
2020年5月9日 更新

協力金 市町の情報公開URL 休業要請協力金窓口 県の協力金 申請URL

1 静岡市 あり
https://www.city.shizuoka.lg.jp/553_000080.html

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kyouryokukin2.html
０５７０−０８−０５６７ 市役所 ー

2 浜松市 あり https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo2.html ０５３−４５７−２２８５ 市役所 ー

3 沼津市 あり https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2020/new_cov_shien/index.htm ０５５−９３４−４７４８ 県の申請要綱 こちら

4 熱海市 あり https://www.city.atami.lg.jp/jigyosha/kigyoshien/1007971.html ０５５７−８６−６１９５ 市役所 ー

5 三島市 あり https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn044389.html ０５５−９８３−２０５５ 県の申請要綱 こちら

6 富士宮市 あり http://www.city.fujinomiya.lg.jp/entrepreneur/visuf8000000zi05.html ０５４４−２２−１２９５ 県の申請要綱 こちら

7 伊東市 あり https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/covid19/50/8315.html ０５５７−３２−１７３１ 市役所 ー

8 島田市 あり https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/coronakyuugyokyouryokukin.html ０５４７−３６−７１４６ 市役所 ー

9 富士市 あり https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0407/rn2ola000002hfob.html ０５４５−５５−２９０７ 県の申請要綱 こちら

10 磐田市 あり https://www.city.iwata.shizuoka.jp/bousai_anzen/kansenshou/1007876/1008148.html ０５３８−３７−４８１９ 市役所 ー

11 焼津市 あり https://www.city.yaizu.lg.jp/g05-005/shoko/kyuugyouyousei.html ０５４−６２６−２２６０ 県の申請要綱 こちら

12 掛川市 あり http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/business/sangyou/shien/boushikyouryoku.html ０５３７−２１−１１２５ 県の申請要綱 こちら

13 藤枝市 あり https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kinkyu/14706.html ０５４−６４３−３０７８ 県の申請要綱 こちら

14 御殿場市 あり https://www.city.gotemba.lg.jp/sangyou/f-p-info/f-p-info-01/2286.html ０５５０−８２−４６８３ 県の申請要綱 こちら

15 袋井市 あり https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/14/03/yushi/1581901296662.html ０５３８−４４−３１３６ 市役所 ー

16 下田市 あり https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/information_on_coronavirus_disease/147543.html ０５５８−２２−３９１４ 県の申請要綱 こちら

17 裾野市 あり http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/8/1/2/14040.html ０５５−９９５−１８５７ 市役所 ー

18 湖西市 あり https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/shokoroseikakari/1/8291.html ０５３−５７６−１２１５ 市役所 ー

19 伊豆市 あり
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008826.html

http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008827.html
０５５８−８８−４５６７ 県の申請要綱 こちら

20 御前崎市 検討中 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/emergency/6560.html ０５３７−８５−１１３５ 県の申請要綱 こちら

21 菊川市 あり http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/shoukoukankou/tyuusyoukigyou/kyugyoyoseikyoryokukin.html ０５３７−３５−０９３６ 市役所 ー

22 伊豆の国市あり https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/nousin/shisei/shingatacoronaeigyojisyuku.html ０５５８−７６−８００３ 県の申請要綱 こちら

23 牧之原市 あり https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/41/33876.html ０５４８−５３−２６４７ 県の申請要綱 こちら

24 東伊豆町 あり
https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/town_gov/ent/2830.html

https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/town_gov/ent/2841.html
０５５７−９５−６３０１ 町役場 ー

25 河津町 あり
https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/important/6847/

https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/important/7023/
０５５８−３４−１９４６ 県の申請要綱 こちら

26 南伊豆町 あり
https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2020042200013/

https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2020050500013/
０５５８−６２−６３００ 県の申請要綱 こちら

27 松崎町 あり https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2020050800014/ ０５５８−４２−３９６４ 県の申請要綱 こちら

28 西伊豆町 あり http://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/kakuka/kankou/syoukou/zisyukuyousei.html ０５５８−５２−１９６６ 県の申請要綱 こちら

29 函南町 あり https://www.town.kannami.shizuoka.jp/gyosei/jigyoshamukejoho/shokogyo/corona.html ０５５−９７９−８１１４ 県の申請要綱 こちら

30 清水町 あり http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki_new00080.html ０５５−９８１−８２３９ 県の申請要綱 こちら

31 ⾧泉町 あり http://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/sangyo/5/7086.html ０５５−９８９−５５１６ 町役場 ー

32 小山町 あり http://www.fuji-oyama.jp/top_news_202004271347083.html ０５５０−７６−６１１４ 町役場 ー

33 吉田町 あり http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/6091.htm ０５４８−３３−２１２２ 県の申請要綱 こちら

