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新型コロナウイルス感染症への対応状況について 
 

 

１ 事業継続の支援 

（１）資金繰り対応の強化 

 ○実質無利子・無担保、保証料ゼロの緊急特例融資を創設(5/1開始) 

【中小企業振興課】 

    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た事業者を対

象とした、無利子・無担保、保証料ゼロの県制度融資「新型コロナウイルス感

染症対応資金」を創設し、資金繰り支援を強化。 

    「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資枠・融資上限額を、「緊急経 

   済対策資金」の融資枠をそれぞれ拡大。 

     「新型コロナウイルス感染症対応資金」 

       ：融資枠 2,828 億円→6,600 億円、融資上限額 3,000 万円→4,000万円 

      「緊急経済対策資金」：融資枠 600 億円→1,786億円 

 

 県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」実績(１０月３０日現在) 

＜保証申込＞ 件数：３５，１２２件、金額：５７０，７８２百万円 

＜保証承諾＞ 件数：３３，２１７件、金額：５２１，９６２百万円 

 県制度融資「緊急経済対策資金」実績(１０月３０日現在) 

＜保証申込＞ 件数： ６，３０２件、金額：１７４，０９０百万円 

＜保証承諾＞ 件数： ５，３３３件、金額：１３８，４５６百万円 

 県制度融資 合計実績(１０月３０日現在) 

＜保証申込＞ 件数：４１，４２４件、金額：７４４，８７２百万円 

＜保証承諾＞ 件数：３８，５５０件、金額：６６０，４１７百万円 

 

（参考）リーマンショック（平成２０年９月発生）時の融資状況との比較 

 【リーマンショック時】（県制度融資 Ｈ２０年９～Ｈ２１年２月実績） 

           （※リーマンショック発生から６か月間） 

＜保証承諾＞ 件数：１２，５２１件、金額：２１７，０７４百万円 

 【今  回】（県制度融資 Ｒ２年３～８月実績） 

              （※セーフティネット保証４号発動から６か月間） 

＜保証承諾＞ 件数：３４，１４４件、金額：５８７，１５８百万円 

 

＜資料４＞ 
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 ○新型コロナウイルスに関する経営相談窓口(1/30 開始) 

【中小企業振興課、新事業支援課】 

  ・設置場所：本庁（中小企業振興課、新事業支援課） 

        中小企業振興事務所（県内４カ所） 

        (公財)福岡県中小企業振興センター、福岡アジアビジネスセンター 

  ・開設時間：平日９時から１７時まで 

        ※ ４月１日から、通話料金無料の「フリーダイヤル経営相談窓口」

（０１２０－５６７－１７９）を開設 

         （土日祝日を含む毎日９時から１７時） 

   ・相談件数：      ９７，３６１件（１０月３０日現在） 

   ・相談内容：資金繰り  ８９，０９１件（９２％） 

         雇用関係   １，８９８件（ ２％） 

                  経営相談         ５４６件（ １％） 

         その他       ５，８２６件（ ６％） 

  

○専門家の配置により電話相談窓口を拡充(5/11 開始) 

 ・ 専門家によるコールセンターを開設し、資金繰りをはじめとする経営相談 

   体制を拡充。 

   

 ○資金繰り支援への配慮要請等                【中小企業振興課】 

  ・ 金融機関や信用保証協会等に対し、中小企業者からの融資相談への迅速かつ

適切な対応や、相談体制の充実等、中小企業への資金繰り支援への配慮を要請

する県商工部長名の文書を発出（１月３０日付）。 

  ・ 県制度融資の取扱金融機関に対し、「緊急経済対策資金」等による弾力的かつ

迅速な融資や、返済条件緩和への柔軟な対応を要請する知事名の文書を発出

（３月２日付）。 

  ・ 信用保証協会に対し、保証審査の迅速かつ柔軟な対応を要請する知事名の文

書を発出（３月１６日付）。 

  ・ 取扱金融機関及び信用保証協会に対し、年度末の金融繁忙期に向けて審査手

続きのより一層の迅速化を要請する知事名の文書を発出（３月２３日付）。 

  ・ 県内各金融機関及び信用保証協会に対し、より個々の実情に則した柔軟な対

応と、一層の迅速化を要請する知事名の文書を発出（４月３０日付）。 

  ・ 県が商店街などの組合に対し直接貸し付けている高度化資金について、返済

条件の緩和に関する債務者からの相談にきめ細かく対応。 

 

