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　１　　令和２年９月 補正予算案 経済観光文化局集計表

（１）議案第１７２号　令和２年度一般会計補正予算案（第５号）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

△2,503,344   

補　正　後　（Ｃ）　：　（Ａ）＋（Ｂ）

歳　入 歳　出

財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 市債 その他

50,351   △2,452,993   410,351   △110,000   △250,000   

歳　入 歳　出

財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 市債 その他

補正前の額　（Ａ）

歳　出

財源内訳

特定財源
一般財源

その他

歳　入

国県支出金 市債

12,950,430    291,749,687   304,700,117   15,078,229    628,000        276,043,458   

補　正　額　（Ｂ）

291,699,336   307,153,110   14,667,878    738,000        276,293,458   15,453,774    
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（　歳　入　）

(19) 国庫支出金

2. 国庫補助金 5. 経済観光文化費

　 国庫補助金

12. 緊急経済対策費

　　 国庫補助金

(22) 寄附金

1. 寄附金 6. 経済観光文化費

　 寄附金

(26) 市債

1. 市債 6. 経済観光文化債

２　議案第１７２号　令和２年度 福岡市一般会計

歳入　合計 291,699,336  50,351         291,749,687  

その他の科目　（本補正外） 280,955,635  －             280,955,635  

△12,641      305,396       

計

千円 千円 千円

予算案
説明書
ページ

款・項 目 補正前の額 補　正　額

6 318,037       

8 9,409,819     422,992       9,832,811     

～ 738,000       △110,000    628,000       

12

11

10 277,845       △250,000    27,845         
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1. 文化財保存事業費補助金の減額

2. 文化芸術振興費補助金の減額

3. 国際競争力強化促進事業費補助金の減額

1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加

1. コンベンション事業に対する寄附金の減額

1. 観光施設整備事業に充当する起債の減額

2. 文化財保存整備事業に充当する起債の減額

補正予算案（第５号）＜経済観光文化局所管分＞

説　　　　　　　明

千円

△7,141       

△3,000       

△2,500       

422,992       

△89,000      

△21,000      

△250,000    
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（　歳　出　）

(7) 経済観光文化費

1. 商工費 2. 商工業振興費～ 26,140,098   

31

△1,338,915  24,801,183   

予算案
説明書
ページ

款・項 目 補正前の額 補　正　額

28

計

千円 千円千円
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○ 経済活動の支援（新型コロナウイルス感染症関連）の追加

P11

P12

P13

P14

関連歳入

（19）国庫支出金
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

○ 事業の実施時期の見直し等に伴う減額

※

※宿泊税充当事業

関連歳入

（19）国庫支出金
国際競争力強化促進事業費補助金

4,400          
アジアフォーカス・福岡国際映画祭 37,407         △6,057       31,350         

△2,500       

特定創業支援事業利用者への支援 －             6,750          6,750          
新型コロナ対策資本性劣後ローン利子補給 －             3,150          3,150          

祭り振興事業 54,435         △13,510      40,925         

－             
企業立地促進制度の実施 6,137,175     △1,410,057  4,727,118     
重点分野の企業誘致推進事業 13,362         △2,500       10,862         
姉妹都市ボルドー市との経済交流事業 10,726         △6,326       

補正前の額 補 正 額 計事　業
事業者向け支援金等申請サポート事業 －             60,000         60,000         
文化・エンターテインメントのハイブリッド開催支援 －             64,000         64,000         

133,900       

△1,472,815  

事　業 補正前の額 補 正 額 計
商店街観光振興事業 34,365         △34,365      

133,900       

千円

説　　　　　　　明
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(7) 経済観光文化費

2. 観光費 1. 観光費

予算案
説明書
ページ

款・項 目 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

33

30
～ 4,027,731     △867,556    3,160,175     
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○ 経済活動の支援（新型コロナウイルス感染症関連）の追加

