新型コロナウイルス感染症で影響を受ける
事業者向け支援策とお問い合わせ先【市町村】
2021.6.30作成

＊印のある事業は市町村の補正予算成立が前提となる事業です。

給付金
補助金・助成金
融資
水戸市
オンライン合同企業説明会
参加促進補助金

主な対象事業者
企業の人材確保のためにオンライン合同
企業説明会に参加した法人へ参加料の
4/5を補助※1社当たり最大5万円

日立市

水戸市内に事務所又は事業所を有す

水戸市商工課

る法人(官公庁を除く。）

029-224-1111

主な対象事業者
前年同月比の売上が30％以上減少した月

宿泊事業者緊急支援金

がある事業者へ、宿泊施設の定員に応じ 日立市内宿泊事業者
て30万円から150万円を支給する。

小学校臨時休業に対応する保護者支
援上乗せ補助

新型コロナウイルス等感染症予防対
策支援事業補助

就業できなかった日について4,100円／日 日立市内のフリーランスを含む個人
上乗せ補助

事業主（委託を受けて個人で仕事を

※限度日数25日間

する方向け）

業種別ガイドラインに沿った感染症防止
対策に必要な衛生用品や設備の導入経費 日立市内中小企業・小規模事業者等
について、1/2を補助。上限20万円。

土浦市
「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者
土浦市事業者支援一時金

支援一時金」を受給した市内事業者に対
し，10万円を給付。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

日立市観光物産課
0294-22-3111

日立市商工振興課
0294-22-3111

日立市商工振興課
0294-22-3111

主な対象事業者

お問い合わせ先

土浦市内に主たる事業所がある中小

土浦市商工観光課

企業者等、個人事業者等

029-826-1111

石岡市

主な対象事業者

お問い合わせ先

新型コロナウイルス関連の公的融資を受け、企業
活動の推進や事業継続に取組む中小企業者、個人
事業者へ20万円を給付

新型コロナウイルス関連融資応援給 ※公的融資等は、令和３年１月１日から令和３年
付金

６月30日までに融資実行を受けている事業者が対

石岡市内に主たる事業所がある中小
企業者又は個人事業主

石岡市商工課

象となります。
※令和２年度に、新型コロナウイルス関連融資応
援給付金の交付を受けた方は対象外となります。

石岡市内の病院、診療所、歯科診療
所、助産所、訪問看護ステーション、

石岡市医療機関等従事者応援事業
（石岡市プレミアム付き商品券）

市内の対象施設で施設利用者と接触する
業務に従事する人1人につき石岡市プレ
ミアム付き商品券24,000円分を支給

調剤薬局に従事する者
※令和３年４月１日から令和３年５月

石岡市健康増進課（石岡

31日までの間に通算して10日以上施設

保健センター）

利用者と接触のある業務に従事し、か
つ、６月１日時点で対象施設に在籍し
ている方が対象となります。
石岡市内の障害福祉サービス事業所、障害
児通所支援事業所、指定相談支援所、地域

石岡市障害者福祉施設等従事者応援 市内の対象施設で施設利用者と接触する 活動支援事業所、救護施設に従事する者
事業（石岡市プレミアム付き商品

業務に従事する人1人につき石岡市プレ

券）

ミアム付き商品券24,000円分を支給

※令和３年４月１日から令和３年５月31日
までの間に通算して10日以上施設利用者と

石岡市社会福祉課

接触のある業務に従事し、かつ、６月１日
時点で対象施設に在籍している方が対象と
なります。
石岡市内の高齢者福祉施設等に従事する者

石岡市高齢者福祉施設等従事者応援
事業（石岡市プレミアム付き商品

市内の対象施設で施設利用者と接触する ※令和３年４月１日から令和３年５月31日

券）

業務に従事する人1人につき石岡市プレ
ミアム付き商品券24,000円分を支給

※令和３年６月１７日まで受付

までの間に通算して10日以上施設利用者と
接触のある業務に従事し、かつ、６月１日

石岡市高齢福祉課

時点で対象施設に在籍している方が対象と
なります。
石岡市内の保育所、認定こども園、地域型
保育事業所、認可外保育施設に従事する者

市内の対象施設で施設利用者と接触する ※令和３年４月１日から令和３年５月31日
石岡市保育事業従事者応援事業（石
業務に従事する人1人につき石岡市プレ までの間に通算して10日以上施設利用者と
岡市プレミアム付き商品券）
接触のある業務に従事し、かつ、６月１日
ミアム付き商品券24,000円分を支給