 ○支援策等の周知                       【中小企業振興課】 

   県の経営相談窓口や資金繰り支援策等について、県のホームページや商工会議
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所・商工会等の関係団体を通じ、中小企業・小規模事業者への周知を図るととも

に、フリーランス等を含め広く周知徹底を図るため、下記の対応を実施。 

①県の広報媒体を活用した周知（ツイッター・ＬＩＮＥ、新聞広告、ラジオ） 

  ②県との包括連携協定に基づき、県内のローソンにチラシを配架 

 

（２）持続化緊急支援金・家賃軽減支援金の給付 

 ○「福岡県持続化緊急支援金」を創設（5/2 受付開始）     【中小企業振興課】 

   国の「持続化給付金」の対象とならない、前年同月比で売上が３０％以上５０％

未満減少した事業者に対し、法人は５０万円、個人事業者は２５万円を上限に支

援金を給付。 

  ・ Ｗｅｂ上での申請のため、パソコンやスマートフォン等を所有していない方 

   を対象とした申請支援窓口を開設（5/15県内５か所、6/1県内１０か所に拡大）。 

  ・ ２０２０年新規創業・開業した事業者に対する特例を追加（6/8 から受付）。 

  ・ ６月３０日までの申請期限を７月３１日まで１か月延長。（7/31受付終了） 

「福岡県持続化緊急支援金」実績（１０月３０日現在） 

＜申請済＞ 

 件数：２７，３６７件 金額：９，４３７百万円 

＜給付済＞ 

 件数：２５，８０１件 金額：８，９６３百万円 

 

 

 ○「福岡県家賃軽減支援金」を創設（7/27受付開始）       【商工政策課】 

   売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国の「家賃支援給

付金」の対象事業者に対し、県独自の家賃軽減支援金を上乗せして給付。 

  ・ 休業協力要請の延長に応じた北九州市内の事業者に対し、さらに家賃月額の 

   １割を給付。 

  ・ ６月２５日から、「福岡県家賃軽減支援金」に関する相談コールセンターを開 

   設。８月４日の国の給付開始を受け、１７日に初めての申請があり、２１日か 

   ら給付開始。 

    「福岡県家賃軽減支援金」実績（１０月３０日現在） 

     ＜申請受付済＞ 

      件数：５，７７９件、金額：４６３百万円 

     ＜給付済＞ 

      件数：５，０８２件、金額：４０９百万円 
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２ 「新しい生活様式」を踏まえた産業・社会の活性化 

（１）デジタルトランスフォーメーション（DX)の推進 

○設計・開発・生産現場におけるデジタル化の指導に必要な機器の整備 

【中小企業技術振興課】 

   工業技術センターに設計・開発・製造技術のデジタル化指導のための機器を導 

  入し、中小企業のデジタル化を支援。 

  

 ○システム開発の支援（9/25受付開始）            【新産業振興課】 

   中小企業のＤＸ導入を加速させるため、現場ニーズに対応したシステムを開発 

  する県内ＩＴ企業を支援。 

 

（２）生産性向上支援 

○生産性向上に資する設備、治具、器具等の導入の支援（10/5受付開始） 

【中小企業技術振興課】 

   福岡県中小企業生産性向上支援センターの生産性アドバイザーの支援を受け 

  て行う、生産性向上に必要な自動化装置等の新規導入費用の一部を補助。 

   「中小企業生産性向上設備導入支援補助金」実績（１０月３０日現在） 

     補助金申請件数：３件、交付決定件数：３件 

 

  ○中小企業診断士等の専門家派遣を無償化(5/2受付開始)    【中小企業振興課】 

   売上が１５％以上減少した事業者に対し、中小企業診断士、社会保険労務士、

税理士等の専門家派遣を無償化し、事業継続を支援。 

   専門家派遣無償化実績（１０月３０日現在） 

     無償化件数：７１件（他 調整中件数：６件） 

 

