
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける

事業者の皆様へ

(支援制度のご案内)
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福井県の支援制度

令和 2 年 5 月 27 日時点

● 「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」の設置

本県では、１月 30 日（木）から、産業政策課内に「新型コロナウイルスに関する経

営相談窓口」を設置しています。

売上げの減少等、影響を受けている中小企業者向けの制度融資に関することや、また、

利子補給制度等を創設している市町もありますので、各種融資制度等についてご不明な

点はご相談ください。

＜補助対象者＞

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者

＜支援内容＞

・中小企業者の資金繰りなどの相談に対応します。

【問い合わせ先】

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） 

● 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。

＜補助対象者＞

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けている県内小規模事業者

（※売上減少率等の要件はありません。）

＜支援内容＞

・１事業者あたり専門家を３回まで無料で派遣。

【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
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● 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・小規模事業者の方は、民間

金融機関から、３，０００万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。

＜補助対象者＞

・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上等が前年同期比５％以上減少し、市

町で認定（セーフティネット保証４号、５号、危機関連保証）を受けた中小・小規

模事業者

＜支援内容＞

〇借入限度額 ３，０００万円

〇融 資 利 率 売上等▲ 5%以上の個人事業主 ： 1.0%以下（当初３年間利子補給）

売上等▲ 5%以上の法人 ： 1.0%以下（利子補給なし）

売上等▲ 15%以上の個人事業主 ： 0.9%以下（当初３年間利子補給）

売上等▲ 15%以上の法人 ： 0.9%以下（当初３年間利子補給）

〇保 証 料 無料（ただし、売上等▲ 5%以上の法人のみ 0.425%負担）

〇使 途 運転資金・設備資金

〇融 資 期 間 １０年以内（据置５年以内を含む）

○そ の 他 下記の経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）などの借換にも

利用でき、月々の返済が緩和される場合があります。

【問い合わせ先】

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、８，０００万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」

に延長します。

※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。

＜補助対象者＞

・次のいずれにも該当する中小・小規模事業者

①福井県新型コロナウイルス感染症対応資金を融資限度額まで利用し、さらに資金が

必要な中小・小規模事業者

②新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が２０％以上減少し、市町長の認

定を受けた中小・小規模事業者

＜支援内容＞

〇借入限度額 ８，０００万円

〇融 資 利 率 ０．９０％以下（一部市町では、利子補給があります。）

〇保 証 料 本県が０．７％分を全額負担

〇使 途 運転資金・設備資金

〇融 資 期 間 １０年以内（据置２年以内）

【問い合わせ先】

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）
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● 小売・サービス業者による事業強化緊急支援補助金

新型コロナウイルス感染拡大により、売上減少などの影響を受けている小売・サービ

ス業などを営む中小企業者等の取組みを支援します。

＜補助対象者＞

①福井県内に主たる事業所を有する小売・サービス業等を営む中小企業者等で、直近

１か月の売上が前年同月と比較して減少している等の新型コロナウイルス感染症

の影響を受けている者

②複数の中小企業者等を含む者で構成し、構成員の過半数を①の者で構成する団体

＜支援内容＞

・補助対象事業

  〇現在の厳しい売上の状況を乗り越えるために実施する事業

（例）持帰り販売等のメニュー開発や予約システム構築、販売促進広告の制作 など

  〇回復期を見据えた事業継続のために実施する事業

  （例）キャッシュレス導入、新商品の開発 など

・補助率等

  〇補 助 率：経費の３／４

〇補助上限：中小企業者等 ３０万円

複数の中小企業者等で構成する団体 ６０万円

  〇事業期間：令和２年４月２３日（木）～１０月３０日（金）

＜受付期間＞

   令和２年５月１５日（金）～令和２年６月１１日（木）まで

【問い合わせ先】

お近くの商工会、商工会議所

福井県産業労働部産業政策課 TEL 0776-20-0369
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

（ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/kouri-service.html）

● 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金（国）、雇用維持緊急助成金（県）

会社や店舗などをお休みした場合でも、従業員の雇用を守る事業主の方に対して、従

業員に支払った休業手当等を助成します。

＜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＞

助成率：中小企業

国 ９／１０

（休業手当支払率６０％超部分については１０／１０）

県 １／１０

（国・県合わせた上限額：９ ,２５６円／人・日）

（１事業所当たり１００万円を上限）

※従業員を解雇していない場合の助成率

【問い合わせ先】

福井県労働政策課雇用対策グループ TEL 0776-20-0390
制度の詳細は労働政策課のホームページからご確認いただけます。

（ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/index.html）

福井労働局 TEL 0776-22-3363
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● 雇用維持事業主応援金（県）

労働者の雇用維持を図った事業主に対して、事業の継続と事業者の支援のため、応援

金を支給します。

＜支給対象者＞

国の雇用調整助成金等の対象となる事業者

＜支援内容＞

支給額 事業主１人           １万円×休業日数

    事業主・役員（常勤）２人以上 ２万円×休業日数

     （１企業当たり５０万円を上限）

【問い合わせ先】

福井県労働政策課雇用対策グループ TEL 0776-20-0390
制度の詳細は労働政策課のホームページからご確認いただけます。

（ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/index.html）

● 特別在職者訓練

会社や店舗などを休業している間、従業員のスキルアップのため、県の産業技術専門

学院で教育訓練を受けさせる事業主の方を支援します。

＜補助対象者＞

・国の雇用調整助成金を活用し、従業員に教育訓練を実施する事業主

＜支援内容＞

・福井産業技術専門学院および敦賀産業技術専門学院において、教育訓練を無料で実

施します。（受講料は無料。教材費や材料費は県が負担します）

※雇用調整助成金の特例措置の助成対象となる教育訓練です。

※インターネットを用いたオンライン講習も可能です。

【実施可能な内容】

機械保全、金属加工、電気工事、制御、自動車整備、ＣＡＤ、接客、ＯＡなど

※上記以外の分野でも実施できる場合がありますので、ご相談ください。

詳しくはホームページをご覧ください。（ http://www.nouryokukaihatu.ac.jp）

【問い合わせ先】

県立福井産業技術専門学院 TEL 0776-52-2120
県立敦賀産業技術専門学院 TEL 0770-22-0143
福井県労働政策課産業人材グループ TEL 0776-20-0388
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● テレワーク奨励金制度

新たにテレワーク制度を導入し従業員が利用した場合、もしくは、障がいがある、家

族の介護等により通勤に制限がある方などを新規雇用し、テレワーク制度を利用した場

合に、事業主の方へ奨励金を支給します。

＜補助対象者＞

・県内の事業所においてテレワーク制度に取り組んだ事業主の方

＜支援内容＞

①または②の取り組みを行った事業主に奨励金を支給（１企業１回のみ）

①利用促進コース：２０万円 ※令和２年２月１７日以降の取組が対象

〔取組内容〕

・新たにテレワーク制度を導入

・常時雇用する労働者が週平均１日以上テレワーク制度を利用して、

１か月以上勤務

②新規雇用コース：４０万円 ※非正規従業員の場合は２０万円

〔取組内容〕

・通勤に制限がある方（例：障がいがある、要介護の家族がいるなど）

を、常時雇用する労働者として新規雇用

・勤務を要する日の半分以上をテレワークのみで就業し、１か月以上勤務

【問い合わせ先】

福井県労働政策課労働環境グループ TEL 0776-20-0389
制度の詳細は労働政策課のホームページからご確認いただけます。

（ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/rousei/）

● 海外企業の信用調査

新型コロナウイルスの影響により、従来の海外取引先との取引継続が困難な場合、ま

たは、リスク軽減のために新規取引先を開拓しようとする場合、海外の新規取引先や商

談相手先企業の信用調査を、県が無料で実施します。

＜支援対象者＞

・海外の企業と新たに取引を開始しようとする、あるいは商談を進めようとする県内

企業

＜支援内容＞

海外の新規取引先や商談先企業の信用調査を無料で実施します。

これまでアジア中心だった調査対象地域を全世界に拡大しています。

※１企業あたりの回数（件数）に制限があります

【問い合わせ先】

県内企業の海外ビジネス相談窓口「ふくいグローバルビジネスプラザ」

TEL 0776-89-1140
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● 中国越境ＥＣ新規参入支援

