新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策とお問い合わせ先
（令和３年３月１９日現在）
※本一覧の内容については、随時変更になる可能性がありますので、詳細についてはお問い合わせ先に必ずご確認ください。

①給付金
NO

給付金名称

実施

条件及び内容

お問い合わせ先

主な対象事業者

1

国 一時支援金

飲食店時短営業又は外出自粛等の影
響を受け、2019年比又は2020年比で、
緊急事態宣言の影響緩和のため、事業者を対象に国か
2021年の1月、2月又は3月の売上が
ら一時支援金を支給
一時支援金事務局 相談窓口
50％以上減少した中小法人・個人事業
・中小法人等：上限60万円
（申請者専用）
主
・個人事業主等：上限30万円
※営業時間短縮要請協力金を受給して
いる事業者は支給対象外

2

県 住居確保給付金

経済困窮者の家賃相当額を給付

3

4

県

県

０１２０－２１１－２４０

県福祉指導課

０２９－３０１－３１６４

かすみがうら市社会福祉協議会

０２９－８９８－２５２７

URL

https://www.meti.go.jp/covid
-19/ichiji_shien/index.html

https://www.pref.ibaraki.jp/hok
enfukushi/fukushi/hogo/konkyu
usya/konkyusya-seido.html

フリーランスを含む個人事業主

新型コロナウイルス感染症拡大防止
営業時間短縮要請協力金

【令和3年2月8日～2月22日の午後8時 茨城県中小企業課
茨城県からの営業時間短縮要請にご協力いただいた飲
～午前5時】の営業を自粛している、全 （営業時間短縮要請及び協力金問い ０２９－３０１－５３９３
食店1店舗あたり60万円を支給
ての飲食店
合わせ窓口）

営業時間短縮要請等関連事業者支援
一時金

飲食店時短営業要請または外出自粛
要請の影響を受け、令和３年１月または
茨城県独自の緊急事態宣言の影響を受けたことで売上 ２月の売上高が対前年比（又は前々年
茨城県事業者支援一時金 問合せ窓
が大きく減少した事業者に対し、県独自の一時金を支給 比）で50％以上減少している中小企業・
口
（1事業者あたり一律20万円）
小規模事業者・個人事業主。
※営業時間短縮要請協力金を受給して
いる事業者は支給対象外

https://www.pref.ibaraki.jp/s
angyo/chusho/kikaku/jitanyo
usei201127kyouryokukin.ht
ml

https://www.pref.ibaraki.jp/sho
korodo/sangi/ichijikin/kanren_i
chijikin_210301.html

０２９－３０１－５５５８

②補助金・助成金
【雇用関連】
NO
1

実施

補助金・助成金名称

国 雇用調整助成金

条件及び内容

お問い合わせ先

主な対象事業者

事業縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持を図った場
全事業主
合に休業手当等の一部を助成

茨城労働局

０２９－２２４－６２１９

ハローワーク土浦

０２９－８２２－５１２４

2

国

新型コロナウイルス感染症対応休業
支援金・給付金

休業前の1日当たりの平均賃金額の80％×休業実績を
給付（日額上限11,000円）
大企業の非正規労働者も対象

事業者の休業指示を受けた労働者

新型コロナウイルス対応休業支援金・
０１２０－２２１－２７６
給付金コールセンター

3

国

小学校の臨時休業に伴う保護者の休
暇取得支援

休暇中に支払った賃金相当額を助成

全事業主（労働者に休暇を取得させた
事

学校等休業助成 金・支援金相談コー
０１２０－６０－３９９９
ルセンター

4

国 小学校休業等対応支援金

就業できなかった日について7,500円/日を支給

委託を受けて個人で仕事をする方向け

学校等休業助成 金・支援金相談コー
０１２０－６０－３９９９
ルセンター

URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/s
eisakunitsuite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufukin/pageL
07.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/ky
ugyoshienkin.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/s
eisakunitsuite/bunya/koyou_r
oudou/koyou/kyufukin/pageL
07_00002.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/ne
wpage_10231.html

