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経済産業省中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り支援として、

民間金融機関による信用保証付き融資（信用保証制度）においては、セーフティネット保証4号の指定、セーフ
ティネット保証５号の業種指定を行い、通常とは別枠で最大2.8億円の信用保証を可能としています。また、民間
ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための信用保証制度（コロナ借換保証）を令和5年1月10日から開始する
とともに、早期の経営改善や事業再生を後押しするための信用保証制度の要件拡充（経営改善サポート保証
（感染症対応型）、信用保証付債権DDS）を令和5年1月31日より実施しています。

政府系金融機関による融資においては、日本政策金融公庫によるスーパー低利融資について、債務負担が重
い事業者（債務償還年数が13年以上）であれば、売上減少要件を満たしていなくても融資対象となるよう、
令和5年2月1日から要件を緩和し、借換えの円滑化を図っております。

感染症の影響を受ける事業者の皆様の資金繰りに御活用ください。

※上記以外にも複数の支援策を用意しており、経済産業省HP特設ページに掲載しています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 右のQRコードより御確認頂けます。

（資料に関するお問合せ先）

経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課

電話：011-709-2311(内線2575～2576）

011-709-1783（直通）

E-mail：bzl-hokkaido-chusho@meti.go.jp

札幌市北区北８条西２丁目 札幌第一合同庁舎

中小企業金融相談窓口
中小企業庁では、資金繰り支援策全般に関してのご質問・御相談を受け付ける専用ダイヤル
を設けております。資金繰りに関してお困りの方は、以下まで御連絡ください。

電話 0570ｰ783183
開設時間 平日 9:00～17:00

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

「資金繰り支援制度」のご案内

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
mailto:bzl-hokkaido-chusho@meti.go.jp
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１．民間の信用保証付き融資
（信用保証制度等）



（１）民間金融機関による信用保証付き融資

【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】

■中小企業 金融相談窓口 0570ｰ783183
※平日 9時00分～17時00分

■金融庁相談ダイヤル 0120ｰ156811（フリーダイヤル）
※平日10時00分～17時00分 ※IP電話からは03ｰ5251ｰ6813におかけください。

■個別支援策のお問合せ先 各ページ末尾の 【お問合せ先】までご連絡ください。

1

■セーフティネット保証４号・５号

一般保証とは別枠(2.8億円)で保証。4号は全国47都道府県を対象地域に指定（100％保証）。

5号は影響を受けている業種を指定（80%保証）。

一般保証枠
（2.8億円）

SN保証枠
（2.8億円）

■信用保証付融資における保証料減免

伴走支援型特別保証制度を利用した場合に保証料を減免。



（２）信用保証制度の仕組み

【概要】

信用保証制度は、中小企業、金融機関および

信用保証協会の三者関係で成りたっています。

【メリット】
1.お取引き金融機関のプロパー融資と保証付融資との併用で借入枠の拡大を図ることができます。
2.お客様の資金ニーズに合わせた様々な保証制度（一般保証、セーフティネット保証等）を用意しています。また、有利な条件の北海道や道内各市町村の融資制度を併用

いただけます。
3.お客様からいただくのは信用保証料のみです。その他の相談料や手数料は一切かかりません。

【ご利用の流れ】

1.中小企業が保証付融資を受ける場合、金融機関を経由する方法と信用保証協会へ直接申込む方法があります。また、セーフティネット保証を申し込む場合、売上高等の減
少について、市町村の認定を受ける必要があります。