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」に出店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。

＜支援対象者＞

・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（５ SKU まで）

・ファッション                  ３万円／ SPU → 1.5 万円／ SPU（２ SPU 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

【問い合わせ先】

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

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ海外支援チーム 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）

● 新規取引先開拓支援補助金

新型コロナウイルス感染症対策として、中国に替わる新たな調達先を開拓するための

海外における事業活動を支援します。

＜支援対象者＞

・中小企業（製造業）

＜支援内容＞

補助対象：調達先企業・工場の確認や商談等のための旅費、現地宿泊費、現地での

通訳料を補助

補助率：県１／２

【問い合わせ先】

福井県産業技術課工業・繊維グループ TEL 0776-20-0370
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売上高等の減少要件 保証限度 保証期間 貸付利率

新型コロナウイルス対策分 ２０％以上減少 0.90以下

セーフティネット保証支援分 ５％以上減少 0.6 1.00以下

危機関連保証支援分 １５％以上減少 0.8 0.90以下

環境変動分 １０％以上減少 0.35～1.70 1.00以下

期間 利子補給割合 期間 利子補給割合

福井市 3年間 全額 - -

敦賀市 3年間 全額 3年間 全額

小浜市 3年間 全額 1年間 全額

大野市 3年間 全額 1年間 １／２

勝山市 3年間 全額 3年間 １／２

鯖江市 3年間 全額 - -

あわら市 3年間 全額 - -

越前市 3年間 全額 3年間 全額

坂井市 3年間 全額 - -

越前町 3年間 全額 - -

永平寺町 1年間 全額 - -

美浜町 10年間 全額 - -

若狭町 - - - -

高浜町 - - - -

おおい町 - - - -

南越前町 - - - -

池田町 - - - -

※令和２年６月３日現在の情報です。詳細については各市にご確認ください。

永平寺町の融資制度「中小企業資金融資制度(一般資金)」を制限緩和した

若狭町独自の支援策「若狭の未来を担う事業者応援金」を実施

高浜町独自の支援策「高浜町新型コロナウイルス中小企業応援給付金」を実施

池田町独自の支援策「池田町商工事業応援金」を実施

南越前町独自の支援策「南越前町中小企業経営安定資金融資」を実施

おおい町の融資制度「中小企業振興資金融資制度」を拡充

危機関連保証支援分と環境変動分は　3年間、１／２

あわら市独自で福井県の「福井県新型コロナウイルス感染症対応資金」にも利子補給を行っている

危機関連保証支援分も　3年間、全額　　　※いずれも「福井県新型コロナ感染症対応資金」を限度額まで借入れしている場合

急激な為替変動、または、知事が別に定める異常気象や感染症など広域的に影響を及
ぼす経営上の脅威により経営の安定に支障が生じている中小企業者

危機関連保証支援分は　1年間、全額

大野市独自の融資制度「経営安定資金」の要件緩和を行っている

福井県経営安定資金に対する県・各市の支援状況

新型コロナウイルス対策分 セーフティネット保証支援分
市町名 備考

保証料率

全額県補給

8,000万 7年以内

1/3県補給

福井県経営安定資金利用に対する各市の支援状況

対象者

セーフティネット保証第４号に該当する中小企業者

セーフティネット保証第５号に該当する中小企業者

中小企業信用保険法第２条第６項に該当する中小企業者



売上高等の減少要件 保証限度 保証期間 貸付利率

新型コロナウイルス対策分 ２０％以上減少 0.90以下

セーフティネット保証支援分 ５％以上減少 0.6 1.00以下

危機関連保証支援分 １５％以上減少 0.8 0.90以下

環境変動分 １０％以上減少 0.35～1.70 1.00以下

期間 利子補給割合 期間 利子補給割合

福井市 3年間 全額 - -

敦賀市 3年間 全額 3年間 全額

小浜市 3年間 全額 1年間 全額

大野市 3年間 全額 1年間 １／２

勝山市 3年間 全額 3年間 １／２

鯖江市 3年間 全額 - -

あわら市 3年間 全額 - -

越前市 3年間 全額 3年間 全額

坂井市 3年間 全額 - -

越前町 3年間 全額 - -

永平寺町 1年間 全額 - -

美浜町 10年間 全額 - -

若狭町 - - - -

高浜町 - - - -

おおい町 - - - -

南越前町 3年間 全額 3年間 全額

池田町 - - - -

福井県経営安定資金に対する県・各市の支援状況

新型コロナウイルス対策分 セーフティネット保証支援分
市町名 備考

保証料率

全額県補給

8,000万 7年以内

1/3県補給

福井県経営安定資金利用に対する各市の支援状況

対象者

セーフティネット保証第４号に該当する中小企業者

セーフティネット保証第５号に該当する中小企業者

中小企業信用保険法第２条第６項に該当する中小企業者

急激な為替変動、または、知事が別に定める異常気象や感染症など広域的に影響を
及ぼす経営上の脅威により経営の安定に支障が生じている中小企業者

危機関連保証支援分は　1年間、全額

大野市独自の融資制度「経営安定資金」の要件緩和を行っている

危機関連保証支援分と環境変動分は　3年間、１／２

あわら市独自で福井県の「福井県新型コロナウイルス感染症対応資金」にも利子補給を行っている

危機関連保証支援分も　3年間、全額　　　※いずれも「福井県新型コロナ感染症対応資金」を限度額まで借入れしている場合

※令和２年６月３日現在の情報です。詳細については各市にご確認ください。

永平寺町の融資制度「中小企業資金融資制度(一般資金)」を制限緩和した

若狭町独自の支援策「若狭の未来を担う事業者応援金」を実施

高浜町独自の支援策「高浜町新型コロナウイルス中小企業応援給付金」を実施

池田町独自の支援策「池田町商工事業応援金」を実施

南越前町独自の支援策「南越前町中小企業経営安定資金融資」を実施

おおい町の融資制度「中小企業振興資金融資制度」を拡充

制度名 問合せ・申込先

宿泊事業者支援金

【お問合せ・申込先】
福井市おもてなし観光推進
課
(電話)0776-20-5346

宿泊施設安全対策等奨励金

【お問合せ・申込先】
福井市おもてなし観光推進
課
(電話)0776-20-5346

制度名 問合せ・申込先

あわら市テイクアウト応援事業
補助金

【お問合せ・申込先】
あわら市飲食店応援隊
事務局（商工労働課内）
（電話） 0776-73-8030

「福井県新型コロナウイルス感
染症対応資金」利子補給

【お問合せ・申込先】
あわら市商工労働課
(電話)0776-73-8030

あわら市【追加制度】

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている飲食店または宿泊業を営む小規模事業者がテイクア
ウトや配達事業を行う場合、費用の一部を補助します。
■補助対象経費
　備品購入費、印刷製本費、委託費・外注費、広報費、器具備品・機械装置費
■補助率および補助限度額
　①テイクアウト事業または配達事業を行う場合　10分の10（限度額４万円）
　②テイクアウト事業および配達事業の両方を行う場合　10分の10（限度額８万円）

