
全国対象新型コロナウイルス対応支援一覧（2020年4月17日現在）

名称 地域 支給対象 支給金額 申請受付・支給開始 URL 問い合わせ 更新日

1 【持続化給付金】 全国

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50％以上減少してい
る者。
資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅
企業、中小企業、小規模事業者、フリーラ
ンス を含む個人事業者を広く対象

法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少
分を上限とします。

補正予算の成立後、1
週間程度で申請受付
を開始します。 電子申
請の場合、申請後、2
週間程度で給付するこ
とを想定しています。
※申請者の銀行口座
に振り込み

https://www.meti.go.
jp/covid-
19/pdf/kyufukin.pdf

経済産業省
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570ー783183
（平日・休日9:00～17:00）

2
【一時的な資金の
緊急貸付】

全国
（厚生労
働省）

新型コロナウイルスの影響を受け、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を必要とする世
帯※新型コロナウイルスの影響で収入の
減少があれば、休業状態になくても対象と
なります。

学校の休業、個人事業主等の特定の場
合、20万円以内・その他の場合、10万円
以内

各市町村社会福祉協
議会

受付開始3月25日から

https://www.mhlw.g
o.jp/content/00062
1220.pdf

https://www.shakyo.or.jp/networ
k/kenshakyo/index.html

3 【雇用調整助成金】

全国
（厚生労
働省）

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
事業主

4/5（中小）、2/3（大企業）
（解雇を伴わない場合は9/10（中小）3/4
（大企業））他

4月1日～6月30日
https://www.mhlw.go.j
p/content/000622441.
pdf

https://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/koyou_rou
dou/koyou/kyufukin
/pageL07.html

各都道府県のハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_10702.html

4
【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】

全国
（厚生労
働省）

令和2年2月27日から6月30日までに間に、
以下の子供の世話を保護者として行うこと
が必要になった労働者に対し、有給（賃金
全額支給）の休暇（労働基準法上の年次
休暇を除く）を取得させた事業主

有給休暇を取得した対象労働者に支
払った賃金相当額×10/10
※上限日額　8,330円

9月30日まで

https://www.mhlw.g
o.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/koyou_rou
dou/koyou/kyufukin
/pageL07_00002.htm
l

<学校等休業助成金・支援金等相
談コールセンター>
０１２０－６０－３９９９
受付時間：９：００～２１：００（土
日・祝日含む）

5

【新型コロナウイルス
感染症に関する融資
制度の拡充につい
て】

全国
（日本政
策金融
公庫）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
一時的に業況悪化を来している方であっ
て、
次の（１）又は（２）のいずれかに該当し、か
つ、中長期的に業況が回復し発展すること
が見込まれる方
（１）最近１ヵ月の売上高が前年または前々
年の同期と比較して５％以上減少している
方
（２）業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合
は、最近１ヵ月の売上高が次のいずれかと
比
較して５％以上減少している方
 ① 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の
平均売上高
 ② 令和元年 12 月の売上高

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
社会的要因等により必要とする設備資金
および 運転資金
融資限度額
国民生活事業 6,000 万円
中小企業事業 ３億円
返済期間
設備資金 20 年以内（５年以内）
運転資金 15 年以内（５年以内）

3月17日より開始
https://www.jfc.go.jp
/n/release/pdf/topi
cs_200312a.pdf

事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
（平日9時～17時）



地方自治体　新型コロナウイルス感染拡大防止協力金等支援一覧 2020/５/12更新

地域 名称 開始 延長 支給対象 支給金額 申請受付・支給開始 URL 問い合わせ 更新状況

1 北海道 休業協力・感染リ
スク低減支援金

4月20日 5月15日

・道内に施設のある中小企業・
個人事業主
・2020年4月24日以前から営業
している
・対象施設一覧に含まれる
・遅くとも4月25日～5月6日の
全期間、要請に応じている

個人事業者１事業者あたり20万円
法人事業者1事業者あたり30万円

受付期間
4月30日～7月31日
・電子申請（5月15日か
ら）
・郵送申請（4月30日か
ら）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
kz/csk/sienkin.htm

休業要請相談専用ダイ
ヤル
時間：8:45～17:30（平
日）
電話：011-206-0104、
011-206-0216

2020/5/12更新

2
北海道

（札幌市）
（仮称）休業協力・感染リスク低
減支援金実施概要

・北海道知事が休止を要請する施設を
営む個人事業主 ・北海道知事が特措
法によらない協力依頼を行う施設 を
営む個人事業主10万円

令和２年５月 1 日（金）
～  ※申請期限は未定
（北海道と調整中）

https://www.city.sapporo.jp/ke
izai/tradeinfo/shienkin/docum
ents/kyuhugaiyo_1.pdf

お問い合わせ（平日
8:45～17:15） 札幌市
経済観光局 産業振興
部 商業・経営支援担当
課  電話番号 011-
211-2372、011-211-
2362      ※4/27（月）
以降は「支援金専用ダ
イヤル」011-211-2566
まで

2020/4/24

3
北海道

（函館市）

函館市事業者等特別支援
４月２５日（土）から５月６日
（水）までの間，休業等の感染
拡大防止にご協力いただいた
事業者の方が対象

北海道知事が休止を要請または協力依
頼する施設を営む個人事業者で，休業
要請等に応じた者:10万円

令和２年第１回市議会
臨時会 （５月７日開会
予定）での議決後に，
詳細が決まり次第，市
ホームページ等で公表

https://www.city.hakodate.hok
kaido.jp/docs/2020042200051
/

函館市経済部経済企画
課 事業者等特別支援
金担当
電話0138-21-3100 ，
0138-21-3370
（平日 8：45 ～17：30
土日 ・祝日 9：00～
17：00 ）

2020/4/28

4
北海道

（釧路市）

休業等への支援制度
休業等については、遅くても令
和2年4月25日（土曜日）から開
始し、5月6日（水曜日）までの
継続が給付要件となります。

北海道知事が特措法により休止を要請
する施設（特措法施行令第11条に該当
するもの）を営む個人事業主
北海道知事が特措法によらない協力依
頼を行う施設を営む個人事業主
10万円

現在調整中につき後日
掲載

https://www.city.kushiro.lg.jp/s
angyou/b_shien/shougyou/shi
nsei/page00016.html#section6