【設備投資・販路開拓関連】

1

国 ものづくり・商業・サービス補助

新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投
資に助成
◆通常枠（補助上限：1,000万円 補助率：中小１/２、小
中小企業・小規模事業者等
規模２/３）
◆低感染リスク型ビジネス枠（補助上限：1,000万円補助
率：２/３）

2

国 持続化補助

販路開拓等に必要な取り組みに助成
◆通常枠（補助上限：50万円 補助率：２/３）
◆低感染リスク型ビジネス枠（補助上限：100万円 補助
率：３/４）

国 IT導入補助

テレワーク等に使えるハードウェアレンタル含めITツール
導入に助成
◆通常枠（補助上限：30～450万円 補助率：１/２）
中小企業・小規模事業者等
◆低感染リスク型ビジネス枠（補助上限：30～450万円
補助率：２/３）

3

小規模事業者

ものづくり補助金事務局

０５０－８８８０－４０５３

茨城県商工会連合会

０２９－２２４－２６３５

（一社）サービスデザイン推進協議会

０５７０－６６６－４２４

http://portal.monodukurihojo.jp/about.html

https://seisansei.smrj.go.jp/

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

【制度】経済産業省地域経済産業政策
０３－３５０１－１６９７
課
4

国

サプライチェーン対策のための国内投
資促進事業

国内に生産拠点を整備する際の設備導入に助成（補助
率：大企業1/2以内、中小企業2/3以内等）

海外サプライチェーン多元化等支援事
業

日本企業によるASEAN諸国への設備投資・実証事業・事
業実施可能性調査に対して補助（補助率：大企業１／２， 大企業・中小企業等
中小企業２／３以内等）

5

国

6

国 中小企業等事業再構築促進事業

https://www.meti.go.jp/informa
tion/publicoffer/kobo/2020/k20
0408001.html

大企業・中小企業等
【事業実施】経済産業省 地域産業基
０３－３５０１－１６７７
盤整備課

経済産業省 貿易経済協力局

０３－３５０１－６７５９

新分野展開や業態転換等にかかる費用を補助
（中小企業(通常枠）補助率2/3以内、上限６千万円）
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個
中小企業庁 技術・経営革新課
（中堅企業(通常枠）補助率1/2以内、上限８千万円※４千 人事業主等
万円超1/3）

０３－３５０１－１８１６

第三者承継時の士業専門家活用費用補助（補助率２／
３，上限250万円）及び経営資源の一部を引き継ぐ際の譲 中小企業・小規模事業者等
渡側の廃業費用補助（補助率２／３，上限650万円）

０３－３５０１－５８０３

https://www.jetro.go.jp/servi
ces/supplychain/

https://www.meti.go.jp/covid19/jigyo_saikoutiku/index.html

【経営資源引継ぎ・事業再編】

1

国 経営資源引継ぎ補助金

中小企業庁 事業環境部 財務課

https://www.chusho.meti.go.j
p/zaimu/shoukei/2020/20041
7shoukei.html

【イベント関連】

1

国 J-LODlive補助金

イベントを中止したにもかかわらず発生した費用、映像制
特定非営利活動法人映像産業振興機
作・配信費等について補助
イベント又は遊園地の主催・運営法人等
０３－６２６０－６０２３
構（VIPO）JLODlive補助金事務局
（補助率1/2、上限2,500万円）

https://j-lodlive.jp/

③融資
融資制度は多数ありますので，国等の設置する経営相談窓口のほか，県の新型コロナウイルス感染症中小企業支援対策室，茨城県信用保証協会，商工会，お取引のある金融機関等への相談をお勧めしま
す。

★経営支援等窓口
新型コロナウイルス感染症中小企業支援対策室

０２９－３０１－２８６９

9時～17時（土日祝日はメール受付のみとなります） mail shosei3@pref.ibaraki.lg.jp

中小企業金融・給付相談窓口

０５７０－７８３１８３

9時～17時（平日・土日祝日）

金融庁相談ダイヤル

０１２０－１５６８１１

10時～17時（平日）

０２９－２２４－７８１３
０２９－２２４－７８５８
０２９－２２４－７８２３

9時～17時30分(平日)

