47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（１／11）
令和２年６月23日時点

注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

都道府県

休業要請

飲食店等の時短要請
なし
※食事提供施設(飲食店(居酒屋
を含む)、料理店、喫茶店などで
の酒類の提供は夜７時までとす
ることを要請【４月20日～５月
24日（５月16日以降は石狩振興
局管内のみ）】

【休業協力・感染リスク低減支援金】
感染拡大防止のため、道の要請や協力依頼に応じて、遅くとも４月25日から５月15日
までの期間に、施設の使用停止等に協力する事業者に支援金を支給（施設を休業する
法人に30万円、個人事業者に20万円、酒類の提供時間の短縮（19時まで）する飲食店
には法人個人問わず10万円）

北海道

遊興施設等、運動・遊戯施設、劇場等、集会・展示施設(1,000㎡超、ホテル
又は旅館は集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関
係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000
㎡超)、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校【４月20日～５月31日（５月25日
以降は以下の施設を対象外【全域】集会・展示施設のうち、博物館、美術
館、図書館【石狩振興局管内以外の地域】遊興施設等（ネットカフェ、漫画
喫茶のみ）運動・遊技施設（スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ除
く）、劇場等、集会・展示施設、商業施設）】

休業要請を行わないが、協力す
ると協力金の対象とする。
休業または、午後8時から翌朝午
前5時までの営業を自粛し午後7
時以降の酒類提供を自粛する場
合には、協力金の支給対象とな
る。【４月29日～５月６日】

【青森県新型コロナウイルス感染症感染拡大防止協力金】
・県の休業要請・協力依頼（４月29日からの対象期間の全日）に協力した県内中小企業
者（法人・個人事業主、4/28以前に開業しており営業の実態があること）を対象とし、法
人には30万円、個人事業主には20万円の協力金を支給

https://www.pref.a
omori.lg.jp/soshik
i/shoko/shoko/file
s/00-chirashi.pdf

【岩手県感染拡大防止協力金】
・県の協力要請に応じた県内の中小企業者へ対する支援一律10万円、収入が大きく減
少した飲食・小売等の事業者に30万円を上限として家賃の1/2を支援
(4/23知事会見にて言及 対象者へは県から直接通知しておりHPに詳細細記載なし）

https://www.pref.i
wate.jp/sangyoukoy
ou/sangyoushinkou/
shougyou/shougyou/
1029636.html

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスは除
く)【４月25日～５月６日】

【（仮称）宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・緊急事態措置以前に開業した営業実態があり、県の要請や協力依頼に応じて、４月
25日 からの対象期間に、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただ
ける中小企業又は個人事業主に対し、県・市町村から協力金を支給
◎支給額 １事業者当たり３０万円

https://www.pref.m
iyagi.jp/soshiki/f
ukensui/coronaviru
s-kyoryokukin.html

食事提供施設(飲食店、居酒屋、
料理店、喫茶店
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスは除
く)【４月25日～５月６日】

【秋⽥県新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌協⼒⾦】
・県の要請に応じて４月25日からの対象期間に、施設の休業（飲⻝店等の場合は営業
時間の短縮を含む）に全⾯的にご協⼒いただいた4/21以前に開業し営業実態のある
中⼩企業・個⼈事業主に１事業者当たり30万円（県内に所在する事業所が複数事業所
の場合60万円）

https://www.pref.a
kita.lg.jp/pages/a
rchive/49212

【緊急経営改善支援金】
・県からの自粛要請（４月25日からの対象期間の全期間）に協力し、経営改善の検討を
行う県内事業者（県内に県が指定する施設を有する事業者）に対し、個人事業者10万
円（事業所を賃借している場合は20万円）、法人20万円

https://www.pref.y
amagata.jp/ou/shok
okanko/110001/keie
ishienkin.html

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計８店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月10日～】
（５月15日までに、全店舗の休業を確認）
遊興施設等、劇場等、集会・展示施設、運動・遊戯施設、学習塾等(1,000㎡
超)、博物館等、ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）、商業施
設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサー
ビス業を営む店舗で1,000㎡超）【４月29日～５月６日】

青森県

岩手県

宮城県

接待飲食等営業店（風営法に定める接待飲食等営業１号営業（料理店、社交 なし
飲食店）の店舗）、運動施設・遊技場、映画館等、集会・展示施設(1,000㎡
超)、商業施設（30,000㎡超、生活必要物資販売施設以外の施設）【４月25
日～５月６日】
遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、文教施設（ただし、必要な保育
等は可）、運動・遊技施設、劇場等、集会・展示施設、博物館・ホテル等
(ホテル又は旅館は集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資
の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
で1,000㎡超)等【４月25日～５月６日】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月29日～５月
６日】

秋田県

山形県

遊興施設等、運動施設(一部の屋外施設は対象外)、遊戯施設、劇場等、集会
場・展示場等、大学・専修学校等、学習塾その他の学習支援施設、ホテル・
旅館・休憩施設等(宴会やカラオケなど集会の用に供する部分、ゲームコー
ナー等)、商業施設(生活必需物資の小売り関係以外の店舗及び生活必需サー
ビス以外のサービス業を営む店舗)【４月25日～５月６日】
キャバレーなどの接待を伴う飲食店、ライブハウス、カラオケボックス、ス
ポーツクラブ【５月７日～５月14日】

遊興施設等、劇場、映画館等、屋内運動施設に加え、県外からの人の移動・ 飲食店等に対し、夜間営業（午
県民の県内外の往来に関係する業態として宿泊施設、観光地・温泉地にある 後８時以降）の自粛要請【４月
店舗(飲食店（昼間の営業のみを含む）含む)、立寄施設、ゴルフ場、旅行業 25日～５月10日】
者、貸切バスなどの交通等【４月25日～５月10日】
接待を伴う飲食店、全国的にクラスターが発生した施設（バー等）【５月11
日～５月14日】

