
特集 なんとしても窮地を生き抜く！〜withコロナの企業戦略〜

給 付 金

持続化給付金
★事業全般に広く使える
★幅広い業種の方が対象
＜支援内容＞
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

【申請サイトはこちら】「持続化給付金」の事務局HP
https://www.jizokuka-kyufu.jp

家賃支援給付金
★医療法人なども幅広く対象
＜支援内容＞
申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに
算定された金額が、給付されます。
（法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円）

【お問合せ先】
家賃支援給付金	コールセンター　TEL	0120-653-930

雇 用 関 係

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金（国）
★休業しながら雇用を続けている事業者の方へ
★9月30日までは特例措置が適用
＜支援内容＞
助成率：１０／１０（本来は９／１０）
助成額：１日当たり15,000円（本来は8,330円）

【お問合せ先】福井労働局　TEL	0776-22-3363

融 資 関 係

日本政策金融公庫及び沖縄公庫による
新型コロナウイルス感染症特別貸付
★信用力や担保がいらない
★「特別利子補給制度」を利用で、実質無利子で借り入れ
可能
＜融資概要＞
【資金の使いみち】運転資金、設備資金	
【担保】無担保
【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内
【うち据置期間】５年以内
【融資限度額（別枠）】中小企業事業６億円（拡充前３億円）、
国民生活事業8,000万円（拡充前6,000万円）
【金利】当初3年間	基準金利▲0.9％、
4年目以降基準金利	中小企業事業1.11％→0.21％、
国民生活事業1.36％→0.46％

【お問合せ先】日本公庫	事業資金相談ダイアル
TEL	0120-154-505（平日）

特別利子補給制度（実質無利子）
★指定の借入を行うと利子補給を受けられる
＜利子補給＞
◦期間：借入後当初３年間
◦補給対象上限：
　中小企業事業・商工中金および政投銀
　２億円（拡充前１億円）、
　国民生活事業4,000万円（拡充前3,000万円）
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

【お問合せ先】
（独）中小企業基盤整備機構	新型コロナウイルス感染症
特別利子補給制度事務局　TEL	0570-060515

補助金関係

中小企業生産性革命推進事業
★コロナを乗り越えるために特別枠を設置
各事業名
①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（特別枠）
対象事業　革新的な製品・サービス開発または生産プロ

セス・サービス提供方法の改善に必要な設備・
システム投資等に係る取り組み

対 象 者　中小企業、小規模事業者
助 成 率　２／３または３／４（１企業あたり上限1,000万円）
申請締切　３次締切：令和２年８月３日㈪
	 ４次締切：11月予定
②小規模事業者持続的発展支援事業（特別枠）
対象事業　販路開拓等に係る取り組み
対 象 者　小規模事業者
助 成 率　国	２／３または３／４（１企業あたり上限100万円）
申請締切　３次締切：令和２年８月７日㈮
　　　　　４次締切：10月予定
③サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業（特別枠）
対象事業　ＩＴツール導入に係る取り組み
対 象 者　中小事業者、小規模事業者
助 成 率　国	２／３または３／４（１企業あたり上限450万円）
申請締切　最終締切：令和２年8月31日㈪

【お問合せ先】
①ものづくり補助金事務局サポートセンター	 TEL050-8880-4053
　福井県中小企業団体中央会	 TEL0776-23-3042
②日本商工会議所	小規模事業者持続化補助金事務局	TEL03-6447-5485
　もしくはお近くの商工会、商工会議所
③サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター	TEL0570-666-424

新型コロナウイルスに関する国の支援制度
※令和2年7月15日時点

その他にも国の助成制度がありますので、	
詳しくは経済産業省のHPをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/

※上記は令和2年7月15日時点での情報です。新型コロナウイルス感染症に関する
情報は日々補助や助成の範囲拡大などが起こっている状況ですので、掲載
公開時点による差異がある場合がございますのであらかじめご了承ください。

7月14日
申請受付開始!
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専門家の派遣

新型コロナウイルス対策・専門家派遣支援
　新型コロナウイルス感染症により経営面の影響を受けてい
る小規模事業者に対して、商工会・商工会議所から、経営
等に関するアドバイスができる専門家を無料で派遣します。

