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Q・コロナ関係の融資や持続化給付金の取扱状況はいかがでしょう？増えていますか？
　顧問先の３～４割近くの方が利用されています。コロナで大きく売上が減少した方はもちろんですが、第２波以降に備えて今
のうちから資金量を確保するために資金調達を行った先も多いです。4月5月が相談・支援ともピークでしたが、6月以降は落ち着
いてきました。今は最近開始された家賃支援給付金や各種の補助金の支援を多くさせていただいています。
 
Q・制度の概要をざっくりと簡単に教えて下さい。
　コロナ融資は大きく2つあり、日本政策金融公庫が行っているものと民間の金融機関が行っているものがあります。事業者の方
が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が前年同月比で5％～20％以上減少した方（各制度により要件がことなりま
す）を対象とした制度となっています。メリットとしては低金利での借入が可能で、状況の厳しいところには実質無利子・保証
料免除になる制度になっています。
持続化給付金は前年同月比で50％以上売上が減少した方が受けられる返済不要のお金です。補助の上限は法人200万円、個人事
業主100万円となっており、専用のHPから申請することで給付を受けることができます。両制度とも様々な要件や特例がありま
すので、ご自身だけで悩まずに専門家に相談されることをおすすめします。
 
Q・申請されるのはどういう方が多いですか？
　弊社で支援させて頂いた方で多いのは飲食業・宿泊業・スポーツジム関係の方です。こういった業種の方は初期の段階から大
きく影響を受けていましたので申請が多くなっています。その後、他の業種の方が増えていったという印象です。
 
Q・いくらぐらい調達されるケースが多いですか？
　月商の３～４ヶ月分ぐらいを調達される方が多いです。弊社の指導としては半年分の運転資金がない方については半年分の運
転資金以上は融資等で資金を調達してもらうように話しています。
 
Q・進め方のコツはありますか？
　まずは適切な情報収集をすることかと思います。色々な噂があり、誤った情報も多くありますので、公的機関のHPなどでちゃ
んとした情報を収集して頂きたいです。そのうえで、自分に使える制度とその要件を確認して頂くことかと思います。わからない
ことは専門家や専用窓口を活用されると良いと思います。
 
Q・起業家の方に向けて、他に伝えたい情報はありますか？
　コロナ禍でビジネス環境が大きく変化しました。コロナ融資や給付金で得た資金を今の売上の補填だけではなく、ビジネスモ
デルの転換に活用してもらいたいと思っています。特に融資については今後返済をしていく必要があります。今回借りた分の返
済をするには、今まで以上に利益を出していく必要があります。そのためにはビジネスモデルの転換が必要不可欠です。ビジネ
スモデルを転換するための投資については様々な補助金の活用が可能となっています。それらの制度もうまく活用して頂き、今
回のピンチをチャンスに変えていただきたいと思っています。
 

税理士の専門学校卒業後、約10年間3か所の税理士法人を経験。27歳で税理士法人の役員に就任し支店の責任者に抜擢され、顧問先開拓・
職員教育・管理体制構築等、経営を一から学ぶ。その後、30歳で独立、2年後には業務拡大のため京都駅前に事務所を移転。自身も創業を経
験したことから「創業者の良き相談相手になりたい」との思いの元、創業支援に力を入れている。2019年末時点でサポートした創業融資の
累計調達実績は約7.6憶円と圧倒的な実績を誇る。最近は起業家育成の取り組みをはじめ、セミナーや動画配信などを精力的に行っている。

新型コロナウイルスの支援策について
創業手帳が税理士の先生に聞いてみた！

新型コロナウイルスの影響を受ける事業者への支援策は数多く打ち出されていますが、「他の事業者はどうしている？」
ということや「ざっくりとした制度の全体感」などはやはり専門家の方に話を聞いてみたいところ。そんな経営者の皆
さんにかわって、創業手帳が石黒健太税理士事務所 代表税理士の石黒 健太先生にお話を伺ってみました。

SPECIAL 
INTERVIEW現状は？

進め方のコツは？

石黒 健太（いしぐろ けんた）

石黒健太税理士事務所　代表・税理士　株式会社SORA　代表取締役
船井総合研究所　創業ビジネス研究会会員（2019年度優秀賞受賞）
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新型コロナウイルス対策 経営者のための 
ガイド&チェックシート 

