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給付金、助成金、支援金、経営支援等 
実施機関 名称 問合せ先 頁 

国 

事業復活支援金 事業復活支援金事務局 ２ 
生産性革命推進事業 
 ものづくり補助金  

 
ものづくり補助金事務局 ２ 

事業再構築補助金 事業再構築補助金事務局 ３ 
中小企業等経営強化法に基づく支援措置 
(経営力向上計画の認定) 

中小企業庁・中小企業税制サポー
トセンター ３ 

事業承継・事業引継ぎ補助金 中小企業庁事業環境部財務課 ４ 
雇用調整助成金 厚生労働省、ハローワーク ４ 
労働者に対する休業支援金・給付金 休業支援金・給付金コールセンター ４ 
小学校休業等対応助成金 

北海道労働局 

４ 
両立支援等助成金（介護離職防止支援コース） ４ 
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 ５ 
両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関す
る母性健康管理措置による休暇取得コース） ５ 

北海道 

まん延防止等重点措置協力支援金 北海道感染星対策協力支援金事務局 ６ 
飲食店における感染防止対策の認証制度 
（第三者認証制度） 

新型コロナウイルス感染症対策お問
合せコールセンター ６ 

新型コロナウイルス感染症対策支援総合相談窓口 北海道後志総合振興局 ６ 
専門家派遣 感染症対策経営支援センター ６ 

小樽市 先端設備等導入計画の認定（先端設備等
に係る固定資産税への軽減税率の適用） 小樽市産業振興課 ７ 

その他 
中小企業組合等課題対応支援事業 北海道中小企業団体中央会 ８ 
オンライン海外販路拡大支援サービス 

ジェトロ北海道貿易情報センター 
８ 

海外サプライチェーン多元化事業 ８  
融資、貸付等 

窓口等 名称 備考 頁 

日本政策金融公庫 

新型コロナウイルス感染症特別貸付 
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 

９ 
新型コロナウイルス対策マル経融資 ９ 
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 ９ 
新型コロナウイルス対策衛経融資 ９ 

商工組合中央金庫 危機対応融資 １０ 

国 
特別利子補給制度 １０ 
伴走支援型特別保証制度 保証料の引下げ １０ 

日本政策金融公庫 
衛生環境激変対策特別貸付  １０ 

新型コロナ対策資本性劣後ローン 
 

１０ 
商工組合中央金庫 

銀行・信金等 

経営環境変化対応貸付【認定企業】 
北海道の制度融資 

１１ 
経営環境変化対応貸付【認定企業】伴走支援型 １１ 
企業体質強化貸付 １１ 
中小企業特別資金（マルタル資金） 

小樽市の制度融資 １１ 
経営安定短期特別資金 

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業等の皆様へ（R4.3.8 版） 

上記各支援等について、主なものを以下の市 HPにも掲載しております。 

（https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020093000129/） 

小樽市産業港湾部 
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給付金、助成金、支援金、経営支援等 
 
【国の支援策】 

 

生産性革命推進事業 
ものづくり補助金 
◆対象:生産性向上や事業環境変化への対応に取り組む中小企業等 
◆補助率・上限額:（通常枠）原則１／２、上限７５０万円～１２５０万円 

他に、①補助率２／３のデジタル枠、グリーン枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、②上限額 3000 万
円のグローバル展開型あり 

◆申請期間（第 10 次）:2 月 16 日公募開始。応募期間 3 月 15 日~5 月 11 日 
☎:ものづくり補助金事務局（０５０－８８８０－４０５３）【低感染リ型ビジネス枠:未定】 

 
 
 
  

事業復活支援金 
◆主な要件:以下の①、②の要件を満たす中小法人・個人事業者等 

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 
②２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月（対象月）の売上高が、 

２０１８年１１月～２０２１年３月の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して、 
５０％以上又は３０％以上５０％未満減少した事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆:申請期間:２０２２年１月３１日～５月３１日 
☎:事業復活支援金事務局（０１２０－７８９－１４０）https://jigyou-fukkatsu.go.jp   
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事業再構築補助金 
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡

大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援 
◆第５回公募締切:3 月 24 日 
１． 通常枠 
◆対象:以下の①～③の要件を満たす事業者 

①(a)2020 年 4 月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前
（2019 年又は 2020 年１～３月）の同３か月の合計売上高と比較して 10％以上減少かつ 
(b)2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前の
同 3 か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること 

