
令和２年５月 ８ 日作成 

令和２年５月２５日更新 

福岡市家賃支援金募集要項 
５月２７日（水）より，「令和 2 年 5 月 7 日から同年５月３１日まで」を対象とした

家賃支援金の申請受付を開始します。既に申請受付を開始している「令和２年４月７日
から同年５月６日まで」を対象とした家賃支援金と一部要件が異なりますのでご注意 
ください。５月２７日（水）以降は各対象期間の申請をまとめて行うことができます。 

【対象期間】 

①令和２年４月７日（火）から同年５月６日（水）まで
（以下，「第１期」といいます。）

②令和２年５月７日（木）から同年５月３１日（日）まで
（以下，「第２期」といいます。）

【申請期間】 

第１期分：令和２年５月１３日（水）から同年７月３１日（金）まで 

第２期分：令和２年５月２７日（水）から同年 7 月３１日（金）まで 

※第 1 期分の申請期限を 6 月３０日（火）から 7 月３１日（金）へ延長します。
※第１･２期分の申請をまとめて行うことができます。

【募集の概要】 

対象 

期間 
対象施設（※１） 

休業等が必要な 

期間・日数 

申請 

期間 
支給額 

第１期 

福岡県が指定した 

①「基本的に休止を要請する施設」

②「基本的には休止を要請しない施

設のうち食事提供施設（※２）」

4 月 7 日～5 月 6 日 

の間に 15 日以上 

5 月 13 日 

～７月 31 日 

4 月分の 

賃料の 8 割 

（上限額 

５0 万円） 

第２期 

③ 5 月 15 日以降も引き続き，福岡県

が「休業の協力要請を行う施設」

5 月 7 日～31 日 

の間に 15 日以上 5 月 27 日 

～7 月 31 日 

5 月 7 日～

31 日分の 

賃料の 8 割 

（上限額 

30 万円） 

④ 5 月 15 日から福岡県の休業・時短

要請が解除になった施設

5 月 7 日～14 日 

の間に 5 日以上 

※１ 対象施設等については，本要項「２．支給要件」及び【別紙 1 福岡市家賃支援金対象
施設一覧】を必ずご確認ください。 

※２ 営業時間の短縮については，朝５時から夜８時までの間の営業を要請し，酒類の提供は
夜７時までとすることを要請。 

【申請書類の提出方法】 

◆ 福岡市家賃支援金申請サイトから申請することができます。

（URL）https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html

※第２期分は令和２年５月２７日（水）１０時００分から申請受付を開始します。

※オンライン申請が困難な場合は郵送申請でも対応します。申請書類の様式は最新の

ものを申請サイトからダウンロードしてください。ダウンロードできない方は，

下記へお問い合わせいただければ，申請書類を郵送します。

【問い合わせ先】 

福岡市家賃支援相談窓口 （電話番号）０９２－７３９－８１７５ 

（受付時間）9：００～１８：００（土，日，祝日も開設しています） 

※感染症拡大防止の観点から対面での受付･説明は行いませんので，ご了承ください。 
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1. 支援金の概要