行政で行なわれている、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける事業者への支援。 特別枠として通常よりも助
成率が高くなっているなど、優遇措置が用意されておりこれらを利用しない手はありません。このまとめシートでは
支援制度を「給付金・助成金」「補助金」「融資・納税の納付猶予等」に分け、一覧でご確認いただけるようにして
います。(P.３以降) 「今の状況から利用できそうな支援を知りたい」という方はまずは以下をご確認ください。

事業強化

持続化給付金

働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

新型コロナウイルス感染症対策 テレワークコース 

ものづくり補助金 （新型コロナ対策特別枠）

小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）

IT導入補助金（特別枠）

納税・社会保険料の納付猶予

固定資産税の減免

→P.５

資金繰り

従業員のテレワーク環境を整えたい

設備投資が必要だ

ITツールを導入したい

売上が50％以上下がった

税金や社会保険料を延納したい

固定資産税の免除を受けたい

販路開拓や生産性を向上させたい

雇用調整助成金（特例）

融資を受けたい 各種融資制度

従業員の休業手当費用の助成を受けたい

→P.５

→P.６

→P.６

→P.６

→P.３

→P.４

→P.７～９

→P.９

→P.１０

２

家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

家賃の負担を抑えたい →P.３

→P.４



新型コロナウイルスの影響を受ける事業主向けの支援策として5月1日に受付が開始された給付金。
法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付を受けることができます。給付条件が比較
的シンプルで、該当すれば必ず受け取れる給付金です。既に多くの事業者が受給・活用しています。

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に
直面する事業者の事業の継続をささえるために設立された給付金。地代・家賃の負担を軽減す
ることを目的として、借主である事業者に対して給付金が給付されます。7月14日から申請が
開始されたばかりの注目の給付金。要件が幅広く、給付額も比較的多いためぜひ積極的に活用
しましょう。

対象要件

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している事業者 
２．2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者 
３．法人の場合以下が条件 
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満 
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 
※2019年に創業した事業者や売上が一定期間に偏在している事業者などには特例あり

内容 給付上限（法人）：200万円
申請期間 2021年1月15日（金）まで
ホームページ https://www.jizokuka-kyufu.jp/
お問い合わせ先 ＜持続化給付金事業 コールセンター＞0120-115-570

持続化給付金

家賃支援給付金

給付金・助成金

対象要件

・法人：資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者（医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人
など、会社以外の法人も幅広く対象に） 
・個人事業者：フリーランスを含み、幅広く対象に 
・ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っており、新型コロナウイルス感染症の影響により以下の
いずれかにあてはまること 
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50％以上減っている 
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている 
※期間は2020年5月から2020年12月までの間

内容

・申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額を給付（法人は最大600万円、個人事業者は
最大300万円） 
・算出方法は、支払賃料と法人か個人事業主かによって異なる。 
【法人の場合】賃料75万円以下：支払賃料×2/3、賃料75万円超：50万円＋[支払賃料の75万円の超過分×１/３] 
※ただし、100万円（月額）が上限 
【個人事業主の場合】賃料37.5万円以下：支払賃料×２/３、賃料37.5万円超：25万円＋[支払賃料の37.5万円の超
過分×１/３] ※ただし、50万円（月額）が上限

申請期間 2021年1月15日まで
ホームページ https://yachin-shien.go.jp/
お問い合わせ先 ＜家賃支援給付金 コールセンター＞0120-653-930

NEW！
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雇用調整助成金には新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例が実施されています。この
制度では企業が社員に支払う休業手当の費用について、助成を受けることができます。アルバイ
トやパートに対する休業手当も対象。中小企業で、かつ、解雇をせず雇用の維持を図っている場
合には、特例のため最大10割の助成を受けることも可能です。

雇用調整助成金（特例）

対象要件
１．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している(※) 
　　　※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります 
３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

内容

（平均賃金額 × 休業手当等の支払率）× 下記の助成率　（１人１日あたり15,000円が上限） 
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 
　助成率　大企業：2/3、中小企業：4/5  
・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 
　助成率　大企業：3/4、中小企業：10/10  

申請期間 緊急対応期間：2020年4月1日～2020年9月30日
ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

お問い合わせ先 お近くの都道府県労働局、ハローワーク：雇用調整助成金のお問い合わせ先一覧 
または学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター：0120-60-3999

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

対象要件 ・2020年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業（休業手当の支払いなし）した中小企業の労
働者

内容 （休業前の１日あたり平均賃金 × 80% ）× （各月の日数 - 就労した又は労働者の事情で休んだ日数）を支給 
※休業前の１日あたり平均賃金は11,000円が上限