釧路市商業労政課
月～金　8：50～17：20
0154-31-4548
0154-31-4611
0154-31-4522

2020/4/28

5
北海道

（旭川市）

旭川市の休業等事業者緊急支
援金
遅くとも4月25日（土曜日）から5
月6日（水曜日）まで
※感染症の状況により、休業等
期間が延長される場合もありま
す。

個人事業者:10万円 未定（決まり次第お知
らせします。）

https://www.city.asahikawa.ho
kkaido.jp/500/501/508/d0699
18.html

旭川市経済交流課

電話番号　0166-73-
9850
受付時間　平日8時45
分から17時15分まで

2020/4/28

地域 名称 開始 延長 支給対象 支給金額 申請受付・支給開始 URL 問い合わせ

6 茨城県 協力金 4月22日 5月17日

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月16日以前から営業
している
・対象施設一覧に含まれる
・原則、4月18日～5月6日の全
期間、要請に応じている

最大30万円
・すべての対象事業者10万円
－賃借事業所1つ：＋10万円
－賃借事業所複数：＋20万円

申請受付期間：令和２
年５月１日（金）～６月
30日（火）

郵送のみ

https://www.pref.ibaraki.jp/sho
korodo/chusho/shogyo/2020k

orona.html

埼玉県中小企業者支援
金相談窓口
受付時間：9:00~17:00
（土日祝日を含む毎日）
電話番号：029-301-
5375

2020/5/12更新

7 埼玉県中小企業
者支援金

4月13日 5月31日

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月7日以前から営業し
ている
・4月8日～5月6日の間、20日
以上休業している

・通常：20万円
・複数の事業所あり：30万円

第2弾】埼玉県中小企業・個人事業主追
加支援金の概要（5月12日～5月31日休
業分への支援金）10万円

受付期間
5月7日～6月15日

原則、電子申請（郵送
も可）

2020/5/12更新

8

埼玉県業種別組合応援金
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

500万円／組合 申請受付期間：未定
2020/4/30

受付日更新

9 千葉県 千葉県中小企業
再建支援金

4月14日 5月31日

・千葉県内に本社を有する中小
企業・個人事業主
・売上が前年同月（1月～7月の
任意のひと月）比50％以上減
・含まれる場合は、少なくとも4
月22日～5月6日の全期間、要
請に応じている

最大合計40万円
・4月22日～5月6日の全期間、要請に応
じている
－賃借している事業所がない：10万円
－賃借している事業所1つ：20万円
－賃借している事業所複数：30万円
・5月9日～5月31日の全期間、要請に応
じている
一律10万円

受付期間
5月7日～8月31日

・オンライン申請（5月
11日開始）
・郵送
※対面はなし

https://www.chiba-
shienkin.com/

千葉県中小企業再建支
援金相談センター
電話番号：0570-04-
4894
受付時間：6月まで9:00
～18:00（土日祝含む）
7月まで9:00～17:00（土
日祝除く）

2020/5/12更新

10
千葉県

（市川市）

事業者緊急支援事業臨時給付
金
令和2年4月1日（水）～令和2年
8月31日（月）の間で実施、また
は予定する取り組みを対象

上限20万円の給付 4月22日～8月31日
https://www.city.ichikawa.lg.jp
/eco01/1111000203.html

事業者緊急支援事業臨
時給付金担当
電話：047-370-3604、
047-370-3605、047-
370-3606

開設時間：午前10時～
午後4時（土曜日、日曜
日、祝日を除く全日）

2020/4/28

11 東京都
東京都感染拡大
防止協力金

4月11日 5月31日

・中小企業または個人事業主
（中小企業基本法第2条）
・都内に事業所を有する
・2020年4月10日以前から営業
している
・対象施設一覧に含まれる
・少なくとも4月16日～5月6日の
全期間、要請に応じている

最大100万円
－都内1店舗50万円
－都内2店舗以上100万円
第2弾も最大100万円

受付期間
4月22日～6月15日（第
1弾）

①オンライン提出
②郵送
③持参

https://www.tokyo-
kyugyo.com/

「東京都緊急事態措置
等・感染拡大防止協力
金相談センター」
03－5388－0567
開設時間　９時～19時
（土日祝日を含む毎日）

2020/5/12更新

13
東京都

（新宿区）

【融資】
【新型コロナウイルス感染症対
応】区独自の特別融資により、
利子と信用保証料を全額補助

貸付限度額：500万円以内
貸付期間：5年以内（据置期間6か月以
内）
年利：2.1%以下（区が全額補助）
信用保証料：全額補助

令和2年3月18日（水）
～令和2年9月30日
（水）
※令和2年9月30日
（水）までに区の面談を
受ける必要がありま
す。

https://www.city.shinjuku.lg.jp/
content/000283759.pdf

新宿区文化観光産業部
産業振興課
新宿区西新宿6－8－2
BIZ新宿4F

電話03-3344-0702
FAX:03-3344-0221

2020/4/21

14
東京都

（渋谷区）

【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）

融資限度額：500万円以内
資金用途：運転資金
貸付利率：無利子（区が利子の全額を負
担します）
貸付期間：5年以内（据え置き6か月を含
む）
信用保証料補助：なし（信用保証料は自
己負担）

令和2年3月16日（月曜
日）～9月30日（水曜
日）
融資あっせんを受ける
には、経営相談員との
融資相談が必要になり
ます（予約制）。LINEま
たは電話にて事前のご
予約をお願いします。

https://www.city.shibuya.tokyo
.jp/jigyosha/syoko_rodo_souda
n/yushijosei/corona_yushi.htm
l

産業観光課 産業振興
係
電話：03-3463-2142
受付時間：平日9時から
17時まで

2020/4/21

15
東京都
（港区）

【融資】
新型コロナウイルス感染拡大に
伴う特別融資あっせん

あっせん金額：500万円以内
利率：無利子（区が利子の全額を負担し
ます）
貸付期間：7年以内（措置1年を含む）
信用保証料本融資に伴う信用保証料を
区が全額補助