P15

P16

関連歳入

（19）国庫支出金
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

○ 事業の実施時期の見直し等に伴う減額

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※宿泊税充当事業

関連歳入

（22）寄附金
観光費寄附金

（26）市債
観光施設整備債

説　　　　　　　明

△89,000     

3,129          

△250,000    

MICE誘致推進事業 40,037         △11,159      28,878         

MICE人材育成事業 5,479          △5,479       －             

－             博多ライトアップウォークの推進 9,500          △9,500       

海辺を活かした観光振興（志賀島・北崎） 15,833         △8,456       7,377          

災害時の観光客対応強化事業 8,850          △4,050       4,800          

博多旧市街プロジェクト 39,547         

計
国内を代表するMICE拠点の形成 1,056,691     △476,456    580,235       

観光案内機能の強化事業 28,792         △12,614      16,178         

デジタルマーケティングを活用した回遊分析 32,900         △32,900      －             
デジタルマーケティングを活用した情報発信 29,549         

△59,600      －             デジタルサイネージを活用した情報発信の強化 59,600         

△20,000      19,547         
国際スポーツ大会にあわせた受入環境の充実 18,460         △18,460      

11,032         △11,032      －             

△118,604    666,708       

△29,549      －             

九州広域連携誘客事業

グローバルMICE誘致強化事業 98,153         △98,153      －             

25,593         △25,593      －             
デジタルマーケティング普及啓発 21,389         △21,389      －             

978             クルーズ船誘致事業 6,629          △5,651       

MICEのハイブリッド開催支援 －             81,000         81,000         

事　業 補正前の額 補 正 額 計
新しい生活様式に対応した宿泊施設の多様な利用促進事業 －             200,000       200,000       

MICE施設維持 785,312       

千円

281,000       

△1,148,556  

事　業 補正前の額 補 正 額

281,000       

観光振興の市民理解促進等 13,194         △13,194      －             

－             

魅力あるナイトコンテンツの創出 79,300         △79,300      －             

観光地におけるマナー啓発・受入改善事業 41,420         △41,420      －             

－             

クルーズ船観光客の受入調整 12,413         △9,284       

観光バス受入環境の改善 36,713         △36,713      

食のユニバーサル対応推進事業
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(7) 経済観光文化費

3. 文化費 1. 文化振興費

2. ミュージアム費

3. 文化財費

予算案
説明書
ページ

款・項 目 補正前の額 補　正　額 計

歳出　合計

その他の科目　（本補正外） 271,152,920  －             271,152,920  

307,153,110  △2,452,993  304,700,117  

35

34
～ 1,204,012     △70,957      1,133,055     

35

32
～ 2,162,697     △144,070    2,018,627     

～ 2,465,652     △31,495      2,434,157     

33

千円 千円 千円

32
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○ 経済活動の支援（新型コロナウイルス感染症関連）の追加

P17

関連歳入

（19）国庫支出金
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

○ 事業の実施時期の見直し等に伴う減額

※

※宿泊税充当事業

○ 事業の実施時期の見直し等に伴う減額

※

※宿泊税充当事業

関連歳入

（19）国庫支出金
文化芸術振興費補助金

○ 事業の実施時期の見直し等に伴う減額

※

※

※宿泊税充当事業

関連歳入

（19）国庫支出金
文化財保存事業費補助金

（26）市債
文化財保存整備債

月隈収蔵庫整備事業 34,880         △5,386       29,494         

アジア美術館費・管理運営費 227,833       △6,380       221,453       
アジア美術館費・交流事業等経費 3,955          △3,955       －             

△3,000       

埋蔵文化財センター整備事業 66,165         △29,575      36,590         

鴻臚館整備・活用事業 32,167         △8,896       
生の松原元寇防塁集客促進事業 15,144         △3,434       11,710         

8,092          

△39,587      

事　業 補正前の額 補 正 額 計

文化芸術を活用した賑わい創出事業 27,792         △27,792      －             

文化芸術振興財団補助金 113,381       △11,795      101,586       

まちなかパフォーマンス応援事業 －             8,092          8,092          

説　　　　　　　明

事　業 補正前の額 補 正 額 計

文化財を活用した魅力ある観光資源の創出 23,666         △23,666      －             

△21,000     

△7,141       

△70,957      

事　業 補正前の額 補 正 額 計

千円

8,092          

博物館リニューアル推進事業 15,594         △15,594      －             

△144,070    

事　業 補正前の額 補 正 額

△20,480      8,447          28,927         

博物館費・施設整備費 652,724       △97,661      555,063       

23,271         

計
美術館費・資料収集等経費
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新型コロナウイルス感染症対策における事業者を支援する取組み 

