企業・個人事業主等を対象とする支援制度
制度

福岡県
家賃軽減支援金

対象者

※令和3年2月19日現在

内容

上記国の給付金を受給した方が対象
テナント事業者のうち、
家賃の一定額を6ヵ月分支給
中堅企業、中小企業、
【上限】 中小企業等 最大60万円
小規模事業者、個人事
個人事業者 最大30万円
業者等
【申請期限】 令和3年3月16日
ものづくり・商業・サービス補助金、持
続化補助金、IT導入補助金について、
通常の申請枠に加え第3次補正予算で
は第1次、第2次補正で措置した特別枠
が「新特別枠」（低感染リスク型ビジネ
ス枠）に改編されました。
〇ものづくり補助金

生産性革命推進事業

コロナ対応のため前向 通常枠 上限1,000万円 補助率1/2
きな投資を行う事業者
※小規模2/3
新特別枠 上限1,000万円 補助率2/3
〇持続化補助金
通常枠 上限50万円 補助率2/3
新特別枠 上限100万円 補助率3/4
〇IT導入補助金
通常枠 上限450万円 補助率1/2
新特別枠 上限450万円 補助率2/3

問合せ先
コールセンター
0570-010-833
9:00～17:00（土日祝除く）

【ものづくり補助金】
ものづくり補助金事務局
050-8880-4053（土日祝除く）
【持続化補助金】
日本商工会議所（土日祝除く）
03-6447-2389
【IT導入補助金】
サービスデザイン推進協議会
0570-666-424（土日祝除く）
※新特別枠の詳細は未決定

【要請対象施設】
・飲食店、喫茶店
・遊興施設のうち食品衛生法上におけ
る飲食店営業の許可を受けている飲
食店
（第1期分）
【要請期間】
令和3年1月16日～2月7日24時まで
【要請内容】
・営業時間を5時～20時までの間とすること
・酒類の提供時間を11時～19時までとすること

給付
補助
福岡県感染拡大防止
協力金

【給付額】
1店舗あたり最大138万円
県による要請に応じ、 （1日あたり6万円×23日）
営業時間の短縮を行っ 【申請期間】
た対象となる施設を運 令和3年2月8日～3月7日
営する事業者
（第2期分）
【要請期間】
令和3年2月8日～3月7日24時まで

コールセンター
0120-567-918
9:00～17:00
申請サポート窓口
豊前市役所1階（農林水産課前）
期間 2月1日～3月31日
時間 9:30～12:00、13:00～16:30

※要請期間は短縮される場合があります

【要請内容】
第1期と同様
【給付額】
1店舗あたり最大168万円
（1日あたり6万円×28日）
※要請期間が短縮された場合は、最終
日までの日数×6万円

【申請期間】
令和3年3月8日～4月7日
※変更となる場合があります

一時支援金

①緊急事態宣言発令地域の飲食店と
直接・間接の取引があること
②緊急事態宣言発令地域における不
要不急の外出自粛による直接的な影
緊急事態宣言に伴う時 響を受けたこと
短営業要請や不要不 上記により1月～3月のいずれかの月
※詳細未決定
急の外出自粛要請の の売上高が前年同月比（または前々年
（3月公募開始予定）
影響により、売上が減 同月比）50％以上減少していること
【給付額】 前年（または前々年）1月～
少した事業者
3月の事業収入-50％以上減少した月
の収入×3
【上限】 法人60万円
個人事業者等30万円

制度

給付
補助

対象者

内容

問合せ先

業種別ガイドラインに基づく感染防止
対策を行う事業者に対し、マスク、消毒
液、体温測定器、仕切り板等感染対策
に要する物品の購入費用を助成（4/1
コールセンター
～12/31購入分）
0120-110-193
【助成額】1事業者あたり上限5万円
9:00～17:00（土日祝含む）
※複数店舗を有する事業者は10万円
経営革新実行支援補助金（感染防止
対策）との併給は不可
【申請期限】 令和3年2月28日

福岡県飲食店向け
新型コロナウイルス
感染対策助成金

感染防止対策を行う
飲食店事業者

福岡県接待を伴う
飲食店等向け新型
コロナウイルス感染
防止対策助成金

業種別ガイドラインに基づく感染防止
対策を行う事業者に対し、体温測定
器、仕切り板、換気機能付きエアコン
等感染対策に要する備品購入費用を
コールセンター
感染防止対策を行う接 助成（4/1～12/31購入分）
0120-110-193
待を伴う飲食店事業者 【助成額】1事業者あたり上限20万円
9:00～17:00（土日祝含む）
※複数店舗を有する事業者は40万円
経営革新実行支援補助金（感染防止
対策）との併給は不可
【申請期限】 令和3年2月28日

