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　是非とも本ガイドブックをご活用いただき、皆様へのご支援の一助となれば幸

いです。

はじめに

Ｐ．1

Ｐ．6

Ｐ．40

１　各種相談窓口

２　資金繰り支援

３　補助金・助成金等

４　その他 Ｐ．64

　新型コロナウイルスの感染拡大により、地域経済が甚大な影響を受ける中、

本市をはじめ熊本県、国においてもこれまでに様々な支援策が講じられてきて

おります。

　本ガイドブックは、影響を受けている事業者の方々にご利用いただける支援

策を分かりやすく下記の通り分類してまとめたものです。
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給付額　1事業者当たり一律10万円

給付額　法人20万円（上限額）　個人事業者：10万円（上限額）

■第4版での変更点

【新たに掲載した項目】

〇新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について P.36

〇熊本市小規模事業者等緊急支援補助金 P.49

〇新型コロナウイルス感染症対策　オンライン合同就職説明会 P.64

〇熊本県行政書士会　相談窓口（新型コロナウイルス感染症対策） P.79

【掲載情報を更新した項目】

〇熊本市総合相談窓口 P.1

〇施設名等公表の要請にご協力をいただいた事業者への支援 P.9

〇熊本県事業継続支援金 P.44

〇持続化給付金 P.45

〇持続化補助（コロナ対応特別型） P.54

〇テレワーク導入支援策 P.62

〇電気・ガス料金の支払猶予等について P.75

更新情報
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◇電話・メール等によるご相談を行っております◇

