
都道府県 市区町村 事業名称等 返済
鍼灸・マッサー
ジ治療院対象

HP 申請受付期間 備考

北海道 岩見沢市
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者
への支援

不要 対象 https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/content/detail/3140827/ 売上減少などの条件あり

中小企業者や個人事業主への家賃補助 不要 △
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/shoug
you/1029859.html

各市町村の基準（サービス業として扱うか）による

茨城県 つくば市
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業
者等への支援

不要 △ https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/1010123/1011713/1011953.html 詳細未決定

宇都宮市 企業等応援助成金 不要 対象
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/sangyo/sangyo/chushokigyo/10233
57.html

 令和2年4月24日から令和3年1月15日

富岡市 頑張る市内店舗等 緊急応援金 不要 △ https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1587533464747/index.html 令和2年7月31日まで 基本的には対象となるけど、対象となるかは、個別で判断される。

草津町 草津町事業継続給付金 不要※ 対象
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1587873340694/index.
html

今後も事業を継続することが前提で返済の必要はない。もし、給付金を受け取って、すぐ事業を辞め
た場合は、返済していただく場合がある。

千葉県 千葉県中小企業再建支援金 不要 対象 https://www.chiba-shienkin.com/ 令和2年5月7日から令和2年8月31日

千葉市 クラスター防止協力金制度 不要 対象
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/kikaku/covid19-
cluster_kyouryokukin.html

対象者は、業種で区別されていない。保健所が公表が必要と判断した事業所が対象。

市川市 事業者緊急支援事業臨時給付金 不要 対象 https://www.city.ichikawa.lg.jp/eco01/1111000203.html

野田市
新型コロナウイルスの影響にともなう市内個人事業
者等に対する協力金

不要 対象 https://www.city.noda.chiba.jp/jigyousha/1012128/1025935.html 令和2年6月30日まで

市原市 中小企業等経営支援金 不要 対象
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kanko/0205sangyou/shouchu/covid-
19_kigyousien/keieisienkin.html

令和2年5月22日から令和2年9月30日

山武市 中小企業緊急支援給付金 不要 対象 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page002685.html 令和2年6月1日から令和2年7月17日

神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 不要 対象
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.ht
ml

令和2年6月8日から令和2年7月14日 第1弾は終了。第2弾実施中。

企業の事業継続への支援事業 不要 対象

がんばる企業を応援する事業 不要 対象

雇用調整助成金申請支援事業 不要 対象

長岡市 長岡市事業継続緊急支援金 不要 対象 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate96/keiei-shien_01.html 令和2年4月22日から令和2年6月30日

柏崎市緊急雇用安定給付金 不要 対象 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/covid19info/4/2/3/1/20172.html
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。

柏崎市小規模事業者経営支援補助金 不要 対象
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/sangyo_business/jigyoshonei/keieishien/
19959.html

売上減少月の末日から3か月以内
例）売上減少月が4月の場合は、7月末日まで。

敦賀市 市内中小企業者へ事業継続のための給付金 不要 対象
https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/sangyoukeizai
_bu/syokoboeki_ka/kyuhukin.html

令和2年5月11日から令和2年7月31日 業種にかかわらず、支給対象に該当していれば対象です。

鯖江市 鯖江のがんばる事業者応援給付金
不要（課
税対象）

対象
https://www.city.sabae.fukui.jp/kanko_sangyo/kigyoshien/oshirase/syoko_k
yufukin.html

令和2年5月1日から令和2年7月31日 業種にかかわらず、支給対象に該当していれば対象です。

あわら市 事業者応援給付金 不要 △ http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/industry0401/p011225.html 令和2年4月24日から令和2年8月14日

"飲食店等以外はまだ正式決定してない。
再来週15日に決まり、正式に受付が始まるのが7/1から。　全業種対象で条件を満たしていれば受け
られる。
あわら市商工会の会員でなくても受けられる。"

山梨県 都留市 都留市中小企業等持続化特例支援金 不要 対象
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/jigyoshamuke/josei_kashitsuke/10972.
html

令和2年8月31日まで

三島市 三島市中小企業者等応援補助金 不要 不明 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn044683.html ７月中旬までに受付開始予定です。 ※現在、詳細な要件を検討しております。

富士宮市 小規模事業者事業継続応援給付金 不要 対象 http://www.city.fujinomiya.lg.jp/entrepreneur/visuf8000000ztx8.html

