自治体によるコロナ対策支援の概要
（新聞・業界紙の報道より摘出）
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北海道

タク：１万円分のクーポン券を7000円で販売

北海道 旭川市

バス・タク：運転者に１人２万円の慰労金支給、１社30万円、１
台１万円の支援金、個人タク・福祉限定は１者10万円

青森

タク：5000円分のタクシー券を3000円で販売

八戸市

岩手県

岩手

バス・タク：感染症対策費用１営業所に上限10万円助成
バス：路線１台30万円の支援金
タク：１台５万円の支援金（個人タクも）
釜石市

タク：タクシー4000円分、飲食6000円分使える商品券を5000円で
販売

宮城県

バス：路線１台20万円の支援金
タク：法人１社５万円、１台１万円、個人１者10万円の支援金

秋田県

タク：観光客の貸切タク１時間以上利用の半額を補助（上限３万
円）

山形県

バス：路線１台20万円、貸切１台10万円の支援金
タク：１台５万円の支援金

山形

山形市

山形

尾花沢市 タク：１社10万円、１台３万円（上限40万円）の支援金、免許な
い高齢者にタクシー券6000円分上乗せ配布

福島県
群馬

バス：国や県の補助を受けていない路線に前年度の赤字分補助、
貸切１社10万円、１台３万円(上限40万円)の支援金
タク：１社10万円、１台１万円(上限40万円)の支援金

タク：４～５月の売上５割以上減った事業者に10万円の支援金、
感染防止対策経費１台上限１万円助成
前橋市

栃木県

バス：路線１路線100万円、１台50万円の支援金
タク：１社200万円の支援金、料理配達タクの配送料1500円のう
ち市が900円、飲食店が300円負担
バス：路線１台60万円、貸切１台15万円の支援金
タク：法人・個人とも１台５万円の支援金、高齢者・障がい者が
観光・買い物で貸切タク１万円以上利用した場合、半額を補助
（上限３万円）

栃木

日光市

バス：路線・貸切とも１台５万円の支援金
タク：１台２万円の支援金、観光利用の貸切タク料金の半額を補
助（上限１万5000円）

栃木

宇都宮市 タク：買物・飲食にタクシーを使った場合、初乗740円を補助
（商工会議所の施策）

茨城県

バス：路線３～５月のうち45日分の運行経費を助成
タク：休業していない事業者に、保有５台未満５万円、５～14台
10万円、15～29台20万円、30台以上40万円

茨城

龍ケ崎市 バス：路線１系統につき100万円、貸切１社100万円の支援金
タク：１台当たり10万円の支援金

茨城

水戸市

埼玉県

バス：路線１系統２万円
バス：路線１社100万円、１台１万円の感染予防対策支援金
タク：１社10万円、１台7000円の感染予防対策支援金(感染予防
対策がなされていることが条件)

埼玉

川越市

埼玉

春日部市 バス：路線停留所１か所８万円（駅接続は30万円）の支援金
タク：法人１社60万円、１台５万円、個人１社15万円＋５万円の
支援金

埼玉

三郷市

タク：１社200万円の支援金

埼玉

草加市

タク：１台１万円の支援金

埼玉

秩父市

タク：感染予防ビニールシート設置補助１社10万円

東京都

バス：１日の運行台数１台につき路線８万円（上限240万円）、
高速４万円（上限120万円）の車内感染防止対策支援金
タク：法人１台３万円（上限70万円）、個人一律３万円の車内感
染防止対策支援金