令和2年3月4日（水曜
日）~5月29日（金曜日）

https://www.city.minato.tokyo.j
p/keieisoudan/tokubetuyuusi.h
tml

月曜～金曜　午前9時
～正午、午後1時～5時
電話：03-3578-2560・
2561

2020/4/21

16
東京都

（杉並区）

【融資】
新型コロナウイルス感染症対
策特例資金（経営安定運転特
例資金・経営安定運転特例小
口資金）

経営安定運転特例資金
資金使途・限度額：運転資金700万円
貸付期間（うち据え置き期間）：7年以内
（6カ月以内）

経営安定運転特例小口資金
資金使途・限度額：運転資金700万円
貸付期間（うち据え置き期間）：7年以内
（6カ月以内）

令和2年3月12日（木曜
日）～6月1日（月曜日）

https://www.city.suginami.toky
o.jp/news/r0202/1058689.htm
l

申請される際は下記番
号にお電話にて予約を
して頂いた後、窓口へ
産業振興センター就
労・経営支援係（商工
相談担当）
電話03-5347-9182
受付日時：月曜日～金
曜日（祝日除く） 午前8
時30分～午後5時

2020/4/21

17 神奈川県
新型コロナウイ
ルス感染症拡大
防止協力金

4月11日 5月31日

・神奈川県内に事業所を有する
・2020年4月10日以前から営業
している
・対象施設一覧に含まれる
・少なくとも4月24日～5月6日の
全期間、要請に応じている

・休業要請の対象施設で休業した場合
－県内の事業所全てが自己所有：10万
円
－県内の事業所のうち１か所を賃借：20
万円
－県内の事業所のうち２か所以上を賃
借：30万円

第2弾は10万円

受付期間
4月24日～6月1日

・郵送
・電子申請（申請フォー
ム）

https://www.pref.kanagawa.jp/
docs/jf2/coronavirus-
kyoryokukin/index.html

神奈川県新型コロナウ
イルス感染症専用ダイ
ヤル
045-285-0536

2020/5/12更新

埼玉県

北海道

関東

http://www.pref.saitama
.lg.jp/a0801/r020131_shi
ngatakorona.html#kyory

oku

埼玉県中小企業者支援
金、埼玉県業種別組合
応援金相談窓口（4月
18日以降）
受付時間：平日・休日と
もに9時00分～18時00
分
電話：　048-830-8291



地域 名称 開始 延長 支給対象 支給金額 申請受付・支給開始 URL 問い合わせ

18 石川県
石川県新型コロ
ナウイルス感染
拡大防止協力金

4月21日 5月31日

・県内に事業所がある中小企
業・個人事業主
・2020年4月21日以前から営業
している
・対象施設一覧に含まれる、ま
たは、
営業時間の短縮要請（※）を受
けた食事提供施設
・4月21日～5月6日の全期間、
要請に応じている

・中小企業:50万円
・個人事業主:20万円

受付期間
4月30日～6月1日

・郵送
・WEB（5月中旬以降予
定）

https://www.pref.ishika
wa.lg.jp/kinyuu/keieishie
n/kansenkakudaibousiky
ouryokukin.html

協力金・中小企業支援
相談センター
開設期間：4月20日～5
月6日
開設時間：9時～18時
電話番号：076-225-
1920
メール：
kyouryokukin@pref.ishik
awa.lg.jp

2020/5/12更新

19 岐阜県

岐阜県新型コロ
ナウイルス感染
症拡大防止協力
金

4月18日 5月31日

・県内に施設がある中小企業・
個人事業主
・2020年4月18日以前から営業
している
・対象施設一覧に含まれる
・4月18日～5月6日の全期間、
要請に応じている

　１事業者あたり５０万円

受付期間
4月23日～5月20日

・郵送
・オンライン

https://www.pref.gifu.lg.jp/kink
yu-juyo-
joho/shingata_corona_kyugyoy
osei.html

　「協力金」の専用相談
窓口（コールセンター）
　０５８−２７８−２５５１
（８：３０〜１７：１５）
　※当面の間、平日、土
日祝日も相談に対応し
ます。

2020/5/12更新

20 愛知県

愛知県・市町村
新型コロナウイ
ルス感染症対策
協力金

4月18日 5月31日

・県内の中小企業・個人事業主
・対象施設一覧に含まれる
・4月17日～5月6日の全期間、
要請に応じている
（期間は弾力的に応じる、少なく
とも23日から休業等）

50万円（1事業者あたり）
受付期間

5月中旬～6月中（予定）
https://www.pref.aichi.jp/site/
covid19-aichi/kyoryoku2.html

愛知県・新型コロナウイ
ルス感染症「県民相談
総合窓口」コールセン
ター
電話052－954－7453
開設時間　9時～17時
（土日祝日を含む毎日）

2020/5/12更新

21
愛知県

（豊橋市）

豊橋市新型コロナウイルス感
染症対策協力金（豊橋市独自
分）
2020年5月1日（金曜日）～5月6
日（水曜日)