◇ご希望の皆様には、面談によるご相談も行っております◇

◆ 経営に関すること　◆ 資金繰りに関すること、

◆ 国・県・市の支援策等に関すること、などをご相談いただけます。

◆ 労務相談に関すること　◆ セーフティネット保証の受付・申請・相談　など

　お電話、メールにより皆様からのご相談を受け付けます。経営に関する専門的なご相談は、中小企業

診断士等にお繋ぎします。

【相談時間】　　　月曜～金曜／午前９時～午後5時

　　　　　　　　　　　※5月中は、土・日・祝日もご相談いただけます。

【連絡先】　　　　 TEL：096-355-2112

　　　　　　　　　   e-mail:corona-keieishien@stsplaza.jp

　　　　　　　　   　FAX：096-355-2120

※メール・FAXによるご相談　24時間受け付けております。回答は、後日返信いたします。

　面談については、予約制になっておりますので、上記電話番号にご連絡ください。

【面談会場】

　◎ くまもと森都心プラザ  4F ビジネス支援センター

　　　　　　　　　　月曜～土曜／午前10時～午後8時　　※祝日及び毎月第3水曜日は除く

　　　　　　　　　　日曜・祝日／午前10時～午後6時

　◎ 熊本市役所駐輪場8階会議室（市役所別館）

　　　　　　　　　　月曜～金曜／午前9時～午後5時

＊面談には、決算書等の財務状況が分かる資料を お持ちいただきますとより詳しいご相談が可能です。

相 談 窓 口
（熊本市）
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平日

休日

平日

土日・祝日 →（電話対応のみ）

相 談 窓 口

　熊本市の日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会及び中小企業団体中

央会並びに経済産業局等に「相談窓口」を設置しております。

　相談内容が具体的な融資の場合は日本政策金融公庫、商工中金、保証の場合は、信用保証協会にご相談くだ

さい。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者向けの特別相談窓口（連絡先電話番号）

◆日本政策金融公庫

熊本支店
中小企業事業 (電話番号) 096-352-9155 9時～17時

9時～15時

国民生活事業 (電話番号) 096-353-6121 9時～17時

◆商工組合中央金庫

9時～17時

9時～17時

平日

9時～17時

休日

(電話番号) 096-375-2000 9時～17時

中小企業事業 (電話番号) 0120-327790

国民生活事業 (電話番号)0120-112476
電話相談のみ

◆熊本県信用保証協会

(電話番号) 096-375-2000 9時～17時15分

フリーダイヤル (電話番号) 0120-542-711

熊本支店 (電話番号) 096-352-6184
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平日

平日

◆商工会

託麻商工会

北部商工会

河内商工会

飽田商工会

天明商工会

富合商工会

城南商工会

植木町商工会

平日

平日

土日・祝日

平日

土日・祝日

平日

土日・祝日

※休日専用の相談窓口に転送

(電話番号)092-482-5447 9時～17時

相 談 窓 口

◆熊本商工会議所

8時30分～17時15分(電話番号) 096-354-6688

(電話番号)096-286-3355 9時～17時

中小機構九州本部企業支援部企業支援課

(電話番号)096-276-0342

(電話番号)096-223-2022

(電話番号)096-358-2521

(電話番号)096-272-0236

8時30分～17時15分

8時30分～17時15分

◆熊本県中小企業団体中央会

(電話番号)096-325-3255

熊本県よろず支援拠点

(電話番号)096-286-3355 9時～17時

8時30分～17時15分

◆熊本県商工会連合会

(電話番号)0964-28-2317

(電話番号)096-380-0014

(電話番号)096-245-0127

8時30分～17時15分

8時30分～17時15分

(電話番号)096-325-5161 9時～17時

8時30分～17時15分

8時30分～17時15分

8時30分～17時15分

8時30分～17時15分

(電話番号)096-227-0852

九州経済産業局産業部中小企業課

(電話番号)092-482-5447 9時～17時

(電話番号)092-263-0300 9時～17時

(電話番号)092-263-0300 9時～17時

※当面の間、土曜・日曜・祝日も対応
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資金繰り

中小・小規模事業者向け資金（比較）
（県、日本公庫、保証協会）

①
県独自

②
国 ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証４号

③
国 危機関連保証

参照ページ P.12へ P.13へ P.15へ P.22へ

利用要件

　・直近１カ月の売上が前
年同月比で減少

又は
・今後２カ月の売上見込
が前年同期比で減少

・直近１カ月の売上が前年
同月比で減少

　　　（▲20％以上）
かつ

・今後２カ月の売上見込が
前年同期比で減少
　　　（▲20％以上）

・直近１カ月の売上が前年
同月比で減少

　　　（▲15％以上）
かつ

・今後２カ月の売上見込が
前年同期比で減少
　　　（▲15％以上）

・売上高が減少（▲5％以上または▲
15％以上）

かつ
・セーフティネット保証4号・5号、危機関

連保証のいずれかの認定を
受けていること

8,000万円 8,000万円 8,000万円

融資期間 10年以内

うち
据置期間

2年以内 5年以内

上限利率
(償還期間

による)
年２．３０％以内 年1.90％以内

保証料率
県が全期間補助を実施

※一定の要件があります。

借換え
保証付債務からの借り換えが可能

　※一定の要件があります。

　　　熊本地震分(※)について可能
　　　※熊本地震に関する県の制度融資（SN4号、激甚、小規模おうえん資金）
　　　　 及び市町村の特別融資分

　　熊本市が3年間利子の補助を実施

利子補給

　　実名公表の要請にご協力いただいた事業者
　　※3年間⇒6年間利子の補助を実施

A　熊本県

新型コロナウイルス感染症対応資金

3,000万円

資金名

金融円滑化特別資金（新型コロナウイルス感染症対策分）

融資
限度額

①、②、③と合わせ、最大で　２．４億円　の借入が可能

10年以内

熊本県が当初3年間補助を実施

1年以内

年２．００％以

　　県が全額補助を実施
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C　日本政策金融公庫

資金名
①緊急時短期資金

（つなぎ資金）
②緊急時条件変更

（元本の据置）
①新型コロナウイルス感染症

特別貸付

参照ページ P.17へ P.18へ P.24へ

利用要件

　・新型コロナウイルスに
より事業に影響を受けた
中小企業者

・新型コロナウイルスによ
り事業に影響を受けた中
小企業者
※協会保証付の融資を返
済中の者

・最近1カ月の売上高が、前年又は前々年同期比
で減少　（▲5％以上）　等
　
　　　　　　　　　　　　　かつ

・中長期的に業況が回復し発展することが見込ま
れる者

融資
限度額

月商の１カ月以内 ー

　・国民生活事業　6,000万円（別枠）
　・中小企業事業　3億円（別枠）
①、②、③と合わせ、最大で　２．４億円　の借入が
可能 　※通常の融資限度額は資金ごとに異なる