 

１ 基本的な考え方 

福岡市内の感染者数は７⽉以降再び増加し，８⽉５⽇には福岡県による「福岡
コロナ警報」が発動され，今後も感染拡⼤のリスクが存在する中で，感染拡⼤の
防⽌と社会経済活動の維持の両⽴を基本としながら，域内経済の回復を図る。 

また，感染症の影響により⽣活様式や社会ニーズが⼤きく変わっていく機会を
捉え，新しい価値の創造へのチャレンジを促進する。 

 

２ 支援策の概要 

（１）事業者向け支援金等申請サポート事業【商工費 60,000 千円】 

ア．事業概要 

これまで，事業者ごとに利⽤可能な⽀援策を案内する総合相談や，事業者向け
⽀援制度について専⾨家による相談会等を実施してきたが，書類の記⼊が難しい，
実際の申請の⽅法がわからないなどの理由から，未だに申請に⾄っていないケー
スもあることから，事業者が⾏う国，県，市の事業者向け⽀援制度の申請⼿続き
をサポートするもの。 

 イ．対象事業者 

   市内に事業所を有する中⼩企業事業主等  

ウ．支援内容 

本市が実施している相談事業に加え，市がサポート対象とした各種⽀援⾦等の
申請⼿続きを，⾏政書⼠及び社会保険労務⼠に依頼した際に係る費⽤の⼀部を市
が負担する。 

① 対 象：雇⽤調整助成⾦，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・⽀援⾦等 

市負担：申請にかかる費⽤の５分の４（上限 10 万円） 
② 対 象：上記以外で市がサポート対象とした国，福岡県，福岡市の事業     

者向け⽀援⾦等 
        市負担：申請にかかる費⽤の５分の４（上限５万円） 

 エ．スケジュール 

    10 ⽉初旬 申請サポート事業開始予定 
 

補足資料 
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（２）文化・エンターテインメントのハイブリッド開催支援【商工費 64,000 千円】 

 

ア．事業概要 

ウィズコロナ期における新しい形のイベントの開催を促進し，安全安⼼な⽂化・
エンターテインメントイベントが市⺠に提供されるよう，リアルイベントとオン
ライン動画配信を併⽤して開催する「ハイブリッドイベント」に対する⽀援を⾏
うもの。  

 

 イ．対象事業者 

市内で⽂化・エンターテインメントの「ハイブリッドイベント」（実際の会場で
の開催に加え，会場の様⼦をリアルタイムで映像配信するイベント）を開催する
主催者 

※福岡を活動拠点としている中⼩企業・⼩規模事業者等 
 

 ウ．支援内容 

安全対策やオンライン配信運営に係る経費の 5 分の 4 を⽀援（上限 20 万円） 
※「劇場，⾳楽堂等における新型コロナウイルス感染拡⼤予防ガイドライン」等に基  

づき，新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌対策を実施しているイベントに限る。 
 

エ．スケジュール 

10 ⽉上旬   申請受付開始 
10 ⽉下旬   ⽀援対象者決定 
11 ⽉上旬以降 実績確認後，⽀援⾦⽀給開始 

 

 

 

  

事
務
局

 
イ
ベ
ン
ト
主
催
者

・音楽コンサート
・ダンス
・演劇
・美術
・伝統芸能

　　　　　　など

観客
（リアル）

観客
（オンライン）

①募集 ③イベント実施

④オンライン動画視聴

⑤実績報告

⑥⽀援⾦⽀給

②申請

③オンライン動画配信

④イベント参加
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（３）特定創業支援事業利用者への支援【商工費 6,750 千円】 

 

 ア．事業概要 

   新型コロナウイルス感染症の影響下における新たなチャレンジを⾏う創業者
を後押しし，創業の裾野を広げるため，国の特定創業⽀援事業を活⽤して登録
免許税半額軽減を受けた者に対し，市独⾃の⽀援として残りの半額相当額を⽀
援するもの。 

