
新型コロナウイルス資金繰り施策一覧VER.3（2020年7月15日更新）
※随時確認してほしいサイト：

※経産省パンフレット： 「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」はこちらからダウンロードして下さい。

●政府系金融機関
売上減少率 活用できる制度 限度額 返済期間（うち据置） その他

20％以上減少 特別利子補給制度（中小企業者） 4,000万円（国民事業） 当初3年間 借換も無利子化対象 実質的な無利子化融資のご案内 日本公庫
15％以上減少 特別利子補給制度（小規模事業者） 4,000万円（国民事業） 当初3年間 借換も無利子化対象 実質的な無利子化融資のご案内 日本公庫
10％以上減少 衛生環境激変対策特別貸付 別枠1,000万円 7年以内（2年以内） 衛生環境激変特別貸付 日本公庫・国民生活事業

　（※生活衛生事業者向け） 旅館：別枠3,000万円
5％以上減少 新型コロナウイルス感染症特別貸付 別枠8,000万円 設備20年以内（5年以内） 利子補給対象 新型コロナウイルス感染症特別貸付 日本公庫・国民生活事業

（国民生活） 運転15年以内（5年以内） 遡及適用可
新型コロナウイルス感染症特別貸付 別枠6億円 設備20年以内（5年以内） 既往債務の借換可 新型コロナウイルス感染症特別貸付 日本公庫・中小企業事業
（中小企業） 運転15年以内（5年以内）
商工中金による危機対応融資 6億円 設備20年以内（5年以内） 新型コロナウイルス感染症特別貸付 商工中金
新型コロナウイルス感染症特別貸付 運転15年以内（5年以内）
新型コロナウイルス対策マル経 別枠1,000万円 設備10年以内（4年以内） 新型コロナウイルス対策マル経 日本公庫・国民生活事業

運転7年以内（3年以内）
生活衛生新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症特別貸付 別枠8,000万円 設備20年以内（5年以内） 利子補給対象 生活衛生新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症特別貸付 日本公庫・国民生活事業
　（※生活衛生事業者向け） 運転15年以内（5年以内） 遡及適用可
新型コロナウイルス対策衛経 別枠1,000万円 設備10年以内（4年以内） 既往債務の借換可 新型コロナウイルス対策衛経 日本公庫・国民生活事業
　（※生活衛生事業者向け） 運転7年以内（3年以内）

要件なし 特別利子補給制度（個人事業主） 4,000万円（国民事業） 当初3年間 借換も無利子化対象 実質的な無利子化融資のご案内 日本公庫
セーフティネット貸付（国民生活） 4,800万円 設備資15年以内（3年以内） 要件緩和 セーフティネット貸付 日本公庫・国民生活事業

運転8年以内（3年以内）
セーフティネット貸付（中小企業） 7億2千万円 設備資15年以内（3年以内） 要件緩和 セーフティネット貸付 日本公庫・中小企業事業

運転8年以内（3年以内）
売上減少要件なし 資本性劣後ローン 別枠7,200万円（国民事業） 5年1ヶ月、10年、20年 ・貸付利率 パンフ該当箇所 Q&A 日本公庫・国民生活事業

別枠7.2億円（中小事業） （期限一括償還） 当初3年間一律、4年目 パンフ該当箇所 Q&A 日本公庫・中小企業事業
別枠7.2億円（商工中金） 以降は業績に連動 パンフ該当箇所 商工中金

※新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資等に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現
※日本公庫・中小企業事業の「特別利子補給制度」：国民事業と同条件にて、2億円　まで当初3年間は金利0％となる
※商工中金「特別利子補給制度」：売上減少：中小企業▲20%以上、小規模事業者▲15%以上などを満たす場合は、2億円　まで当初3年間は金利0％となる
※セーフティネット貸付：「売上高が5％以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象

●信用保証協会
売上減少率 活用できる制度 限度額 返済期間（うち据置） その他

20％以上減少 セーフティネット4号 2.8億円（無担8万円）以内 10年以内（1～2年以内） 100％保証 セーフティネット4号 信用保証協会
15％以上減少 危機関連保証 2.8億円（無担8万円）以内 10年以内（1～2年以内） 100％保証 危機関連保証 信用保証協会
5％以上減少 セーフティネット5号 2.8億円（無担8万円）以内 10年以内（1～2年以内） 80％保証 セーフティネット5号 信用保証協会
5％、15％減少 民間金融の実質無利子・無担保、保証料減免等 上限4,000万円 10年以内（5年以内） 借換可能 無利子・無担保融資 チラシ 民間金融機関が一元的窓口
要確認 自治体独自のコロナ対策融資制度 自治体による 自治体による 「自治体名　コロナ　融資」で検索 各自治体 保証協会
売上減少要件なし 資本性劣後ローン 金融機関による 5年超、期限一括償還 業績連動型の金利設定 資本性借入金（金融庁） 民間金融機関
※各自治体のセーフティネット認定申請について 「自治体名　セーフティネット保証」で検索
※セーフティネット保証に関する最新の更新情報 https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html
※セーフティネット保証の認定緩和の概要について https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007-4.pdf

