
新型コロナウイルス感染症関連　融資制度【主な抜粋　※4/21現在】

県 名称 融資対象 貸付金上限 利率 貸付期間
保証料

（信用保証協会への）
担保 必要書類 備考

新型コロナウイルスによるか経営環境の変化により

経営の安定に支障が生じる県内全域の中小事業者
1.30% 0.05～0.9％

県税の納税証明書、緊急資金繰り

支援に係る確認書（SN認定があ

れば不要）、SN利用の場合認定

書、その他金融機関が示すもの

（決算書等）

さらにSN保証4号に該当：売上高前年同月比▲20％ 1.30% 0.05% SN認定申請は各市町の商工部

またはSN保証5号（587業種）に該当：売上高前年

同月比▲5％
1.30% 0.00% SN認定申請は各市町の商工部

別枠で機器関連保証に該当：売上高前年同月比▲

5％
2.8億円 1.30% 0.05% SN認定申請は各市町の商工部

※上記県緊急資金繰り支援資金に対して

信用保証付き融資における保証料・利子

減免

※2020年度補正予算成立が前提

※窓口：中小企業金融・給付金相談窓口

（0335011544）

（1）個人事業主…売上高等前年同月比▲5％以上で

保証料・金利ゼロ

（2）小中規模事業者…売上高売上高等前年同月比

▲5％以上減少で保証料1/2

…売上高等前年同月比▲15％以上減少で保証料＋金

利ゼロ

融資上限：

3千万円

据置最大5年

以内

※2020年度補正予算成立が前提

※当初3年間のみ、4年目以降は基準

金利

※信用保証付き既往債務も要件を満

たせば制度融資を活用した無利子融

資へ借換可

国 名称 融資対象 貸付金上限 利率 貸付期間
保証料

（信用保証協会への）
担保 必要書類 備考

政策金融公庫

中小企業事業

新型コロナウイルス感染症特別貸付

★特別利子補給制度対象

（1）最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期

と比較し▲5％以上

（2）業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は最近

1ヵ月の売上高が①過去３ヵ月の平均売上高②令和

元年12月の売上高③令和元年10～12月の売上高のい

ずれかと比較して▲5％以上

別枠3億円

（すでに公

庫からの融

資とは別

枠）

1億円以下：

当初3年間：

基準利率－

0.9％、3年経

過後：基準

利率

1億円：基準

利率

直接融資のためなし 無担保

・借入申込書・最近3期分の税務

申告書、決算書・最近の売上高が

把握できる資料（試算表など）※

初めての取引の場合登記事項証明

書など別途必要書類あり、要確認

4月1日時点での基準利率が1.11％の

ため、4月決定であれば当初3年間の

利率は0.21％、以降は1.11％となる

（1億円以下の場合）※貸出期間に

より利率は異なる

必ず信用保証協会を通す融資となる

必要に応じて徴求、保

証人に関して、特別な

事情がある場合を除い

て代表者本人以外は不

要

1億円

長崎県（商工中金、十

八、親和などの本支店ま

たは信用保証協会）

緊急資金繰り支援資金
10年（据置2

年以内）



国 名称 融資対象 貸付金上限 利率 貸付期間
保証料

（信用保証協会への）
担保 必要書類 備考

政策金融公庫

国民生活事業

新型コロナウイルス感染症特別貸付

および生活衛生新型コロナウイルス感染

症特別貸付

★特別利子補給制度対象

（1）最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期

と比較し▲5％以上

（2）業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は最近

1ヵ月の売上高が①過去３ヵ月の平均売上高②令和

元年12月の売上高③令和元年10～12月の売上高のい

ずれかと比較して▲5％以上

別枠6千万

円

（すでに公

庫からの融

資とは別

枠）

3千万円以

下：当初3年

間：基準利

率－0.9％、3

年経過後：

基準利率

3千万超：基

準利率

直接融資のためなし 無担保

・借入申込書・コロナウイルスの

影響による売上減少の申込書・最

近2期分の確定申告書、決算書の

写し※初めての取引の場合または

個人事業主の場合、別途登記簿謄

本などの別途書類ありのため要確

認

4月1日時点での基準利率が1.36％の

ため、4月決定であれば当初3年間の

利率は0.46％、以降は1.36％となる

（3千万円以下の場合）

政策金融公庫

国民生活事業

小規模事業者経営改善資金融資（通称：

マル経）

★特別利子補給制度対象

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比

較して5％以上減少している小規模事業者
別枠1千万

1.21％（4月

1日時点）か

ら当初3年間

▲0.9％

直接融資のためなし なし
他の貸付額との合計3千万が金利引

き下げの上限額

商工中金
危機対応融資

★特別利子補給制度対象

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と

比較して5％以上減少している

②業歴3ヵ月以上1年未満の場合、最近1ヵ月の売上

高が

a過去3ヵ月の売上高の平均

b2019年の12月の売上高

c2019年10～12月の平均売上額

のいずれかと比較し5％以上減少

3億円

1億円以下：

当初3年間：

基準利率－

0.9％、3年経

過後：基準

利率

1億円：基準

利率