2.信用保証協会は企業の経営内容を審査し、保証の諾否を金融機関に通知します。

3.保証の承諾を受けた金融機関は融資を実行します。そのとき、中小企業は利息とは別に所定の信用保証料をご負担いただきます。

4.融資を受けた条件により金融機関へご返済いただくことになります。

5.万一その期限に返済が不可能となった場合は、金融機関の請求により信用保証協会が中小企業（借入人）に代わって借入金を金融機関へ返済（代位弁済）します。

6.代位弁済後、中小企業（借入人・関係人等）と相談しながら、信用保証協会へご返済いただくこととなります。

【信用保証をご利用いただける方】

➢ 事業を営んでいる個人事業主、会社、組合、その他法人が対象です。

➢ 会社の場合は、常時使用する従業員数または資本の額（出資の総額）のいずれかが、一定規模以下であることが要件となっています。

✓ 農業、林業、漁業、金融・保険業および公序良俗に反する遊興娯楽業や風俗営業等の一部は保証の対象となりません。

✓ 許可、認可、届出等を必要とする業種では、当該事業に係る許可等を受けていることの確認が必要です。

✓ 反社会的勢力は信用保証の対象となりません。 ２

信用保証協会金融機関

中小企業

①保証依頼

⑤代位弁済

②保証承諾

①融資申込 ①保証申込

③融資

④返済

⑥弁済

返済が
困難な場合



（３）新型コロナウイルス対応（通常とは別枠で最大２．８億円の信用保証）

セーフティネット保証制度で、最大2.8億円の信用保証枠を、一般保証とは別枠で確保します。

３

※１ ただし、保証対象業種に限る

４号 ５号

目的
突発的災害

（自然災害等）

業況の悪化している業種

（全国的）

保証割合
80%

（残り20%は金融機関が負担）
100%

80%
（残り20%は金融機関が負担）

2億8,000万円

普通保証 2億円

　無担保 8,000万円

うち無担保無保証人 2,000万円

保証期間 協会所定

対象資金 運転資金、設備資金

保証料率 協会所定
協会所定

0.8%前後

協会所定

0.8%前後

対象要件 －
売上高等が前年同月比

▲20%以上減少等の場合

売上高等が前年同月比

▲5%以上減少等の場合

市町村の認定 不要

指定期間 － R2/2/18～R5/6/30 R5/4/1～R5/6/30

対象業種※1 全業種 全業種 　　指定業種　※2

対象地域 －

備考 － 業歴3ヶ月以上～1年1ヶ月未満の事業者等について、R2/3/13以降は認定基準の運用を緩和

全国47都道府県

2億8,000万円

上記の売上高等の減少について、市町村の認定が必要

経営安定資金（運転資金、設備資金）

　無担保 8,000万円

　うち無担保無保証人 2,000万円

【運転資金】10年以内

【設備資金】20年以内

セーフティネット保証
一般保証

普通保証 2億円
保証限度額

※２ 指定業種については右記URLを参照 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm


（４）セーフティネット保証４号の概要

１．制度概要
○自然災害等の突発的事由（噴火、地震、台風等）により経営の安定に支障を生じている中小企業者
への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合又は都道府県から要請があり国とし
て指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の
100％を保証する制度。 ※保証対象業種に限る。

２．対象中小企業者
（イ）指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
（ロ）災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月

に比して20％以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して
20％以上減少することが見込まれること。 （売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要）

３．内容（保証条件）

①対象資金：経営安定資金

②保証割合：100％保証

③保証限度額：一般保証とは別枠で２億８，０００万円 → 

※セーフティネット保証５号とは併用可だが、同じ枠になる

【一般保証限度額】
2億8,000万円以内

【別枠保証限度額】
2億8,000万円以内

＜ご利用手続の流れ（セーフティネット保証４号・５号）＞
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます（事前相談も可）。
※認定書の様式：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/tokuteinintei.htm
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

４

指定期間：令和2年2月18日～令和5年６月3０日

※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各支援策の変更に伴う影響等を受けている事業者等
について、認定基準の運用を緩和 (「最近1ヶ月」を「最近６ヶ月」等での比較)

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/tokuteinintei.htm


（５）セーフティネット保証５号の概要

１．制度概要
○全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、

信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80％を保証する制度。 ※保証対象業種に限る。

２．対象中小企業者
①指定業種（※１）に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5％以上減少。

※１．指定業種は、中小企業庁HPから御覧頂けます。 ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

※２．時限的な運用緩和として、令和２年２月以降直近３ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高

見込みを含む３ヶ月間の売上高等の減少でも可。 例）２月の売上高実績＋３月、４月の売上高見込み

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20％以上を占める原油等の仕入価格が20％以上上昇しているにもかかわらず、

製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。（売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要）

３．内容（保証条件）
①対象資金：経営安定資金
②保証割合：80％保証
③保証限度額：一般保証とは別枠で２億８，０００万円

※セーフティネット保証４号とは併用可だが、同じ枠になる
【一般保証限度額】

2億8,000万円以内
【別枠保証限度額】

2億8,000万円以内

＜ご利用手続の流れ（セーフティネット保証４号・５号）＞
①対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います。
②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます（事前相談も可）。
※認定書の様式：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/tokuteinintei.htm
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

＜セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法＞
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
1.まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

2.該当業種が属する細分類番号を特定します。 ※細分類番号は4桁です。
3.次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がな
いものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「～に限る。」「～を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

