
※ご注意 １事業者１回限り 一律10万円の支給となります

中小事業者持続化支援金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けながらも、

運転資金の工面や雇用の維持・確保に取り組む市内の

事業者に １０万円 を支給します。

対
象
者

・支
給
要
件

申
請
書
類

【申請期限】 令和３年２月26日（金） ※消印有効

【申請先】 〒053-8722 苫小牧市旭町４丁目５番６号

苫小牧市緊急経済対策給付金室 中小事業者持続化支援金担当

※ 簡易書留や一般書留、レターパックプラス（郵便物の追跡が可能で、配達時に受取確認がされるもの）で郵送

※ 郵送申請を基本とします。郵送が困難な方は窓口にご相談ください。

【融資制度の例】
・民間金融機関の無利子・無担保融資（道の制度融資）
・信用保証付きの民間金融機関融資

（セーフティネット4号・5号保証、危機関連保証など）
・日本政策金融公庫の融資（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、農林
漁業セーフティネット資金等）

・商工組合中央金庫の危機対応融資
・独立行政法人福祉医療機構の医療福祉事業者に対

する危機対応融資
【対象期間】

・令和2年3月2日以降に融資を受けたもの

【雇用調整助成金等】
・雇用調整助成金

※ 雇用保険被保険者

・緊急雇用安定助成金
（緊急特定地域特別雇用安定助成金も含む）

※ 雇用保険被保険者でない者（週20時間未満のパート・アルバイトなど）

【対象期間】
令和2年1月24日以降に実施した休業等により、雇用調整
助成金等の支給決定を受けたもの

月の売上が前年同月比1/2以下 （詳細は裏面参照）

① 新型コロナウイルス関連の融資を受けた事業者
（詳細は裏面参照）

② 国の雇用調整助成金等支給決定者
（詳細は裏面参照）

※持続化給付金の要件が緩和された場合においても、月の売上が前年同月比
1/2以下 を対象とします。

【問合わせ】 0144-32-6445 8：45～17：15（平日）

市内に主たる事業所 国の持続化給付金支給決定者 で①.②いずれかに該当する方がある

【法人】 法人税の納税地（本店又は主たる事務所の
所在地等）が市内にあること

【個人】 住所又は所得税の納税地が市内にあること

１ 申請書兼誓約書
※ 申請書類は、市役所でも配布します。

２ 市内に主たる事業所があることがわかるもの
【法人】 ・確定申告書の写し（別表一、法人事業概況説明書）

※ 確定申告書の納税地が市外の場合は、定款（本店所在地が記載されたページ）の写しも添付

【個人】 ・確定申告書の写し（第一表、所得税青色申告決算書）
※ 確定申告書がない場合は「納税証明書」、「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しなど

・本人確認書の写し（運転免許証、パスポート、保険証等）の写し

３ 国の持続化給付金の「給付通知書」の写し
４ ①又は②のどちらかの書類

① 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた融資であることが分かる書類
【民間金融機関から融資を受けた方】

・信用保証協会の「信用保証決定のお知らせ」又は「信用保証書」の写し

※ 制度欄に「新型コロナ」と記載がある等、新型コロナに関連した信用保証である

ことがわかるもの

【政府系金融機関から融資を受けた方】

・「ご契約内容お客様控え」及び「支払額明細書」の写し

※ 新型コロナに係る融資制度の利用がわかるもの

 上記がない場合、その他の新型コロナウイルス感染症に係る融資制度を利用していることがわかる書類

② 雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の「支給決定通知書」の写し

５ 通帳の写し （中小事業者持続化支援金の振込先／金融機関名、口座番号、口座名義人が分かるページ）

持続化給付金

＋

雇用調整
助成金

コロナ
融資

又は

市ホームページ（お問い合わせ先に記載したQRコード）で御確認ください。

※令和２年１月～3月に創業した事業者の方も、持続化給付金の対象となる予
定です。

【 令和２年度 補正予算】 令和２年６月19日



支給要件となっている支援制度のご案内

持続化給付金

 感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業、教育訓練又は出向さ

せ、雇用維持を図った場合、休業手当等に要した費用が助成されます。（対象の休業期間：4月1日～9月30日）

新型コロナ関連の国等の融資

雇用調整助成金

 感染症拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受け、ひと月の売上が前年同月比50％以上減少している

事業者に対し、事業継続を下支えし、再起の糧としていただくための事業全般に広く使える給付金が給付されます

【給 付 額】 中小法人等※ 最大200万円 個人事業者等 最大100万円 (上限額：昨年の売上からの減少分)

