
新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策

【対象】
セーフティネット保証４号・５号、危機関
連保証の認定を受けている事業者

【貸付条件】
限度額：4,000万円
貸付期間：10年以内（据置５年以内)
利率：1.3％

福岡県の融資

福岡県 経営相談窓口
TEL：0120-567-179

【対象】
セーフティネット保証４号・危機関連保証
の認定を受けている事業者

【貸付条件】
限度額：350万円
貸付期間：10年以内（据置５年以内)
利率：0.8％

久留米市の融資

久留米市 商工政策課
TEL：0942-30-9133

【対象】
保証４号：売上高が前年同月比▲20％以上減少等
保証５号：売上高が前年同月比▲5％以上減少等
危機関連保証：売上高が前年同月比▲15％以上減少

【保証】
保証４号、危機関連保証：別枠で100％の信用保証
保証５号：別枠で80％の信用保証

セーフティネット保証

久留米市 商工政策課 ※受付・相談は各総合支所 産業振興課でも行っております
TEL：0942-30-9133 （田主丸、北野、城島、三潴）

【対象】
上記融資を利用された事業者のうち
①個人事業主(小規模に限る)：要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高

▲15％減少
③中小企業者：売上高▲20％減少

【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

【対象】
上記融資を利用された事業者のうち
・売上高▲15％減少 もしくは
・セーフティネット保証5号の認定を受けた
個人事業主(小規模に限る)

【内容】
支払利息（1.3％分）を3年間補助

実質・無利子

福岡県 経営相談窓口
TEL：0120-567-179

【対象】
上記融資を利用された事業者

【内容】
支払利息（0.8％分）を５年間補助
※1年ごとに市から請求についてご案内

します

実質・無利子

久留米市 商工政策課
TEL：0942-30-9133

【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事
業者

【貸付条件】
限度額： 8,000万円
貸付期間：15年以内（据置5年以内）

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 久留米支店
TEL：0942-34-1212

大家さん店子さん助け合い支援

久留米市 資産税課
TEL:0942-30-9010

事業継続のための運転資金が心配 給付金を受けたい ※裏面にもあります

８月３１日時点 久留米市 商工観光労働部 商工政策課
TEL：０９４２－３０－９１３３

申請書の様式等は
市ホームページにも
掲載しています

※各支援策の詳細については、実施機関のホームページや問合せ先にてご確認ください。

【対象】
売上高が前年同月比
▲５0％以上減少

【給付額】
法人：最大200万円
個人事業者：最大100万円

【支給対象拡大】 ※６月２９日受付開始

①業務委託契約等に基づく事業活動からの
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申
告した個人事業者

②令和2年１～３月の間に創業した事業者

国の持続化給付金

持続化給付金コールセンター
TEL：0120-115-570

申請サポート会場（福岡市内）
予約制：0570-077-866（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）

0120-835-130（自動ガイダンス）

電子申請

受付：1月15日まで

【対象】
中堅・中小企業、小規模・個人事業者等で
5～12月の売上高が下記のいずれかに該当
①1か月の売上高が前年同月比▲50％
以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が
前年同期比▲30％以上減少