事業再構築促進事業
（補助金）

【対象要件】
①申請前の直近6ヵ月間のうち任意の
3ヵ月の合計売上高が、コロナ以前の
同3ヵ月と比較して、10％以上減少して
いる中小企業等
②事業計画を認定経営革新等支援機
関や金融機関と策定し、一体となって
事業再構築に取組む中小企業等
新分野展開や業態転 ○中小企業（通常枠）
換、事業再編またはこ 【補助額】 100万円～6000万円
れらの取組みを通じた 【補助率】 2/3
規模の拡大等を目指す ○中小企業（卒業枠）※400社限定
【補助額】 6000万円超～1億円
中小企業等
【補助率】 2/3
○中堅企業（通常枠）
【補助額】 100万円～8000万円
【補助率】 1/2（4000万円超は1/3）
○中堅企業（グローバルV字回復枠）
※100社限定
【補助額】 8000万円超～1億円
【補助率】 1/2

産業雇用安定助成金

○出向運営経費
【助成率】
出向元が労働者の解雇等を行ってい
ない場合 中小企業9/10、中小企業以
外3/4
出向により雇用を維持
出向元が労働者の解雇等を行ってい 福岡労働局 職業安定部
しようとする、労働者の
る場合 中小企業4/5、中小企業以外 福岡助成金センター
送り出し事業主及び受
092-402-0537
2/3
入れ事業主
【上限額】12,000円/日
○出向初期経費
【助成額】
出向元、出向先ともに10万円/1人
加算額 5万円/1人

トライアル雇用助成金

コロナの影響による離
職者で、就労経験のな
い職業に就くことを希
望する求職者を一定期
間（原則3ヵ月）試行雇
用する事業主

〇本人の希望 常用雇用
労働時間 週30時間以上
支給額 月額40,000円
〇本人の希望 短時間労働
労働時間 週20時間以上30時間未満
支給額 月額25,000円

中小企業庁経営支援部
03-3501-1816
※詳細未決定
（3月公募開始予定）

ハローワーク豊前
0979-82-8609

制度

福岡県医療機関・薬局
等における感染拡大防
止等支援事業費補助
金

対象者

医療機関・薬局等

内容
医療機関・薬局等における感染拡大防
止対策や診療体制の確保などを支援
※陽性患者の受入れをしていなくても
申請可能
【支援上限額】
病院（医科・歯科） 200万円＋5万円×
病床数
有床診療所（医科・歯科） 200万円
無床診療所（医科・歯科） 100万円
薬局・訪問看護ステーション 70万円
【対象経費】
清掃委託・検査委託費、寝具リース
費、廃棄物処理費、防護服購入費、医
療従事者の研修・健康管理費 等

問合せ先

福岡県新型コロナウイルス
感染症一般相談窓口
092-643-3599
9:00～18:00（土日祝除く）

申請期限 令和3年2月28日

福岡県新型コロナウイ
ルス感染症緊急包括
支援支援金（介護分）

給付
補助

福岡県新型コロナウイ
ルス感染症緊急包括
支援支援金（障がい分）

介護サービス事業所

（1）新型コロナ感染症対策を徹底した
上での介護サービスの提供を支援
【対象経費】
対策に要する物品購入、追加的人件
費、専門家等による研修費、感染発生
時対応・衛生用品保管などに使える多
機能型簡易居室の設置 等
【支援上限額】 サービス類型ごと
通所介護 89.2万円
訪問介護 53.4万円
特養 3.8万円×定員数
（2）介護サービス再開に向けた取組み
を支援
①在宅サービス利用休止中の利用者
への再開を支援
【支援上限額】
1利用者あたり1,500円～6,000円
②在宅サービス事業所における環境
整備への助成
【対象経費】
感染防止環境整備に要する費用等
例）長机、飛沫防止パネル、換気設
備、タブレット等のICT機器 等
【支援上限額】 20万円

申請期限（1）（2）とも令和3年2月26日
（1）新型コロナ感染症対策を徹底した
上でのサービス提供に必要な経費を
支援
【対象経費】
対策に要する物品購入、専門家等によ
る研修費、感染発生時対応・衛生用品
保管などに使える多機能型簡易居室
の設置等
【支援上限額】 サービスごとに設定
（2）障がいサービス再開に向けた取組
みを支援
①在宅サービス利用休止中の利用者
障がいサービス事業所
への再開を支援
【支援上限額】
1利用者あたり1,500円～2,500円
②在宅サービス事業所における環境
整備への助成
【対象経費】
感染防止環境整備に要する費用等
例）長机、飛沫防止パネル、換気設
備、タブレット等のICT機器 等
【支援上限額】 20万円
申請期限（1）（2）とも令和3年2月28日