（１）趣旨

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「緊急事態宣言」に基づき，福岡県から

出された協力要請等を受け休業した施設又は時間短縮営業した食事提供施設を

対象に，「福岡市家賃支援金」（以下，「支援金」といいます。）を支給します。

（２）支給額

第１期分：１か月分の賃料の８割（１施設ごと上限額５０万円）

※令和２年４月分の賃料を対象とします。

第２期分：対象期間中の賃料の８割（１施設ごと上限額３０万円） 

※令和２年５月７日から同年５月３１日までの賃料（２５日分）を

対象とします。

※減免がある場合は，減免後の賃料を対象とします。

※賃料に含まれるものは下記の通りです。

建物の家賃，店舗部分の借地料，店舗営業に関わる駐車場の借地料，

賃料に係る消費税及び地方消費税

※賃料に含まれないものは下記の通りです。

共益費，管理費，リース代等の付随費用

※支給額は１円未満切捨てとします。

2. 支給要件

支給要件は以下のすべての要件を満たす者（以下「申請者」といいます。）とします。 

ただし，「第２期分の支援金」は，対象となる施設及び店舗において，「市民生活に必

要なサービスを安全に提供する休業等要請対象外施設への支援金」と重複して受ける

ことはできません。 

（１）福岡県から出された協力要請等を受け休業した施設又は時間短縮営業した食事

提供施設を運営し，以下のいずれにも該当する者。

①運営する施設が福岡市内にある者。

②大企業及び大企業が実質的に経営に参画しているいわゆる「みなし大企業」で

はない者。

※大企業とは，中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定

する中小企業及び小規模事業者に該当しない企業を指す。

※みなし大企業とは，資本金や従業員数の面では，中小企業の定義にあて

はまるものの，大企業から出資を受けているなど，実質的に大企業の支配下

にある企業を指す。

【参考】第２期の支給額計算方法

２５日
３１日

支給額 ５月分の賃料 ×｛ ｝ × 80%
１円未満切り捨て

上限額30万円
＝
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（みなし大企業の代表的な例） 

・発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業が

所有している者。

・発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業が所有

している者。

・大企業の役員又は職員を兼ねている者が，役員総数の 2 分の 1 以上を占め

ている者。 

（２）施設の運営に必要な許認可などを取得の上運営している者。

（３）施設に係る賃貸借契約を締結し，賃料の支払いを負担している賃借人である者。 

（４）申請する期において，下記の休業等の要件を満たす者。

【第１期分を申請する場合】

福岡県が指定した「基本的に休止を要請する施設」又は「基本的には休止を  

要請しない施設のうち食事提供施設（営業時間の短縮については，朝 5 時から  

夜 8 時までの間の営業を要請し，酒類の提供は夜 7 時までとすることを要請）」

で，令和 2 年４月７日から同年 5 月６日の間に定休日を含む１５日以上休業等

を行った者。 

【第２期分を申請する場合】 

下記のいずれかに該当する者。 

①『令和２年５月１５日以降も引き続き，福岡県が「休業の協力要請を行う施

設」』については，令和２年５月７日から同年５月３１日の間に定休日を含

む１５日以上休業を行った者。

②『令和 2 年 5 月１５日から福岡県の休業・時短要請が解除になった施設』に

ついては，令和２年５月７日から同年５月１４日の間に定休日を含む５日以

上休業等を行った者。 

※ 対象施設については，【別紙１ 福岡市家賃支援金対象施設一覧】を参照。

（５）市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がない者。又は市税の徴収猶予の

特例制度等の対象となる者。

（６）代表者，役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が，福岡市暴力団

排除条例（平成 22 年福岡市条例第 30 号）第２条第２号に規定する暴力団員

又は同条第１号に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を

有する者には該当せず，かつ将来にわたっても該当しない者。また，上記の

暴力団，暴力団員等が経営に事実上参画していない者。

（７）第２期分の支援金申請については，対象となる施設及び店舗において，「市民生

活に必要なサービスを安全に提供する休業等要請対象外施設への支援金」を申請

する予定がない者，申請していない者又は受給していない者。
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3. 申請手続

