全国１７９４自治体の運転代行業支援策＿2021.3.5現在（全国運転代行共済協同組合調べ）
◆ネット上で見つけられた給付・補助情報のみ順次掲載していますが最新情報とはかぎりません。また、ネット上で見つからないから支援策が無いとはかぎりません。
◆期限が延⻑されていたり別の追加支援策が始まっている場合や、期限前でも予算がなくなり終了している場合があります。最新情報及び受給要件等については自治体にお問い合わせください。
◆ここに掲載されていいないもので支援策を講じられている自治体がございましたら全代共までお知らせいただけますと幸いです。

都道府県 市区町村 内容

申請期間

補助。国の「小規模事業者持続化補助金」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。上限額62,500円、125,000円。新

北海道

令和３年２⽉１９⽇（金）〜２６⽇（金）

型コロナ対策小規模事業者緊急支援事業補助金。
令和3年2⽉19⽇（金曜⽇）〜2⽉26⽇（金曜
北海道

札幌市

補助。国の小規模事業者補助金を受けた者に上限6万2,500円、12万

⽇）

5,000円。札幌市小規模事業者持続化サポート補助金。

令和3年3⽉23⽇（⽕曜⽇）〜3⽉30⽇（⽕曜
⽇）

北海道

釧路市

問合せ先

URL

北海道経済部地域経済局中小企業課商工団

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/2004

体グループ

30_covid-19_hojyokin.htm

011-231-4111

札幌市経済観光局産業振興部商業・経営支
援担当課

産業振興部

型を受けた者。釧路市小規模事業者持続化支援補助金。

0154-31-4550

最終期限３⽉30⽇まで

yokibosapo-to.html

011-211-2372

補助。上限８万３千円。国の小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応 令和３年２⽉19⽇(金)から26⽇(金)

http://www.city.sapporo.jp/keizai/chusho/s

産業推進室

産業推進担当

https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_s
hien/yuuchi/page00021.html
https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ca

北海道

岩見沢市 給付20 万円（宿泊業・飲食業以外の業種）

令和3年2⽉15⽇（⽉）まで（消印有効）

市役所経済部商工労政課

0126-23-4111

ssette_content/content_20210121_074858.p
df

給付。経営継続支援事業。１事業者につき10万円。上下水道使用料を２

北海道

苫小牧市

か⽉分減免。中小・小規模事業者のうち、前年同⽉比で３０％以上５

経営継続支援事業は令和３年２⽉２６⽇

０％未満減少している事業者を支援。

（金）まで。

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ka
苫小牧市緊急経済対策給付金室 中小事業者

苫小牧市中小事業者持続化支援金一律10万円。国の持続化給付金の支給 苫小牧市中小事業者持続化支援金は令和3年3 持続化支援金担当

0144-32-6445

決定者で、①新型コロナウイルス関連の融資を受けた事業者、または、 ⽉31⽇（水）まで。

七飯町

給付。法人は20万円、個人事業者は10万円。

北海道

今金町

給付。国の持続化給付金を受けた者に町が一律20万円を上乗せ。

令和2年7⽉31⽇から令和3年（2021年）２⽉ 経済部商工観光課商工支援係
28⽇（消印有効）まで
令和３年３⽉31⽇まで

補助。南幌町商工会を通じて全国商工会連合会の小規模事業者持続化補
北海道

南幌町

助金（コロナ特別対応型）を申請し交付決定を受けた者に50万円を上

令和3年3⽉31⽇（水）まで

限。南幌町小規模事業者持続化特別補助金。
北海道

中標津町

https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ka
nko/kosho/zizokushien.html#a2_2

②国の雇用調整助成金等の支給決定者。
北海道

nko/kosho/zizokushien.html

0138-65-

2517
今金町役場まちづくり推進課

7201

ws/detail/00008249.html

0137−82− https://www.town.imakane.lg.jp/gyousei/ke

0111
産業振興課 商工観光グループ

https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotne

nkoufukushi/k_others/3331_2.html
011-398-

http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/koro
na/sientaisakukorona/#paragraph45080

（終了）
https://www.city.aomori.aomori.jp/keizai事業継続支援緊急対策事業補助金。感染防⽌対策の費用を１万円〜10万

⻘森県

⻘森市

円（１事業所10万円、３事業所まで）。

令和2年12⽉10⽇（木曜⽇）から令和3年2⽉

事業継続支援緊急対策事業補助金（家賃追加支援）。1事業所・店舗に

28⽇（⽇曜⽇）まで

⻘森市総務部危機管理課
017-734-5132

つき上限20万円とし、３事業所まで。

seisaku/jigyoukeizokusienkinkyutaisakujigy
ou_atarashiiseikatuyoushikishien.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/keizaiseisaku/jigyoukeizokusienkinkyutaisakujigy
ou_yatintuikashienmaru.html

⻘森県

弘前市

補助。最大10万円。従業員５人以下のサービス事業者。弘前市小規模小
売・飲食業等事業継続応援補助金（自己等所有物件分）。

令和３年３⽉31⽇まで

弘前市商工部商工労政課

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/sangyo/

0172-35-1135

syogyo/2020-0528-1247-39.html

都道府県 市区町村 内容

申請期間

問合せ先

URL

令和3年3⽉1⽇（⽉曜⽇）までに国の小規模
⻘森県

⼋⼾市

補助。上限35万円。⼋⼾市小規模事業者ビジネス環境改善等支援事業補 事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞額
助金。

の確定に係る通知を受けた後、令和3年3⽉8

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshi
⼋⼾市商工課

0178‐43‐9242

kikarasagasu/shokoka/zigyosya_sogyosyas
hien/3/15030.html

⽇（⽉曜⽇）までに申請。
⻘森県
⻘森県

⿊⽯市
五所川原
市

⻘森県

十和田市

⻘森県

平川市

⻘森県

岩手県

岩手県

給付。１事業者につき２０万円。

補助。上限法人（従業員10人以上）50万円、個人事業主・法人（従業員
10人未満）30万円。平川市内事業者事業継続応援事業補助金。

補助。店舗に感染症対策を施した経費１店舗あたり10万円を上限として
補助。地域企業感染症対策等支援事業費補助金。
運転代行業１事業者随伴車１台あたり３０万円。

大船渡市 補助。家賃等を⽉10万円上限、３ヵ⽉まで補助。

花巻市

給付。１事業者につき30万円。
補助。新型コロナウイルス感染症の感染防⽌対策に要した経費の5分の4

岩手県

一関市

以内の金額を補助。随伴車１台当たり１万円。一関市バス・タクシー事
業者等感染症防⽌対策事業費補助金。
その他、家賃補助（一関市地域企業経営継続支援給付費）あり。

岩手県

五所川原市役所経済部商工労政課

http://city.goshogawara.lg.jp/shigoto/shigot

（水）まで

0173-35-2111（内線2552、2553、2554）

o/files/bousi.pdf

商工観光課

https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/sho

令和3年3⽉31⽇まで

陸前高田 給付。正社員10人以上の事業者に30万円、10人未満の事業者に20万

令和3年2⽉10⽇まで

0172-44-1111

（内線2182・2183・2184）

商工労働観光部
くり担当

経営支援課

ukougyou/shien/jigyoukeizokuouen.html

産業振興部産業支援センター

⽉２６⽇（金）まで

0193-68-9092（直通）

令和3年1⽉12⽇（⽕曜⽇）から令和3年2⽉26
⽇（金曜⽇）まで
令和3年1⽉12⽇（⽕曜）から2⽉26⽇（金
曜）

商業まちづ

大船渡市役所

商工港湾部商工課

労政係
0192-27-3111（内線109・111）
花巻商工会議所 本所 0198-23-3381

https://www.city.miyako.iwate.jp/sangyo/s
agyo/insyoku_jigyoukeizokukyuuhukin_unnt
enndaikou.html
商工・

https://www.city.ofunato.iwate.jp/site/coro
na/14454.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/busine
ss/sangyoshien/1013503.html
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.c

令和2年7⽉1⽇（水）から令和3年3⽉31⽇
（水）。

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/i
ryou/covid19/category_guideline.html

019-629-5547

令和２年１２⽉１７⽇（木）から令和３年２

まちづくり推進課

0191-21-8671

家賃補助は2/26まで。

fm/12,127445,91,6,html
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.c
fm/29,131388,129,html
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shis

（市にお問い合わせください）

市

円。

岩手県

⼆⼾市

給付。３０万円。

岩手県

⼋幡平市 家賃補助。１事業所ごとに30万円を限度。

令和3年2⽉26⽇（金曜⽇）まで

岩手県

滝沢市

（終了）

陸前高田市商政課

0192-54-2111

ei/kakuka-oshirase/syouseika/coronakeiei-sien/corona-keiei-sien.html

令和３年３⽉１２⽇（ただし、予算に達し次
第、申請期限前に終了となります。）

商工観光流通課

0195-43-3213

商工観光課 0195-74-2111

https://www.city.ninohe.lg.jp/info/2412
https://www.city.hachimantai.lg.jp/site/cor
ona/10413.html