石岡市こども福祉課

時点で対象施設に在籍している方が対象と
なります。

【取扱店】
市内で利用できるプレミアム付き商品券 市内事業者
未来いしおか商品券

（500円×24枚綴り）20,000ｾｯﾄを販売。 【購入者】
12,000円分の商品券を10,000円で販売

市内世帯主宛に，事前購入申込書を

1世帯10セットまで

送付
※申込者多数の場合は抽選

石岡市商工課
0299-23-5501
【問合せ先】
石岡商工会議所
0299-22-4181
石岡市八郷商工会
0299-43-0247

対象店舗において対象のキャッシュレス
決済（スマートフォンを利用したＱＲ・
バーコードﾞ決済）サービスを選択した

【対象店舗】

消費者に対しポイントの付与を実施。

キャンペーン参加を希望する市内事

キャッシュレス決済ポイント還元事 ≪キャンペーン期間（予定）≫
業

業者

石岡市商工課

令和３年９月１日（水） ～ 令和３年９

0299-23-5501

月30 日（木）

【ポイント付与対象者】

≪ポイント付与上限≫

対象店舗の利用者

1,000円相当/回
10,000円相当/月

下妻市

主な対象事業者
市民を対象に、市内施工業者が行う住宅

下妻市住宅リフォーム資金補助事業 のリフォーム工事に対して最大10万円の 市内事業者
補助金を交付する。

お問い合わせ先

下妻市商工観光課
0296-45-8993

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受け
ている市民の生活を支援するとともに、消費を喚
起し、地域経済を活性化することにより事業者を
応援するため、市民に対してプレミアム付商品券

下妻市プレミアム付商品券発行事業

を発行する。
◆商品券額面：8,000円／冊（5,000円で購入）

市内事業者

下妻市商工観光課
0296-44-0732

◆プレミアム率：60％
◆購入限度：1世帯2冊
※販売状況により追加販売実施予定

常陸太田市
常陸太田市新型コロナウイルス
感染症対策事業応援支援金

主な対象事業者
新型コロナウイルスの影響を受け、新た
な事業に取り組む飲食店へ、対象事業費
の上限10万円を支給

市内において令和2年4月1日以前よ
り飲食等を提供している事業者

お問い合わせ先
常陸太田市
商工振興・企業誘致課
0294-72-3111

市内に主たる事業所を有し、令和2
常陸太田市離職者等雇用事業所
奨励金

新型コロナウイルス感染症拡大により就 年3月1日以降離職した者を令和2年

常陸太田市

労の場を失った方を正規雇用した事業所 11月30日までに正規雇用者として

商工振興・企業誘致課

へ、雇用者1人につき10万円を交付

雇い入れ，3ヶ月以上継続して雇用

0294-72-3111

した事業者

笠間市

主な対象事業者

お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
プレミアム付商品券発行事業（予
定）

より、売上減少等の影響を受けている市
内事業者の支援を図るとともに、市内の 市内事業者
消費喚起と地域経済の早期回復を目的
に、プレミアム付商品券を発行予定。

笠間市商工課

住宅・店舗のリフォームを、市内に事業所を
有している、建設関連事業を営む施工業者に
依頼した場合、20万円以上（税抜き）の工事
を対象に、住宅では最大10万円（補助率：

住宅・店舗リフォーム促進補助金

10%）、店舗等では最大20万円（補助率：

市民・市内事業者

笠間市商工課

20%）の補助金を施工依頼者に助成。新型コ
ロナウィルス感染症による感染リスクの軽
減、クラスターの発生を防ぐための対策費用
を追加発注した場合に、追加補助する特例枠
を設置。

つくば市

主な対象事業者

お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対策を含む販
路拡大などの取り組みに対し、設備導入
やホームページ作成などの費用を中規模
中小企業等販路拡大補助金

事業者に上限100万円、小規模事業者に

経営支援
つくば市内中小企業者等

ワンストップ窓口
（つくば市経済支援室）

上限50万円を補助

029-883-1378

※現在新規相談を停止中、再開について
はホームページで周知
令和2年6月10日以降に市内事業所で①か
②のいずれかに該当する方を新規に雇用
している法人、個人事業者に雇用1名に
雇用促進交付金