（３）「新しい生活様式」を踏まえた製品開発・販路拡大等支援 

 ○テレワーク導入、販路拡大等を支援する国のものづくり補助金、持続化補助金、 

  IT導入補助金に対する県費の上乗せ補助(5/1以降順次受付開始) 

【中小企業振興課、中小企業技術振興課】 

   売上が１５％以上減少した事業者が行うテレワークツールの導入や新製品開

発・生産プロセス改善に必要な設備投資等に係る経費に対し、国の補助に加えて

事業の総額の１／１２を県費で上乗せ補助。 

  ※国補助金の募集期限 

  （ものづくり補助金）1 次：5月 20日、2 次：8月 3日、3次：11月 26日 

  （持続化補助金）1 次：5 月 15 日、2 次：6 月 5 日、3 次：8 月 7 日、4 次：10 月 2 日、5 次：12 月 10 日 

   (ＩＴ導入補助金） 1 次：5 月 29 日、2 次：6 月 12 日、3 次：6 月 26 日、4 次：7 月 10 日 

           5 次：7 月 31 日、6 次：9 月 2 日、7 次：10 月 2 日、8 次：11 月 2 日、9 次：12 月 18 日 
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   「中小企業生産性革命支援補助金」実績（１０月３０日現在） 

      問い合わせ件数：３４８件（ものづくり ５３件、持続化 ８２件、ＩＴ ２１３件） 

      国の補助事業完了後に申請受付予定 

 

 ○中小企業の新たな研究・製品開発等を支援する「中小企業・小規模事業者応援補 

  助金」創設による事業者負担の軽減(5/1 以降順次受付) 

【中小企業振興課、中小企業技術振興課、新産業振興課、観光政策課、観光振興課】 

   売上が１５％以上減少した中小企業・小規模事業者に対し、生産性向上に資す

る設備投資に対する助成など１７の既存補助金の補助率を嵩上げし３／４を補助。 

   「中小企業・小規模事業者応援補助金」実績（１０月３０日現在） 

     問い合わせ件数：５１３件、交付申請件数：１４３件、交付決定件数：１１８件 

  

 ○工業技術センターにおける依頼試験手数料・設備使用料の全額免除 

                     （5/1受付開始）【工業技術センター】 

   売上が１５％以上減少した中小企業者に対し、依頼試験手数料・設備機器使用

料の全額免除を実施。 

  全額免除実績（１０月３０日現在）：６３４件（依頼試験５０４件、設備使用１３０件） 

 

 ○中小企業技術・経営力評価書発行の無償化(5/7受付開始)    【新事業支援課】 

   売上が１５％以上減少した事業者に対し、企業の強み・弱みを専門家が客観的

に分析・評価する「福岡県中小企業技術・経営力評価書」発行に係る手数料を無

償化し、事業継続を支援。 

   「中小企業技術・経営力評価書」発行無償化実績（１０月３０日現在） 

     無償化件数：１６件（他 問い合わせ件数：４件） 

 

 ○新しい生活様式の定着に資する製品開発を支援する機器の整備 

【中小企業技術振興課】 

   工業技術センターに殺菌装置や飛沫拡散防止の製品開発に対応する試作・評価

機器を導入し、「新しい生活様式」を踏まえた中小企業の製品開発を支援。 

 

 ○飲食店が行うデリバリーやテイクアウトの導入など、経営革新に必要な経費の補 

  助(5/7開始)                        【新事業支援課】 

  ・ コロナ緊急対策（5/7受付開始）：売上が１５％以上減少した事業者が飲食店 

   のデリバリーやテイクアウト導入等、経営革新計画を策定し、新たな取組を実 

   施する際に必要な経費に対し３／４を補助。 

   「経営革新実行支援補助金（コロナ緊急対策）」実績（１０月３０日現在） 

      補助金申請件数：４８８件、交付決定件数：３４７件 

   ※ 経営革新に取り組む事業者の支援を強化するため、採択件数を４００件か
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ら１，２５０件に拡大。 

 