（終了）

宮城県
宮城県

商工観光係

（終了）

町

宮古市

令和３年２⽉５⽇（金）から３⽉１７⽇
（終了）

おいらせ

岩手県

岩手県

（終了）

大崎市

支給。20万円。

令和3年1⽉4⽇（⽉曜⽇）から令和3年2⽉26

大崎市⺠⽣部社会福祉課

http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/4

⽇（金曜⽇）まで

0229-23-6012

6,0,251,html

都道府県 市区町村 内容

申請期間

秋田県

（終了）

問合せ先

URL

秋田市市⺠⽣活部
秋田県

秋田市

給付。1事業者あたり20万円。

令和３年２⽉15⽇23時59分まで

新型コロナウイルス対

策室

1/1024938/1025152.html

018-888-5457
秋田県

大仙市

秋田県

北秋田市

秋田県

羽後町

山形市

山形県

米沢市

山形県

鶴岡市

山形県

新庄市

（市にお問い合わせください）

給付。１事業者あたり１０万円。羽後町事業継続支援金。

給付。運転代行１事業者１０万円

令和３年２⽉２６⽇（金）まで
令和2年12⽉21⽇（⽉曜⽇）〜令和3年2⽉26
⽇（金曜⽇）必着

＋

登録車両１台につき１万円

上山市

0187-63-

https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020071

1111（内線276、258、257）

300012/

企画商工課 商工担当

https://www.town.ugo.lg.jp/business/detail

（上限４０万円）

0183-62-2111 内

線：221〜222・225

.html?id=2428&category_id=40

山形県飲食業等緊急支援給付金コールセン

https://www.pref.yamagata.jp/110013/sang

ター

yo/shokogyo/shien/kinkyushienkyuhukin.ht

0120-120-472

ml

令和３年１⽉７⽇（木）から令和３年２⽉２

企画調整部企画調整課

６⽇（金）まで

線222)

023-641-1212 (内

給付。運転代行随伴車両１台につき２万円。
給付。新庄市飲食店等緊急支援給付金支給事業:営業車両1台当たり3万
円給付。

令和3年2⽉26⽇（金曜）まで

型コロナウイルス感染症対策 夜間飲食店等持続化支援金:要件に該当す

2.html
地域振興課

0235-25-2111

企業立地・商工振興室
0233-29-5847

令和3年1⽉14⽇(木)〜令和3年2⽉26⽇(金)

る飲食業、運転代行業事業者が対象。

yamagata.lg.jp/kakuka/kikaku/kikaku/sogo
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/565

商工観光課
令和3年2⽉26⽇(金)まで

https://www.city.yamagata/koutsu/taxi-daikouhojo.html

（終了）

給付。本社所在地が市内の場合 20万円、市外の場合 10万円。上山市新
山形県

大仙市経済産業部企業商工課

（終了）

給付。1事業者あたり20万円。

山形県

山形県

自動車運転代行事業に使用する車両１台につき５万円

https://www.city.akita.lg.jp/corona/102493

http://www.city.tsuruoka.lg.jp/smph/seibi/t
iikikoukyoukoutu/tiiki1216.html
https://www.city.shinjo.yamagata.jp/s011/0
10/korona/20200303140513.html

商工課

https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/

023-672-1111(内182/184)

soshiki/9/corona-yakaninshokuten.html
https://www.city.tendo.yamagata.jp/busiind
ust/sangyo/koronatuuti.html#%E5%A4%A9

給付。20万円又は30万円。天童市飲食業等緊急支援給付金。
山形県

天童市

山形県飲食業等緊急支援給付金を受けた事業者に県と同額支給。

令和3年3⽉31⽇(水)まで

商工観光課

%E7%AB%A5%E5%B8%82%E9%A3%B2%E9

023-654-1111(内222/223)

%A3%9F%E6%A5%AD%E7%AD%89%E7%B7
%8A%E6%80%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4
%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91

山形県

東根市

給付。1事業者あたり 10万円。東根市飲食業等緊急支援給付金。
山形県飲食業等緊急支援給付金の交付決定を受けた者。

令和3年3⽉19⽇(金)まで

給付。南陽市観光業等経営支援給付金:交付要件に該当する市内で運転代
山形県

南陽市

行業を営む事業者が対象。登録車両1台目10万円+2台目以降1台当たり3 令和3年1⽉18⽇(⽉)〜令和3年2⽉12⽇(金)
万円。

商工観光課 商工労政係

https://www.city.higashine.yamagata.jp/16

0237-42-1111(内3111)

816.html

商工観光課(観光ブランド係)

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/osirase

0238-40-8295

/3548

都道府県 市区町村 内容

申請期間

山形県

大⽯田町

（終了）

山形県

高畠町

（終了）

山形県

小国町

給付。上限３０万円。小国町事業継続支援金。

3/12まで

問合せ先

産業振興課

URL

商工労政担当

http://www.town.oguni.yamagata.jp/info/ad

0238-62-2416

min/07_jigyokeizoku.html

（終了）

福島県

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/sy
福島県

福島市

給付。最大30万円まで。福島市事業者営業継続緊急支援給付金。

令和３年１⽉22⽇〜３⽉１⽇まで

福島市事業者給付金受付センター

oukougyou-

0120-916-509

syougyou/shigoto/chushokigyo/shien/eigyo
ukeizokukinkyushien.html

茨城県政策企画部交通政策課鉄道・物流グ
給付。台数により３万円〜20万円。

茨城県

令和3年3⽉12⽇まで必着

ループ

saku/tetsudo/bus-daiko.html

029-301-2606
茨城県

水⼾市

茨城県

土浦市

法人：一律 200,000円 個人事業主：一律 100,000円

令和３年３⽉31⽇まで

水⼾市商工課

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kotsusei

029-232-9185

https://www.city.mito.lg.jp/001437/001445/
p021906_d/fil/1.pdf

（終了）
給付。上限１事業者当たり16万6,000円、33万3,000円。古河市小規模事
業者持続化補助金。

茨城県

古河市

国の「小規模事業者持続化補助金(以下、国補助金といいます。)」を活 （市へお問い合わせください）
用して販路開拓等に取り組む際の経費の自己負担分に対し、古河市独自

https://www.city.ibaraki-

古河市 商工政策課

koga.lg.jp/lifetop/soshiki/syoko/3/13093.ht

0280-22-5111(代表)

ml

の補助金を交付。
https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page00
7208.html#:~:text=%E6%96%B0%E5%9E%8
B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E
茨城県

⽯岡市

給付。最大20万円。⽯岡市中小企業等緊急家賃支援給付金。
国の家賃給付金を受給後の者。

令和3年2⽉26⽇（金）まで

商工課

3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82

0299-23-1111（代表）

%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87,
%E3%82%92%E4%B8%8A%E4%B9%97%E3
%81%9B%E4%BA%A4%E4%BB%98%E3%81
%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

茨城県

龍ケ崎市

給付。１事業所20万円。国の持続化給付金を受けていない者（売上の落
込みが前年同⽉比20％〜50％未満）。

http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/jigyosh
令和3年2⽉15⽇まで

下妻市

急支援事業。事業継続緊急支援事業支援金。前年同⽉比売上が30％以上 令和3年2⽉26⽇（金）まで
50％未満減少した⽉があること。

茨城県

取手市

給付。中小法人20万円（上限）、個人事業者10万円（上限）。取手市事
業継続応援給付金。

商工観光課

0297-64-1111 a/sangyo/kigyoyushi/kinkyusienkin2020.ht
ml

給付。法人：一律20万円、個人事業主：一律10万円。下妻市事業継続緊
茨城県

市産業経済部

下妻市役所商工観光課

https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/pa

0296-45-8993

ge003021.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/sanshin/ji

令和3年2⽉15⽇（⽉曜⽇）まで

産業振興課

0297-74-2141（代表）

gyosha/shokogyo/hojokin/jigyoukeizokuoue
nnkyuufukin.html

都道府県 市区町村 内容

申請期間

問合せ先

URL

給付。国の持続化給付金や家賃支援給付金が事業収入減少の給付要件に
茨城県

つくば市 当てはまらない法人に一律20万円、個人事業者に一律10万円を交付。つ （市へお問い合わせください）

経済部

経済支援室

029-883-1111(代表)

くば市事業継続給付金。

https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/osh
irase/1012972.html

