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R3.3.31までに終了したもの

佐賀県対新型コロナ事業者向け
支援制度相談センター

0952-25-7462

・佐賀県新業態スタート支援事業補助金の交付を受けていない、
　中小・小規模企業者
・令和2年11月19日から令和3年2月12日までに支払い及び納品完了のもの
　※令和3年2月12日をもって、申請期間終了

家賃支援給付金
【終了】

佐賀県対新型コロナ事業者向け
支援制度相談センター

0952-25-7462

・国の家賃支援給付金の対象外事業者（2020 年4 月以降の創業者等）
・次の①～③いずれかの条件を満たすこと
　①「佐賀型チャレンジ事業者持続化支援金」の交付決定通知を受けて
　　いる
　②創業等以降令和2年12月までの間で、任意の2か月の事業収入を比較
　　して50％以上減少している月がある
　③創業等以降令和2年12月までの間で、任意の2つの連続する3か月の事業
　　収入の合計を比較して30％以上減少している期間がある
※その他各種要件があります
　※令和3年2月12日をもって、申請期間終了

給付額：直近1か月の支払家賃(月額)に基づき算出した
　　　　給付額（月額）の6倍
上限：法人600万円、個人300万円

家賃支援給付金　コールセンター
0120-653-930

・5月～12月の売上高について①いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比50％
　以上減少、又は、②連続する3ヵ月の売上高が前年同期比30％以上減少
　※令和3年2月15日をもって、申請期間終了

給付額：直近1か月の支払家賃(月額)に基づき算出した
　　　　給付額（月額）の6倍
上限：法人600万円、個人300万円

国

ウィズコロナ対策支援
事業費補助金
【終了】

県

飲食店の営業時間短縮
への協力金【終了】

県
・営業時間短縮要請に応じた飲食店に対して協力金を支給
協力金：1店舗あたり72万円
（全期間時短要請に応じた店舗へ）

持続化給付金【終了】 国

新型コロナウイルス感染症に伴う（事業者向け）支援策一覧

佐賀県産業労働部産業政策課
0952-25-7182

・ひと月の売上高が前年同月比50％以上減少
・「持続化給付金」事務局ホームページから電子申請
・佐賀玉屋1階 にて「申請サポート会場」開設（5月21日～／要予約）
　※令和3年2月15日をもって、申請期間終了

給付額：法人 200 万円 、 個人 100 万円
上限：昨年 1 年間からの売上減少分（基本）
　※2020年新規創業者への特例制度もあります

県
チャレンジ事業者
持続化支援金
【終了】

医療機関・薬局等
への支援金【終了】

国

医療機関等における感染拡大防止対策や診療体制確保などに要す
る費用を補助
【補助上限額】
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、訪問介護ステーション、助産所 70万円

【対象機関】
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診
療所・薬局・訪問介護ステーション・助産所
【対象経費】
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するため
の診療体制確保等に要する費用
　※令和3年1月31日をもって、申請期間終了

佐賀県対新型コロナ事業者向け
支援制度相談センター

0952-25-7462

佐賀県慰労金・支援金
コールセンター
0952-41-2300

・国の持続化給付金の対象外事業者（2020 年 1 月以降の創業者等）
・ひと月の事業収入が事業計画等から想定したひと月の事業収入比
　50％以上減少
　※令和3年1月15日をもって、申請期間終了

申請サポート会場
電話予約 窓口

0570-077-866

支援額：法人 200 万円 、 個人 100 万円
上限：事業計画等からの売上減少分

支援策 主　な　概　要 対象、条件 相談窓口、連絡先

・ウィズコロナ対策を行うために必要な、換気設備や加湿器等
　の経費への補助金。
補助額：最大15万円
補助率：1/2以内

県
佐賀型チャレンジ事業
者家賃支援金
【終了】

支
援
金
・
補
助
金

営業時間短縮要請
【対象】佐賀県内の飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食
店営業許可を受けている店（宅配、テイクアウトのみ行っているところは
対象外）
【要請期間】令和3年1月21日（木）～令和3年2月7日（日）
【要請内容】飲食店の営業時間の短縮
・営業時間：5時から20時までの間とすること
・酒類の提供：11時から19時までの間とすること
　※協力金の申請は令和３年3月5日をもって、受付終了
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R3.3.31までに終了したもの新型コロナウイルス感染症に伴う（事業者向け）支援策一覧