■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)あわら市内に主たる事業所を有する飲食店または宿泊業を営む小規模事業者
(2)テイクアウト事業または配達事業を行うために必要な食品営業許可を受けている者
(3) あわら市飲食店応援隊が運営する「テイクアウトあわら」にテイクアウト事業または配達事業の情報を掲
載した、または今後掲載する予定の者
(4)令和元年度の市税を滞納していないこと。
■取扱期間
令和2年4月21日（火）～令和2年6月30日（火）まで

支援内容 対象要件

福井県（国）が支援する3年間の利子補給をさらに拡充し、4年目以降の2年間の利子についても、市が独
自で補給する緊急金融支援を行います。

■対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、セーフティネット保証4号、危機関連保証のいずれかの認定を受
け、「福井県新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資を受けた市内中小企業者 （セーフティネット保証5
号認定は、あわら市の利子補給については対象外になります。）
・市内において事業を営んでいること
・市税等を完納していること
■取扱期間
令和2年5月１日(金)から令和2年12月31日(木)まで

宿泊客が安心して施設を利用できるよう、宿泊施設における新型コロナウィルス感染症拡大防止の取組
への支援として、奨励金を交付します。また、感染者の治療にあたる医療従事者を積極的に受け入れる
宿泊施設に奨励金を交付し、その取組を支援することで、医療従事者やその家族の不安軽減につなげ
ます。
■補助対象事業
一号事業：「感染症拡大防止に向けた衛生管理等の安全対策」
二号事業：「感染症関連医療従事者の受入」
詳しくは福井市のHP（http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/hojyo/kankou/covid-19.html）
■補助上限
一号事業：施設の収容人数に応じて1施設につき、最大50万円
二号事業：医療従事者を受け入れた1施設につき、一律10万円

■対象者（以下のすべてに該当する施設）
① 申請時点において福井市内で、営業許可を受けて営業するホテル、旅館、簡易宿泊所、住宅宿泊事業法
に係る住宅といった宿泊施設（地方公共団体等が所有する施設を除く）
② いわゆるラブホテル等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２
号）第２条第６項第４号に該当する施設（これに類するものを含む）でないこと
③ 研修施設又は福利厚生施設であると認められる施設でないこと
④ 施設を営む者（申請者）が市税を滞納していないこと
⑤ 施設を営む者（申請者）が暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係をもつ者でないこと
■申請期間
令和2年5月20日（水）から令和3年1月15日（金）まで

福井市【追加制度】
支援内容 対象要件

新型コロナウィルス感染症の拡大により宿泊者数が大幅に減少していることから、事業収入の減少した
市内宿泊事業者の事業継続を支援するため、事業全般に広く使える支援金を給付します。
■補助上限
昨年1年間の売上からの減少分を上限に施設の収容人数に応じて1事業者につき、最大40万円

■対象者（以下のすべてに該当する施設）
①福井市内に本店又は主たる事務所を有する法人または個人事業主で、福井市内で、営業許可を受けて営
業するホテル、旅館、簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に係る住宅といった宿泊施設（地方公共団体等が所有
する施設を除く）を継続して営んでいること
② 令和2年1月以降、感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が２０％
以上減少している月があること
③ いわゆるラブホテル等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項第４号に該当する施設（これに類
するものを含む）でないこと
④ 研修施設又は福利厚生施設であると認められる施設でないこと
⑤ 施設を営む者（申請者）が市税を滞納していないこと
⑥ 施設を営む者（申請者）が暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係
をもつ者でないこと
■申請期間
令和2年5月20日（水）から令和3年1月15日（金）まで
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制度名 問合せ・申込先

コロナに負けない事業所等応
援事業補助金

【お問合せ・申込先】
越前市産業政策課
(電話)0778-22-3047

元気な商業者グループ支援事
業補助金

【お問合せ・申込先】
越前市産業政策課
(電話)0778-22-3047

中小企業生産性革命推進連携
事業補助金

【お問合せ・申込先】
越前市産業政策課
(電話)0778-22-3047

新事業チャレンジ支援事業補
助金 　　（コロナに負けないチャ
レンジ枠）

【お問合せ・申込先】
越前市産業政策課
(電話)0778-22-3047

越前市【追加制度】
支援内容 対象要件

■対象者
市内中小企業者等
■申請期間
令和2年12月28日（月）まで

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって受ける打撃を払拭し、事業継続にも繋がるような、市内
の中小・小規模企業者や個人・団体の取組みを支援します。
■補助率
１０／１０以内
■補助上限
事業者数×１０万円※最大１００万円（ただし、複数申請はできません）
■補助対象経費
事業に直接供する以下の経費
・有形固定資産　・ソフトウェア　・持ち帰り、配達等に必要な包材、容器
・外注費 　　　　・荷造運賃　・広告宣伝費 　　・消耗品費
・その他市長が認めたもの

新型コロナによる打撃を払拭し、事業継続にも繋がるような、商業者グループの全国に向けた取組みを
支援します。
（ただし、「コロナに負けない事業所等応援事業補助金」との重複申請はできません）
■補助率
２／３以内
※共同申請者１者あたり１０万円加算を補助額に加算
■補助上限
２００万円
■補助対象経費
以下の合計が１００万円以上要する経費
・事業経費（広告宣伝費、会場費等）　・委託費
・商品開発費　・講師等謝金・旅費
・その他市長が認めたもの

■対象者
市内の個人、団体及び中小企業者並びにこれらで構成するグループ（１者でも申請可能です）
■申請期間
令和2年12月28日（月）まで

■対象者
市内小売商業者５者以上で構成する団体（商業者グループ）
■申請期間
令和2年12月28日（月）まで

※申請前に一度、越前市産業政策課（0778-22-3047）までご相談ください（※いずれも今年度限りの事業になります）

市内事業者が、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えようとする前向きな投資を強力に支援する
ため、国の「中小企業生産性革命推進事業」と連動し、追加支援を行います。
■補助率
国が認めた補助対象経費の１／６以内
■補助上限
２５０万円
■補助対象経費
国が補助対象経費として認めたもの

■対象者
「ものづくり補助金」、「小規模事業者持続化補助金」「ＩＴ導入補助金」の新型コロナ感染症対応特別枠で交付
決定を受けた市内中小企業者
■申請期間
令和3年3月31日（水）まで

新商品や新たなサービスの開発など新規性のある取組みで、新型コロナの影響を払拭しようとする前向
きな事業を強力に支援するため、「コロナに負けないチャレンジ枠」を新設しました。
■補助率
３／４以内
■補助上限
研究開発２５０万円、販路開拓１００万円
■補助対象経費
新型コロナの影響を払拭しようとする前向きな取組みで、新商品等の研究開発や販路開拓に要する経費
専門家指導受入費、委託費、原材料費、市場調査費、試験費、展示会等出展費、販売促進費、事務費
など
　※経費によっては補助対象とならない場合がありますので、詳しくはお問合せください。
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制度名 問合せ・申込先