休業要請等に関する主な支援策
http://www.pref.hokk
aido.lg.jp/ss/ssa/kyu
ugyouyousei.html

【感染拡大防止と事業継続に取り組む事業者への支援】
５月14日に北海道が引き続き特定警戒都道府県とされたことによる追加支援策
道の休業要請（遅くとも５月19日から５月31日までの期間）に協力する事業者及び酒
類の提供時間の短縮（19時まで）する飲食店に対して10万円を支給
また、休業要請の対象外だが、月の売上が前年から1/2以下になった事業者には５
万円を支給
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都道府県

休業要請
遊興施設、劇場等、集会・展示施設、遊技施設、運動施設、文教施設、大
学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡
超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以
外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)
【４月21日～５月15日（文教施設のみ５月24日まで）】

福島県

飲食店等の時短要請
食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスは除
く)【４月21日～５月15日】

休業要請等に関する主な支援策
【福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・県の要請や協力依頼に応じて、 緊急事態措置の期間うち 少なくとも ４月２８日（火）
から５月６日（水）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
・令和２年４月２０日（月）以前に事業を開始しており、営業実態が確認できること
・福島県暴力団排除条例（平成 23 年福島県条例第 51 号）に規定する暴力団又は暴
力団員等が営業に関与する事者等ではないこと
10万円から30万円（県内の事業所を1か所賃借していれば20万円、複数箇所を賃借
していれば30万円）

https://www.pref.f
ukushima.lg.jp/upl
oaded/attachment/3
85207.pdf

【福島県新型コロナ ウイルス感染症拡大防止支援金】
・５月７日 (木)以降も継続して休業要請等に応じて施設の休止や営時間の短縮の対策
を講じ、事業再開に向けて感染防止の対策に取り組んでいること
協力金に加えて一律10万円

茨城県

栃木県

食事提供施設（飲食店、料理
店、喫茶店、和菓子・洋菓子店
など（宅配・テイクアウトを除
く）
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請【４
月22日～５月17日（ガイドライ
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計３店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月28日～５ ンの順守を前提に解除）】
月６日】
遊興施設等、劇場等、運動・遊技施設、大学・学習塾、集会場・展示施設、
商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗等)、文教施設等【４月18日
～５月24日（５月18日以降は、ガイドラインの遵守を前提に劇場等の休業要
請を解除）】
遊興施設等（接客において概ね１m以上の間隔を維持できないキャバレー、
スナック等、性風俗店、ライブハウス等）【５月25日～６月７日】

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設、運動施設、文教施
設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、宿泊施設(1,000㎡
超、行楽を主目的とする宿泊に係る事業、集会の用に供する部分に限る)、
商業施設(1,000㎡超、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サー
ビス以外のサービス業を営む店舗)【４月18日～５月15日（５月11日以降は
キャバレー等の全国的にクラスターが発生した施設を除き、県の定める施設
に応じた感染防止対策の徹底が行われた施設は対象外）】

https://www.pref.i
【休業要請に応じた事業者への協力金】
baraki.jp/shokorod
・対象施設で事業を営む方で、休業等に全面的にご協力いただいた事業者には下表の o/chusho/shogyo/do
cuments/shinseiuke
金額を支給
tsukeyoukou.pdf
自己所有10万円
賃借している対象施設が1か所20万円
賃借している対象施設が2か所30万円
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により仕事をなくされた労働者や学生
などをワンストップで総合的に支援するための体制を整備（いばらき就職支援センター
や外国人材支援センターを窓口として活用）
・雇用維持などの経営課題に直面する中小企業の相談窓口を「よろず支援拠点」（水戸
商工会議所）に集約。最大４回まで、専門家を無料で派遣。

なし
※食事提供施設(飲食店(居酒屋
を含む)、料理店、喫茶店などで
の酒類の提供は夜７時までとす
ることを要請【４月18日～５月
10日】

【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）

http://www.pref.to
chigi.lg.jp/f03/ho
udou/houdou/kyoury
okukin.html

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトを除く) 【４
月18日～５月15日】

【休業要請施設に対する「感染症対策事業継続支援金」】
・休業要請中の一定期間（４月25日(土)～）、対象施設の休業または営業時間の短縮
等を行った中小企業、個人事業者に対し、１事業者当たり20万円

https://www.pref.g
unma.jp/07/ct01_00
002.html

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月29日～５月
６日】

群馬県

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、文教施設、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設（博物館等は1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用
に供する部分に限る)、商業施設(1,000㎡超、生活必需品販売を除く)【４月
18日～５月15日】
遊興施設等、大学・学習塾等（自動車教習所、学習塾等を除く、1,000㎡
超)、文教施設、運動・遊技施設（ゴルフ練習場等を除く）【５月16日～５
月29日】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店９店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月28日～５月
６日】
○パチンコ店31店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月13日～５月
14日】

【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「民間金融機関での実質無利子･ 無担保融資」を実現
するため 、県制度融資に新たな資金を創設（国３年間に県が４年間分を上積みし最長
７年間の利子補給）
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都道府県

埼玉県

休業要請

飲食店等の時短要請

休業要請等に関する主な支援策

なし
※飲食店における酒類の提供は
夜７時までとすることを要請
【４月17日～６月16日（５月25
日以降は夜10時まで）】

【埼玉県中小企業・個人事業主支援金】
・感染拡大抑制のため４月８日から５月６日までの間、７割以上休業する県内中小企業
者・個人事業主に20万円（複数の事業所を有する場合は30万円）
※埼玉県中小企業・個人事業主追加支援金（５月１１日発表）
・緊急事態措置期間の延長に伴い、５月１２日から５月３１日分休業分への支援金とし
て１０万円
【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適切な事業を実施する業種別組合に500万円

