
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け給付金・助成金一覧

条件

給
付
金
・
支
援
金

名称 内容 相談・申請窓口

感染防止対策等として
高年齢者の職場環境を整備した

エイジフレンドリー補助金

子どもがいる従業員に有給休暇
取得させた

雇用調整助成金

・従業員に休業手当を支払うなど雇用の維持を図る事業主に対して助成
・休業手当を支払った額の中小企業４/５ 大企業２/３
（解雇を行わない場合中小企業９/１０ 大企業３/４）
（解雇を行わない中小企業が，６０％超の休業手当を支払った場合の，
６０％を超える部分は１０/１０）

・上限：１人１日８，３３０円
・雇用保険被保険者でない労働者も対象

学校等休業助成金・支援金
相談コールセンター

０１２０－６０－３９９９

広島県 商工労働局
協力支援金センター

０８２－５１３－２８２８

小学校等の臨時休業に伴う
保護者の休暇取得支援

・小学校等が臨時休業した保護者対し，有給の休暇（年次有給休暇を除く）
を取得させた事業主に対して助成
・事業主 賃金相当額×１０/１０（上限：８，３３０円）
・個人で仕事をする方 １日あたり４，１００円（定額）

働き方改革推進支援助成金

・新型コロナウイルス対策として，特別休暇の規定を整備した中小企業に対
して助成
・対象経費の合計額×補助率３/４
・上限：５０万円

広島労働局 雇用環境・均等室
０８２－２２１－９２４７

助
成
金

特別休暇制度を整備した

売上が５０％以上減少した

広島県からの要請を受けて
休業・時間短縮を行った

持続化給付金

感染拡大防止協力支援金

【制度概要】
感染症拡大により，特に大きな影響を受けている事業者に対して，事業の
継続を支え，再起の糧となる，事業全般に広く使える給付金

【給付額】
前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲５０％月の売上×１２か月）
※上記の算出方法により，法人は２００万円，個人事業主等は１００万円
以内を支給

【制度概要】

緊急事態措置期間中（20202年4月22日から5月6日まで）に休業等の要請
に全面的に協力を頂いた中小企業者に対しての支援金

【給付額】
〇中小企業者（雇用者がいる事業者）
食事提供施設以外（休業かつ雇用の維持） ３０万円
（2店舗以上有する事業者５０万円）
食事提供施設（休業かつ雇用の維持） ３０万円
（2店舗以上有する事業者５０万円）
食事提供施設以外（営業時間の短縮） １０万円
（2店舗以上有する事業者１５万円）
〇中小企業者（雇用者がいない事業主）
食事提供施設以外（休業） ２０万円
食事提供施設（休業） ２０万円
食事提供施設（営業時間の短縮） １０万円

