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　新型コロナウイルス感染症により お亡くなりになられた方のご冥福を
お祈りします。また現在感染治療をしている方々にお見舞い申し上げます。
　さて４月７日福岡県に緊急事態宣言が出されました。その後外出の自粛
や特定の業種の営業自粛、教育機関の休業継続等、過去ほとんどの方が経
験のない事態になっています。
　４月に入り、私のところには悲鳴に近い飲食業を中心とした中小企業、

個人事業主等の方々からご相談をいただいています。これに対して国、県、
市がそれぞれに補正予算を組み対応していきます。
　今回の臨時版では北九州市の補正予算の主なものやわかりづらいと言わ
れている北九州市の事業所を対象とした国、県、市の経済対策をまとめて
みました。これは今後変更もありますが、ご参考になれば幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市議会議員　中村義雄

患　者

受診

【重症者】
指定医療機関等に入院

受診
相談

医師や患者が相談

陽　性 陰　性

【軽症者等】
宿泊・自宅療養

自宅待機

保健所

帰国者・接触者外来

保健環境研究所

かかりつけ医・一般の医療機関

帰国者・接触者相談センター
新 規

保険適用による検査

保健所を介さずに、
PCR検査を実施

紹介・受診
北九州PCR検査センター

民間検査機関

Ⅰ　感染拡大防止と医療体制の強化
◎北九州市PCR検査センターの開設（PCR検査体制の拡充）
迅速に多くの方の検査ができる体制、またクリニック等のドクターの直接紹介で検査
できる体制づくりのため、旧八幡病院にPCR検査センターをつくります。
今までは医療機関が引き受ける時に陽性かどうかわからない状況で院内感染につな
がっていましたが、そのリスクは軽減されます。
◎民間検査機関への検査委託
民間委託により検査可能な数を増やします。これにより保健所の負担軽減ができます。
今までのシステムも継続します。

◎感染症拡大防止に必要な情報を確実に届けるため、新聞広告等のメディア
　を通じた広報の強化
◎抗体検査キットの活用方法の研究
◎医療・福祉・子育て等を支える従事者への支援
・医療機関、福祉施設への特別給付金支給事業　　【17億3,030万円】
最前線で医療・福祉を担っている医療機関（歯科・薬局含む）、高齢者・障害者施設等
に対して、特別給付金を支給する経費（施設の規模等に応じて、5万円～600万円）。

・緊急事態宣言に伴う児童福祉施設等への特別給付金支給事業　　【1億7,980万円】
最前線で子育て支援を担っている保育所や放課後児童クラブ、幼稚園等に対して、
特別給付金を支給する経費（施設の規模等に応じて、10万円～60万円）。

・医療従事者への支援のための緊急保育事業　　【850万円】
医療従事者の子どもが通う保育所等が臨時休園した場合など、これまで通っている
保育所に預けることが困難になった場合に、子どもの館、子育てふれあい交流プラ
ザで、医療従事者の子どもを緊急保育する体制を確保するための経費。
◎ワンストップ相談窓口増設
　多様な相談を迅速かつ一元的に対応　

▲ 　

西日本総合展示場
　個人向け緊急小口資金等の申請窓口　

▲ 　

市社会福祉協議会（ウエルとばた）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各区社会福祉協議会
　雇用調整助成金、資金繰り相談窓口　

▲ 　

AIM（小倉北区）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テクノセンター（戸畑区）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コムシティ（八幡西区）
◎個人に対する給付
・国の緊急経済対策の趣旨に基づき、1人あたり10万円の給付金を迅速に支給
・子育て世帯（児童手当受給者）へ、児童1人あたり1万円を支給

