県

与那原町

経営支援

南城市HP
https://www.city.nanjo.okinawa.j
p/kurashi/jyosei_hojyokin/1590
368790/

与那原町HP
http://www.town.yonabaru.okina
wa.jp/machi/keizai/pdf/ninteiS
hinsei/sienYushi3.pdf
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都道府県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

市町村等

与那原町

与那原町

糸満市

久米島町

久米島町

渡嘉敷村

渡嘉敷村

座間味村

分類

分類２

支援内容・水準

支援金

■融資決定事業者応援金
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新型コロナ関連対応融資を受けた事業者
に対し、経営改善等を目的に、５万円を給付。
〇対象者：新型コロナウイルス感染症対策関連融資を受けた事業者
〇支援額：５万円
〇申請期間：令和２年５月20日～７月31日

与那原町HP
http://www.town.yonabaru.okina
wa.jp/machi/keizai/pdf/ninteiS
hinsei/sienYushi3.pdf

雇用支援

■雇用調整助成金等申請費用支援金
雇用調整助成金等の支援制度への申請にあたり、社会保険労務士等の専門家に対
国補助金申請 して、作成を委託した事業者に対し、最大５万円を補助。
支援
〇対象者：社労士等の専門家へ雇用調整助成金等の申請を委託した町内事業者
〇補助額：最大５万円
〇申請期間：令和２年５月20日～７月31日

与那原町HP
http://www.town.yonabaru.okina
wa.jp/machi/keizai/pdf/ninteiS
hinsei/sienYushi3.pdf

経営支援

糸満市HP
■市内飲食店応援等商品券事業
https://www.city.itoman.lg.
休業や時短営業により売り上げが減少した市内飲食業等の支援を行うための商品券
商品券等活用
jp/docs/2020042300034/f
発行（５,０００万円分）や、市がIT事業者に対しテイクアウト・デリバリー支援webシステム
iles/keizaitaisakudai2dan.p
を構築し支援。
df

経営支援

経営支援

生活支援
経営支援

生活支援

経営支援

経営支援

URL

■久米島町地域産業応援給付金
新型コロナウイルス感染の影響により大幅な減収となった町内事業の一時的な支援
として、事業の経営継続を応援するための応援給付金（５万円～１０万円）を支給。
〇対象者：前年度月比減収２５％以上で、下記のいずれかに該当する事業者が対象
・ 久米島町内の事業で国の実施する持続化給付金に該当した事業者
・ 久米島町内に住所を有する中小企業または、小規模事業者
・ 久米島町内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者
〇給付額：
・ 国の持続化給付金の対象事業者：法人２０万円、個人１０万円
・ 国の持続化給付金の対象外事業者：法人５万円、個人５万円
〇申請締切り：令和３年１月３１日

久米島町HP
http://www.town.kumejima
.okinawa.jp/docs/2020051
800037/

■久米島町地域消費促進商品券
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内店舗での消費喚起および町民生活
無償提供
の支援のために、町内すべての住民に対して一人当たり10,000円分（1,000円券×10枚
商品券等活用 綴り）の「久米島町地域消費促進商品券」を発行。
○登録希望事業者の募集受付期間：令和２年６月15日～令和２年６月26日
○商品券の使用期間：令和２年７月１日～令和２年９月15日

久米島町HP
http://www.town.kumejima
.okinawa.jp/docs/2020060
900018/

支援金

支援金

■渡航自粛協力金事業
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、経済的な影響や精神的な不安を緩和し、
家計への支援を行うため、令和2年4月27日において渡嘉敷村の住民基本台帳に記録
されている方を対象に協力金として、1人あたり1万円を給付。
○申請受付期間：令和２年６月１日～令和２年８月14日

支援金

■渡嘉敷村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業、感染拡大防止の対策等（営業時間
の短縮など）を行った事業者、または、離島への渡航自粛、村営定期船の運休等により
経済的な影響を受けた事業者を対象に協力金を支給。
○支給額：１事業者あたり一律15万円
○対象要件：
渡嘉敷村HP
・令和２年４月１日時点で、渡嘉敷村内に事業所があり、営業の実態がある法人、 http://www.vill.tokashiki.ok
inawa.jp/archives/12269
個人事業者。
・令和２年４月２５日から令和２年５月３１日の期間、休業、新型コロナウイルス感染
拡大防止の対策等を行った事業者。（営業時間の短縮等）
・離島への渡航自粛、村営定期船の運休等により経済的な影響を受けた事業者。
等
○申請期間：令和２年６月１月～令和２年８月14日