持続化給付金事業コールセンター

０１２０－１１５－５７０

従業員を休業させた
ハローワーク福山

０８４－９２３－８６０９

（一社）日本労働安全衛生
コンサルタント会

０３－３４５３－７９３５

小中

小中

小中大

小中大

・高年齢者に優しい機械の導入，健康確保の取組，安全衛生を実施した
中小企業に対して補助
・対象経費の合計額×１/２
・上限：１００万円

中

中

中 小…中小事業者向け大 …大企業向け …小規模事業者向け
（個人事業主）

5月1日
開始

電子

メール 郵送

※現在，申請サポート会場を準備中

福山市
申請
方法

郵送

郵送

郵送

郵送

準備中



衛生環境激変対策特別貸付
（旅館，飲食，喫茶店を営む方）

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け融資・保証制度一覧

条件

融
資
制
度

名称 内容 問い合わせ先

売上が５％以上減少した

新型コロナウイルス感染症特別
貸付（中小事業）

・限度額３億円
（無利子については１億円を限度とし、融資後３年目まで）
・設備２０年，運転１５年(据置５年)
・利率０．２１％

商工中金等による
「危機対応融資」

・限度額３億円
・設備２０年，運転１５年(据置５年)
・利率０．２１％

商工中金 福山支店
０８４－９２２－６８３０

中 小 無利子
無担保

…中小事業者向け
…小規模事業者（個人
事業主を含む）向け

…要件を満たせば利子補給により，
実質無利子・無担保の対象

新型コロナウイルス
感染症特別貸付
（国民事業）

・限度額６，０００万円
（無利子については３，０００万円を限度とし、融資後３年目まで）

・設備２０年，運転１５年(据置５年)
・利率０．４６％

小

中

売上が１０％以上減少した
・限度額１，０００万円
・運転７年(２年据置)
・利率１．０１％

無利子
無担保

生活衛生新型コロナウイルス感
染症特別貸付

（生活衛生関係事業者）

・限度額６，０００万円
・設備２０年，運転１５年(据置５年)
・利率０．４６％

新型コロナウイルス対策衛経融資
（生活衛生同業組合等の経営指導を受けて

いる生活衛生関係事業者）

・限度額１，０００万円
・設備１０年(据置４年)運転７年(据置３年)
・利率０．３１％

新型コロナウイルス対策マル経
（商工会議所等の経営指導を受けた小規模
事業者）

（１）限度額１，０００万円
・設備１０年(据置４年)運転７年(据置３年)
※利率０．３１％については福山市が利子補給

（２）（１）の融資限度１０００万円に加えて２０００万円
まで別枠融資
・設備１０年(据置２年)運転７年(据置１年)
※利率０．５％については福山市が利子補給

福山商工会議所
０８４－９２１－８７３４

神辺町商工会
０８４－９６３－２００１

沼隈内海商工会
０８４－９８７－０３２８

福山北商工会
０８４－９７６－３１１１

福山あしな商工会
０８４７－５２－４８８２

小

無利子
無担保小

新型コロナウイルス感染症対応資金 ・限度額３，０００万円
・運転・設備１０年(据置５年)
・利率０．８％～１．２％

無利子
無担保

中

売上が１５％以上減少した

新型コロナウイルス感染症対応資金 ・限度額３，０００万円
・運転・設備１０年(据置５年)
・利率０．８％～１．２％

お近くの民間金融機関

中 小

小

無利子
無担保

福山市

無利子
無担保

無利子
無担保

無利子
無担保

無利子
無担保

日本政策金融公庫 福山支店
０８４－９２２－６５５０

お近くの民間金融機関

日本政策金融公庫 福山支店
０８４－９２２－６５５０

小中

小

（セーフティネット４号，
危機関連保証認定を受けた者）

（セーフティネット５号の認定
を受けた者）

中

5月1日
開始

5月1日
開始

小規模企業共済制度
（特例緊急経営安定貸付）

DJB・商工中金による危機対応融資

・限度額２，０００万円
・貸付５００万円以下(償還４年)５０５万円以上(償還６年)
いずれも据置１年
・無利子

小
無利子
無担保 中小企業基盤整備機構

共済相談室
０８４－９２２－６８３０

・限度額３億円
・設備２０年，運転１５年(据置５年)
・利率は商工中金所定の利率(下限は日本公庫基準金利 １．１１％)