以上、主な予算です。
ご質問があればお問い合わせ下さいね！

Ⅲ　雇用維持と事業継続のための地域経済対策
◎休業協力要請に協力いただいた店舗への家賃補助
・新型コロナウイルス感染症拡大防止休業等協力金　　【24億円】
福岡県からの休業の協力要請・協力依頼に応じて休業等を実施した中小・小規模事
業者に対し、家賃額を基礎とした協力金を1回支給する経費。
  　対象施設：約1万施設、補助率：4/5、補助上限額：40万円
（1）宿泊施設を活用したテレワーク推進　　【4,500万円】
助成数：1万5千人泊、補助率：1/2、補助上限額：1人1日利用あたり3,000円、
開始時期：４月16日

（2）宿泊モニターキャンペーンの実施　　【2億5,000万円】
買上（販売）数：6万人泊、販売価格：1人泊あたり1,000円～3,000円
◎飲食店への支援
（1）クラウドファンディングによる飲食店等の支援　　【1,200万円】
市民が先払いで飲食店・サービス業等を応援するサイトを新設。【4/30～5/7】
（2）大手小売店等とタイアップしたデリバリーサービスの支援　　【1,660万円】
大手小売店等とタイアップしてデリバリーサービスを構築し、地元飲食店が登録でき
るようにすることで応援する仕組みづくりを行う。
（3）我がまち思いやりデリバリー事業　　【1,500万円】
地域でデリバリーサービスを提供するグループを支援することで、地域における自主
的な取組を促し、飲食店の売上げや向上や住民の利便性向上を図る。【5月上旬予定】
補助対象者：地域でデリバリーサービスを提供するグループ、
補助率：10/10、補助上限額：150万円（50万円×3か月）

◎北九州市立病院機構の患者受け入れ体制の強化
・重症患者受け入れ体制の強化

▲

人工呼吸器の増設（5台）・ICU陰圧化工事
・院内感染防止策の強化

▲

PCR検査機器の導入
・人員体制の強化

▲

医師の確保（3名増員）
◎病院機能の強化支援
・協力医療機関へ医療用部材の無償給付

▲

N95マスク・医療用ガウン・フェイスシールド
・コロナ対策用の備品購入支援補助金の創設

▲

補助率4/5　上限1,000万円
・感染症患者の入院受け入れ

▲

1人につき30万円支給
◎市立病院における医療提供体制整備事業　　【３億9,750万円】
市立病院における新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ体制を強化するために市
立医療センター、市立八幡病院に専用病床の増設（最大36床）、屋外陰圧テントの設置、
人工呼吸器やPCR検査機器など医療機器の購入や整備等に要する経費。

Ⅱ　感染拡大防止に取り組む市民等への支援
『感染拡大防止のための施設改修の支援、広報の強化』
◎介護施設、児童養護施設等の個室化のための施設改修を支援
・民間老人福祉施設整備補助事業　　【1億8,973万円】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国の補助金を活用して、民間の介護
施設等が多床室を個室化する改修に補助する経費。

・児童福祉施設総合支援事業　　【6,000万円】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市内の児童養護施設等において、個
室化や換気設備等を整備する場合に補助する経費。

・文化施設等感染拡大防止対策事業　　【2,170万円】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、文化・スポーツ施設等における消毒
液購入や、特に多くの人が集まる文化施設における赤外線カメラ設置に要する経費。
◎車内での密集を避けるため、特別支援学校のスクールバスを10台増車
・特別支援学校スクールバス増車運行委託事業　　【4,600万円】
スクールバス内の感染症の拡大防止のため、児童・生徒の座席の間隔を空けて運行
するためのバス増車に要する経費。

北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル

☎0570-093-567
北九州（市外局番）　　　  コ　　 ロ　　 ナ



●個人への生活資金等の支援
全国民への一律10万円給付

休業者向け貸付（緊急小口資金）
貸付上限：10万円以内
金利：無利子
据置期限：1年、返済期限：2年

失業者向け貸付（総合支援資金）
貸付上限：2人以上60万円（20万円×3月）
金利：無利子、据置期限：１年、返済期限：10年

各区の社会福祉協議会に「緊急小口資金」
「総合支援資金」の申請窓口を設置
住居確保給付金の対象拡大
支給対象：収入が急減し離職・廃業と同程度の
　　　　　者も追加（従来は離職、廃業後2年
　　　　　以内の者が支給対象）
支給額：単身29,000円、2人35,000円