1事業者あたり25万円（市内に複数の事
業所を持つ場合も申請は一度のみ）

未定（決定次第お知ら
せ）

https://www.city.toyohashi.lg.j
p/item/75505.htm

産業部 産業政策課
電話番号/0532-51-
2640 E-mail/
sangyoseisaku@city.toy
ohashi.lg.jp

2020/4/28

22
愛知県

（蒲郡市）

蒲郡市新型コロナウイルス感
染症対策協力金

休業等の開始日4月19日（日曜
日）から24日（金曜日）までに開
始

１事業者２５万円
申請受付期間：ただいま
調整中

https://www.city.gamagori.lg.jp
/unit/kankoshoko/kyuugyou-
gamagori.html

観光商工課商工労政担
当
〒443-8601 愛知県蒲
郡市旭町17番1号
Tel：0533-66-1119
Fax：0533-66-1188

2020/4/28

23
愛知県

（犬山市）

犬山市新型コロナウイルス感
染症対策協力金（犬山市独自
分）

令和2年4月22日（水曜日）～令
和2年5月6日（水曜日）

1事業者あたり15万円（市内に複数の事
業所を持つ場合も1申請のみ）

令和2年4月28日（火曜
日）から6月30日（火曜
日）まで

https://www.city.inuyama.aichi
.jp/jigyo/kigyoshien/1006660.h
tml

経済環境部 産業課 商
工担当
電話:0568-44-0340 犬
山市役所 本庁舎3階

2020/4/28

24
愛知県

（尾張旭市）

尾張旭市休業協力金

休業要請期間4月19日（日曜
日）～5月6日（水曜日）

1事業者25万円（尾張旭市休業協力金の
対象）

「愛知県市町村事業」において交付され
る50万円と重複して交付を受けることは
できません。

詳細は決まり次第、当
ページに記載

https://www.city.owariasahi.lg.j
p/kurasi/sangyou/shoukou/ky
ugyokyouryoku.html

産業課商工係
電話：0561-76-8132

2020/4/28

25
愛知県

（蟹江市）

蟹江町新型コロナウイルス感
染症対策協力金（蟹江町独自
分）

休業等の期間令和２年４月25
日（土曜日）～令和２年５月６日
（水曜日）

１事業者あたり25万円

※町内に複数の事業所を持つ場合も１申
請のみ
※愛知県・市町村事業の交付金（50万
円）が支給された事業者には重複して支
給されません。

５月中旬以降（決定次第
お知らせ）

https://www.town.kanie.aichi.jp
/site/kansen/kyuugyou.html

ふるさと振興課
商工観光係、労政係、
町民交流係、協働推進
係、統計係
Tel：0567-95-1111
Fax：0567-95-9188

2020/4/28

中部



地域 名称 開始 延長 支給対象 支給金額 申請受付・支給開始 URL 問い合わせ

26 京都府
京都府休業要請
対象事業者支援
給付金

4月18日 5月31日

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月17日以前から営業
している
・対象施設一覧に含まれる
・遅くとも4月25日～5月6日の
全期間、要請に応じている

・中小企業：20万円
・個人事業主：10万円

受付期間
5月7日～6月15日

・WEB申請
・郵送申請

http://www.pref.kyoto.jp/sanro
so/news/coronavirus-
kyuhukin.html

京都府緊急事態措置
コールセンター
受付時間：9:00～18:00
（平日のみ）
電話番号：075-414-
5907

2020/5/12更新

27 大阪府 休業支援金 4月14日
5月31日
(5月15日

判断)

・府内に主たる事業者がある中
小企業・個人事業主
・2020年3月31日以前から営業
している
・4月売上が前年同月比で50%
以上減
・4月14日～5月6日の期間、要
請に応じている
（準備期間を考慮し、4月21日
以降、休業していれば対象）
・休業を要しない飲食店・料理
店・喫茶店等についても、
営業時間を短縮（※）する場合
は対象

4月売上前年比50%以上減
・中小零細企業：一律100万円
・個人事業主：一律50万円
（府と市町村で1/2ずつ負担）

受付期間
4月27日～5月31日

・WEB
・郵送

http://www.pref.osaka.lg.jp/kei
eishien/kyugyoshienkin/index.
html

休業要請支援金相談
コールセンター
開設時間：9時～19時
（土日祝日を含む毎日）
電話番号：06-6210-
9525

2020/5/12更新

28
大阪府

（河内長野市）

新型コロナウイルス感染症の
影響による休業要請に伴う河
内長野市独自の事業者への支
援金
 大阪府休業要請支援金の交
付を受けておらず、前年同月比
で売上高が一定以上
  減少している市内事業者（減
少率については大阪府休業要
請支援金の交付基準
  に準ずる）

中小企業２５万円
個人事業主１０万円

申請方法等は5月7日
以降にお知らせ

https://www.city.kawachinaga
no.lg.jp/soshiki/16/40793.html

【問い合わせ】
河内長野市 環境経済
部 産業観光課
 (☎0721－53－1111、
内線 475)

2020/4/24
HPアドレス変更
申請方法公開

29 兵庫県 経営継続支援金 4月15日 5月31日

・県内に事業者がある中小企
業・個人事業主
・2020年3月1日以前から営業
活動を行っている
・4月売上が前年同月比で50%
以上減
・下記いずれかの要請に応じて
いる
(1) 対象施設一覧に含まれる休
業要請
(2) 特措法に拠らない協力依頼
(3) 営業時間の短縮要請（※）

・中小企業：100万円
・個人事業主：50万円

受付期間
4月28日～6月30日（予
定）

・郵送
・電子申請

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr
07/kyugyoshien.html

お問い合わせ専用ダイ
ヤル
078-362-9921（平日9
時00分～18時00分）

2020/5/12更新

地域 名称 開始 延長 支給対象 支給金額 申請受付・支給開始 URL 問い合わせ

30
福岡県

（福岡市）

福岡県　福岡市 緊急事態宣言
に伴う事業継続に向けた店舗
への家賃支援
【対象者】
福岡県の協力要請を受けて、
緊急事態宣言の4月7日から5
月6日の間に概ね15日以上休
業した施設や時間短縮営業し
た飲食店など（中小企業・小規
模事業者）が対象です。

１か月分の家賃の8割（上限50万円）
を支援するもので，緊急事態宣言中の
期間，１回のみ

申請時期５月中旬の予
定

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

店舗への家賃支援お問
い合わせダイヤル
　電話番号：092-401-
0019（受付時間　平日
9：00-18：00）

2020/5/12更新

31
福岡県

（北九州市）
緊急事態宣言に伴う北九州市
独自の緊急経済支援策

店舗への家賃支援
対象施設数:約1万施設
補助率:5分の4
補助上限額:40万円

現在検討
https://www.city.kitakyushu.lg.j
p/san-kei/09901239.html

産業経済局　緊急経済
対策室　093-582-2299

2020/4/30

32
福岡県

（筑後市）

筑後市新型コロナウイルス感
染拡大防止休業支援金

令和2年4月23日〜令和2年5月
6日の期間において、すべての
日に休業していただいた事業
主

1事業主につき一律10万円
申請受付期間：令和２
年４月27日（月）〜５月
18日（月）

https://www.city.chikugo.lg.jp/j
igyou/_2256/_6126/_27178.ht
ml

筑後商工会議所
電話：0942-52-3121
FAX：0942-53-6508

2020/4/30

近畿

九州・沖縄
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7 岩手県

【融資】
岩手県新型コロナウイルス感
染症対策資金

融資限度額：８千万円以内融資期間10
年以内（据置期間２年以内）
融資利率 ：固定金利年1.4％以内変動金
利年1.2％以内（融資時点の利率） ・融資
実行後、融資を行った金融機関の短期プ
ライムレートが変動した場合 は、その変
動幅分が変動
保証料率：年0.4％ ※ 原則として岩手県
信用保証協会の信用保証を付します。
担保金融機関の所定の条件： 保証人原
則として法人における代表者を除き不要

令和２年４月１日から
令和３年１月 31 日ま
で

https://www.pref.iwate.j
p/_res/projects/default_
project/_page_/001/027
/737/020401-
10coronavirus_ri-hu.pdf