申請期間
休業した期間により変動（令和２年４月～６月の場合は、令和２年９月３０日まで、令和２年７月の休業期間の場
合は令和２年１０月３１日まで、令和２年８月の休業期間の場合は令和２年１１月３０日まで、令和２年９月の休
業期間の場合は令和２年１２月３１日まで）

ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
お問い合わせ先 ＜新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター＞０１２０－２２１－２７６

こちらは労働者自身が申請する休業手当制度。7月10日から申請受付が開始されたばかり
のものです。新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業をさせ
られた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった方が対象です。
もし該当する従業員の方がいれば、ぜひ申請を勧めましょう。

NEW！
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対象要件
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規（※）で導入する中小企業事業主 
※事業実施期間中（令和2年2月17日～5月31日）に助成対象の取り組みを行うこと、テレワークを実施した労働者
が1人以上いることが必要

内容 上限額：100万円    補助率：1/2
申請期間 2020年5月29日（金）まで

ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/
syokubaisikitelework.html

お問い合わせ先 <テレワーク相談センター> 0120-91-6479

新型コロナウイルス感染症対策 テレワークコース 

「働き方改革推進支援助成金」に、新型コロナ対策を目的としたテレワークの取り組みを行
う事業者を支援する特例コースが時限的に設立。テレワークによって発生した費用の1/2（1
企業当たりの上限額は100万円）の助成金が支給されます。試行的に導入している事業者も
対象となります。今年の申請期限は過ぎてしまいましたので、このタイミングでは下記の「働
き方改革推進支援助成金（テレワークコース）」の申請を検討しましょう。

働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

対象要件
・労働者災害補償保険の適用事業者であること 
・前述した中小企業の定義に該当する事業者であること 
・テレワークを新規で導入する事業者であること 等 
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅またはサテライトオフィスにおいて、就業内容 上限額(最大)：300万円 　補助率(最大)：3/4

申請期間 2020年12月1日(火) 　※それ以前に締め切る可能性あり

ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/
telework_10026.html

お問い合わせ先 <テレワーク相談センター> 0120-91-6479

働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）は、在宅またはサテライトオフィスで就業 
するテレワークに取り組む中小企業事業者を支援する制度。「社員の育児や介護と仕事の 
両立を支援したい」などの目的で、在宅やサテライトオフィスでのテレワークに取り組む 
中小企業者に対し、テレワークによって発生した費用が助成されます。支給対象となる取り 
組みに要した費用のうち、助成の対象となる経費は成果目標の達成状況に応じて助成される 
ことが特徴です。
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小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）

事業者が取り組む販路開拓等の取り組みの経費の一部を補助することによって、生産性向上と持続的
発展を図ることを目的とした制度。通常のものが補助上限が50万円なのに対し、コロナ特別対応型で
は100万円が上限となります。こちらでも新たに定額補助・補助上限50万円の「事業再開枠」が創設
され引き続き注目の補助金です。第4回の申請期限は10月までです。

対象要件  補助対象経費の６分の１以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資を行う小規模事業者等 
 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

内容 ・補助上限額：１００万円 
・補助率：最大3/4 ※地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成

申請期間 第４回：2020年10月2日（金）まで【郵送：必着】
ホームページ https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
お問い合わせ先 ＜日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局＞　電話番号：０３－６４４７－５４８５

IT導入補助金（特別枠）

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者などが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経
費の一部を補助する仕組み。最大450万円の補助が受けられます。特別枠では補助率が最大3/4に拡
充されるなど優遇措置があります。※パソコンなどハードウェアの購入は対象外です。

補助金

対象要件
・新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者 
・次の3つの要件をすべて満たす3～5年の事業計画を作成し、従業員に表明していることが必要 
①事業者全体の付加価値額を年率平均3％以上増加、②給与支給総額を年率平均1.5％以上増加、③事業場内最低賃
金を地域別最低賃金＋30円以上の水準にする

内容 【補助上限】 1,000万円　【補 助 率】 [新型コロナ対策特別枠] 最大3/4
申請期間 4次締め切り 公募開始：2020年8月4日 申請締切日：2020年11月26日
ホームページ http://portal.monodukuri-hojo.jp/
お問い合わせ先 ＜ものづくり補助金事務局サポートセンター＞　電話番号：050-8880-4053

ものづくり補助金 （新型コロナ対策特別枠）

ものづくり補助金とは、中小企業が経営革新のための設備投資などに活用できる補助金です。新型コロナ対
策特別枠では補助率が最大3/4に拡充、優先的に採択されるメリットがあります。また、「事業再開支援」
という上限50万円の枠も新設されました。