■日本標準産業分類(平成25年10月改定版)(参照:政策統括官(統計基準担当)) https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm

５

指定期間：令和5年４月1日～令和5年６月3０日

※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各支援策の変更に伴う影響等を受けている事業者等について、認定
基準の運用を緩和 (「最近1ヶ月」を「最近６ヶ月」等での比較)

＋→

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/tokuteinintei.htm
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm


（６）新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和

【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
①業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【認定基準】

○前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証４号・５号が利用できるように認定
基準の運用を緩和。

最近１ヶ月の売上高等と
前年同月を比較

＋
その後２ヶ月間(見込み)を含
む３ヶ月の売上高等と前
年同期を比較

（現状）
対前年と比較

運用
緩和

（緩和後）
新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較

最近１ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

最近１ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
＋

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の３倍を比較

最近１ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
＋

その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

又は

又は

※上記の売上高等減少の基準については、セーフティネット保証４号は▲20%以上、セーフティネット保
証５号は▲５％以上
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（７）コロナ借換保証制度 【令和５年１月１０日より開始】

7

新型コロナの影響等で債務が積み上がった中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要
に加え、新たな前向きな資金需要にも対応する信用保証制度。

保証限度額 1億円（100％保証融資は100％保証で借換え可）

保証期間等 10年以内（据置期間５年以内）

金利 金融機関所定

保証料率 0.2％等（国による補助前は0.85％等）

保証人 代表者は一定要件（①法人・個人分離、②資産超過）を満たせば不要（代表者以外の連帯保証人は原則不要）

対象要件等

次のいずれかに該当し、かつ、「経営行動計画書」を作成の上、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時
における信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げ。
① セーフティネット４号の認定を受けている方
② セーフティネット５号の認定を受けている方
③ 売上高が5％以上減少している方
④ 売上高総利益率または営業利益率が5％以上減少している方

制度の詳細：中小企業庁HP
「民間ゼロゼロ融資等の返済負担軽減のための保証制度(コロナ借換保証)を開始します。」 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html

※本制度は伴走支援型特別保証制度を活用して創設。

【制度概要（イメージ）】

中
小
企
業
者

市区町村

保証協会

②与信審査・書類準備

③セーフティネット保証の
認定申請

④保証審査の依頼・
経営行動計画書の提出

⑤融資

①融資申込／経営行動計画書の作成
・自社の現状認識、財務分析
・具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、
今後の具体的なアクションプラン

・収支計画・返済計画（黒字化目標含む）など

金
融
機
関

⑥金融機関による継続的な伴走支援

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html


（８）経営改善サポート保証（感染症対応型）【令和５年１月３１日より要件拡充】
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早期の事業再生を後押しするため、経営サポート会議や中小企業活性化協議会等の支援に加え、認定
経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画等に基づ
き、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制
度」について、据置期間を最大５年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げます。
※経営サポート会議：金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

保証限度額 ２億8,000万円

保証期間 15年以内

据置期間 5年以内

金利 金融機関所定

保証料率 0.2%（国による補助前は原則0.8％または1.0％）

保証人 代表者は一定要件（①法人・個人分離、②資産超過）を満たせば不要（代表者以外の連帯保証人は原則不要）

保証割合 責任共有保証（80％保証）。ただし100％保証およびコロナ禍のSN5号からの借換については100%保証。

制度の詳細：中小企業庁HP
「中小企業者に対する早期の経営改善や事業再生を後押しするための信用保証制度の要件を拡充します」 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/kaizen_saisei.html

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/kaizen_saisei.html


（９）信用保証付債権ＤＤＳ 【令和５年１月３１日より要件拡充】
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中小企業者の経営改善や事業再生を後押しするため、特に債務超過に苦慮する中小企業者への金融支援である信
用保証付債権DDSの対象計画を拡充し、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定
を支援した事業再生計画」においても対象とします。ただし、当該計画を用いて信用保証付債権DDSを検討する場合に
おいて、信用保証付債権しか存在しない場合は、プロパー新規融資の原則同時実行を要件とします。

※信用保証付債権DDS：信用保証付債権の一部に対して、保証条件変更手続きを行うことにより、資本的劣後ローンへ転換する。

対象者

信用保証協会を利用している中小企
業者であって、再生計画等を策定し、
金融機関等の支援を得て、経営改善・
事業再生を図ろうとするもの

※再生計画については、中小企業活性化
協議会や地域経済活性化支援機構に加
え、認定経営革新等支援機関が経営改
善計画策定支援事業によって策定を支援
した事業再生計画等が対象