支援金

■座間味村新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
沖縄県が実施する緊急事態措置に基づき、離島への渡航自粛、船舶の運休等によ
り、経済的な影響を受けた村内事業者に対し、協力金を支給。
○対象要件
座間味村HP
①座間味村内に事業所があり、営業実績のある法人、個人事業者。（1人1事業者
https://www.vill.zamami.ok
まで）
inawa.jp/news/covid19/
②令和2年4月1日時点で開業しており、営業実態が確認できること。
③交付申請日または交付決定日において倒産または廃業していないこと。 等
○交付金額：基本協力金15万円
○申請受付日：令和２年６月１日～令和２年７月31日

渡嘉敷村HP
http://www.vill.tokashiki.ok
inawa.jp/archives/12269

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

沖縄県

沖縄県

市町村等

座間味村

宮古島市

沖縄県

宮古島市

沖縄県

石垣市
竹富町
合同

沖縄県

沖縄県

竹富町

竹富町

分類

経営支援

経営支援

経営支援

-

休業等支援
感染予防

感染予防

分類２

支援金

支援内容・水準

URL

■座間味村新型コロナウイルス感染症対策漁業者経営持続給付金
新型コロナウイルス感染症の影響による行動自粛等により、漁業経営に影響を受け
た漁業者に対して支援。
○給付金額：基本協力金15万円
座間味村HP
○給付対象者
https://www.vill.zamami.ok
①座間味村内に 住所を有するもので、座間味村漁業協同組合の正組合員（個人、
inawa.jp/news/covid19/
法人）であるもの（ただし、専従者、兼業者は除く）
②令和 2 年 2 月 1 日時点で漁業を営んでおり、漁業を継続していく意思があるも
の。
③平成 31 年度分の事業活動における確定申告等の税申告がされており、漁業収
入若しくは専業で漁業を営んでいる漁業協同組合の証明書があるもの。 等

支援金

■中小・零細企業助成金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で新型コロナウイルス感染症対策関連
の融資を受けた宮古島市内の事業者に対して助成金を交付。
〇対象者：応募資格要件を満たす法人又は個人事業主
〇助成額：１事業者あたり10万円
〇受付期間：令和２年５月１１日～令和２年７月３１日

宮古島市ＨＰ
https://www.city.miyakojima.lg.j
p/soshiki/shityo/kankosyoukou
/kankou/oshirase/covid19josei.html

支援金

■事業者経営支援助成金
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた宮古島市内の事業者（宿泊・
飲食・マリン関連に限る）に対して助成金を交付。
〇対象者：応募資格要件を満たす法人又は個人事業主
〇助成額：１事業者あたり10万円
〇受付期間：令和２年５月１１日～令和２年６月12日

宮古島市ＨＰ
https://www.city.miyakojima.lg.j
p/soshiki/shityo/kankosyoukou
/kankou/oshirase/covid19josei.html

-

■航空貨物専用便の緊急運航費支援事業
新型コロナの影響のため、運休・減便した旬の農水産物の出荷遅れを解消し、第一
次産業のV字回復、販路回復に向けた緊急チャーター。

石垣市HP
https://www.city.ishigaki.okinaw
a.jp/about_covid19_ishigaki/jigyo
sha/4465.html

支援金

■竹富町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付事業（事業者向け）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年４月１７日から令和２年５月６日
（１７～１９日の３日間は猶予期間）の期間で、休業、感染拡大防止の対策等を行った
サービス事業者に対し、協力金を給付。
〇対象要件：
①令和２年３月３１日時点で、竹富町内に事業所があり営業の実態がある法人、個
人事業者。
②令和２年４月１７日から５月６日の期間（１７～１９日の３日間は猶予期間）、休業
または、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策等の協力を行った事業者。
③業種：飲食、宿泊、製造業、観光関連サービス、交通、小売業（スーパー、生活 竹富町HP
https://www.town.taketomi.lg.jp
商品の販売店等の休業することにより町民生活に支障をきたす事業所を除く。）
/topics/1587003752/
④令和元年分（平成３１年）の町税を納税していること。
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員
等に該当しないこと。
〇支給金額：
（１）休業を行った法人のサービス事業者に対して、３０万円を支給
（２）休業を行った個人のサービス事業者に対して、２０万円を支給
（３）新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行ったサービス事業者に対して、１０
万円を支給
〇申請期間：令和２年５月７日～令和２年７月３１日

支援金

■竹富町新型コロナウイルス感染症「新しい生活様式」を取り入れた感染拡大防止協力
金給付事業（事業者向け）
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、新しい生活様式を取り入れた感染症拡大
防止対策ガイドライン作成と染拡大防止の対策等を行う事業者に対し、協力金を給付。
○対象要件
・令和２年７月３１日までに、竹富町内に事業所があり営業の実態がある事業者。
・ガイドライン作成後、公表すること。
・宿泊事業者においては、宿泊者から同意書をもらうことについて、町と協定を締結
することとする。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等
に該当しないこと。
○支給金額
・協力金対象経費の実支出額とし、30,000円を上限とする。
・協力金の交付は同一施設において１回限りとする。
○協力金対象経費
本事業における協力金の交付対象となる経費は、新型コロナウイルス感染症の予
防及び感染拡大防止を図るための次にあげる物品又は備品の購入に係る経費とする。
・マスク、消毒液等の物品。
・体温計、空気清浄機等の備品。
・感染拡大防止を図るための物品で町長が必要と認めるもの。
○申請受付期間：令和２年６月８日～令和２年８月31日