郵送の場合
令和2年6月8日から令和2年8月7日
※8月7日(金)の消印有効
窓口提出の場合
令和2年6月10日から令和2年8月7日
時間：9時から16時30分まで
※土・日・祝日は除く。

伊東市
伊東市新型コロナウイルス感染症対策中小企業等
応援給付金

不要 対象 https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/important/8422.html 令和2年5月18日から令和2年7月31日

島田市
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者応援給
付金

不要 対象 https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/ouenkyuufukin.html 令和2年4月1日から9月30日

焼津市 焼津市事業継続応援給付金 不要 対象 https://www.city.yaizu.lg.jp/g05-005/ouenkyufukin.html 令和2年6月15日から令和2年8月31日

掛川市
掛川市新型コロナウイルス感染症対策小規模企業
者等応援給付金

不要 対象
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/business/sangyou/shien/syoukibokig
youkyuuhukin.html

令和２年４月24日から令和２年９月30日
　（土日祝日を除く平日８時30分から17時15分まで）

本給付金は、国の「持続化給付金」（緊急経済対策）との併用が可能です。

下田市 『新型コロナウイルス感染拡大防止協力金』 不要 対象
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/information_on_coronavirus
_disease/147637.html

令和2年5月25日から令和2年7月31日

湖西市 湖西市感染拡大防止サポート補助金 不要 対象
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/shokoros
eikakari/1/8590.html

令和2年6月3日から令和2年7月31日

令和2年4月16日（木曜日）から令和2年6月30日（火曜日）までの間に発生した費用
・領収日が令和2年4月16日から令和2年6月30日までであること
・リースは対象としない
※ただし、1事業者1回に限る。

河津町 河津町新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金 不要 対象 https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/kinkyushienkin/ 令和2年5月８日から令和2年6月30日

長泉町
『新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受
けた小規模企業者に対する臨時給付金』

不要 対象 http://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/sangyo/5/7025.html 令和2年4月24日から6月30日
新型コロナウイルス感染症の影響で、経営に大きな影響を受けている小規模企業者の事業主に対
し、国の支援制度等が実施されるまでの事業継続支援として、臨時給付金を支給します！

愛知県 名古屋市 ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金 不要 △ http://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000128686.html 令和2年5月15日から令和2年6月30日
複合型施設に入っていて休業しなくてはいけなかった場合は協力金の対象。受付は6月末まで。
複合型施設に入ってない場合で4/10～5/14に営業してた場合は、応援金。まだ詳細が決まっていな
いので始まってない。

京都府 事業再出発補助金 不要 △
https://www.ki21.jp/information/kinkyu_call/ 詳細は未定だが、院内で換気扇、パーテーション等設備を購入した場合支給される補助金のこと。

（場合によっては全額ではない。）一週間後ぐらいに決定される。

福知山 福知山市小規模事業者等持続化支援事業 不要 対象 https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/coronavirus/23153.html 令和2年5月7日から令和2年7月31日 国の「持続化給付金」に当てはまらない個人事業主等へ救済処置としての給付金。

舞鶴市 舞鶴市事業継続緊急支援給付金 不要 対象 https://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000006451.html 令和2年6月1日から令和2年7月31日 国の「持続化給付金」に当てはまらない個人事業主等へ救済処置としての給付金。

京田辺市 中小企業応援事業補助金 不要 対象 https://www.kyotanabe.jp/0000014502.html
コロナウイルスへの対応として行う設備投資や事業継続・売上向上つながる取り組みに対し、「京都
府新型コロナウイルス対策企業等緊急応援補助金」を利用した市内事業者に上乗せ補助補行いま
す。窓口は京田辺市商工会だが支援金は京田辺市から支払われる。商工会の会員でなくても良い。

和歌山県 事業継続支援金 不要 対象 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html 令和2年5月15日から令和3年2月28日
国が定めている支援金を受ける条件が満たされているのが前提
ひと月で売り上げが50％落ちている月があった場合、一律給付ではなく、従業員規模に応じて20万～
100万円支給される

神石高原町 緊急支援給付金 不要 対象
http://www.jinsekigun.jp/town/introduction/formation/seisaku/project/sho
ukou/sien/kinkyu/