ひたちな 給付。随伴用自動車１台２万円。ひたちなか市新型コロナウイルス感染 令和3年1⽉14⽇（木曜⽇）から令和3年3⽉15 観光振興課

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kanko_sit

か市

症対策運転代行事業者支援金。

⽇（⽉曜⽇）まで

029-273-0111（内線）1346，1347

e/topikkusu/21037.html

茨城県

潮来市

給付。国の「持続化給付金」の対象外である事業者に一律10万円。

１⽉4⽇(⽉)〜２⽉26⽇(金)

潮来市役所 環境経済部 観光商工課

https://www.city.itako.lg.jp/page/page0053

0299-63-1111（内線243）

53.html

茨城県

那珂市

補助。国の持続化補助金の補助を受けたものに最大25万円。

令和３年３⽉３１⽇(水) まで

茨城県

稲敷市

茨城県

神栖市

茨城県

給付。既存の給付金制度の対象外になっている中小企業者に個人・法人
問わず１事業者あたり一律１０万円。
給付。1事業者あたり10万円。事業所等を賃借している場合は、さらに
10万円を加算。

那珂市

栃木県

宇都宮市

栃木県

足利市

令和3年２⽉１５⽇（⽉）まで

産業振興課

3⽉31⽇(水曜⽇)まで

策に要する経費の一部を補助。

10:00 から申請額が予算額上限に達するま

栃木県地域企業感染症対策支援補助金

で。

給付。国の持続化給付金の対象とならない中小企業等に法人、個人事業
主ともに上限１０万円。足利市中小企業等事業継続応援金。

令和３年３⽉１⽇（⽉曜⽇）まで

群馬県

前橋市

（終了）

群馬県

高崎市

（終了）

群馬県

桐⽣市

群馬県

群馬県

群馬県

群馬県

渋川市

安中市

下仁田町

甘楽町

029-298-

https://www.city.naka.lg.jp/page/page0068
68.html

029-892-2000（代表）

https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page00
7026.html

産業経済部 企業港湾商工課

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/business

0299-90-1182

/chusho/1006388.html

地域企業感染症対策支援補助金事務局
028-678-6815

https://www.tochigi-kansentaisaku.com/

（終了）

給付。運転代行事業者に、上限は個人事業者が20万円、法人が40万円。 令和３年３⽉中旬受付開始（予定）

群馬県

商工観光課

1111（内線245）

補助。上限300万円。中小企業者等が行う新型コロナウイルス感染症対 令和３（2021）年１⽉ 22 ⽇（金）午前
栃木県

産業部

産業観光部商業振興課

https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/z

0284-20-2156

igyoukeizokuouennkin.html

感染症対策県内企業ワンストップセンター

https://www.pref.gunma.jp/houdou/g02g_0

027-226-2731

0073.html

給付。１事業者あたり10万円。

令和３年１⽉１２⽇（⽕）から令和３年２⽉

桐⽣市商工振興課 事業継続支援金対策室 電 https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/10169

桐⽣市新型コロナ対策事業継続支援金。

２６⽇（金）まで

話：0277-22-7500（直通）

82/1018117/1017741/index.html

補助。１事業者につき10万円（1回のみ）。サービス業（従業員５人以

渋川市役所産業観光部商工振興課 新型コロ

下）で事業継続力強化計画を策定し当該計画が国の認定を受けることを 令和2年10⽉1⽇から令和3年8⽉31⽇まで

ナウイルス対策中小事業者経営支援室

前提。

0279-22-2596

給付。法人は１事業者あたり一律20万円、個人事業者は１事業者あたり 令和２年６⽉１⽇（⽉）から令和３年２⽉26 安中市役所地域創造課商工労働係
一律10万円。

⽇（金）まで

給付。１事業所20万円。国の持続化給付金を受けていない者（売上の落 令和２年６⽉１２⽇（⾦）

382−1111
〜

令和３年２ 下仁田町商工観光課

込みが前年同⽉比20％〜50％未満）。

⽉２６⽇（⾦）※２⽉２６⽇消印有効

給付。上限20万円。

令和２年６⽉１５⽇〜令和３年３⽉１９⽇

0274-64-8805

027−

https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/
sangyou/syougyou/p007653.html
https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/sang
yo/annakasijigyokeizokukyufukin.html
https://www.town.shimonita.lg.jp/shokokanko/m04/m01/m01/20200529151341.htm
l

産業課 商工観光係

https://www.town.kanra.lg.jp/sansin/kanko

0274-74-3131

u/news/20200609162612.html

都道府県 市区町村 内容

令和２年度の固定資産税額が10万円以下

群馬県

嬬恋村

⇒

申請期間

全額補助

令和２年度の固定資産税額が10万円を超える場合

⇒

（固定資産税額

−10万円）×30％＋10万円
※上限額は300万円

給付。対象者(1)に該当する事業者法人：40万円
者(2)(3)に該当する事業者法人：20万円

令和３年３⽉31⽇まで

問合せ先
嬬恋村

URL
税務課

https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/kurashi

0279-96-0513

/zeikin/2020-0707-1627-18.html

個人：20万円。対象

個人：10万円。

(1)国の持続化給付金を受給し、かつ、給付申請額の減少金額が国の給
群馬県

みなかみ 付上限額を超えている事業者
町

(2)令和2年1⽉から12⽉までのいずれか1カ⽉の売上が、前年同⽉比で

令和2年7⽉13⽇（⽉）〜令和3年3⽉15⽇
（⽉）

https://www.town.minakami.gunma.jp/01ne
みなかみ町商工会

0278-62-1155

ws/2020COVID-19/2020-0701-104071.html

30％以上減少した事業者
(3)国の持続化給付金特例要件に準じて、売上が30％以上減少した事業
者
群馬県

埼玉県

板倉町

秩父市

給付。１事業所10万円。国の持続化給付金を受けていない者（売上の落 令和2年6⽉15⽇(⽉曜⽇)から令和3年3⽉15
込みが前年同⽉比20％〜50％未満）。

⽇(⽉曜⽇)まで

給付。市内運転代行業者１事業者10万円。

令和3年5⽉31⽇（⽉）まで

産業振興課 商工観光係
電話：0276-82-1111（ダイヤルイン 826139)
産業観光部

商工課

0494-25-5208

http://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s0
21000/d021010/20200515100449.html
http://kidspark.city.chichibu.lg.jp/9476.html

（終了）

千葉県
千葉県

千葉市

千葉県

木更津市

千葉県

茂原市

（終了）
給付。コロナ対策を行っている事業者一律10万円。木更津市中小企業感
染症対策支援金。
給付。1事業所あたり10万円。

令和3年2⽉28⽇(⽇曜)まで
令和 2 年 6 ⽉ 22 ⽇（⽉曜⽇） 13時00分から

「千葉県中小企業再建支援金」（1/31終了）の交付を受けていること。 令和 3 年2⽉ 26⽇（金曜⽇） 16 時00分まで

木更津市役所経済部産業振興課

0438-23- https://www.city.kisarazu.lg.jp/jigyosha/ch

8458

usho/shien/1007293.html

商工観光課

支援金担当

0475-20-1528

http://www.city.mobara.chiba.jp/000000604
7.html

給付。東金市中小企業等再建支援金。20万円（千葉県中小企業再建支援
金の交付が決定した者）。10万円（前年同⽉比で売上が15％以上減少し 東金市中小企業等再建支援金は令和2年7⽉1
千葉県

東金市

た者）。

⽇（水）から3⽉31⽇（水）まで。

補助。市が上乗せで25万円を上限に補助。従業員５人以下のサービス業 補助金については市にお問い合わせくださ

http://www.city.togane.chiba.jp/000000843
東金市

経済環境部商工観光課 商工振興係 7.html

0475-50-1155

http://www.city.togane.chiba.jp/000000837
3.html

で、国の小規模事業者持続化補助金（令和2年3⽉13⽇から令和3年2⽉5 い。
⽇までに申請したものに限る。）の交付を受けた事業者。
千葉県

柏市

給付。2019年の売上に応じて10万円から40万円。
給付。１事業所10万円。

千葉県

勝浦市

国の「持続化給付金」または「千葉県中小企業再建支援金」の給付を受
けた事業者への上乗せ支給。

千葉県

鎌ケ谷市 給付。１事業者20万円。鎌ケ谷市経営支援給付金。

令和2年12⽉18⽇(金曜⽇)から令和3年2⽉12
⽇(金曜⽇)まで（消印有効）
令和２年６月２９日（月)から令和３年２月２６日
（金）

経済産業部商工振興課 04-7167-1141

00/p057287.html

勝浦市観光商工課定住・ビジネス支援係

https://www.city.katsuura.lg.jp/forms/info/i

0470-73-6687

nfo.aspx?info_id=47012

令和2年5⽉15⽇から令和3年3⽉31⽇まで（消 市⺠⽣活部
印有効）

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/0907

商工振興課

047-445-1240

商工振興係

https://www.city.kamagaya.chiba.jp/jigyosh
a/syoukoushinkou/keieishienkyuuhukin.htm
l