０２９－２２４－７８１１

土日祝日の電話相談窓口

０２９－２２４－５３３９

10時～17時（平日）

茨城県信用保証協会経営支援部

茨城県よろず支援拠点

9時～17時

★新型コロナ関連融資
【茨城県・かすみがうら市制度融資等】
NO

1

実施

融資制度名称

県
茨城県パワーアップ融資
市

条件及び内容

主な対象事業者

売上が減少（▲5～20％以上）した事業者向け融資。令和
2年6月12日までに金融機関に融資を申し込み、6月25日
までに保証協会へ信用保証申し込み受付を完了している 中小企業・小規模事業者等
方は信用保証料実施負担ゼロ（県1/2、市1/2補助）。そ
れ以外の方は信用保証料の1割を県が補助（一部除く）。

お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症中小企業
支援対策室

０２９－３０１－２８６９

https://www.pref.ibaraki.jp/s
hokorodo/sansei/kinyu/shosei
/yushi/power_up.html

https://www.city.kasumigaura.l
g.jp/page/page008059.html

かすみがうら市地域未来投資推進課 ０２９９－５６－２３６９

2

県 中小企業事業継続応援貸付金

売上が減少（▲50％以上）しており，公的融資や民間金
融機関からの借り入れが困難な事業者向け貸付金。 3
年間無利子・無担保。

中小企業・小規模事業者等

新型コロナウイルス感染症中小企業
支援対策室

０２９－３０１－２８６９

3

県 新型コロナ感染症対策融資

売上が減少（▲5％以上）した事業者向け融資。3年間無
中小企業・小規模事業者等
利子・無担保。民間金融機関の保証付融資の借換可。

新型コロナウイルス感染症中小企業
支援対策室

０２９－３０１－２８６９

4

県 新分野進出等支援融資

新たな事業分野に進出する事業者向け融資。３年間無
利子・信用保証料半額補助。

県産業戦略部産業政策課金融G

０２９－３０１－３５３０

中小企業・小規模事業者等

URL

https://www.pref.ibaraki.jp/s
hokorodo/sansei/kinyu/shosei
/yushi/corona_kashitsuke.htm
l
https://www.pref.ibaraki.jp/sho
korodo/sansei/kinyu/shosei/yus
hi/corona.html

https://www.pref.ibaraki.jp/s
hokorodo/sansei/kinyu/shosei
/yushi/kakushin.html

【民間の信用保証付き融資】

1

2

国

県

セーフティネット保証4号・5号
危機関連保証

信用保証付き融資における保証料・利
子減免

（セーフティネット保証４号， ５号）
売上が減少した事業者に対して，一般保証とは別枠で2.8
億円を100％保証。
（危機関連保証）
売上高が前年同月比▲15％以上の事業者に対して，
セーフティネット保証とはさらに別枠で2.8億円を 100％保
証。

茨城県信用保証協会

中小企業・小規模事業者等

土浦支店
保証課 県南Ｇ

０２９－８２６－７８１２

https://www.chusho.meti.go.j
p/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