  ・ 感染防止対策（6/29 受付開始）：令和２年度に経営革新計画の承認を受けた 

   事業者が実施する消毒、換気設備の導入等の感染防止対策に必要な経費に対し 

   ３／４を補助。 

   「経営革新実行支援補助金（感染防止対策）」実績（１０月３０日現在） 

      補助金申請件数： ８８件、交付決定件数： ４５件 

  

  ・ 経営革新計画の策定支援：経営革新に取り組む事業者の支援を強化するため、

経営革新計画策定指導員を増員 

 

 ○ベンチャーマーケットの開催                【新事業支援課】 

  ・ ウェブ配信によるフクオカベンチャーマーケットの開催：企業のビジネスプ 

   ラン発表や個別商談会のマッチング支援などをウェブ上で実施することによ 

   り、フクオカベンチャーマーケットを開催。 

   「ウェブ配信によるフクオカベンチャーマーケット」実績（１０月３０日現在） 

     開催日：５月１９日（視聴申込者数１４１人）、２０日（同 ７１人） 

          ６月２４日（同 ８１人）、７月２２日（同 ９４人） 

        ８月２６日（同 ６３人）、９月２３日（同 ７９人） 

        １０月２６日（同１３４人、別途会場参加者数７５人）（後掲） 

   

  ・ 新たな日常に向けたベンチャーマーケットの開催：ＩＴ技術等を活用した非

接触・非対面モデルや治療薬、医療機器など、コロナ禍における新たなビジネ

スに特化したベンチャーマーケットを開催 

   「ベンチャーマーケット ニューノーマル特集」実績（１０月３０日現在） 

    開催日：１０月２６日 

（会場参加者数７５人、視聴申込者数１３４人）（再掲） 

 

（４）地域経済の活性化支援 

 ○プレミアム付き地域商品券の発行規模拡大、プレミアムの嵩上げ 

【中小企業振興課】 

   プレミアム付き地域商品券の発行規模拡大、プレミアム分上乗せを実施。 

   発行規模を１８３億円から２３３億円に拡大 

    ７月予約受付開始：２１団体  １０月予約受付開始：１４団体 

    ８月予約受付開始：２９団体  １０月販売開始  ：３２団体 

    ８月販売開始  ： ４団体  １１月予約受付開始： ２団体 

    ９月予約受付開始：２５団体  １１月販売開始  ：２３団体 

    ９月販売開始  ：１０団体           
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 ○通販サイトを活用した県産品販売キャンペーン（福岡県ウェブ物産展）の実施  

  (5/2 開始)                         【観光政策課】 

   感染拡大により、百貨店での物産展の開催中止等の影響を受ける中小企業者の

販路確保を支援するため、県産品を割引価格でネット販売する「福岡県ウェブ物

産展」を開催。（第七弾キャンペーンまで実施予定） 

 

   【総合計】※第四弾キャンペーンまでの合計 

     総売上：約１３億９９万円 

     割引クーポン配布枚数 ：２０６，９２１枚 

   （内訳） 

    第一弾キャンペーン：５月２日（土）開始（５月２２日（金）終了） 

      総売上：約１億４，２９７万円 

      割引クーポン配布枚数  ：１０，０００枚（開始後８時間で終了） 

      売れ筋商品：福袋、明太子、もつ鍋セット、蜂蜜、米等 

      ・ 県公式のＳＮＳ等で延べ６回配信 

      ・ 新聞（１面広告）：５月２日 

         掲載紙：西日本、朝日、読売、毎日、日経、産経（大手６紙） 

    第二弾キャンペーン：６月１日（月）開始（６月２２日（月）終了） 

      総売上： 約２億６，７１５万円 

      割引クーポン配布枚数： ４６，２２７枚 

       ・ 県広報番組等を活用した情報発信を実施 

      ・ 県公式のＳＮＳ等で延べ５回配信 

      ・ インターネットの検索エンジンに広告を掲載 

    第三弾キャンペーン：７月２２日（水）開始（８月１７日（月）終了） 

      総売上：約４億２，８３８万円 

割引クーポン配布枚数 ：７５，３１５枚 

      ・ 県公式のＳＮＳ等で延べ４回配信 

・ 新聞折込広告：７月２２日 

  掲載紙：西日本、朝日、読売、毎日 

    第四弾キャンペーン：９月１日（火）開始（９月２３日（水）終了） 

      総売上：約４億６，２４８万円 

      割引クーポン配布枚数 ：７５，３７５枚 

      ・ 県公式のＳＮＳ等で延べ２回配信 

    第五弾キャンペーン：１０月２３日（金）開始（１１月１６日（月）終了） 

      割引クーポン配布予定枚数 ：８５，０００枚 

 

