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１ 福岡市の経済対策における基本方針 

本市においては，４月７日に発出された国の緊急事態宣言に基づく福岡県の緊
急事態措置の実効性を高めるため，感染拡大防止に協力していただいている事業
者への支援とともに，中小企業をはじめとした事業継続の支援を行ってきた。 

また，支援にあたっては，「県の外出自粛及び休業・時短要請の実効性を高める
ための施策に集中的に取り組む」，「国や県の施策が行き届かない部分を補うこと
により中小企業の事業の継続を支援する」，「外出自粛の中でも，ＩＴの活用によ
り生産性向上やビジネスモデルの転換を促進する」の３つの考え方に基づき取り
組みを進めてきた。 

その後，緊急事態措置の期間が５月７日から延長されたことに伴い，また，こ
の間にいただいた意見等も踏まえ，これまでの支援の考え方に，「事業者が市民生
活に必要なサービスを安全に提供するための取り組みを支援する」という視点を
加味し，以下の考え方に基づき取り組みを進めていくこととした。 

なお，今回，５月 14 日に緊急事態措置が解除されたが，対象期間や支給額等の
要件は変更せずに，今後も着実に取り組みを進めていく。 

① 福岡県の外出自粛及び休業等要請の実効性を高めるとともに，事業者が市民

生活に必要なサービスを安全に提供するための取り組みを支援する。

② 国や福岡県の施策が行き届かない部分を補うことにより中小企業の事業の継

続を支援する。

③ 外出自粛の中でも，ＩＴの活用により生産性向上やビジネスモデルの転換を

促進する。

２ 今回の主な経済対策 

（１）休業・時短要請への協力店舗等への家賃支援 継続 

（２）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 新規 

（３）地域の飲食店を支えるテイクアウト支援 新規 

（４）文化・エンターテインメント活動支援 新規 

（５）地域を支える商店街支援 新規 

（６）国県の制度を補う事業者向けテレワーク導入支援 継続 
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３ 支援策の概要 

（１）休業・時短要請への協力店舗等への家賃支援【補正額 2,400,000 千円】 

ア．事業概要 

緊急事態宣言が延長されたことに伴い，福岡県から出された休業要請を受け
休業した施設や時間短縮営業した飲食店等の店舗を引き続き支援するもの。 
 

イ．対象事業者等 

下記①～③をすべて満たす事業者 
① 緊急事態措置期間中に福岡県が定めた「基本的に休止を要請する施設」，

「基本的に休止を要請しない施設のうち食事提供施設（※営業時間の短縮
については，朝 5 時から夜 8 時までの間の営業を要請し，酒類の提供は夜
7 時までとすることを要請）」に該当する施設であること 

② 5 月 15 日以降も引き続き福岡県が「休業の協力要請を行う施設」につい
ては，5 月 7 日から 31 日までの間に，概ね 15 日以上休業すること 

福岡県の休業・時間短縮営業の要請が 5 月 14 日に解除された施設につい
ては，5 月 7 日から 14 日までの間に，概ね 5 日以上休業すること 

③ 中小企業・小規模事業者等であること 
  
ウ．支援内容 

5 月 7 日から 5 月 31 日までの店舗等の賃料の５分の４，30 万円を上限に支援 
 

エ．スケジュール 

５月 13 日  申請受付開始（４月７日から５月６日分） 
５月 18 日  支援金支給開始（４月７日から５月６日分） 
５月下旬   申請受付開始予定（５月７日から５月 31 日分） 
６月上旬   支援金支給予定（５月７日から５月 31 日分） 
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○県が指定した「基本的に休止を要請する施設」 

種類 施設 備考 

遊興施設 

キャバレー 

○要請の内容 
特措法による協力要請 

ナイトクラブ 
ダンスホール 
スナック 
バー 
ダーツバー 
パブ 
ストリップ劇場 
ヌードスタジオ 
個室付浴場業に係る公衆浴場 
のぞき劇場 
その他性風俗店 
個室ビデオ店 
ネットカフェ 
漫画喫茶 
カラオケボックス 
ライブハウス 
勝馬投票券発売所 
場外車券売場 
競艇場外発売場 
射的場 