（１）申請期間

第１期分：令和２年 5 月１３日（水）から同年７月３１日（金）まで

第２期分：令和２年５月２７日（水）から同年７月３１日（金）まで

※第 1 期分の申請期限を６月３０日（火）から 7 月３１日（金）へ延長します。

※第 2 期分は令和２年６月１日（月）からの支給開始を予定しています。

（２）申請書類の提出方法

◆ オンラインでの申請にご協力ください。

福岡市家賃支援金申請サイトから申請することができます。

（URL）https://fukuoka-kinkyu.jp/yachin/index.html

第２期分については令和２年５月２７日（水）１０時００分から申請受付を開始

します。第１・２期分の申請はまとめて行うことができます。

第 1・2 期分いずれも７月３１日（金）２３時５９分までに申請を完了して

ください。

※オンライン申請が困難な場合は郵送申請でも対応します。

「7.申請に必要な書類」に定める必要書類を下記の送付先へ郵送してください。 

申請書類の様式は最新のものを申請サイトからダウンロードしてください。

ダウンロードできない方は，下記へお問い合わせいただければ，申請書類を郵送

します。

第１・2 期分いずれも７月３１日（金）の消印有効です。

【送付先】 〒810-0072 

福岡市中央区長浜 1-1-35 新 KBC ビル５階 

福岡市緊急経済対策実行委員会 家賃支援金業務担当 

（JTB ビジネスネットワーク内） 

（電話番号）０９２－７３９－８１７５ 

（受付時間）9：００～１８：００（土，日，祝日も開設しています） 

※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。 

※書類の記入にあたっては，消せるボールペン等は使用しないでください。

※郵送時は封筒などに差出人の住所及び申請者名を明記してください。

※郵送の場合は，書面での確認・審査となりますので，支援金の支給決定まで

時間を要することがあります。あらかじめご了承ください。 
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4. 支援金の支給

支援金の支給の決定，通知

申請書類を受領後，その内容を審査し，適正と認められる場合は支援金を支給  

します。申請から支給まで概ね１週間程度の期間を要します。提出書類に不足等が 

ある場合は，２～３週間程度要することもありますのであらかじめご了承ください。 

なお，審査の結果は，後日「審査結果通知書」を発送し，支援金は申請いただいた

金融機関口座に振り込みます。 

5. その他

（１）申請者のホームページへの掲載

 市内の感染症拡大防止にご協力いただいた事業者として，申請者の施設名称

（屋号），所在区名を申請サイト等に掲載します。 

（２）支援金の返還，加算金等について

 本支援金支給の決定後，申請内容に虚偽があった場合は，支援金を返還して 

いただくとともに，加算金及び延滞金を支払っていただきます。 

加算金については，支援金受領の日から返還の日までの日数に応じ，支援金の

額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した金額とします。 

延滞金については，返還期限までに納付しなかった場合に支払うものとし， 

返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ，年 14.6 パーセントの割合で 

計算した金額とします。 

その他取扱いについては，福岡市補助金交付規則（昭和 44 年 4 月 1 日規則 

第 35 号）に準ずるものとします。 

（３） 「市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がないこと」の確認にあたり，

福岡市税務担当課に市税等の課税及び納付状況について照会を行います。

（４） 申請者（代表者）の個人情報について，申請者が暴力団員又は暴力団もしくは

暴力団員と密接な関係を有する者ではないことを照会するため，福岡市及び福岡

県警察に提供します。

（５） 「第２期分の支援金」は，対象となる施設及び店舗において，「市民生活に必

要なサービスを安全に提供する休業等要請対象外施設への支援金」と重複して受

けることはできませんのでご注意ください。

（６） 申請にあたりご提出いただいた情報は，本支援金の審査・支給に関する事務に

限り使用し，他の目的には使用しません。

（７） ご提出いただいた申請書類一式は返却しません。

（８） 必要に応じ，賃貸人等の関係者に内容の確認等を行うことがあります。

（９） 申請書の提出後，必要に応じ，追加で書類の提出を依頼することがあります。

期日までに提出が行われない場合は，不支給として取り扱います。
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6. 問い合わせ