直接融資のためなし 無担保

4月1日時点での基準利率が1.11％の

ため、4月決定であれば当初3年間の

利率は0.21％、以降は1.11％となる

（1億円以下の場合）※貸出期間に

より利率は異なる

未定 ★特別利子補給制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付により借入を

行った次の方

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）：売上高▲15％減少

③中小企業者（①②を除くもの）：売上高▲20％現

状

※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・小売・サービス業は5名以下

※利子補給

期間：借入

後当初3年

間

※補給対象

上限：3千

万円

政策金融公庫

国民生活事業

衛生環境激変対策特別貸付

※生活衛生業のみ対象

（飲食店、食肉、理美容、旅館等）

①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と

比較して10％以上減少している

②業歴3ヵ月以上1年未満の場合、最近1ヵ月の売上

高が過去3ヵ月の売上高の平均に比較し10％以上減

少

飲食店・喫

茶店は別枠

1千万

旅館業は別

枠3千万

1.21％（3月

時点）から

当初3年間▲

0.9％

直接融資のためなし 要確認

新型コロナウイルス感染症の発声

による影響に関する確認資料、振

興計画の認定を受けた生活衛生同

業組合会員は組合の長が発行する

資金証明書

※制度としてはあるが、詳細が決まっていない（4/21現在）。流れとしてはいったん公庫に返済したのち、別機関から返金予定

※4/21現在、新型コロナウイルス感染症特別貸付および生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、マル経融資、商工中金の危機対応融資に適用



国 名称 融資対象 貸付金上限 利率 貸付期間
保証料

（信用保証協会への）
担保 必要書類 備考

政策金融公庫

国民生活事業

生活衛生改善貸付

※生活衛生業のみ対象

（飲食店、食肉、理美容、旅館等）

最近1カ月の売上が前年または前々年同期と比較し

て5％以上減少
別枠1千万

1.21％（3月

時点）から

当初3年間▲

0.9％

直接融資のためなし 要確認
生活衛生同業組合の経営指導を受け

ることが条件

中小企業金融・給付金相

談窓口
持続化給付金 影響により売上が前年同月比で50％以上減少

法人は200

万円以内、

個人事業主

は100万円

以内

なし なし 給付金のためなし

前年の総売上（事業収入）－（前年

同月比▼50％宇上の月の売上×

12ヵ月）

日本政策投資銀行・商工

中金
危機対応融資

影響により、売上が前年または前々年比▲5％以上

減少または類似事例

状況に応じ

る

状況に応じ

る

設備20年、

運転15年
状況に応じる 状況に応じる 状況に応じる

日本政策投資銀行・商工

中金
危機対応融資

影響により、売上が前年または前々年比▲5％以上

減少または類似事例

状況に応じ

る

状況に応じ

る

設備20年、

運転15年
状況に応じる 状況に応じる 状況に応じる

市 名称 融資対象 貸付金上限 利率 貸付期間
保証料

（信用保証協会への）
担保 必要書類 備考

【事業持続化支援金】小売・飲食店－30

万円

【事業持続化支援金】宿泊事業者－300万

円

【事業持続化支援金】軍艦島観光舩協議

会に属する5社－300万円

【事業持続化支援金】観光バス事業者－

300万円

（1）市内店舗の賃料

（2）市内店舗の経営を継続するために必

要な経費

雲仙市
国または県の緊急貸付の金利・保証料を3

年間補助

雲仙市観光商工部商工労政課

0957-38-3111

【各機関連絡先】 【各機関HP】

経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

長崎県 https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/

日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

商工中金 https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

長崎県信用保証協会 http://www.cgc-nagasaki.or.jp/corona/

長崎市

大村市

2～5月のうち、前年同月比▲20％減少 4/24～申請受付支援金のためなし

対象経費1ヵ月分の8/10の3ヵ月分

1店舗につき限度額30万円

4/15～5/16

シーハットおおむらにて

1店舗につ

き30万円
支援金のためなし 印鑑、申請書、売上比較表など

日本政策金融公庫　佐世保支店

国民生活事業：0956-22-9155

商工中金　長崎支店：095-823-6241

商工中金　佐世保支店：0956-23-8141

長崎県信用保証協会　本所：095-822-9171

長崎県信用保証協会　佐世保支所：0956-23-3295

日本政策金融公庫　長崎支店

中小企業事業：095-823-6191

国民生活事業：095-824-3141

農林水産事業：095-824-6221

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
http://www.cgc-nagasaki.or.jp/corona/