劣後化
手続き

信用保証付債権について保証条件変
更手続きを行う

期間
５年超
（再生計画等で求められている期間）

償還
方法

原則として、期日一括返済

金利
原則として、配当可能利益に応じた金
利設定

保証
料率

通常の条件変更手続き同様、貸付実
行時の保証料率を適用

制度の詳細：中小企業庁HP
「中小企業者に対する早期の経営改善や事業再生を後押しするための信用保証制度の要件を拡充します」 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/kaizen_saisei.html

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/kaizen_saisei.html


札幌本店
札幌市中央区大通西14丁目1 番地
0120-279-540

旭川支店
旭川市7条通13丁目59番地2
0166-24-1441

函館支店
函館市大森町24番1号
0138-23-8425

帯広支店
帯広市西3条南6丁目18番地2
0155-24-3658

釧路支店
釧路市黒金町６丁目１番地
0154-23-1361

北見支店
北見市北8条東1丁目3番地
0157-24-5196

小樽支店
小樽市稲穂2 丁目22 番1 号
（小樽経済センター2 階）
0134-22-5188

室蘭支店
室蘭市東町4丁目29番1号
（市中小企業センター3 階）
0143-45-6001

苫小牧支店
苫小牧市表町1丁目1番13号
（苫小牧経済センタービル2階）
0144-33-1751

滝川支店
滝川市大町2丁目5番32 号
0125-23-1201

（１０）北海道信用保証協会の店舗一覧（本店＋９支店）

➢ 保証付で融資を受ける場合、金融機関を経由する方法と信用保証協会へ直接申込む方法があります。

➢ セーフティネット保証を申し込む場合、売上高等の減少について、市町村の認定を受ける必要があります。
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（参考）



２．政府系融資（一般）



（１）一般の中小企業・小規模事業者向け貸付制度

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした貸付制度では、以下の支援策をご活用いただくことが可能です。

【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】

■中小企業金融相談窓口 0570ｰ783183

※平日 9時00分～17時00分

■金融庁相談ダイヤル 0120ｰ156811（フリーダイヤル）

※平日10時00分～17時00分 ※IP電話からは03ｰ5251ｰ6813におかけください。

■個別支援策のお問合せ先 各ページ末尾の 【お問合せ先】までご連絡ください。

11

金利引き下げなし 金利▲0.9%引下げ

大きく分けて２段階の支援を実施

■新型コロナウイルス感染症特別貸付
■新型コロナウイルス対策マル経融資

【対象要件】

売上高▲5％以上減少

※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）については、柔軟に対応

債務負担が重くなっている（債務償還年数13年以上）

【対象要件】

売上高等の要件はなし

■セーフティネット貸付
基準金利



（２）新型コロナウイルス感染症特別貸付

【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①から③までのいずれかに該当する方
①最近１ヵ月間の売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高が前５年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少した方
②業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業（ベンチャー・スタートアップ企
業を含む。）など、前5年同期と単純に比較できない場合等は、最近１ヵ月間の売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高（業歴６ヵ月未満の場
合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高）が、次のいずれかと比較して５％以上減少している方

a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月～12月の売上高平均額
※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

③債務負担が重くなっている方（債務償還年数13年以上）

【資金の使いみち】運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る） 【既往債務の借換】公庫の既往債務の借換も可 【担保】無担保

【貸付期間】設備20年以内、運転20年以内 【うち据置期間】5年以内

【融資限度額（別枠）】中小事業6億円、国民事業8,000万円

【金利】当初3年間基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利

中小事業1.08％→0.18％、国民事業1.18％→0.28％

【利下げ限度額】中小事業4億円、国民事業6,000万円

※金利は令和5年2月1日時点、貸付期間５年の場合、信用力や担保の有無にかかわらず一律

【お問合せ先】

■平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505 ※北海道内の店舗一覧・連絡先は、19ページを御覧下さい。
沖縄振興開発金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-981-827

※前5年の全ての同期における売上高が自然災害や事業者本人の怪我・病気、店舗の建替など特殊事情の影響を受けている場合は、一定の要件に合致すれば最近１ヵ月間の売上高又は
過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高と特殊事情の影響を受ける前の直近の同期の売上高とを比較できます。
※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で6,000万円。
※国民事業においては、継続して事業を行う一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人等の方も対象になります。
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信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期間は最長５年。