ご不明な点は下記の問い合わせ先で対応させていただきます。感染症拡大防止の

観点から対面での受付・説明は行いませんので，あらかじめご了承ください。

【問い合わせ先】福岡市家賃支援相談窓口

（電話番号）０９２－７３９－８１７５

（受付時間）9：００～１８：００（土，日，祝日も開設しています）

7. 申請に必要な書類

書類名及び説明 

① 

申請書（郵送の場合，様式１-1 又は 1-2） 

 オンライン申請の場合は専用フォームに入力してください。

第 1 期分を申請済の申請者が，第 2 期分を申請する際は，「第１期を申

請済で第 2 期を申請する」を選択することで入力内容を一部省略する

ことができます。

なお，事業者名や住所など基本情報に変更がある場合は，福岡市家賃

支援金相談窓口までお問い合わせください。

 郵送の場合，申請書（郵送申請用）に記入してください。

・初めて申請する場合は，新規申請用（様式 1-1）を使用してください。 

・第 1 期分を申請済の申請者が，第 2 期分を申請する際は，第 2 期追

加申請用（様式 1-2）を使用してください。

② 

誓約書（様式 2） 

 所定の書式（様式２）に記入してください。

 オンライン申請の場合は記入した誓約書を添付してください。

③ 

代表者の本人確認書類（写し） ◎ 

 確認書類の例

・運転免許証（表・裏の両方）

・パスポート（顔写真記載のページと所持人記入欄ページ）

・健康保険証（表・裏の両方）

※住所，氏名，生年月日が分かる箇所を提出してください。

 第１・２期分の申請をまとめて行うことができます。その際，重複する書類
の提出は 1 部で構いません。

 第 1 期分を申請済の申請者が，第 2 期分を申請する際は，下表の「◎」の
ついた書類（③～⑥・⑨）を省略することができます。

なお，代表者名や住所等の事業者基本情報に変更がある場合は，福岡市家賃
支援金相談窓口までお問い合わせください。 

また，第 1 期分の提出書類に不備等があった場合は，追加で書類の提出を依
頼することがあります。 
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④ 

直近の確定申告書（写し） ◎ 

 法人の場合，下記の両方を提出してください。

・確定申告書別表一の控え

・法人事業概況説明書の控え（両面）

※確定申告書別表一には収受日付印が押されている必要があります。

※e-TAX の場合は，確定申告書上部に「電子申告の日時」と「受付番号」

が記載されている必要があります。（「電子申告の日時」と「受付番号」

が記載されていない場合，受信通知の添付が必要となります。）

 個人事業主の場合，下記を提出してください。

・確定申告書第一表の控え

※確定申告書別表一には収受日付印が押されている必要があります。

※e-TAX の場合は，確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番

号」が記載されている必要があります。（「電子申告の日時」と「受付

番号」が記載されていない場合，受信通知の添付が必要となります。） 

 直近の確定申告書（写し）が提出できない場合は，「納税証明書

（その２）」（直近年度分）を提出してください。

 設立後未決算の場合は下記書類を提出してください。

法人   ：現在事項証明書

（登記簿謄本／発行日から３か月以内のもの）

個人事業主：開業届の控え（県内税務署受付印があるもの）

⑤ 

営業に関する許認可証など（写し） ◎ 

 申請する施設の運営にあたり，法令等が求める営業に必要な許認可証

などを提出してください。

（例）飲食店営業許可，風俗営業許可，深夜酒類営業届など 

※準備が困難な場合等は，お問い合わせください。

⑥ 

賃貸借契約書等の賃料を負担すべきことが証明できる書類（写し） ◎ 

 物件所在地，賃料額，契約者（賃貸人，賃借人）の記名捺印が確認

できるページの写しを提出してください。

 転貸借の場合は，所有者が転貸借について同意していることが分かる

書類（転貸承諾書等）を提出してください。

 紛失等により書類が準備できない場合は，賃貸借証明書（様式 3）を

提出してください。

※第 1 期分申請時に賃貸借証明書（様式 3）を提出している場合，

第２期分申請時に提出を省略することができます。ただし，４月分の

賃料と 5 月分の賃料が異なる場合等は，5 月分の賃料に係る賃貸借

証明書（様式 3）を再度提出してください。
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⑦ 

賃料等の支払い実績が確認できる書類（写し）  

 第１期分については令和２年４月分，第２期分については同年５月分の

賃料が支払われたことが確認できる通帳（※）や領収書等の写しを  

提出してください。 

 ※金額に印をつけるなど該当箇所が分かるようにしてください。 

 賃料の減免や支払いの猶予を受けている場合は，賃貸人が発行した  

通知書などの減免後の金額や猶予されたことを確認できる書類を  

提出してください。該当する書類がない場合は，賃貸人申出書（様式 4）

を提出してください。 

 