令和２年４月２８日から令和２年６月３０日

三原市 緊急支援給付金 不要 対象 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/24/105076.html#jigyokeizoku 令和2年5月11日から令和2年8月31日 三原税務署に確定申告されている方が対象

高松市 テナント賃料給付金 不要 対象
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/shien_josei/syouko2020051
51000.html

令和2年5月15日から令和2年7月31日

坂出市 テナント賃料給付金 不要 対象 https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/kigyou/covid19-tenant.html 令和2年5月20日から令和2年7月31日

琴平町 ことひら事業応援金 不要 対象 https://www.town.kotohira.kagawa.jp/site/corona/4678.html 令和2年5月25日から6月30日 琴平町に事業所があり、前年度売上高が120万円以上の事業所が対象

高知県 土佐町 小規模事業者緊急支援金 不要 対象
http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/352/detail=1/c_id=1946/page
1946=1/type014_1946_limit=5/#page352_1946_595

令和３年１月２９日まで 国が実施する持続化給付金の対象者になる方については、町の支援金の対象外

福岡県 福岡県持続化緊急支援金 不要 対象 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html 令和2年５月２日から令和2年６月３０日 国の「持続化給付金」を申請していないこと。

大川市 大川市事業継続応援金 不要 対象 http://www.city.okawa.lg.jp/s033/030/020/020/020/20200313133750.html 令和２年５月８日から令和３年２月２６日
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け売上が大きく減少している。市内の事業者の事業継続
を支援するため。国の持続化給付金または福岡県の持続化緊急支援金の給付決定を受けた方に大
川市独自の応援金を支給します。

大野城市 大野城市中小企業等緊急支援給付金 不要 対象 http://www.city.onojo.fukuoka.jp/d001/001/20200416175138.html 令和２年５月１３日から令和３年２月１５日まで
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げに大きな影響を受けている。
市内の中小企業・個人事業主で、 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
た人に対し市から一定額を給付します。

宗像市 宗像市小規模事業者緊急支援金 不要 対象 https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/20200423170002.html 令和２年４月２９日から令和２年６月３０日まで

太宰府市 がんばろう令和支援金 不要 対象 http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/korona_important/17142.html 令和2年5月2日から令和3年2月15日

古賀市 古賀市小規模事業者緊急支援金 不要 対象
https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/source/master/0416syoukibo.pd
f

令和２年６月３０日まで

福津市 福津市小規模事業者緊急応援金 不要 対象 https://www.city.fukutsu.lg.jp/information/4763.html 令和2年5月1日から令和2年6月30日

うはき市
うきは市新型コロナウイルス対策中小企業・小規模
事業者緊急支援金

不要 対象
http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/detail.aspx?c_id=44&type=top&id
=1361

令和2年4月27日より 対象はセーフティネット保証4号のうきは市長の認定を受けた中小企業者・小規模事業者です。

嘉麻市 嘉麻市中小企業等緊急支援給付金 不要 対象 https://www.city.kama.lg.jp/site/coronavirus/14821.html 令和2年6月30日当日消印有効

那賀川市 中小企業等支援金 不要 対象 https://www.city.nakagawa.lg.jp/site/koronamatome/tyuusyosiennkin.html 令和2年5月13日から令和3年2月15日まで

対象は
・国の持続化給付金または福岡県の持続化緊急支援金の給付を受けた事業者であること
・法人：本店が那珂川市内にあること、または確定申告書に記載の納税地が那珂川市内であること
　個人：確定申告書の収支内訳書に記載の事業所所在地が那珂川市であること

長崎市 事業持続化支援金（小売・飲食店等除く） 不要 対象 https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/360000/3650001/p034609.html 令和2年5月15日から令和3年1月15日※必着
新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化した市内事業者の経営の持続と強化を図るた
め、国の持続化給付金の要件（売上前年同月比50％以上減）を満たさない市内事業者に対し、支援
金を支給するもの。

諫早市 緊急経営支援給付金（30万円）の対象者の拡大 不要 対象 https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post78/68591.html
令和2年5月2日から令和2年6月30日
※郵送申請の場合、6月30日の消印まで有効とします。

岩手県

栃木県

令和2年5月15日から令和2年6月30日

新潟県
柏崎市

https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/korona_jouhou/
11_3/15/d048389.html

福井県

群馬県

千葉県

神奈川県
厚木市

香川県

静岡県

広島県

福岡県

長崎県

京都府