融資期間 6カ月以内 ー 設備２０年以内　　運転１５年以内

うち
据置期間

ー 6カ月以内 設備５年以内　　運転５年以内

上限利率
(償還期間

による)
各金融機関所定利率 ー

　　　　　　基準利率▲0.9％（当初3年間）
　　　　　　　　　　※基準利率は公庫所定
　　特別利子補給制度については、27ページ参照

保証料率
０．４５％～２．２０％
※担保提供ありの
場合等は▲0.1%

ー ー

借換え ー ー
・国民生活事業　公庫資金分の借換えは個別相談
・中小企業事業　不可

B　熊本県信用保証協会
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利 子 補 給
（熊本市）

資金繰り

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業の皆様の、更なる資金繰りの円滑化を図るため、

県の「金融円滑化特別資金」借入に際し、熊本市が利子補給を行います。

対象者

・「新型コロナウイルス感染症対策分」並びに「セーフティネット保証４号、新型コロナウィルス感

染症分」、「危機関連保証、新型コロナウィルス感染症分」の融資を受けた者。

・融資実行日から利子補給の申請日まで、継続し熊本市内で事業を営んでいる者。

補給期間 借入後当初3年間

利率上限 2.3%

補給対象借入額

８，０００万円

※「新型コロナウイルス感染症対策分」並びに「セーフティネット保証４号、新型コロナウイルス

感染症分」、「危機関連保証、新型コロナウイルス感染症分」の新規資金需要にかかる合計

借入額8,000万円を上限とする。

補給の申請 各年１２月までの利子分を翌年１月～２月に申請

補給率 全額

備　考

・県制度融資の運用開始日から適用

・県及び市制度融資（熊本地震分）からの借り換えが可能

（※借換えの場合、熊本地震分の借入れ残額は、利子補給の対象とはなりません。）

問合せ先

ビジネス支援センター（くまもと森都心プラザ内）（平日９時～１７時）

　　096-355-2112

熊本市 商業金融課

　　096-328-2424
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　【支給例】解雇を行っていない中小企業（R2.4~6月特例期間）の場合

　【問い合わせ先】経済政策課 しごとづくり推進室 096-328-2377

  【助成対象】

　　新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、新型コロナウイルス感染症患者が発生し、市からの

施設名等公表の要請があって施設名等公表等の協力を行った事業者として熊本市が認めた者

　【支給額】

　以下のいずれかのうち高い金額

　　①雇用調整助成金を支給決定した金額(最大8,330円(R2.5.19現在))の事業主負担(相当額)の1/2

　　②固定金額30万円

　（ただし、国の特例により、雇用調整助成金の国の助成率が100％対象となる期間は対象外）

※現在、国による雇用調整助成金の拡充の検討が続いており、また本市においても詳細を検討中で

あるため、一部支援内容が変更になる可能性があります。

資金繰り

◆金融円滑化特別資金の 利子補給期間を延長
　【補給期間】

　　　3年間　⇒  6年間(3カ年延長)

　　　（融資実行月から6年以内の最終償還日まで）

　【申請時期】

 　　各年１２月までの利子分を翌年１月～２月

　　【問い合わせ先】商業金融課 096-328-2424

◆雇用調整助成金の 助成率の上乗せ

施設名等公表の要請にご協力いただいた事業者への支援
（熊本市）

対象者

以下の①～②を満たす者で、新型コロナウイルス感染拡大防止のために協力する事

業者と熊本市が認めた者

①「新型コロナウイルス感染症対策分」並びに「セーフティネット保証４号、新型

コロナウイルス感染症分」、「危機関連保証、新型コロナウイルス感染症分」の融

資を受けた者。

② 融資実行日から利子補給の申請日まで、継続し熊本市内で事業を営んでいる者。

利率上限 　２．３％

補給率 　全額　（補給対象借入額が8,000万円以内の借入額に対する利子）

■ 県制度融資の運用開始日から適用

■ 県及び市制度融資（熊本地震分）からの借り換えが可能

（※借換えの場合、熊本地震分の借入れ残額は、利子補給の対象とはならない）

備　考

＜国の制度＞雇用調整助成金

＜市の制度＞本制度を活用した場合
事業主

1/20

市

1/20

国 　９/１０（最大8,330円）
事業主

1/10

 事業主負担が1/2に

国 　９/１０（最大8,330円）
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熊本県信用保証料制度について

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9

利用者負担 1.90% 1.75% 1.55% 1.35% 1.15% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9

県補助

利用者負担 1.30% 1.25% 1.15% 1.10% 1.05% 1.00% 0.80% 0.60% 0.45%

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9

県補助

利用者負担

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9

県補助

利用者負担

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9

県補助

利用者負担

県の融資制度は、県が信用保証料の一部を補助し、中小企業者の負担を軽減しています。

補助手続き等は、県と信用保証協会とで行いますので、特段中小企業者が行う手続き等はございません。

信用保証料は、中小企業者の経営状況に応じて定められるため、利用者ごとに異なります。

原則として、直近2期分の決算書及び申告書の財務諸表をもとに9段階に区分されます。

○一般的な信用保証料

　※なお、次のいずれかに該当する場合は、第5区分が適用されます。

1. 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない中小

企業者であって貸借対照表及び損益計算書がない中小企業者

0.10%

0.62%

金融円滑化特別資金

○セーフティネット1号から3号及び5号、6号該当の場合

セーフティネット4号の場合

○セーフティネット7号及び8号該当の場合

0　～　0.60%

0.10%

0.75%

0.35%

0.50%

【概要】

信用保証料（融資制度別）

2. 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない中小企業者

【県の補助】
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【参考】熊本地震による借入分の借換え（イメージ）