（３）新型コロナウイルス対策マル経融資

■マル経融資とは？

小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経）は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた
小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。

【ご利用いただける方】
①最近１ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している小規模事
業者の方
②前5年全ての同期との比較が望ましくない場合であって、最近１ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高が、次のいずれかと
比較して５％以上減少している方

a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高

b 令和元年12月の売上高

c 令和元年10月～12月の売上高平均額

③債務負担が重くなっている方（債務償還年数13年以上）

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る）

【融資限度額】 別枠1,000万円

【金利】 利率1.18%（令和5年2月1日時点）より当初3年間、▲0.9%

※利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合
計で6,000万円となります。

■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の

貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。
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【お問合せ先】

日本政策金融公庫（沖縄振興開発金融公庫）の本支店 ※北海道内の店舗一覧・連絡先は、19ページを御覧下さい。

または、お近くの商工会・商工会議所
※経済産業省ＨＰ特設ページ内の「新型コロナウイルスに関する

経営相談窓口一覧」または右のQRコードよりご確認いただけます。

※前5年の全ての同期における売上高が自然災害や事業者本人の怪我・病気、店舗の建替など特殊事情の影響を受けている場合は、一定の要件に合致すれば最近１ヵ月間の売上高又は
過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高と特殊事情の影響を受ける前の直近の同期の売上高とを比較できます。



（４）特別利子補給制度

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、 「新型コロナウイルス対策マル経融資」等、若しくは商工中金等
による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者に対して、最長３年間分の利子相当額
一括で助成。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
※実質無利子化の対象となる特別貸付等については、令和４年９月末で申込受付を終了しています。

【適用対象】

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危
機対応融資」により借入を行った中小企業者等で、特別貸付等の申込を行なった際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売
上高又は最近1か月から遡った6か月間の平均売上高と前4年のいずれかの年の同期と比較して、以下の要件を満たす方

①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし

②小規模事業者（法人事業者）：売上高▲15％減少

③中小企業者等（上記➀➁を除く事業者）：売上高▲20％減少

※小規模要件

・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】

・期間：借入後当初3年間（最長）

・補給対象上限：中小事業・商工中金等3億円

国民事業6,000万円

※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

【詳細】
（独）中小企業基盤整備機構ＨＰ（特別利子補給制度特設ページ）
https://tokubetsu-riho.jp/
【お問合せ先】
（独）中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515
【受付時間】平日 9時00分～17時00分
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国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染
症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生
新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対
策衛経」との合計で6,000万円となります。

業歴が3か月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡
大等を行った方は、前4年ではなく、過去3か月（最近1か月含む）
の平均額・令和元年12月・令和元年10月～12月の平均額のうち
いずれかの売上高と比較も可能です。

https://tokubetsu-riho.jp/


（５）セーフティネット貸付

■制度概要（セーフティネット貸付とは？）

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、
その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金

【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】 設備資金15年以内、運転資金8年以内

【据置期間】 3年以内

【金利】 基準金利：中小事業1.08%、国民事業1.83％

※令和5年2月1日時点、貸付期間５年の場合、貸付期間・担保の有無等により変動

■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
令和2年2月14日（金）より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、
「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に。
詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】

■平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505 ※北海道内の店舗一覧・連絡先は、19ページを御覧下さい。
沖縄振興開発金融公庫事業資金相談ダイヤル：0120-981-827
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（６）日本公庫等の既往債務の借換

⚫ 日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付について、各機関毎に、既往債務の借換も可能
です。

【対象制度】

（１）日本政策金融公庫及び沖縄公庫

・新型コロナウイルス感染症特別貸付

・新型コロナウイルス対策マル経融資

・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

・新型コロナウイルス対策衛経 等

【お問合せ先】
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【金利引き下げ・実質無利子化の限度額】

（１）日本政策金融公庫及び沖縄公庫

中小企業事業 ４億円

国民生活事業 6千万円

【借換え限度額】

（１）日本政策金融公庫及び沖縄公庫

中小企業事業 6億円

国民生活事業 8千万円

※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額

＜平日のご相談＞
日本公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505
沖縄公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-981-827



（７）新型コロナ対策資本性劣後ローン

【お問合せ先】
日本政策金融公庫＜平日＞0120-154-505
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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等に取り
組む企業に対して、民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後ローンを供給し、事業の成長・継続等を支援します。

