中小企業者・小規模事業者向け支援策一覧（コロナウイルス関連）
２０２０.４.１時点

（１）金融支援
番号
1

名称
長期安定資金Ⅱ
（市商工業振興資金）
市HPリンク

地域経済変動対策資金による
無利子融資
（県商工業振興資金）
2

県HPリンク

3

経営安定資金１号
（県商工業振興資金）
県HPリンク

4

5

6

問合せ先
商工課
0235‐25‐2111（内線563）
◎申込み
各金融機関を通しての申込み

◎融資対象者 新型コロナウイルスの影響により最近1か月の売上高が減少し、かつ
今後2か月の見込を含む3か月の売上高が減少する事業者は、下記
のとおり融資を受けることができます。
また、最近1か月の売上高が30％以上減少し、かつ今後2か月の見込
を含む3か月の売上高が30％以上減少する事業者は、無利子で融資
を受けることができます。
◎貸付限度額 5,000万円（運転のみ）
※最近1か月の売上高が50％以上減少し、かつ以後2か月の見込みを
含む3か月間の売上高が30％以上減少することが想定される事業者
は、限度額1億円
◎貸付期間
10年
◎貸付利率
1.6％（条件を満たす事業者は0％）

県中小企業振興課
023‐630‐2359
◎申込み
各金融機関を通しての申込み

◎融資対象者 最近3か月の売上高が過去3年以内のいずれかの年の同期に比して
5％以上減少している事業者
◎貸付限度額 8,000万円（運転のみ）
◎貸付期間
7年
◎貸付利率
1.6％

県中小企業振興課
023‐630‐2359
◎申込み
各金融機関を通しての申込み

◎融資対象者 最近1か月の売上高が前年又は前々年のいずれかの年の同期に比して
5％以上減少している事業者
◎貸付限度額 国民生活事業 6,000万円 中小企業事業 3億円
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
新型コロナウイルス特別貸付 ◎貸付期間
設備資金20年 運転資金15年
0120-154-505
（日本政策金融公庫）
◎貸付利率
国民生活事業 3,000万円以内 当初3年間 1.01％ 以後 1.91％
◎申込み
3,000万円以上 1.91％
日本政策金融公庫 酒田支店
中小企業事業 1億円以内 当初3年間 0.21％ 以後 1.11％
0234-22-3120
1億円以上 1.11％
※一部対象者について、当初3年間が実質無利子となる利子補給制度あり（詳細未定）
日本政策金融公庫HPリンク
新型コロナウイルス感染症の発生により売上高が減少した事業者に、一般保証とは別枠
で信用保証を行います。
◎保証限度額 普通保証2億円 無担保保証8,000万円
商工課
無担保無保証人保証1,250万円
0235‐25‐2111（内線563）
セーフティネット保証4号
◎対象
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた事業者
◎申込み
◎要件
最近1か月の売上高が20％以上減少し、かつ今後2か月の見込を含む 商工課
3か月の売上高が20％以上減少すること
又は各金融機関を通しての申込み
※県の商工業振興資金による融資を受ける場合、信用保証料補給制度により、
事業者負担ゼロで保証を受けることができます。
市HPリンク

セーフティネット保証5号

市HPリンク

7

概要
◎融資対象者 最近3か月の売上高が前年又は前々年同期に比して10％以上減少
している事業者
◎貸付限度額 2,000万円（1,000万円を超える利用は一回限り。運転のみ）
◎貸付期間
10年
◎貸付利率
0.45％（変動）

危機関連保証

市HPリンク

業況の悪化している業種の事業者に、一般保証とは別枠で信用保証を行います。
◎保証限度額 普通保証2億円 無担保保証8,000万円
無担保無保証人保証1,250万円
◎対象業種
中小企業庁が指定するセーフティネット保証5号指定業種
◎要件
最近3か月の売上高が前年同期比で5％以上減少していること
※県の商工業振興資金による融資を受ける場合、信用保証料補給制度により、
事業者負担ゼロで保証を受けることができます。

商工課
0235‐25‐2111（内線563）
◎申込み
商工課
又は各金融機関を通しての申込み

業況の悪化している業種の事業者に、一般保証、セーフティネット保証とは別枠で信用
保証を行います。
◎保証限度額 普通保証2億円 無担保保証8,000万円
無担保無保証人保証1,250万円
◎対象
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた事業者
◎要件
最近1か月の売上高が15％以上減少し、かつ今後2か月の見込を含む
3か月の売上高が15％以上減少すること
※県の商工業振興資金による融資を受ける場合、信用保証料補給制度により、
事業者負担ゼロで保証を受けることができます。