つき最大20万円、1事業者あたり最大100
万円を交付

経営支援
つくば市内に事業所がある法人、個
人事業者

ワンストップ窓口
（つくば市経済支援室）
029-883-1378

①令和2年3月1日以降に失業した市民
②市内在住の学生等

タクシー買物代行補助事業

つくば市内小売店の買物代行を行うタク
シー事業者に1回につき2,000円を補助

つくば市内タクシー事業者

ひたちなか市
テイクアウト＆デリバリー
応援補助金

主な対象事業者
出前もしくはテイクアウトにより提供す
る商品１品につき1/2かつ300円を上限に
補助（１事業者上限30万円）

つくば市経済支援室
029-883-1111

お問い合わせ先

ひたちなか商工会議所のテイクアウ
ト＆デリバリー応援キャンペーンに

商工振興課

参加しているひたちなか市内の飲食

029-273-0111

事業者

売上が前年同月比で20％以上減少した農
地場農産物応援事業
補助金

業者が、インターネットやファックス等
による販売を行い、商品を２割以上割り ひたちなか市内の農業者
引いた場合、通常価格の20％を上限30万

商工振興課
029-273-0111

円で補助

地場農産物販路拡大支援
事業補助金

農業者が販路開拓のために行うホーム
ページの開設やリニューアルに対して、 ひたちなか市内の農業者
上限20万円を補助（補助率1/2）

商工振興課
029-273-0111

売上が前年同月比で20％以上減少した水
地場水産物応援事業
補助金

産加工業者が、インターネットやファッ
クス等による販売を行い、商品を２割以
上割り引いた場合、通常価格の20％を上

ひたちなか市水産加工業協同組合の
加盟事業所

商工振興課
029-273-0111

限30万円で補助

地場水産物販路拡大支援
事業補助金

ふるさと納税返礼品開発
及び磨き上げ補助金

水産業者が販路開拓のために行うホーム
ページの開設やリニューアルに対して、 ひたちなか市内の水産業者
上限20万円を補助（補助率1/2）

ふるさと納税の返礼品の開発や磨き上げ
に取組む事業者に対し、20万円を上限に
補助（補助率2/3）

鹿嶋市

ひたちなか市内の法人および個人事
業主

商工振興課
029-273-0111

商工振興課
029-273-0111

主な対象事業者

お問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
かしま応援チケット

た市内商業者を支援し，地域経済の下支

-プレミアム付き商品券-

えをすることを目的に，15,000円のチ

鹿嶋市内事業者

鹿嶋市商工観光課
0299-82-2911

ケットを10,000円で販売する。

売上高減少（▲5％以上）の事業者に対
新型コロナウイルス感染症

し以下の支援

対策自治金融制度

・信用保証料全額補助

鹿嶋市内中小事業者

鹿嶋市商工観光課
0299-82-2911

・3年間全額利子補給

那珂市

主な対象事業者

お問い合わせ先

国の雇用調整助成金や小学校休業等対応

雇用調整助成金等申請支援金

助成金・支援金を活用するため、社会保

那珂市商工観光課

険労務士に申請書類の作成及び申請手続

商工観光G（商工担当）

きを依頼した場合の費用を補助（上限10

那珂市内の中小企業者・個人事業主

029-298-1111
（内245）

万円）
【期間】R3.12.31まで
国の小規模事業者持続化補助金を活用

那珂市商工観光課

し、経営計画に基づき行う販路開拓等の
小規模事業者持続化支援金

取り組みを行った場合の費用を補助（自 那珂市内の小規模事業者
己負担分の1/2・上限25万円）

那珂市商工観光課

国・県の経済対策支援制度の申請を士業
者等に依頼して行った場合の費用を補助
（上限3万円）
【期間】R3.12.31まで

029-298-1111
（内245）

【期間】R4.3.31まで

経済対策支援制度利用支援金

商工観光G（商工担当）

那珂市内の中小企業者・個人事業主

商工観光G（商工担当）
029-298-1111
（内245）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
新型コロナウイルス感染症対策等支
援金

那珂市商工観光課

止対策を実施する経費（飛沫感染防止パ
ネルの設置費用・マスクや消毒液の購入 那珂市内の中小企業者・個人事業主
費用など）を補助（上限5万円）

商工観光G（商工担当）
029-298-1111
（内245）

【期間】R3.11.30まで
新型コロナウイルス感染症の影響により、落
ち込んだ経済活動を回復させるため、プレミ
アム付商品券を発行し、市民の消費を喚起
し、市内経済の活性化を図る。