商工中金 福山支店
０８４－９２２－６８３０

無利子
無担保

中 小※これら以外にも，民間金融機関がご
用意している新型コロナ融資及び新型
コロナ融資以外の融資があります。



新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け融資・保証制度一覧

条件

融
資
制
度

名称 内容 問い合わせ先

売上が２０％以上減少した事業者の方セーフティネット４号
・借入債務の１００％を保証
・保証枠２億８，０００万円（別枠）
・限度額，利率は金融機関による

危機関連保証 売上が１５％以上減少した事業者の方
・借入債務の１００％を保証
・保証枠２億８，０００万円（別枠）
・限度額，利率は金融機関による

売上が５％以上減少した事業者の方
・借入債務の８０％を保証
・保証枠２億８，０００万円（別枠）
・限度額，利率は金融機関による

中 小 無利子
無担保

…中小事業者向け
…小規模事業者（個人
事業主を含む）向け

…要件を満たせば利子補給により，
実質無利子・無担保の対象

中

中 小

小

セーフティーネット５号

小中

売上減少関係なし
セーフティネット貸付
（中小事業）

・限度額７億２，０００万円
・設備１５年，運転８年(据置３年)
・利率１．１１％

セーフティネット貸付
（国民事業）

・限度額４，８００万円
・設備１５年，運転８年(据置３年)
・利率１．９１％

中

小

福山市

日本政策金融公庫 福山支店
０８４－９２２－６５５０

・限度額２０万円(個人事業主等)１０万円(その他)
・緊急かつ一時的な生活維持のための資金(据置１年)
・無利子

福山市社会福祉協議会
０８４－９２８－１３３０

個人向け緊急小口資金の特例
（緊急小口資金）

無利子
無担保休業等の影響により収入が減り

生活の維持が困難

小

セーフティネット保証４号・５号及び危機関連保証

お近くの民間金融機関

セーフティーネット保証・危機関連保証について
・セーフティーネット４号・５号及び危機関連保証の申請に必要な認定書を福山市が交付します。
・セーフティーネット４号・５号及び危機関連保証の認定を受けた事業者の方は「新型コロナウイルス感染症対応資金」の対象となります。（融資制度欄を参照ください）
・セーフティーネット５号の認定を受けた事業者は「緊急経営基盤強化資金」の対象となります。（融資制度欄を参照ください）
・セーフティーネット４号及び危機関連保証の認定書については、「小規模事業者持続化補助金」の加点事業者であることを証明する書類としても使用可能です。（補助制度欄を参照ください）



新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け税制度

条件

税
金

名称 内容 問い合わせ先

中 小…中小事業者向け

売上減少関係なし

固定資産税の特例（固定ゼロ）
の拡充延長

・概 要：新たな設備投資に係る固定資産税の免除
期限の延長（2023年3月末まで）

・税対象：固定資産税
・軽減率：１００％

売上が５０％以上減少した

固定資産税等の軽減

・概 要：事業者の保有する設備や建物等の2021年の
固定資産税及び都市計画税の軽減

・税対象：固定資産税，都市計画税
・軽減率：１００％

中小企業庁 事業環境部 財務課
０３－３５０１－５８０３

中 小

売上が２０％以上減少した 納税の猶予

・概 要：納税期限を１年間猶予
（無担保・延滞税なし）

・税対象：法人税，消費税，固定資産税など

福山市納税課（地方税について）
０８４－９２８－１０３０
広島国税局（国税について）
０８２－５１１－０５１２

中 小

売上が３０％以上４９％減少した 固定資産税等の軽減

・概 要：事業者の保有する設備や建物等の2021年の
固定資産税及び都市計画税の軽減

・税対象：固定資産税，都市計画税
・軽減率：５０％

小中

福山市納税課（地方税について）
０８４－９２８－１０２９
広島国税局（国税について）
０８２－５１１－０５１２

中小企業庁 経営支援部
技術・経営革新課

０３ー３５０１－１８１６

前年度黒字で今年度赤字 欠損金の繰戻し還付
・概 要：前年度に納付した法人税の一部還付
・税対象：法人税

中小企業庁 事業環境部 財務課
０３－３５０１－５８０３

中 小

臨時的軽減の延長

・概 要：自動車税環境性能割の軽減措置（税率１％
分）の適用期間の延長（６か月）

・税対象：自動車税

申告・納税期限の延長

・概 要：申告及び納税期限以降も延滞税及び利子税
の発生なしで柔軟に受付対応

・税対象：申告所得税（及び復興特別所得税)，
法人税，消費税，贈与税，相続税

広島県庁東部県税事務所
課税第二課

０８４－９２１－１３１０

課税事業者の変更
中 小

・概 要：課税期間の開始後における
課税対象事業者の変更（又はやめる）

・税対象：消費税

福山税務署
０８４－９２２－１３５０

非課税対応

・概 要：金融機関等の特別貸付に係る消費貸借に関
する契約書の印紙税の非課税対応

・税対象：印紙税
福山税務署

０８４－９２２－１３５０

中 小

小

中 小

中 小

中小企業税制サポートセンター
０３－６２８１－９８２１

テレワーク等の設備投資税制

・概 要：テレワークなどに対応した設備取得に対
する即時償却又は税額控除

・税額控除額：設備投資額7％
（資本金3,000万以下の場合は10％）

中 小

…小規模事業者向け
（個人事業主）

※中堅企業へも拡大

福山市
(※)関係法案が国会で成立し，受付体制が整うことが前提です

(※)

(※)

(※)

(※)

(※)

中



名称 内容

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け助成金・補助金制度

テレワークを導入したい

生産性革命推進事業
ＩＴ導入補助金

【制度概要】
中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部
を補助することで，業務効率化・売上アップを図るための支援
【補助率・補助額】
補助率：１/２（※特別枠は２/３）
補助額：３０～４５０万