②事業再構築に取り組む  
③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する 

◆補助率:中小企業２/３（補助額:１００万円～従業員数に応じて最大８，０００万円） 
２． その他の申請枠 （上記通常枠の①～③の要件に加え所定の要件があります） 
◆緊急事態宣言特別枠:緊急事態宣言に伴う一定の売上減少要件を満たす事業者向け 
◆卒業枠:４００社限定、中堅・大企業等へ成⾧する中小企業向け 
◆ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ V 字回復枠:１００社限定、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開により V 字回復を目指す中堅企業向け 
◆最低賃金枠:業況が厳しく最低賃金近傍で雇用する従業員が一定割合以上いる事業者向け 
◆大規模賃金引上枠:多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員

の増員と生産性の向上に取り組む事業者向け 
☎:事業再構築補助金事務局コールセンター （０５７０－０１２－０８８） 

 

中小企業等経営強化法に基づく支援措置（経営力向上計画の認定） 
経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置を受けられます。 
経営力向上計画の申請・問合せ先は各事業分野により異なります。中小企業庁ホームページ
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/）から申請先を確認してください。 
１．税制措置 
①一定の設備を新規取得するなどの要件を満たした中小企業者等は、即時償却又は取得価額の７～

１０％の税額控除を選択適用できます。 
②他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、登録免許税・不動産取得税の軽減措

置を利用することが可能です。 
③事業の承継を伴う株式等の取得価額の一定割合の金額を準備金として積み立てたときは、その事業

年度において損金算入し、据置期間後に益金として取り崩すことができます。 
２．金融支援 

通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。 
３．法的支援 
①一定の許認可事業を承継する場合に、当該許認可に係る地位を引き継げます。 
②組合の組成を含む計画に従い、組合の設立をする際には発起人が３人でも可となります。 
③事業譲渡に際し、簡略な手続きで債務を移転することができます。 
☎:経営力向上計画について 中小企業庁企画課（０３－３５０１－１９５７） 
   事業承継関係について 中小企業庁財務課（０３－３５０１－５８０３） 
   税制措置について 中小企業税制サポートセンター（０３-６２８１-９８２１） 
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事業承継・事業引継ぎ補助金 
◆対象:事業承継・引継ぎを契機として、設備投資や販路開拓などの新たな取組を行う事業者 
◆補助率:２/３ 上限額４００万円（M＆A 型:上限額８００万円）（廃業を伴う場合２００

万円上乗せ） 
☎:中小企業庁 事業環境部 財務課（０３－３５０１－５８０３） 

 

雇用調整助成金 
◆対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者で、経済上の理由により事業活動の縮小を

余儀なくされたが労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用維持を図る事業者 
◆助成額:労働者へ支払う休業手当等のうち最大１０／１０を助成 

（１人１日最大１５，０００円を上限） 
☎:ハローワークおたる（３２－８６８９） 

 

新型コロナウイルス感染症対応 労働者に対する休業支援金・給付金 
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが

できなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給 
◆対象:新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、2021 年４月 1 日

から 2022 年３月 31 日までに事業主が休業させた下記①②に当たる労働者 
①中小企業の労働者 
②大企業のシフト労働者等のうち休業期間中の賃金（休業手当）の支払いを受けることができなかっ

た労働者（※雇用保険被保険者でない方も対象） 
◆支給額:休業前賃金の８０％（日額上限８，２６５円から１１，０００円） 
◆申請期限:休業した期間等により２０２２年３月３１日又は２０２２年６月３０日 
☎:休業支援金・給付金コールセンター（０１２０－２２１－２７６） 

 

小学校休業等対応助成金 
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う

子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、有給の休
暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）を取得させた事業主へ助成 
◆支給額:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10（支給上限 1 日あたり

9,000 円～13,500 円。事業所が緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象区域にある場
合、支給上限 1 日あたり 15,000 円） 

◆申請期間:2022 年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの休暇取得分⇒2022 年 5 月 31 日 
☎:小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター（０１２０－６０－３９９９） 

 

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例） 
新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に

基づく介護休業とは別に特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主へ
の助成 
◆支給額:特別な有給休暇取得日数 合計 5 日～9 日:20 万円、合計 10 日以上:35 万円 
◆適用日:２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日に取得した休暇 
◆申請期限:支給要件を満たした翌日から起算して２か月以内 
☎:北海道労働局雇用環境・均等部（０１１－７０９－２７１５） 
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母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要と判