対象要件
・中小企業・小規模事業者等であること 
・交付申請時点、日本国において登録されている個人または法人であり、日本国内で事業を行っていること 
・交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること 等

内容 ・補助率：最大3/4 
・補助下限額・上限額：30万～450万円　※通常枠とは異なり、申請可能期間中に発生した費用も対象

申請期間 6次：2020年8月31日　 7次：2020年9月30日　まで
ホームページ https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/
お問い合わせ先 <サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター>　0570-666-424、042-303-9749（IP電話対応）

このページでは中小企業生産性革命推進事業の一部として実施されている、代表的な３つの補助金につい
てご紹介します。これら３つの補助金では、2020年5月から新たな支援策が拡充され、より手厚い補助が
受けられるようになりました。３つの補助金にて共通で「非対面型ビジネスモデルへの転換」か「テレ
ワーク環境の整備」を行う場合には補助率が3/4になります（以前までは2/3までの補助）。

６



融資・納付猶予 等

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫が実施。新型コロナの影響で一時的に業況が 
悪化している中小企業・小規模事業者向けに、無担保で特別貸付を行っています。

対象要件

最近1ヵ月の売上高が、前年or前々年の同期と比べて5％以上減少している事業者が対象※ 
※業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者は、「最近1ヵ月の売上高」について 
以下のいずれかと比べて、5％以上減少している方が対象 
・過去3ヵ月（最近1ヵ月を含みます。）の平均売上高 
・令和元年12月の売上高 
・令和元年 10 月から12月の平均売上高

融資限度額 国民生活事業：6000万円　中小企業事業：3億円

ホームページ https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

お問い合わせ先 日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫　お近くの支店窓口

新型コロナウイルス感染症特別貸付 ～特別利子補給制度～

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を受けた事業主の中で、売上高が急減した事業者向けに利子補給があります。 
利子補給とは、借入者の利子負担を軽減するため、行政が利子の一部または全額を給付すること。対象となる事業者は、 
特别貸付を受けた融資に対してかかる利率について、3年間利子が補給されます。つまり、借入後3年間は、実質無利子に 
なる恩恵を受けられるかもしれません。※具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定（2020年5月25日現在）

対象要件

「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナ対策衛経」により 
借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方 
・個人事業主（小規模に限る）：要件なし 
・小規模事業者（法人事業者） ：売上高15％減少 
・中小企業者（上記➀➁を除く事業者）：売上高20％減少 
※小規模要件・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

内容 補給対象上限：3,000万円（期間：借入後当初3年間）
ホームページ https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_faq_jisshitsumurishika.pdf
お問い合わせ先 中小企業金融相談窓口 0570ｰ783183

マル経融資（小規模事業者経営改善資金）・生活衛生改善貸付の拡充

マル経融資は、商工会議所などで経営指導を受け、商工会議所などの長の推薦を受けた小規模事業者が、無担保・無保証で 
融資を受けられる制度。生活衛生改善貸付は、「生活衛生関係の小規模事業者※」向けに、経営改善に必要な資金を無担保・ 
無保証で貸付ける制度です。

対象要件 新型コロナの影響を受け、直近1ヵ月の売上が、前年又 は前々年の同期と比較して5％以上減少している事業者
内容 通常の融資枠（融資限度2,000万円）にプラスして“別枠で”追加の資金　上限1,000万円

ホームページ マル経融資　https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html 
生活衛生改善貸付  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html
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衛生環境激変対策特別貸付

対象要件

一時的な業況悪化で資金繰りに支障が出ている旅館、飲食店・喫茶店を営む事業者 
・最近1ヵ月間の売上高が、前年又は前々年の同期に比べて10％以上減少しており、 
　かつ、今後も減少が見込まれる※ 
・中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる 
※業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月（最近1ヵ月を含みます。）の売上高の平均額
に比較して10％以上減少していることが要件

内容 運転資金として別枠で1,000万円（旅館業の場合は3,000万円） 
貸付期間：運転資金7年以内（うち据置期間2年以内）

期間 令和2年2月21日から令和3年3月31日まで
ホームページ https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html

衛生環境激変対策特別貸付は、感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に対して、生活衛生関係営業者の経営安定を 
図るために設けられた、特別貸付制度です。