〈借換えを認めない場合〉

○返済済み額で生じた枠を利用し追加で借入するパターン（支払いが二重となる）

○現在借入額
：5,000万円 残高 　 　　：約3,400万円

○融資期間 返済額 　　：約50万円／月　①
：10年 　　　返済済み：4年 残存期間　：6年
　(うち1年据置)

●追加借入額②

追加借入れ：約1,600万円　(借入合計　5,000万円）
：1,600万円 返済額　　：（１年目　据置期間中）金利のみ　　　　　約2.2万円/月②

●融資期間 　　　　　　 ：（２年目以降）　　　　元金、金利支払い　約16万円／月②'
：10年
(うち1年据置) 1年目

返済合計額（①+②+②’）

〈借換えを認める場合〉

○借入残高のみを借換えするパターン
　　⇒１年間の元金返済猶予、月々の返済負担額が軽減される

○借換え額
　　　：3,400万円 　返済額 ：（１年目　据置期間中）金利のみ　　　　　約4.6万円/月③
○融資期間  　　　　　　：（２年目以降）　　　　元金、金利支払い　約35万円／月③’
　　　：10年
　　　　(うち1年据置)

1年目
　　

返済合計額（③+③’）

○借入残高の借換えに加え、新規の借入れを行うパターン

○借換え+新たな借入れ
（3,400万円）（1,600万円） 　返済額　：（１年目　据置期間中）金利のみ　　　　　約6.8万円/月④
＝合計　5,000万円 　　（２年目以降）　　　　元金、金利支払い　約50万円／月④’

1年目
　　

○融資期間 返済合計額（④+④’）

　　　：10年
　　　　(うち1年据置)

2年目～10年目

約35万円/月

7～10年目2年目～6年

約16万円約66万円/月約52.2万円/月

2年目～10年目

6.8万円/月 約50万円/月

　　⇒月々の返済負担額が軽減することにより、従来の返済額により、追加の借り入れが可能となる

4.6万円/月

11



A①金融円滑化特別資金
(新型コロナウイルス感染症対策分)

（熊本県）

資金繰り　　

制度概要
　新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少等で資金繰りを改善したい県内

の中小企業者の方を対象にした融資制度

支援対象者
　直近１カ月の売上が前年同月比で減少　又は　今後２カ月の売上見込が前年同期

比で減少している者

融資利率

支援対象経費等 　運転資金

補助率
　補助後保証料率： 0％

　※県が信用保証料を全額補助する　　※熊本市が利子を3年間補助する

限度額等
　１企業　8,000万円

　１組合　1億円

借換え

次の資金については、借換えができる。

・ 金融円滑化特別資金のうち、(6)のセーフティネット第４号認定者（平成28年熊本

　地震分）及び(7)～(10)の者を対象とする資金

　　　(6)　セーフティネット第１号から第４号及び第６号の規定に基づく「特定中小企

　　　　　業者」として市町村長の認定を受けた者

　　　(7)平成28年熊本地震による被害の影響を受けた中小企業者で、市町村長の

　　　　　発行する罹災証明書を有している者

　　　(8)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）の交付

　　　　　決定を受け、補助対象として認められた施設、設備の復旧を行う者

　　　(9)商店街等施設等災害復旧補助金の交付決定を受け、補助対象として認め

　　　　　られた施設・設備の復旧を行う者

　　　(10)中小企業組合共同施設等災害復旧補助金の交付決定を受け、補助対

　　　　　象として認められた施設、設備の復旧を行う者

・ 小規模事業者おうえん資金のうち、平成28年熊本地震による被害の影響を受けた

　者を対象とする資金

・ 平成28年熊本地震の発生に起因して、県内の市町村が新たに創設した熊本地震

　被災者支援に係る資金（保証協会が債務の保証を行ったものに限る。）

・ 金融円滑化特別資金のうち、様々な外部環境の変化により経営が悪化していると

  して知事が指定した者(P16 別表3-4)に該当する者又は(6)のセーフティネット第4

　号認定者（新型コロナウイルス感染症分）を対象とする資金（令和2年3月2日以

　降に貸し付けた分を含む。）

取扱期間 令和２年３月２日から運用開始

事業主体

問い合わせ先

１　商工会・商工会議所、中小企業団体中央会及び熊本県信用保証協会

　　　(P.2～P.3 　相談窓口参照）

２　取扱金融機関

３　商工振興金融課

　　０９６－３３３－２３１４

融資期間 利率

３年以内 　固定 年１．７０％以内

５年以内 　固定 年１．９０％以内

7年以内 　固定 年２．００％以内

７年超 　固定 年２．３０％以内
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　A②　金融円滑化特別資金
（セーフティネット保証４号新型コロナウイルス感染症対策分）

