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１．資金調達
（１）新型コロナ特別貸付（特別利子補給制度）1/2

【制度概要】

新型コロナの影響で一時的な業況悪化を来たした企業や事業主に対して、信用
力や担保に依らず一律金利引き下げと長期の据置期間を設けています。

◆対象要件：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

減少した場合

◆融資限度：規模により3億円又は6000万円

（ただし金利優遇限度はそれぞれ1億円と3000万円）

◆貸付期間と据置期間：設備20年以内・運転15年以内、うち据置5年以内

◆金利：当初3年…規模により0.21％又は0.46％、4年目以降は+0.9％

◆特別利子補給：個人事業主は5％以上、小規模企業は15％以上、中小企業

は20％以上売上が減少していれば、上記金利が補給されて

実質無利子へ



１．資金調達
（１）新型コロナ特別貸付（特別利子補給制度）2/2

【補足】

現状、融資の申込が殺到しているため、申込から実行まで短くとも1か月以
上はかかっているようです。なお、商工中金でも同様の貸付制度は設けら
れていますので、中小企業はそちらを利用することも選択肢です。

【窓口・連絡先】

日本政策金融公庫 札幌支店

国民生活事業 011-231-9131

中小企業事業 011-281-5221

【外部リンク】

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html


１．資金調達
（２）保証付き融資における保証料・利子減免

【制度概要】

北海道や札幌市の制度融資を活用して、民間金融機関を窓口として、実質無利子・無担保
の融資を行うこととなりました。

◆対象要件：中小企業…売上高前年同月比5％以上減少→保証料1/２

売上高前年同月比15％以上減少→保証料ゼロ+金利ゼロ

個人事業主…売上高前年同月比5％以上減少→保証料ゼロ+金利ゼロ

◆融資上限：3000万円

◆据置期間：5年以内

◆金利：当初3年間は利子補給により実質無利子、4年目以降は制度融資所定金利

【補足】

4月末での補正予算成立後5月1日より開始される見込みです

【窓口・連絡先】

民間金融機関または中小企業 金融・相談窓口0570-783183



１．資金調達
（３）札幌市新型コロナ対応支援資金

【制度概要】

札幌市独自の制度融資として、札幌中小企業支援センターの認定を受けることで、資
金調達の円滑化と返済負担を図っております。

◆融資対象：最近1か月間の売上高等が前年同月比10％以上減少しており、

かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10％

以上減少することが見込まれる者 他

◆融資上限：2億円

◆融資期間：10年以内（うち据置3年以内）

◆融資利率：1％以内（別途の保証料は札幌市が全額補給）

【補足】

前述（２）の減免と組み合わせることで、実質無利子が可能となる場合があります

【窓口・連絡先】 札幌市 011-211-2372

【外部リンク】https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/marusatsu/corona.html

https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/marusatsu/corona.html


１．資金調達
（４）小規模企業共済制度の特例貸付

【制度概要】

新型コロナの影響で一時的な業況悪化を来たした小規模企業共済の契約者に対して貸付要件

の緩和が実施されております。

◆対象者：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％以上減少した

小規模企業共済の契約者

◆貸付限度額：2000万円（ただし、納付済み掛金の７～9割の範囲内）

◆貸付利率：無利子

◆償還期間：貸付金額500万以下は4年、505万以上は6年（どちらも据置1年含む）

【補足】

小規模企業共済の契約者にとっては一時的な不足資金の調達方法として利用しやすい制度と
なっております。

【窓口・連絡先】

共済相談室 050-5541-7171

【外部リンク】

https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html


１．資金調達
（５）個人向け緊急小口資金貸付

【制度概要】

新型コロナの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方への緊急の
貸付制度です。

◆貸付対象者：新型コロナの影響を受け、休業等により収入の減少があり、

緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

◆貸付上限：20万円

◆貸付条件：1年据置、2年以内で償還、金利は無利子

【窓口・連絡先】

お住いの市区町村社会福祉協議会

【外部リンク】

http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/index.html

http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/index.html


１．資金調達
（６）資金繰り一覧

前述の融資以外にも様々な融資制度がありますのでご参照ください。

【外部リンク】

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf


２．雇用関係
（１）雇用調整助成金 1/2

【制度概要】

事業化活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等
を行い、雇用維持を図った場合、休業手当等の一部を助成する制度です。全て
の企業や個人事業主が利用できます。