●その他、資金繰りに役立つ施策（リスケ、補助、助成、納税猶予など）
要件・対象 活用できる制度 内容

返済できない 新型コロナ特例リスケジュール 再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調整、リスケジュール計画策定支援 新型コロナウイルス感染症特例リスケ 再生支援協議会
返済できない 金融機関等への配慮要請 事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう金融機関に要請 金融機関への要請 日本公庫・商工中金 民間金融機関
5％以上減少 小規模共済／特例緊急経営安定貸付 限度額2,000万円、無利子、償還期間：額により4年、6年（据置期間1年含） 特例措置 貸付制度 中小機構
共済金の償還困難 経営セーフティ共済の特例措置 共済金の償還（返済）期日の繰下げ、一時貸付金の返済猶予、掛金の納付期限の延長等 特例措置 中小機構
保険会社からの借入 契約者貸付制度 契約者への貸付金利をゼロ％にて対応。要件はそれぞれの保険会社による ＜例＞大同生命 各保険会社
50％以上減少 持続化給付金 法人200/個人100万円、売上が前年同月比で50％以上減少している事業者が対象 持続化給付金に関するお知らせ（チラシ） 経産省・持続化給付金
50％（30％）以上減少 家賃支援給付金 法人：最大600万円、個人事業者：最大300万。家賃額の2／3、6か月分を給付 家賃支援給付金に関するお知らせ 家賃支援給付金ポータルサイト
設備投資等する ものづくり補助（生産性革命推進事業） 新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援 窓口・制度の詳細内容 中小企業団体中央会
設備投資等する 持続化補助（生産性革命推進事業） 小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援 商工会議所ﾘﾝｸ 商工連合会ﾘﾝｸ 商工会議所ﾘﾝｸ 商工連合会ﾘﾝｸ
設備投資等する ＩＴ補助（生産性革命推進事業） ITツール導入による業務効率化等を支援 IT導入補助金 ｻｰﾋﾞｽﾃﾞｻﾞｲﾝ推進協議会
ブランド力向上 JAPAN ブランド育成支援等事業 地域産品・ｻｰﾋﾞｽの魅力創出・発信活動・新市場開拓の支援。上限額：500万円・2,000万円 JAPAN ブランド育成支援等事業 中小企業庁
事業承継したい 経営資源引継ぎ・事業再編支援事業 コロナの影響を受けている後継者不在事業者の引継や再編を支援。200万、650万円 パンフ該当箇所 企業庁/事業承継 中小企業庁
資本を厚くしたい 資本増強支援事業 中小企業経営力強化支援ファンド、中小企業再生ファンドなどによる支援 パンフ該当箇所 金融相談窓口　0570ｰ783183
雇用調整する 雇用調整助成金・特例 特例措置実施。  休業などを行い、雇用維持を図った場合に休業手当等の一部を助成 雇用調整助成金 ﾊﾛｰﾜｰｸ、労働局
有給取得する 小学校休業等対応助成金 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得を支援 小学校等の臨時休業等に関する支援 コールセンター
生活費が困窮 緊急小口資金等特例／緊急小口資金 生活困窮者対象（個人事業含）。20万円、10万円以内。償還2年（据置1年）以内。無利子 緊急小口貸付等の特例貸付（チラシ） 社会福祉協議会
生活費が困窮 緊急小口資金等特例／総合支援資金 生活困窮者対象（個人事業含）。月20万、15万円以内、償還10年（据置1年）以内。無利子 緊急小口貸付等の特例貸付（チラシ） 社会福祉協議会
ﾃﾚﾜｰｸ導入 働き方改革推進支援助成金（ﾃﾚﾜｰｸｺｰｽ等） テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成 テレワーク 厚労省
納税できない 税務申告・納付期限の延長 4月17日（金）以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける 申告納付について 国税庁

納税の猶予の特例 2月以降、売上が減少（前年同月比▲20％以上）した事業者。無担保、延滞税なし 納税困難な方へ 財務省
国税の納付の猶予制度 国税を一時に納付することが困難な事業者が対象。換価の猶予、納税の猶予 納税困難な方へ 国税庁（該当ページ）
地方税の猶予制度 コロナにより納税資力が著しく低下している納税者が対象。徴収の猶予、換価の猶予 地方税対応について 地元自治体

法人税の一部還付 欠損金の繰戻し還付 前年度黒字で今年度赤字の場合、損失が発生した場合など、法人税を還付 還付特例 財務省
固税等の軽減 固定資産税等の軽減 固定資産税・都市計画税の減免、固定資産税の特例（固定ゼロ）の拡充・延長 固税等の軽減 中小企業庁
納付できない 厚生年金保険料等の猶予制度 換価の猶予、及び納付の猶予を実施 換価の猶予 納付の猶予 年金事務所

国保等保険料等の取扱いについて 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料（税）等の猶予を実施 国保等の取扱い 地元自治体
電気代払えない 電気・ガス料金の支払猶予等について 供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予を実施 支払い困難な方へ 電気事業者 ガス事業者
NHK料金が払えない NHK放送受信料の免除について 持続化給付金の給付決定者が対象。事業所などの放送受信契約の免除 NHK（受信料免除） パンフ該当箇所 HNKの窓口

＜制作＞
株式会社MBSコンサルティング／資金調達サポート会
代表　吉田学 ＞お問い合わせ先

制度の詳細内容

制度の詳細内容

制度の詳細内容 相談・申請窓口等

相談・申請窓口等

相談・申請窓口等

（１）経産省コロナ感染症関連 （２）中小企業庁TOP （３）日本公庫ＴＯＰ （４）金融庁コロナ感染症関連情報 
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