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阿久根市
阿久根市活性化商品
券交付事業

地域における消費の喚起を行い，地域
経済の活性化を図るため，令和2年5月
22日現在において，市の住民基本台帳
に記録されている者（市職員及び市議
会議員は除く）に，1万円分の商品券を
交付します。

令和2年5月
22日までに
市の住民基
本台帳に記
録されてい

る者

商工観光課商工振興
係
電話　0996-73-1114

http://www.city.akune.kag
oshima.jp/shigotosangyo/s
hokogyo/kasseikasyohinken
.html

阿久根市

阿久根市飲食・宿泊
業家賃等固定経費支
援給付金事業【終
了】

売上高が減少し，事業活動に支障が生
じている飲食業又は宿泊業を営む事業
者の事業の継続を支援するため，20万
円の給付金を給付します。

令和2年
6月30日必

着

商工観光課商工振興
係
電話　0996-73-1114

http://www.city.akune.kag
oshima.jp/shigotosangyo/s
hokogyo/yatintosienkyuhuk
in.html

阿久根市
阿久根市水産業持続
化給付金事業(漁業者
持続化給付金)

浜値の急落により，経営の悪化した漁
業者の事業の継続を支援するため，１
漁業者当たり20万円を給付します。

令和２年
10月30日

まで

水産林務課水産係
電話　0996-73-1162

http://www.city.akune.kag
oshima.jp/shigotosangyo/s
uisangyo/gyogyosyazizokuk
akyuhukin.html

阿久根市
阿久根市水産業持続
化給付金事業(鮮魚仲
買人持続化給付金)

大消費地での需要が減少したことによ
り魚価の低下し，収益が悪化した鮮魚
仲買業者の事業の継続を支援するた
め，20万円を給付します。

令和２年
10月30日

まで

水産林務課水産係
電話　0996-73-1162

http://www.city.akune.kag
oshima.jp/shigotosangyo/s
uisangyo/nakagaininzizoku
kakyuhukin.html

阿久根市
阿久根市畜産農家持
続化給付金

経営に支障が生じている畜産農家を支
援するため，１頭当たりの平均販売価
格が前年同時期と比較し20％以上減少
している畜産経営体に対し20万円を支
給します。

令和２年
10月30日

農政課農政管理係
電話　0996-73-1142

http://www.city.akune.kag
oshima.jp/shigotosangyo/n
ogyo/tikusanzizokuka.html

１　協力金・助成金・給付金等の支援

新型コロナウイルス感染症に対する各支援内容について（令和２年８月１７日時点）
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出水市
出水市中小企業等支
援金【終了】

売上高が前年同月比で２０％以上減少
している市内事業所(対象期間：令和２
年２月から同年５月までのうちの１月)
給付額：１０万円

令和２年
6月30日

出水商工会議所：
0996-62-1337
鶴の町商工会：0996-
82-1065

事業終了のためHPなし

出水市
出水市中小企業等休
業協力金

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対
策休業等協力金(4月25日からの休業要
請版)の支給を受けたもの
給付額：中小企業 １０万円、個人事業
主 ５万円、複数店舗を有する場合は５
万円上乗せ

令和２年
8月31日

0996-63-4040
出水市役所シティ
セールス課

https://www.city.kagoshim
a-
izumi.lg.jp/page/page_041
90.html

出水市
出水市中小企業等休
業協力経営支援金
【終了】

５月７日から鹿児島県が休業要請に応
じた４業種の店舗(個人事業主又は本市
に本社若しくは本店を置く法人)
給付額：５万円

令和２年
6月30日

0996-63-4040
出水市役所シティ
セールス課

事業終了のためHPなし

出水市
出水市飲食店等改修
支援事業

出水市内の店舗等の改修工事(外装工事
を除く)や飛沫飛散感染防止対策を行う
方を対象に経費の一部を補助します。
補助額(対象経費の３０％)
・改修工事：上限３０万円、感染防止
対策：上限１０万円

令和３年
3月31日

0996-63-4040
出水市役所シティ
セールス課

https://www.city.kagoshim
a-
izumi.lg.jp/page/page_040
81.html
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出水市
出水市飲食業休業協
力金

鹿児島県新型コロナウイルス感染症対
策休業協力金(7月8日からの休業要請
版)の支給を受けたもの
給付額：中小企業 １０万円、個人事業
主 ５万円、複数店舗を有する場合は５
万円上乗せ

令和２年
10月30日

0996-63-4040
出水市役所シティ
セールス課

https://www.city.kagoshim
a-
izumi.lg.jp/page/page_044
04.html

出水市
出水市貸切バス・タ
クシー等事業継続補
助金

市内に本社・本店がある貸切バス事業
者の事業継続を図るため、、車検費用
等としてバス１台あたり２０万円を助
成する。
また、市内に本社・本営業所があるタ
クシー・運転代行事業者に飛沫感染防
止対策費用としてタクシー等１台あた
り１万円を助成する。

令和３年
2月28日

0996-63-4061
出水市役所シティ
セールス課

各事業所へ直接事業説明し
ているため掲載なし

出水市
出水市宿泊事業者支
援金

市内の宿泊事業者の経営を支援するた
め、宿泊施設及び簡易宿泊施設の客室
１室あたり２万円を支援する。
支援額：客室１室あたり２万円（上限
１００万円）

令和2年
9月30日

0996-63-4061
出水市役所シティ
セールス課

各事業所へ直接事業説明し
ているため掲載なし

出水市
出水市泊まって応援
キャンペーン

出水市、阿久根市、水俣市と連携し、
地元宿泊事業者を支援するため、宿泊
費の半額（上限１万円）を助成する。
また、菓子店等やスナック・バー等の
支援を行うため、宿泊者にクーポンを
贈呈。（お土産クーポン：500円、コロ
ナ対策宣言店二次会応援クーポン：
2,000円）