（熊本県）

資金繰り　

制度概要
　新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少等で資金繰りを改善したい県内の

中小企業者の方を対象にした融資制度

支援対象者

セーフティネット第４号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受け

た者

※市町村長から４号認定を受けるための要件

　指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受け

た後、原則として最近１か月間の売上高又は販売数量（建設業にあっては、完成工事

高又は受注残高。以下「売上高等」という。）が前年同月に比して２０％以上減少してお

り、かつ、その後２か月間を含む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。

融資利率

支援対象経費等 　設備資金又は運転資金

補助率
　　補助後保証料率： 0％

　　※県が信用保証料を全額補助する　　※熊本市が利子を3年間補助する

限度額等

　　8,000万円

　※（１）金融円滑化特別資金（新型コロナウイルス感染症対策分）、（３）金融円滑

化特別資金（危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分）と併せて最大2.4億円

借換え

次の資金については、借換えができる。

・ 金融円滑化特別資金のうち、(6)のセーフティネット第４号認定者（平成28年熊本地

　震分）及び(7)～(10)の者を対象とする資金

　　　(6)　セーフティネット第１号から第４号及び第６号の規定に基づく「特定中小企

　　　　　業者」として市町村長の認定を受けた者

　　　(7)平成28年熊本地震による被害の影響を受けた中小企業者で、市町村長の

　　　　　発行する罹災証明書を有している者

　　　(8)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）の交付

　　　　　決定を受け、補助対象として認められた施設、設備の復旧を行う者

　　　(9)商店街等施設等災害復旧補助金の交付決定を受け、補助対象として認め

　　　　　られた施設・設備の復旧を行う者

　　　(10)中小企業組合共同施設等災害復旧補助金の交付決定を受け、補助対象

　　　　　として認められた施設、設備の復旧を行う者

・ 小規模事業者おうえん資金のうち、平成28年熊本地震による被害の影響を受けた

　者を対象とする資金

・ 平成28年熊本地震の発生に起因して、県内の市町村が新たに創設した熊本地震

　被災者支援に係る資金（保証協会が債務の保証を行ったものに限る。）

・ 金融円滑化特別資金のうち、様々な外部環境の変化により経営が悪化していると

　して知事が指定した者(P16別表3-4)に該当する者又は(6)のセーフティネット第4号

　認定者（新型コロナウイルス感染症分）を対象とする資金（令和2年3月2日以降

　に貸し付けた分を含む。）

融資期間 利率

３年以内 　固定 年１．５０％以内

５年以内 　固定 年１．６５％以内

7年以内 　固定 年１．８０％以内

７年超 　固定 年２．００％以内
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取扱期間 令和２年３月２日から運用開始

事業主体

問い合わせ先

１　商工会・商工会議所、中小企業団体中央会及び熊本県信用保証協会

　　　(P.2～P.3 　相談窓口参照）

２　取扱金融機関

３　商工振興金融課

　　０９６－３３３－２３１４
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A③　金融円滑化特別資金
（危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分）