34 川根本町 あり https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/kankoshoko/shokokoryu/8227.html ０５４７−５８−７０７７ 県の申請要綱 こちら

35 森町 あり https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/emergency/3213.html ０５３８−８５−６３１９ 県の申請要綱 こちら

【静岡県内】新型コロナウィルス感染症対策 関連サイト一覧（その１）
※各市町のサイトを参照しましたが、ご自身の責任にてリンク先を参照し、確認をお願いします。

感染拡大防止協力金No 市町名称

事業者向け



1 静岡市

2 浜松市

3 沼津市

4 熱海市

5 三島市

6 富士宮市

7 伊東市

8 島田市

9 富士市

10 磐田市

11 焼津市

12 掛川市

13 藤枝市

14 御殿場市

15 袋井市

16 下田市

17 裾野市

18 湖西市

19 伊豆市

20 御前崎市

21 菊川市

22 伊豆の国市

23 牧之原市

24 東伊豆町

25 河津町

26 南伊豆町

27 松崎町

28 西伊豆町

29 函南町

30 清水町

31 ⾧泉町

32 小山町

33 吉田町

34 川根本町

35 森町

No 市町名称

【静岡県内】新型コロナウィルス感染症対策 関連サイト一覧（その２） 2020年5月9日 更新

※各市町のサイトを参照しましたが、ご自身の責任にてリンク先を参照し、確認をお願いします。

個人向け

特別定額給付金

市町独自 情報公開URL 情報公開URL

ー ー https://www.city.shizuoka.lg.jp/912_000143.html

住居確保給付金 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/fukushisomu/jyuukyokakuho.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/fukushisomu/tokubetsuteigaku.html

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/fukushisomu/r2teigkukyuufukin_pre.html

中小企業者応援給付金 https://www.city.numazu.shizuoka.jp/business/topics/2020/new_cov_shien/index.htm
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kikikanri/kyufukin/20200423.htm

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kikikanri/kyufukin/souki.htm

小規模事業者家賃助成金 https://www.city.atami.lg.jp/jigyosha/kigyoshien/1007921.html https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/1007981/index.html

ー ー https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn044432.html

事業継続応援給付金 http://www.city.fujinomiya.lg.jp/entrepreneur/visuf8000000ztx8.html
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/visuf8000000ym4k.html

http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/llti2b000000ddvy.html

ー ー https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/covid19/90/8339.html

小規模企業者応援給付金 https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/147241322.html https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/kyufukin.html

事業継続支援給付金 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sangyo/c0407/rn2ola000002hfob.html https://www.city.fuji.shizuoka.jp/rn2ola000002g718.html

ー ー https://www.city.iwata.shizuoka.jp/bousai_anzen/kansenshou/1007876/1008315/index.html

ー ー https://www.city.yaizu.lg.jp/2020corona/tokubetsu_teigaku_kyuufukin.html

小規模企業者等応援給付金 産業労働政策課 21-1124（電話のみ？）
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/saigai/corona_mainumber_online_1.html

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/saigai/corona_tokubetuteigakukyuuhukinn_1.html

ー ー https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kinkyu/14698.html

ー ー https://www.city.gotemba.lg.jp/kenkou/c-1/c-1-9/3444.html

ー ー https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/04/02/tokubetuteigakukyuuhu/1586914642770.html

ー ー https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/information_on_coronavirus_disease/147534.html

ー ー http://www.city.susono.shizuoka.jp/kinkyu/14141.html

ー ー https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kikakuseisakuka/gyomuannai/8398.html

ー ー http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008797.html

小規模企業者応援給付金 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/emergency/6625.html https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/emergency/6626.html

小規模企業者緊急応援給付金http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/nourin/coronakyuuhukin.html http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/kyufukin.html

ー ー https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kikaku/kyuhukinn.html

ー ー https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/5/33885.html

ー ー https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/town_gov/ent/2840.html

ー ー https://www.town.kawazu.shizuoka.jp/important/6927/

ー ー https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2020050100039/

事業所支援給付金 https://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/docs/2020042100030/ ー

ー ー http://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/kakuka/kikaku/kikaku/teigakukyuuhu.html

ー ー https://www.town.kannami.shizuoka.jp/gyosei/covid19kyufukin.html

ー ー http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/somu/somu_new00064.html

小規模企業者臨時給付金 http://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/sangyo/5/7025.html http://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kikaku/tokubetuteigakukyuuhuknn/index.html

経営支援緊急給付金 http://www.fuji-oyama.jp/top_news_202004161203345.html http://www.fuji-oyama.jp/top_202004170926334_202004221437132.html

ー ー http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/item/7562.htm

ー ー https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/boshu/8277.html

ー ー ー

その他給付金

事業者向け


