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市町村名 給付・補助金名称 対象 業種 要件 摘要 給付･上限額 (補助率) 窓口 担当課 締切

宿泊事業者支援金 法人・個人事業者 宿泊
・1～12月の1ヵ月が前年同月比20％以上
減少している

・ラブホテル等の風俗営業等は対象外
・持続化給付金と併用しても、支援金の
計算上、持続化給付金分は引かれるの
で、併用しない。

40万 収容人数で段
階あり

福井市 観光文化局 おもて
なし観光推進課

翌1/15

宿泊施設安全対策等奨励金 法人・個人事業者 宿泊
「(1)衛生管理等の安全対策」または
「(2)医療従事者の宿泊の受け入れ」の取
り組みを実施いただける事業者

ラブホテル等の風俗営業等は対象外
(1)50万円
(2)一律10万円

(1)
収容人数で段

階あり
福井市

観光文化局 おもて
なし観光推進課

翌1/15

がんばれ福井応援券事業 小規模事業者
福井市内の飲食業、
小売業、サービス業
など

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、甚大な影響を受けている事業者を応
援するため、福井市内の飲食店、小売店
など様々な店舗で使用できる「がんばれ
福井応援券」を販売いたします。

販売価格：1セット　4，000円
応援券券種：1セット　6，000円（500円
×12枚つづり　うち1枚は小規模店専用
券）

福井市
商工労働部 商工振
興課

11/30

敦賀市中小企業者事業継続
支援給付金

法人・個人事業者
・1月～6月の連続3ヵ月の売上平均が前年
比20％以上ダウン
・国/県との併用OK

国の「持続化給付金」や福井県の「休業
要請協力金」を受けている方でも対象要
件を満たしていれば、給付の対象となり
ます。

法人：40万円
個人：20万円

給付 市内の金融機関 商工貿易振興課 7/31

小規模事業者テイクアウ
ト・デリバリーサービス促
進事業補助金

小規模事業者 飲食,宿泊 県の同補助金に申請した者
国、県などの補助対象となっている経費
は除きます。

10万円 1/2 敦賀市 商工貿易振興課 翌1/31

つるがの旨いもん（テイク
アウト・デリバリー）お店
情報を発信します！

テイクアウト・デリバリー・お取り寄
せ・ケータリング・ケータリングカー・
予約限定

敦賀商工会議所がWeb・SNSで情報発信 敦賀市 商工貿易振興課

事業者応援給付金
小規模企業者（5名以
下）

飲食店、宿泊業、旅
行業者、商工業者

・飲食店、宿泊業、旅行業者
：3月or4月の売上が前年比50％以下
・商工業者
：4月～6月の売上が前年比50％以下

5万円 給付 あわら市商工会
あわら市飲食店応
援隊 事務局

8/14

「テイクアウトあわら」(テ
イクアウト＆配達店情報ま
とめサイト）

小規模事業者 飲食店

売り上げが減少している市内飲食店を応
援するため、外出を控えている方でも利
用しやすい、テイクアウト（持ち帰り）
や配達メニュー情報を集約したWEBサイト
「テイクアウトあわら」を開設します。