【問い合わせ先】
お近くの商工会、商工会議所
福井県産業労働部創業・経営課　TEL	0776-20-0367

新型コロナウイルスに関する当センターの支援制度

新型コロナウイルスに関する福井県の支援制度

※令和２年７月15日時点

※令和２年７月15日時点

総合相談窓口
★国・県等の支援制度を十分
に活用

★中小企業診断士等の専門家
を常時配置
★電話相談のほか、オンライン
での相談にも対応
＜対応業務＞
相談者の状況にあった支援施策の提案から、支援施策の
申請手続き完了まで寄り添った支援を行います。
施策は、持続化給付金、家賃支援給付金など国の支援施
策、県制度融資・補助金など全般を対象とします。
＜相談方法＞
①チャット相談（フェイスブックのメッセンジャーを活用）
②ビデオ通話相談（ZOOMを活用）
③電話相談
　（専用電話	0776-67-7421を開設）

専門家派遣支援
★約100人の専門家を登録
しているため、幅広い分
野で活用
★コロナ対策としてのテレ
ワーク導入や労務管理に
★自己負担が半額
＜対　象＞
創業予定者、中小企業・組合・ＮＰＯ等で具体的な経営
課題をお持ちの方およびサービス産業における生産性の
向上を図るグループ
＜費　用＞
専門家謝金１回あたり上限３万円以内（税別）のうち
１/２が企業負担となります。
（嶺南地域の対象企業は、１/４負担となります）
＜利用回数＞
派遣上限は10回まで

【お問合せ先】公益財団法人ふくい産業支援センター
	 ふるさと産業育成部　TEL	0776-67-7425

新型コロナウイルスに関するお役立ち情報を掲載
★国、福井県内の支援制度を掲載　　★支援制度を中小企業診断士が分かりやすく動画にて解説	
　【掲載のHP】https://www.fisc.jp/consult/2020/05/1560/	

中小企業のテレワーク推進等に向けた特別相談会も開催中です！（詳しくはP17へ！）

資 金 調 達

福井県新型コロナウイルス感染症 
対応資金
　新型コロナウイルス感染症により売上等が減少した
中小・小規模事業者の方に対し、4,000万円までの融資
により資金繰りを支援します。
※当初３年間は、実質無利子で借入が可能です。
※ご利用にあたって、金融機関や福井県信用保証協会の審査があります。

【お問合せ先】
福井県産業政策課	金融グループ　TEL	0776-20-0373
制度の詳細は、産業政策課のホームページからご確認いただけます。

福井県経営安定資金 
（新型コロナウイルス対策分）
　福井県新型コロナウイルス感染症対応資金に加え、
7,000万円までの融資により資金繰りを支援します。
５月１日からは、融資期間を「10年」、据置期間を「２年」
に延長しました。
※一部市町では利子補給により、当初３年間（または１年間）は実質
無利子で借入が可能です。

※ご利用にあたって、金融機関や福井県信用保証協会の審査があります。

【お問合せ先】
福井県産業政策課	金融グループ　TEL	0776-20-0373
経営相談窓口の連絡先は産業政策課のホームページからもご確認
いただけます。（「福井県金融制度」で検索）

詳しくはコチラ!! ➡
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特集 なんとしても窮地を生き抜く！〜withコロナの企業戦略〜

販路開拓 ギフトシーズン等を活用した 
県産品販売促進緊急支援事業

　新型コロナウイルス感染拡大を受け、全国の大型小売
店舗の休業やイベントの中止により、県内企業が製造す
る県産品にも大きな影響が出ています。福井県と西武福
井店の協働によりオンラインストアで県産品を販売する
とともに、販売促進策を併せて行います。
＜補助対象者＞県産品を製造する県内中小企業者等
＜支 援 内 容＞福井県と西武福井店の協働による
　　　　　　　オンラインストア
①そごう・西武「e.デパート」でのバナー広告を展開
②そごう・西武の各店舗でのオンラインサイトによる周知
③検索サイト等でのポップアップ広告を展開
④お歳暮の時期に向けて、そごう・西武のバイヤーによる
商談会を開催（８月予定）。採用商品の一部について
は、カタログギフトに掲載し、西武福井店のお歳暮催
事会場で販売
⑤オンラインサイトおよび西武福井店のお中元・お歳暮催事
会場での県産品購入者に抽選で伝統工芸品等をプレゼント
＜県産品の募集＞
◦オンラインサイトで販売する県産品は随時募集しております。
◦販売に当たっての条件等については、西武福井店にお
問合せの上、ご確認ください。
◦商談会については、参加希望事業者を７月〜８月頃に
別途募集します。
【お問合せ先】
西武福井店（代表）　TEL	0776-27-0111
福井県産業労働部	産業政策課　TEL	0776-20-0369