大学・学習塾等 

大学 
○要請の内容 

【床面積の合計が1,000㎡を超える場合】 
特措法による協力要請 

【床面積の合計が1,000㎡以下の場合】 
特措法によらない協力依頼 

 
※但し，床面積の合計が100㎡以下の施設につい

ては，営業を継続する場合にあっては，適切な感
染防止対策を施した上での営業 

※オンライン授業，家庭教師は対象外 

専修学校・各種学校 
高等専修学校 
専門学校 
学習塾 
英会話教室 
インターナショナルスクール 
日本語学校・外国語学校 
そろばん教室 
バレエ教室 
囲碁・将棋教室 
音楽教室 
自動車教習所 
生け花・茶道・書道・絵画教室 
体操教室 

学校 
（上記を除く） 

幼稚園 ○要請の内容 
特措法による協力要請 

※但し，預かり保育等の提供を通じて，医療従事者
やひとり親家庭など，保育を必要とする園児や
児童等の居場所確保の取組みを継続して実施す
るよう要請 

小学校 
中学校 
義務教育学校 
高等学校 
高等専門学校 
中等教育学校 
特別支援学校 

運動施設・ 
遊技施設 

体育館 
○要請の内容 

特措法による協力要請 
ゴルフ練習場（※1），バッティング練習場（※1），
陸上競技場（※2），野球場（※2），テニス場（※2），
弓道場等は対象外 

※1 屋内施設は使用停止の要請の対象とする 
※2 屋外運動施設の観客席部分については，使用停

止の要請の対象とする 

屋内・屋外水泳場 
ボウリング場 
スケート場 
柔剣道場 
スポーツクラブ 
ホットヨガ，ヨガスタジオ 
マージャン店 
パチンコ屋 
ゲームセンター 
テーマパーク 
遊園地 

＜福岡市家賃支援金の対象施設（4月 7日から 5月 14日まで）＞ 
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○県が指定した「基本的に休止を要請しない施設」のうち，休業又は時間短縮営業す

ることで家賃支援金の対象となる施設 

種類 施設 備考 

劇場等 

劇場 
○要請の内容 

特措法による協力要請 

映画館 
観覧場 
プラネタリウム 
演芸場 

集会・展示施設① 

集会場 
○要請の内容 

特措法による協力要請 
※神社，寺院，教会等は対象外 

公会堂 
展示場 
貸会議室 
文化会館 
多目的ホール 

集会・展示施設② 

博物館 
○要請の内容 
【床面積の合計が1,000㎡を超える場合】 

特措法による協力要請 
【床面積の合計が1,000㎡以下の場合】 

特措法によらない協力依頼 

美術館 
図書館 
科学館 
動物園 
植物園 
水族館 
記念館 
ホテル（集会の用に供する部分に限る） 
旅館（集会の用に供する部分に限る） 

商業施設 

DVD/ビデオショップ 

○要請の内容 
【床面積の合計が1,000㎡を超える場合】 

特措法による協力要請 
【床面積の合計が1,000㎡以下の場合】 

特措法によらない協力依頼 
 
※但し，床面積の合計が100㎡以下の施設につい

ては，営業を継続する場合にあっては，適切な感
染防止対策を施した上での営業 

 
※１不特定多数の者に幅広く住宅の施工例等を示

し，各種集客活動とあわせて展示場への来場を
促すことで，将来の購買の意欲喚起を図るもの
は，「展示場」に該当 

DVD/ビデオレンタル 
アウトドア用品，スポーツグッズ店 
ゴルフショップ 
エステサロン 
ネイルサロン 
まつ毛エクステンション 
脱毛サロン 
日焼けサロン 
写真屋 
フォトスタジオ 
ペットショップ（ペットフード売り場を除く） 
ペット美容室（トリミング） 
囲碁・将棋盤店 
金券ショップ 
古物商（質屋を除く。） 
住宅展示場（※1） 
展望室 
おもちゃ屋，鉄道模型屋 
土産物屋 
美術品販売 
宝石類や金銀の販売店 
旅行代理店（店舗） 

種類 施設 備考 

食事提供施設 

飲食店 ○要請の内容 
営業時間の短縮については，朝５時から夜８時
までの間の営業を要請し，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） 

料理店 
喫茶店 
和菓子・洋菓子店 
居酒屋 
屋形船 
屋台等 
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○県が指定した「休業の協力要請を行う施設」 