鯖江のがんばる事業者応援給
付金

【お問合せ・申込先】
鯖江市商工政策課
（電話）0778-53-2231

雇用調整助成金申請等手数料
補助金

【お問合せ・申込先】
鯖江市商工政策課
（電話）0778-53-2231

地場産品販売応援事業補助金

【お問合せ・申込先】
鯖江市商工政策課
（電話）0778-53-2232

資金名 対象者
融資

限度額
融資利率 利子補給

保証料
補給

返済期間 返済方法
担保

保証人
問合せ・申込先

中小企業資金融資制度(一般
資金)の制限緩和

1. 本町に事務所を有し、かつ、引き続き1年以上同一事業を営んで
いる法人。または、本町に1年以上住所を有し、かつ、引き続き1年以
上町内において同一事業を営んでいる個人事業者
2. 各種町税を完納していること

■使途
新型コロナウイルス感染症の影響による重複借り入れの場合に限
り、運転資金のみ

1,500万円
※既に融資を
受けている分
と併せて限度
額を超えない
こと。

1.0%
（保証付）
変動あり

貸付利率の2分の1
上限0．5％
5年間を限度

保証料の
2分の1に
相当する

額

5年以内
据置6か月

月賦元金均
等償還

信用保証協
会の保証を
付けること

【お問合せ】
永平寺町商工観光課
（電話 0776-61-3921）

鯖江市【追加制度】
支援内容 対象要件

新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に影響を受けている市内の中小企業、個人事業者を対象
に応援給付金を支給します。
■給付金の額
法人10万円、個人事業者5万円を一律支給

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の届出書類の
作成費用を支援します。
■給付金の額
委託料の2分の1（従業員10人未満の事業者は全額）に相当する額（千円未満切り捨て）
■給付上限額
1事業所1回限り、10万円を上限とする。

■対象者
・令和2年4月27日現在、市内で事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思のある市内中小企
業・個人事業者（※1）。
※NPO法人、医療法人など会社以外の法人も対象となるが、要件アリ
・農業は、農業法人、認定農業者、任意の集落営農組合等、（市地域農業マスタープラン（人・農地プラン）に
位置付けられた者等）に限る。
■申請期間
令和2年5月1日（金）～7月31日（金）

■対象者
市内に主たる事業所を置き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業活動の縮小を余儀なくされた
中小企業等で、雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金の支給に必要な書類の作成等を社会保険労務
士に委託したもの
■申請期間
令和2年9月30日（水）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、販売機会の縮小を余儀なくされた市内中小企業に対し、商
談会・展示会を自主的に開催したり、新規でECサイトを構築する経費の一部を助成することにより、市内
産業のV字回復を促進することを目的とします。
■補助金の額
上限300千円、対象経費の4分の3以内
■補助対象経費
報償費、旅費（展示会出展にかかるもの、補助金総額の2割が上限）、需用費（消耗品費・印刷製本費・
光熱水費)、役務費（通信運搬費・広告料・手数料・筆耕翻訳料）、委託料、使用料及び賃借料、負担金

■対象者
製造業、機械器具卸売業、その他のじゅう器卸売業を営み、かつ、市内で製造加工された地場産品を扱う、
市内中小企業または二者以上の市内中小企業で構成するグループ

永平寺町【追加制度】
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制度名 問合せ・申込先

中小企業者事業継続支援給付
金

【お問合せ・申込先】
敦賀商工会議所
(電話)0770-22-2611
敦賀市商工貿易振興課
(電話)0770-22-8122

小規模事業者テイクアウト・デリ
バリーサービス参入促進事業
補助金

【お問合せ・申込先】
敦賀市商工貿易振興課
(電話)0770-22-8122

制度名 問合せ・申込先

雇用調整助成金申請等手数料
補助制度

中小企業等事業継続支援給付
金制度

敦賀市【追加制度】

■対象者（以下すべてに該当するもの）
・中小企業基本法第2条1項に規定するもの
・敦賀市に本社機能を有するもの
・令和2年1月1日～令和2年6月30日まの間で任意の継続する3か月間の売り上げ平均金額が前年同時期と
比較して20%以上減少するもの
※事業開始時期が平成３１年４月２日以降で③で指定する期間と比較できない場合は、令和元年１２月３１日
までの売上平均額と比較することができる。
■申請期間
令和2年5月11日(月)～7月31日(金)まで

■対象者（以下すべてに該当するもの）
①敦賀市内に主たる事業所を有する小規模事業者（常時雇用する従業員数が飲食業の場合は5人以下、宿
泊業の場合は20人以下）。ただし、補助事業者の範囲に、企業組合、協業組合は含み、みなし大企業、フラン
チャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。
②テイクアウトまたはデリバリー事業を行うために必要な食品営業許可を受けており、かつテイクアウトまた
はデリバリーに令和2年4月1日以降に参入した者。
③福井県商工会連合会が実施する小規模事業者テイクアウト・デリバリー参入促進事業助成金の助成交付
申請を行っている者。ただし、当該事業が終了した場合は、この限りではない。

■補助期間
令和2年4月1日（木）～令和3年1月31日（日）

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが大幅に減少した市内中小企業者に対して事業継続
のための給付金を支給します。
■給付金の額
法人40万円、個人事業主20万円

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている飲食業または宿泊業を営む小規模事業者がテイクア
ウトまたはデリバリー事業に新たに参入する取組に対して支援します。
■補助率
１／２
■補助限度額
１０万円
■補助対象経費
①テイクアウトまたはデリバリー事業に参入するための初期費用（印刷製本費、委託費・外注費、器具備
品・機械装置費等）
②①に付帯して、新型コロナウイルス感染症収束後の来店につなげるためのクーポン券作製等の費用
（印刷製本費、委託費）

支援内容 対象要件

大野市【追加制度】
支援内容 対象要件

【お問合せ・申込先】
大野市商工観光振興課
（電話）0779-64-4816

■対象者
国の持続化給付金の支給対象ではなく、市内に本社があり、市税等の滞納がない事業者で、次の要件のい
ずれかに該当するもの
（1）令和2年1月から12月までの連続する3か月の平均事業収入額が、前年の同じ3か月の平均事業収入額
に比して20％以上50％未満の減少となった事業者
（2）令和元年度以後に開業した者等（1）で示す平均事業収入額の比較が困難な事業者で、金融機関から融
資を受け、令和2年1月から12月の間の連続する3か月の平均事業収入額が、融資資金計画等における同じ3
か月の平均事業収入見込額に比して20％以上の減少となったもの
※その他の要件については、原則として、持続化給付金対象事業者要件に準ずる。
　 但し、農業従事者は、認定農業者に限るものとする。
■補助期間
令和2年5月22日（金）～令和3年1月15日（金）

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して一時的に休業、教育訓
練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等を助成する「雇用調整助
成金（緊急雇用安定助成金を含む）」の届出書類の作成費用を補助します。
■補助額
委託料または作成料の2分の1に相当する額（千円未満切捨）。但し、1事業所1回限り、5万円を上限とす
る。
■補助対象経費
社会保険労務士への申請の委託料または申請に必要な資料の作成料（令和2年4月1日以後に申請を行
う雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含む）の支給にかかるものに限る。）とする。但し、消費税及
び地方消費税は除く。

■対象者
市内に本社があり、市税等の滞納がない事業者（個人事業者含む。但し、農業従事者は、認定農業者に限
る。）で、雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金を含む）の支給に必要な書類の作成などを市内外の社会保
険労務士に委託し、その費用を支払ったもの