・休業に伴い労働者へ平均賃金の60％以上の「休業手当」を支給した場合

・会社都合で休業させた場合や時間短縮も対象となる

・売上が前年同月比5％以上減少していることが要件

・助成率は、休業手当に対して、中小企業で4/5、大企業で2/3だが、解雇を行

わない場合には中小企業9/10、大企業3/4が助成される

（ただし、1日当たり の支給上限は8,330円）

（4/8以降の休業で、4/8以降を含む支給単位期間から、休業手当支払率60％を

超える部分に対して10/10支給）



２．雇用関係
（１）雇用調整助成金 2/2

・ﾊﾟｰﾄやｱﾙﾊﾞｲﾄ等の雇用保険被保険者以外も対象

・休業中に教育訓練を行った場合は上乗せあり

【補足】

何かと話題になっている雇用調整助成金ですが、当初より支給要件は緩和され
書類も簡素化されました。ただ、それでも手続きは煩雑ですので、確実な申請
には社会保険労務士へ依頼するのが良いと思います。弊所でもご紹介可能です
のでお声がけください。

【窓口・連絡先】

北海道労働局又はお近くのハローワーク
コールセンター 0120-60-3999

【外部リンク】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/ky
ufukin/pageL07.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


２．雇用関係
（２）学校等休業助成金

【制度概要】

小学校等の休業によりその小学校等へ通う子供の保護者である労働者の休職による所
得の減少に対応するため、通常の年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得させて賃金
を支払った場合に助成金を支給する制度

◆対象事業主：臨時休校した小学校等へ通う子供の世話を行う労働者へ賃金全

額支給の有給休暇を取得させた事業主

◆支給額：休暇中に支払った賃金相当額×10/10

◆適用日：令和2年2月27日～6月30日の間に取得した休暇

【窓口・連絡先】

0120-60-3999 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

【外部リンク】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

pageL07_00002.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


２．雇用関係
（３）働き方改革推進支援助成金（テレワークコース）

【制度概要】

新型コロナ対策としてテレワークを新規で導入するための経費について、1/2を

上限として補助金を支給する制度です。

◆補助率及び上限：上限を100万円として投資額の最大1/2を支給

◆助成対象の取組：テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則等の作成・

変更、外部専門家によるコンサルティング費用

【窓口・連絡先】

テレワーク相談センター 0120-91-6479

【外部リンク】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
jikan/syokubaisikitelework.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html