 
 イ．対象事業者 

   国の特定創業⽀援事業を活⽤し登録免許税半額軽減を受けた者。 
 

 ウ．支援内容 

   特定創業⽀援事業を活⽤し登録免許税半額軽減を受けた者に対して，最低税額 
  の登録免許税半額相当額を⽀援。 
   ・株式会社設⽴の場合：7 万 5 千円 
   （合同会社，合名会社，合資会社の場合は３万円） 
 

 エ．スケジュール 

   ９⽉中旬       申請受付開始 
   10 ⽉上旬以降 ⽀給予定 
 

 

 

 

 【特定創業⽀援事業とは】 
  国から認定された創業⽀援事業者であるスタートアップカフェや福岡商⼯会議所等が⾏う，

1 か⽉以上にわたる継続的な⽀援で，創業に必要な「経営」「財務」「⼈材」「販路」の４つの 
知識を⾝に付けることができる事業のこと。 

受講修了した者は， 
①登録免許税の半額軽減 
②⽇本政策⾦融公庫の創業者向け融資制度の要件緩和や貸付利率の引下げの適⽤ 

などのメリットを受けることができる。 
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（４）新型コロナ対策資本性劣後ローン利子補給【商工費 3,150 千円】 

 

 ア．事業概要 

   事業資⾦の調達や⼀時的な財務状況の悪化による再建等を⽀援するため，国が
第２次補正予算を使い供給を開始する新型コロナ対策資本性劣後ローンの貸付
⾦利の⼀部を利⼦補給するもの。 

 
 イ．対象事業者 

   ⽇本政策⾦融公庫及び商⼯中⾦が国の予算を受けて実施する「新型コロナ対策
資本性劣後ローン」の融資を受ける，市内のスタートアップや中⼩企業・⼩規模
事業者等 

    

ウ．支援内容 

    ⽇本政策⾦融公庫及び商⼯中⾦の「新型コロナ対策資本性劣後ローン」の融
資を受けた対象事業者に対して，固定⾦利が適⽤される当初３年間（36 か⽉）
を対象期間として，貸付⾦利に相当する⾦額について，年間 75 万 6 千円を上限
に⽀援する。 

 
 エ．スケジュール 

     ９⽉中旬        申請受付開始 
      令和３年３⽉以降 ⽀給予定 
 
 
 
 

  

【資本性劣後ローンとは】 
⺠間⾦融機関が⾃⼰資本とみなすことができる期限⼀括償還のローン。法的倒産時

には，他の負債より返済の順位が劣後する。 

新型コロナウイルス感染症の影響下において資本性劣後ローンを活⽤することで，
業績の⼀時的な悪化によって失われるおそれのある資本を回復させ，財務安定化が図
られることから，取引⾦融機関や投資家からの継続的な⾦融⽀援が可能となる。 
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（５）新しい生活様式に対応した宿泊施設の多様な利用促進事業【観光費 200,000 千円】 

 

 ア．事業概要 

宿泊事業者は，新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤に伴う影響を強く受けて
おり，国の統計によると６⽉の市内客室稼働率が 20％を下回るなど，かつてない
厳しい状況が続いている。 

そのような中で，３密を避けた働き⽅・休み⽅に対応する宿泊施設の利⽤形態
として，テレワークをはじめとする地域内での利⽤や余暇を過ごしながら仕事も
⾏うワーケーション等の新たなニーズが⽣まれてきている。こうした新規需要の
開拓に向けた宿泊施設のチャレンジを⽀援することにより，稼働率向上や将来に
わたる多様な利⽤促進を図るもの。 

 

 イ．対象事業者 

1）旅館業法に規定する旅館・ホテル営業，簡易宿所営業を⾏う事業者 
  2）住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業（⺠泊）の事業者 
    ※⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性⾵俗関連特殊営業を除く 

 

 ウ．支援内容 

  新しい⽣活様式に応じた宿泊施設の多様な利⽤促進に繋げるため，以下の⽀援
を⾏う。 

① 新たな需要開拓に向けたプラン造成に必要な環境整備や広報等に係る経費 
の⼀部を⽀援（補助率５分の４，上限 30 万円） 

    ② 顧客獲得に向けた特別プランの販売に係る事業者⽀援⾦ 
 （⽀援額３千円×利⽤⼈数，上限 30 万円） 

 