支援策 主　な　概　要 対象、条件 相談窓口、連絡先

い
い
い

い
い
い

い
い
い
い

県

県

佐賀県対新型コロナ事業者向け
支援制度相談センター

0952-25-7462

佐賀市事業継続支援金事務局
0952-40-7125

県

自動車運転代行業者
支援金【終了】

県
あん摩等施術所支援金
【終了】

あん摩などの医業類似行為を行う施術所への支援金
支援金：10万円/店舗

令和2年4月7日において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関
する法律又は柔道整復師法に基づき佐賀県知事に届出を行っている、かつ
新型コロナウイルス感染症防止に努めながら、事業を継続する意思がある
施術所の開設者
　※令和3年3月26日をもって、申請期間終了

【対象事業所】令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービス
を提供するために必要な経費が発生したすべての介護サービス事業所・施
設など
【対象経費】感染症対策に要する物品購入や外部専門家などによる研修実
施などに要する経費。
　※令和3年1月31日をもって、申請期間終了

国

障害福祉サービス施
設・事業所等への支援
金【終了】

国 （1）【対象事業所】令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者へ
の利用再開のための支援を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
（2）【対象事業所】令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を
行った相談支援事業所、サービス事業所
【対象経費】３密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要
する購入費用。（例・長机、飛沫防止パネル、換気設備　等）
　※令和3年1月31日をもって、申請期間終了

２.サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備へ
の支援
(1)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
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
上限：20万円

１.感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要
な経費を支援
上限：ｻｰﾋﾞｽ類型毎に設定
（例　通所介護（通常規模型）89.2万円、訪問介護53.4万円、特
養3.8万円×定員数） 佐賀県慰労金・支援金

コールセンター
0952-41-2300

補助額：最大20万円
補助率：2/3以内

新型コロナウイルス感染症対策として、新たな業態や業種別のガイドライ
ン等の遵守に取り組む県内中小・小規模事業者
　※8月7日をもって、申請期間終了

事業継続支援金【終了】

宿泊施設支援金【終了】 県

介護サービス事業所・
施設等への支援金
【終了】

新業態スタート支援
事業補助金【終了】

貸切バス・ﾀｸｼｰ支援金
【終了】

県内の旅館組合の会員、佐賀市観光協会の会員、佐賀県観光連盟の会員の
いずれか、またはそれらに類する事業者として県観光連盟が認めるもの
　※6月30日をもって、申請期間終了

市
支援額：法人 20 万円 、 個人 10 万円
上乗せ：法人 プラス20 万円 、個人 プラス10 万円

１.感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要な経
費を支援
上限：ｻｰﾋﾞｽ類型毎に設定
（例　生活介護　75.7万円、施設入所支援　121.5万円）

【対象事業所】令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービス
を提供するために経費が発生した施設・事業所。
【対象経費】感染症対策に要する物品購入や外部専門家などによる研修実
施などに要する経費。
　※令和3年1月31日をもって、申請期間終了

佐賀県観光連盟
0952-26-6754

佐賀県福祉課
0952-25-7053

佐賀県交通政策課
0952-25-7341

佐賀県慰労金・支援金
コールセンター
0952-41-2300

【基本】 1ヵ月の売上が前年同月比20％以上減少
【上乗せ】 ①1ヵ月の売上が前年同月比50％以上減少
　　　　 　②国の持続化給付金や融資等を受けた
　※8月28日をもって、申請期間終了

(1)【対象事業所】令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への
利用再開のための支援を行った在宅サービス事業所
(2)【対象事業所】令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を
行った在宅サービス事業所
【対象経費】３密を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要
する購入費用。（例・長机、飛沫防止パネル、換気設備　等）
　※令和3年1月31日をもって、申請期間終了

公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者
　※8月31日をもって、申請期間終了

自動車運転代行業者への事業継続のための支援金
支援金：5万円/業者

佐賀県観光連盟
0952-26-6754

県内貸切バス・タクシー事業者、またはそれらに類する事業者として県観
光連盟が認めるもの
　※6月30日をもって、申請期間終了

支援額：50万円（1施設あたり）

支援額：貸切バス1台あたり10万円、タクシー1営業所あたり20万
円

支
援
金
・
補
助
金

２.介護サービス再開に向けた支援
(1)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
助成額：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
上限：20万円
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R3.3.31までに終了したもの新型コロナウイルス感染症に伴う（事業者向け）支援策一覧