⑧ 

休業等の状況が分かる書類（写し）  

 休業の場合，休業期間が分かる書類を提出してください。 

 時間短縮営業の場合，時間短縮営業の期間，営業時間（変更前・変更後）

が分かるものを提出してください。 

 提出書類の例 

ホームページ，店頭ポスター，チラシ，DM など 

⑨ 

通帳などの振込口座に関する事項が確認できる書類（写し） ◎ 

 振込希望口座の金融機関名，支店名，預金種目，口座番号，口座名義 

（ｶﾅ）が確認できる通帳のページの写し（通帳の１ページ目の見開き）

などを提出してください。 

 振込口座の名義について 

・個人事業主の場合は代表者個人の名義としてください。 

・法人で申請される場合は，法人名義としてください。法人代表者の個人   

 名義の口座などでは受付できません。 

※申請書類の様式は，最新のものを申請サイトからダウンロードしてください。 

※申請書の提出後，必要に応じ，追加で書類の提出を依頼することがあります。    

期日までに提出が行われない場合は，不支給として取り扱います。 
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１．令和２年４⽉７⽇から同年５⽉６⽇の間に定休⽇を含む１５⽇以上休業することで⽀援⾦の対象となる施設（第１期分）
 （募集要項記載の①『福岡県が指定した「基本的に休⽌を要請する施設」』）

種類 施設 備考
キャバレー
ナイトクラブ
ダンスホール
スナック
バー
ダーツバー
パブ
ストリップ劇場
ヌードスタジオ
個室付浴場業に係る公衆浴場
のぞき劇場
その他性⾵俗店
個室ビデオ店
ネットカフェ
漫画喫茶
カラオケボックス
ライブハウス
勝⾺投票券発売所
場外⾞券売場
競艇場外発売場
射的場
⼤学
専修学校・各種学校
⾼等専修学校
専⾨学校
学習塾
英会話教室
インターナショナルスクール
⽇本語学校・外国語学校
そろばん教室
バレエ教室
囲碁・将棋教室
⾳楽教室
⾃動⾞教習所
⽣け花・茶道・書道・絵画教室
体操教室
幼稚園
⼩学校
中学校
義務教育学校
⾼等学校
⾼等専⾨学校
中等教育学校
特別⽀援学校
体育館
屋内・屋外⽔泳場
ボウリング場
スケート場
柔剣道場
スポーツクラブ
ホットヨガ，ヨガスタジオ
マージャン店
パチンコ屋
ゲームセンター
テーマパーク
遊園地

○要請の内容
 特措法による協⼒要請

○要請の内容
 【床⾯積の合計が1,000㎡を超える場合】
   特措法による協⼒要請
 【床⾯積の合計が1,000㎡以下の場合】
   特措法によらない協⼒依頼

※但し，床⾯積の合計が100㎡以下の施設について
は，営業を継続する場合にあっては，適切な感染防⽌
対策を施した上での営業

※オンライン授業，家庭教師は対象外

○要請の内容
 特措法による協⼒要請

※但し，預かり保育等の提供を通じて，医療従事者や
ひとり親家庭など，保育を必要とする園児や児童等の
居場所確保の取組みを継続して実施するよう要請

○要請の内容
 特措法による協⼒要請

ゴルフ練習場（※１），バッティング練習場（※１），陸上
競技場（※２），野球場（※２），テニス場（※２），⼸道
場等は対象外
※１ 屋内施設は使⽤停⽌の要請の対象とする
※２ 屋外運動施設の観客席部分については，使⽤停⽌の要
請の対象とする