中小企業経営活動緊急支援事業
　新型コロナウイルスの影響により、海外に渡航しての
商談や営業が困難になっています。中国向け越境ＥＣモー
ルの特設ページ「福井館」を活用するための費用を支援

しますので、日本から直接、中国の消費者に販売可能な
越境ＥＣをご活用ください。
＜補助対象者＞令和２年４月１日〜９月30日までに、	
	 福井館に入館申込をした県内企業
＜支 援 内 容＞
①商品ページ作成費	半額助成
◦全カテゴリ（ファッション除く）
　１万円／SKU→５千円／SKU（５SKUまで）
◦ファッション３万円／SPU→1.5万円／SPU（２SPUまで）
　	※「SKU」「SPU」はそれぞれ品数の単位です。
②新規口座開設費　◦通常5万円→無料
③福井館入館料
◦出品数１〜５品目５千円／月→最大６か月間無料
◦出品数５品目超１万円／月→最大６か月間無料
【お問合せ先】
福井県国際経済課	海外展開グループ	TEL	0776-20-0366
または　株式会社福井銀行	コンサルティンググループ
　　　　海外支援チーム	TEL	0776-50-7519
詳細は国際経済課のホームページからご確認いただけます。	
（越境ＥＣ	福井館で検索）

伝統工芸原材料確保支援事業
　伝統的工芸品を作る上で欠かせない中国からの輸入原
材料が高騰した場合に備え、緊急の需要に対応する分に
ついての調達経費を支援します。
＜支給対象者＞産地組合（越前漆器協同組合、若狭漆器協同	
	 組合、福井県和紙工業協同組合）
＜支 援 内 容＞
補助対象：新型コロナウイルス感染症流行前の価格から

10％を超え値上がりした原材料（漆・こうぞ・
みつまた）の価格上昇分

補 助 率：２／３
【お問合せ先】
福井県産業技術課	伝統工芸室　☎0776-20-0377

雇用関係

雇用調整助成金等利用促進事業補助金
　雇用調整助成金等の申請手続きを、社会保険労務士に
依頼した事業主の方に、要した費用を支援します。
＜補助対象者＞
◦県内に本社機能のある中小企業事業主
◦新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、
雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給決定
を福井労働局から受けた事業主
＜支援内容＞補助率：１０／１０
　　　　　　上限額：10万円（１事業主当たり）
※雇用調整助成金等の申請１回で補助額が上限の10万円に満たない場
合は、複数回分をまとめて補助額が10万円に達した時点で、補助金
の申請をしていただけます。
　対象経費：雇用調整助成金等の支給申請にかかる事務代行や書類の
作成業務を令和２年４月１日以降に社会保険労務士に依頼した費用

【お問合せ先】福井県労働政策課	労働環境グループ
	 TEL	0776-20-0389　FAX	0776-20-0648

雇用維持事業主応援金
　休業中も従業員の雇用を守る事業主の方に対して、事業
主・役員の休業日数に応じ、県独自の応援金を支給します。
＜補助対象者＞休業中に従業員を解雇せずに、休業手当等	

	を支払っている事業主
＜支援内容＞事業主の休業日数に応じて応援金を支給	
	 （１企業当たり50万円を上限）
	 事業主１人の場合	１万円╳休業日数
	 事業主・役員２人以上の場合	２万円╳休業日数
【お問合せ先】福井県労働政策課	雇用対策グループ
	 TEL	0776-20-0390

その他にも福井県の助成制度がありますので、	
詳しくは福井県のHPをご覧ください。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/	
pr-jigyousya.html

※上記は令和2年7月15日時点での情報です。
　各制度に関しましては各担当先にお問い合わせください
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