セーフティネット貸付

セーフティネット貸付は、社会・経済環境の変化など“外的要因”により、一時的に経営が悪化しているものの、中期的には業
績が回復すると見込まれる中小企業者を対象にした融資制度です。今回、新型コロナを受けて、融資の条件が緩和されていま
す。「売上高が5％減少」といった数値の要件に関わらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になっています。

対象要件 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはそ
の業況が回復し発展することが見込まれる方

内容 融資限度額：中小事業 7.2億円、国民事業 4,800万円 
貸付期間：使途が設備資金の場合15年以内、運転資金の場合8年以内

ホームページ https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
お問い合わせ先 日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫 お近くの支店窓口

セーフティネット保証４号・５号

セーフティーネット保証は、経営に支障が生じている事業者に対して、一般保証とは別枠で、最大2.8億円を利用できる資 
金繰り支援制度です。4号、5号ともに対象要件が拡充されています。

対象要件 4号：特定地域の災害等により影響を受けている事業者（借入債務100％保証） 
5号：全国的に業況が悪化している業種を営む事業者（借入債務80％保証）

内容 一般保証とは別枠で最大2.8億円
ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
お問い合わせ先 <中小企業金融相談窓口> 電話：03-3501-1544

民間金融機関における実質無利子・無担保融資

危機関連保証又は セーフティ 4号・５号利用の際、さらに対象要件を満たせば保証料・利子減免になる制度もあります。 

対象要件 セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用。加えて以下を満たす方 
小・中規模事業者の場合：売上高▲5％で保証料1/2、売上高▲15％で保証料ゼロ・金利ゼロ

内容 ・実質無利子・無担保・据置最大5年融資を拡大 
・信用保証（セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証）の保証料を半額又はゼロに

ホームページ https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
お問い合わせ先 ＜中小企業金融相談窓口＞ 0570-783183、お近くの金融機関

８

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf


納税・社会保険料の納付猶予

事業による売上が一定程度減少している場合に、納税・社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間の納付猶予を 
受けることができる可能性があります。

国税の猶予 ホームページ：https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 
お問い合わせ：お近くの国税局猶予相談センター

地方税の猶予 ホームページ：https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html 
お問い合わせ：お近くの各地方団体窓口 

社会保険料の猶予 ホームページ：https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html 
お問い合わせ：管轄の年金事務所、各都道府県労働局

危機対応業務

日本政策投資銀行（DBJ）と商工組合中央金庫が実施。危機対応業務は、金融秩序の混乱や大規模な災害、感染症など、 
民間金融機関による資金供給に限界がある状況にあたって、指定金融機関から必要な資金の貸付けなどを行うサポートです。

ホームページ 日本政策投資銀行：https://www.dbj.jp/service/finance/crisis/index.html 
商工中金：https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200319_04.pdf

危機関連保証

民間金融機関が実施。危機関連保証は、未曾有の社会的危機時に、全国・全業種を対象に、通常の保証限度額（2.8億円） 
及びセーフティネット保証（2.8億円）だけでなく、さらに別枠で2.8億円の借入債務を100％保証する制度です。

対象要件
以下を満たす中小企業者 
・最近1か月間の売上高等が前年同月比で15％以上減少している 
・その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で15％以上減少することが見込まれる

内容 通常の保証限度額（2.8億円）及びセーフティネット保証（2.8億円）も加え、さらに別枠で2.8億円の借入債務を
100％保証

ホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm
お問い合わせ先 <中小企業金融相談窓口> 電話：03-3501-1544、お近くの信用保証協会

特例緊急経営安定貸付

中小企業基盤整備機構が実施している、経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度です。経済環境の変化等に起
因した一時的な業況悪化により資金繰りに支障をきたしている小規模企業共済の契約者に対して、債務を100％保証し
てくれます。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、
売上が減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間
の延長などの貸付要件の緩和をおこなってくれます。

対象要件 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近１か月の売上高が前年又は前々年の同
期と比較して５％以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方

内容
・貸付限度額：2,000万円・貸付利率：無利子・償還期間：貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万
円以上の場合は6年（いずれも据置期間1年を含む。）・償還方法：６か月ごとの元金均等割賦償還・担保、保証
人：不要

ホームページ https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
お問い合わせ先 < 中小企業基盤整備機構 共済相談室 >（電話）050-5541-7171
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固定資産税の減免

来年度の固定資産税についても、売上高が50%以上減少している場合は全額免除、売上高が30～50%以上減少している 
場合には2分の1を減額免除してもらうことができる可能性があります。

ホームページ https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien_chusho.html#ch6
お問い合わせ先 0570-077-322
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