福岡県新型コロナウイルス
感染症一般相談窓口
092-643-3599
9:00～18:00（土日祝除く）

福岡県新型コロナウイルス
感染症一般相談窓口
092-643-3599
9:00～18:00（土日祝除く）

制度

雇用調整助成金
特例措置

対象者

内容

問合せ先

休業にあたり、労働者に支払った休業
手当、賃金の一部を助成
【助成率】中小企業4/5、大企業2/3（一 福岡助成金センター
092-411-4701
定条件下では4/5）
労働者の雇用維持を図
北九州雇用調整助成金臨時窓
※解雇しない場合：中小企業10/10、 口 093-616-0860
る事業者
大企業3/4（一定条件下では10/10）
ハローワーク行橋
【上限額】1人1日あたり15,000円
0930-25-8609
【申請期限】 令和3年4月30日
支給対象期間末日の翌日から2ヵ月以内

小学校休業等
対応助成金

令和2年4月1日～令和3年3月31日ま
でに取得した休暇については、1日あた
小学校等の休校などで り15,000円を上限に賃金相当額を支給
コールセンター
保護者の労働者に対 【申請期限】
0120-60-3999
し、別途有給休暇を取 12月31日までの休暇取得分
9:00～21:00（土日祝含む）
→令和3年3月31日
得させた事業者
1月1日～3月31日までの休暇取得分
→令和3年6月30日

小学校休業等
対応支援金

小学校等の休校など
で、契約した仕事がで
きなくなった個人で仕
事をする保護者の方

令和2年4月1日～令和3年3月31日ま
での間においては、就業できなかった
日について1日あたり7,500円（定額）を
コールセンター
支給
0120-60-3999
【申請期限】
12月31日までに仕事を取りやめた分 9:00～21:00（土日祝含む）
→令和3年3月31日
1月1日～3月31日までに仕事を取りや
めた分→令和3年6月30日

母性健康管理措置
休暇取得支援助成金

医師等により休業が必
要とされた妊娠中の女
性に有給休暇を合計5
日以上取得させた事業
者

対象者1人あたり
有給休暇5日以上20日未満：25万円
以降20日ごとに15万円加算（上限100
万円）
※1事業所あたり20人まで

給付
補助

売上が一定以上減少した事業者
利子補給により、3年間実質無利子
【融資上限額】
日本政策金融公庫（中小） 3億円

相談・申請窓口
092-411-4717
8:30～17:15（土日祝除く）

日本政策金融公庫
0120-154-505
商工中金
0120-542-711
民間金融機関
0570-783-183

政府系／民間金融機
関による実質無利子・
無担保融資

売上減少により資金繰 商工中金 3億円
日本政策金融公庫（国民） 6,000万円
りが厳しい事業者

セーフティネット保証
4号認定

最近1ヵ月の売上高等
が前年同月比で20％
以上減少し、かつ、そ
の後2ヵ月を含む3ヵ月
間の売上高等が前年
同月比で20％以上減
少することが見込まれ
る事業者

セーフティネット保証
5号認定

新型コロナウイルス感染症により売上
高等が減少している資金繰り支援措置
最近3ヵ月の売上高等 として、セーフティネット保証が発動さ 豊前市役所
が前年同月比5％以上 れ、通常の保証限度枠とは別枠での 商工観光課 商業活性係
保証が利用可能となる制度。制度利用 0979-82-1111（内線1263）
減少している事業者
には、事業所の所在する市の認定が
必要。

危機関連保証の認定

最近1ヵ月の売上高等
が前年同月比で15％
以上減少し、かつ、そ
の後2ヵ月を含む3ヵ月
間の売上高等が前年
同月比で15％以上減
少することが見込まれ
る事業者

融資
貸付

民間金融機関（信用保証） 6,000万円
【申請期限】
日本公庫・商工中金 当面2021年前半
民間金融機関 令和3年3月31日

新型コロナウイルス感染症により売上
高等が減少している資金繰り支援措置
として、セーフティネット保証が発動さ 豊前市役所
れ、通常の保証限度枠とは別枠での 商工観光課 商業活性係
保証が利用可能となる制度。制度利用 0979-82-1111（内線1263）
には、事業所の所在する市の認定が
必要。

通常の一般保証及びセーフティネット
保証とは異なる危機関連保証が発動さ 豊前市役所
れ、別枠の保証が利用可能となる制 商工観光課 商業活性係
度。制度利用には、事業所の所在する 0979-82-1111（内線1263）
市の認定が必要。

制度

融資
貸付

補助
加点

対象者

内容

問合せ先

農林漁業セーフティ
ネット資金の融資制度

農林漁業セーフティネット資金の貸付
主業農林漁業者（農林
金をご利用いただける要件に「新型コ 豊前市役所
漁業所得が総所得の
ロナウイルス感染症により資金繰りに 農林水産課 農業振興係
過半を占めているこ
著しい支障を来しているまたは来すお 0979-82-1111（内線1146）
と）、認定農業者等
それがあること」を追加。

