
新型コロナウイルス感染症 事業者向け⽀援事業⼀覧（2020年7⽉1⽇現在）
 制度は変更される場合があります。詳細と最新情報は各相談窓⼝にお問い合わせください。 ⼆⼾市商⼯会
区分 実施主体 内容 制度名等 対象等 制度概要 相談窓口

国 売上が減少した場合の給付⾦ 持続化給付⾦
売上が前年⽐50％以上減少している中⼩企業者やフリーランス
を含む個人事業者、その他各種法人を対象に事業全般に広く使
える給付⾦を⽀給

・上限
 法人︓200万円
 個人︓100万円

◇⼆⼾市商⼯会
   0195-23-4361
◇持続化給付⾦コールセンター
   0120-115-570

⼆⼾市
単独

国の持続化給付⾦の対象外
となる減収事業者への給付⾦

持続化特別給付⾦

令和２年３⽉から申請⽉の前⽉までのいずれかひと⽉の売り上
げが前年同⽉に⽐べて３０％以上５０％未満減少した市内に事
業所を有する中⼩企業者
※売上が昨年⽐で50％以上減収している⽉のある事業者の⽅は
国の持続化給付⾦の申請が有利です

〇給付⾦額︓20万円
〇申請⼿続︓給付⾦依頼書に以下の書類を添付して提出
 ①令和元年確定申告書の写し
 ②売上減少となった⽉の売上台帳の写し
 ③通帳の表面、通帳を開いた1.2枚目ページの写し

◇⼆⼾市商⼯観光流通課
   0195-43-3213

県
感染症対策や業態転換に係る
経費の補助⾦

地域企業感染症対策
⽀援事業補助⾦

来店型の店舗を持つ、以下の中⼩企業者または個人事業者
（中⼩企業者を構成員とする団体も可）
 ・飲食業 ・⼩売業 ・サービス業
 ・鉄道業 ・道路旅客運送業

〇補助対象期間︓令和2年4⽉〜12⽉
 ※交付決定前に着⼿した経費も対象
〇補助額︓補助対象経費について10万円を上限に実際に
 ⽀払った⾦額を補助
 ※消耗品の購入費用は10万円の内3万円が上限

◇⼆⼾市商⼯会
   0195-23-4361
◇県庁経営⽀援課
   019-629-5547

⼆⼾市
岩⼿県
連携

地代・家賃⽀援の補助⾦
（令和2年4⽉~9⽉分）

地域企業経営
継続⽀援事業費補助
(家賃補助)

①令和２年４⽉〜９⽉のいずれかひと⽉の売上が、前年同⽉⽐
 ５０％以上減少した⼩売業、飲食業、宿泊業、サービス業を
 営んでいる市内の中⼩企業者
②令和２年４⽉〜９⽉のいずれかひと⽉の売上が、前年同⽉⽐
 ５０％以上減少した従業員５人以下の市内の⼩規模事業者
③連続する3ヶ⽉の売上合計が前年同⽉⽐30％以上減少した者

・補助対象者が⽀払う家賃の1/2
・補助上限は1⽉あたり10万円を上限に⽀給
・令和2年4⽉以降の連続する3ヶ⽉分を上限に⽀給

◇⼆⼾市商⼯観光流通課
   0195-43-3213
◇県庁経営⽀援課
   019-629-5547

国

地代・家賃の負担軽減補助⾦
（令和2年7⽉~12⽉分）
     ※期間は予定

家賃⽀援給付⾦ 上記と同条件
・給付率︓2/3
・上限︓法人50万円/⽉、個人事業者25万円/⽉
・6ヶ⽉分を上限に⽀給

◇中⼩企業庁 総務課
   03-3501-1768

県
宿泊事業者の感染症対策の
整備補助⾦

感染症対策・ワケーショ
ン対策事業補助

県内の宿泊施設で感染症対策整備（ハード整備）またはワケー
ションの受入環境整備を実施する計画のある者

・補助率︓2/3
・補助上限額︓200万円／施設

◇県庁観光・プロモーション室
   019-629-5573

県 宿泊事業者に対する⽀援
観光宿泊施設
経営継続⽀援

感染症の影響を受けた下記の条件を満たす宿泊事業者
①令和2年1⽉から申請⽇の直近⽇までの間で、いずれかの⼀⽉
の売上と前年同⽉との売上を⽐較し、事業収入が50％以上減少
している者
②生産性向上等の取組に関する独自計画を策定し、実施する宿
泊事業者