県制度融資の「新型コロナ感染症対策融資」 参照

【政府系融資（一般向け）】

新型コロナウイルス特別貸付
1

国
セーフティネット貸付の要件緩和

2

国 商工中金による危機対応融資

（新型コロナウイルス感染症特別貸付）
信用力や担保によらず一律金利。融資後3年間金利を
0.9％引き下げ。

最寄りの日本政策金融公庫
中小企業

（セーフティネット貸付の要件緩和）
売上減少率の数値要件に関わらず今後の影響が見込ま 個人企業・小規模企業
れる事業者も融資と対象。

信用力や担保によらず一律金利。融資後3年間金利を
0.9％引き下げ。

水戸支店中小企業事業

０２９－２３１－４２４６

土浦支店国民生活事業

０２９－８２２－４１４１

商工組合中央金庫相談窓口

０１２０－５４２－７１１

https://www.chusho.meti.go.j
p/kinyu/index.html

中小企業
・小規模事業者 等

https://www.shokochukin.co.jp
/disaster/corona.html

商工中金水戸支店

3

国 マル経融資の金利引下げ

売上が減少（▲5％以上）している小規模事業者向け融
資の金利を3年間0.9％引き下げ。

4

国 マル経融資の特別利子補給制度

公庫，商工中金の特定の融資により借り入れした事業者 中小企業・小規模事業者・フリーランス
に利子補給を実施。
を含む個人事業主

小規模事業者

０２９－２２５－５１５１

https://www.jfc.go.jp/n/finan
ce/search/kaizen_m.html

お近くの商工会・商工会議所

中小企業金融・給付相談窓口

https://www.jfc.go.jp/n/finance
/saftynet/pdf/covid_19_faq_jiss
hitsumurishika_chusho.pdf

０５７０－７８３１８３

【政府系融資（生活衛生関係者向け）】

生活衛生新型コロナウイルス特別貸
付

1

2

国 生活衛生改善貸付の金利引下げ

国

（生活衛生新型コロナウイルス特別貸付）
担保によらず一律金利。融資後3年間金利を0.9％引き下
げ。
（生活衛生改善貸付の金利引下げ）
売上が減少（▲5％以上）している小規模事業者向け融
資の金利を3年間0.9％引き下げ。

最寄りの日本政策金融公庫

中小企業

水戸支店中小企業事業

０２９－２３１－４２４６

衛生環境激変対策特別貸付

（衛生環境激変対策特別貸付）
売上が減少している旅館業・飲食店営業・喫茶店営業を
営む方向け貸付。

土浦支店国民生活事業

０２９－８２２－４１４１

生活衛生特別貸付等の特別利子補給
制度

生活衛生新型コロナウイルス特別貸付，新型コロナウイ
ルス対策衛経により借り入れした事業者に利子補給を実 中小企業・小規模事業者
施。

中小企業金融・給付相談窓口

０５７０－７８３１８３

https://www.jfc.go.jp/n/finan
ce/search/covid_19_seiei_m.
html

https://www.jfc.go.jp/n/finance
/search/34_eiseikaizen_m.html

https://www.jfc.go.jp/n/finan
ce/search/47_gekihen_2_m.h
tml

https://www.mhlw.go.jp/conten
t/10900000/000610495.pdf

【借換/リスケ】
1

国 日本公庫等の既往債務の借換

公庫等の融資について，各機関ごとの既往債務を対象
に借換が可能。実質無利子化の対象。

中小企業・小規模事業者・フリーランス
を含む個人事業主

中小企業金融・給付相談窓口

０５７０－７８３１８３

2

国 新型コロナ特例リスケジュール

中小企業再生支援協議会が金融機関との調整を含めて 中小企業・小規模事業者・フリーランス
リスケ計画の策定を支援。
を含む個人事業主

中小企業金融・給付相談窓口

０５７０－７８３１８３

売上が減少（▲5％以上）している小規模企業共済の契
約者向け融資。無利子・無担保。

小規模事業者

（独）中小企業基盤整備機構 共済相
０５０－５５４１－７１７１
談室

生活維持のための貸付金制度。個人事業主20万円以
内。無利子。

フリーランスを含む個人事業主

かすみがうら市社会福祉協議会

https://www.chusho.meti.go.j
p/keiei/saisei/2020/200406sai
sei.html

【その他】

小規模企業共済の特例緊急経営安定
貸付等

1

他

2

他 個人向け緊急小口資金の貸付

０２９ー８９８ー２５２７

http://www.kasumigauracityshakyo.or.jp/

④税
NO

1

実施

国

名称

新型コロナウイルス感染症等に係る固
定資産税の特例

条件及び内容

主な対象事業者

お問い合わせ先

・資本金の額または出資金の額が1億
円以下の法人および資本または出資を
売上が減少（▲30％以上）している中小企業者等につい
有しない法人のうち 従業員数が1,000人 中小企業 固定資産税等の軽減相談
て、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資
０５７０－０７７３２２
以下の法人
窓口
産税を1/2軽減又は全額免除。
・常時使用する従業員数が1,000人以下
の個人

URL

https://www.chusho.meti.go.j
p/zaimu/zeisei/2020/200501z
eisei.html