主な貸付条件

【貸付対象】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、以下のいずれかに該当する事業者

①J-Startupプログラムに選定 又は中小企業基盤整備機構が出資する投資ファンドから出資を受けた事業者

②中小企業活性化協議会の関与のもとで事業再生を行う事業者 又は中小企業基盤整備機構が出資する投資ファンドの

関与のもとで事業の再生を行う事業者
③事業計画を策定し、民間金融機関等による協調支援（※１）を受ける事業者（※２）

※１ 原則として融資後概ね１年以内に民間金融機関等から融資等による資金調達が見込まれること
※２ 民間金融機関等からの協調支援を希望しない場合等においては、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定していれば対象

【資金の使いみち】 事業を行うために必要な設備資金および運転資金

【貸付限度】 中小事業 10億円（別枠）

国民事業 7,200万円（別枠）

【担保】 無担保

【貸付期間】 5年1ヶ月、7年、10年、15年、20年（期限一括償還）※5年を超えれば期限前弁済可能

【貸付利率】 当初3年間一律、4年目以降は直近決算の業績に応じて変動

5年1か月・7年・10年 15年 20年

0.50% 2.60% 2.70% 2.95%

4年目以降黒字の場合当初3年間及び

4年目以降赤字の場合



（８）日本政策金融公庫とは
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日本公庫は、100％政府出資の政策金融機関です。銀行などの一般の金融機関を補完し、国民生活の
向上を目的としています。国の政策に則った固定金利、長期の融資制度をご用意しておりますので、安心して
ご利用いただけます。

国民生活事業
国民生活事業は、地域の身近な金融機関として、
小規模事業者や創業企業の皆さまへの事業資金融
資のほか、お子さまの入学資金などを必要とする皆さ
まへの教育資金融資などを行っています。

中小企業事業
中小企業事業は、融資、信用保険などの多様な

機能により、日本経済の活力の源泉であり、地域経
済を支える中小企業・小規模事業者の皆さまの成
長・発展を金融面から支援しています。

農林水産事業
農林水産事業は、農林漁業や食品産業の皆さま

への融資を通じて、国内農林水産業の体質強化や
安全で良質な食料の安定供給に貢献しています。

（参考）



札幌支店
札幌市中央区北一条西2-2-2
（北海道経済センタービル)
●中小企業事業 011-281-5221
○国民生活事業 011-231-9131

札幌北支店
札幌市北区北七条西4-5-1
（伊藤110ビル）
○国民生活事業 011-726-4221

旭川支店
旭川市四条通9-1704-12
（朝日生命旭川ビル）
●中小企業事業 0166-24-4161
○国民生活事業 0166-23-5241

函館支店
函館市豊川町20-9
●中小企業事業 0138-23-7175
○国民生活事業 0138-23-8291

帯広支店
帯広市大通南9-4（帯広大通ビル）
○国民生活事業 0155-24-3525

釧路支店
釧路市大町1-1-1
（道東経済センタービル）
●中小企業事業 0154-43-2541
○国民生活事業 0154-43-3330

北見支店
北見市幸町1-2-22
○国民生活事業 0157-24-4115

小樽支店
小樽市稲穂2-1-3
○国民生活事業 0134-23-1167

室蘭支店
室蘭市東町2-9-8
○国民生活事業 0143-44-1731

北海道内９支店（うち、中小企業事業は４支店）

（９）日本政策金融公庫の店舗一覧
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（参考）



３．政府系融資（生活衛生関係）



（１）生活衛生関係の事業者向け貸付制度

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした貸付制度に加え、生活衛生関係の事業者の皆様は以下の支援策をご
活用いただくことが可能です。大きく分けて、２段階の支援を実施しています。

【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】

■中小企業金融相談窓口 0570ｰ783183

※平日 9時00分～17時00分

■金融庁相談ダイヤル 0120ｰ156811（フリーダイヤル）

※平日 10時00分～17時00分 ※IP電話からは03ｰ5251ｰ6813におかけください。

■個別支援策のお問合せ先 各ページ末尾の 【お問合せ先】までご連絡ください。
20

金利引き下げなし 金利▲0.9%引下げ

■生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
■新型コロナウイルス対策衛経
金利当初3年▲0.9％引下げ

【対象要件】

売上高▲5％以上減少

債務負担が重くなっている（債務償還年数13年以上）

■衛生環境激変対策特別貸付
振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利
を▲0.9％引下げ、飲食店・喫茶店営業の方は別枠1,000万円、旅館業の方は
別枠3,000万円で融資