【申 請 先】 持続化給付金ホームページから電子申請
【申請期限】 令和３年１月15日まで
【問合わせ】 持続化給付金コールセンター 0120-110-570
【申請サポート窓口】 苫小牧サポート会場 (苫小牧経済センタービル）

電話予約窓口 0570-077-866（完全予約制）
持続化給付金 検索

【売上減少分の計算方法】
2019年※総売上（事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上×12カ月）

※インターネットでの申請が困難な方を支援しています。

※ 資本金の額又は出資の総額10億円未満、又は、その定めがない場合は、常時使用する従業員が2,000人以下

利子補給で実質無利子（当初３年間）

無担保、措置は最長５年

信用保証の保証料は半額又はゼロ

北海道の融資制度（新型コロナウイルス感染症対応資金）

信用力や担保によらず一律金利、融資後の３年間まで

0.9％の金利引き下げを実施、措置期間は最長５年

特別利子補給制度の併用で、実質的な無利子化を実現

新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫）

【制度概要】

【融資条件】

※ 小規模企業者：従業員20人（商業・サービス業は5人、宿泊・娯楽業は20人）以下

【問合わせ】 民間金融機関等（銀行、信用金庫、信用組合等）

中堅・中小企業、フリーランスを含む個人事業者、医療・農業・社会福祉法人等の会社以外の法人など 幅広く対象

売上が半減した ➡ 返済不要の給付金

売上減で資金繰りが厳しい ➡ 実質無利子・無担保融資など

中小は休業手当の80％～100％助成
助成拡充、要件緩和、簡素化で活用しやすく

政府系金融機関による融資の例民間金融機関による融資の例

雇用を維持したい ➡

①国準拠 ②道準拠

資金使途

融資対象

融資金額 3 ,0 0 0万円以内 3 ,0 0 0万円以内

担保

融資利率

融資期間

取扱期間

借換
保証付き融資からの借換が可能
（一部対象外の場合があります）

保証付き道制度融資からの借換
が可能（一部対象外の場合があります）

危機関連保証、セーフティネット保証４号・５号のいずれかの認定を受
けた中小企業者等

令和2年5月1日から令和3年1月31日まで
※令和2年12月31日までに保証申込みが完了している必要があります。

10年以内（うち据置5年以内）

［固定金利］　5年以内 年1.0%　10年以内 年1.2%

無担保

事業資金

【融資条件】

【問合わせ】 日本政策金融公庫 相談ダイヤル 0120-154-505

※ 1月～12月のうち、ひと月を任意で選択できます。

資金使途

融資対象

融資限度額
（別枠）

担保

金利

貸付期間

利下げ限度額

内　容

運転資金、設備資金

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的な業況悪化を来たし、最近

1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以上減少した
事業者等

無担保

当初3年間 基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利
  （ 中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％　）
※金利は令和2年6月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかか

わらず一律

設備20年以内、運転15年以内 （うち据置5年以内）

中小事業2億円、国民事業4,000万円

中小事業6億円、国民事業8,000万円

売上減少15％以上 売上減少5％以上15％未満

個人事業主
（事業性あるフリーランス含む、

小規模企業者 (※)に限る）

上記を除く中小事業者

当初3年間実質無利子

融資期間中の保証料は国と道

が負担

融資期間中の保証料半分は

国と道が負担

当初3年間実質無利子

融資期間中の保証料は国と道が負担

令和２年６月19日

まずは、金融機関へご相談ください。

【対象労働者】 雇用保険被保険者、週20時間未満等の雇用保険被保険者以外の者

【問合わせ】

【対象要件】 最近１か月間の売上が前年同月比５％以上減少 など

【助成内容】 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) 解雇等を行わず、雇用を維持している場合、10/10（中小）、3/4 （大企業）
上限額（１人当たり日額）が8,330円から15,000円へ引上げ

ハローワーク苫小牧 0144-32-5221（助成金担当：32＃）
厚生労働省雇用調整助成金 検索

日額上限
引上げ

15,000円

苫小牧市緊急経済対策相談窓口では、各支援策のご案内やご相談を受け付けています。☎ 0144-32-6445

小規模の方

用の簡素化
パート、

アルバイトも
対象

中小企業
解雇等なし

10/10

一律助成

1/24-5/31
の休業申請
8/31まで可

記載事項
５割削減
添付書類

削減

小規模の方

実払額で
簡易算定申請マニュ

アルもあり緊急雇用安定助成金

※小規模事業主とは、従業員がおお
むね20人以下の会社や個人事業主