都道府県 市区町村 内容
給付。１対象あたり10万円。
千葉県

君津市

千葉県中小企業再建支援金に上乗せする支援金。
別途、感染防⽌対策補助金もあり。
給付。10万円。

千葉県

白井市

前年同⽉比の売上げが50％以上減少、または３ヵ⽉連続して30％以上減
少した者。
給付。10万円。

千葉県

富里市

すでに「富里市小規模事業者緊急経営支援交付金」の交付を受けた事業
者は除く。

千葉県

千葉県

東京都

南房総市

香取市

品川区

申請期間

問合せ先

令和2年5⽉14⽇（木曜⽇）から令和3年2⽉28
⽇（⽇曜⽇）

練馬区

令和2年5⽉25⽇（⽉曜⽇）から令和3年2⽉26 白井市
⽇（金曜⽇）（郵送必着）

で

福⽣市

令和3年2⽉15⽇（⽉曜⽇）まで（必着）
ただし、令和3年2⽉1⽇(⽉曜⽇)までに香取市
役所商工観光課へ事前連絡した者。

神奈川県 厚木市

⽇（⽇曜⽇）まで

新潟県

新潟県

柏崎市

加茂市

国の雇用調整助成金の交付が決定した事業者。

（※当⽇消印有効）

令和3年3⽉8⽇（⽉曜⽇）から令和3年4⽉9⽇
（金曜⽇）
国助成金の支給決定⽇から3カ⽉以内、または
国助成金の支給決定⽇が属する年度の末⽇の
いずれか早い期⽇までに申請してください。

.html
http://www.city.minamiboso.chiba.jp/00000
14036.html

香取市役所商工観光課

http://www.city.katori.lg.jp/nogyo_sangyo/s

0478-50-1234

5498-6340

国または都の支援策を受けた者。

給付。１事業者５万円。

https://www.city.tomisato.lg.jp/0000011259

0470(33)1092

（金）17時

令和2年6⽉8⽇（⽉曜⽇）から令和3年2⽉28

少している事業所等。

775403742.html

商工観光部商工課

商業・ものづくり課 中小企業支援係

給付。１事業者あたり10万円。

影響により、令和3年2⽉の売上げが、前年同⽉の売上に比べ15％以上減

http://www.city.shiroi.chiba.jp/topics/1589

商工振興班／観光振興班

令和2年12⽉11⽇（金）〜令和3年2⽉26⽇

り組みを行う事業者に、ウィズコロナサポート事業補助金として、感染 令和3年2⽉26⽇（金曜）まで

給付。1店舗・事業所一律：15万円。新型コロナウイルス感染症拡大の

商工振興班

0476-93-4942

⽇（金曜⽇）まで（消印有効）

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid19-info/31101.html

047−401−4641

南房総市新型コロナウイルス対応中小企業等活力継続支援給付金。

最大20万円（飛沫対策等の助成対象経費の4/5）

産業振興課

令和2年8⽉3⽇(⽉)から令和3年3⽉15⽇(⽉)ま 富里市役所

対策などの経費の一部を補助。

東京都

続支援金担当

令和3年1⽉12⽇（⽕曜⽇）から令和3年2⽉26 南房総市

香取市中小企業者事業継続支援金。

中小企業等事業継

0439ｰ56ｰ1589

補助。対象経費の3分の2以内（上限50万円）。ガイドラインに沿った取
東京都

君津市役所経済振興課

給付。最大で50万円。

給付。市内の事業所が1カ所の場合10万円。

URL

hokogyo/cyusyo_sienkin_encho.html
03-

oseikin/coronajosei/2098.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/m/2019-

ウィズコロナサポート事業事務局

nCoV_keitai/tyusyo_sien/chushoshien_coro

03-6479-7162

⽣活環境部

https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/j

シティセールス推進課

na.html
産業

活性化グループ
042-551-1699

https://www.city.fussa.tokyo.jp/1009987/10
10034/1010450.html

厚木商工会議所内「あつぎ中小企業応援交

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shimin

付金」係

benri/iryofukusi/korona_jouhou/11_3/15/d

0120-306149（平⽇9:00〜

17:00）

051225.html

産業振興部 商業観光課 商業労政係

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/covid19i

0257-21-2334

nfo/4/2/3/1/20172.html

１事業所上限10万円。

令和２年５⽉１⽇から令和３年２⽉２６⽇ま

加茂市商工観光課 商工振興係 0256-52-

http://www.city.kamo.niigata.jp/section/cor

加茂市事業継続緊急支援金。

で

0080（内線 132）

ona/shien/jigyokeizoku.pdf

都道府県 市区町村 内容
給付。１事業者につき10万円。
新潟県

見附市

見附市事業継続支援補助金。前年同⽉の売上額より30％以上減少してい
ること。

新潟県

津南町

富山県
富山県

⽯川県

福井県

令和2年8⽉3⽇（⽉）〜令和3年3⽉10⽇

地域経済課

（水）

（内線227）

tm

富山県飲食業関連事業者支援給付金。

（⽉）まで

センター

kj00023213.html

⽯川県事業者支援ワンストップコールセン
令和3年2⽉15⽇（⽉）まで

山梨県
山梨県

山梨県

山梨県

https://ishikawa-shienkin.jp/keieijizoku/

ター
076-225-1920

（終了）
者。
給付。代行車両1台につき一律2万円。旅客運送等緊急対策事業。

（県にお問い合わせください）

令和3年2⽉26⽇（金曜⽇）まで

予防のための備品・消耗品の購入に要した費用について、上限３０万円
を支援。
給付。上限は法人20万円、個人事業主10万円。
国の「持続化給付金」の決定を受けた金額の10％を支給。

福井県労働政策課雇用対策グループ

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/pr-

0776-20-0390

jigyousya_d/fil/koyoutyousei.pdf

商工観光振興課

令和３年２⽉28⽇まで

務局

令和3年2⽉15⽇まで

商工観光課

商工労働係

ゾーン構想機器購入等支援金」の助成を受けた者。

⽇（⽉）まで

給付。１事業者につき１０万円。

令和２年７⽉１５⽇（水）〜令和３年２⽉２

大⽉市役所

国の持続化給付金の給付決定を受けた方。

６⽇（金）まで

0554-20-1857

笛吹市

早川町

国の持続化給付金の交付決定を受けた事業者であること。

令和2年5⽉18⽇(⽉)〜令和3年3⽉31⽇(水)

給付。個人事業者：100,000円、法人：100,000円。

令和2年12⽉21⽇⽉曜⽇から令和3年3⽉1⽇⽉

笛吹市小規模事業者支援金給付事業。

曜⽇まで

給付｡上限200万円｡

令和２年10⽉１⽇（木）〜令和３年３⽉１⽇

事業継続のための早川町持続化給付金事業｡

（⽉）

https://www.city.kai.yamanashi.jp/index.ht
ml

055-278-1708

市

ス市

富士山課

https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/i

0555-22-1111
産業観光課

nfo/3636
産業振興担当

鳴沢村

１/２、限度額２５万円。

令和２年１０⽉１⽇〜令和３年２⽉２８⽇

中小事業者等事業継続支援事業。
⻑野県

⻑野市

（終了）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/sangyo
/syoukougyo/2020otsukijizoku.html

南アルプス市商工会 持続化給付金相談専用 https://www.city.minamiダイヤル 055‐231‐5411

alps.yamanashi.jp/docs/8010.html

笛吹市役所産業観光部観光商工課商工労働

https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/kank

担当

o/sangyo/sangyoshinko/shoukibozigyousha

055-262-4111

kyuuhukinn.html

町役場

0556-45-2511

企画課

商工観光係 0555-85-2312

給付。法人:収入減少の１/２、限度額５０万円｡個人事業主:収入減少の
山梨県

gyo/hojokin/shokokanko0814.html

055-237-6600

令和２年10⽉１⽇（木）から令和３年３⽉29

南アルプ 給付。法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円。

https://www.city.ono.fukui.jp/sangyo/shoko

https://yamanashigz-sien.com/

富士吉田 補助。中規模以下の事業者：上限30万円。県の「やまなしグリーン・

大⽉市

0779−64−4816（直通）

新しい⽣活様式推進機器購入等支援事業事

やまなしグリーン・ゾーン構想機器購入等支援金。

山梨県

076-444-4155

（終了）

補助。上限100万円（国助成金の1/10）。国の雇用調整助成金を受けた

甲府市

https://www.city.mitsuke.niigata.jp/20994.h

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1200/

補助。小・中規模事業者を対象に、キャッシュレス決済の導入、感染症

山梨県

0258-62-1700

富山県飲食業関連事業者支援給付金コール

能登町

山梨県

産業企画係

令和３年２⽉15⽇（⽉）から同年３⽉15⽇

続化給付金を受給した事業者。

大野市

URL

給付。１事業者あたり２０万円。

給付。中堅・中小企業は一律50万円、個人事業主は一律20万円。国の持

福井県

問合せ先

（終了）

富山市

石川県

申請期間

https://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/for
ms/info/info.aspx?info_id=47455