商工課
0235‐25‐2111（内線563）
◎申込み
商工課
又は各金融機関を通しての申込み

（２）雇用助成
番号

8

名称
雇用調整助成金
（特例措置）

厚生労働省HPリンク

概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全業種）が、雇用を維持するための
休業手当に要した費用を助成
◎緊急対応機関 ４月１日から６月３０日まで
◎助成率
大企業２/３、中小企業４/５（解雇等を伴わない場合は３/４（大企業）、９/ ハローワーク鶴岡
0235-25-2501
１０（中小企業））※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限
◎支給限度 年間で100日（3年間で150日）＋上記対象期間

問合せ先

新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの新規導入や特別休暇の規定整備に
取り組む中小企業事業主を支援
➀テレワークコース
山形労働局
◎助成対象 テレワーク用通信機器の導入など
厚生労働省HPリンク ①テレ
雇用環境・均等室
◎支給額 補助率１/２（上限100万円）
ワークコース
023-624-8228
②職場意識改善特例コース
◎助成対象 労務管理用機器等の導入・更新等
厚生労働省HPリンク ②職場
◎支給額 補助率３/４（上限50万円）
意識改善特例コース
時間外労働等改善助成金
（特例措置）

9

小学校休業等対応助成金
（労働者を雇用する事業主の
方向け）
10
助成金HPリンク

11

小学校休業等対応支援金
（委託を受けて個人で仕事を
する方向け）
支援金HPリンク

小学校等が臨時休業した場合等に、保護者休職による所得減少に対応するため、
令和2年2月27日から3月31日までの間に、年次有給休暇とは別途の有給休暇を取得さ
せた事業主に対する助成金
◎支給額
休暇中に対象労働者（保護者）に支払った賃金相当額×10/10
◎支給限度 8,330円／日額
◎対象となる保護者 親権者、祖父母等のほか、子どもを世話を一時的に補助する親
族を含む
◎申請書 厚生労働省＜助成金HP＞から印刷して使用してください
◎申請期間 令和2年3月18日から6月30日まで
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなく
なった個人で仕事をする保護者への支援金
◎支援額 4,100円／日額（定額）
◎適用日 令和2年2月27日から3月31日の間において就業できなかった日
◎支援対象 子どもの世話を行う保護者であり、業務委託契約等を締結していること等
◎申請書 厚生労働省＜支援金HP＞から印刷して使用してください
◎申請期間 令和2年3月18日から6月30日まで

学校等休業助成金・支援金等コールセンター
０１２０－６０－３９９９
受付時間：9:00～21:00（土日・祝日含む）
◎申請書提出先
学校等休業助成金・支援受付センター
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階
学校等休業助成金・支援金等コールセンター
０１２０－６０－３９９９
受付時間：9:00～21:00（土日・祝日含む）
◎申請書提出先
学校等休業助成金・支援受付センター
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階

（３）取組み支援
番号
12

名称

概要
中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助
◎補助額 １００万円～１０００万円
◎補助率 中小企業１／２、小規模事業者 ２／３
全国中小企業団体中央会HPリンク
※応募申請事業者が作成する被害状況等証明書により加点措置あり
ものづくり補助金

持続化補助金
13

日本商工会議所HPリンク
全国商工会連合会HPリンク
IT導入補助

14
事務局HPリンク

15

「先端設備等導入計画」の認
定による固定資産税免除
市HPリンク

問合せ先
中小企業庁技術・経営革新課
ものづくり補助金事務局サポートセンター
０５０－８８８０－４０５３

小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援
◎補助額 ５０万円上限
◎補助率 ２／３
※市町村からの証明書添付などにより加点措置あり

鶴岡商工会議所
0235-24-7711
出羽商工会
0235-33-2117

バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援
（在宅勤務制度の導入による、業務効率化ツール・テレワークツール導入など）
◎補助額 ３０万円～1５０万円
◎補助率 １／２
※在宅勤務制度（テレワーク）の導入に取組む事業申請に加点措置あり

事務局
(一社）サービスデザイン推進協議会
0570-666-424

対象設備にかかる固定資産税を３年間ゼロとします
◎対象者
先端設備等導入計画の認定（労働生産性年平均３％以上向上）
を受けた中小企業者等
◎対象設備 生産性向上の指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する設備

商工課
0235‐25‐2111（内線593）

● 昨年度実績などを踏まえた情報であり、変更の可能性があります
● その他の各種相談などについても、商工課までお気軽にお問合せください。