（熊本県）

資金繰り　

制度概要
　新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少等で資金繰りを改善したい県内の

中小企業者の方を対象にした融資制度

支援対象者

特例中小企業者（新型コロナウイルス感染症分）として市町村長の認定を受けた者

※市町村長から特例中小企業者認定を受けるための要件

　令和二年新型コロナウイルス感染症に起因して、経営に支障をきたしている中小企業

者で、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15％以上減少しており、か

つ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15％以上減少すること

が見込まれること。

融資利率

支援対象経費等 　設備資金又は運転資金

補助率
　　補助後保証料率： 0％

　　※県が信用保証料を全額補助する　　※熊本市が利子を３年間補助する

限度額等

　8,000万円

　※（１）金融円滑化特別資金（新型コロナウイルス感染症対策分）、（２）金融円

　　滑化特別資金（セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分）と併せて

　　最大2.4億円

借換え

次の資金については、借換えができる。

・ 金融円滑化特別資金のうち、(6)のセーフティネット第４号認定者（平成28年熊本

　地震分）及び(7)～(10)の者を対象とする資金

　　　(6)　セーフティネット第１号から第４号及び第６号の規定に基づく「特定中小企

　　　　　業者」として市町村長の認定を受けた者

　　　(7)平成28年熊本地震による被害の影響を受けた中小企業者で、市町村長の

　　　　　発行する罹災証明書を有している者

　　　(8)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）の交付

　　　　　決定を受け、補助対象として認められた施設、設備の復旧を行う者

　　　(9)商店街等施設等災害復旧補助金の交付決定を受け、補助対象として認め

　　　　　られた施設・設備の復旧を行う者

　　　(10)中小企業組合共同施設等災害復旧補助金の交付決定を受け、補助対象

　　　　　として認められた施設、設備の復旧を行う者

・ 小規模事業者おうえん資金のうち、平成28年熊本地震による被害の影響を受けた

　者を対象とする資金

・ 平成28年熊本地震の発生に起因して、県内の市町村が新たに創設した熊本地震

　被災者支援に係る資金（保証協会が債務の保証を行ったものに限る。）

・ 金融円滑化特別資金のうち、様々な外部環境の変化により経営が悪化していると

　して知事が指定した者(P16 別表3-4)に該当する者又は(6)のセーフティネット第4号

　認定者（新型コロナウイルス感染症分）を対象とする資金（令和2年3月2日以降

　に貸し付けた分を含む。）

融資期間 利率

３年以内 　固定 年１．５０％以内

５年以内 　固定 年１．６５％以内

7年以内 　固定 年１．８０％以内

７年超 　固定 年２．００％以内
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取扱期間 令和２年３月２日から運用開始

備考

　この融資については、取扱金融機関は、本制度に係る貸付が完済となるまでモニタリ

ングを行い半年に一度、保証協会に対しその内容を報告するものとする。

　ただし、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が認める日

から1年以内の期間（同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が1年を

限り当該期間を延長したときは その延長した期間を含む。）中であるとき、または保証

期間が1年以内であるときはこの限りでない。

事業主体

問い合わせ先

１　商工会・商工会議所、中小企業団体中央会及び熊本県信用保証協会

　　　(P.2～P.3  　相談窓口参照）

２　取扱金融機関

３　商工振興金融課

　　０９６－３３３－２３１４

【参考】金融円滑化特別資金（要件抜粋）

別表3-4（新型コロナウイルス感染症）

項目 融　資　条　件　等

支援対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、直近１か月の売上高が前年同月の売上高と比較し

て減少している者又は今後２か月の売上高が前年同期の売上高と比較して減少する見込み

である者

資金使途 運転資金

融資限度額 １企業、8,000万円

※融資期間、貸付方法、返済方法、融資利率、担保、保証人及び申込先は、金融円滑化特別資金の融資条

件と同じ。
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緊急時短期資金
（熊本県信用保証協会）

当面の運転資金をスピーディーかつ積極的に対応します。

対象者 新型コロナウイルスにより事業に影響を受けた中小企業の皆さま

金額 月商の 1 ヵ月以内

期間 6 ヵ月以内

保証料率

年 0.45％～2.20％

※財務内容等により決定されます。

※なお、いずれの場合も担保提供のある中小企業者については、0.1％、会計参与を設

置していることを登記により確認できる中小企業者については、0.1％を割引いた料率

を適用する。

金利 金融機関所定利率

返済方法 一括

担保 原則不要

期限到来時の

対応

長期資金へ借換えることができます。

別口で公的な融資制度等を活用することで、新たな資金調達も可能となります。

事業主体

問い合わせ先

１　熊本県信用保証協会

　　　(P.2 　相談窓口参照）

※金融機関および当協会での審査結果によっては、ご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承

ください。
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緊急時条件変更
（熊本県信用保証協会）

最長６ヵ月間の元金据置をスピーディーかつ積極的に対応します。

対象者 新型コロナウイルスにより事業に影響を受けた中小企業の皆さま

期間 6 ヵ月以内

保証料率

据置期間内に事業の継続、改善に向けた専門家による支援をご希望の方は、当協会の

「専門家派遣事業」（通称：専門家派遣サービス・ファイブ）をご活用ください。

専門家派遣サービス・ファイブとは… 中小企業診断士、税理士、弁護士、司法書士、社

会保険労務士の 5 つの士業の専門家を無料で派遣する制度です。

期限到来時の

対応

中小企業の皆さまの実情に合わせ、再度の元金据置の条件変更を含め柔軟に検討い

たします。

事業主体

問い合わせ先

１　熊本県信用保証協会

　　　(P.2 　相談窓口参照）
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熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金