エ．スケジュール 

    10 ⽉上旬   申請受付開始予定 
10 ⽉下旬以降 事業者によるプラン販売開始予定 
12 ⽉上旬以降 事業者の販売実績に基づき，⽀援⾦を⽀給予定  
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（６）ＭＩＣＥのハイブリッド開催支援【観光費 81,000 千円】 

 

 ア．事業概要 

地域経済の活性化等に寄与するＭＩＣＥは，新型コロナウイルスの影響により
開催が困難となっている。⼀部ではオンライン配信で開催されているものの，リ
アルに集まって開催するニーズも⾼いため，ハイブリッド開催（リアルに参加者
を募って開催し，併せてオンラインでも配信）も徐々に始まっている。 

そこで，ハイブリッド開催という新たな取組みへのチャレンジを後押しすると
ともに，ＭＩＣＥ開催時の安全対策へ⽀援することで，新型コロナウイルス感染
拡⼤防⽌とＭＩＣＥ開催の両⽴を⽬指すもの。 

 
 イ．対象事業者 

   １）福岡市内のＭＩＣＥ施設 
（会議施設，ホテルのバンケット，⼤学施設，イベント会場等） 

   ２）福岡市内でＭＩＣＥを開催する主催者 
 

 ウ．支援内容 

１）ＭＩＣＥ施設向け 
   ハイブリッド開催に対応できるよう，オンライン配信に必要なカメラやパ

ソコンなど映像・通信機器等購⼊費や通信環境整備等にかかる費⽤の⼀部
（５分の４，上限 100 万円）を助成 

２）ＭＩＣＥ主催者向け 
 ① ハイブリッドで開催されるＭＩＣＥについて，オンライン開催部分に係

る費⽤の⼀部（５分の４，上限 20 万円）を助成 
② ハイブリッドまたはリアルで開催されるＭＩＣＥについて，安全対策に

係る費⽤の⼀部（５分の４，上限 50 万円）を助成 
   

 エ．スケジュール 

９⽉中旬 ＭＩＣＥ施設向け⽀援申請受付開始（〜12⽉末まで） 
   10⽉上旬 ＭＩＣＥ主催者向け⽀援申請受付開始（〜３⽉末まで） 
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（７）まちなかパフォーマンス応援事業【文化費 8,092 千円】 

 

ア．事業概要 

新型コロナウイルス感染症の影響で活動の場を失っているアーティストに，安
全対策を講じた上で実施する「まちなかのオープンスペースでの発表の場」の提
供と「オンラインでの発信」を⽀援し，⽂化芸術活動の継続につなげていくもの。 

 
 イ．対象事業者 

  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 
※⾳楽，ダンス，演劇，伝統芸能，ライブパフォーマンス，ライブアート等の分野で，

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
った実績がある者 

 

 ウ．支援内容 

① エリアマネジメント団体や施設管理者等の協⼒により，パフォーマンスの活 
動場所（広場などのオープンスペース）を選定 

② パフォーマンスを⾏うアーティストを募集・登録 
③ 登録アーティストが活動場所でパフォーマンスを発表・配信 
   ・新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌のための措置を講じた上で実施 

④ ホームページ等で登録アーティストの情報・パフォーマンス動画を発信・PR 

＜ 事業費 8,092 千円（事務運営経費，安全対策経費，広報経費）＞ 

 

 エ．スケジュール 

      10 ⽉上旬    申請受付開始 
10 ⽉下旬    登録アーティスト決定 

   10 ⽉下旬〜３⽉ パフォーマンスの発表・配信の開始 
 

 

 

⑥配信(オンライン)

⑥発表(まちなか)

④活動場所の提供

ア
ー
テ
ィ
ス
ト

観客
（リアル）

観客
（オンライン）

エリアマネジメント団体・施設管理者等

事務局

①募集

⑤アーティスト情報等の発信

（
状
況
に
応
じ
実
施
）

②申請

③登録

協力依頼
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