■補助期間
令和2年5月22日（金）～令和2年11月30日（月）

国の持続化給付金の支給対象とならない事業者のうち、新型コロナウイルス感染症拡大等により、大き
な影響を受けている事業者を対象に支援給付金を支給します。
■給付額
・中小法人等（医療法人、農業法人、NPO 法人など会社以外の法人含む）　　20万円
・個人事業者等（フリーランス含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　 　　10万円

※この給付金の交付を受けた後に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、令和2年中の事業
収入が前年同月比50％以上減少した月が発生するなどし、国の持続化給付金の支給対象となった場合
は、この支援給付金を返還していただきます。
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制度名 問合せ・申込先

小浜市持続化給付金

【お問合せ】
小浜市商工観光課
（電話）0770-64-6020
小浜商工会議所
（電話）0770-52-1040

【申込先】
福井銀行、福邦銀行、小浜
信用金庫（駅通り支店除く）、
福井県農業協同組合（みそ
ら支店除く）、小浜市漁業協
同組合

制度名 問合せ・申込先

新型コロナウイルス感染症対
策 店舗整備支援補助金

【お問合せ・申込先】
商工観光・ふるさと創生課
（電話） 0779-88-8105

制度名 問合せ・申込先

若狭の未来を担う事業者応援
金

【お問合せ・申込先】
若狭町観光未来創造課
（電話）0770-45-9111

新型コロナウイルス感染症により事業に打撃を受け、４月または５月の売上げが前年同月比で２０％以
上５０％未満減少した中小企業および個人事業主に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするた
めの給付金を支給します（同期間の売上が５０％以上減少した場合は国の持続化給付金の対象になり
ます）。
■給付金の額
中小企業：４０万円　個人事業主：２０万円

■対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、４月または５月の売上が前年同月比で２０％以上５０％未満減少し
ている小浜市内に所在する事業者（中小企業は小浜市に本社を置いている事業者）
※詳細は小浜市持続化給費金給付要領参照
■申請期間
令和2年6月1日（月）～7月31日（金）

小浜市【追加制度】
支援内容 対象要件

新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な業況、資金繰りの悪化など経営の安定に支障を生じ
たことにより、金融機関から融資を受けた中小企業者等に「若狭の未来を担う事業者応援金」を給付し、
将来に渡り若狭町の活性化を担う中小企業等を応援します。
■応援金の額
対象融資額の合算の３％、ただし上限３０万円とします。（１事業所当たり）

■対象者（以下をすべて満たす方）
・個人の場合は事業実態のある事業所、法人の場合は登記上の住所地または事業実態のある事業所が若
狭町内にある中小事業所等で、町税に滞納がなく、次に掲げる対象融資制度の貸付を受けたもの
■対象融資制度
①福井県新型コロナウイルス感染症対応資金（融資元／各民間金融機関（福井県融資制度））
②新型コロナウイルス感染症特別貸付（融資元／日本政策金融公庫）
③新型コロナウイルス対策小規模事業者経営改善資金（融資元／日本政策金融公庫）
④生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付（融資元／日本政策金融公庫）
⑤新型コロナウイルス対策生活衛生改善貸付（融資元／日本政策金融公庫）
⑥危機対応融資（融資元／商工組合中央金庫）
※応援金の給付対象となる融資は、令和２年３月１７日から同年１２月３１日までの間に実行されたものとす
る
■申請期間
令和3年1月15日(金)まで

支援内容 対象要件

若狭町【追加制度】

勝山市【追加制度】
支援内容 対象要件

店舗に訪れる市民や観光客、そして接客する従業員が安心できる体制を構築できるよう、次にあげるよ
うな新型コロナウイルス感染症の「飛沫感染防止対策」に要する経費を補助します。
■補助金の額
補助対象経費の80％（補助金額の上限は12万円）

■補助対象者
勝山市内に店舗を有する中小事業者、個人
■取扱期限
令和2年5月18日（月）～12月28日（月）まで
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制度名 問合せ・申込先

おおい町テイクアウト・デリバ
リー応援事業

【お問合せ・申込先】
おおい町商工観光課
(電話)0770-77-4056

制度名 問合せ・申込先

美し美浜の観光を支えるがん
ばる美浜人応援事業補助金

【お問合せ・申込先】
美浜町観光戦略課
(電話)0778-22-3047

■対象者（以下すべてに該当するもの）
町内に事業所等の事業拠点を有する中小企業で観光客に直接サービスを提供する者、又は町内の観光事
業者の半数以上が所属する観光関連の業界団体
■申請期間
令和2年5月1日から
※予算の上限に達した場合は、受付を終了いたします。

対象要件支援内容

支援内容 対象要件

美浜町【追加制度】

店舗内での人の集まりを回避しながら町民の皆さんの飲食物などの購入機会を確保し、また
新型コロナウイルス感染症により特に影響を受けている飲食業をはじめとする町内事業者の皆
さんの経営の維持と安定化を図ります。
■補助金の額
販売実績日（※）１日につき、５，３０５円
※販売実績日…補助事業の期間中に、実際に販売を行った日

■対象者
令和2年4月1日以降に「テイクアウト業務」または「デリバリー業務」を開始または拡充した町内事業者
■申請期間
令和 2 年 5 月 11 日(月)～令和 2 年 6 月 30 日(火)
※申請書(所定様式)は、随時、内容を確認のうえ受付をします。
■補助事業の期間
補助金交付決定日～令和 2 年 11 月 30 日(月)

おおい町【追加制度】

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、町内の観光事業者を取り巻く環境が厳しさを増している中、
美浜町では、観光事業者の新たな取り組みに対する支援として、補助金制度を創設いたしました。
■補助金の額
・補助対象経費の５分の４以内の額（1,000 円未満切捨て）
・補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額
上記のうち最も低い額
■補助上限
４０万円
■補助対象経費
・今般の危機的状況を乗り越えるために実施する新たな事業
・回復期を見据えた観光誘客のために実施する新たな事業　　のうち必要と認められる経費
※令和２年４月１日以降に実施した事業が補助対象となります。
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制度名 問合せ・申込先

高浜町新型コロナウイルス中
小企業応援給付金

【お問合せ・申込先】
越前市産業政策課
(電話)0778-22-3047

高浜町内事業者持続化給付金

【お問合せ・申込先】
高浜町総合政策課
(電話)0770-72-7711

制度名 問合せ・申込先

池田町商工事業応援金

【お問合せ・申込先】
池田町農村政策課
（電話）0778-44-8210

池田町商工会
（電話）0778‐44‐6342

■対象者（以下をすべて満たす方）
・令和2年4月1日に池田町内に本社または本店を有し、申請時点においても事業を実施していること（個人事
業主の場合は、令和2年4月1日に池田町に住民登録があること）
・2か月ごとの売上が、前年及び前々年同期の平均と比較して、30％以上減少していること。（創業年が浅く
前々年の売上が算出できない場合は、令和元年同期との比較とします。白色申告の方で、過去の毎月の売
上がわからない場合は、年間の売上を平均して計算します）
・令和元年度までに町税及び町上下水道使用料、町有施設使用料の滞納がないこと。
・過去2年の売上の半分以上が公共事業によるものではないこと。
■申請期間
令和2年5月11日(月)～令和2年6月30日(火)
※申請書(所定様式)は、随時、内容を確認のうえ受付をします。
■補助事業の期間
補助金交付決定日～令和2年11月30日(月)