https://www.pref.s
aitama.lg.jp/a0801
/r020131_shingatak
orona.html

なし
※飲食店における酒類の提供は
夜７時までとすることを要請
【４月18日～６月11日（５月26
日以降は夜10時まで）】

【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等への支援】
・県の休業要請に応じる企業等のうち、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に最大40万円（休業要請対象業種
は令和４月22日から令和２年５月６日までの全ての期間において要請に応じた場合、１
事業者当たり10万円に、1事業所を賃借している場合10万円、複数事業所を賃借して
いる場合20万円を加算。また、令和２年５月９日から令和２年５月30日までの全ての期
間において要請に応じた場合一律10万円を支給。休業要請対象業種でない場合は、
期間に関わらず、１事業者当たり20万円に、1事業所を賃借している場合10万円、複数
事業所を賃借している場合20万円を加算。）

https://www.chibashienkin.com/

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く) 【４月11日～５月25日】
※営業時間を朝５時から夜10時
までの間とし、酒類の提供は夜
10時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計68店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月９日～】 く) 【５月26日～６月11日】
※営業時間を朝５時から夜12時
（５月23日までに、計５店舗の休業を確認）
までの間とし、酒類の提供は夜
12時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く) 【６月12日～６月18日】

【感染拡大防止協力金】
・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
協力する中小の企業者を対象に50万円（２店舗以上有する事業者は100万円）
【感染拡大防止協力金（第２回）】
・5月7日からの緊急事態措置期間において、都の要請等に応じ、施設等の使用停止に
全面的に協力いただける中小企業、個人事業主及びNPO法人等を対象に50万円（２店
舗以上有する事業者は100万円）
【その他】
・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
最大100万円

https://www.sangyo
rodo.metro.tokyo.j
p/attention/2020/0
415_13288.html

学校等(一部は1,000㎡超の施設に限る)、大学等(1,000㎡超)、劇場等、宿泊
施設等（1,000㎡超、集会の用に供する部分に限る)、運動施設等、遊技場
等、展示施設等(1,000㎡超)、遊興施設等【４月13日～５月24日（５月16日
以降、図書館（徹底した感染防止策を講じることを前提に、事前予約による
図書の貸し出しのみ）を対象外）（５月23日以降、博物館、美術館を対象
外）】
遊興施設等（射的場、場外馬（車・舟）券場を除く）、大学、専門学校等
（1,000㎡超）、屋内運動施設、屋外水泳場、宿泊施設等（1,000㎡超、集会
の用に供する部分に限る)、学校等【５月25日～５月27日】
遊興施設等（射的場、場外馬（車・舟）券場を除く）、大学、各種学校等
（1,000㎡超）、運動施設等（スポーツジム、ヨガスタジオ、ホットヨ
ガ）、学校等【５月28日～６月４日（大学、専門学校等、学校等は５月31日
まで）】
遊興施設等（接待を伴う飲食業、ライブハウスなど）【６月４日～６月16
日】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店123店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月19日～５
月25日】

千葉県

大学等(1,000㎡超)、劇場等、集会場等(ホテル又は旅館は1,000㎡超、集会
の用に供する部分に限る)、運動施設、遊技場、博物館等 (1,000㎡超)、遊
興施設等、自動車教習所等(1,000㎡超)【４月14日～５月25日（５月22日以
降は博物館等の一部（図書館、美術館等）は対象外）】
遊興施設、運動施設、遊技場、水族館等【５月26日～５月31日】
遊興施設等（ライブハウス、キャバレー・ナイトクラブ・バー等の接待を伴
う飲食店、ダンスホール、性風俗店等）【６月１日～６月18日】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計４店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月１日～５
月６日】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月３日～５月
６日】
遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇場等、集
会・展示施設（1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に供する部分に限
る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス
以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)、文教施設【４月11日～５月31日
（５月26日以降は、展示施設（博物館、図書館、動物園等）、屋内運動施設
（ただし観客席部分は除く）、大学、専修学校等、文教施設は対象外）】
遊興施設等、遊技施設【６月１日～６月11日】
遊興施設等（ライブハウス、キャバレー・ナイトクラブ・バー等の接待を伴
う飲食店、ダンスホール、性風俗店等）【６月12日～６月18日】

東京都
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都道府県

休業要請

飲食店等の時短要請

【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（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

https://www.pref.k
anagawa.jp/docs/jf
2/coronaviruskyoryokukin/index.
html

食事提供施設(居酒屋を含む)、
料理店、喫茶店等
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)【４月22日～５月６日】

【新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
・県の協力要請に応じて、少なくとも令和2年4月24日から5月6日までの全ての期間に
おいて、施設の使用等の停止に全面的に協力する中小企業及び個人事業主に対し、１
事業者当たり10万円を支給する。
【休業要請の延長への対応】
・5月7日から5月20日までの期間、施設の使用停止等の協力要請対象となる遊興施設
等及び運動・遊技施設における事業者に対し、１事業者当たり10万円を支給する。（前
期間において協力要請に応じ、引き続き全面的に協力する事業者には上記協力金と
合わせ合計20万円を支給）
【県制度融資】
・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
の融資を行う。また、県制度融資を借り入れ、返済が始まっている方に対し、最長１年
までの返済猶予を行うなど。

https://www.pref.n
iigata.lg.jp/sec/s
angyoseisaku/jigyo
usya.html

遊興施設等、遊技施設、運動施設(一部の屋外施設は観客席部分のみ)、劇場
等、集会・展示施設、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等
(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供する部分に限
る）、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービ
ス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月23日～５月14日（５月11
日以降は博物館等については対象外）】

食事提供施設（飲食店、料理
店、喫茶店、和菓子・洋菓子
店、居酒屋等）
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)【４月23日～５月14日（５月
11日以降は酒類の提供は夜８時
までに緩和）】
酒類の提供は夜９時までとする
ことを要請【５月15日～５月28
日】

【富山県・市町村新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
・県の休業の要請等に全面的に協力される中小企業及び個人事業主に対し、県と市町
村が連携し、「協力金」を支給（支給に係る事務は県が実施）
・４月23日（少なくとも４月24日からの対象期間に、遊興施設、運動・遊戯施設、劇場、
商業施設等の事業者
・中小企業50万円、個人事業主20万円

http://www.pref.to
yama.jp/cms_sec/13
06/kj00021931.html

遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館((1,000㎡
超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設(1,000㎡超)【４月21日～５月
19日（５月15日以降は博物館等（1,000㎡超）の休業要請を解除）】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設（キャバレー等
の接待を伴う飲食店、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツジム）
【５月20日～５月31日】