種類 施設 備考 

遊興施設 

キャバレー 

○要請の内容 
特措法による協力要請 

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 

屋内運動施設 スポーツジム 
スポーツ教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜福岡市家賃支援金の対象施設（5月 15日から 5月 31日まで）＞ 
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（２）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 

【補正額 1,440,600 千円】 

ア．事業概要 

市民と直接的に接する機会が多い中でも，新型コロナウイルス感染症の拡大防
止策を講じるなど市民の安全に配慮しながら，市民生活に必要なサービスを提供
している休業・時短要請対象外施設に対して，支援金を支給するもの。 
 

イ．対象事業者等 

    下記①～④をすべて満たす事業者 
① 緊急事態措置期間中に福岡県が定めた「基本的には休止を要請しない施

設一覧」（5 月 15 日以降は「事業の継続が求められる施設」）に該当する
施設であること 

※宿泊施設及び時短要請の対象であった食事提供施設（飲食店）については，
別途支援策を実施するため対象外とする。 

※市民と接する機会がないオフィス(事務所），工場等については対象外とする。 

② 期間中（5 月 7 日から 5 月 31 日）概ね 15 日以上営業すること 
※ショッピングモールや百貨店に入居する等やむを得ず休業していた施設が営

業開始する場合は，5/15～5/31 の期間に，概ね 6 日間以上の営業とする。 
③ 中小企業・小規模事業者等であること 
④ 令和 2 年 1 月から 5 月までの期間のうち，ひと月の売上が前年同月比

30％以上減少した月があること 
 
  

 

ウ．支援内容 

法人：一律 15 万円 個人事業主：一律 10 万円を支給する。 
※一つの法人又は事業主が複数施設を有する場合であっても， 

一律に 15 万円/法人，10 万円/個人事業主 
 

エ．スケジュール 

    ５月下旬   申請受付開始予定 
   ６月上旬    支援金支給予定 

 

 

※前年同月の実績がない場合は，ひと月の売上と，その月の直近 3 カ月の平均売上と
を比較して 30％以上減少した月があること。 
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＜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 

支援に関する対象施設例＞ 

（緊急事態措置期間中に福岡県が定めた「基本的には休止を要請しない施設一覧（例）」（5 月 15

日以降は「事業の継続が求められる施設」）を元に作成） 

※ただし，適切な感染防止対策を施した上での営業

※いずれも床面積に関わらない

種類 施設 

医療施設 
病院，診療所，歯科，薬局，鍼灸・マッサージ，接骨院，柔道整復 
※いずれも有資格者が行うもの

社 会 福 祉 施
設等 

保育所等（幼保連携型認定こども園を含む），放課後児童クラブ， 
放課後等デイサービス 

障害児通所支援事業所，その他児童福祉法関係の施設，障害福祉サービス等事業所， 
老人福祉法・介護保険法関係の施設，婦人保護施設，その他の社会福祉施設等 

生 活 必 需 物
資販売施設 

卸売市場，食料品売場（宅配・テークアウト専門店，移動販売店舗含む）， 
コンビニエンスストア，百貨店（生活必需品売場），スーパーマーケット，
ホームセンター（生活必需品売場），ショッピングモール（生活必需品売場），
ガソリンスタンド，靴屋，衣料品店，雑貨屋，寝具店，文房具屋，酒屋等

交通機関等 
バス，タクシー，レンタカー，鉄道，船舶，航空機， 
物流サービス（宅配等を含む）等 

金融機関等 銀行，消費者金融，証券取引所，証券会社，保険代理店等 

食 事 提 供 施
設の一部 

飲食店，料理店，喫茶店，和菓子・洋菓子店等 
※時短要請の対象外（通常の営業時間が朝 5 時から夜 8 時までの間）である施設に
限る。

その他 

理髪店，美容室，銭湯（公衆浴場），貸倉庫，郵便局，メディア，貸衣装屋， 
不動産屋，結婚式場（貸衣装含む），葬儀場・火葬場，質屋，獣医師，ペットホテル， 
たばこ屋（たばこ専門店），ブライダルショップ，本屋，自転車屋，家電販売店， 
園芸用品店，修理店（時計，靴，洋服等），鍵屋，１００円ショップ，駅売店， 
家具屋，自動車販売店（カーディーラー），カー用品店，バイク販売店，花屋， 
ランドリー，クリーニング店，ごみ処理関係等
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（３）地域の飲食店を支えるテイクアウト支援【補正額 400,000 千円】