22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて経営が悪化した農業者が、今後の経営
に支障を来さないよう、５年間の利子全額補助・保証料不要の貸付を行いま
す。

熊本市の農業者向け金融支援

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響で農業経営が悪化した農業者

貸付対象（使途） 運転資金（肥料、農薬、資材費、その他経営に必要な経費等）

融資限度額 1,200万円（限度額引き上げも場合により可能。）

貸付金利 0.16％～0.17％（R2.4.20現在）

償還期間 10年以内（うち据置期間3年以内）

利子補給期間 5年間無利子化

融資機関 日本政策金融公庫 熊本支店

備　考 農業のほか、林業及び漁業も対象です。

問合せ先
最寄りの農業協同組合

日本政策金融公庫 熊本支店　　Tel 096-353-3104

対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、農業収入が前期より１０％以上

減少した（見込み）等の農業者

貸付対象（使途） 運転資金（肥料、農薬、資材費、その他経営に必要な経費等）

融資限度額 1,000万円

貸付金利 1.50％（R2.4.20現在）

償還期間 10年以内（うち据置期間3年以内）

利子補給期間 5年間無利子化

融資機関 農業協同組合・農林中央金庫・知事が指定した銀行、信用金庫及び信用協同組合

保証料 0％（県と市で負担）

問合せ先 熊本市 農業支援課　Tel 096-328-2384

［国指定分］

農林漁業セーフティネット資金

［県指定分］

新型コロナウイルス対策緊急支援資金
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熊本市緊急家賃支援金

制度概要
　緊急事態宣言に基づく熊本県からの休業要請を受け休業した施設や時間短縮営業をした飲食

店などの、店舗の1か月分の家賃の8割相当額（上限あり）を支援します。

対象者

　次の①～③の全ての要件を満たす方

　①以下のいずれかに該当すること。

　　ア、熊本県が指定した「協力要請施設」に該当し、実際に休業に応じたこと。

　　イ、熊本県が指定した「協力要請しない施設」の「食事提供施設」に

　　　　該当し、実際に時間短縮営業をしたこと。

　②熊本市内において、店舗を賃借している中小・小規模事業者

　　（ただし熊本県外に本社を有する場合は除く。）

　③緊急事態宣言に基づき、熊本県が休業要請を行った日（令和2年4月21日）において、

　　 事業を継続していること。

支援金

　

　1か月分の家賃（上限額35万円）の8割相当額

　※家賃：賃貸借契約書等に定められた賃借料（管理費、共益費、駐車場代は除きます。）

　※支援は1回のみ

受付期間

申込方法

　令和2年5月7日（木）～6月30日（火）　郵送のみの受付（※6月30日までの消印有効）

　※感染症拡大を回避するため、窓口持参での受付は行いません。

問合せ先
　熊本市緊急家賃支援金相談窓口　0570-096-700

　（受付時間　9：00～17：00　平日・土日）
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熊本県休業要請協力金

詳細に関しましては、熊本県のHP（右のQRコード）をご覧ください。

制度概要
　新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、熊本県が行う施設の使用停止の要請・依頼に

全面的に協力した中小企業者等に対して、県が熊本県休業要請協力金を交付します。

対象者

次の①～④の全ての要件を満たす方

　①熊本県内で休業要請等の対象施設を運営する中小企業者等（個人事業主を含む。）で

　　あること。

　②休業要請等を実施（令和2年4月21日）する以前から、休業要請等の対象施設に関して

　　必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営していること。

　③休業要請等期間（令和2年4月22日から5月6日まで）の全てにわたって休業したこと。

　　　※ただし、仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他正当な理由により同期間の

　　　　 全てにわたって休業することが困難であった者については、遅くとも令和2年4月25日から

　　　　 休業を開始し、同年5月6日まで全て休業した場合に限り交付対象とします。

　④暴力団排除条例 （平成22年熊本県条例第52号）に規定する暴力団、暴力団員等又は

    暴力団密接関係者に該当する中小企業者等ではないこと。

交付額 　1事業者当たり　一律10万円

受付期間

申込方法

令和2年5月7日（木）～6月30日（火）（予定）

　郵送のみの受付（※6月30日までの消印有効）

※持参による申請は、感染防止の観点から原則として受け付けておりません。

問合せ先
　熊本県商工政策課　休業要請協力金　専用相談窓口　096-333-2828

　 ( 9時～19時 / 平日･土日・祝日 )
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※詳細に関しましては、熊本県のHP（右のQRコード）をご確認ください。