 ○宿泊事業者が行う感染防止対策のための取組み等に対する助成(5/7開始) 

【観光振興課】 
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   中小の宿泊事業者が行うマスク、消毒液、空気清浄機の購入や安全対策に関す

る情報発信等の取組みに要する経費に対し３／４を助成。 

  「宿泊事業者緊急支援補助金」実績（１０月３０日現在） 

   申請件数：２８７件、交付決定件数：２７５件 

   ・ 申請期間及び補助対象期間７月３１日→翌年２月２８日までに延長 

   ・ 申請方法をわかりやすく説明したチラシを同封し未申請事業者に案内を 

    送付するなど、これまで３回案内 

 

 ○九州在住者を対象とした「福岡の魅力再発見」キャンペーンを実施（7/1 開始） 

【観光振興課】 

  ・ 本県の宿泊施設を利用する旅行者の宿泊料金の割引（１泊当たり最大５千円／人）、 

   本県を周遊する旅行商品の割引（１泊当たり最大５千円／人、日帰り最大３千円／人） 

    を支援。 

   (購入期間：７月１日～７月３１日、利用期間：７月１日～９月３０日（１か月 

延長）、１５万人泊分） 

販売状況：約８．５万人分（宿泊約８万人分、日帰り約５千人分） 

  ・ 県内周遊促進のために利用するレンタカー代の割引（１台当たり３千円）を支援。 

  ・ ＳＮＳを活用し、県内周遊促進プロモーションを実施。 

 

 ○「福岡の避密の旅」観光キャンペーンを実施(11/5開始) 【観光振興課】 

  ・ 本県の宿泊施設を利用する旅行者の宿泊料金の割引（１泊当たり最大５千円／人）、 

   (購入期間：１１月５日～翌年２月２８日、利用期間：１１月５日～翌年３月１ 

日チェックアウト、１０万人泊分、県民は GoToトラベルとの併用可） 

  ・ 県内周遊促進のために利用するレンタカー代の割引（１台当たり３千円）を支援。 

 

 ○県内を巡る修学旅行を促進                  【観光振興課】 

   本県を行程に組み込んだ修学旅行を実施する県内外の学校に対し、バス代の 

一部を補助。（バス 1 台 1 日あたり 5 万円（宿泊）、バス 1台あたり 3万円（日帰り）） 

 

 

 

 ○県産品を集めた大規模販売会の開催              【観光政策課】 

   県内の百貨店等を会場に県産品を集めた大規模販売会を開催。 

 

 ○「菓子祭り」の開催                     【観光政策課】 

   集客力の高いお菓子を活用した「菓子祭り」開催により域外からの来訪を促進。 

    日程：令和３年２月２０日（土）～２１日（日） 

    場所：太宰府天満宮及び周辺地域 

福岡県修学旅行支援事業実績（１０月３０日現在） 

申請件数：１６６件 
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 ○観光需要の回復期に向けた福岡の安全・安心、魅力を発信する国内外向けの PR 

  動画作成                          【観光振興課】 

   国内外の観光客向けに「安全・安心な福岡」を発信する PR 動画により、プロ

モーションを実施。 

 

 ○県内先端成長産業分野における新製品の新聞広報及び動画作成 【新産業振興課】 

   外出自粛・大型展示会中止により、営業活動・製品 PR の機会を喪失した先端

成長産業分野における新製品について、新聞等のメディアを活用し PRを実施 

 

３ 治療薬等の開発 

 ○新型コロナウイルス治療薬等の開発に対する補助（5/1 開始)  【新産業振興課】 

   新型コロナウイルス感染症治療に繋がる研究開発費に対し３／４を補助。 

   採択実績（５月１８日採択） 

    提案者：（株）ボナック（久留米市） 

    提案内容：「ボナック核酸を用いた新型コロナウイルス感染症治療薬の開発」 

 