生活保護制度の弾力的な運用
要否判定に直接必要な情報のみ聴取、詳細は後日調査
自営に必要な店舗などの資産処分を弾力的に対応

特別定額給付金コールセンター
☎03-5638-5855

北九州市社会福祉協議会
生活福祉資金相談コーナー
☎093-882-4405

各区　社会福祉協議会

各区役所　保健福祉課

各区　福祉事務所

●税制、公共料金等の支援
法人税、社会保険料、消費税等ほぼ
全ての納税を１年間猶予
（無担保・延滞税無）
対象：２月以降の１ヶ月の売上高が２割以上減少
　　　している企業、フリーランス等
※既に納期限が過ぎている未納の税金も猶予

欠損金の繰り戻しによる還付の特例
概要：赤字が生じた場合、前事業年度の所得金額
　　　に繰戻し、納付済の法人税から、赤字分に
　　　対応する税額を還付
対象：資本金10億円以下の法人
　　　R2/2/1～ R4/1/31までの間に終了する
　　　事業年度に生じた欠損金に適用

法人事業税、法人県民税、不動産取
得税、自動車税等ほぼ全ての納税を
１年間猶予（無担保・延滞税無）
対象：２月以降の１ヶ月の売上高が２割以上減少
　　　している企業、フリーランス等
※既に納期限が過ぎている未納の税金も猶予

固定資産税、法人市民税等ほぼ全ての
納税を１年間猶予（無担保・延滞税無）
対象：２月以降の１ヶ月の売上高が２割以上減少
　　　している企業、フリーランス等
※既に納期限が過ぎている未納の税金も猶予

固定資産税、都市計画税の減免
（R３年度課税分）
対象：中小企業、内容：R２年２～１０月までの
任意の３ヶ月間の売上について
　　　①30%以上50%未満減少　1/2減免
　　　②50%以上減少　全額減免

固定資産税ゼロ特例措置の拡充・延長
（先端設備等導入計画に基づくもの）
対象の拡充：事業用家屋、構造物
適用期限の延長：R4年度まで（R2年度から延長）

保険料、公共料金等の猶予・減免
　市税の猶予制度
　水道料金等の支払い猶予
　国民健康保険料の軽減及び減免
　介護保険料の猶予と減免

市営住宅等の家賃の減免・徴収猶予
及び市営住宅等の提供

福岡国税局猶予相談センター
☎092-474-6050
門司税務署
☎093-321-5831
小倉税務署
☎093-583-1331
八幡税務署
☎093-671-6531

北九州東県税事務所
☎093-592-3506
北九州西県税事務所
☎093-662-9317

東部市税事務所納税課
☎093-582-3375
西部市税事務所納税課
☎093-642-1469

東部市税事務所固定資産税課
☎093-582-3370
西部市税事務所固定資産税課
☎093-642-1459

産業経済局中小企業振興課
☎093-873-1433

東部市税事務所納税課
☎093-582-3375（門司区　小倉北・南区）
西部市税事務所納税課
☎093-642-1469（若松区　八幡東・西区　戸畑区）
北九州市上下水道料金センター
☎093-582-3610
各区役所　国保年金課
各区役所　保健福祉課

各区　市営住宅・市公社
住宅相談センター

●資金繰り支援
日本政策金融公庫の
　　無利子・無担保融資
売上高：▲5%以上
融資上限：中小）3億円、個・フ）6,000万円
金利：当初3年間無利子、
　　　4年目以降　中小）金利1.11～1.30%
　　　　　　　　個・フ）金利1.36～1.65%
保証料：なし
※中小企業1億円まで無利子