一般社団法人
サービスデザイン推進協議会
０５７０ー６６６ー４２４

働き方改革推進支援助成金
（テレワークコース）

【制度概要】
「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う
事業主を支援する時限的な特例コース
【助成対象の取組】
「テレワーク用通信機器の導入・運用」・「労働管理担当者に対する研修」など
【主な要件】
事業実施期間中に「助成対象の取り組みを行うこと」・「テレワークを実施した労働者
が一人以上いること。」など
【補助率・補助上限額】
補助率 ：１/２
補助上限：１企業当たりの上限１００万円
※中小企業者等がテレワーク等のための設備の取得等をした場合に中小企業経営強化税制
度の適用を受けることが可能です。詳しくは「中小企業税制パンフレット」参照。

生産性革命推進事業
ものづくり・商業・
サービス補助金

【制度概要】
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等の支援
【活用例】
「部品の調達が困難となり，自社で部品の内製化を図るため設備投資を行う」など
【補助率・補助上限額】
補助率 ：中小１/２ 小規模２/３（※特別枠は一律２/３）
補助上限：原則１０００万円
※特別枠は，現在準備中です。

事業回復に向けて設備投資を
行いたい

ものづくり補助金事務局
０５０ー８８８０ー４０５３

問い合わせ先条件

補
助
制
度

中 …中小事業者向け …小規模事業者向け
（個人事業主）

小

中

中

テレワーク相談センター
０１２０ー９１ー６４７９

小

小

小

中

生産性革命推進事業
小規模持続化補助金
（通常型）

【制度概要】
小規模事業者の販路開拓等のための取組の支援
【活用例】
「感染症収束後の販路拡大に備えて『インバウンド向けの英語表記メニュー』などを
作成する」など
【補助率・補助上限額】
補助率 ：２/３
補助上限：５０万円

生産性革命推進事業
小規模持続化補助金
（コロナ特別対応型）

販路を拡大したい

【制度概要】
小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う，販路開拓等
の取組の支援
【活用例】
「旅館が自動受付機を導入し非対面型のサービスを提供する」など
【補助率・補助上限額】
補助率 ：２/３
補助上限：１００万円（※特別枠）
※特別枠は５月１５日（第１回）及び６月５日（第２回）公募予定。

小

小

【※生産性革命推進事業の特別枠の申請要件について】
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が要件と
なります。
Ａ）サプライチェーンの毀損への対応 （例：部品調達困難による部品内製化など）
Ｂ）非対面型ビジネスモデルへの転換 （例：店舗販売からＥＣ販売へのシフトなど）
Ｃ）テレワーク環境の整備 （例：シンクライアントシステムの導入など）

なお「通常枠」でも新型コロナウイルス感染症で受けていることを条件に優先的に採択
する措置が講じられる場合があります。

福山市

福山商工会議所
０８４－９２１－８７３４

神辺町商工会
０８４－９６３－２００１

沼隈内海商工会
０８４－９８７－０３２８

福山北商工会
０８４－９７６－３１１１

福山あしな商工会
０８４７－５２－４８８２



国内に生産拠点等を
確保したい

補
助
制
度

条件 名称 内容 問い合わせ先

サプライチェーン対策のための
国内投資促進事業

【制度概要】
新型コロナウイルス感染拡大に伴い，我が国のサプライチェーンの脆弱化が顕在化した
ことを受け，特定国に依存する製品・部素材，または国民が健康な生活を営む上で重要な
製品等について国内へ生産拠点等を整備しようとしている際の整備導入等の支援
【活用例】
「特定国にあった生産拠点を日本国内に移転し，輸入に依存していた製品等の内製化のため
の生産拠点を増強する」など
【補助率・補助対象経費】
補 助 率：中小企業等２/３ 大企業１/２等
補助対象経費：建物・設備の導入費（F/S含む）
※現在準備中です。

経済産業省地域経済産業政策課
（制度について）

０３ー３５０１ー１６９７

経済産業省地域産業基盤整備課
（事業実施について）

０３ー３５０１ー１６７７

海外サプライチェーン多元化等支
援事業

【制度概要】
製品・部素材の海外製造拠点の複線化等，サプライチェーン強靭化に向けた設備導入・
実証事業・事業実施可能性調査等の支援
【補助率・補助対象経費】
補助率 : 中小企業等グループ３/４，中小企業２/３，大企業１/２
補助対象：企業によるASEAN諸国への設備投資・実証事業・事業実施可能性調査
※日本ASEANのサプライチェーン強靭化への貢献度合いに応じて補助率を更に調整予定
※現在準備中です。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け助成金・補助金制度