都道府県 市区町村 内容
⻑野県
⻑野県

松本市

給付。個人事業者：市内に賃借する事業所があれば20万円、なければ10
万円。松本市新型コロナウイルス対策特別給付金。

上田市

申請期間

問合せ先

URL
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shise

令和3年2⽉26⽇(金)まで

松本市役所

0263-34-3000（代表）

i/buka/kakubuka/shokokanko/jigousya_shi
en.html

（終了）
https://www.city.saku.nagano.jp/machizuku

⻑野県

佐久市

給付。法人等50万円、個人事業者等40万円。
このほか家賃支援給付もあり。

令和３年３⽉22⽇まで

経済部商工振興課

62-3264（直通）

ri/shokogyo/josei_seido/39support.html
https://www.city.saku.nagano.jp/machizuku
ri/shokogyo/josei_seido/yachinshien.html

⻑野県
⻑野県

⻑野県
岐阜県

喬木村
王滝村

木曽町

（終了）
給付。持続化給付金額の２分の１（上限額３０万円）。

令和２年７⽉１⽇（水）から令和３年３⽉３

王滝村役場

王滝村新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金。

１⽇（水）まで

0264-48-2257

給付。30万円。
国の持続化給付金を給付決定を受けた事業者。

岐阜市

大垣市

令和３年３⽉３１⽇（水）まで

豊橋市

愛知県

安城市

尾張旭市

観光商工課

商工係

0264-22-3000(代)

新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している市内の中
小企業者に対し、事業の継続を支援するため、経営維持、設備投資、販

大垣市役所
令和3年2⽉26⽇（金）まで

商工観光課

緊急経済対策担

当

ml

0584-47-8596

（検討中）３⽉初旬までに市サイトに掲載予
定
「人材育成」「雇用確保」「販路拡大」「安全対策」の4点に加えて、
新たに「新型コロナウイルス感染症予防措置」に関する取組に係る費用

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。

三重県

津市

https://www.city.ogaki.lg.jp/0000049905.ht

（終了）

給付。１事業者10万円を上限に交付。
⽇進市

kiso.com/jigyosha/hojyokin3/100354/10129

（終了）

令和3年3⽉31⽇（水曜⽇）まで

https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/sa

市⺠⽣活部産業課商工係

ngyou/shoukou/syoukouhozyokinn/shoukib

0561-76-8132

ohozyokin.html

を別枠5万円を上限に補助。
愛知県

_osirase/sangyo/syokogyosien_korona_R2_
2.html

補助。小規模企業等に５万円。尾張旭市小規模企業等補助金。
愛知県

http://www.vill.otaki.nagano.jp/info/kakuka

7/

路開拓に必要な費用の一部を市が補助。
愛知県

商工観光係

https://www.town-

補助。補助対象経費の2分の1とし、30万円（1回限り）を上限。
岐阜県

経済産業課

令和2年6⽉19⽇（金曜）から令和3年2⽉15⽇ 産業振興課商工新ビジネス係

https://www.city.nisshin.lg.jp/kinkyu/kinkyu

（⽉曜）（消印有効）まで

/sien/sienjigyousya/10355.html

給付。１事業者当たり10万円まで。

令和2年5⽉25⽇（⽉曜⽇）から令和3年2⽉26

津市事業継続支援金。

⽇（金曜⽇）（消印有効）まで

0561-76-7366
商工観光部経営支援課

059-236-3355

https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/conte
nts/1589934658548/index.html

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を受けた者に市が上乗せ補助。補
助金額×休業延べ⽇数（１円未満の端数は切り捨て。１事業者あたり２
三重県

四⽇市市 ００万円が上限です）。
令和３年２⽉２０⽇〜令和３年３⽉１９⽇で国の決定を受けた場合、令
和３年２⽉２０⽇〜令和３年３⽉１９⽇が対象期間。

令和３年６⽉３０⽇（必着）まで

四⽇市市

商工課

勤労係

０５９−３５４−８４１７

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/conte
nts/1588215250515/index.html

都道府県 市区町村 内容
三重県

菰野町

【補助金額】法人：200,000円

申請期間
個人事業者：100,000円

国や県の給付金を受けていない者。
奨励金。30万円。

三重県

多気町

令和2年4⽉1⽇以降に多気町商工会と共同して事業継続力強化計画策定
し、国の認定を受けた事業者。

京都府

⼋幡市

兵庫県

川⻄市

兵庫県

加⻄市

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

給付。１事業者につき10万円まで。
⼋幡市中小企業者等事業継続支援金。
給付。１事業者につき一律10万円。加⻄市小規模事業者経営持続支援
金。国や県の給付金との重複申請可。
給付。１事業者一律10万円。加⻄市小規模事業者経営持続支援金。従業
員５人以下のサービス業。

丹波篠山

観光産業課 観光商工推進室

http://www2.town.komono.mie.jp/www/con

059-391-1129

tents/1605590563662/index.html

国の認定を受けた⽇から、令和3年2⽉26⽇ま 多気町役場
でに申請してください。
令和3年2⽉26⽇（金曜⽇）午後5時まで
令和3年3⽉31⽇（水曜⽇）まで
令和3年3⽉31⽇（水曜⽇）まで

給付。国の持続化給付金の給付を受けた者が対象。国の給付額の3分の1 令和2年12⽉21⽇(⽉曜⽇)から翌年2⽉26⽇(金
の額(千円未満切り捨て)を交付。

南あわじ 給付。中小法人等10万円。小規模企業者又は個人事業者５万円。
市

国や県の給付金を受給しておらず、今後も受給しない者。

淡路市

給付。最高5万円交付。事業持続支援対策補助金。

宍粟市

URL

農林商工課

商工観光係

給付。１事業者10万円。
国の持続化給付金を受給しない者。

兵庫県

たつの市 給付。10万円。事業者緊急支援給付金。

兵庫県

播磨町

0598-38-1117

l.php?co=new&frmId=1676

⼋幡市役所環境経済部商工観光課（商工観

http://www.city.yawata.kyoto.jp/000000642

光係）075-983-2853

5.html

地域振興部

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11os

産業振興課

0790-42-8740

ir/osir2005/osir200511shkb.htm

地域振興部

http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/11os

産業振興課

0790-42-874

ir/osir2005/osir200511shkb.htm

曜⽇)まで ※当⽇消印有効

https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/san
商工観光課

079-664-0285

ml
南あわじ市事業持続支援金

令和３年２⽉12⽇まで

gyokankyo/shoko/1/coronataisaku/7649.ht
申請サポート

会場
コールセンター：0799-43-5670

太子町

橿原市

曜⽇)

146.html

令和2年5⽉19⽇〜令和3年2⽉15⽇
令和3年3⽉31⽇（水曜⽇）まで（郵送の場
合、当⽇消印有効）

給付。１事業者10万円。

令和2年5⽉19⽇（⽕曜⽇）から令和3年2⽉26

播磨町中小企業支援金。

⽇（金曜⽇）

2542

https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo

産業部 ひと・はたらく課

/hitohataraku/tantojoho/yusi_seido/10303.