【給付額】
法人：最大600万円
個人事業者：最大300万円

【支援対象拡大】 ※８月２８日受付開始

①令和2年１～３月の間に創業した事業者
②令和元年創業したが売上がない一部の方
③前事業者の死亡により令和2年4月2日

以降に事業承継
された方

生活費に困っている

緊急小口融資（無利子）

【対象】
世帯員の中に個人事業主がおり、休業等による
収入減少があり、緊急かつ一時的な生活維持の
ための貸付を必要とする世帯等

【内容】
貸付上限 10万円以内 → 20万円以内（特例）

償還期限 ２年以内（据置１年以内）

※労金・久留米郵便局でも受け付けています

久留米市社会福祉協議会
TEL：0942-34-3122 ・ 080-1539-3864

コールセンター TEL：0120-46-1999

【経営に関するご相談】

商工会議所・商工会でも、事業者の皆様からの
ご相談に対応しています。

久留米商工会議所 TEL：0942-33-0213 
久留米南部商工会 TEL：0942-64-3649
久留米東部商工会

善導寺事務所 TEL：0942-47-1231
北野事務所 TEL：0942-78-3311

田主丸町商工会 TEL：0943-72-2816

中小機構 特別利子補給制度事務局
TEL：0570-060-515

県の家賃軽減支援金

【対象】
上記の国の給付金を受けた県内事業者

【給付額】
法人：最大60万円
個人事業者：最大30万円

福岡県家賃軽減支援金相談コールセンター

TEL：0570-010-833

【対象】
市内店舗の家賃を減額した不動産所有者

【対象となる物件】
家賃減額の対象となった店舗で住宅部分や
土地などは除きます
※店子さんが市内居住者、市内に本店を置く

事業者に限ります
【減免される額】
対象物件にかかる令和２年度固定資産税・
都市計画年税額100％（家屋のみ）
または家賃減額の110％のいずれか低い額

※国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から
の給付決定後に申請してください

家賃支援給付金 コールセンター
TEL：0120-653-930

申請サポート会場（地場産くるめ）
予約制： 0120-150-413（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）

受付：1月15日まで

電子申請

※保証付既往債務からの借換が可能

国の給付金申請相談窓口

国（中小企業庁）持続化給付金および
家賃支援給付金の申請に関する無料の相談
窓口です。

【会場】
久留米市役所13階 1303会議室
毎週月曜日～金曜日（祝日を除く）
9時30分～16時30分

【受付】
事前電話予約制

福岡県よろず支援拠点
TEL:080-6419-1771

受付：２月2８日まで

※申請窓口ではございません。

MEMO

会場番号
4013「天神」
4014「博多」

受付：10月30日まで

国の家賃支援給付金



※各支援策の詳細については、実施機関のホームページや問合せ先にてご確認ください。

【対象】
4月1日~９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

福岡労働局 福岡助成金センター
TEL：092-411-4701

【対象】
小学校等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

従業員への休業手当の支払いが心配

助成金の申請を窓口で市職員がお手伝いします
社会保険労務士もアドバイザーで待機

【会場】久留米市役所３階３０7会議室
毎週月曜日（8月10日除く）10時～16時

【受付】事前電話予約制

久留米市 労政課
TEL:0942-30-9046

従業員20人以下の小規模の事業所が、助成金申
請業務を新たに社会保険労務士に依頼した場合
に支援

【補助額】最大10万円

久留米市 労政課
TEL:0942-30-9046

雇用調整助成金申請の支援補助金雇用調整助成金申請の相談窓口

受付：8月31日まで

回復期に向けた取り組みをしたい

販路開拓等のための取組を支援

【対象】
小規模事業者 等

【支援内容】
補助上限 50万円

※創業者は100万円
補助率 2/3

持続化補助金

新製品開発や生産プロセス改善
等の設備投資等を支援

【対象】
中小企業・小規模事業者 等

【支援内容】
補助上限 1,000万円
補助率 中小 1/2、小規模 2/3

ものづくり補助金

ITツール導入による業務効率化
を支援。テレワーク導入なども可

【対象】
中小企業・小規模事業者 等

【支援内容】
補助額 30～450万円
補助率 1/2

ＩＴ導入補助金

◆特別枠の要件 補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること

類型A：サプライチェーンの毀損への対応 類型B：非対面型ビジネスモデルへの転換 類型C：テレワーク環境の整備

【特別枠の支援】
・補助率の拡大

特別枠（類型A）2/3
特別枠（類型B又はC）3/4

【特別枠の支援】
・補助率の拡大
特別枠（類型A）2/3

（類型B又はC）3/4
・補助上限額の拡大 100万円

【特別枠の支援】
・補助率の拡大
特別枠（類型A）2/3
特別枠（類型B又はC）3/4

【事業再開枠の支援】
業種別ガイドラインに沿った感染防止対策の取組に対して、補助上限50万
円を上乗せ。 補助率 10/10
（対象経費：消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用）
【対象者】 ものづくり補助金（特別枠のみ）又は、持続化補助金の採択者

※特別枠に限り、PC・タブレット等の
ハードウェアに係るレンタル費用もソ
フトウェアと併せて導入する場合は
補助対象

※通常枠でもテレワークの導入に取
り組む場合は審査で加点

事業の再開にあたっては、感染防止対策に十分ご留意ください。

【参考】 業界団体が策定した感染防止対策のガイドライン（例示）

外食
トイレのハンドドライヤーは使用を中止し、ペーパータオルを置く。
酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けるように注意喚起する。