食事提供施設(飲食店･居酒屋･料 【石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金】
理店･喫茶店･和菓子店･洋菓子店 ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて、施設の使用停止に全
※営業時間を朝５時から夜８時 面的に協力する中小企業に対し50万円（個人事業主の場合は20万円）
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配･テイクアウトサービスを除
く) 【４月21日～５月14日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)【４月11日～６月18日（５月
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月28日～５月 27日以降は営業時間の短縮（夜
10時まで）のみの要請）】
６日】
○パチンコ店計25店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月11日～】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店１店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月１日～５月
６日】
遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇場等、集
会・展示施設(1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に供する部分に限
る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス
以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)、文教施設【４月11日～６月18日
（５月27日以降は営業時間の短縮（夜10時まで）を要請】

神奈川県

遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商
業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外の
サービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月22日～５月６日】
遊興施設等、運動・遊技施設（一部の施設は対象外）【５月７日～５月14
日】

新潟県

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店５店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月30日～５月
６日】
〇パチンコ店４店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月13日～５月
14日】（上記のうちの４店舗へ再度の要請）
《第45条第３項の規定に基づく指示》
○パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月２日～５月
６日】

富山県

石川県

休業要請等に関する主な支援策

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月９日～５月
14日】

https://www.pref.i
shikawa.lg.jp/kiny
uu/keieishien/kans
enkakudaibousikyou
ryokukin.html
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都道府県

休業要請

福井県

遊興施設等、大学・学習塾等（1,000㎡超）、文教施設、運動・遊技施設、
劇場等、集会・展示施設、博物館等（1,000㎡超）、宿泊施設（1,000㎡超、
集会の用に供する部分に限る）、商業施設（1,000㎡超）【４月25日～５月
17日（県立恐竜博物館及び県立こども家族館を除く博物館等は５月10日ま
で）】

山梨県

長野県

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月１日～５月
６日】

岐阜県

静岡県

【中小企業休業等協力金】
・県の休業等を要請する期間（令和２年４月２５日から休業要請期間の終了日まで）に
全面的に協力した中小企業および個人事業主に対し、協力金を支給。
・休業要請に応じた中小企業 50万円、個人事業主 20万円。時短要請に応じた場合
は、それぞれの半額。

https://www.pref.f
ukui.lg.jp/doc/ken
kou/kansensyoyobousessyu/corona
_d/fil/koronataisa
ku-fukui-0529.pdf

－

－

食事提供施設
飲食店、料理店、喫茶店 等
※営業時間を夜８時から翌朝5時
までの間の営業自粛及び酒類の
提供は夜７時までとすることを
要請（宅配、テイクアウトは除
く）【４月23日～５月15日】

【新型コロナウイルス拡大防止協力金】
・県からの休業や夜間の営業時間の短縮等の要請に応じた施設管理者等に対し、市
町村と協調して30万円を支給
【新型コロナウイルス拡大防止支援金】
・感染拡大防止に向け、休業した観光・宿泊施設等管理者に対し、市町村と協調して30
万円を支給
【緊急小口資金（主に休業）の償還金の一部補助）】
・緊急小口資金の償還については、国の制度による償還免除に加え、長野県独自の支
援策として償還金の一部（最大10万円）を補助。

https://www.pref.n
agano.lg.jp/

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【４月18日～５月15日】

【岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・県からの要請に全面的に協力し、県内の事業所の休業等を行う事業者に対して１事
業者あたり50万円。なお、営業時間短縮する飲食店等も対象

https://www.pref.g
ifu.lg.jp/kinkyujuyojoho/shingata_coro
na_kyugyoyosei.htm
l

・〔第１期〕４／２５～５／６までの休業要請し、応じた事業者に協力金20万円を支給す
る。対象は、ナイトクラブ、カラオケボックス等。既に独自の休業要請と協力金支給の方
針を表明済みの市町に対しては、市町が交付対象とした日から５／６までの期間で、補
助率１／２で１事業者あたり上限額20万円。
・〔第２期〕休業要請期間を5／7～5／17とし、協力金20万円を支給。対象はナイトクラ
ブ、カラオケボックス等遊興施設とパチンコ屋等遊技施設であり、劇場、映画館、生活
必需品以外の物品を販売する商業施設等が除外された。また、市町が独自に実施す
る休業要請に対して、市町が事業者に交付した経費の１／２補助（１事業者あたり上限
額20万円）の交付金として支援。（前回（4／25～5／6）給付を受けた事業者も対象）

第１期
https://www.pref.s
hizuoka.jp/kinkyu/
covid-19kyouryokukin.html

飲食店（居酒屋含む）、料理
店、喫茶店 等
※朝５時から夜８時までの間の
営業とし、酒類の提供は夜７時
までとすることを要請（宅配・
テークアウトを除く）【４月25
日～５月10日】

劇場等、集会・展示施設、大規模集客施設及びそれに類すると認められる施 なし
設(1,000㎡超、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以
外のサービスを提供する施設)、ホテル・旅館(1,000㎡超、集会の用に供す
る部分に限る)、運動施設(屋外施設は対象外)、遊戯施設、博物館等(1,000
㎡超)、遊興施設、学習塾等(1,000㎡超)【４月20日～（博物館等は５月６日
まで。５月７日以降はこれまでにクラスターが発生した主な施設類型を除
き、県の示す基準に適合する各業界団体作成のガイドラインを遵守する施設
については個別に要請を解除。５月15日以降はクラスターが発生した主な施
設類型についても同様の措置）】
遊興施設等、運動・遊技施設、劇場等、集会、展示施設（主として観光客を
対象とする施設）、観光・宿泊施設等（主として観光客を対象とする施設）
【４月23日～５月６日】
遊興施設等（キャバレー等接待を伴うもの、ライブハウス等）【５月７日～
５月21日】

遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、文教施設、社
会福祉施設等（ただし、必要な保育等は確保）、大学・学習塾等(1,000㎡
超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供する
部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需
サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月18日～５月15日
（ただし、これまでにクラスターが発生した業種及びパチンコ店等について
は県行動指針に沿った感染防止対策の確立が確認されるまで要請継続）】

休業要請等に関する主な支援策

飲食店等の時短要請

遊興施設等、遊技施設、劇場等、運動施設(屋内)、集会・展示施設(1,000 なし
㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供する部分に限る)、商業施
設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサー
ビス業を営む店舗で1,000㎡超)、自動車教習所等（1,000㎡超）【４月25日
～５月６日】
遊興施設等、運動・遊戯施設【５月７日～５月17日】

第２期
https://www.pref.s
hizuoka.jp/kinkyu/
covid-19kyouryokukin2.html

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（６／11）
令和２年６月23日時点

注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

都道府県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

休業要請

飲食店等の時短要請

休業要請等に関する主な支援策

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【４月17日～５月14日】

【愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金】
・県からの休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力する中小事業者に対し50
万円

https://www.pref.a
ichi.jp/site/covid
19aichi/kyoryoku2.ht
ml

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
遊興施設等、学習塾等(1,000㎡超)、運動・遊戯施設、商業施設(1,000㎡
超、生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービ く) 【４月20日～５月６日】
ス業を営む店舗）【５月７日～５月14日】
遊興施設、劇場等、集会・展示施設、遊技施設、運動施設、文教施設、大 飲食店（居酒屋を含む。）、料
学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡ 理店、喫茶店等
超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係等 ※営業時間は午前５時～午後８
以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡超) 時、酒類の提供は午後７時まで
【４月23日～５月14日（５月11日以降は感染拡大防止対策の徹底を前提に、 とすることを要請（宅配・テー
文教施設、博物館等（美術館、図書館等）、1000㎡以下の大学・学習塾、ホ クアウトサービスは除く）【４
月23日～５月14日】
テル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設は対象外）】

【三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金】
・県からの休業要請・依頼に全面協力する中小企業・小規模事業者（個人事業主を含
む）に50万円
なお、営業時間短縮する飲食店等も対象

https://www.pref.m
ie.lg.jp/TOPICS/m0
031500187.htm

遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、文教施設、大
学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡
超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以
外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)等
【４月17日～５月14日】
遊興施設等、運動施設、遊技施設、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に
供する部分に限る)【５月15日～５月21日（５月19日以降は運動施設の一部
（水泳場、ボウリング場）、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集会の用に供する
部分に限る)は対象外）】
遊興施設（接待を伴うバー・パブ、キャバレー、ナイトクラブ、デリヘル
等）、運動施設（スポーツジム）【５月22日～】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月30日～５月
６日】
遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(100㎡超)、運動・遊戯施設、劇場
等、集会・展示施設、博物館等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に
限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービ
ス以外のサービス業を営む店舗で100㎡超)【４月20日～５月６日】

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊技施設、文教施設、大学・学
習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡超、集
会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係等以外の
店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡超)【４月
18日～５月15日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、ライブハウス、屋内運動施
設など）、集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設（中丹地域以北※を
除く）、1,000㎡を超える遊興施設、遊技施設、屋外の運動施設【５月16日
～５月22日】
※中丹地域以北：福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町及
び与謝野町の区域
これまで全国でクラスターが発生した施設等（キャバレー等の接待を伴う飲
食店、バー、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店、スポーツジ
ム）、大学【５月23日～５月31日（大学については５月27日まで）】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店１店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月30日～５月
６日】

https://www.pref.s
【新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金】
higa.lg.jp/ippan/s
・休業等を要請している全ての期間(４月２３日～５月６日)の内、原則、４月２５日から５ higotosangyou/syou
月６日までの全ての期間において、県の要請に応じ、休業等に協力いただける事業者 gyou/311612.html
への臨時的な支援金(中小企業に20万円、個人事業主に10万円）
https://www.pref.s
【新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金】
higa.lg.jp/ippan/s
・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県内中小企 higotosangyou/syou
業等の今後の事業活動に資する人材育成、働き方改革、新たな販路の開拓等の取組 gyou/302793.html
に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助(補助限度額５０万円、補助金申請下限額２
０万円(補助率 中小企業2/3、小規模事業者3/4))
https://www.pref.s
【雇用調整金助成金申請サポート事業】
higa.lg.jp/kensei/
・滋賀県社会保険労務士会に委託して、滋賀県雇用調整助成金申請サポートセンター koho/eを設置し、社会保険労務士による支援（電話相談・訪問支援）をきめ細かく行うことによ shinbun/oshirase/3
12376.html
り、助成金の活用を促し、雇用継続による人材確保および失業の防止を図る。

食事提供施設(飲食店(居酒屋を 【休業要請対象事業者支援費】
・京都府緊急事態措置に基づく休業要請等に協力いただいた中小企業・団体（20万
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を午前５時から午後 円）・個人事業主（10万円）に対して支援給付金を支給
８時までの間とし、酒類の提供
は夜７時までとすることを要請
(宅配・テークアウトサービスは
除く)【４月18日～５月15日】
※営業時間を午前５時から午後
10時までの間とし、酒類の提供
は午後９時までとすることを要
請(宅配・テークアウトサービス
は除く)【５月16日～５月22日】

http://www.pref.ky
oto.jp/sanroso/new
s/coronaviruskyuhukin.html?mode
=preview

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（７／11）
令和２年６月23日時点

注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

都道府県

大阪府

兵庫県

休業要請

飲食店等の時短要請

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動施設、遊技施設、文教施設、大
学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等(1,000㎡超)、ホテル又は旅館(1,000㎡
超、集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係等
以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡超)
【４月14日～５月15日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、ライブハウス、屋内運動施
設など）、集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設、1,000㎡を超える
遊興施設、遊技施設、屋外の運動施設（これら以外の施設については、府の
定める標準的対策の遵守を条件に要請解除）【５月16日～５月22日】
これまで全国でクラスターが発生した施設（キャバレー等の接待を伴う飲食
店、スナック、バー、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツジ
ム）【５月23日～５月31日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトを除く)【４月
14日～５月15日】
※営業時間を朝５時から夜10時
までの間とし、酒類の提供は夜
９時までとすることを要請(宅
配・テークアウトを除く)【５月
16日～５月22日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇４月24日以降、パチンコ店計10店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請
【４月24日～５月６日】