0790-63-3166
産業部商工振興課

html
0791-64-3158

播磨町住⺠グループ

079-435-2364

https://www.city.tatsuno.lg.jp/kankou/zigyo
ushakinkyushienkyuhukin.html
https://www.town.harima.lg.jp/jumin/busin
ess/shokogyo/tyuusyoukigyousien.html#a
http://www.town.hyogo-

国の持続化給付金、県の休業要請事業者経営継続支援金の受給対象とな 令和3年2⽉28⽇まで

経済建設部産業経済課

079-277-5993

taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/keizai/syouk
ouroudou/1594253601143.html

給付。国の家賃給付を受けた者に⽉額賃料等の１／３×６か⽉分（最大 令和２年１０⽉１⽇（木）から令和３年３⽉

橿原市役所

３０万円）。橿原市新型コロナ対策家賃支援給付金。

１⽇（⽉）

0744-22-4001（代表）

令和2年5⽉15⽇（金）から令和3年2⽉28⽇

和歌山県支援本部相談窓口

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060

（⽇）まで

073-441-3301

100/d00204233.html

給付。
和歌山県

hiki/shoukou/jigyoujizokusienkin.html
https://www.city.awaji.lg.jp/site/korona/29

らない者。
奈良県

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/sos

令和2年7⽉15⽇(水曜⽇)〜令和3年3⽉12⽇(金 商工観光課（商工労政担当）0799−64−

給付。10万円。
兵庫県

http://www.town.taki.mie.jp/contents_detai

（終了）

市
養父市

（町役場にお問い合わせください）

問合せ先

従業員数に応じて20万円〜100万円。
事業継続支援金。原則、国の持続化給付金の受給事業者が対象。

地域振興課

https://www.city.kashihara.nara.jp/article?i
内線97780

d=5f6c7e2465909e6adf20c2a4

都道府県 市区町村 内容

申請期間

和歌山県 和歌山市 補助。家賃20万円／⽉。３ヵ⽉まで。

令和3年2⽉26⽇（金曜⽇）まで

和歌山県 田辺市

補助。国の雇用調整助成金を受けた者に上限20万円（田辺市雇用維持奨
励金）、上限30万円（田辺市雇用維持支援補助金）。
補助。補助対象経費の3分の2以内（上限：19万9千円）。

和歌山県 有田川町 令和2年4⽉1⽇（水曜⽇）から令和3年2⽉28⽇（⽇曜⽇）に実施する事
業で、事業継続のための事業（例：キャッシュレス対応）等。
和歌山県 美浜町
和歌山県 みなべ町

和歌山県

(一律)。

町
鳥取市

鳥取県

倉吉市

松江市

令和３年３⽉12⽇まで
令和2年 9⽉1⽇（⽕曜⽇）〜令和3年 2⽉12⽇
（金曜⽇）必着
令和２年５⽉２１⽇（木）〜令和３年２⽉２

国の持続化給付金が給付されていること。

６⽇（金）

給付。法人は４０万円、個人事業者は２０万円を上限。

令和２年５⽉２２⽇（金）〜令和３年２⽉１

国の持続化給付金の対象となった事業者。

５⽇（⽉）

那智勝浦 給付。１事業者につき１０万円。那智勝浦町事業継続支援事業補助金。

鳥取県

島根県

給付。法人・個人事業者の区別なく２０万円

問合せ先

国の持続化給付金、または、県の事業継続支援金を受給していること。

令和３年３⽉１⽇（⽉）まで

給付。国の持続化給付金の対象とならない市内事業者（⽣活関連サービ
ス業）に一律100万円。倉吉版経営持続化支援事業。
給付。国の持続化給付金の受給決定者に１事業者あたり10万円。松江市
経営支援給付金。

（市へお問い合わせください）

令和3年3⽉15⽇（⽉曜）まで

険者一人あたり２万円を支援（上限１千万円）。岡山県事業継続特別支 令和３年３⽉１⽇（⽉曜⽇）まで
援金。

岡山県

瀬⼾内市

岡山県

鏡野町

岡山県

勝央町

補助。最大10万円。
国の小規模事業者持続化補助金を受けた者に、国の補助金額の10％。

令和2年8⽉3⽇から令和4年2⽉28⽇まで

産業部

産業政策課

073-

435-1040

16047/sangyoukigyousien/1031163.html

商工観光部商工振興課

http://www.city.tanabe.lg.jp/shoukou/covid

0739-26-9970

-19_shiensaku.html

商工観光課

0737-22-4506

産業建設課

0738-23-4951

産業課

https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kaku
ka/kanaya/9/3/1/5909.html
http://www.town.mihama.wakayama.jp/doc
s/2020051800013/
http://www.town.minabe.lg.jp/docs/202005

0739-72-1337

那智勝浦町役場

2000023/

観光企画課

0735-52-

2131

.jp/info/970

市商工観光課

https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/di

0858-22-8129

v/sangyou/shoukou/shoukousien/

松江市経営支援給付金窓口（松江市産業経
済部商工企画課内）0852-55-5036
岡山県事業継続特別支援金受付係

http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyou
sha/sangyou/shoukou/keieishienkyuhu.htm
l

086-

226-7924

https://www.pref.okayama.jp/page/668695.
html

瀬⼾内市役所

http://www.city.setouchi.lg.jp/kurashi/soshi

産業振興課

ki/sangyokensetsubu/sangyoshinko/shokog

0869-22-1284

yoshinko/kinkyushien/1595987377415.html
http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=18126

の給付を受けた方で上限に達した事業者に対して上乗せ給付。

で

８７

3

給付。１事業者あたり２０万円。

令和２年６⽉１⽇（⽉）〜令和３年２⽉１５

勝央町事業継続支援金。

⽇（⽉）

※当⽇消印有効

小規模事業者持続化補助金（国制度）の採択・交付決定を受けて、販路 （県にお問い合わせください）

勝央町役場

産業建設部

0868-38-3112

円）。国の小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）の交付決定 令和2年4⽉1⽇〜令和3年3⽉31⽇
者。

http://www.town.shoo.lg.jp/organization/or
ganization05/1092

広島県 商工労働局 経営革新課 経済団体グ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/

ループ 082-513-3328

attachment/416243.pdf

補助。1/12（県と同率)、上限5万円（共同申請の場合は、上限50万
三原市

https://www.town.nachikatsuura.wakayama

鏡野町産業観光課（０８６８）５４−２９

開拓等に取り組む費用の一部を助成。
広島県

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/10

給付。法人１００万円、個人５０万円まで（上限）。国の持続化給付金 令和２年６⽉８⽇から令和３年３⽉３１⽇ま

補助。上限50万円〜100万円。緊急対策販路開拓等支援補助金。
広島県

産業交流局

（終了）

給付。国の持続化給付金の給付を受けた事業者で、雇用保険適用の被保
岡山県

URL

商工振興課

商工振興係

0848-67-6072

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshi
ki/24/105076.html#syoukibo

都道府県 市区町村 内容
補助。上限20万円（補助率3/4）。
広島県

府中市

令和2年4⽉1⽇から令和3年2⽉28⽇までに購入し、設置した感染防⽌対
策設備が対象。

広島県

大竹市

申請期間

問合せ先

令和2年11⽉25⽇（水曜）から令和3年3⽉19

府中市

⽇（金曜）まで

−7190

江田島市 の場合は差額を支援）。

令和３年３⽉３１⽇まで

国や県の給付金を受けていない者。
山口県

萩市

経済観光部

商工労働課 0847−43 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/
sonota/jigyosya/4585.html

（終了）
給付。10万円（江田島市がんばる商工業等支援金受給額が１０万円未満

広島県

URL

給付。1事業者10万円。がんばろう萩！小規模事業者事業継続支援金
（エール支援金）。

令和3年1⽉6⽇ 〜3⽉31⽇

江田島市役所

産業部

交流観光課

0823(43)1644
商工振興課

articles/show/251

0838-25-3108

和木町事業継続応援給付金。
山口県

和木町

持続化給付金で支給決定を受けた額の10％とします。ただし、10万円を 令和2年6⽉22⽇から令和3年3⽉31⽇まで

企画総務課 企画係

0827-52-2136

限度とし1事業者の方につき1回限りの支給とします。
給付。県セーフティネット資金等で融資を受けた金額の10％

徳島県

徳島県

（上限100万円）。

鳴門市

給付。運転代行1台あたり2万円。鳴門市観光事業持続化給付金。

令和3年5⽉31⽇（⽉）17:15まで

令和３年２⽉１⽇（⽉）〜令和３年３⽉２６
⽇（金）

徳島県

吉野川市

（終了）

徳島県

阿波市

（終了）

https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/

https://www.city.hagi.lg.jp/site/corona/h36
749.html
https://www.town.waki.lg.jp/site/korona/10
5.html

商工労働観光部 商工政策課 団体・振興担当 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshan
okata/sangyo/shokogyo/5035852/

088-621-2322

https://www.city.naruto.tokushima.jp/kuras
鳴門市役所

観光振興課

088-684-1157

hi/iryo/kenko/kansensho/coronavirus/shie
nseido/kanko_jizokuka_kyufukin.html

https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/1958
602.html#:~:text=%E6%96%B0%E5%9E%8B
%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3
徳島県

北島町

給付。自動車運転代行業１台あたり５万円（上限５０万円）。北島町事
業者応援給付金。

令和２年１０⽉１⽇〜令和３年２⽉２６⽇

北島町役場

まちみらい課

088-698-9806

%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82
%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87,
%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%82%92%E6
%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%97%E3%81
%BE%E3%81%99%E3%80%82