新型コロナウイルス感染症の影響により、2か月ごとの売上が、前年及び前々年の同期の平均と比較し
て、30％以上減少している事業者の方に応援金を交付します。
■応援金の額
（（前年同期2か月+前々年同期2か月の売上の平均）－（今年度当該2か月の売上））×50％（千円未満
切り捨て）
■限度額
法人：2か月あたり20万円
個人事業主：2か月あたり10万円

支援内容 対象要件

池田町【追加制度】

■対象者（以下すべてに該当するもの）
（１）令和２年３月以降に、次に掲げるいずれかの制度を活用し、運転資金の融資を受けた方
イ　経営安定関連保証（セーフティネット保証４号・５号）を利用した融資
ロ　危機関連保証を利用した融資
ハ　新型コロナウイルス感染症特別貸付
ニ　新型コロナウイルス感染症対策マル経融資
ホ　高浜町中小企業振興資金融資制度での新規融資に限り、既存の融資分の借換えは不可とします
（２）高浜町内に本社を置く、卸売業、小売業宿泊業もしくは飲食サービス業を営む方
（３）令和２年３月から令和２年６月のうち、いずれかひと月の売上が、前年同月比で５０％以上減少している
こと（業歴１年未満など前年同月と単純比較できない場合は、次のいずれかと比較して５０以上減少している
こと）
（A）過去３か月（最近１か月を含む）の売上高平均額
（B）令和元年１２月の売上高
（C）令和元年１０月～１２月の売上高平均額
■申請期間
令和2年6月30日（火）まで

■対象者（以下すべてに該当するもの）
・2019年以前から事業により事業収入（売上）を得ており、今後も事業継続する意思がある事業者の方
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が30％以上（小
数点以下切り捨て。以下同じ。）減少した月が存在すること
・法人等にあっては本店が、個人事業者にあっては住所が、高浜町に存在すること
※上記以外の事業者の方も、高浜町内に事業所があり、かつ、特定業種（原則、日本産業分類の大分類I又
はM）に属する場合、特例があります。（5月11日に運用を改めました。詳細は下記担当課へお問合せくださ
い。）
・法人等にあっては資本金の額若しくは出資の総額が10億円未満であること、又は、それらが定められてい
ない場合は常時使用する従業員の数が2,000 人以下であること
・次の不給付要件のいずれかに該当しないこと
①国、法人税法別表第1に規定する公共法人
②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業
にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
③政治団体
④宗教上の組織若しくは団体
⑤その他、本給付金の趣旨・目的から適切でないと町長が判断する者
■申請期間
令和2年5月11日（月）から令和3年1月29日（金）まで

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、町内経済が深刻な事態に直面する中、特に厳しい経営環境にあ
る事業者に対し、雇用の維持及び事業活動の継続に資することを目的とし、給付金の交付を行います。
■補助金の額
・令和２年３月から令和２年６月までに受けた融資実行額の１０％
・前年の年間事業収入から、対象月の売上額に１２か月分を乗じた額を減じた額
のいずれか低い方
■補助上限
１００万円
※算出された給付金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。

高浜町【追加制度】
支援内容 対象要件

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業自粛等により、特に大きな影響（前年同月比で30％以上の売
上減少）を受けている中小法人等及び個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただ
くため、最大30万円を給付します。
■給付金の額
1事業者あたり 最大30万円
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福井県信用保証協会のご案内

信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際に、「公的な保証機関」

として健全な企業経営の為の効果的な資金導入のお手伝いをいたします。信用保証を通して、中小企

業者の育成と地域経済の振興・発展に寄与することを目的とする「信用保証協会法」に基づく機関で

す。

１．信用保証のご案内                                   

中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際に、信用保証協会が皆さまの「公的な保

証人」となることで資金調達力を高め、資金調達のお手伝いをいたします。

※ご利用には、所定の信用保証料が必要となります。

２．信用保証の対象者                                    

以下の①～③の全てに該当する方

① 中小企業者である方

② 個人の場合・・・住居または事業所のいずれかが福井県内にある方

法人の場合・・・福井県内に本店または事業所を有する方

③ 許認可が必要な業種の場合には、その許認可を受けている方

３．信用保証利用の流れ                             

保証申込

（融資依頼）

保証（融資）の申込を受け付けます。金融機関または信用保証協会の窓口へご相談ください。

信用調査 信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画等を審査し、保証の諾否を決定します。

保証承諾 信用調査の結果、保証の諾否を金融機関にご案内します。信用保証を承諾する場合は、金融機

関に信用保証書を発行します。

融資実行 信用保証書の交付を受けた金融機関が資金をご融資します。

この際、金利とは別に定められた「信用保証料」をご負担いただきます。

ご返済 返済条件に基づき、金融機関に借入金をご返済いただきます。

万一、何らかの事情により中小企業者の方が借入金を返済できなくなった場合

代位弁済 信用保証協会は、中小企業者の方に代わって、金融機関に借入金の残金を弁済します。

求償債務の弁済 代位弁済後、中小企業の方と相談しながら、信用保証協会へご返済いただきます。

お問い合わせ先

福井県信用保証協会 (https://www.cgc-fukui.or.jp/)
TEL 0776-33-1800（代表） FAX 0776-33-8310

新型コロナウイルス関連情報も掲載しています！
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福井県信用保証協会のご案内

