
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 
2021年5月20日時点 

県 感染拡大防止協力金（6期、7期） 

【対象・申請期間】 
 6期：令和3年5月6日0時～5月11日24時（対象期間） 
     令和3年5月20日～6月30日（申請期間） 
 

 7期：令和3年5月12日0時～5月31日24時（対象期間） 
     令和3年6月1日～6月30日（申請期間） 

対象施設が要請期間内に要請に応じた場合、協力金が申請できます。 

【対象施設】 
 飲食店営業許可・喫茶店営業許可を得ている施設 
 ※一部上記許可を得ていても対象外。 
  7期には対象施設が一部追加されています。 

【給付額(最大)】 
 6期：1日あたり給付額×6日間 
 7期：1日あたり給付額×20日間 

中小企業者等一時支援金 
緊急事態宣言に伴う、飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により、 
特に影響を受け、売上が大きく減少している中小企業者に対し給付 

【給付額】 中小法人等15万円以内、個人事業者等10万円以内 
○算出方法 
 2019年または2020年1～3月の合計売上 ー 2021年1～3月のうち、2019年または2020年同月 
 比30%以上50％未満減少した月の売上×3 

【対象者】 
 2021年1～3月のいずれかの月間売上が2019年または2020年同月比30％以上50％未満減少している 
 2021年1～3月のいずれの月間売上も2019年または2020年同月比50％以上減少しない 
 中堅企業、中小企業その他の法人等フリーランスを含む個人事業主 

【申請】Web上での申請 

県 5月31日申請期限 

中小企業者等月次支援金 
緊急事態宣言に伴う、飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛等により、 
特に影響を受け、売上が大きく減少している中小企業者に対し給付 

【給付額】  
 ①法人10万円以内、個人事業主5万円以内 
 ②法人20万円以内、個人事業者10万円以内 
 ○算出方法 
  2019年または2020年5月の売上 ー 2021年5月の売上 

【対象者】 2021年5月の売上が2019年または2020年同月比30％以上50％未満減少している 
 ①県内に本社・本店のある中小法人、個人事業者等 
 ②県内に本社・本店のある酒類販売事業者(中小事業者等) 

県 詳細後日 

6月30日申請期限 

※6月以降は一次支援金から月次支援金に変わります。 

※協力金、支援金ともに、給付要件などの詳細はホームページにてご確認ください 

緊急事態宣言に関する給付金等の支援策を知りたい 

【福岡県一次支援金コールセンター】 
 0120-123-071、 （IP：0570-012-371） 

【福岡県商工部中小企業振興課】 
 092-643-3420 

【福岡県協力金コールセンター】 
 0120-567-918 

【対象施設】 
 緊急事態宣言に伴う福岡県からの休業・時短要請の対象と 
 なる要請対象施設が当該要請に協力した場合、店舗の家 
 賃月額に応じ 家賃を補助 
【給付額(最大)】  2/3、上限20万円 
【コールセンター】 福岡県協力金コールセンターと同じ 
【備考】 第7期と同期間が対象 

休業要請対象施設のための飲食店への家賃支援 県 

※詳細：県ホームページ 

※詳細：県ホームページ 

※詳細：県ホームページ 



新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 
2021年5月20日時点 

中小法人・個人事業者のための一時支援金 
【対象者】 

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること 

②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月、または3月の売上が50％以上減少 

【給付額】 中小法人：上限60万円、 個人事業者等：上限30万円 
○算出方法 
 2019年または2020年の1～3月の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3ヵ月 
 

 ※対象月は2021年1～3月のうち2019年または2020年の同月と比べ、 
   緊急事態宣言の影響を受け、事業収入が50％以上減少した月 

国 5月31日申請期限 

※詳細は中小企業庁のホームページをご参照ください 

【申請】Web上での申請 

中小法人・個人事業者のための月次支援金 
2021年4月以降に実施される緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う、 
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響を受け、 
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付 

【給付額】  
中小法人等 上限20万円/月、個人事業者等 上限10万円/月 
○算出方法 
 2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上 

【対象者】 
 上記の対象者であり、かつ福岡県等の協力金の支払い対象事業者ではないこと 

国 
6月中旬 

申請開始予定 

※詳細：ホームページ 

※6月以降は一次支援金から月次支援金に変わります。 

【対象月】 
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を
受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月 