バス・タク：飛沫感染防止ビニール、アクリル板の設置費の4/5
補助（上限バス８万円、タク8000円）

千葉

千葉市

バス・タク：新たな乗務員採用の二種免取得費用の半額を助成、
バス１人上限30万円、タク１人上限５万円

千葉

銚子市

バス：路線１台25万円の支援金
タク：１社20万円、１台１万円の支援金
鉄道：１両500万円の支援金

千葉

松戸市

タク：料理配達タクの配送料1000円を補助

千葉

船橋市

タク：料理配達タクの配送料1000円を補助、保冷バックなどの備
品購入費１台上限２万円まで助成

山梨県

タク：75000円分の回数券を5000円で販売

山梨

甲府市

バス：路線１系統10万円、貸切１台３万円の支援金
タク：１台１万円の支援金

山梨

北杜市

タク：高齢者・妊産婦に買い物タク利用券30分1000円を配布、月
２枚

山梨

韮崎市

タク：高齢者・妊産婦にタク初乗740円券を配布

新潟

糸魚川市 タク：タクシー・代行にも利用できる食事券5000円分を2500円で
販売

長野県

バス：１台10万円の感染防止対策費を助成
タク：１台２万円（４台以下の事業者は10万円）の感染防止対策
費を助成

神奈川 川崎市

タク：タクに利用できる商品券１万3000円分を１万円で販売

神奈川 松田町

タク：妊産婦・高齢者に初乗りチケット８枚配布

神奈川 平塚市

バス・タク：感染防止対策にかかった費用の半額を助成（上限バ
ス４万円、タク２万円）
タク：妊産婦にタクシー利用券１万円分交付

神奈川 相模原市 バス：１台５万4000円の支援金
タク：１台１万円の支援金
愛知

東三河地 バス・タク：東三河地域公共交通活性化協議会として公共交通事
域※
業者に１社上限200万円を支援（持続化給付金と同じ支給条
件）
※豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡（設楽
町、東栄町、豊根村）

滋賀県

バス：１台20万円の支援金
タク：１台５万円の支援金
鉄道：１両40万円、船舶：１隻20万円の支援金

滋賀

大津市

タク：高齢者・障がい者・妊産婦に3000円分の臨時タクシー利用
券を配布

京都

京都市

バス・タク：ウイルス、防菌対策機材の経費１台上限２万円補助

京都

京丹後市 バス：１台８万円の運行維持給付金
タク：１台５万円の運行維持給付金

京都

田辺市

タク：タクに利用できる１万3000円分の商品券を１万円で販売

奈良

奈良市

タク：タクに利用できる１万4000円分の商品券を１万円で販売
（子育て世帯のみ）

奈良

桜井市

タク：タクに利用できる商品券１世帯6000円分配付

大阪

堺市

バス：高齢者のお出かけ支援に１乗車100円で利用できるカード
交付、10-12月は期間限定で無料（乗合タクも利用可）

大阪

河内長野 バス・タク：バス１日乗り放題650円を200円で、タク初乗り680
市
円を200円で利用できるチケットを販売

大阪

松原市

大阪

東大阪市 タク：タクに利用できる商品券7500円分を5000円で販売

大阪

大東市

大阪

羽曳野市 タク：タクに利用できる商品券１世帯5000円分を配付

タク：高齢者に、商品券3500円とタクシー券1500円のセットを配
付
バス・タク：感染防止カーテン等の備品購入を補助、１台定員５
人まで１万円、同６～10人２万円、同11人以上５万円

大阪

豊中市

タク：小規模事業者（20人以下）応援金20万円、信用保証料助成
金最大20万円

大阪

茨木市

タク：事業者応援給付金一律10万円

大阪

吹田市

タク：小規模事業者（20人以下）応援金20万円

兵庫

神戸市

タク：妊産婦に500円×20枚＝１万円のタクシー券を配付

兵庫

三田市

タク：妊産婦に500円×20枚＝１万円のタクシー券を配付

和歌山 和歌山市 タク：タクに利用できる商品券を町民１人5000円分配付
和歌山 紀美野町 タク：高齢者・免許返納者・障がい者・妊産婦にタク・コミュバ
スに利用できる助成券6000円分を配付
タクに利用できる商品券を全世帯に3000円分配付
岡山