ア．事業概要

不要不急の外出の自粛要請がなされている中で，テイクアウトを実施する地
域の飲食店を支援するもの。

イ．対象事業者等

市のテイクアウト実施店の募集に応じる，福岡市内の中小企業・小規模事業
者等の飲食店 

※ テイクアウト実施店とは，下記①，②のすべてを満たす飲食店
①対象期間中（5 月 7 日から 5 月 31 日まで）

概ね 10 日以上のテイクアウトを行うこと
②購入者への特典を公表し，提供すること

例）テイクアウト商品の割引販売（割引は，１回あたり 1,000 円を限度），
クーポン  など

※ 持ち帰り飲食サービス業，配達飲食サービス業，小売店は除く。

ウ．支援内容

・認定された店舗に対し，支援金として 10 万円を支給
・テイクアウト実施店として WEB サイトで PR

エ．スケジュール

    ５月８日  飲食店からの申請受付開始（5 月 21 日まで） 
  ５月末    支援金支給予定 

＜事業イメージ図＞ 
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（４）文化・エンターテインメント活動支援【補正額 58,000 千円】

ア．事業概要

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた文化・エンターテインメント業
界の事業継続につなげるため，アーティストやイベント関連事業者を支援する

もの。 

イ．対象事業者等

        文化・エンターテインメント分野で活動する福岡が拠点のアーティストやイ
ベント関連の中小企業・小規模事業者等。原則として，アーティストとイベン
ト関連事業者が共同で行う取り組みが対象。

※アーティスト…音楽，ライブパフォーマンス，ダンス，ライブアート，演劇，伝統
芸能等の分野で，新型コロナウイルス感染拡大以前から継続的に，
対価を得て公演やイベント等を行った実績がある方 

※イベント関連事業者…照明，音響，機材，編集等の分野で，アーティストとともに活動
するイベント関連事業者の方 

ウ．支援内容

ウェブ配信動画の制作（出演料，機材使用料，編集費等）に関する費用とし
て，１作品につき 50 万円を上限に支援（１作品につき１事業者あたり 10 万円，
最大５事業者を対象とする）。無観客でのアーティストの音楽演奏シーンや伝統
芸能の実演シーンなどの動画が対象。 

福岡市は文化・エンターテインメントの魅力発信を行うホームページを構築
し，今回の支援で制作された動画作品を取りまとめて掲載することで，情報発
信・ＰＲを行う。 

エ．スケジュール

   ６月１日  申請受付開始（６月 30 日まで） 
６月以降  審査・支援対象者決定，採択通知・作品の制作 

ホームページ構築
    ７月上旬  動画配信開始，支援金支給予定

企画 

応募
動画作品

提出
動画作品 

確認 
配信 

ホームページ作成
配信作品

への誘導 

募集要項 

公表 審査 支払い 
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（５）地域を支える商店街支援【補正額 20,400千円】

ア．事業概要

市民が安全に商店街を利用できるようにし，地域を支える商店街を身近に感
じてもらい，新型コロナウイルス感染症の収束後の継続的な利用につなげるた
め，商店街が取り組む感染症対策やテイクアウト，デリバリー，キャッシュレス
等の促進を支援するもの。 

イ．対象事業者等

市内商店街組織

ウ．支援内容

市民が安全に商店街を利用できるようにするための以下のような商店街の取
組みを支援の対象とする。

・感染症対策やテイクアウト，デリバリー，キャッシュレス等に対応してい
る加盟店の情報を，商店街が冊子・マップ・ウェブなどでＰＲする際の費
用

・商店街が，感染症対策やキャッシュレスの推進を行う際の費用
・商店街が，食料品・日用品・飲食等のテイクアウトやデリバリーを行う際

の費用 等
≪内容≫ 

・対象経費の５分の４，50 万円を上限に，１商店街１回のみ支援
・経費対象期間は４月７日から６月 30 日（発注も可）
・想定利用商店街：40 商店街

エ．スケジュール

５月 13 日  商店街からの申込み受付開始（６月１日まで） 
７月上旬   支援金支給予定

10



（６）国県の制度を補う事業者向けテレワーク導入支援【補正額 104,000 千円】 

ア．事業概要 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るとともに，緊急時における事業
継続対策，非対面型ビジネスモデルへの対応等，企業のビジネス環境強化に資
するため，在宅勤務等を可能とするテレワーク環境を新たに構築する地場中小
企業を支援するもので，事業者の需要を踏まえ，支援対象者を追加して募集す
るもの。 