断された妊娠中の従業員のための有給の休暇制度を設け、制度を従業員に周知した上で、下記対象に
該当する事業者に対する助成 
◆対象:㋐２０２１年４月１日～２０２２年３月３１日の間に、休暇を５日以上従業員に取得

させ、かつ㋑新型コロナウイルス感染症に関する２０２０、２０２１年度の母性健康管理措置による
休暇取得支援コース・２０２１年度休暇取得支援助成金を受給していない事業者 

◆支給額:１事業場につき１回限り １５万円 
◆申請期限:２０２２年５月３１日まで 
☎:北海道労働局雇用環境・均等部（０１１－７０９－２７１５） 

 

両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース） 
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要と判

断された妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備して労働者に周知した事業主であっ
て、２０２０年５月７日～２０２２年３月３１日の間に休暇を２０日以上労働者に取得させた事
業者 
◆支給額:対象労働者 1 人当たり ２８．５万円（１事業所当たり上限５人まで） 
◆申請期限:２０２２年５月３１日まで 
☎:北海道労働局雇用環境・均等部（０１１－７０９－２７１５） 
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【北海道の支援策】 

まん延防止等重点措置協力支援金 
◆対象者 
〔飲食店〕食品衛生法上における飲食又は喫茶店営業許可を受けている飲食店(居酒屋を含む)、喫茶

店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗及

び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店 
〔結婚式場〕食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場等（披露宴等を行うホテル

又は旅館（集会の用に供する部分に限る）も含む） 
◆主な要請内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
◆要請期間①:２０２２年１月２７日から２月２０日まで。遅くとも、１月２９日から要請に応じて

いただくことが必要 【申請期間:２月２１日から３月３１日まで】 
◆要請期間②:２０２２年２月２１から３月６日【申請期間:３月７日から４月３０日まで】 
◆要請期間③:２０２２年３月７日から３月２１日【申請期間:開始終了とも期間未定】 
◆支給額:中小企業・個人事業者は店舗売上高に応じて 1 日当たり２．５万円～１０万円 
☎:北海道感染防止対策協力支援金事務局 （℡ ０１１－２０８－０１６９） 

 

飲食店における感染防止対策の認証制度（第三者認証制度） 
道内の飲食店を対象に、感染防止対策に必要な事項の取組状況を確認し、対策が実施されている場

合に認証する制度です 
◆対象事業者:道内で飲食業の営業許可を受けている事業者（店舗ごとに申請） 
◆申請方法:原則、下記 URL（北海道ホームページ）より電子申請で受付、郵送も可 

https://do-safety.jp/ 
☎:北海道新型コロナウイルス感染症対策コールセンター（０５７０－７８３－８１６） 

 

新型コロナウイルス感染症対策支援総合相談窓口 
新型コロナウイルス感染症対策支援に関する中小・小規模企業の皆様からの個別の相談に対し、道庁

職員がワンストップで対応します 
☎:後志総合振興局商工労働観光課内ワンストップ窓口 （０１３６－２３－１３６２） 

 

専門家派遣 
◆対象:新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者 
◆内容:資金繰り、雇用環境、助成金・給付金など、課題に応じた専門家を派遣 
◆費用:無料 
☎:新型コロナウイルス感染症対策経営センター（０８００－８００－２５５１） 

 

・同一グループ・同一テーブル

の入店案内を原則４人以内 

・業種別ガイドラインや感染

防止対策チェックリスト項

目遵守 

・カラオケ設備の提供を行う

場合、利用者の密を避ける、

換気の確保等、感染対策の

徹底 
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【小樽市による支援策】 

先端設備等導入計画の認定による金融支援・税制支援 
小樽市では、中小企業等の生産性向上の実現のため、先端設備等導入計画の申請を受け付けてお

ります。 
 先端設備等導入計画の申請に当たっては、認定経営革新等支援機関である金融機関や士業事務所
等の事前確認を受ける必要があります。また、設備の導入前に小樽市から先端設備等導入計画の認定
を受ける必要があります。 
１．金融支援 