４ 「経済回復チーム」の取組み 

 〇新型コロナウイルス感染症対策本部に「経済回復チーム」を設置 【商工政策課】 

   本県の経済・雇用対策を強力に推し進め、経済の回復に繋げていくため、「経済

回復チーム」を対策本部の下に新たに設置（７月２０日付け） 

 

 〇これまでの会議等開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

開催日 議　　事

7月10日 会議の進め方、今後のスケジュール

7月15日

〇現下の経済状況（生産､消費､中小企業業況､雇用､農林水産業等）
〇4月、6月補正予算施策の取組状況
〇今後の課題
（例）中小企業のIT人材確保､ウェブの活用促進､
　　　農業等人材不足分野の労働力確保

7月20日 同上

8月4日、
5日

9月補正予算における経済・雇用関連施策（予算要求）

8月19日 同上（予算査定後）

9月8日 これまでのコロナ関連施策の中間総括・評価

9月30日
〇9月補正予算における施策の実施スケジュール
〇専門家・関係団体との意見交換会の実施について

10月19日
○シェアリングエコノミー庁内勉強会
（内容）シェアリングエコノミーの現状と今後の展望、シェアリングエコノミーを
活用した地域課題解決の事例紹介

10月27日
○関係団体との意見交換会
（出席団体：県商工会議所連合会、県商工会連合会、県機械金属工業連合
会、県農業協同組合中央会）
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５ 雇用に関する主な支援（主に企業の皆さま方向け） 

 ○特別労働相談窓口の開設（２月２８日～）           【労働政策課】 

  ・新型コロナウイルス感染症の影響による休暇、休業、解雇等の労働に関する特

別相談窓口を県内４地域の労働者支援事務所内に開設 

    相談状況：２，１３５件（使用者：７３８件、労働者：１，３９７件） 

※１０月２３日現在 

    (内訳)休暇、休業に関する相談９１０件、雇用調整助成金に関する相談４０６件 

         解雇・雇止め・退職勧奨に関する相談１１４件 等 
 

 

○雇用維持専門家助言事業                   【労働政策課】 

 ・労務管理等の専門家が、国の雇用調整助成金等の活用や労働者が安心して休暇

を取得できる制度の導入について、企業に対するコンサルティングを実施 

  ・訪問支援や個別相談会等により支援した企業は、１２２社（延べ１９０社） 

                            ※１０月３０日現在 

  ・業種別では、飲食業が４９件（４０．２％）と最も多く、サービス業が１９件

（１５．６％）と続く。 

 

 ○再就職支援の強化                      【労働政策課】 

・人材不足分野への転職支援を強化するため、若者就職支援センター及び中高年

就職支援センターへの求人開拓専門員の配置、県内各地域でのミニ面接会の開

催などを実施予定 

 

○Web を活用した就職支援                   【労働政策課】 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響が続く中においても、企業と求職者の出会い

の場を提供し効率的なマッチング支援を行うことができるよう、Web 上での合

同会社説明会を実施 

 ・UIJ ターン就職を促進するため、県外の大学１～３年生を対象とした Web イン

ターンシップを開催予定 
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倒産、休廃業・解散及び開業の状況について 

 

 

 

2019年 2019年 1-8月 2020年 1-8月 前年同期比

倒産件数 381 247 201 ▲18.6%

休廃業・解散件数 1,464 未公表 未公表 ―　　

2019年 2019年 1-8月 2020年 1-8月 前年同期比

開業数（事業所数） 4,725 3,309 3,831 +15.8%

2019年 2019年 1-8月 2020年 1-8月 前年同期比

倒産件数 8,383 5,470 5,457 ▲0.2%

休廃業・解散件数 43,348 28,908 35,816 +23.9%

2019年 2019年 1-8月 2020年 1-8月 前年同期比

開業数（事業所数） 95,495 66,840 79,682 +19.2%

福岡県

全 国

【出典】 

倒産件数、休廃業・解散件数 ： 東京商工リサーチ 

開業数 ： 厚生労働省「雇用保険事業月報」 