給付。１事業者につき一律20万円。

香川県
香川県

国の持続化給付金の給付を受けた者。
さぬき市

令和3年3⽉10⽇（水曜⽇）まで

香川県持続化応援給付金コールセンター

https://www.pref.kagawa.lg.jp/keiei/kinyu/

087-832-3881

wbdlp1200528211428.html

（終了）
給付。国の持続化給付金の対象（売上の減少が前年同⽉比50％以上）に

香川県

土庄町

ならない事業者に10 万円（土庄町中小企業等事業継続応援給付金）。
国の持続化給付金を受給した事業者に上限額を法人30万円、個人10万円
（土庄町中小企業等支援臨時給付金）。

令和3年3⽉15⽇まで必着

土庄町商工観光課 0879-62-7004

https://www.town.tonosho.kagawa.jp/gyos
ei/sangyo/shoko/1526.html

都道府県 市区町村 内容

申請期間

問合せ先

URL
https://www.town.shodoshima.lg.jp/gyouse

香川県

小豆島町

給付。個人事業者に10万円（小豆島町個人事業者持続化給付金）。法人
に上限100万〜200万円（小豆島町地域産業持続化給付金）。

令和３年３⽉１⽇まで

小豆島町商工観光課 (0879)82-7021

i/kinkyu/shingatakorona/sien/4537.html
https://www.town.shodoshima.lg.jp/gyouse
i/kinkyu/shingatakorona/sien/4542.html

香川県
香川県

綾川町

（終了）

まんのう 給付。１事業者につき３０万円。

令和2年10⽉26⽇(⽉)〜令和3年3⽉1⽇(⽉)ま

町

で

まんのう町持続化応援給付金。
給付。個人事業主に10万円から20万円。松山市個人事業主等支援給付

愛媛県

松山市

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
者。

地域振興課

https://www.town.manno.lg.jp/kurashi/kura

0877-73-0122

shi_guide/sangyo/shoko/entry-2156.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kura

令和2年5⽉16⽇（土曜⽇）〜令和3年3⽉15⽇ 地域経済課

中小企業支援担当

（⽉曜⽇）

089-948-6783

（県にお問い合わせください）

県庁

令和2年6⽉5⽇（金）〜令和3年2⽉28⽇

高知市事業者支援給付金事務局

shi/sangyo/chusyoukigyou/covidkyufu.html

補助。コロナ対策として行う事業、販促・新サービス展開等事業に係る
経費補助率３／４。上限額：１事業者20万円又は１台10万円のいずれか

高知県

低い額。下限額：１台３万円。
高知県道路旅客運送業等緊急支援事業費補助金。
給付。中小法人等上限20万円、個人事業者上限10万円。高知市事業者支

高知県

高知市

援給付金。

国の持続化給付金の対象（売上の減少が前年同⽉比50％以上）にならな （⽇）

※当⽇消印有効

088-855- https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kochi-

8111（専用ダイヤル）

corona/zigyousyashienkyufukin.html

い事業者。

高知県

福岡県

福岡県

土佐清水
市

福岡市

久留米市

給付。法人上限20万円、個人事業者10万円。土佐清水市持続化給付金。
国の持続化給付金の対象（売上の減少が前年同⽉比50％以上）にならな
い事業者。

田川市

⼋女市

0880-82-1115

https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kuras
hi/section/tourism/12477.html

経済支援策コールセンター（平⽇10時〜17 https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/c

（一時金）」等の対象とならない事業者に対し、法人15万円、個人10万 申請開始： 令和3年３⽉中旬ごろを予定

時）

円を上限に支給。

090-8735-0386

久留米市事業継続力強化促進奨励金（一般枠10万円、緊急強化枠30万
円）。「事業継続力強化計画」を作成し国の認定を受けた者。

事業者が経営を継続していくために専門家（税理士などの専門資格職業
（いわゆる士業））への相談・申請等の依頼などに必要な経費を助成。

福岡県

有効）

市役所観光商工課

給付。「福岡県感染拡大防⽌協力金」や国の「中小事業者に対する支援

助成。上限10万円。
福岡県

2⽉28⽇（⽇）まで（申請受付期間内の消印

給付。1事業者あたり10万円。がんばるバイ⼋女応援金。

令和3年3⽉31⽇（⽕曜⽇）まで。ただし、予
算の上限に達した場合はその時点で受付を終
了。

090-8730-6099、090-8730-6958、

0208095642

久留米市商工観光労働部商工政策課
0942-30-9133

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090san
gyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/20
20-0812-1755-74.html

令和2年8⽉4⽇（⽕曜⽇）から令和3年3⽉31

建設経済部

⽇（水曜⽇）まで

2000(代)

7067/index.html

商工振興課 商工振興係

https://www.city.yame.fukuoka.jp/jigyosha/

0943-23-1189

yuguseido/1587350538212.html

令和3年3⽉31⽇（水曜⽇）まで

産業振興課

nt/3/74340/1/0208sougouchirashi.pdf?2021

0947-44-

https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji003

都道府県 市区町村 内容
給付。国の持続化給付金の給付対象事業者に１０万円。福岡県の持続化
福岡県

大川市

緊急支援金の給付対象事業者に５万円。
大川市事業継続応援金。
給付。10万円（定額）。「持続化給付金（国）」または「持続化緊急支

福岡県

春⽇市

援金（福岡県）」の給付決定者。
春⽇市中小企業等応援金。
給付。一律10万円。

福岡県

大野城市 国の持続化給付金または福岡県持続化緊急支援金の給付を受けた者。大
野城市中小企業等緊急支援給付金。

福岡県

福岡県

太宰府市

うきは市

申請期間
令和２年５⽉８⽇（金）〜令和３年２⽉２６
⽇（金）

（⽉曜⽇）（当⽇消印有効）

福岡県

大刀洗町 給付。最高10万円。中小企業等事業継続支援金。

092-584-1111（代表）

大木町

https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kosoda
te/kenkou/kenkouinfo/1005921/1006143/1
005781.html

00511095505.html

令和３年３⽉１６⽇まで

092-580-1917

太宰府市産業振興課 092-921-2121

うきは市うきはブランド推進課商工振興係
0943-76-9095

http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki
/kankou_keizai/1126/351/449/17107.html
http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/d
etail.aspx?c_id=44&id=1447&pg=1&nw_id=
1&type=new

（終了）
令和3年1⽉29⽇（金）から令和3年2⽉26⽇
（金）まで

産業課 農政商工係

(0942)77-6201

給付。５万円〜15万円。
福岡県

pdf

⽇（⽉曜⽇）まで

⽇（⽉曜⽇）まで

那珂川市

商工農政担当

https://www.city.okawa.lg.jp/s033/gaiyou2.

http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s097/202

がんばろう令和支援金。

福岡県

大川市役所インテリア課 0944-85-5582

令和2年5⽉13⽇（水曜⽇）から令和3年2⽉15 総務部給付金対策室

令和2年5⽉2⽇（土曜⽇）から令和3年2⽉15

うきは市小規模事業者持続化支援補助金。

URL

令和2年5⽉18⽇（⽉曜⽇）〜令和3年3⽉15⽇ 地域づくり課

給付。国・県の給付金を受けた者に加算して最大30万円を給付。

補助。国の小規模事業者持続化支援補助金受給者に上限25万円を補助。

問合せ先

国の持続化給付金、または、福岡県持続化緊急支援金の交付を受けた

（町役場にお問い合わせください）

産業振興課 商工観光係

0944‐32‐1063

者。大木町中小企業者等持続化支援金。

https://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/pag
e/page_02374.html
http://www.town.ooki.lg.jp/soshiki/sangyo/
syoukou_kannkou/6/5133.html
https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2

給付。自動車運転代行業者１事業者５万円。自動車運転代行者支援金。 （県にお問い合わせください）

佐賀県

佐賀県交通政策課 0952-25-7341

020/202007/p1eeccmks91n0pnnd18sckjiu3
94.pdf

佐賀県

唐津市

（終了）

佐賀県

伊万里市 給付。運転代行の車両１台当たり１万円。

申請書類や申請方法などについては、3⽉半ば 企業誘致・商工振興課
に発表予定

https://www.city.imari.saga.jp/16329.htm

0955-23-2184

（終了）

長崎県
⻑崎県

島原市

熊本県

熊本市

熊本県

荒尾市

給付。法人最大30万円。個人事業主最大15万円。

令和3年2⽉26⽇（金曜⽇）まで必着

給付。法人20万円(一律)、個人10万円(一律)。熊本市飲食店取引事業者 令和3年2⽉24⽇（水）〜 3⽉31⽇（水）消印
等緊急支援金。
給付。法人20万円、個人事業者10万円。荒尾がんばる事業者応援給付
金。

有効・郵送のみ
令和3年3⽉29⽇まで

島原市産業政策課TEL：63-1111（内線

https://www.city.shimabara.lg.jp/page6715.