あわら市観光協会

坂井市 なし 安定資金

永平寺町
永平寺町事業継続応援給付
金

法人・個人事業者
※4/1時点で創業1年以上
※営業収入130万円以上

※農業はNG? 直近2カ月の売上が連続して前年比20％以
上減少

10万円 給付 永平寺町商工会
永平寺町

商工観光課 9/30 安定資金

勝山市 店舗整備支援補助金 法人・個人事業者 飛沫感染防止策に関する経費 12万円 経費の80% 勝山市
商工観光・ふるさ
と創生課

12/28 安定資金

中小企業等事業継続支援給
付金制度

法人・個人事業者
・持続化給付金との併用NG
・1月～12月の連続3ヵ月の売上平均が前
年比20～50％ダウン

国の持続化給付金の支給対象となった場
合は、この支援給付金を返還していただ
きます。

法人：20万
個人：10万

給付 大野市 商工観光振興課 翌1/15

雇用調整助成金申請等手数
料補助制度

法人・個人事業者 雇用調整助成金（安定助成金含む）を申
請

市内外の社労士に委託し支払い、1回限り 5万円 1/2 大野市 商工観光振興課 11/30

鯖江のがんばる事業者応援
給付金

法人・個人事業者 要件なし
売上の増減、休業の有無は不問
NPO法人、医療法人、社会福祉人（100人
以下）も対象、LLPは対象外

法人：10万円
個人：5万円

給付 鯖江市 商工政策課 7/31

雇用調整助成金申請等手数
料補助金

法人・個人事業者 社労士への委託料 従業員10人未満は全額 10万円 1/2 鯖江市 商工政策課 9/30

新型コロナウイルス感染防
止グッズ商品化支援補助金
（つくる）

法人・個人事業者
鯖江産地の技術を活かした、新型コロナ
ウイルス感染防止グッズの商品化を目指
す取組みを支援します

補助対象経費は、開発・試作に関するも
のに限ります。

1者30万
2者以上60万

3/4 鯖江市 商工政策課 8/31

小規模事業者感染拡大防止
対策事業補助金

顧客と対面型の営業を行
う小規模事業者

道路旅客運送,卸
売,、小売,宿泊,飲
食,生活関連サービ
ス,,その他の教育・
学習支援

補助対象経費総計が3万円以上（税込）か
ら補助対象事業とします。

鯖江市内で開発・製造・加工された新型
コロナウイルス感染防止対策商品を購入
した経費に限ります。

10万円 4/5 鯖江市 商工政策課 翌3/31

新型コロナウイルス感染症
の影響に伴う地場産品販売
応援事業補助金

市内中小企業または二者
以上の市内中小企業で構
成するグループ

製造,機械器具卸
売,、その他のじゅ
う器卸売業

市内で製造加工された地場産品を扱う
国・県等の補助金と重複して受けること
はできません。

30万円 3/4 鯖江市 商工政策課

池田町 池田町商工事業応援金 法人・個人事業者 ・4&5月、6&7月など2ヵ月ごとに給付
・2カ月の平均売上が30％以上減少

2カ月ごとの売上減少分の50%を2カ月ごと
に応援金として支給

法人：20万円
個人：10万円

減少額の50％
を補助

池田町 農村政策課 翌3月？ マル経

コロナに負けない事業所等
応援事業補助金

法人・個人事業者
グループ

・新型コロナの影響を払拭し、事業継続
に繋がる事業
※設備投資、ソフト、容器等の資材費OK

100万円 100％補助 越前市 産業環境部産業政
策課

12/28

元気な商業者グループ支援
事業補助金

小売商業者５者以上で
構成する団体

・新型コロナの影響を払拭し、事業継続
に繋がる事業
※販売促進費、商品開発費が主

200万円
2/3

経費合計が
100万円以上

越前市
産業環境部産業政
策課

12/28

越前市新事業チャレンジ支
援事業（コロナ枠）

中小企業者
新商品、新役務の開発、新たな生産方式
の導入など

250万円 3/4補助 越前市 産業環境部産業政
策課

12/28

新規創業者向け持続化給付
金

法人・個人事業者
R2年の任意の3カ月間の平均、　　そのう
ちの最も少ない月が20%以上減少している
こと

R2年１/1～5/14までに越前市で創業した
個人、法人（創業して3カ月経過後から申
請可能）

法人　20万円
個人　10万円

越前市
産業環境部産業政
策課

10/30

コロナの影響を乗り越えよ
うとする前向きな投資を支
援します（中小企業生産性
革命推進連携事業）

中小・小規模企業者

国の「中小企業生産性革命推進事業」の
「ものづくり補助金」・「持続化補助
金」・「IT導入補助金」の「特別枠」で
交付決定を受けた市内事業者に対し、国
が認めた補助対象経費の1/6を追加補助し
ます。

補助対象経費の1/6が、次の要件に合致す
る投資であること
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
Ｃ：テレワーク環境の整備

個々の金額はHP
を参照してくだ
さい。

越前市
産業環境部 産業政
策課

R2年限

がんばれ応援支援金事業 法人・個人事業者 民宿・旅館、料亭
社会全体の自粛等により大きな影響を受
けた町内の民宿・旅館、料亭に対して応
援金を支給します。

年商に応じて10
万円～50万円の
範囲で支給

越前役場 商工観光課 7/31

たすけあい応援事業 法人・個人事業者 民宿・旅館、料亭

町内の民宿・旅館や料亭、飲食店への応
援事業として、各店舗で使用できる2種類
のプレミアム商品券を発行します。（8月
上旬に発売を予定）

【民宿・旅館・料亭商品券】
10,000円分を5,000円で販売 （1世帯 3
セット限定）
【飲食店等商品券】
5,000円分を2,500円で販売 （1世帯 1
セット限定）

越前役場 商工観光課

南越前町 安定資金

美浜町
美し美浜の観光を支えるが
んばる美浜人応援事業

法人・個人事業者 飲食,宿泊
テイクアウトやインターネット販売等、
町内の飲食店や宿泊事業者等が新たな
サービスに取り組む

若狭美浜観光協会が、Ｗｅｂを使って取
り組む観光ＰＲ事業に対し支援する

40万円 4/5補助 美浜町 観光戦略課 ？ 安定資金

若狭町
若狭の未来を担う事業者応
援金

法人・個人事業者 ・受けているコロナ関連融資に対して給
付を行う。

融資総額の3％
or 30万円

補助 若狭町 観光未来創造課
特産振興室

翌1/15

小浜市 小浜市持続化給付金 法人・個人事業者

・4月or5月の売上が前年比20～50％ダウ
ン
・50%以上の場合は、国の持続化給付金の
対象となります。

法人：40万円
個人：20万円

給付 市内の金融機関 産業部商工観光課 6/1～7/31 安定資金

おおい町
おおい町がんばる事業所応
援事業補助金

法人・個人事業者

以下の事業申請者で、不採択だった事業
者
（1）おもてなし産業魅力向上支援事業
（店舗改装・設備導入）
（2）ふるさと企業経営承継円滑化事業
（事業改善型）

おおい町商工会員 150万円 2/3 おおい町商工会 商工観光課 安定資金

高浜町内事業者持続化給金
（高浜町）

法人・個人事業者 国持続化給付金と類似の計算方法
※減少額は30％以下でOK

前年の総売上（事業収入）－（対象月の
売上×12カ月）　※対象月：2020年で前
年同月比で売上が30%以上減少した月

30万円 給付 高浜町 総合政策課 翌1/29

高浜町販路開拓支援事業(テ
イクアウト販売等)補助金

中小・小規模企業者

町内の中小企業者等が開発した製品、技
術等を積極的に公開宣伝するため、各種
見本市、展示会等に出展した場合、及び
テイクアウト販売等事業を支援し、本町
産業の振興及び経済の活性化に寄与する
ことを目的として、出展及びテイクアウ
ト販売等に係る経費の一部を補助しま
す。

10万円/回 2/3 高浜町 産業振興課

大野市

越前市

鯖江市

市町独自の給付・補助金
※事業者向けのみ記載。利子補給については右端のリンクを活用してください。

利子補給リンク

マル経 安定資金

安定資金

安定資金

対応資金 安定資金

安定資金

福井市

敦賀市

あわら市

振興資金

安定資金

越前町 安定資金

高浜町
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