岩手県 商工労働観光
部 経営支援課 金融担
当
電話019-629-5542
FAX：019-629-5549
Mail：
AE0002@pref.iwate.jp
ＨＰ：岩手県公式 HP
（https://www.pref.iwat
e.jp/）から「制度融資」
で検索

2020/4/23

8 宮城県
（仮称）宮城県新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止協力金に
ついて

第7回宮城県新型コロナウイルス感染症対
策本部会議の決定を踏まえ，県内で施設を
運営する中小の事業者のうち，
県からの要請や協力依頼に応じて，施設を
全面的に休業する者又は営業時間の短縮を
行う飲食サービス業を営む者

１事業者当たり一律３０万円

申請の受付開始日時
や申請書類等について
は、決まり次第、ホー
ムページ等を通じてお
知らせ

https://www.pref.miyagi.jp/sos
hiki/fukensui/coronavirus-
kyoryokukin.html

宮城県緊急事態宣言
相談ダイヤル
電話番号：022-211-
3332
受付時間：平日9時～
18時
※4月25日（土曜日），4
月26日（日曜日）は開
設しています。

2020/5/12更新

9
宮城県

（仙台市）

令和2年4月25日（土曜日）から
同年5月6日（水曜日）までの期
間、施設を全面的に休業

1事業者当たり40万円
（2施設以上有する場合には80万円）

https://www.city.sendai.jp/kika
kushien/kyoryokukin.html

緊急事態宣言相談ダイ
ヤル
電話：022-211-3332（9
時から18時まで）

2020/4/28

10
宮城県

（気仙沼市）
市独自の事業者支援策 県協力金に一律10万円を上乗せ支給

支給の時期等,詳細が
決まりましたら,また改
めてお知らせ

https://www.kesennuma.miyagi.
jp/sec/s080/20200304181119.
html#%E5%B8%82%E7%8B%AC%
E8%87%AA

2020/4/28

12 山形県

【融資】
山形県商工業振興資金融資制
度
①新型コロナウイルスの影響に
より、最近１か月の売上高が前
年同期に比  して減少し、かつ
以後２か月の売上高が前年同
期に比して減少すること  が想
定される中小企業者 ②新型コ
ロナウイルスの影響により、最
近１か月の売上高が前年同期
に比  して30％以上減少し、か
つ以後２か月間を含む３か月間
の売上高が前年  同期に比し
て30％以上減少することが想
定される中小企業者 ※①、②
ともに小規模企業者、個人事業

利率：①年1.6％(固定) ②無利子
貸付限度額：5,000万円
※ただし、新型コロナウイルスの影響に
より、最近１か月の売上高が前年同 期に
比して50％以上減少し、かつ以後２か月
間を含む３か月間の売上高が前 年同期
に比して30％以上減少することが想定さ
れる中小企業者の方は１億円
貸付期間：10年以内(うち据置２年以内)

①令和２年２月25日か
ら当分の間
②令和２年３月16日か
ら令和２年８月31日ま
で

https://www.pref.yamag
ata.jp/ou/shokokanko/1

10013/folder-
kinyu/chirasi.pdf

◎山形県産業労働部
中小企業振興課内「新
型コロナウイルスに関
する特別金融相談窓
口」
 （受付時間：平日8:30
～17:15） TEL:023-630-
2359  FAX:023-630-
3267

2020/4/21

13 秋田県
秋田県新型コロナウイルス感
染症拡大防止協力金 4月25日

5月6日
(一部5月14日)

＜要件＞
４月２５日から５月６日の期間中に、休業等
の要請に全面的にご協力いただくこと。
令和２年４月２１日以前に開業しており、営
業の実態がある事業者であること。
県内の事業所の休業等を行った場合である
こと。（県外に本社がある事業者も対象）
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。
※全面的な協力とは、４月２５日午前０時か
ら５月６日までのすべての期間において、休
業等にご協力いただくことをいいます。

１事業者あたり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）

受付期間
５月７日（木）～６月１５
日（月）

https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/archive/49212

秋田県新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止協
力金相談コールセン
ター
電話018-860-5071
※ＩＰ電話を使用してい
るため、他の問い合わ
せに対応中の場合で
も、呼び出し音が聞こえ
ます。
　大変恐れ入りますが、
５コール以上お待ちい
ただいても繋がらない
場合は、お時間を空け
てから改めてお電話く
ださい。
受付時間等：午前９時０
０分から午後５時００分
（土日・祝日含む）

2020/5/12更新

14
秋田県

（秋田市）
新型コロナウイルス感染症拡
大防止協力金

県が実施する協力金に上乗せする形で、
県が対象としている施設の協力事業者に
対して、1事業者あたり20万円、2施設以
上有する事業者に40万円の支給

https://www.city.akita.lg.jp/bos
ai-kinkyu/1024875.html

商工貿易振興課　018-
888-5726（平日午前8
時30分から午後5時15
分まで）

2020/4/28

15 三条市事業継続等支援補助金

・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
国の助成対象とならない部分を上乗せ補
助

・店舗賃借料補助
 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(上限10万円)

・固定資産税等額補助
国の持続化給付金の支給要件に該当す
る事業者が入居する店舗等の貸主のう
ち、当該店舗の賃料の1/4を免除する措
置を講じた者の貸出物件、又は事業者が
所有する物件の固定資産税相当額の一
部を補助

・水道料金等補助
国の持続化給付金支給要件に該当する
事業者で、賃貸物件又は自身が所有す
る物件において事業を営む者に対し、事
業を営む物件の上下水道料金相当額を

受付期間 令和2年4月
23日（木曜日）から令
和2年7月31日（金曜
日）まで

2020/4/30

16 【融資】
持続化給付金前借り支給

・持続化給付金前借り支給
融資上限額：法人200万円   個人100万
円

国の持続化給付金の支給要件に該当す
る事業者に対し、給付金の支給までの
間、給付金相当額を上限額とした前借り
支給を三条信用金庫及び三條信用組合
の融資を通じて行います。

受付期間 令和2年4月
23日（木曜日）から令
和2年12月30日（水曜
日）まで

2020/4/30

17 福島県
福島県新型コロナウイルス感
染症拡大防止協力金交付事業
（概要）

4月21日 5月31日

県内に本所又は支所のある法人及び個人事
業主（以下「事業者等」という。） ※ 別表「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」のとおり。

最大30万円
・すべての対象事業者10万円
－賃借事業所1つ：＋10万円
－賃借事業所複数：＋20万円

申請開始時期、申請方
法など制度の詳細につ
きましては、補正予算
成立後に公表

http://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/32011a/covid19kyouryok
ukin.html