※協力金、支援金ともに、給付要件などの詳細はホームページにてご確認ください 

県 感染拡大防止協力金(大規模施設・大規模施設テナント向け) 

県の要請に応じ、令和3年5月12日から5月31日までの全ての期間に 
営業時間短縮を行った場合、短縮した時間に応じて 
 

①1,000㎡超の大規模施設を運営する事業者に対し、 
 対象床面積1,000㎡毎に20万円/日を給付 
 

②大規模施設のテナント事業者に対し、 
 対象床面積100㎡毎に2万円/日を給付 

6月30日申請期限 

【月次支援金相談窓口（一時支援金と同じ）】 
 0120-211-240、 IP：03-6629-0479 

※詳細：ホームページ 

【一次支援金相談窓口（月時支援金と同じ）】 
 0120-211-240、 IP：03-6629-0479 

緊急事態宣言に関する給付金等の支援策を知りたい 

【福岡県協力金コールセンター】 
 0120-567-918 

※詳細：県ホームページ 



新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 
2021年5月20日時点 

 
 

【対象】 
 ４号保証：売上高が前年同月比▲２０％以上減 
 ５号保証：売上高が前年同月比▲５％以上減 
 危機関連：売上高が前年同月比▲１５％以上減 
【保証】 
 ４号保証、危機関連：別枠で100％の信用保証 
 ５号保証：別枠で80％の信用保証 
【保証限度額】 
 2億８千万円（うち、無担保８千万円） 
【特記事項】 
 全業種対象（保証対象業種に限る）、３月以上継続している方が対象 
 

 

  セーフティネット・危機関連保証 

 

 

【対象】 
上記融資を利用された方のうち 
①個人事業主：要件なし 
②小規模事業者：売上高▲15％減 
③中小企業者：売上高▲20％減 
 

【内容】 
上記利下げ対象範囲の支払利息
（基準金利▲0.9％分)を3年間補助 

実質・無利子 

中小機構 特別利子補給制度事務局  
TEL：0570-060-515 

  

【対象】 
セーフティネット４号保証・危機関連保証の認定を 
受けている方で上記融資を利用された方。 

【内容】 
支払利息（1.30％分）を1年間補助 

実質・無利子 

 

【対象】 
売上高が前年又は前々年の同月比 
▲５％以上減少し、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 
 
【貸付条件】 
限度額： 8,000万円 
貸付期間：15年（据置5年） 
 
利率： 
＜当初３年間＞ 基準金利▲0.9％ 
     例）1.36％→0.46％  
＜４年目以降＞ 基準金利 
  
※利下げ対象範囲： 
  4,000万円以下の部分 
※基準金利は変動します。  
  

政府系金融機関の融資 

日本政策金融公庫事業資金 
相談ダイアル TEL:0120-154-505  

 

【対象】 
 セーフティネット４号保証・５号保証、 
 危機関連保証の認定を受けている方 
  

【貸付条件】 
 限度額：1億円 、 貸付期間：10年（据置2年以内）、利率：1.30％ 

福岡県「緊急経済対策資金」 

福岡県 経営相談窓口 TEL：0120-567-179  

宗像市 商工観光課 TEL：36-0037 

  ◆既往債務の条件変更・借換◆ 
 

〇既住債務のある方や既に県や市の融資制度を申込・利用された方は、条件変更や借換が可能な場合があります。 
お取引のある金融機関へご相談下さい。 
 

〇日本政策金融公庫等の過去の借入れを一部実質無利子で借換できます。中小企業 金融・給付金相談窓口（TEL0570-783183）

にご相談下さい。 
 
 

 

5号申請書↑ 4号申請書↑ 

危機関連申請書↑ 

宗像市 商工観光課 TEL：36-0037 

事業継続のための運転資金が心配 

◆資金繰りや経営相談をご希望の場合は、 
 宗像市商工会までご相談下さい。 
 宗像市商工会（TEL36-2268） 
 
◆新型コロナウイルスの影響を受けた事業者へ 
 無料で専門家を派遣いただけます。 
 （無料・３回まで） 
 (公財)福岡県中小企業振興センター 
 （TEL092-622-5432） 
 