プレミアム付商品券事業

・6,500円（プレミアム分1,500円）を5,000円
で販売
・50,000冊発行

「いばらきアマビエちゃん」に登録

那珂市商工観光課

している市内事業者（ガイドライン 商工観光G（商工担当）
に沿って感染防止対策に取り組んで
いる事業者）

029-298-1111
（内245）

・販売・利用期間
8月1日～11月30日

筑西市

主な対象事業者

お問い合わせ先

地域経済の回復を図るため、地元商店や
地元飲食店で利用できるプレミアム付商
品券10,000円分を5,000円で販売
筑西市新型コロナウイルス感染症対 ◆内訳
策商品券事業

共通券（大型店・中小店・飲食店）5,000
円

①下館商工会議所・筑西市商工会・
（協）日専連しもだての会員
②市内小規模事業者

筑西市商工振興課
0296-54-7011

中小店・飲食店専用券5,000円
◆購入限度：１世帯１冊まで

稲敷市
中小企業者等給付金

主な対象事業者

一定要件を満たす金融機関の融資を受け
た中小企業者等に給付金を給付。

対象融資を受け、本店所在地が稲敷
市内の法人又は事業所及び住所が稲
敷市内の個人事業主

前年比等の売上高が20％以上減少した事 本店所在地が稲敷市内の法人又は事
経営継続給付金

業者に給付金を給付（国持続化給付金、 業者及び住所が稲敷市内の個人事業
その他給付金等の受給者を除く）。

主

令和2年4月1日～令和３年12月31日の間
市民雇用助成金

に新たに市民を採用した企業に助成金を 稲敷市内に事業所を有する事業者
交付。

お問い合わせ先

稲敷市産業振興課
029-892-2000

稲敷市産業振興課
029-892-2000

稲敷市まちづくり推進課
029-892-2000

かすみがうら市

主な対象事業者

お問い合わせ先

商品販売サイト構築費、インターネット
モールへの出店初期費用、動画コンテン
新しいビジネスモデル構築支援事業

ツ作成費、テレワーク導入費用及び新商 市内に事業所を有する中企業又は個
品開発費用に対し上限20万円（補助率

人事業主

地域未来投資推進課
029-897-1111

3/4）を補助する。
[申請期限：令和4年3月31日（木）]
事業を営んでいない者が新たに事業を開
始する場合、既に事業を営んでいる者の
後継者が事業を引き継いで業務転換する
スタートアップ創業支援等事業

場合、既に事業を営んでいる者が既存事
業を維持しつつ新事業又は新分野に進出

個人事業者・法人等

地域未来投資推進課
029-897-1111

する場合に、工事費、設備費、備品に要
する費用等の一部を補助する。
（補助率2/3、上限50万円）
地域の農林水産物及びそれらを活用した
加工品の、県外又は海外への販路拡大を
地域特産品等販路開拓促進事業

積極的に行う事業者に対し、見本市等へ 中小企業者、農業法人、農林水産業
の出展費用等を助成する。
（国内

補助率1/2、上限20万円）

（海外

補助率1/2、上限40万円）

神栖市

者等

地域未来投資推進課
029-897-1111

主な対象事業者

お問い合わせ先

市内の経済回復を支援するため、地元商
プレミアム付商品券

店・地元飲食店等で利用できるプレミア

(つかエール)

ム付商品券を販売する。

※令和3年11月30日終了

13,000円分を10,000円で販売

市内小規模事業者(市内本店、正社
員20人以下)

企業港湾商工課
0299-90-1182

(大型店利用不可)

行方市

主な対象事業者

お問い合わせ先

市内に住所を有する個人事業者又は市

2020年の年間事業収入等が、前年と比較
行方市事業経営支援金

して減収率が20％以上減少していて減収
額が200万円以上であること。

内に本社を置く法人で、次の各号に掲
げる事項のいずれかに該当する方
（1）収入を事業収入(営業等・農業)で
確定申告した個人事業者
（2）中小企業者及び小規模企業者

行方市商工観光課
0291-35-2111

鉾田市

主な対象事業者
新型コロナウイルス感染症により令和2
年の売上が前年比で30％以上減少してい

鉾田市中小企業応援給付金【新規】 る市内の中小企業者及び小規模商工事業
者へ給付金を支給。法人40万円、個人20
万円。
市内中小企業及び新型コロナウイルス感
鉾田市中小企業等ビジネスモデル転 染症の影響を乗り越えるため、業態転換
換事業補助金【新規】