一般向け支援と同様に、大きく分けて２段階の支援を実施



（２）生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

⚫ 担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9％の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

【融資対象】
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の①から③までのいずれかに該当する方
①最近１ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少した方
②業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業（ベンチャー・スタートアップ

企業を含む。）など、前5年同期と単純に比較できない場合等は、最近１ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高（業歴6ヵ月未満の場
合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高）が、次のいずれかと比較して５％以上減少している方

a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月～12月の売上高平均額

③債務負担が重くなっている方（債務償還年数13年以上）

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る）

【貸付期間】 設備20年以内、運転20年以内 【うち据置期間】 5年以内

【融資限度額（別枠）】 8,000万円 【担保】 無担保

【金利】 当初3年間 基準金利▲0.9％（1.18％→0.28％） 4年目以降 基準金利

【利下げ限度額】 6,000万円

※金利は令和5年2月1日時点、貸付期間５年の場合、信用力や担保の有無にかかわらず一律

【お問合せ先】

■平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505 ※北海道内の店舗一覧・連絡先は、18ページを御覧下さい。
沖縄振興開発金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-981-827

※前5年の全ての同期における売上高が自然災害や事業者本人の怪我・病気、店舗の建替など特殊事情の影響を受けている場合は、一定の要件に合致すれば最近１ヵ月間の売上高又
は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高と特殊事情の影響を受ける前の直近の同期の売上高とを比較できます。
※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で6,000万円。
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（３）新型コロナウイルス対策衛経融資

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・
無保証人で利用できる制度です。

【ご利用いただける方】
①最近１ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して５%以上減少している小規模事業者の方
②前5年全ての同期との比較が望ましくない場合であって、最近１ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高が、次のいずれかと比較して５％
以上減少している方

a 過去3ヶ月（最近1ヶ月を含む。）の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月～12月の売上高平均額

③債務負担が重くなっている方（債務償還年数13年以上）

【資金の使いみち】 運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る）

【融資限度額】 別枠1,000万円

【金利】 1.18％（令和5年2月1日時点）より当初3年間、▲0.9%引下げ

※利下げ限度額は「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」および「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」との合計で
6,000万円となります。

【お問合せ先】

■平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505 ※北海道内の店舗一覧・連絡先は、18ページを御覧下さい。
沖縄振興開発金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-981-827

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。
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■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年

間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

※前5年の全ての同期における売上高が自然災害や事業者本人の怪我・病気、店舗の建替など特殊事情の影響を受けている場合は、一定の要件に合致すれば最近１ヵ月間の売上高又
は過去6ヵ月（最近1ヵ月を含む。）の平均売上高と特殊事情の影響を受ける前の直近の同期の売上高とを比較できます。



（４）特別利子補給制度
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⚫ 日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「新型コロナウイルス対策衛経」より借入を行った中
小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最大３年間分の利子相当額を一括で助成。また、公庫の既往債務の
借換も実質無利子化の対象に。
※実質無利子化の対象となる特別貸付等については、令和４年９月末で申込受付を終了しています。

【適用対象】

「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業
者等で、特別貸付等の申込を行なった際の最近1か月、その翌月若しくはその翌々月の売上高又は最近1か月から
遡った6か月間の平均売上高と前4年のいずれかの年の同期と比較して、以下の要件を満たす方

①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る）：要件なし

②小規模事業者（法人事業者）：売上高▲15％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

③中小企業者（上記➀➁を除く事業者）：売上高▲20％減少
（注）最近1ヵ月間の売上高のほか、最近14日間以上1ヵ月未満の任意の期間における売上高

【利子補給】

期間：借入後当初3年間（最長）

補給対象上限：6,000万円

※利子補給上限額は新規融資と公庫の既往債務借換との合計金額

※業歴が3か月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前4年ではなく、過去3か月（最近1か月含む）の平均額・令和元年12月・令和元年10月～12
月の平均額のうちいずれかの売上高と比較できます。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「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
コロナウイルス対策衛経」との合計で6,000万円となります。

【詳細】
（独）中小企業基盤整備機構ＨＰ（特別利子補給制度特設ページ）
https://tokubetsu-riho.jp/
【お問合せ先】
（独）中小企業基盤整備機構 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515
【受付時間】平日 9時00分～17時00分

https://tokubetsu-riho.jp/


（５）衛生環境激変対策特別貸付

感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛
生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業
及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①最近１ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10％以上減少しており、かつ、今後も減少が見込
まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