３．給付金
（１）持続化給付金

【制度概要】

新型コロナの影響で大きく売り上げが減少している事業主へ一時金として支給される給付金

です。

◆対象者：資本金10億円未満もしくは従業員が2000人以下の法人または個人

◆支給要件：2020年1月以降、前年同月比で売上が50％以上減少した月が存在すること

◆給付額：法人は200万円まで、個人事業主は100万円まで

◆必要書類：2019年税務申告書、減少した月の売上台帳等、通帳写し、身分証明書等

【補足】

新聞報道等で話題になっている持続化給付金です。4月末での補正予算成立後、5月1日より

申請開始となりインターネット経由で比較的簡易な手続きでの申込が予定されています。

【窓口・連絡先】

相談ダイヤル 0570-783183

【外部リンク】

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf


３．給付金
（２）持続化補助

【制度概要】

新たに販路開拓を行うために行った投資について、2/3を上限として補助金

を支給する制度です。

◆補助率及び上限：上限を100万円とし投資額の2/3を支給

◆活用例：店内飲食のみの飲食店がテイクアウトを受け付けるためWEBサイト

を作成した…、自動受付機を設置し非対面型のサービスを提供した…等

【窓口・連絡先】

中小企業基盤整備機構 生産性革命推進事業室 03-6459-0866

【外部リンク】

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html


３．給付金
（３）ＩＴ導入補助金

【制度概要】

ITツール導入による業務効率化を推進するため、投資額の2/3を上限として補助
金を支給する制度です。

◆補助率及び上限：上限を450万円として投資額の最大2/3を支給

◆活用例：クラウド型電子カルテシステムを導入して診療効率が向上した…、

給与システムと勤怠管理システムを導入しデータ連携により効率化

アップした…等

【窓口・連絡先】

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

【外部リンク】

https://www.it-hojo.jp/

https://www.it-hojo.jp/


４．税務
（１）納税猶予

【制度概要】

2020年2月から納期限までの一定期間（1か月以上）において、事業収入が

前年同期比概ね20％以上減少した場合、全ての税目について、1年間の納税

猶予が認められる制度です。担保の提供は不要ですし、猶予期間の延滞税が

免除されます。

その他、個別の事情がある場合にも、猶予される場合がありますので、

所轄の税務署や自治体へご相談ください。

【窓口・連絡先】

国税局猶予相談センター 011-261-2251

【外部リンク】

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm


４．税務
（２）固定資産税の軽減

【制度概要】

事業者の保有する設備や建物等の2021年の固定資産税を収入の減少幅に応じて、
ゼロまたは1/2とする制度です。

◆減免対象：事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税

◆減免率：2020年2月～10月までの任意の連続した3ヶ月間の収入の減少率が

30％～50％未満→1/2

50％以上減少→全額

【窓口・連絡先】

各市町村

【外部リンク】

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_202
00407.pdf

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf


５．その他
（１）各種相談土日祝日対応電話窓口

新型コロナの影響を受ける事業主の方へ向けて、土日祝日においても各種相談窓口を設けて

おりますのでご活用ください。

◆持続化給付金に関するご相談：

中小企業金融・給付金窓口 0570-783-183

◆支援策全般に関するご相談：

中小機構 北海道本部 企業支援課 011-210-7471

北海道よろず支援拠点 011-232-2407

北海道経済産業局 中小企業課 011-709-1783

◆資金繰りに関するご相談

株式会社日本政策金融公庫

（国民生活事業）0120-112476

（中小企業事業）0120-327790

【外部リンク】

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html


５．その他
（２）各種制度 連絡先及びリンク一覧

カテゴリ分け
番号

制度の内容 窓口・連絡先 詳細リンク

１．資金調達

（1） 新型コロナ特別貸付（特別利子補給制度）

日本政策金融公庫
国民生活事業011-231-9131
（弊所担当 融資二課 佐藤様）
中小企業事業 011-281-5221

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

（2） 保証付き融資における保証料・利子減免
民間金融機関 または
中小企業 金融・相談窓口 0570-783183

（3） 札幌市新型コロナ対応支援資金 札幌市 011-211-2372 https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/marusatsu/corona.html

（4） 小規模企業共済制度の特例貸付 共済相談室 050-5541-7171 https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

（5） 個人向け緊急小口資金貸付 お住いの市区町村社会福祉協議会 http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/index.html

（6） 資金繰り一覧 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf

２．雇用関係

（1） 雇用調整助成金
北海道労働局又はお近くのハローワーク
コールセンター 0120-60-3999

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

（2） 学校等休業助成金 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

（3）
働き方改革推進支援助成金
（テレワークコース）

テレワーク相談センター
0120-91-6479

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.h
tml

3．給付金

（1） 持続化給付金 相談ダイヤル 0570-783183 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

（2） 持続化補助
中小企業基盤整備機構
生産性革命推進事業室:03-6459-0866

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html

（3） IT導入補助金
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

https://www.it-hojo.jp/

4．税務
（1） 納税猶予 国税局猶予相談センター 011-261-2251 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

（2） 固定資産税の軽減 各市町村 https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf

５．その他 （1） 各種相談土日祝日対応電話窓口 https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.city.sapporo.jp/keizai/center/marusatsu/corona.html
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html
http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html
https://www.it-hojo.jp/
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