を図る取組みを支援する。補助率：対象
経費の２／３（上限100万円）

お問い合わせ先

令和元年以前から引き続き市内に事
業所を有し、事業を営む中小企業者

鉾田市商工観光課

等及び個人事業者（農林水産業を除

0291-36-7655

く）

市内に事業所を有し，かつ市内にお
いて令和２年４月１日以前から事業
を行っている中小企業者等

鉾田市商工観光課
0291-36-7655

新型コロナウイルスの影響を受けるまた
は、その恐れがある中小企業・小規模事
鉾田市中小企業支援団体補助事業
【新規】

業者に対して支援策を実施する法人及び 市内中小企業者等を会員（構成員
団体（商工会、観光物産協会、飲食店組 等）とする商工観光関連の関係団
合等）が行う事業に対して補助を行う。 体。

鉾田市商工観光課
0291-36-7655

補助額：対象経費の４／５、（1団体
上限30万円）

つくばみらい市
雇用継続支援事業助成金
5月6日より受付延長

主な対象事業者
コロナウイルス感染症で影響を受けた事
業者で、雇用調整助成金を活用した事業 市内に事業所を有する方
者に一律で10万円を助成

城里町

主な対象事業者

お問い合わせ先

市産業経済課
0297-58-2111(代表)

お問い合わせ先

令和2年10月～令和3年3月のいずれか1ヶ
月における売上高が前年同月比で50％以
令和３年度城里町中小企業等固定費
応援給付金

上減少または、連続2ヶ月の合計売上高
が25％以上減少している中小企業者等へ 町内に事業所を有する中小企業者等
10月～3月分の水道・電気・ガスの使用

まちづくり戦略課
029-288-3111

料金の2/3（最大200万円）を給付
申請期限：令和3年6月30日
令和3年3月1日現在、城里町に住民登録
されている方を対象に、町内利用限定の
城里町元気アップ振興券（第3弾）

商品券（町民1人につき5,000円分）を配 町内事業者
布。
使用期間：令和3年6月1日～8月31日

まちづくり戦略課
029-288-3111

東海村

主な対象事業者
感染症防止対策に取り組むための衛生消

感染症予防対策支援補助金

東海村産業政策課

耗品の購入や機器等の購入・賃借，工事 東海村内の中小企業者，個人事業主

（商工担当）

に要した費用（上限20万円）を補助。

029-282-1711

貸切バスを利用する村民の感染リスクの
貸切バス利用促進支援補助金

お問い合わせ先

軽減を促すとともに，貸切バス支援事業
者を支援するためバス借り上げ料の2分

東海村産業政策課
東海村内の貸切バス事業者

（商工担当）
029-282-1711

の1（上限7万円/1台）を補助。

大子町

主な対象事業者

お問い合わせ先

大子町内に事業所を有する中小企業

大子町観光商工課

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を
目的として、国が示した新しい生活様式
中小企業者経営改善支援事業補助金 の実践に向けて行う事業を実施する事業
者に対象経費の１／２又は２／３を補助

者

0295-72-1138

（１事業者上限２５万円又は５０万円）

①全町民に対して、一人当たり5,000円分
の商品券を配布
大子町しあわせ⁺商品券（大子町しあ
わせプラス商品券）事業

②商品券換金時に、換金額に10％上乗せ
支給
【使用期間】

①令和３年５月１日時点において大
子町の住民基本台帳に登録されてい
る方

大子町観光商工課
0295-72-1138

②大子町しあわせ⁺商品券取扱店舗

令和３年７月１日～１２月３１日

飲食店や交通事業者への支援、また買い
タクシーデリバリー応援事業補助金

物客や飲食店利用を控えている消費者の
利便を向上させるため、商工会青年部が

大子町商工会青年部

大子町観光商工課
0295-72-1138

実施するタクシーデリバリー事業を支援

利根町

主な対象事業者

まち未来創造課

令和2年2月から12月のうちの売上高等が
利根町中小企業者等経営支援助成金

前年同月比で20％以上減少している月が 町内に主たる事業所がある法人及び
ある中小企業者等に助成（法人：30万

住所がある個人事業主

円、個人事業主：20万円）

令和3年1月から令和2年3月のうちの売上
高等が前年または前々年同月比で20％以
利根町飲食店等経営支援助成金

上減少している月がある町内飲食・飲食 町内飲食・飲食料品卸売（小売）店
料品小売店に対し、売上減少額に3を乗
じた額を助成（上限30万円）。

お問い合わせ先

商工観光係
0297-68-2211
内線244

まち未来創造課
商工観光係
0297-68-2211
内線244

利根町茨城県パワーアップ融資信用 保証協会へ一括納付した保証料額（上限
保証料補助金

10万円）

町内に主たる事業所を有し、県パ
ワーアップ融資に対する保証を受
け、信用保証料を一括納付した者

まち未来創造課
商工観光係
0297-68-2211
内線244