津山市

鳥取県

高知

バス・タク：コロナ感染防止の社内研修した事業者に最大20万円
助成
タク：有償貨物輸送許可を受けた事業者に10万円助成
バス・タク：公共交通の安全な乗り方PRに4750万円予算、感染対
策の機材購入補助に補助率3/4で2300万円予算化
バス：大型バス代替支援に1750万円予算化
タク：医療従事者のタクシー利用への助成600万円予算化

須崎市

佐賀県

タク：廃業する市内全社３社（計30台）を地方創生臨時交付金で
市が買い上げ新会社を設立して運行する
バス：貸切１台10万円の支援金
タク：１営業所20万円（個人タクも）の支援金

佐賀

佐賀市

タク：観光客の貸切タク利用に上限２万円の助成

沖縄

うるま市 タク：市内飲食店の出前をタクシーで配送した場合、配送料を市
が負担（上限1500円）、介護タクシーの買い物代行サービス1
回45分の利用料を市が負担(上限2500円)

注、新聞や業界紙に報道されたものなので、このほかにも支援を行っている自治体
がある。

バス・タクシーなどに経済支援する自治体
（新型コロナウイルス対策関連）
支援する自治体・団体
北海道、石狩市、長沼町、せたな町、根室市、旭川市、江別市、岩見沢市、三笠氏、
北海道
中標津町、函館市、留萌市、釧路市、北斗市、釧路町、北見市
青森 青森県、平川市、八戸市、つがる市、三戸町、鰺ヶ沢町、弘前市
岩手 大船渡市、北上市、一関市
宮城 名取市、栗原市、大和町
東北
能代市、横手市、男鹿市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、湯沢
秋田
市
山形 山形県、新庄市、鶴岡市、長井市、山形市
福島 二本松市、南相馬市、三春町、南会津町
茨城 龍ケ崎市、日立市、ひたちなか市、水戸市
栃木 栃木県、さくら市、上三川町、鹿沼市
群馬 前橋市
埼玉 松伏町、三郷市、飯能市
関東
東京 東京都、三鷹市
富里市、四街道市、木更津市、南房総市・館山市(南房総・館山地域公共交通活性
千葉
化協議会）、松戸市
神奈川 厚木市、清川村、秦野市、松田町、開成町
山梨 甲府市、都留市
石川 金沢市
北陸
新潟 新潟県、糸魚川市、胎内市、見附市、燕市、阿賀町、上越市、村上市
信越
長野 佐久市、伊那市、飯田市、茅野市、松本市、諏訪市
富山 富山県、上市町
愛知 東三河地域公共交通活性化協議会、豊田市
静岡 静岡県、沼津市、下田市、裾野市、三島市、熱海市
中部
岐阜 郡上市
福井 大野市、小浜市、あわら市
滋賀 甲賀市、東近江市
香芝市、桜井市、奈良市、王寺町、三郷町、大和郡山市、大和高田市、田原本町、
近畿
奈良
大淀町、天理市、宇陀市
兵庫 兵庫県、宍粟市、豊岡市
山口 山口県、山口市、宇部市、柳井市、下関市、周防大島町、和木町
岡山 岡山県、津山市
中国
広島 広島県、大竹市、府中市、江田島市、三原市、広島市
島根 島根県、浜田市、川本町、松江市、美郷町
鳥取 鳥取県、倉吉市、鳥取市、米子市、北栄町
愛媛 愛媛県、松山市
四国
香川 観音寺市、琴平町など
高知 高知県
福岡 柳川市
佐賀 佐賀県、有田町、嬉野市
長崎県、島原市、新上五島町、平戸市、時津町、川棚町、長崎市、佐世保市、大村
長崎
市
九州
熊本 菊池市、熊本市
大分 大分県、豊後大野市、別府市
宮崎 新富町、日之影町、延岡市
鹿児島 鹿児島市、霧島市、指宿市
沖縄
宮古島市、うるま市
注）6月4日時点、国土交通省集計。多くが「地方創生臨時交付金」を活用（東京交通新聞20.7.27付）