「先端設備等導入計画」の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による
別枠での追加保証が受けられます。 
２．税制支援 
 先端設備等導入計画に基づき取得する設備について、資本金、従業員数、対象設備等に係る一定の
要件を満たす場合には、２０２３年３月３１日までに取得する設備の固定資産税が３年間ゼロとな
ります。 
◆制度の詳細、様式等:https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020110500113/(小樽市 HP) 
☎/申請先:小樽市産業振興課（０１３４－３２－４１１１ 内線２６３） 
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【その他の団体による支援策】 

課題対応支援事業 【北海道中小企業団体中央会】 
本事業は組織化された事業者の団体を対象としておりますが、一定の要件を満たす任意グループによる

申請も可能であり、北海道中小企業団体中央会の非会員団体も対象です。 
（要件の詳細は https://www.chuokai.or.jp/josei/kadai/kadaitaiou-index.html） 

１．中小企業組合等活路開拓事業 
①活路開拓事業 補助率６／１０ 上限２０００万円又は１２００万円 

専門家を招聘した委員会で検討を行い、市場調査、試作品の開発、ビジョンの策定、成果を発表す
るなどして、課題を解決、成果を共有する取組を補助します。 

②展示会等出展・開催 補助率６／１０ 上限１２００万円 
国内外の展示会への出展（バーチャル展示会への出展も可）や展示会の自主開催を補助 （商
品等の販売を伴う出展・開催は不可） 

２．組合等情報ネットワークシステム等開発事業  
補助率６／１０ 上限２０００万円又は１２００万円 

 組合等が行うアプリケーションシステムや情報ネットワークシステムの開発、開発のための計画立案、ＲＦ
Ｐ（提案依頼書策定）を支援 

３．連合会（全国組合）等研修事業 
 補助率６／１０ 上限３００万円 

所属員が 15 都道府県以上に所在する組合等が行う組合員（会員）や専従役職員を対象とした研
修の開催を支援 

☎:北海道中小企業団体中央会（０１１－２３１－１１０９） 

 

オンラインによる海外販路拡大支援サービス 【（独）日本貿易振興機構:ジェトロ】 
①米国・Amazon 越境 EC『JAPAN STORE』出品支援事業の募集 

ジェトロでは、Amazon と連携し、米国 Amazon.com（BtoC）および、Amazon ビジネス
（BtoB）上に日本商品特集ページ「JAPAN STORE」を設置、日本企業の越境 EC を活用した輸出
を支援。 
◆参加費 基本プラン 無料 ※Amazon 出品費用（月額手数料、販売手数料等）は別途必要。 
◆募集締切 基本プラン :2022 年 3 月末予定 
◆JAPAN STORE 事業 https://www.jetro.go.jp/services/amazon_japan_store.html 
◆アマゾン「JAPAN STORE」（申込み先） 

https://sell.amazon.co.jp/grow/promotions/japan-store 
②ＪＡＰＡＮ ＳＴＲＥＥＴ（海外バイヤー向けオンラインカタログサイト） 

「ＪＡＰＡＮ ＳＴＲＥＥＴ」はジェトロの基準を満たす海外の有力バイヤーのみが閲覧可能なオンラ
インカタログサイト。事業者は企業・商品情報と商品画像等を提出するだけで、 ジェトロが常時バイヤーに
商品を案内する。 バイヤーが関心を示すと、事業者にはジェトロ経由で見積や商談（オンライン含む）の
依頼が届きます。 
◆参加費:無料  ◆募集締切 2022 年 3 月 31 日 12 時 00 分 
◆JAPAN STREET 事業ホームページ https://www.jetro.go.jp/services/japan_street.html 

 
海外サプライチェーン多元化支援事業 【（独）日本貿易振興機構:ジェトロ】 

製品・部素材の海外製造拠点の複線化等、サプライチェーン強靭化に向けた設備導入を支援 
◆補助対象:企業による ASEAN 諸国等への設備投資 
◆補助率:中小企業２／３以内に補助率統制指数を乗じて補助額を決定 
◆公募期間:２０２２年３月３１日 
☎:海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局（０３－３５８２－５４１０） 
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融資、貸付等 
 
【政府系金融機関による融資等】 

新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫）  
◆対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近１か月又は過去６か月平均の売上高が前３

年の同期比で５％以上減少する方、業歴３か月以上１年１か月未満の場合は別条件 
◆貸付期間:運転資金１５年以内、設備資金２０年以内、うち据置期間は５年以内 
◆融資限度額（別枠）:中小事業６億円、国民生活事業８,０００万円 
◆金利:中小事業１.０６％、国民生活事業１.２１％、（２０２１年１０月１日時点）、当初