【資金の使いみち】 運転資金

【融資限度額】 別枠1,000万円（旅館業は別枠3,000万円）

【金利】 基準金利：1.83%

ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利－0.9％

※令和5年2月1日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

【貸付期間】 15年以内（うち据置期間3年以内）

【お問合せ先】

■平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505 ※北海道内の店舗一覧・連絡先は、19ページを御覧下さい。
沖縄振興開発金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-981-827

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。
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４．その他



（１）収益力改善支援
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中小企業活性化協議会（※）において、令和４年４月１日から、コロナ禍での収益力の低下や資金繰り悪化が生じた
先への支援に加え、一時的な収益力の悪化等により今後収益力が低下する恐れのある事業者への予防的計画策定支援
を開始します。金融支援の有無は問わず、簡易な収支・資金繰り計画及び事業継続アクションプランの策定支援を行いま
す。あわせて本支援において、特例リスケジュール支援の受け皿機能も担います。

【お問合せ先】
北海道中小企業活性化協議会 011-222-2829
（※経営改善計画策定支援事業については011-232-0217）
https://www.sapporo-cci.or.jp/saisei/

※中小企業活性化協議会とは
中小企業再生支援協議会と経営改善支援センターを統合し、令和４年４月１日より、中小企業活性化協議会を発⾜します。同協議会は、中小企業の

活性化を支援する「公的機関」として47都道府県に設置されており、全国の商工会議所等が運営しています。また、同協議会が地域のハブとなり、金融機関、
民間専門家、各種支援機関と連携し、「地域全体での収益力改善、経営改善、事業再生、再チャレンジの最大化」を追求します。

＜詳しくは、以下の中小企業庁ホームページより御覧いただけます＞
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/01.html

主な支援内容、手続きの流れ

① 収益力改善に向けた計画策定支援
• ポストコロナに向け、収益力改善のためのアクションプラン等の策定を支援（原則無料（*））。

② 資金繰り計画の策定支援
• 今後数年間の資金繰り計画の策定を支援（原則無料（*））。

③ 金融支援（リスケジュール）の調整 【必要に応じて】
• 必要に応じて、金融機関の支援姿勢を確認した上で、中小企業に代わり、金融機関に返済猶予を要請。

④ 定期的なモニタリング

⑤ 金融機関との支援方針の目線合わせ
• 金融機関とアクションプランの進捗状況を確認し、今後の支援方針を擦り合わせ。

⑥ 適切な支援策への移行
（*）事業者の状況に応じ、費用負担が生じる可能性もあるが、その際も国が費用の一部を負担。

https://www.sapporo-cci.or.jp/saisei/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/01.html


（２）金融機関等への配慮要請

新型コロナウイルス感染症の影響により、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、関係機関と連携し、令和２年２月以降、政府系
金融機関等に対して累次にわたって要請を行いました。

令和３年１月19日の要請では、大臣名で事業者等の業況を十分に把握した上で、資金繰り支援に引き続き全力を挙げて丁寧かつ迅速に対応す
ること、政府系機関においては、条件変更時に、経営改善計画書や資金繰り表等を省略する等最大限柔軟な対応を行うことなど、資金繰り支援に万
全を期すよう、改めて配慮を要請しております。

どんな配慮を要請しているの？ （※繰り返し要請している内容は省略）

政府系金融機関等に以下の配慮を要請しております。

【年末の資金繰りについて（令和２年11月30日）】

①迅速かつ積極的な対応

②適時適切な貸出

③実情に応じた親身な対応

④個人保証の見直し等

【GoToキャンペーンの一時停止を踏まえて（令和２年12月17日）】

①迅速かつ柔軟に対応

②事業者等の実情に応じた最大限の配慮

③売上高要件の緩和

【緊急事態宣言を踏まえて（令和３年１月８日）】

①手続きの簡素化等顧客の利便性向上に努めること

②個別企業の実情に応じた最大限の配慮

【新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえて（令和３年１月19日）】

大臣から政府系金融機関等に対して、資金繰り支援に引き続き全力を挙げて丁寧かつ迅速に対応を要請。

【お問合せ先】
中小企業金融相談窓口 0570ｰ783183
金融庁相談ダイヤル：0120ｰ156811（フリーダイヤル）
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なお、民間金融機関に対しても、金融庁から、事業者への積極的な支援（事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、経営の継続に必要な資
金の供給、既存融資の条件変更等）を実施するよう、累次にわたって要請を行っております。