令和2年
11月30日

0996-63-4061
出水市役所シティ
セールス課

https://www.izumi-
navi.jp/news/detail/221
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薩摩川内
市

地域経済対策支援事
業補助金

新型コロナウイルス感染症により深刻
な影響を受けている地域経済の課題解
決に資する取組を支援し、市内の中小
企業者等の事業継続を図ることを目的
に川内商工会議所及び薩摩川内市商工
会に交付し、両団体は申請のあった事
業者へ事業継続応援金を給付するも
の。

事業所から
両団体への
申請期限は
令和2年8月
31日まで

商工政策課　商工・
企業支援グループ
電話：0996-23-5111
（内線4321～4323）

①川内商工会議所HP
http://sendai-
cci.jp/index.php/corona/

②薩摩川内市商工会HP
https://r.goope.jp/srb-
46-30/info/3374455

薩摩川内
市

休業等協力支援金

　県の休業・営業時間短縮の要請（4月
25日～5月6日）に協力し、鹿児島県新
型コロナウイルス感染症対策休業等協
力金の支給を受けた事業者に対し支援
金を交付するもの。

令和2年10
月31日まで
（当日消印
有効）

商工政策課　商工・
企業支援グループ
電話：0996-23-5111
（内線4321～4323）

https://www.city.satsumas
endai.lg.jp/www/contents/
1590392879514/index.html

薩摩川内
市

テナント家賃支援金

　新型コロナウイルス感染症の影響に
よりテナント家賃が大きな負担となっ
ている事業者の事業継続を支援するた
め、国の家賃支援給付金の支給を受け
た事業者に対し上乗せして支援金を交
付するもの。

令和3年3月
10日まで
（当日消印
有効）

商工政策課　商工・
企業支援グループ
電話：0996-23-5111
（内線4321～4323）

https://www.city.satsumas
endai.lg.jp/www/contents/
1595402123909/index.html

薩摩川内
市

追加休業要請協力支
援金

　県の休業協力要請（7月8日～7月21
日）に協力し、鹿児島県新型コロナウ
イルス感染症対策休業協力金の支給を
受けた事業者に対し支援金を交付する
もの。

令和2年11
月30日まで
（当日消印
有効）

商工政策課　商工・
企業支援グループ
電話：0996-23-5111
（内線4321～4323）

https://www.city.satsumas
endai.lg.jp/www/contents/
1595398792117/index.html
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薩摩川内
市

事業所消毒実施支援
補助金

　新型コロナウイルス感染症の患者が
発生等した市内の商工業を営む事業所
において、保健所の指導に基づき、事
業所内の消毒を実施した事業者に対
し、消毒に要した経費の一部を補助す
るもの。

消毒実施後
30日以内

商工政策課　商工・
企業支援グループ
電話：0996-23-5111
（内線4321～4323）

https://www.city.satsumas
endai.lg.jp/www/contents/
1595403421979/index.html

薩摩川内
市

店舗等感染防止対策
支援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の感染防止
を図るため、市内の既存店舗等の施設
改修や機器購入を行う事業者に対し、
経費の一部を補助するもの。

令和3年2月
26日まで
（改修や購
入後30日以

内）

商工政策課　商工・
企業支援グループ
電話：0996-23-5111
（内線4321～4323）

https://www.city.satsumas
endai.lg.jp/www/contents/
1595397644575/index.html

薩摩川内市
公共交通等感染防止
対策支援事業補助金

市内を運行するバス路線を有する乗合
バス事業者、市内に営業所・事業所等
を置く貸切バス事業者・タクシー事業
者及び自動車運転代行業者に対して、
新型コロナウイルス感染症の感染防止
を図るために必要と認められる費用に
ついて運行便数や車両数に応じた上限
額まで補助を行います。

令和2年9月
30日まで
（必着）

交通貿易課
地域交通グループ
電話：0996-23-5111
（内線4340、4352）

https://www.city.satsumas
endai.lg.jp/www/contents/
1595900569736/index.html

薩摩川内
市

地域経済盛り上げ支
援事業補助金

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より落ち込んだ地域経済の回復を図る
ため、商店街や各種業種等で構成され
ている団体や組合等が行う地域経済の
活性化に資する事業経費を補助するも
の。

令和2年10
月30日まで
（当日消印
有効）

商工政策課　商工・
企業支援グループ
電話：0996-23-5111
（内線4321～4323）

https://www.city.satsumas
endai.lg.jp/www/contents/
1590387995265/index.html
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さつま町
さつま町中小事業者
事業継続緊急支援事
業【終了】

売上が大幅に減少している町内で商工
業を営む中小事業者に，運転資金の一
部として活用できる助成金を交付し，
事業継続への支援を行う。

令和２年
6月30日

商工観光PR課商工振
興係
0996-53-1111(2285)

－

長島町
水産物出荷調整緊急
対策事業

市場の停滞による出荷調整に伴い，ブ
リ・カンパチ類等の飼育に係る費用が
増加している。これらを助成すること
で事業者の費用負担を軽減し，経営の
安定を図る。出荷調整対象魚にかかる
餌代・共済保険料を漁協を通じて助成
する。

令和2年
12月末

長島町役場水産商工
課
0996-86-1137

なし

長島町
水産物出荷調整緊急
対策事業

新型コロナウイルスの影響を受け，出
荷調整により価格が下落している漁船
漁業者、オサ漁業者への燃料費の支援
することで事業者の費用負担を軽減
し，経営の安定を図る。

令和2年
12月末

長島町役場水産商工
課
0996-86-1137

なし
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