の３年間は金利▲０.９％（利下げ限度額は中小事業３億円、国民生活事業６，０００万円） 
※特別利子補給制度を併用することで、中小事業は３億円、国民生活事業は６，０００万円を

限度に実質的な無利子化（無担保） 
☎:日本政策金融公庫小樽支店（２３－１１６７） 

 

新型コロナウイルス対策マル経融資（日本政策金融公庫） 
◆対象:商工会議所の経営指導を受けた小規模事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

て、最近１か月又は過去６か月平均の売上高が前３年の同期比で５％以上減少している小規模事
業者など 

◆貸付期間:運転資金７年以内（据置期間３年以内）、設備資金１０年以内（据置期間４年以
内） 
◆融資限度額（別枠）:１,０００万円 
◆金利:１.２１％（２０２１年１２月１日時点）、当初の３年間は金利▲０.９％ 
※ 特別利子補給制度を併用することで、実質的な無利子化（無担保） 
☎:日本政策金融公庫小樽支店（２３－１１６７） 

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫） 
◆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て、最近１か月又

は過去６か月平均の売上高が前３年の同期比で５％以上減少している方、業歴３か月以上１年
１か月未満の場合は別条件 

◆貸付期間:運転資金１５年以内、設備資金２０年以内、うち据置期間は５年以内 
◆融資限度額（別枠）:８,０００万円 
◆金利:１.２１％（２０２１年１０月１日時点）、当初の３年間は金利▲０.９％（利下げ限

度額は６，０００万円） 
※ 特別利子補給制度を併用することで、６，０００万円を限度に実質的な無利子化（無担保） 
☎:日本政策金融公庫小樽支店（２３－１１６７） 

 

新型コロナウイルス対策衛経融資（生活衛生改善貸付）（日本政策金融公庫） 
◆対象:生活衛生同業組合などの経営指導を受けた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て、最近１か月又は過去６か月平均の売上高が前３年の同期比で５％以
上減少している小規模事業者 

◆貸付期間:運転資金７年以内（据置期間３年以内）、設備資金１０年以内（据置期間４年以
内） 
◆融資限度額（別枠）:１,０００万円 
◆金利:１.２１％（２０２１年１２月１日時点）、当初の３年間は金利▲０.９％ 
※ 特別利子補給制度を併用することで、実質的な無利子化（無担保） 
☎:日本政策金融公庫小樽支店（ ２３－１１６７） 
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危機対応融資（商工組合中央金庫） 
◆対象:新型コロナウイルス感染症の影響で、最近１か月又は過去６か月平均の売上高が前３年の

同期比で５％以上減少している方、業歴３か月以上１年１か月未満の場合は別条件 
◆貸付期間:運転資金１５年以内、設備資金２０年以内、うち据置期間は５年以内 
◆融資限度額:６億円 ◆金利:１.０６％(２０２１年１０月１日時点)、当初の３年間は金

利▲０.９％(利下げ限度額３億円) 
※ 特別利子補給制度を併用することで、３億円を上限に実質的な無利子化（無担保） 
☎:商工組合中央金庫相談窓口（０１２０－５４２－７１１） 

 
★特別利子補給制度（借入後当初３年間 実質無利子）  
１．日本政策金融公庫の「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」

「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融資」の借入れを行っ
た事業者（※公庫の既往債務の借換えも対象）で、売上高２０％以上減少した中小企業者など
【上限:中小事業３億円、国民生活事業・衛生関係６,０００万円】 

２．商工組合中央金庫の「危機対応融資」の借入れを行った事業者で、売上高２０％以上減少した中
小企業者など 【上限:３億円】 

☎:新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局（０５７０－０６０－５１５） 
 

伴走支援型特別保証制度（信用保証料の引き下げ） 
◆対象:①15％以上の売上減少､②セーフティネット保証４号・５号いずれかの認定、③経営行動計

画書の作成、④金融機関による継続的な伴走支援の要件を満たす中小企業者など 
◆保証期間:１０年以内、うち据置期間は５年以内 ◆保証限度額:６,０００万円 
◆金利:金融機関所定 ◆保証料率:０．２％（国による補助前は原則０．８５％） 
◆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 
☎:中小企業 金融・給付金相談窓口（０５７０－７８３１８３） 