571・572・576）

html?type=top

専用コールセンター
産業振興課

0570-096-215

0968-63-1432

https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/
detail.aspx?c_id=5&id=33284&e_id=19
https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/169/15
735.html

都道府県 市区町村 内容

申請期間

法人：前年同⽉比の減収率が20％以上50％未満の事業者
合志市

前年同⽉比の減収率が50％以上の事業者

一律20万円。

個人事業者等：前年同⽉比の減収率20％以上の事業者

URL

一律10万

円。
熊本県

問合せ先

一律10万円。

令和2年10⽉1⽇（⽕曜⽇）〜令和3年2⽉26⽇ 産業振興部
（金曜⽇）

商工振興課

https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00319949/in

096-248-1115

dex.html

合志市事業者定額支援金。

大分県

大分県

中津市

宮崎県

給付。法人50万円まで、個人事業主25万円まで。

大分県中小企業・小規模事業者応援金相談

大分県中小企業・小規模事業者応援金。国、県などのコロナ対策関連の 令和３年３⽉１２⽇（金曜⽇）まで

窓口（コールセンター）

融資を受けた者、申請した者。

050-6865-7016
商工・雇用政策課

給付。運転代行１事業者あたり20万円。宮崎県飲食関連事業者等支援

2021年3⽉15⽇(⽉曜⽇)〜2021年5⽉31⽇(⽉

宮崎県飲食関連事業者支援金コールセン

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/shokoseisak

金。

曜⽇)

ター

u/covid-19/jigyosya/20210126163144.html

給付。個人事業者または法人２０万円。

宮崎県

都城市

給付。運転代行業者１事業者20万円。

宮崎県

延岡市

給付。１０万円。市の「緊急支援給付金」受給者、または、国の「持続
化給付金」受給者。新型コロナに関する延岡市の「第９次緊急対策」。

給付。運転代行業者１事業者15万円。
給付。随伴車両1台当たり2万円。

宮崎県

⽇向市

⽇向市内に営業所を置く運転代行事業者。⽇向市公共交通事業者等運行
継続支援金事業。

宮崎県

⻄都市

給付。一律20万円支給。さらに、従業員1人当たり3万円（上限5人、最
大15万円）を加算。県の時短要請協力金を受給した事業者は対象外。

新型コロナウイルス感染症緊急事業者支援事
業。
（市にお問い合わせください）

令和３年２⽉末⽇まで

令和２年６⽉１⽇（⽉）〜令和３年２⽉２６
⽇（金）

0979-62-9044

https://www.city-

令和3年3⽉19⽇（金）まで

宮崎市

⽇南市

n.html

一律10万円。

宮崎県

宮崎県

https://www.pref.oita.jp/soshiki/14000/oue

0985-69-3500

商業労政課

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/5/

0985-21-1792

都城市商工観光部商工政策課

nakatsu.jp/doc/2020060200057/

1/2/6/6/6/_/512666.pdf
0986-23-

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/sit

2983

e/coronavirus/31890.html

商工観光部 商業・駅まち振興課

http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/tempi

３４−７８４１

mg/210125162731202101251632370f.pdf

⽇南市新型コロナウイルス感染症市⺠⽣
活・経済対策推進室
0987-31-1188

https://www.city.nichinan.lg.jp/main/data/
68e7d478cd7ddd5a7a884e9c79b19a5e.pdf

令和2年10⽉1⽇(木曜⽇)〜令和3年2⽉26⽇(金 商工観光部 観光交流課

http://www.hyugacity.jp/sp/display.php?co

曜⽇)

nt=201001092716

0982-66-1026(直通)
⻄都市新型コロナウイルス感染症対策室

（市へお問い合わせください）

事業者等支援部門（商工観光課内）
0983-43-3222

https://news.yahoo.co.jp/articles/f5fa4e42e
63db62ce1e8fbc1d2993798e736dc3e

都道府県 市区町村 内容

申請期間

問合せ先

URL
https://www.town.shintomi.lg.jp/secure/14
946/210128%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%
82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%
A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%

給付。宮崎県独自緊急事態宣言発令に伴う経済影響事業者支援金（町独
宮崎県

新富町

自支援）一律15万円。

令和３年２⽉６⽇から３⽉ 10 ⽇まで

新富町商工業者３密防⽌対策給付金（町独自支援）５〜15万円。

新富町役場総務課 秘書広報室 0983−32−

E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A

0196

4%A7%E3%81%AB%E3%81%A8%E3%82%82
%E3%81%AA%E3%81%86%E5%95%86%E5%
B7%A5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%
B4%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%
E3%81%84%E3%81%A6.pdf

宮崎県

椎葉村

給付。最大３０万円。

（役場へお問い合わせください）

地域振興課

0982-67-3203

令和3年2⽉26⽇（金曜⽇）から3⽉31⽇（水

時短要請コールセンターかごしま

http://www.pref.kagoshima.jp/af01/jigyouk

099-248-8442

eizoku-kinkyu.html

給付。運転代行事業者で、ひと⽉の事業収入が平成31（令和元）年又は
令和2年の同⽉比で70パーセント以上減少した方は上限額30万円，50

鹿児島県

パーセント以上70パーセント未満減少した方は上限額20万円。鹿児島県 曜⽇）まで
事業継続緊急支援金給付事業。
給付。運転代行随伴車両1台あたり4万円（上限は50台未満20万円、50

鹿児島県 鹿児島市 台以上100台未満30万円、100台以上50万円）。鹿児島市タクシー事業
者及び自動車運転代行業者支援金。

令和3年2⽉25⽇（木曜⽇）から令和3年3⽉10 産業局産業振興部産業支援課 099-216-

https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-

⽇（水曜⽇）まで

shien/2021taxiuntendaikoshienkin.html

1322

給付。中小企業一律30万円。個人事業主一律15万円。鹿屋市中小企業等 令和3年1⽉4⽇（⽉曜⽇）〜2⽉26⽇(金曜⽇)
鹿児島県 鹿屋市

事業継続支援金。

国の持続化給付金の支給対象者でない者（前年同⽉比の売上げ減少率が 運転代行業対象の鹿屋市観光業経営継続支援
50％未満）。

鹿児島県

※当⽇消印有効

0994-31-1164

https://www.city.kanoya.lg.jp/syoukoushink
ou/jigyoukeizokusien2.html

金は終了

薩摩川内 給付。１事業者あたり１０万円。

令和3年2⽉5⽇（金）〜令和3年4⽉30⽇

市

（金）

第２回中小・小規模事業者事業継続応援金。

商工振興課

商工観光部 商工政策課 商工・企業支援グ
ループ

https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www
/contents/1612223537739/index.html

0996-23-5111

https://www.city鹿児島県 霧島市

給付。運転代行業随伴用自動車：1台あたり7万円。

令和3年1⽉29⽇(金曜⽇)から令和3年3⽉12⽇
(金曜⽇)まで

商工観光部商工振興課

0995-55-1603

kirishima.jp/shoukoushinkou/machizukuri/s
hokogyo/zigyoukeizokukyuhukin/zigyoukeiz
okukyuhukin_taxi.html

沖縄県

那覇市

（終了）

沖縄県

宜野湾市 給付。一律200,000円（法人）、一律100,000円（個人）。

令和3年2⽉1⽇〜2⽉26⽇まで（事務局必着）

沖縄県

浦添市

（終了）

宜野湾市宿泊業等支援助成金事務局

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kika

電話988-8197

ku/4/1/3/5721.html

令和３年２⽉１５⽇（⽉）から２⽉２８⽇
沖縄県

沖縄市

給付。１事業者一律20万円。

（⽇）まで（当⽇消印有効）

沖縄市中小・小規模事業者事業継続支援金。

※直接提出する場合は2⽉26⽇（金）17：15
まで。

沖縄市役所商工振興課

098-929-3300

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/kuras
hi/3209332094

都道府県 市区町村 内容

申請期間

問合せ先

URL

令和2年5⽉15⽇〜令和3年2⽉28⽇まで

産業振興課

098-850-5876

⻄原町役場

産業観光課

給付。市が指定する新型コロナウイルス感染症関連融資制度（下記参
照）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
沖縄県

豊見城市 た中小企業者。
融資を受けた金額に、１００分の１を乗じた額（1,000円未満が⽣じた

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/industry/
39/13019

場合は切り捨てた額）で、1事業者10万円を上限とします。
沖縄県

南城市

沖縄県

⻄原町

沖縄県

⼋重瀬町

（終了）
給付。１事業者（個人にあっては1人）当たり、５万円

令和3年2⽉26⽇（金）まで
（終了）

098-945-4540

商工観光係

http://www.town.nishihara.okinawa.jp/new
s/covid19/kinkyuusiennkin.html