支援策 主　な　概　要 対象、条件 相談窓口、連絡先

県
・
市

県

県
佐賀県流通・貿易課

0952-25-7095

佐賀県園芸課
0952-25-7119

佐賀市農業振興課
0952-40-7119

県

次期作に前向きに取組む、高収益作物農家を支援。
①種苗等の資材購入や機械レンタルなど
   基本単価　5万円/10ａ
　高集約型品目単価
　・施設栽培の花き、大葉及びわさび　80万円/10ａ
　　（施設花きは、産地で推奨する品目又は品種に限る。）
　・施設栽培のマンゴー、おうとう及びぶどう　25万円/10ａ
②需要促進（新たな品種の導入や新たな販売契約に向けた
　対応）　2万円/10ａ

県内肥育牛農家
　※6月18日をもって、申請受付終了

肥育素牛の導入費用を支援
肉専用種：2万円、交雑種：1万円、乳用種：5千円
（すべて1頭あたり）

経営体質の強化に取り組む肥育牛農家を支援
2万円～5万円/頭

県

高収益作物次期作
支援交付金
【終了】

施設花き農家支援金
【終了】

佐賀たまねぎ再生産
支援補助【終了】

国

ものづくりに携わる中小企業者グループの展示会出展経費補助
補助上限額：出展企業5～10社　1グループあたり500万円
　　　　　　出展企業11社以上　1グループあたり1,000万円
補助率：2/3以内、ただし一定条件を満たしている場合は3/4以内

また、出展企業とバイヤー等とのマッチングも支援

次期作に必要な種や苗の購入等を支援。
①バラ・ユリ・カーネーション　20万円/10a
②胡蝶蘭　80万円/10a
③その他施設花き　10万円/10a
※国の高収益作物次期作支援交付金のうち、高集約型品目として
支援の対象となる場合を除く

令和2年2月～4月の間に野菜・花き・果樹・茶の出荷実績等があ
る生産者

　※12月25日をもって、申請受付終了

ものづくりに携わる中小企業者グループ
　※12月15日をもって、申請期間終了

生産設備のレイアウト変更や電子化対応の経費補助
補助上限額：1事業所あたり300万円
補助率：2/3以内、ただし一定条件を満たしている場合は3/4以内

地域に根差した５事業者以上の商業者グループ及び商店街
（取組例）「３密対策」等の感染防止対策を講じた上で実施する市民向け
イベント、商業者グループ店内で利用できるクーポン券作成など
　※8月31日をもって、申請期間終了

佐賀市農業振興課
0952-40-7117

3密状態の解消やテレワーク環境の整備などの取り組みを推進するものづく
りに携わる中小企業者
　※9月16日をもって、申請期間終了

令和2年3月～8月の間に対象品目の出荷もしくは廃棄を行い、か
つ次期作の取組みを行う施設花き農家
　※12月23日をもって、申請受付終了

佐賀県ものづくり産業策課
0952-25-7421

新たなまちづくり
チャレンジ支援（県）
【終了】

佐賀県産業政策課
0952-25-7182

九州農政局佐賀県拠点相談窓口
0952-23-3131

佐賀県畜産課
0952-25-7121

支援金：1事業者あたり10万円

新たなまちづくりへの取組に要する費用の補助
補助額：上限150万円、下限30万円
補助率：3/4以内

佐賀県ものづくり産業策課
0952-25-7421

国

肥育牛農家支援金【終了】 県

さが伝統産業等支援
事業費支援金【終了】

安心快適
ファクトリー創造事業補助
【終了】

肥育牛農家
　※8月11日をもって、事業参加申込受付終了

次期作のたまねぎ生産に要する経費補助
①青果用として市場に出荷した場合　7万円/10a
②需要調整のために出荷しなかった場合　4万円/10a

ＪＡ、出荷業者通じた生産農家
　※9月23日をもって、申請期間終了

支
援
金
・
補
助
金

国指定伝統的工芸品、県指定伝統的地場産品、その他伝統的な県産品を製
造する事業者（ただし、その他各種要件があります）
　※7月31日をもって、申請期間終了

肥育牛農家奨励金【終了】

県

さがものづくり企業販
路拡大支援
【終了】
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R3.3.31までに終了したもの新型コロナウイルス感染症に伴う（事業者向け）支援策一覧