 

イ．対象事業者等 

   市内に本店を置く中小企業・小規模事業者等で，テレワーク環境を新たに構
築する事業者（継続分について２００社を想定。当初分とあわせて４００社） 

 

ウ．支援内容 

1) ISIT（財団法人九州先端科学技術研究所）に設置したテレワークに関する
相談窓口の対応体制を強化  

2) コンサルティングや機器設置等のノウハウを有するサポーター企業（約 120
社）がテレワーク環境を新たに構築する地場中小企業等を支援 

3) テレワーク導入に係る経費（対象経費）について，50 万円を上限に支援 
・サポーター企業コンサルティング費用：支援率 10 分の 10（上限 10 万円） 
・ハードウェア等購入・リース費用等 ：支援率２分の１（上限 40 万円） 

 

エ．スケジュール 

５月７日  相談窓口拡充，申請受付（５月 31 日まで） 
※ 継続分についても，当初分と合わせて申請受付 

５月下旬  支援金支給予定 
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４ 事業者向け周知・相談体制の拡充 

（１）基本的な考え方 

  今般の新型コロナウイルス感染症に関する国，県，市の事業者に対する支援策が
多岐に渡るため，プッシュ型で丁寧な周知に努めるとともに，迅速かつ適確に各支
援策の担当窓口につなぐことが肝要である。 

また，感染拡大防止への配慮が必要であることから，各種手続きはオンラインを
基本とし，相談については電話対応を中心とする。 

 
（２）支援策の周知 

  国，県，市の支援策については，福岡市ホームページに一覧を掲載するとともに，
SNS プッシュ通知の活用や，業種に応じたチラシを作成し，福岡商工会議所をはじ
めとする経済団体などを通じて事業者へ広報するなど，丁寧な周知に努めている。 

 
（３）相談体制の拡充 

  ア．事業者向け支援ダイヤルの開設 

国，県，市の様々な施策のうち，どのような支援が受けられるのか分からな
い事業者からの問い合わせに対して，事業者の業種や売上減少の状況などを伺
ったうえで，利用可能と思われる支援策の内容や条件などを説明し，問い合わ
せ先の案内を行う「事業者向け支援ダイヤル」を開設する。 

※５月１８日開設 電話番号０９２－４０１－００３８（平日 9 時～18 時） 
 

イ．共同相談窓口の活用 

    対面での相談を希望される事業者には，福岡商工会議所や福岡労働局などと
連携し，経営指導員，中小企業診断士，社会保険労務士や税理士などの専門家
が相談に対応する共同相談窓口を案内する（今後オンラインによる相談にも対
応予定）。 
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参考１ 支援策のスケジュール 

  朱書きは今回の支援策 

受付期間（5/8～5/21）

〈継続〉対象期間（5/7～最長5/31）

対象期間（4/7～5/6）

支給開始（7月上旬～）

支給開始（7月上旬～）

受付期間（6/1～6/30）

支援対象期間（6/1～）

対象期間（5/7～5/31）

支援対象期間（5/7～5/31）

〈継続〉支援対象期間（5/7～5/31）

受付期間（5/7～5/31）

支援対象期間（5/7～6/30）

支援対象期間（4/7～5/6）

支援対象期間（4/7～5/6）休業要請等

施設への

家賃支援

4/7 5/6 5/7 6/306/15/31 7/1 7/31 8/1

受付期間（5/13～）

支給開始（5/18～）

緊急事態宣言 延長

当初

継続

受付期間（5月下旬～）

休業等要請

対象外施設

への支援
受付期間（5月下旬～7/31）

支給開始（6月上旬～）

支給開始（6月上旬～）

飲食業

への支援

デリバリー
利用促進

テイクアウ

ト支援

支給開始（5月末～）

宿泊事業者

への支援 受付期間（5/11～6/30）

文化・エン

タメ事業者

への支援

機器購入 対象期間（4/7～7/31）

受付期間（5/1～6/30）

支給開始（5月中旬～）

活動支援

テレワーク

導入支援
支給開始（5月下旬～）

商店街支援 対象期間（4/7～6/30）

当初200社
200社追加

5/15

支給開始（5/15～）

要請緩和休業等要請 延長
国
県 4/14

支給開始（5月末～）

受付期間（5/13～6/1）

受付期間（5/21～）
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参考２ 事業者向けの主な支援制度 