竹富町HP
https://www.town.taketomi.lg.jp
/soshiki/1561941707/1590890
534/

47都道府県等の独自の支援策（農林漁業者・食品関連事業者関連）について
※本資料は農林水産省が独自に収集しとりまとめたものです。
※着色セルの支援策については６月30日時点で終了したものです。

都道府県

沖縄県

沖縄県

沖縄県

市町村等

与那国町

与那国町

与那国町

分類

生活支援

経営支援

経営支援

分類２

支援内容・水準

URL

支援金

■与那国町特別定額給付金
与那国町単独で「与那国町特別定額給付金」を町民１人当たり３万円給付
〇対象者：町民全て（令和２年４月２７日時点で住民基本台帳に記載されている人）
※与那国町住民基本台帳に記録されていない高校生についても給付の対象
〇給付額：一人当たり３万円
○申請期間：申請書発送後～令和２年９月30日

与那国町HP
https://www.town.yonaguni.okin
awa.jp/docs/2020052900019/fil
e_contents/korona5.pdf

支援金

■与那国町感染症影響対策緊急支援事業（見舞金）
農業従事者、漁業従事者へ一律５万円を支給。
〇対象者：
(1) 農業従事者
・昨年の確定申告を行った者等
・ＪＡおきなわ与那国支店の各部会に所属している組合員で、昨年一年間において
ＪＡおきなわ与那国支店及び農業生産法人と農畜産物の取引のあった農業従事者。
(2) 漁業従事者
・昨年の確定申告を行った者等
・与那国町漁業協同組合の組合員で、昨年一年間において与那国町漁業協同組
合へ水揚げのあった漁業従事者
(3) その他（上記以外で相当と認められる場合）
〇給付額：対象一人（一農家）につき５万円
〇申請期間：令和２年６月１日～令和２年９月３０日

与那国町HP
https://www.town.yonaguni.okin
awa.jp/docs/2020052900019/fil
e_contents/korona5.pdf

支援金

■与那国町感染症影響対策緊急支援事業（協力金）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、売上げ及び生産活動が著しく停滞してい
るなか、島内における経済活動を支援するため、緊急支援として予算の範囲内におい
て、対象となる事業者又は個人へ緊急支援協力金を給付。
○給付対象事業：(1) 宿泊業者、(2) 飲食店業者、(3) 土産物店業者、(4) ダイビング
業者、(5) 体験施設業者、(6) レンタカー業者、(7) その他（上記以外で相当と認められる
場合）
〇対象者：令和２年３月３１日時点で町内に営業の実態のある法人、個人事業者
〇支給額：１０万円～３０万円
〇申請期間：令和２年６月１日～令和２年９月３０日

与那国町HP
https://www.town.yonaguni.okin
awa.jp/docs/2020052900019/fil
e_contents/korona5.pdf

支援金

■飲食店等緊急支援金給付事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済的な影響を受けている事業者のうち市 うるま市HP
内で営業する日本標準産業分類に定める宿泊業、飲食サービス業事業者を対象に新 https://www.city.uruma.lg.jp/kur
ashi/120/18389/18657/18784
型コロナウイルス感染防止対策緊急支援金として、20万円を給付
○申請期限：令和２年６月15日

沖縄県

うるま市

経営支援

沖縄県

うるま市

経営支援

■テイクアウト宅配支援事業
宅配等への支 外出自粛要請の影響により売上が落ち込んでいる飲食店を対象に、飲食物の宅配に うるま市HP
https://www.city.uruma.lg.jp/kur
かかる費用を市が負担
援
ashi/120/18389/18657/18785
○実施期間：令和２年５月８日～６月30日

経営支援

支援金

■生活再建支援金給付事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入が減少し、生活に
困窮した者（沖縄県社会福祉協議会の福祉資金緊急小口資金特例貸付を利用し貸付 うるま市HP
https://www.city.uruma.lg.jp/kur
認定を受けた者）に対して新型コロナウイルス感染症対策生活再建支援給付金として10 ashi/120/18389/18657/18780
万円を給付
○申請受付及び支給期限：令和２年６月15日

経営支援

宅配等への支
援

■令和2年度うるま市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金農水産業振
興支援事業
うるま市HP
https://www.city.uruma.lg.jp/kur
うるま市産の農水産物にかかる発送料金を無料にする。
ashi/120/18389/18657/19073
○対象者：対象商品を購入した者
○受付期間：令和２年６月１日から令和２年８月31日（※先着順）

沖縄県

沖縄県

うるま市

うるま市