０２４－５２１－８６４３
（福島県緊急事態措置
コールセンター）
　平日　午前９時～午
後６時
　土日祝祭日　午前９
時～午後６時

2020/5/12更新

東北

秋田県
（三条市）

https://www.city.sanjo.niigata.j
p/soshiki/keizaibu/shokoka/12
212.html

経済部 商工課 商工係
電話：0256-34-5610 (直
通) FAX： 0256-36-5111



19 栃木県 新型コロナウイルス感染拡大
防止協力金

4月18日
5月10日
(一部5月31日)

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月17日以前から営業活動を
行っている
・4月21日～5月6日の全期間、休業した
（ホテル・旅館は4月28日～）

最大30万円
・すべての対象事業者に10万円
－賃借している事業所1つ：＋10万円
－賃借している事業所複数：＋20万円

受付期間
5月7日～6月30日

郵送またはインター
ネット
※持参不可

https://tochigi-
kyoryokukin.com/

新型コロナウイルス感
染拡大防止協力金受
付センター
受付時間：9:00~17:00
（土日祝日を含む）
電話番号：028-680-
7145

2020/5/12更新

20
栃木県

（日光市）

日光市新型コロナウイルス感
染拡大防止協力金
4月25日（土曜日）から5月6日
（水曜日）まで全期間休業

一律10万円
申請受付期間： ５月７
日（木）から

https://www.city.nikko.lg.jp/sho
ukou/coronavirus.html

日光市観光経済部商
工課：0288-21-5136

2020/4/28

21
栃木県

（那須鳥山市）

那須烏山市新型コロナウイル
ス感染拡大防止協力金
４月２９日（水）から５月６日
（水）までの間休業

１事業者につき一律１０万円

本協力金の申請方法
及び受付時期等につ
いては、決定次第、掲
載

http://www.city.nasukarasuyam
a.lg.jp/index.cfm/11,44147,71,ht
ml

那須烏山市商工観光
課商工振興グループ
TEL：0287-83-1115
受付時間　平日　午前
８時３０分～午後５時１
５分

2020/4/28

22

国「持続化給付金」までの「つな
ぎ」支援

国の「持続化給付金」の対象と
なるが、国の給付金が支給され
るまでの事業継続が困難な事
業者を支援
売上高が前年同月比50％以上
減少した事業者

法人10万円
個人事業主5万円

申請期間
令和2年4月24日から
令和2年5月15日まで

2020/4/30

23

国「持続化給付金」対象外事業
者への支援

国の「持続化給付金」の対象と
ならないが、影響を受けている
事業者を支払能力の逓減割合
に応じて段階的に支援
売上高が前年同月比20％以上
50％未満減少した事業者

法人
30％以上50％未満　　50万円
20％以上30％未満　　25万円

個人事業主
30％以上50％未満　　25万円
20％以上30％未満　　12万5千円

申請期間
令和2年4月24日から
令和3年1月15日まで

2020/4/30

24 群馬県 休業要請施設に対する「感染
症対策事業継続支援金」

4月18日 5月31日
休業要請中の一定期間（４月２５日(土)～５
月６日（水））、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

１事業者あたり　20万円

申請期間

５月１３日（水）か

ら６月１５日（月）

まで

オンライン申請

郵送申請（申請書類

の配布は５月１３日

（水）から）

https://www.pref.gunma.jp/07/
ct01_00002.html

群馬県感染症対策事
業継続支援金受付セン
ター（仮称）（※５月１３
日（水）開設予定）
電話：027-226-2731
メール：
sangyo@pref.gunma.lg.jp

2020/5/12更新

35 静岡県 静岡県新型コロナウイルス感
染拡大防止協力金

4月25日 (一部5月17日)

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月26日以前から営業活動を
行っている
・対象施設一覧に含まれる
・4月27日～5月6日の全期間、休業また
は営業時間短縮

50万円

受付期間
5月7日～5月29日

電子申請または郵送
※持参不可

https://www.pref.shizuoka.jp/ki
nkyu/covid-19-
kyouryokukin.html

静岡県新型コロナウイ
ルス感染拡大防止協力
金相談センター
電話：050-5371-1191
050-5371-1192
開設時間：9時～17時ま
で
（土日祝日を含む）

2020/5/12更新

36
静岡県

（静岡市）

静岡市の休業要請に基づく「新
型コロナウイルス感染拡大防
止協力金」
令和2年4月27日（月）から5月6
日（水）までのすべての期間に
おいて休業要請に協力

1事業者あたり50万円　※ただし2事業所
以上を有する事業者は100万円

・申請受付期間：令和2
年5月7日（木）～6月30
日（火）
・協力金の支給：5月中
旬以降（予定）

https://www.city.shizuoka.lg.jp/
553_000080.html

新型コロナなんでも相
談ダイヤル（4月24日の
正午開設）
受付：9：00～20：00（毎
日）
電話：0570-08-0567

2020/4/28

37
静岡県

（藤枝市）

藤枝市協力金
令和2年4月27日（月曜日）まで
に休業を開始していただければ
協力金交付の対象

1事業者につき30万円

・申請受付期間 5月7
日（木曜日）から6月30
日（火曜日）
・協力金は5月下旬か
ら順次支給予定

https://www.city.fujieda.shizuo
ka.jp/kinkyu/14633.html

商業観光課
〒426-0026 静岡県藤
枝市岡出山2-15-25 藤
枝市役所南館2階
電話：054-643-3078
ファックス：054-631-
9082

2020/4/28

38
静岡県

（湖西市）
湖西市新型コロナウイルス感
染症対策協力金

50万円（1事業者あたり）

申請受付期間：令和2

年4月21日（火）～5

月6日（水）

https://www.city.kosai.shizuoka
.jp/kinkyu/8296.html

産業振興課 053-576-
1215

平日 8時30分～17時15
分

2020/4/30
申請期間更新

39
静岡県

（富士市）

新型コロナウイルス感染拡大
防止協力金
4/29-5/6店舗使用中止

30万円（2店舗以上は50万円）
申請受付期間：令和２
年４月28日（火）～５月
15日（金）

https://www.city.fuji.shizuoka.j
p/sangyo/c0407/rn2ola000002
hfob.html

商務労政課
0545-55-2907

2020/4/30

40
静岡県

（磐田市）

休業要請と協力金支給
要請期間中、4月27日（月曜）か
ら5月6日（水曜）までの期間に
おいて休業を実施

10万円
申請受付期間：令和２
年５月７日（木）～６月
30日（火）

https://www.city.iwata.shizuoka
.jp/bousai_anzen/kansenshou/
1007876/1008148.html