支援策 主　な　概　要 対象、条件 相談窓口、連絡先

融資額：6,000万円、利率1.3％
貸付期間：運転・設備10年（据置5年）

県内で事業を行う中小企業者
　※令和3年3月31日をもって申請受付終了

肥育牛農家補助金
【終了】

佐賀市農業振興課
0952-40-7115

肉用牛の出荷にかかる経費の一部補助
肉専用種：2万円/頭

佐賀市農業振興課
0952-40-7116

市産農産物の委託販売を行う市内農産物直売所等
※商業施設内の直売所及び無人直売所を除く
※令和3年3月31日をもって終了

農産物直売所感染症予
防対策事業【終了】

県

利子補給・信用保証料ゼロ
【☆の佐賀県制度融資】

県

【林業】
林業・木材産業災害復旧
対策保証【終了】

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税・
県税・市税の徴収を1年間猶予（担保の提供不要、期間中の延滞金
なし、事前申請が必要）

【納税猶予・徴収猶予】
税の徴収猶予（特例）
【終了】

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間
（1ヵ月以上）において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概
ね20％以上減少している税の納付が困難な納税者・特別徴収義務
者
　※令和3年2月1日をもって、申請期間終了

国税：佐賀税務署
0952-32-7511

県税：佐賀県税事務所納税課
0952-30-3162

市税：佐賀市納税課
0952-40-7076

セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の認定

最近1ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期比 5％ 以上減少した小規模企業
共済の貸付資格を有する契約者
　※その他延滞利子の免除、掛け金の納付期限延長も相談可能
　※令和3年3月31日をもって申請受付終了

新型コロナウイルス感染症による影響により、事業継続に支障を
きたしている林業・木材産業の経営者
　※令和3年3月31日をもって申請受付終了

貸付額：最大2,000万円（納付した掛け金の7～9割の範囲内）
利率：無利子
貸付期間：500万円以下は4年、505万円以上は6年（据置1年）

国
・
県
・
市

国

国

保証限度額：8,000万円
保証期間：設備 15 年、運転 5 年（据置 3 年以内）
保証料の特例：最大で5年間保証料免除

佐賀県産業政策課
0952-25-7093

利子補給：3 年間
信用保証料：ゼロ

佐賀市森林整備課
0952-58-2183

市内に事業所を有する事業者（法人または個人事業主）
　※令和3年3月12日をもって受付終了
　※令和3年4月より、交付条件等を変更して新たな補助制度を
　　実施する。

佐賀市循環型社会推進課
0952-30-2430

市内事業者が事業所において発生する生ごみを自己処理するため
の生ごみ処理機を導入する費用を支援
補助率：購入費用の2/3  上限：300万円

佐賀市障がい福祉課
0952-40-7255

市内の民有林（県・市有林等の公有林を除く）の搬出間伐及び主
伐を行う際の土場から市内の市場までの輸送費を補助
１立方メートルあたり1,500円

森林所有者
※令和3年3月31日までに市場へ運ばれた輸送費が対象

☆新型コロナウイルス
感染症対応資金【終了】

間伐等木材利用促進事
業費補助【終了】

就労継続支援事業所支
援事業【終了】

市
生ごみ処理機導入費補
助事業【終了】

市

市

支
援
金
・
補
助
金

資
金
繰
り

小規模企業共済制度の
貸付、延滞利子免除等
【終了】

市内農産物直売所に対して、令和2年4月1日から令和3年3月31日
までの間の感染症予防対策に要する経費を支援
1店舗あたり補助上限：20万円

感染症の影響で売上が減少し、県の助成対象とはならない市内就
労継続支援事業所
※持続化給付金等、国の支援策を受けている事業所を除く
　※令和3年2月26日をもって、申請期間終了