経済産業省
貿易経済協力局

０３ー３５０１ー６７５９

中 小…中小事業者向け

小

小中

中

海外に生産拠点等を
多元化したい

大

大 …大企業向け …小規模事業者向け
（個人事業主）

【制度概要】
地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化，発信力
の向上を図ることで，新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ地域産品・サービスの魅力
創出・発信活動・新市場の開拓を支援

【①事業者支援型】
中小企業・小規模事業者が市場ニーズに合致した商品・サービスを開発し，新市場への
販路開拓を目指す取組の費用の補助
【活用例】
「地域産品を活用した新商品を開発し，諸外国のＥＣサイトに掲載することで新たな販
路を開拓する」など
【補助率・補助上限額】
補助率：２/３以内 １事業者あたりの補助上限額：５００万円

【②支援事業型】
地域産品を活用した新商品の開発・商品のブランド化等に取り組む中小企業・小規模
事業者に対する，市場調査や商品のプロモーション活動等の支援を行う際の費用の補助
【活用例】
「新商品開発や販路開拓を目指す中小企業に対してクラウドファンディング等の活用を
サポートするなど，事業の成果を高める支援」など
【補助率・補助上限額】
補助率 ：２/３以内 補助額上限：２０００万円
※現在準備中です。

地域特性を活用した
取組を行いたい

ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業
中小企業庁

創業・新事業促進課
０３ー３５０１－１７６７

小中

【制度概要】
新型コロナウイルスの影響を受けている，後継者不在事業者の経営資源引継ぎや
事業再編の支援

【①経営資源引継ぎ補助金】
第三者継承時の士業専門家の活用に係る費用及び経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側
の廃業費用の補助
【補助率・補助上限額】
補助率： ２/３ 補助額上限額：買い手２００万円・売り手６５０万円
【②「プッシュ型」の第三者承継支援】
新型コロナウイルスの影響を受け，事業引継ぎ支援センターへ相談に来ることが
困難な事業者や，第三者承継に関心のある者に対するＭ＆Ａ出張相談等を通じた，
「プッシュ型」の第三者承継事業の支援
【③中小企業経営強化支援ファンド】
官民連携の新たな全国ファンドによる事業者支援
※現在準備中です。

事業を承継したい
事業を再編したい

経営資源引継ぎ・
事業再編支援事業

小中
中小企業庁
財務課

０３ー３５０１－５８０３

福山市



新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け融資・保証制度一覧

条件

福
山
市
の
補
助
制
度

名称 内容 問い合わせ先

中 小…中小事業者向け
…小規模事業者（個人
事業主を含む）向け

小中

中 小

福山市

【制度概要】
・飲食店営業許可１類の許可を持つ事業者が，新たに飲食店営業
３類の許可を取得した上でテイクアウト・デリバリー事業に参入
する場合の取組経費を補助
・飲食店営業許可３類の許可を持つ事業者が，新たにテイクアウ
ト・デリバリー事業を拡大する場合の取組経費を補助
【補助の対象となる費用】
・許可取得のための店内等内装工事費
・看板，チラシの作成等の販売促進費
・配送用車両の借上料
・Webサイト等製作委託費
・梱包，包装資材等の購入費 等
【補助対象者】
４月１日以降に補助の対象となる取組を行った，飲食業を営む
中小企業者
（一部みなし大企業，フランチャイズ事業者等除く）
【補助率・補助上限額】
補助率 ：１０/１０
補助上限：３０万円
【申請期間】
２０２０年（令和２年）５月１８日～７月３１日
（予算額に達するまで随時募集）
※広島県テイクアウト・デリバリー参入促進事業助成金と
併用可能

福山市産業振興課
０８４－９２８－１０３８

テイクアウト・デリバリー
参入応援事業補助金

飲食店を経営しているが，売り上げ
の減少を防ぐため，テイクアウトや
デリバリー事業を展開したい

小中

デリバリー代行サービス
応援事業補助金

【制度概要】
・飲食店営業許可３類の許可を持つ事業者が，デリバリー代行
サービス等を利用する際の手数料等を補助
【補助の対象となる費用】
・デリバリー代行サービス利用に係る経費（最長２か月）等
【補助対象者】
４月１日以降に補助の対象となる取組を行った，飲食業を営む
中小企業者
（一部みなし大企業，フランチャイズ事業者等除く）
【補助率・補助上限額】
補助率 ：１/２
補助上限：１０万円
【申請期間】
２０２０年（令和２年）５月１８日～７月３１日
（予算額に達するまで随時募集）