産業部　経済観光課
時間：午前8時30分～
午後5時15分
電話：0538-37-4819
ファクス：0538-37-5013

2020/4/30

41
静岡県

（袋井市）
袋井市の休業要請に基づく協
力金

10万円
令和2年5月11日（月曜
日）～令和2年6月30日
(火曜日）

https://www.city.fukuroi.shizuo
ka.jp/kurashi/soshiki/14/03/te
ate/1587521744860.html

産業政策課産業労政
室
電話：0538-44-3136

2020/4/30

42 新潟県 休業要請（４月24日～５月６日）
に係る協力金

4月22日 (一部5月20日)

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止す
るため、新潟県が行った「新型コロナウイル
ス感染拡大防止のための施設の使用停止
等の協力要請」に応じ、施設の休止や営業
時間の短縮等に協力していただいた県内の
中小企業等に対し、協力金を支給します。

１０万円
第2弾は10万円

申請期間
５月１１日（月）から６月
３０日（火）まで

（１）オンライン申請
 （２）郵送

https://www.pref.niigata.lg.jp/s
ec/sangyoseisaku/sikyu.html

新潟県緊急事態措置・
協力金相談センター
受付時間 9時～19時
（土日祝日を含む）
電話：025－280－5222

2020/5/12更新

43 富山県 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

4月23日
5月10日

(一部5月31日)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、県が休業等をお願いしている事業者の
皆様に対し、県と市町村が連携して、「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」を支給いたします。

中小企業５０万円
個人事業２０万円

受付期間５月７日（木）
から同月21日（木）まで

郵送

http://www.pref.toyama.jp/cms
_sec/1306/kj00021931.html

富山県新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止協
力金コールセンター
開設：４月２２日
電話：076-444-5591
時間：９時～５時

2020/5/12更新

45 福井県

中小企業休業等協力金（新型
コロナウイルス感染症拡大防
止の休業要請等に係る協力
金）

4月25日
5月10日

(一部5月20日)

「新型コロナウイルス感染拡大にかかる福井
県緊急事態措置」（以下「福井県緊急事態措
置」という）により、休業等の要請を受けた施
設を運営する中小企業および個人事業主が
対象

・中小企業：一律50万円
・個人事業主：一律20万円

受付期間
４月３０日（木）から５月
２７日（水）まで

申請書類を次の宛先
に「簡易書留など郵便
物の追跡ができる方
法」で郵送

https://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/sinsan/kyoryokukin.html

福井県緊急事態措置
コールセンタ-
専用ダイヤル：0776-
20-0766
　受付時間：9：00～18：
00（土日・祝日も実施）

2020/5/12更新

46 長野県

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

4月23日 (一部5月31日)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
の長野県における緊急事態措置等に伴い、
休業要請等に応じた事業者に対して協力金
等を支給します。
取扱いは、使用停止等の準備期間を考慮
し、県が施設の使用停止（休業）等要請を行
う4月23日（木曜日）から緊急事態宣言発令
の期間（5月6日（水曜日）まで）において、原
則として4月24日（金曜日）から5月6日（水曜
日）までの全期間協力いただける事業者に
支給します。

協力金：県20万円、

市町村10万円の計30万円

受付期間
令和2年5月7日(木曜
日) ～ 同年5月22日
(金曜日)
※5月22日（金曜日）の
消印有効

郵送

https://www.pref.nagano.lg.jp/s
ansei/sangyo/shokogyo/covid1
9kyoryoku.html

「新型コロナウイルス拡
大防止協力金等」受付
担当
　電話番号　026-235-
7382
　受付時間　午前9時か
ら午後5時（土、日、祝
日も開設）

2020/5/12更新

中部

関東

栃木県
（宇都宮市）

https://www.city.utsunomiya.to
chigi.jp/sangyo/sangyo/chusho
kigyo/1023357.html

新型コロナウイルス感染
症緊急経済対策コールセ
ンター
電話:028-632-5209　（平
日　午前9時から午後5時
まで）



54 三重県 三重県新型コロナウイルス感
染症拡大阻止協力金

4月20日
(一部

5月31日)

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月20日以前から営業活動を行って
いる
・対象施設一覧に含まれる
・4月20日～5月6日の全期間、休業または営
業時間短縮

１事業者あたり一律50万円

受付期間
4月27日～5月22日

郵送のみ
※持参不可

https://www.pref.mie.lg.jp/SHI
NSAN/HP/m0143000160_0000
1.htm

新型コロナウイルス感
染症拡大阻止にかかる
休業要請相談窓口
受付時間：9:00~17:00
（土日祝日を含む）
電話番号：059-224-
2335

2020/5/12更新

55 滋賀県 感染拡大防止臨時支援金 4月23日
5月10日

(一部5月31日)

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月23日以前から営業している
・対象施設一覧に含まれる
・遅くとも4月25日～5月6日の全期間、要請
に応じている

中小企業に20万円、
個人事業主に10万円

受付期間5月7日～

郵送または電子申請

https://www.pref.shiga.lg.jp/ipp
an/shigotosangyou/syougyou/
311523.html

滋賀県緊急事態措置
コールセンター
受付時間：9:00~18:00
（平日のみ、GW中は一
部受付）
電話番号：077-528-
1344

2020/5/12更新

60 奈良県 感染拡大防止臨時支援金 4月23日 5月31日

・県内の中小企業・個人事業主
・2020年4月24日以前から営業している
・対象施設一覧に含まれる
・4月25日～5月6日の全期間、要請に応じて
いる

  個人事業主　10万円
　中小企業　　20万円

受付期間
4月28日～6月1日

郵送のみ
※持参不可

http://www.pref.nara.jp/55156.
htm

奈良県緊急事態措置
コールセンター
受付時間：9:00~21:00
（平日、5月6日までは毎
日）
電話番号：0742-27-
3600

2020/5/12更新

61
奈良県

（大和高田市）
大和高田市新型コロナウイル
ス感染症拡大防止協力金

・中小企業　　10万円
・個人事業主　 5万円

申請受付期間：未定
http://www.city.yamatotakada.
nara.jp/topics/oshirase/post-
846.html

大和高田市新型コロナ
ウイルス感染症対策本
部
TEL:0745-22-1101(内
線328,329)