感染症の影響で売上が減少している市内就労継続支援事業所へ、
固定経費や設備整備、販路拡大等の経費を支援
１事業所あたり上限：30万円

市

市
市内肥育牛農家
　※7月3日をもって、申請期間終了

独立行政法人農林漁業信用基金
03-3294-5585

中小企業基盤整備機構
050-5541-7171

最寄りの民間金融機関

【納付猶予】

厚生年金保険料
【終了】

国 厚生年金保険料の納付の猶予が認められる場合があります
厚生年金保険料を一時に納付することで事業の継続等が困難になるおそれ
がある場合など
　※令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限到来するものが対象

佐賀年金事務所
0952-31-4193

猶
予
・
減
免
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R3.3.31までに終了したもの新型コロナウイルス感染症に伴う（事業者向け）支援策一覧

支援策 主　な　概　要 対象、条件 相談窓口、連絡先

市

デジタル技術を活用した非対面型のビジネスモデルへの転換やテ
レワーク導入などの生産性向上に積極的に取り組む市内中小企
業・小規模企業を支援

佐賀市工業振興課
0952-40-7101

令和３年度固定資産
税・都市計画税の軽減
【終了】

新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中小企業者
等が所有する償却資産及び事業用家屋（土地は対象外）につい
て、事業収入の減少割合に応じて、令和３年度課税の固定資産
税・都市計画税の課税標準額を軽減する。
軽減割合：令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の期
間の事業収入の合計が前年同期間と比べて、
・50％以上減少：全額
・30～50％未満減少：1/2

文化芸術祭“LiveS
Beyond”【終了】

佐賀よろずコロナ対策
支援窓口【終了】

佐賀市上下水道局
0952-33-1334

持続化給付金、家賃支援給付金の申請書作成方法等の相談・支援
（※申請代行は行いません）

市内中小企業・小規模企業
　※令和3年1月21日をもって、申請受付終了

市内の公共施設や民間の医療施設及び介護施設、保育園などの関係者
6月1日からは、自粛要請の解除を受け、事業を再開される飲食店、旅館等
を配布対象に追加（事前予約が必要）
※令和3年4月1日をもって休止

【県内所在のライブハウス、ライブバー、ジャズバー等支援】
　無観客（少人数可）ライブの配信を支援。公演1回当たり、最大50万円の
制作費を支給
（席数により、金額は異なります）

詳細はLiveS Beyond公式サイトで要確認

LiveS Beyond 公式サイト
　https://www.livesbeyond.jp
　※令和3年3月31日をもって終了

県

市

次亜系消毒液の配布
（1回あたりの配布量は1事業所あたり20Lまで）

中小企業庁
中小企業税制サポートセンター

03-6281-9821

佐賀市資産税課
0952-40-7071（事業用家屋）
0952-40-7073（償却資産）

対象者；新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少している中
小企業者
※軽減措置を受けるためには、「認定経営革新等支援機関等」に
より本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受けたう
えで、令和3年2月1日までに佐賀市資産税課へ軽減の申告が必要
　※令和3年2月1日をもって、申請期間終了

猶
予
・
減
免

地場産品マッチングサ
イト構築支援事業
【終了】

市
事業者の新たな販路開拓、地場産品の効果的な情報発信等を後押
しするために地場産品とバイヤーをマッチングできる商談WEBサ
イトの構築を支援

市内事業者
　※令和3年3月31日をもって終了

佐賀市商業振興課
0952-40-7106

そ
の
他

テイクアウト用紙袋の
無料配布【終了】

市

食品のテイクアウト（持ち帰り対応）や小売りを実施する事業者
に対してテイクアウト用の紙袋を配布（1事業所につき、最大600
袋まで）
【サイズ(㎝)】小：26×26×16／中：29×30×20

　※各サイズ200袋単位での申し込み（内訳は任意）

飲食店営業許可等を取得し、食品のテイクアウトや小売りを実施
している佐賀市内の事業者（飲食店営業許可書等のコピーの提出
が必要になります）
　※令和3年3月31日をもって受付終了

佐賀市循環型社会推進課
0952-30-2430

持続化給付金、家賃支援給付金等申請予定の事業者
佐賀よろず支援拠点ホームページ
https://with-biz.jp/news/5105.html
※令和3年3月31日をもって終了

施設用の消毒液の配布
【休止】

中小企業・小規模企業
生産性向上推進支援事
業【終了】

市

佐賀よろずコロナ対策支援窓口
0952-37-9507

ライブスビヨンド事務局
電話：080-8371-9160

メール：info@livesbeyond.jp

国

5