福山市産業振興課
０８４－９２８－１０３８

Web等を活用した，非接触型の
採用活動（面接，説明会）を

行いたい

採用活動支援事業補助金
（Web面接・Web説明会）

【制度概要】
・市内の中小企業者等が行う非接触型のWebを活用した面接及び
説明会のために必要な経費の一部を補助
【補助の対象となる費用】
・Web面接やWeb説明会を行うためのWebサービス利用料
・Web合同説明会等への参加費用 等
【補助対象者】
市内の中小企業者
【補助率・補助上限額】
補助率 ：１０/１０
補助上限：１０万円
【申請開始日】
２０２０年（令和２年）５月１８日
（予算額に達するまで随時募集）

福山市産業振興課
０８４－９２８－１０４０



新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援制度一覧

条件 名称 内容 問い合わせ先

中 小…中小事業者向け
…小規模事業者（個人
事業主を含む）向け

小中

観光需要回復に向けて
設備投資やキャッシュレス化を

行いたい

訪日外国人旅行者受入環境整備
緊急対策事業

【制度概要】
感染拡大防止期間を，将来の観光需要回復に向けた
積極的な「助走期間」と位置づけ，期間中における訪
日外国人旅行者を対象とした施設の設備投資，キャッ
シュレス化の整備等を支援
【活用例】
「無料Wi-Fi環境の整備」「多言語表記の看板設置」
など
【補助率・補助上限額】
補助率：１/３以内
補助上限：対象事業経費に依る
(予備費１９億円が無くなり次第終了)

中 小

福山市

観光庁 観光産業課
０３－５２５３－８３３０

・限度額６００万円
※特例として年間経営費の６/１２以内
・償還１０年(据置３年)
・利率０．１６％～０．２０％

・限度額６，０００万円まで無担保
・償還１０年(据置５年)
・無利子(３，０００万円まで) 
０．２％(３，０００万円を超えた部分)

日本政策金融公庫 広島支店
０８２－２９４－９１５２

農林漁業セーフティネット資金

社会福祉施設等に対する優遇融資
利用者・従業員が罹患したため，

社会福祉施設の営業を縮小又は停止した

農林・漁業経営の維持安定が困難

小中

中 小
福祉医療機構

０８２－２９４－９１５２

そ
の
他
の
支
援
制
度

公共工事の継続が困難になった
工事に関する措置
（延期等）

中 小

【制度概要】
感染症拡大防止のため，工事又は業務の継続が難し
い場合，延期等の措置が可能
【特例措置】
公共工事代金の中間前払いをした工事に対し，一定
の条件を満たした場合において，特例として，さら
に既済部分払いが可能

福山市建設政策課
０８４－９２８－１０７６
福山市上下水道局管財契約課
０８４－９２８－１５０３

公共工事の
期限までの完了申請が困難になった

工事に関する措置
（延期等）

【制度概要】
①納期が遅れた建築設備等を未設置の状態で完了検査
の申請を行おうとする事業者に個別に対応

②建築物の定期調査・検査の定期調査・検査結果の報
告をしようとする事業者に対し，一定期間の期限の延
期や猶予等を個別に対応

福山市建築指導課
①…０８４－９２８－１０７６
②…０８４－９２８－１１６７

大 …大企業向け

大

【制度概要】
感染拡大防止期間を，将来の観光需要回復に向けた
積極的な「助走期間」と位置づけ，期間中における多
角化等に向けた戦略や滞在コンテンツの造成
【活用例】
「戦略策定のためのマーケティング調査」「滞在型旅
行商品の企画」など
【補助率・補助上限額】
補助率：１/２以内
補助上限：対象事業経費に依る
(予備費７憶円が予算無くなり次第終了)

観光需要回復に向けて
多角化等に向けた戦略や

滞在コンテンツの造成を行いたい

訪日外国人旅行者受入環境整備
緊急対策事業

大 中 小

観光庁 観光地域振興課
０３－５２５３－８３２７