 

衛生環境激変対策特別貸付（日本政策金融公庫） 
◆対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方で、

最近１か月の売上高が前年又は前々年の同期比で 10％以上減少し、今後も減少が見込まれる事
業者のうち、中⾧期的に回復し発展することが見込まれる事業者 

◆貸付期間:運転資金７年以内、うち据置期間は２年以内 
◆融資限度額（別枠）:１,０００万円（旅館業は別枠３,０００万円） 
◆金利:１.８１％（２０２１年１０月１日時点）、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合
員は金利▲０.９％ 貸付期間、担保の有無等により変動 
☎:日本政策金融公庫小樽支店（２３－１１６７） 

 

新型コロナ対策資本性劣後ローン（日本政策金融公庫、商工組合中央金庫） 
◆対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、以下の①～③のいずれかの事業者 
①J-Startup に選定又は中小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再生支援協議会又は中小機構が出資する投資ファンドの関与の下で事業再生を行う事業者 
③事業計画を策定し、民間金融機関による協調支援を受ける事業者 
◆貸付期間:５年１か月、７年、１０年、１５年、２０年（期限一括償還） 
◆貸付限度額（別枠）:金融公庫 中小事業１０億円、国民事業７，２００万円 商工中金１０億
円、 
◆金利:当初３年間０．５０％、４年目以降は直近決算の業績に応じ変動   ◆金利: 
☎:日本政策金融公庫小樽支店（２３－１１６７） 

商工組合中央金庫相談窓口（０１２０－５４２－７１１） 
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【銀行、信金等による融資等】 

中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付【認定企業】 
（北海道の制度融資。申込先は銀行、信金等） 
◆対象:セーフティネット保証４号、５号の認定を受けた事業者 
◆貸付期間:10 年以内、うち据置期間は３年以内 ◆融資限度額:２億円 
◆金利:≪固定金利≫５年以内１.０％、１０年以内１.２％、≪変動金利≫１.０％ 
◆保証料:０.４１％～ 
☎:北海道経済部地域経済局中小企業課金融係（０１１-２０４-５３４６） 

 

中小企業総合振興資金 経済環境変化対応資金 経営環境変化対応貸付【認定企業】 
(伴走支援型) （北海道の制度融資。申込先は銀行、信金等） 
◆対象:セーフティネット保証４号、５号（売上減少率１５％以上）の認定を受けた事業者 
◆貸付期間:10 年以内、うち据置期間は５年以内 ◆融資限度額（別枠）:６，０００万円 
◆金利:≪固定金利≫５年以内１.０％、１０年以内１.２％、≪変動金利≫１.０％ 
◆保証料:実質０.２％ 
◆取扱期間:２０２２年３月３１日まで 
☎:北海道経済部地域経済局中小企業課金融係（０１１-２０４-５３４６） 

 

企業体質強化貸付（資本性ローン協調）（北海道の制度融資。申込先は銀行、信金等） 
◆対象:日本政策金融公庫における新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化貸付（新型コ

ロナ対策資本性劣後ローン）の利用に際し、民間金融機関からの協調支援を受けるため、信用保証
協会の経営改善サポート保証を利用する中小企業者等 

◆融資期間:運転資金又は設備資金１５年以内、うち据置期間５年以内 
◆融資限度額:４億円 ◆金利:金融機関所定の利率 ◆保証料:０.２％ 
◆取扱期間:２０２２年３月３１日まで 
☎:北海道経済部地域経済局中小企業課金融係（０１１-２０４-５３４６） 

 

①中小企業特別資金（マルタル資金）、②経営安定短期特別資金 
（小樽市の制度融資。申込先は銀行、信金等） 
◆対象:小樽市内で事業を営んでいる中小企業等 
◆貸付期間:①１０年以内（据置期間は運転資金６か月以内、設備資金１年以内）②１年以内 
◆融資限度額:①運転資金３,０００万円、設備資金３,０００万円、②１,０００万円 
◆金利:①≪固定≫５年未満０.９０％、５年以内１.２０％、≪変動≫０.９０％、②０.７％ 
 ※⾧期プライムレートの上昇に伴い２０２２年４月以降、金利が変更になる可能性があります。 
☎:小樽市産業港湾部産業振興課（０１３４-３２-４１１１内２６３） 

 