遊興施設等、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、運動施設、遊技施
設、劇場等、集会・展示施設（1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に供
する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生
活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で1,000㎡超)【４月15日～５月
15日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、ライブハウス、屋内運動施
設など）、集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設、1,000㎡を超える
遊興施設、遊技施設、屋外の運動施設【５月16日～５月22日】
これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設（キャバレー等の接
待を伴う飲食店、バー、カラオケボックス、ライブハウス、ダンスホール、
ダーツバー、パブ、性風俗店、スポーツジム）【５月23日～５月31日】
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店計７店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月27日～５
月６日】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店３店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月１日～５月
６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【４月15日～５月15日】
※営業時間を朝５時から夜10時
までの間とし、酒類の提供は夜
９時までとすることを要請(宅
配・テークアウトサービスを除
く)【５月16日～５月22日】

休業要請等に関する主な支援策
【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
【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）

http://www.pref.osak
a.lg.jp/keieishien/kyu
gyoshienkin/index.ht
ml

【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。
【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
【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円分のポイント等を付与。
・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）・補助率：1/2

http://www.pref.osak
a.lg.jp/shokosomu/ky
uugyouyouseigai/inde
x.html

【休業要請事業者経営継続支援事業】
・県からの休業要請、協力依頼、営業時間短縮の要請（飲食店）に応じる県内の事業
主で、かつ、令和2年4月の売上が前年同月比50％以上減少している中小法人及び個
人事業主に対し、国の持続化給付金に加え、県・市町強調による経営継続支援金の支
給手続きを進める。
〇最大の給付金：中小法人100万円、個人事業主50万円（飲食店及び旅館・ホテルに
ついては、中小法人30万円、個人事業主15万円）
〇申請受付期間：令和2年4月28日（火）～6月30日(火)【予定】※正式な審査開始は各
市町の議決後
※本支援金は県と市町双方の負担により行うことから、市町の予算の議決がなされた
後に支払

https://web.pref.hyog
o.lg.jp/sr07/kyugyosh
ien.html

http://www.pref.osak
a.lg.jp/jigyochosei/del
i-jigyosya/index.html

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（８／11）
令和２年６月23日時点

注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

都道府県

休業要請

奈良県

遊興施設、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、遊技施設、運動施設
（一部の屋外施設は観客席部分のみ）、劇場等、集会・展示施設、博物館
等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物
資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店
舗で1,000㎡超)【４月23日～５月14日】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、ライブハウス、屋内運動施設など）、
集会・展示施設（貸会議室除く）、文教施設、1,000㎡を超える遊興施設、
遊技施設、屋外の運動施設【５月15日～５月22日】
遊興施設（キャバレー等の接待を伴う飲食店、スナック、バー、カラオケ、
ライブハウス等）、運動施設（スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ）
【５月23日～】

和歌山県

鳥取県

島根県

休業要請等に関する主な支援策

飲食店等の時短要請

【奈良県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】
・県の休業要請及び営業時間の短縮に協力した中小企業に20万円（個人事業主に10
万円）

http://www.pref.na
ra.jp/55156.htm

遊興施設、劇場等、集会・展示施設、遊技施設、運動施設（一部の屋外施設 接待などを伴わない飲食店に対
は観客席部分のみ）、文教施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、博物館等、 する営業時間の短縮要請は行わ
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設（生活必需物資の ない。
小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を含む店舗で
1,000㎡超)【４月25日～５月15日（博物館は５月６日まで）】
上記施設のうち、これまで全国でクラスターが発生した施設及び類似施設
（キャバレー等の接待を伴う飲食店、ライブハウス、屋内運動施設など）、
屋外の運動施設、文教施設、1,000㎡を超える場外馬（車・舟）券場、パチ
ンコ屋、ゲームセンター【５月16日～５月22日】
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブ（以上は
客の接待を伴わないものを除く）、性風俗店、デリヘル、ライブハウス、文
教施設【５月23日～】

・県融資制度の要件緩和

https://www.pref.w
akayama.lg.jp/pref
g/060300/gyoumu/ki
nyuu/sangyoushien.
html

パチンコ店【５月２日～５月６日】

なし

－

－

なし
パチンコ店【５月２日～５月６日】
感染者が長時間利用したにも関わらず、従業員や利用者の健康確認やPCR検
査に協力が得られない１施設に対し休業要請【５月10日～５月14日】

－

－

食事提供施設
営業時間については、午前５時
から午後８時の間の営業を要請
し、酒類の提供は午後７時まで
とすることを要請。（宅配・
テークアウトサービスは除く）
【４月23日～５月14日】

【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
【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）
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
け、県独自の支援金を支給 （20万円～100万円）
【県内事業者事業継続推進】
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
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
を実施 （・補助限度額：100万円 ・補助率：補助対象経費の2/3）

https://www.wakaya
masangyo.com/2020/05
/01/新型コロナウイ
ルス感染症に係る県
独自の支援策/

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店13店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月５日～５月
６日】

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇複合型カフェ１店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月14日】