１.給付金（融資制度と一緒に利用できます）
（１）幅広い業種への支援

持続化給付金

持続化緊急支援金

（２）従業員の雇用維持のための支援
雇用調整助成金

（３）感染拡大防止に協力する中小・小規模事業者等への支援
休業・時短要請への協力店舗等への家賃支援

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

092-401-0029

地域の飲食店を支えるテイクアウト支援

（城南・早良・西区の店舗）080-2784-8052

ライブハウス・劇場等の文化・エンターテインメント事業への活動支援 

文化・エンターテインメント活動支援

地域を支える商店街支援

国県の制度を補う事業者向けテレワーク導入支援

国 前年同月比50％以上売上が減少した事業者 に対し，
（上限）法人200万円、個人事業主100万円を支給

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570 (IP電話03-6831-0613)
8:30～19:00（5月，６月は土日祝日も対応）

県 前年同月比30％以上50%未満売上が減少した事業者に対
し，（上限）法人50万円、個人事業主25万円を支給

持続化緊急支援金相談窓口
0570-094894
平日9:00～17:00（5月は土日祝日も対応）

国
労働者の一時休業などにより雇用維持を図った場合に休業
手当等の一部を事業主へ助成

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

 市テレワーク促進委員会
092-852-3453
平日10:00～17:00※12～13時除く

商店街が取り組む感染症対策やテイクアウト，デリバ
リー，キャッシュレス等の促進に係る経費の５分の４を支
援（上限50万円）

福岡市地域産業支援課
092-441-3303
平日9:00～17:00

福
　
　
岡
　
　
市

県の要請を受け，休業した施設や休業・時短営業した飲食
店などへ賃料の５分の４を支援
①4/7～5/6:上限50万円  ②5/7～5/31: 上限30万円

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

テイクアウトを実施する飲食店で，5/7～5/31までにテイ
クアウト商品に割引などの特典を付けて販売する店舗に
10万円を支給

（博多区の店舗）080-8397-9256
（中央区の店舗）080-8556-3314
（東・南区の店舗）080-8575-7977

福岡市コンテンツ振興課

市内に本店を置く中小企業・小規模事業者等にテレワーク
導入費用を支援（上限50万円）

平日9:00～18:00

市内の文化・エンターテインメント施設（ライブハウス，
劇場など）に対し，無観客でのライブ配信設備等に係る経
費の５分の４を支援（上限50万円）

アーティストやイベント関連事業者に対し，ウェブ配信動
画の制作に関する費用として，１作品につき50万円を上
限に支援

県作成の「基本的に休止を要請しない施設一覧」に該当す
る施設への支援（売上が30%以上減少した事業者対象)
①法人：15万円 ②個人事業主：10万円
※ 宿泊施設、飲食店(時短要請の対象となっている店舗)、市民と接する機会が
ない施設(事務所、工場等)は除く。

お問い合わせダイヤル

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

10:00～18:00（土日祝日も対応）

福岡市コンテンツ振興課
080-6449-6441，080-6449-6442
平日10:00～17:00

重
複
し
て
利
用
で
き
ま
せ
ん

重
複
し
て
利
用
で
き
ま
せ
ん
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２.融資メニュー（給付金と一緒に利用できます）
福岡市商工金融融資制度

融資限度額 融資期間 保証料率

（※）セーフティネット保証５号認定を受けた方で「個人事業主かつ小規模企業者以外の方」は、売上高▲15%以上が追加要件
　　　（追加要件に満たない場合，融資利率1.3%，保証料率0.425％）