信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際に、「公的な保証機関」

として健全な企業経営の為の効果的な資金導入のお手伝いをいたします。信用保証を通して、中小企

業者の育成と地域経済の振興・発展に寄与することを目的とする「信用保証協会法」に基づく機関で

す。

１．信用保証のご案内                                   

中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際に、信用保証協会が皆さまの「公的な保

証人」となることで資金調達力を高め、資金調達のお手伝いをいたします。

※ご利用には、所定の信用保証料が必要となります。

２．信用保証の対象者                                    

以下の①～③の全てに該当する方

① 中小企業者である方

② 個人の場合・・・住居または事業所のいずれかが福井県内にある方

法人の場合・・・福井県内に本店または事業所を有する方

③ 許認可が必要な業種の場合には、その許認可を受けている方

３．信用保証利用の流れ                             

保証申込

（融資依頼）

保証（融資）の申込を受け付けます。金融機関または信用保証協会の窓口へご相談ください。

信用調査 信用保証協会は、企業の事業内容や経営計画等を審査し、保証の諾否を決定します。

保証承諾 信用調査の結果、保証の諾否を金融機関にご案内します。信用保証を承諾する場合は、金融機

関に信用保証書を発行します。

融資実行 信用保証書の交付を受けた金融機関が資金をご融資します。

この際、金利とは別に定められた「信用保証料」をご負担いただきます。

ご返済 返済条件に基づき、金融機関に借入金をご返済いただきます。

万一、何らかの事情により中小企業者の方が借入金を返済できなくなった場合

代位弁済 信用保証協会は、中小企業者の方に代わって、金融機関に借入金の残金を弁済します。

求償債務の弁済 代位弁済後、中小企業の方と相談しながら、信用保証協会へご返済いただきます。

お問い合わせ先

福井県信用保証協会 (https://www.cgc-fukui.or.jp/)
TEL 0776-33-1800（代表） FAX 0776-33-8310

新型コロナウイルス関連情報も掲載しています！

                                                                                                                             
※一般保証枠（２億８，０００万円）内での取扱いとなるもの               2020年 4 月

制度名 保 証 対 象 保証限度 資金使途 保証期間
信用保証料率

（年.％）

有担保
割引
（※１）

担保

普通保証

資本金３億円以下

（卸売業１億円以下、小売

業・サービス業５，０００万

円以下）又は従業員３００人

以下（卸売業・サービス業１

００人以下、小売業５０人以

下）

（政令特例業種はその定めによる）

個人・会社

  2 億円

組合等

4 億円

運 転

設 備

7年以内

15年以内

0.45～

1.90

○ 必要に応じ

無担保保証
8,000 万円

（無担保無保証人

   保証含む）

不要

根

保

証

手形貸付
手形貸付・手形割引・電子記

録債権割引に対して、予め一

定の極度額・期間・その他の

条件を定め、その範囲内で何

度でも貸付又は割引を受ける

ことができます。

個人・会社
2億8,000万円

組合等
4億8,000万円

運 転 2 年以内

0.45～
1.90

○

必要に応じ
手形割引・

電子記録債権

割引

0.39～

1.62
○

開業資金保証
県内において事業を営もうと

する個人・会社若しくは事業

を開始して１年未満のもの

１企業

   1億円

運 転

設 備

7年以内

15年以内

0.45～

1.90
○ 必要

当座貸越（貸付専

用型）根保証

予め一定の極度額・期間を定

め、その範囲内で反復・継続

して借入が受けられます。

１企業
100万円以上

2億8,000万円以内

運 転

設 備

1 年

若しくは

2 年

0.39～

1.62
○

5,000万円超は原則

として必要

事業者カード

ローン当座貸越根

保証

小口資金を一定の期間カード

を用いて反復継続して利用で

きます。

１企業
100万円以上

2,000万円以内

運 転

設 備

1年

若しくは

2 年

0.39～

1.62
○

原則

不要

小口零細企業保証

従業員２０人以下（商業・サ

ービス業（宿泊業・娯楽業を

除く）５人以下）の小規模企

業者

2,000 万円
（既保証融資残高を含めて

   2,000万円以内）

事業資金 7 年以内

0.50～2.20 ○
原則

不要

特別小口保険成立

0.70
不要

長期あんしん

借換保証

保証付き既往借入金の長期借

換
2億8,000万円 運 転 15年以内 0.45～1.90 〇 必要に応じ

創業フォロー型当座

貸越根保証（事業者

カードローン）

「ステップ」

業歴６か月以上５年未満の中
小企業者

300万円 事業資金 2年 0.39～1.62 ○
原則

不要

新規・再利用推進

保証「きずな」

保証申込時点において、当協

会の保証残高が無い中小企業

者
2,000万円 事業資金 10年以内 0.36～1.52 不要

税理士連携

短期継続保証

税理士等が月次管理を行い、
税理士等からの当該保証制度

に係る推薦を受けていること

１企業１保証
5,000 万円

運転資金
1年以内

（最大５年まで継

続可能）

0.45～1.90

（※）

原則

不要

中部圏１１協会

共同地方創生保証

「昇龍道・

おもてなし」

地域資源を活用した商品・サ

ービスをもって、新たな需要

の創出と消費拡大を図る観光

関連事業者

5,000 万円 事業資金 10年以内 0.35～1.80 ○ 必要に応じ

事業承継特別保証

保証申込受付日から３年以内
に事業承継を予定している事

業承継計画を有する法人また

は令和２年１月１日から令和
７年３月３１日までに事業承

継を実施した法人のうち、事

業承継日から３年を経過して
いない法人であって、次の要

件を全て満たすもの。

①資産超過であること
②ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍

率が１０倍以内であること

③法人・個人の分離がなされ
ていること

④返済緩和している借入金が

ないこと
（保証人は徴求しない）

個人・会社
2億8,000万円

組合等
4億8,000万円

事業資金
10年以内

0.45～1.90
○

必要に応じ

経営者保証コ

ーディネータ

ーによる確認

を受けた場合

0.20～1.15

※推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関の場合、0.35～1.80

協会保証制度
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・特定社債保証の発行利率は発行所定の利率となります。

・融資利率は金融機関所定の利率となります。

※特別保証枠の取扱いとなる主なもの

制度名 保 証 対 象 保証限度 資金使途 保証期間 信用保証料率
（年．％）

有担保
割引

（※１）
担保

経営安定関連保証

国の再生手続開始申立等企業認定に基づ

く関連中小企業者及び国が指定する特定

業種を営む中小企業者等

個人・会社  

２億８,０００万円

（ただし、６号認定[破綻金融機関

等関係]の場合３億８,０００万

円）

組合等

   ４億８,０００万円

運 転

設 備

7年以内

経
営
安
定
関
連
特
例
成
立

１号～４・６

号

0.80 必要に

応じ５号・７号・

８号

0.68

危機関連保証

突発的に生じた大規模な経済危機、災害

等の事象により著しい信用収縮が生じた

中小企業者

個人・会社  

２億８,０００万円

組合等

   ４億８,０００万円

10 年以内 0.80
必要に

応じ

流動資産担保融資保

証

事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を
保有する中小企業者
ただし、棚卸資産を担保とする場合は法
人のみ

２億円

(保証割合 80％)
事業資金

1年
(ただし、個別保証

の場合は、１年以

内)

借入極度額

（借入金額）に対し

0.68

必要
(申込人の有する流

動資産のみを担保

とする）

特定社債（私募債）保証             

法人であって、次の要件のうち、（1）～（3）
のいずれかに該当する中小企業者
（1）純資産額が５千万円以上３億円未満であ

り、以下の①又は②のいずれか１項目及び
③又は④のいずれか１項目を充足するこ
と

①自己資本比率          ２０％以上

②純資産倍率           ２.０倍以上

③使用総資本事業利益率      １０％以上

④インタレスト・カバレッジ・レ－シオ       ２.０倍以上

（2）純資産額が３億円以上 5 億円未満であり、
以下の①又は②のいずれか１項目及び③
又は④のいずれか１項目を充足すること

①自己資本比率          ２０％以上

②純資産倍率           １.５倍以上

③使用総資本事業利益率      １０％以上

④インタレスト・カバレッジ・レ－シオ    １.５倍以上

（3）純資産額が５億円以上であり、以下の①
又は②のいずれか１項目及び③又は④の
いずれか１項目を充足すること

①自己資本比率          １５％以上

②純資産倍率              １.５倍以上

③使用総資本事業利益率       ５％以上

④インタレスト・カバレッジ・レ－シオ      １.０倍以上

４億５,０００万円

・ただし、経営安定関

連保証・危機関連保

証を除く普通保証、

無担保保証と合計

で５億円を限度と

する。

(保証割合 80％)