日本政策金融公庫
　北九州支店
☎093-541-7550
　八幡支店
☎093-641-7715

市の融資制度（危機関連保証）
売上高：▲15%以上
融資上限：8,000万円
金利：0.9%
保証料：ゼロ（市で負担）

ワンストップ窓口で県と市の融資制度活用のための
認定を実施
小倉北区、戸畑区に加え八幡西区に窓口増設

小倉ワンストップ相談窓口
☎093-551-3619
黒崎ワンストップ相談窓口
☎093-642-2861
戸畑ワンストップ相談窓口
☎093-873-1433

県の制度融資
いわゆる民間金融機関の無利子・無担保融資
売上高：▲15%以上（小・中規模事業者）
　　　　▲５%以上（個人・フリーランス）
融資上限：3,000万円
金利：当初３年間無利子、
　　　4年目以降　金利1.3%
保証料：ゼ口
※利子、保証料は国費を充当

小倉ワンストップ相談窓口
☎093-551-3619
黒崎ワンストップ相談窓口
☎093-642-2861
戸畑ワンストップ相談窓口
☎093-873-1433

経済対策
の国 福岡県 北九州市

※５月１日現在。今後変更もあります。

●事業継続に関する支援

店舗への家賃支援
補助対象：家賃、
補助率：4/5、
補助上限：40万円

【
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ト
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援
】

産業経済局
　緊急経済対策室
☎093-582-2299

国に提出する雇用調整助成金の
申請書類の作成支援
ワンストップ窓口を３力所に増設
小倉北区、戸畑区に加え八幡西区に窓口設置

小倉ワンストップ相談窓口
☎093-551-3619
黒崎ワンストップ相談窓口
☎093-642-2861
戸畑ワンストップ相談窓口
☎093-873-1433

中小企業 金融・給付金相談窓口
☎0570-783-183

中小企業向けの持続化給付金
売上高：▲50%以上
給付額：法人200万円（上限）
個人事業所100万円（上限）

商工部中小企業振興課
　地域経済係
☎092-643-3420

中小企業緊急支援金
売上高：▲30%～▲50%未満
給付額：法人50万円（上限）
個人事業者25万円（上限）

福岡助成金センター
☎092-411-4701
北九州雇用調整助成金臨時窓口
☎093-616-0860

雇用調整助成金の特例拡大
助成率：中小企業　2/3→4/5（9/10）
　　　　大企業　　1/2→2/3（3/4）
※カッコ内は解雇を行わない場合の助成率

福岡労働局
雇用・環境・均等部企画課
☎093-411-4717
小倉・黒崎・戸畑ワンストップ相談窓口

小学校休業等対応助成金
（事業主向け）
支給額：最大8,330円/日（助成率10/10）

小学校休業等対応支援金
（フリーランス向け）
支給額：4,100円（定額）

学校等休業助成金・支援金
　　　　相談コールセンター
☎0120-60-3999

テレワークの導入費用を支援
「IT導入補助金」
対象：中小企業・小規模事業者等
補助額：30～450万円、補助率：2/3

サービスデザイン推進協議会
☎0570-666-424

商工部中小企業振興課
　経営支援係
☎092-643-3425

テレワークの導入費用を支援
国の「IT 導入補助金」に上乗せ
（補助率：国→2/3・県→3/4）

宿泊モニターキャンペーン
　（部屋を市が買上げ、格安で販売）
買上数：6万人泊、
販売価格：1,000～3,000円/1人泊

宿泊施設を活用したテレワーク支援
助成先：宿泊施設
補助率：1/2、
補助上限：1人1日あたり3,000円

クラウドファンディングによる
　　　　　飲食料等の先払い支援
大手小売店とタイアップした
　　　　デリバリーサービス支援
我がまち思いやりデリバリー事業
助成先：地域のデリバリー団体
補助率：10/10、
補助上限：150万円（50万円×3月）
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産業経済局
　観光課
☎093-551-8150

産業経済局
　商業・サービス産業政策課
☎093-582-2050