融資限度額 融資期間 融資利率 保証料率
１億円 10年以内（うち据置２年以内） 1.3% 0.0%

融資限度額 融資期間 融資利率 保証料率
１億円 10年以内（うち据置２年以内） 1.3% 0.0%

融資限度額 融資期間 融資利率 保証料率
１億円 10年以内（うち据置２年以内） 1.3% 0.4%

平日9:00～17:30（受付は16:30まで）

日本政策金融公庫

（例）中小企業
融資限度額 融資期間 保証料率

福
　
　
岡
　
　
市

〇新型コロナウイルス感染症対応資金
　以下①～③のいずれかの認定を受けた方が対象で３年間実質無利子・無担保、保証料ゼロ（※）
　（対象：①セーフティネット保証４号 ②危機関連保証 ③セーフティネット保証５号 の認定を受けた方）

融資利率

3,000万円 10年以内（据置５年以内）
実質無利子

0.0%
（３年経過後1.3％）

〇セーフティネット保証４号
　新型コロナウイルス感染症の影響により，最近１ヵ月の売上高が前年同月と比較して20％以上減少してお
り，かつ，その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して20％以上減少が見込まれる方が対象

〇危機関連保証
　最近1か月間の売上高が前年同月比で15％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
が前年同期比で15％以上減少することが見込まれる方が対象

〇セーフティネット保証５号
　国が指定する不況業種に該当し，かつ，最近３か月の売上高が前年同期と比較して５％以上減少している方
が対象

福岡市中小企業サポートセンター
092-441-2171

国

○新型コロナウイルス感染症特別貸付
　最近の１か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して５％以上減少している中小・小規模事業者

融資利率

３億円
設備20年以内，運転15年以内

（据置５年以内）
当初３年間1.11％→0.21％
（利下げ限度額：1億円）

不要

日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
0120-154-505
平日9:00～17:00

※売上高20％以上減の事業者については，最大融資額１億円まで，借入後当初3年間利子補給の制度あり
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参考３ 国・福岡県・福岡市の主な支援策 

 

 

 

 国 県 市 
 

融
資 

◆セーフティネット保証・
危機関連保証の保証料・
利子の減免 

◆感染症特別貸付 
（日本政策金融公庫） 

 
 
 
◆無利子・無担保融資 
（民間金融機関） 

◆商工金融資金の融資枠拡大 
◆信用保証料の補助の追加 
 
◆無利子・無担保融資 
（民間金融機関） 

 
 
 
 

助
成 

◆持続化給付金 
（売上前年同月比 50％以
上減少している事業者に
対し，法人 200 万円以内，
個人事業者等 100 万円以
内を支給） 
 
 
 
 
 
◆雇用調整助成金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆IT 導入補助金 
（PC 等のハードウェアの
レンタル費用も対象） 

◆持続化緊急支援金 
（売上前年同月比 30％以上
50％未満減少している事業者
に対し，法人 50 万円以内，個
人事業者等 25 万円以内を支
給） 
 
 
 
 
 
◆緊急短期雇用創出事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆宿泊事業者に対する支援 
(福岡市，北九州市は対象外) 
 
 
 
 
◆中小企業・小規模事業者応

援補助金 
（買物が不便な地域でのスー
パーの移動販売参入を助成） 
◆テレワークツール導入支援 
(国の IT 導入補助金に上乗せ 
国 2/3→国・県 3/4) 
◆経営革新実行支援補助金 

 
 
 
 
 
 
◆休業・時短要請への協力店舗

等への家賃支援継続 
◆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新規 

 
◆外出自粛を促すための飲食

のデリバリー利用促進継続 
（電子決済による利用者への

ポイント・クーポン還元） 
◆地域の飲食店を支えるテイ

クアウト支援新規 
（テイクアウト及び特典提供

店舗へ協力金支給） 
◆宿泊事業者が取り組む感染

症予防策支援 
◆ライブハウス・劇場等の文

化・エンタメ事業活動支援 
◆文化・エンタメ活動支援事業

新規 
◆地域を支える商店街支援 

新規 

（商店街が取り組む感染症対
策やテイクアウト等を支援） 

◆国県の制度を補うテレワー

ク導入支援継続 
(ハードウェア購入費用等も対
象) 

新規：新規事業 

継続：新たな予算を伴う継続事業 

継続：新たな予算を伴わない継続事業 
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