農業近代化資金の
融資制度

貸付の特例が創設
主業農業者（農業所得
①貸付当初5年間実質無利子化
が総所得の過半を占め
②農業信用基金協会の債務保証
ていること）、認定農業
に係る保証料を保証当初5年間免除
者等
③実質無担保化

漁業近代化資金の
融資制度

貸付の特例が創設
豊前市役所
新型コロナウイルス感 ①貸付当初5年間実質無利子化
染症の影響を受けた漁 ②債務保証に係る保証料を保証当初5 農林水産課 水産振興係
0979-82-1111（内線1141）
年間免除
業者
③実質無担保化

社会福祉施設等
に対する優遇融資

【融資率】100％
【償還期間】15年以内（据置5年以内）
施設の責に帰すること
【貸付利率】
ができない事由により
（当初5年間）6,000万円までは無利子
減収・事業停止等に
6,000万円超の部分は0.200％
なった社会福祉施設等
（6年目以降）0.200％
【限度額】なし 経営に必要な資金

医療関係施設等
に対する優遇融資

【融資率】100％
【償還期間】15年以内（据置5年以内）
【貸付利率】
・コロナ対応を行う医療機関の場合
「病院1億円、診療所4,000万円、また
施設の責に帰すること は「当該医療機関の前年同月からの減
ができない事由により 収の2ヵ月分」の高い方
上記までは無利子、これを超える
減収・事業停止等に
なった医療関係施設等 部分は0.200％ 6年目以降0.200％
【限度額】
病院7.2億円、老健・介護医療院1億
円、それ以外の施設4,000万円または
「当該医療機関等の前年同月からの減
収の12ヵ月分」の高い方

豊前市役所
農林水産課 農業振興係
0979-82-1111（内線1146）

独立行政法人福祉医療
機構相談窓口
06-6252-0216
NPO法人向け：NPOリソース
センターNPO支援課
03-3438-4756

独立行政法人福祉医療
機構相談窓口
0120-343-863
携帯電話等でつながらない
場合 03-3438-0403

マル経融資の
金利引下げ

前年比5％以上の売上減少で融資限
最近1ヵ月の売上高が
度額別枠1,000万円、当初3年間金利を
日本政策金融公庫
前年または前々年の同
0.9％引下げ。加えて、据置期間を運転
0120-154-505
月比5％以上減少して
資金で3年以内、設備資金で4年以内
いる小規模事業者
に延長。

小規模事業者持続化
補助金の加点措置

売上減の中、生産性向上に取組む事
業者に対し、補助金採択審査において
10％以上の売上減少
加点措置を行う。なお、加点措置の受 豊前商工会議所
が生じている小規模事
けようとする場合は、セーフティネット保 0979-83-2333
業者
証4号または危機関連保証の認定書が
必要。

相談
支援

制度

対象者

新型コロナウイルス
感染症に伴う中小企業
金融対応窓口

中小企業・小規模事業者

新型コロナウイルス感染症の影響によ 豊前商工会議所
る経営面・資金面等の各種相談に対応 0979-83-2333

中小企業デジタル化
応援隊事業

業務でIT化等を
推進したい中小企業

IT化（オンライン会議、AI・RPAの導入、
ペーパーレスの推進、通信・セキュリ
ティ環境の整備等）を推進したい中小
企業等に対し、IT専門家が支援を行っ
た場合、事務局がその費用の一部を
支払う（1時間あたり最大3,500円）。
【上限】1企業あたり累計30万円

事業継続のための
専門家派遣

・各種補助金や助成金、融資など
最近1ヵ月の売上高等
資金繰り支援策の情報提供
が前年同月比15％以
・融資申込みにあたっての資金計画、
上減少し、かつ、その
公益財団法人福岡県中小
資金繰り表作成の支援
後2ヵ月間を含む3ヵ月
企業振興センター
・雇用調整助成金の申請書類作成
間の売上高等が前年
092-622-5432
の支援 など
同月比15％以上減少
することが見込まれる
費用無料
事業者
（1企業、1案件につき原則3回まで）

福岡県よろず支援拠点

内容

経営に関する悩みごとに各専門分野
の相談員が対応
・売上拡大・販路拡大
中小企業・小規模事業者等 ・経営改善・事業再生
・事業承継
・税金・補助金・助成金 についてなど
相談は無料、何回でも可

上記掲載以外の支援制度もありますので、経済産業省HP特設ページ等をご参照ください。

問合せ先

中小企業デジタル化応援隊
事業事務局
050-2000-7227
9:00～17:00（土日祝除く）

公益財団法人福岡県中小
企業振興センター
092-622-7809
豊前市役所内に各種申請支援
窓口を開設（事前予約制）
期間 2月～3月の火曜日
時間 9:30～12:00、13:00～16:30
予約 豊前市役所 商工観光課
0979-82-1111
（内線1149・1175）