スーパー
小売店

レジ前など顧客が列に並ぶ際には、床に目印を付すことや掲示・アナウンスの実施などに
より対人距離の確保を促す。
買物カゴ、買物カートのハンドル部分など、顧客や従業員が手を触れることが多い箇所
は定期的に消毒を実施。

ホテル・旅館
感染防止のためチェックイン・アウト時に密にならいように間隔をあけた待ち位置の表示
や客室でのチェックアウト。

タクシー
エアコンによる外気導入や窓開け等を行う。
自動車内の座席・手すり、防護スクリーンなど乗務員や利用者が頻繁に触れる箇所に
ついては、こまめに消毒する。

ゲームセンター
遊技機の座席間隔を設け、間引き・遮蔽パネル等を講じる。
遊技機を低音量に設定し、大声での会話とならないようにする。

結婚式場
提供する料理は、個人盛りとし、大皿盛りは避ける。
集合写真を撮影する場合は、直前までマスクを着用し、会話を控えていただく。

学習塾 教室等における塾生同士及び講師との間隔を１～２ｍ確保する。

※業界団体がHPに公表したガイドラインから久留米市が内容を抜粋して作成

ものづくり補助金事務局

申請・相談はWEBにて

お近くの商工会・商工会議所に
ご相談下さい。
（連絡先は裏面右下に記載）

サービスデザイン推進協議会

申請・相談はWEBにて

多くの業界団体がガイドラインを策定し公表しています。
「業種別の感染拡大予防ガイドライン」は、内閣官房
のホームページに一覧が掲載されています。

ガイドライン一覧（PDF)

気を抜かず一人ひとりができることを

新しい生活様式に向けた支援（支援金・補助金）

久留米市の支援金・補助金

新しい生活様式対応事業者応援金

【対象】
市内で小売店や飲食店、サービス業など
来客型の施設（店舗）を営み、感染防
止対策や非対面の営業形態の導入など
を行った事業者

【取り組み例】
テイクアウト、キャッシュレス化、換気扇増
設、アクリル板・消毒液の設置、予約シ
ステム・インターネット販売導入等

【給付内容】
中小法人：５万円
個人事業者：４万円
※２店舗以上:中小法人：10万円

個人事業者：8万円

※ホテルや旅館、 MＩＣＥ関連施設、
観光バス・タクシー事業者の皆様は、
「観光・MICE支援金」を活用ください

久留米市 事業者支援金コールセンター
TEL：0942-30-9750

専門家による相談窓口
テレワーク導入などの相談に専門家（IT
コーディネータ等）が無料で応じます

【会場】久留米市役所3階307会議室
毎週火曜日 10時～16時

【受付】事前電話予約制

テレワーク・クラウドサービス導入補助金

【対象】
経済回復期に向けた「新しい働き方ス
タイル」に対応するためテレワークやクラウ
ドサービスの導入を行う事業者

【対象経費】
ソフトウェア等の利用料、機器購入費等

【支援内容】
補助上限：30万円 補助率：3/4以内

【相談窓口予約】久留米市 労政課
TEL： 0942-30-9046
【補助金申請】久留米市 商工政策課
TEL：0942-30-9133

新しい生活様式対応観光・MICE支援金

【対象】
観光やMICEの再開に向け、感染防止
対策や業態転換等に取り組むホテル等
の観光関連事業者

【取り組み例】
清掃、換気、消毒液、パーテーション、
検温、マスク装着、社内消毒、テレワー
ク、日帰り利用対応などのための改装等

【給付内容】
支援額：最大200万円
〇ホテル・旅館：1万円×客室数又は

// 500円×㎡（1,000㎡以上の施設）
〇MICE関連施設

// 500円×㎡（1,000㎡以上の施設）
〇観光バス：5万円×台数

// タクシー：2万円×台数

久留米市 観光・国際課
TEL：0942-30-9137

受付：10月30日まで

開設期間：10月27日まで

【追加対策枠の支援】
クラスター対策が特に必要と考えら
れるナイトクラブ、ライブハウス等は、
補助上限を50万円さらに上乗せ
補助率 2/3、3/4又は10/10

受付：10月30日まで
受付： 10月30日まで

受付：10月30日まで

受付：12月28日まで