熊本県事業継続支援金

制度概要 　国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業等を県が重点的に支援します。

対象者

　国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業者等（個人事業主を含む。）のうち、ひと月の

売上が前年同月比で30％以上50％未満減少している事業者。

※なお、国の「持続化給付金」との重複申請（受給）はできません。

　　＜法人の場合＞

　　　　・資本金の額又は出資の総額が10億円未満

　　　　又は、

　　　　・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下

　　　　である事業者。

※創業特例

　　令和2年1月以降に創業（開業）した事業者については、国の「持続化給付金」の対象になら

ないため、今回、同年1月以降4月30日までに創業し、事業収入を得ている事業者については、特

例として、県の事業継続支援金により支援することとします（この場合、50％以上減少している事

業者も対象とします。）。

交付額
　法　　　　人 ：20万円（上限額）

　個人事業者：10万円（上限額）

受付期間

申込方法

　令和2年5月26日（火）～令和3年1月15日（金）予定

郵送による受付

　※感染防止の観点から持参による申請はご遠慮願います。

問合せ先
　休業要請や支援策についての相談窓口　096-333-2828

　　 ( 9時～19時 / 平日･土日・祝日 )
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熊本市小規模事業者等緊急支援補助金

　

①

➁

補 助 上 限

補 助 率

問 合 せ 先 熊本市産業振興課　096-328-2950

３０万円

【 主な要件 】　以下の①～③を満たす者

２／３以内

制 度 概 要
小規模事業者等が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う業態転換、販

路拡大の取組を支援。

※制度の内容については、熊本市において現在検討中のため、詳細が決まり次第お知らせいたします。

対 象 者

熊本市内で事業を行っている小規模事業者。

売上が前年同月比７０％以上減少している事業者。

➂ 国が実施する「小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞」の申請を行い、

採択されなかった事業者。
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※詳細は50、51ページ参照
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51ページをご確認ください。
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※詳細は50、51ページ参照
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５　企業募集

　　1回（3日間）あたり40社を予定。

　　熊本市ＨＰ等で募集を行う。応募多数の場合は、求人数や採用条件により選定。

６　参加者（求職者）募集（第1回目5月29日～31日⇒応募締め切り5月28日まで）

　　・熊本市ＨＰ、ＳＮＳ、求人誌などで告知・応募を実施。

　　・参加求職者募集サイト：https://online.atsumaru.jp/

　  ・1社あたりの参加求職者数上限：100名

お問合せ

経済政策課　しごとづくり推進室

（096）328-2377

新型コロナウイルス感染症対策
オンライン合同就職説明会

１　目的

　　新型コロナウイルスの感染拡大が雇用情勢に深刻な影響を与えることを回避するため、

人材を必要とする企業と求職者(失業者等)との合同就職説明会を、オンラインを活用し

て実施するとともに、仕事を必要とする多くの求職者へ行き届く広報を行うことにより、"雇用

の安定"と"経済活性化"を図るもの

２　対象者

　　人材を必要とする企業及び求職者(新卒者・内定取消者・雇止め対象者・失業者等)

３　実施内容

　　ＺＯＯＭ等のWEB会議システムを活用し、ＷＥＢ就職説明会を開催する。

　　　（１）合同就職説明会リアルタイム配信

　　　　　・求人企業１社ごとに非対面式のＷＥＢオンライン就職面談

　　　　　・１社あたりの持ち時間は２０分、求職者はチャットでの質問を予定

　　　（２）録画配信

　　　　　・上記配信内容を録画し、後日、専用ＨＰにて閲覧可能

４　開催予定日

　　令和２年度は4回を予定。

　　　（１）５月２９日（金）・３０日（土）・３１日（日）

　　　（２）７月（３日間）予定

　　　（３）９月（３日間）予定

　　　（４）１１月（３日間）予定
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水道料金・下水道使用料の
支払猶予等について

個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により、水道料金・下水道使用

料の支払いに困難な事情がある方に対しては、

支払い猶予や分割納付等のご相談に応じますの

で、料金課お客さまセンターへお問い合わせくだ

さい。 

【お問い合わせ先】

熊本市上下水道局 料金課お客さまセンター

電話 096-381-1118

※ 平日 8：30～17：15
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経済政策課

経済政策課

しごとづくり推進室

商業金融課

産業振興課

産業振興課

企業立地推進室

熊本市担当部署一覧

☆熊本市 経済観光局産業部（市役所８階）

(電話番号)096-328-2386 8時30分～17時15分

(電話番号)096-328-2375 8時30分～17時15分

(電話番号)096-328-2377 8時30分～17時15分

(電話番号)096-328-2424 8時30分～17時15分

(電話番号)096-328-2950 8時30分～17時15分
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