岡山県

広島県

なし

なし

－

－

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、遊技施設、運動施設、劇場等、
集会・展示施設、商業施設(1,000㎡超、生活必需物資の小売関係等以外の店
舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗)、文教施設(幼稚園は
特段の事情による受入継続が必要なものは除く)【４月22日～５月14日（５
月11日以降は自動車教習所、動物園、美術館、映画館等の施設については対
象外）】
運動施設（スポーツクラブ等）、遊興施設等（キャバレー、ナイトクラブ
等、カラオケボックス、ライブハウス等、風俗等に関する営業）【５月15日
～５月21日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請 【４
月22日～５月14日（５月11日以
降は営業時間を夜９時までに緩
和）】
※酒類の提供を夜10時までとす
ることを要請【５月15日～】

感染拡大防止協力支援金（仮称）
対象：休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する、個人事業主、中小企
業者
支給額：10万～30万円

https://www.pref.h
iroshima.lg.jp/sit
e/2019ncov/covid19support.html

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（９／11）
令和２年６月23日時点

注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

都道府県

山口県

休業要請

休業要請等に関する主な支援策

飲食店等の時短要請

なし
遊興施設、運動・遊戯施設【４月21日～５月６日】
遊戯施設（パチンコ店）【５月７日～５月15日（５月10日までは、引き続き
休業の協力を要請、5月11日以降は、土曜日及び日曜日の休業の協力を要
請）】

売り上げが落ち込む飲食店などへ一律10万円を支給するほか、宅配など新規事業を https://www.pref.y
amaguchi.lg.jp/cms
めざす中小企業には最大300万円を支援。
/a16100/kannsennsy
４月21日からパチンコ店やカラオケボックスなど県内の21種類の施設に休業を要請。事 ou/202005001.html#
1
業所数1か所で15万円、２か所以上で30万円を協力金として支給

《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店２店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【５月９日～】

徳島県

なし

香川県

遊興施設等、大学・学習塾(1,000㎡超)、運動・遊技施設、劇場等、集会・ 飲食店等の食事提供施設に夜８ 休業支援：１事業者あたり 20万円（うどん店１事業者あたり 10万円）
展示施設、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活 時以降の営業の休止を要請【4月 営業時間短縮支援：１事業者あたり 10万円
必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を 25日～５月６日】
営む店舗で1,000㎡超)、文教施設(幼稚園は特段の事情による受入継続が必
要なものは除く)、県外から多くの観光客が見込まれるうどん店【５月２日
～５月６日】

https://www.pref.k
agawa.lg.jp/conten
t/dir6/dir6_2/dir6
_2_1/w7d7f32004221
63947.shtml

遊興施設、遊技施設【４月27日～５月31日（５月11日以降は県の定める感染 なし
防止対策を講じる場合は対象外）】

https://www.pref.e
hime.jp/h30100/san
gyo/documents2.htm
l

－

・休業協力金は設けない
〇新型コロナウイルス感染症対策推進事業者支援事業費
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
対象者：2年4月13日～5月31日まで3密回避に新たに取り組む県内の中小企業者のう
ち、飲食店、食料品・医薬品・衛生用品を扱う小売店（全国チェーンの直営店舗、1,000
㎡を超える店舗は対象外） 支給額は5万円/者（1回のみ）

愛媛県

接待を伴う飲食店(風営法第２条第１項第１号に該当するもの)、カラオケ
ボックス、ライブハウス【４月24日～５月６日】

高知県

福岡県

なし

遊興施設、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校、運動施設、遊技施設、劇場
等、集会・展示施設(博物館等は1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に供
する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活
必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)等【４月14日～５月
14日】
国内においてクラスターが発生した施設（キャバレー、ナイトクラブ等の接
待を伴う飲食店、バー、カラオケボックス、ライブハウス、スポーツジム、
スポーツ教室）【５月15日～５月31日】※バーについては、５月20日に接待
を伴わないものは除くことを明記
【北九州市のみ】接待を伴う飲食店、ライブハウス※「接待」は県の定める
基準による（６月１日～６月18日）
《第45条第２項の規定に基づく要請》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を要請【４月29日～５月
６日】
《第45条第３項の規定に基づく指示》
〇パチンコ店６店舗に対し施設の使用停止（休業）を指示【５月５日～５月
６日】

○感染拡大防止協力宿泊事業者支援事業費
感染拡大防止のため、令和２年５月１～31日に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。支給額は1泊当たり5千円（上限15万円
/者）
旅館、ホテル(食事提供の場に限 １事業者30万円を基本（県20万円、市町村10万円）
る)、飲食店(居酒屋、料理店な ※現在市町村と調整中であり、市町村によっては、県分の20万円のみの支給となる可
ど
能性
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配、テークアウトサービスを除
く) 【４月24日～５月６日】
【新型コロナウイルス感染症緊急対策】
飲食店(居酒屋を含む)、料理
・国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業等（前年同月比で売上が30％～
店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時 50％減少）に現金を給付（法人：上限50万円、個人事業者：上限25万円）
までの間とし、酒類の提供は夜 ・県の制度融資における保証料全額補てんに加え、新たに無利子・無担保の特別融資
７時までとすることを要請(宅
を実施（保証料・金利０％）
配・テークアウトサービスは除 ・通販サイトを活用した県産品販売キャンペーンの実施
く)【４月14日～５月14日】
・企業、公共施設での花きの利用に対する支援

－

http://www.pref.ko
chi.lg.jp/soshiki/
151401/kyouryokuki
n.html

https://www.pref.fuk
uoka.lg.jp/contents/c
oronavirus-shienemergency.html

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（10／11）
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都道府県

休業要請

佐賀県

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、文教施設、運動・遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商
業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外の
サービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月22日～５月６日（接待を伴う飲食
店は５月20日まで）】

【佐賀型 店舗休業支援金】
飲食店(居酒屋を含む)、料理
・県からの休業や時間短縮営業の要請に応じた事業者に１店舗ごとに15万円
店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時 ・5月7日以降の休業要請に応じた事業者に１店舗ごとに15万円
までの間(酒類の提供も同様の時
間)とすることを要請（宅配・
テークアウトサービスは除く）
【４月22日～５月６日】
食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など(宅
配・テイクアウトサービスは除
く)）
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請 【４
月25日～５月６日】