遊興施設

⼤学・学習塾等

学校
（上記を除く）

運動施設・
遊技施設

【別紙１ 福岡市家賃⽀援⾦対象施設⼀覧】
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【別紙１ 福岡市家賃⽀援⾦対象施設⼀覧】
劇場
映画館
観覧場
プラネタリウム
演芸場
集会場
公会堂
展⽰場
貸会議室
⽂化会館
多⽬的ホール
博物館
美術館
図書館
科学館
動物園
植物園
⽔族館
記念館
ホテル（集会の⽤に供する部分に限る）
旅館（集会の⽤に供する部分に限る）
DVD/ビデオショップ
DVD/ビデオレンタル
アウトドア⽤品，スポーツグッズ店
ゴルフショップ
エステサロン
ネイルサロン
まつ⽑エクステンション
脱⽑サロン
⽇焼けサロン
写真屋
フォトスタジオ
ペットショップ（ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ売り場を除く）
ペット美容室（トリミング）
囲碁・将棋盤店
⾦券ショップ
古物商（質屋を除く）
住宅展⽰場（※１）
展望室
おもちゃ屋，鉄道模型屋
⼟産物屋
美術品販売
宝⽯類や⾦銀の販売店
旅⾏代理店（店舗）

２．令和２年４⽉７⽇から同年５⽉６⽇の間に定休⽇を含む１５⽇以上休業⼜は時間短縮営業することで⽀援⾦の対象となる施設（第１期分）
 （募集要項記載の②『福岡県が指定した「基本的には休⽌を要請しない施設のうち⾷事提供施設」』）

種類 施設 備考
飲⾷店

料理店

喫茶店

和菓⼦・洋菓⼦店

居酒屋

屋形船

屋台等

集会・展⽰施設②

⾷事提供施設

○要請の内容
 営業時間の短縮については，朝５時から夜８時までの間の
営業を要請し，酒類の提供は夜７時までとすることを要請
（宅配・テークアウトサービスは除く）

※ 屋台については，福岡市経済観光⽂化局まつり振興課
（TEL：733-5933）が窓⼝のため，オンライン申請は⾏わ
ず，まつり振興課に問い合わせてください。

商業施設

○要請の内容
 特措法による協⼒要請

○要請の内容
 特措法による協⼒要請

※神社，寺院，教会等は対象外

○要請の内容
 【床⾯積の合計が1,000㎡を超える場合】
   特措法による協⼒要請
 【床⾯積の合計が1,000㎡以下の場合】
   特措法によらない協⼒依頼

○要請の内容
 【床⾯積の合計が1,000㎡を超える場合】
   特措法による協⼒要請
 【床⾯積の合計が1,000㎡以下の場合】
   特措法によらない協⼒依頼

※但し，床⾯積の合計が100㎡以下の施設について
は，営業を継続する場合にあっては，適切な感染防⽌
対策を施した上での営業

※１ 不特定多数の者に幅広く住宅の施⼯例等を⽰し，各種
集客活動とあわせて展⽰場への来場を促すことで，将来の購
買の意欲喚起を図るものは，「展⽰場」に該当

劇場等

集会・展⽰施設①
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３．令和２年５⽉７⽇から同年５⽉３１⽇の間に定休⽇を含む１５⽇以上休業することで⽀援⾦の対象となる施設（第２期分）
 （募集要項記載の③『５⽉１５⽇以降も引き続き，福岡県が「休業の協⼒要請を⾏う施設」』）

種類 施設 備考
キャバレー（客の接待を伴うもの。）
ナイトクラブ（客の接待を伴うもの。）
スナック（客の接待を伴うもの。）
バー（客の接待を伴うもの。）
パブ（客の接待を伴うもの。）
カラオケボックス
ライブハウス
スポーツジム
スポーツ教室

４．令和２年５⽉７⽇から同年５⽉１４⽇の間に定休⽇を含む５⽇以上休業することで⽀援⾦の対象となる施設（第２期分）
 （募集要項記載の④『５⽉１５⽇から福岡県の休業・時短要請が解除になった施設』）
  １と同様 ※但し，３に該当する施設を除く

５．令和２年５⽉７⽇から同年５⽉１４⽇の間に定休⽇を含む５⽇以上休業⼜は時間短縮営業することで⽀援⾦の対象となる施設（第２期分）
 （募集要項記載の④『５⽉１５⽇から福岡県の休業・時短要請が解除になった施設』）
  ２と同様

【別紙１ 福岡市家賃⽀援⾦対象施設⼀覧】

遊興施設
○要請の内容
 特措法による協⼒要請

屋内運動施設
○要請の内容
 特措法による協⼒要請
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