指定期間： 
4号:9月1日まで(変更) 
5号:6月30日まで 
  （全業種指定） 
危機関連:6月30日まで 

申請：9月30日まで 

申込：令和3年12月31日まで 

【対象】  
 開業届提出済の中小企業（個人事業者含む）                  
【内容】 
 ・事業再生の専門家が金融機関との間に入って返済猶予などを調整 
 ・1年間の新型コロナ感染症特例リスケジュール計画の策定を支援 
 ・計画中は毎月資金繰り等をチェックし、専門家が適宜助言 
 ・費用無料 

福岡県中小企業再生支援協議会（国の公的機関） 
 TEL：092-441-1221 

新型コロナ特例リスケ無料相談 

https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/010/030/030/201501290005.html
https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/010/030/030/201501290005.html
https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/20200303134150.html
https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/20200303134150.html
https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/20200303134150.html
https://www.city.munakata.lg.jp/w045/040/010/030/030/201501290005.html


従業員ヘの支払いが心配 

【対象】  
令和2年4月1日～令和3年4月30日までの 
緊急対応期間の休業等 

【特例措置】 
・提出書類の簡素化及び事前届出の廃止
・助成率拡大(最大10/10 日額上限15,000円)
中小企業4/5(特例)⇒10/10(解雇ない場合)
大企業  2/3(特例)⇒３/４(解雇ない場合)

 雇用調整助成金の特例 

福岡助成金センターTEL：092-402-0537 

【対象】 
 小学校が臨時休業した場合等に労働者を有給で休ませ
た事業者。正規・非正規は問わない  

【支給額】 
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金 
相当額の10分の10（日額上限8,330円） 
※4月1日以降は、日額上限15,000円

小学校休業等対応助成金 

学校等休業助成金・支援金等コールセンター 
TEL ： 0120-60-3999 

申請：1-3月末までの休暇 
6月30日まで 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止に関する「業
種別ガイドライン」が各業界団体等においてそれ
ぞれ定められております。

◆各経営者の皆様におかれましては、
内容をご確認いただくとともに、
感染症対策に万全を期して

いただきますようお願いします。.
業種別ガイドライン一覧 

 

◆新型コロナウイルス関連相談窓口◆

【事業者から相談】 
宗像市商工観光課 0940-36-0037 
宗像市商工会  0940-36-2268 
中小企業金融相談窓口（経済産業省） 

0120-115-570 

【感染症・受診等に関するご相談】 
宗像・遠賀保険福祉環境事務所 
0940-36-6098    福岡050-3665-8126
 

 

【対象】 
 令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された
月の翌月末までの間に事業主の指示により休業し、休業
手当を受けていない中小企業の労働者（緊急事態宣言
期間中は大企業のシフト労働者等も対象） 

【支給額】 
休業前賃金の80％（日額上限11,000円） 

【支給額】 
 郵送またはオンライン 
（労働者からの申請の他、事業主経由で 
申請することも可能） 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・
給付金（労働者または事業主からの申請） 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 
給付金コールセンター TEL：0120-221-276 

回復期に向けた取り組みがしたい 

【対象】※以下要件を全て満たすこと 
１．申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上が、コロナ以前の同3カ月の合計と比較して10％以上減 
２．事業計画を認定経営革新等支援機関等（商工団体や金融機関等）と策定し、一体となって取り組む 
３．事業終了後3～5年で付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成 

【補助額等】※以下は中小企業を対象（中堅企業は別メニュー有） 
A通常枠 補助額100万円～6,000万円 補助率2/3 
B卒業枠 補助額6,000万円超～1億 補助率2/3 ※中堅企業へ成長する中小企業向け 
C緊急事態宣言特別枠 補助額100万円～1,500万円（従業員数により変動） 補助率3/4 
※Cは上記1～3の要件＋令和3年1～3月いずれかの月の売上が

対前年または前々年同月比で30％以上減

中小企業等事業再構築促進事業 

九州経済産業局 産業部 経営支援課 
TEL：092-482-5491 

業種別ガイドラインを確認したい 

 
 
 

両立支援等助成金 

2021年4月1日以降の臨時急行に伴う休暇取得分については 
両立支援等助成金の育児休業等支援コースの 
「新型コロナウイルス感染症対応特例」になります。 

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)福岡 
TEL ： 092-411-4717 