【長崎県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】
・県からの休業や営業時間の短縮要請に応じた事業者を対象に、一事業者あたり30万
円
・休業要請延長に伴う5月7日以降の協力金の追加給付は行わない。

https://www.pref.n
agasaki.jp/bunrui/
hukushihoken/kansensho/co
rona_kyugyo/

長崎県

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校、遊技施設、運動施設(一部
の屋外施設は観客席部分のみ)、劇場等、集会・展示施設、博物館等、ホテ
ル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売
関係等以外の店舗又は生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で
1,000㎡超)【４月25日～５月６日】

食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店など
※営業時間を朝５時から夜８時
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請(宅
配・テイクアウトサービスは除
く) 【４月22日～５月10日】

【熊本県休業要請協力金】
・県からの休業要請に応じた事業者に対し10万円
・休業要請延長に伴う5月7日以降の協力金の追加給付は行わない。

https://www.pref.k
umamoto.jp/kiji_32
491.html

遊興施設等【５月７日～５月15日】

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

遊興施設等、大学・学習塾等(1,000㎡超)、学校、運動施設、遊技施設、劇
場等、集会・展示施設、博物館等、ホテル又は旅館（集会の用に供する部分
に限る）商業施設(生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービ
ス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超)【４月22日～５月６日（遊興施
設、遊技施設は５月10日まで。ただし、「三つの密」が避けられない遊興施
設については、５月20日まで）】

休業要請等に関する主な支援策

飲食店等の時短要請

https://www.pref.s
aga.lg.jp/kiji0037
4044/index.html
https://www.pref.s
aga.lg.jp/kiji0037
4231/index.html

【熊本県事業継続支援金】
・国の「持続化給付金」の対象外となる、売上が一定程度減少した法人事業者に最大
20万円、個人事業者に最大10万円

なし
遊技施設【４月24日～】
ただし、感染者の発生状況等を踏まえ、県外利用者の入場制限、３つの密の
回避など感染防止策を徹底する店舗については、要請の期限を５月10日まで
とする

－

－

遊興施設等、遊技施設【４月25日～５月10日】（５月11日より県独自の「強 なし
い警戒態勢」に移行）

【宮崎県休業要請協力金】
・県からの休業要請に応じた事業者を対象に、一事業者あたり10万円

https://www.pref.m
iyazaki.lg.jp/shok
oseisaku/shigoto/s
hokogyo/2020042418
0342.html
https://www.pref.k
agoshima.jp/af02/s
angyorodo/tyusyoukigyou
/koronauirusu.html

【新型コロナウィルス感染症対策休業協力金】（仮称）
遊興施設、大学・学習塾等（1,000㎡超）、学校、運動・遊技施設、劇場
飲食店（居酒屋含む）、料理
・４月25日からの対象期間に休業や営業時間の短縮に協力した事業者に対し、①中小
等、集会・展示施設、博物館・ホテル等（1,000㎡超、ホテル等は集会の用 店、喫茶店など
に供する部分に限る）、商業施設(1,000㎡超)【４月25日～５月６日】
※営業時間を朝５時から夜８時 企業20万円、②個人事業主10万円
までの間とし、酒類の提供は夜
７時までとすることを要請 （宅
遊興施設（接待を伴う飲食店等）【４月25日～５月14日】
配・テークアウトサービスは除
く）【４月25日～５月６日】

47都道府県の休業要請等及び休業要請等に関する主な支援策の内容（11／11）
令和２年６月23日時点

注：本資料は各都道府県の公表資料等をもとに農林水産省が作成したものであり、詳細は各都道府県にお問い合わせ下さい。

都道府県

休業要請
遊興施設等、大学・学習塾等（1,000㎡超）、遊技施設、運動施設、劇場
等、集会・展示施設（博物館等は1,000㎡超、ホテル又は旅館は集会の用に
供する部分に限る）、商業施設（生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生
活必需サービス以外のサービス業を営む店舗で1,000㎡超）、文教施設【４
月23日～５月20日（５月14日以降、一部遊興施設（接待・接触を伴う営業に
使用する施設）を除いて、感染対策を徹底するためのガイドラインを作成し
遵守している施設については営業再開可能。）】

沖縄県

飲食店等の時短要請
食事提供施設(飲食店(居酒屋を
含む)、料理店、喫茶店等）
※朝５時から夜８時までの間の
営業、酒類の提供は夜７時まで
とすることを要請（宅配・テイ
クアウトサービスは除く）【４
月23日～５月13日】
朝５時から夜10時までの間の営
業、酒類の提供は夜９時までと
することを要請（宅配・テイク
アウトサービスは除く）【５月
14日～５月20日】

休業要請等に関する主な支援策
【感染症防止対策緊急支援事業（飲食店）】
特措法に基づく協力要請対象事業者とはならない「飲食業」で、売上が減少している事
業者を対象に、緊急支援金10万円を支給。
※受付期間は、令和２年４月３０日（木）から同年６月１５日（月）まで
【感染症拡大防止協力金】
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、協力要請・依頼をした
翌日、４月24日から５月６日の全期間休業に応じた事業者を対象に協力金20万円を支
給
※受付期間は令和２年５月11日（月）から同年６月30日（火）まで
【感染症防止対策支援事業】
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、特措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
また 、 国等から支援を受けられない認可外保育園事業者を対象として、支援金10万
円を支給
※令和２年５月15日より受付開始（認可外保育施設については、令和２年５月１日（金）
から同年６月30日（火）まで）

（新型コロナウイル
ス感染症対策に係る
県独自の実施方針策
定について ）
https://www.pref.o
kinawa.lg.jp/20051
5.html
（沖縄県による経済
支援策）
https://www.pref.o
kinawa.lg.jp///sit
e/shoko/seisaku/ki
kaku/covid19/keizaisiensaku.
html