・定額 100万円/施設 ◇県庁観光・プロモーション室
   019-629-5573

県 宿泊事業者に対する⽀援
前売り応援宿泊券
販売⽀援補助

宿泊事業者が前売り宿泊券を発⾏するのに要する経費(印刷代
等)を⽀援

・印刷費、デザイン費、広告費等
・1宿泊事業者につき上限10万円

◇県庁観光・プロモーション室
   019-629-5573

県
観光バス事業者への感染症
対策の取組補助⾦

観光バス運⾏
⽀援事業費補助

観光バス事業者が乗⾞人数を制限して運⾏するなどの感染症対
策を⾏う場合の掛かり増し経費を⽀援

・補助上限額︓1台1運⾏あたり5万円 ◇県庁観光・プロモーション室
   019-629-5573

県 製造業に対する⽀援
ものづくり企業競争⼒強
化緊急⽀援事業補助

中⼩のものづくり企業等の生産性向上や技術⼒強化等の取組に
要する経費を⽀援

・補助率︓1/2
・補助上限額︓300万円/件

◇県ものづくり自動⾞産業振興室
   019-629-5552

国 資⾦繰りのための融資⽀援
新型コロナウイルス
対策マル経融資

商⼯会の指導を受けており、売上⾼が前年⼜は前前年同期⽐で
5％以上減少している⼩規模事業者

・限度額1,000万円（別枠）
・運転資⾦︓7年以内（据置3年まで可能）
・設備資⾦︓10年以内（据置4年まで可能）
・以下の条件により3年間無利⼦(利⼦補給)
  個人事業主︓要件なし
  ⼩規模法人︓売上⾼15％以上減少
  中⼩企業  ︓売上⾼20％以上減少
・原則、保証人なし・無担保

◇⼆⼾市商⼯会
   0195-23-4361

国 資⾦繰りのための融資⽀援
新型コロナウイルス
感染症特別貸付

売上⾼が前年⼜は前々年同期⽐で5％以上減少している事業者

・限度額 中⼩事業6億円、国⺠事業8,000万円（別枠）
・運転資⾦︓15年以内（据置5年まで可能）
・設備資⾦︓20年以内（据置5年まで可能）
・以下の条件により3年間無利⼦(利⼦補給)
  個人事業主︓要件なし
  ⼩規模法人︓売上⾼15％以上減少
  中⼩企業  ︓売上⾼20％以上減少
・原則、保証人なし・無担保

◇⽇本政策⾦融公庫
 平⽇:0120-154-505
 土⽇祝⽇
 国⺠生活事業:0120-112476
 中⼩企業事業:0120-327790

県 資⾦繰りのための融資⽀援
新型コロナウイルス
感染症対応資⾦

売上が減少し、セーフティーネット保証4号、5号、危機関連保
証のいずれかの認定を受けている県内中⼩事業者

・保証料を全額補給
・3年間無利⼦の融資を実施

◇県庁経営⽀援課
   019-629-5542

県 資⾦繰りのための融資⽀援
新型コロナウイルス
感染症対策資⾦

売上が減少し危機関連保証の認定を受けている県内中⼩事業者 ・保証料の⼀部を補給 ◇県庁経営⽀援課
   019-629-5542

国 資⾦繰りのための融資⽀援
資本性資⾦供給
資本増強⽀援

新型コロナウイルス感染症の影響により、キャッシュフローが
不⾜するスタートアップ企業や⼀時的に財務状況が悪化し企業
再建に取り組む持続可能な企業

・⽇本政策⾦融公庫及び商⼯組合中央⾦庫が、⾦融機関が
 資本とみなすことができる⻑期⼀括償還の資本性劣後
 ローンを供給

◇経済産業業中⼩企業⾦融窓⼝
   0570-783183

国 従業員を休ませた場合の⽀援 雇用調整助成⾦ 休業等に対する助成
・解雇等を⾏わない中⼩企業の助成率は10/10
・助成率は、企業規模・雇用条件で変動
・上限額15,000/⽇

◇岩⼿労働局職業対策課分室
 助成⾦相談コーナー
   019-606-3285

国 従業員を休ませた場合の⽀援
新型コロナウイルス
感染対応休業⽀援⾦
（※みなし失業⼿当）

休業期間中の賃⾦の⽀払いを受けることができなかった中⼩企
業の労働者が、自らの申請により⽀給

・休業前賃⾦の80％（⽉額上限33万円）を休業実績に応
 じて直接⽀給

◇岩⼿労働局職業安定部
   019-604-6004

国
納税および公共料⾦の
⽀払猶予

①法人税や消費税の猶予
②健康保険料や厚生年⾦
保険料などの猶予

①収入が前年同⽉⽐20％以上減少した事業者
②事業等に係る収入が相当に減少した事業者

①無担保かつ延滞税なしで納税を1年猶予
②各種社会保険料の納付を猶予

◇⼆⼾税務署
   0195-23-2701
◇⼆⼾年⾦事務所
   0195-23-4111

県
納税および公共料⾦の
⽀払猶予

県税や個人事業税
などの猶予

事業等に係る収入が前年同⽉⽐20％以上減少した事業者
・納期限から1年間徴収を猶予
・担保不要、延滞税全額免除

◇⼆⼾市役所 税務課
   0195-23-1683
◇⼆⼾地域振興センター県税室
   0195-23-9254

市 ⽀払期限の延⻑
①市税の⽀払の延⻑
②⽔道料⾦・下⽔道料⾦
 住宅使用料の延⻑

新型コロナウイルス感染症流⾏の影響により、収入が減少し、
⽀払いが困難な事業者

①1年以内の期間に限り納税期間を延⻑
 ※延滞税の免除制度有
②令和2年4⽉分から令和3年2⽉分までの請求分を令和
 3年3⽉末まで⽀払期限を延⻑

◇⼆⼾市役所 税務課
   0195-23-2701
◇⼆⼾市⽔道事業所
   0195-23-6101
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