2020/4/30

62 広島県 広島県感染拡大防止協力支援
金

4月22日
5月10日

(一部5月31日)

・県内の中小企業・個人事業主
・対象施設一覧に含まれる
・4月22日～5月6日の全期間、要請に応じて
いる

中小企業者 (雇用者がいる事業者)
食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維
持) … 30万円 (2店舗以上有する事業者
50万円)

中小企業者 (雇用者がいない事業主)
食事提供施設以外 (休業) … 20万円

受付期間
4月30日～6月1日

・郵送
・メール

https://www.pref.hiroshima.lg.jp
/site/2019-ncov/covid19-
support.html

広島県商工労働局　協
力支援金センター
受付時間：9:00~17:00
（土日祝日を含む）
電話番号：082-513-
2828

2020/5/12更新

63 高知県 高知県休業等要請協力金（仮
称）

4月24日 なし

「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」に基づき、休業等を要請
する期間中（令和２年４月２４日から５月６日
まで）に、休業等にご協力いただいた次の事
業者（ただし、中小企業及び個人事業主であ
り、かつ、４月２２日以前に開業しており、営
業実態がある者に限ります。）

最大30万円
（県20万円、市町村10万円）
※市町村によっては県20万円のみ

申請手続等の詳細に
ついては、４月３０日
（木）を目途に公表

http://www.pref.kochi.lg.jp/sos
hiki/151401/2020042200181.ht
ml

高知県商工労働部内に
「協力金相談窓口」を設
置（４月２３日（木）～）
電話：088-823-9063
受付時間：９時から１７
時まで　※当面の間、
土日、祝日もご相談を
お受けします。

2020/4/20

64 愛媛県

愛媛県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
愛媛県では、新型コロナウイル
ス感染症の影響に伴う休業に
より、愛媛労働局長から「雇用
調整助成金」の支給決定を受
けた事業主に対し、標記助成
金を上乗せ助成して、雇用の安
定及び事業活動の継続を支援

休業手当総額の10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、
次の金額を助成（1事業所当たり年100万
円を上限）

【助成金の額】
県助成金の額
中小企業:国の支給決定金額の20分の3
の額
大企業：国の支給決定金額の5分の1の
額

愛媛労働局の相談窓
口（089-987-6370）へ
お問い合わせをする

https://www.pref.ehime.jp/h30
580/koronakoyouijijosei/korona
koyouijijosei.html

〒790-8570
愛媛県松山市一番町4
丁目4-2
愛媛県経済労働部産
業人材室
電話：089-912-2505
FAX：089-912-2508

2020/4/24

65 香川県 香川県感染拡大防止協力金 4月25日 なし

令和2年4月25日から令和2年5月6日までの
間、休業要請（協力依頼）にご協力いただい
た中小企業及び個人事業主

制度の詳細
5月1日（金曜日）までに制度の詳細 を定め
た要綱を公表予定

1事業者あたり　20万円

受付期間
5月7日（木曜日）から6
月12日（金曜日）まで

オンライン申請または
郵送

https://www.pref.kagawa.lg.jp/
content/dir6/dir6_2/dir6_2_1/w
7d7f3200422163947.shtml

香川県休業要請・協力
金コールセンター
電話番号
087－832－3800
開設日時
5月1日～3日：9時00分
～19時00分
5月4日～6月12日：9時
00分～17時00分

2020/5/12更新

69

佐賀型 店舗休業支援金
原則として4月22日から5月6日
までの全ての期間、休業等を
行うこと

1店舗ごと15万円
（何店舗でも上限なし）

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji0
0374044/index.html

2020/4/23

70

【融資】
新型コロナウイルス感染症資
金繰り対策資金
利率：年1.3％
（県が３年間の利子全額を補
給）
保証料率：年０％（県が全額負
担）
融資期間：10年以内（うち据置
期間２年以内）

融資限度額8,000万円（運転資金が対
象）

2020/4/23

71 熊本県 熊本県休業要請協力金（仮称）
熊本県事業継続支援金（仮称）

4月22日
5月10日

(一部5月20日

熊本県休業要請協力金:一律10万円
熊本県事業継続支援金:法人最大20万円個
人事業者最大10万円

申請開始日
5月の出来るだけ早い時
期に受付けが出来るよう
準備

https://www.pref.kumamoto.jp/
common/UploadFileOutput.ash
x?c_id=3&id=32491&sub_id=32&
flid=232314

相談窓口（9時～19時
平日・休日）電話096-
333-2828

2020/4/24
申請開始日

72 鹿児島県 新型コロナウイルス感染症対策休
業協力金（仮称）

4月25日 (一部5月20日)

（1）中小企業:20万円
（2）個人事業主:10万円
なお，複数店舗を有する事業者には，10万
円上乗せ。

申請開始
予算成立次第，速やか
にお知らせ

http://www.pref.kagoshima.jp/a
f02/sangyo-
rodo/tyusyoukigyou/koronauiru
su.html

専用相談・申請窓口
電話099-286-2580
（4/24 15時より）
受付時間：9時～18時
（平日・土日祝日）

2020/4/24

73 長崎県

新型コロナウイルス感染症対策に
かかる休業等の協力要請及び事
業者の皆様への協力金

要請期間
 令和2年4月25日（土曜日）から5
月6日（水曜日）

一事業者あたり30万円
https://www.pref.nagasaki.jp/b
unrui/hukushi-
hoken/kansensho/corona_kyug
yo/

電話
095-895-2650、095-
895-2651

受付午前9時から午後5
時45分まで（土曜、日
曜、祝日も対応）

2020/4/28

感染症拡大防止協力金 （仮称）
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
じていただいた事業者を対象

協力金（20 万 円）を支給

感染症防止対策支援事業（仮称）
感染の拡大や、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

支援金 10 万円を支給

2020/4/24

近畿

中国・四国

九州・沖縄

佐賀県
 申請方法などの詳細
は今後お知らせする予

定

 申請方法などの詳細
は今後お知らせする予

定

74 沖縄県 詳細は補正予算成立に
合わせて公表

https://www.pref.okinawa.jp/sit
e/chijiko/kohokoryu/document
s/05_aratanashien.pdf

商工労働部 産業政策課
電話：098-866-2330