運 転

設 備

2年以上

7年以内

0.45～1.90 ○

２億円超

は原則と

して必要

借換保証

（経営安定関連保証による借換）
① 保証申込時点において保証付き既往借入金の残

高があること

② 適切な事業計画を有していること

③中小企業信用保険法第２条第５項各号のいずれ

かの規定に基づいた市町長の認定書を有するこ

と

個人・会社  
２億８,０００万円

（ただし、６号認定[破綻金融機関

等関係]の場合 ３億８,０００

万円）

組合等
４億８,０００万円

返済資金

事業資金
10年以内

経
営
安
定
関
連
特
例
成
立

１号～４・６
号

0.80

必要に

応じ

５号・７号・
８号
0.68

（一般保証による借換）
保証対象、保証限度額、資金使途、その他の保証条件に関しては、それぞれの類型の保証における保証条件によるものと
します。

（条件変更改善型借換保証による借換え）
① 保証申込時点において保証付き既往借入金の

残高があること

② ①の既往借入金の全部又は一部について返済

条件の緩和を行っていること

③ 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援

を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画

の実行及び進捗の報告を行うこと

個人・会社  
２億８,０００万円

組合等
４億８,０００万円

返済資金

事業資金
15年以内 0.45～1.90 ○

※上記にかかわらず、原則として、保証協会が借入額の全額の保証を行わない保証については、保証協会が全額負担する保証による借換は行わないこととします。

事業再生計画実施

関連保証
（経営改善サポート保証）

中小企業再生支援協議会等の支援により作成

した経営改善・再生計画（当該計画に係る債権

者全員の合意が成立したものに限る）に基づき

事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行

及び進捗の報告を行う中小企業者

個人・会社  
２億８,０００万円

組合等
４億８,０００万円

事業資金

一括返済

1 年以内

分割返済

15 年以内

責任共有制度対象   

0.68
責任共有制度対象外

0.80

必要に

応じ

創業等関連保証

事業開始に係る具体的計画を有する創業者及

び創業者である中小企業者

個人・会社
１,５００万円

自己資金と同額が保証

限度額

（※2）

運 転

設 備
10 年以内 0.80 不要

創業関連保証
（再挑戦支援保証含む）

個人・会社

２,０００万円

（※2）

運 転

設 備
10 年以内 0.80 不要

一括支払契約保証を除く保証について、「会計参与」を設置していることを登記により確認できる書類の提出を受けた場合、0.1％の割引を行います。

（※1）担保提供（人的担保を除く）がある場合は 0.1％の割引を行います。

（※2）創業等関連保証、創業関連保証、再挑戦支援保証を併用した場合の限度額は、3,500 万円となります。

創業等関連保証、創業関連保証、再挑戦支援保証、一般分に係る無担保保険の合計額は 8,000 万円以下となります。
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部   署  名 郵便番号 住     　  所 T E L

産業労働部 産業政策課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0369

産業労働部 創業・経営課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0537

産業労働部 企業誘致課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0365

産業労働部 産業技術課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0370

産業労働部 国際経済課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0366

産業労働部 労働政策課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0389

観光営業部 観光振興課 910-8580 福井県福井市大手3-17-1 0776-20-0380

福井県ビジネス支援センター
ふくい南青山２９１
（県産品アンテナショップ）

107-0062 東京都港区南青山5-4-41 03-5778-0291

福井県工業技術センター 910-0102 福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10 0776-55-0664

福井県立福井産業技術専門学院 910-0829 福井県福井市林藤島町20-1-3 0776-52-2120

福井県立敦賀産業技術専門学院 914-0037 福井県敦賀市道口19-2-1 0770-22-0143

部   署  名 郵便番号 住     　  所 T E L

福井市 商工振興課 910-8511 福井県福井市大手3-10-1 0776-20-5325

福井市 企業立地推進室 910-8511 福井県福井市大手3-10-1 0776-20-5143

福井市 しごと支援課 910-0858 福井県福井市手寄1-4-1 0776-20-5321

敦賀市 商工貿易振興課 914-8501 福井県敦賀市中央町2-1-1 0770-22-8122

小浜市 商工観光課 917-8585 福井県小浜市大手町6-3 0770-53-9705

大野市 商工観光振興課 912-8666 福井県大野市天神町1-1 0779-66-1111

勝山市 商工観光・ふるさと創生課 911-8501 福井県勝山市元町１-1-1 0779-88-8105

鯖江市 商工政策課 916-8666 福井県鯖江市西山町13-1 0778-53-2229

あわら市 商工労働課 919-0692 福井県あわら市市姫3-1-1 0776-73-8030

越前市 産業政策課 915-8530 福井県越前市府中１-13-7 0778-22-3047

坂井市 観光産業課 919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 0776-50-3153

永平寺町 商工観光課 910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4 0776-61-3921

県の機関

市町産業労働担当課

お問い合わせ先一覧
令和２年６月現在
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部   署  名 郵便番号 住     　  所 T E L

池田町 総務政策課 910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4 0778-44-8004

南越前町 観光まちづくり課 919-0292 福井県南条郡南越前町東大道29-1 0778-47-8002

越前町 商工観光課 916-0192 福井県丹生郡越前町西田中13-5-1 0778-34-8720

美浜町 産業振興課 919-1192 福井県三方郡美浜町郷市25-25 0770-32-6706

高浜町 産業振興課 919-2292 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2 0770-72-7705

おおい町 商工観光課 919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷136-1-1 0770-77-4056

おおい町 しごと創生室 919-2112 福井県大飯郡おおい町本郷136-1-2 0770-77-9030

若狭町 政策推進課 919-1393 福井県三方上中郡若狭町中央1-1 0770-45-9112

部   署  名 郵便番号 住     　  所 T E L

福井商工会議所 中小企業総合支援センター 918-8580 福井県福井市西木田2-8-1 0776-33-8283

敦賀商工会議所 中小企業相談所 914-0063 福井県敦賀市神楽町2-1-4 0770-22-2611

武生商工会議所 商工相談所 915-8522 福井県越前市塚町101 0778-23-2020

大野商工会議所 中小企業相談所 912-0083 福井県大野市明倫町3-37 0779-66-1230

勝山商工会議所 中小企業相談所 911-0804 福井県勝山市元町1-18-19 0779-88-0463

小浜商工会議所 中小企業相談所 917-8533 福井県小浜市大手町5-32 0770-52-1040

鯖江商工会議所 中小企業経営相談所 916-8588 福井県鯖江市本町3-2-12 0778-51-2800

福井県商工会連合会 経営支援課 910-0004 福井県福井市宝永4丁目9-14 0776-23-3658

あわら市商工会 919-0621 福井県あわら市市姫1-9－21 0776-73-0248

坂井市商工会 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄2-10-1 0776-66-3324

永平寺町商工会 910-1133 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-15 0776-61-0456

福井東商工会 910-2165 福井県福井市東郷二ヶ町7-10-3 0776-41-0206

福井北商工会 910-0147 福井県福井市下森田町3-36 0776-56-1610

福井西商工会 910-3621 福井県福井市小羽町27-7 0776-98-5555

越前町商工会 916-0215 福井県丹生郡越前町織田42字信景54 0778-36-0800

越前市商工会 915-0242 福井県越前市粟田部町11-9 0778-43-0877

池田町商工会 910-2516 福井県今立郡池田町山田18-15-3 0778-44-6342

南越前町商工会 919-0224 福井県南条郡南越前町西大道19-42 0778-47-2174

市町産業労働担当課

県内の支援機関
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部   署  名 郵便番号 住     　  所 T E L

わかさ東商工会 919-1333 福井県三方上中郡若狭町中央1-5 0770-45-0222

おおい町商工会 919-2111 福井県大飯郡おおい町本郷119-6-6 0770-77-0135

高浜町商工会 919-2229 福井県大飯郡高浜町三明1-36-1 0770-72-0226

福井県中小企業団体中央会 910-0005
福井県福井市大手3-7-1
繊協ビル内

0776-23-3042

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
福井貿易情報センター

918-8004
福井県福井市西木田2-8-1
福井商工会議所ビル内

0776-33-1661

(一社)福井県発明協会
知財総合支援窓口

福井県職業能力開発協会 910-0005
福井県福井市松本3丁目16-10
福井県職員会館ビル内

0776-27-6360

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
福井職業訓練支援センター

915-0853 福井県越前市行松町25-10 0778-23-1010

福井県中小企業再生支援協議会 918-8580
福井県福井市西木田2-8-1
福井商工会議所ビル内

0776-33-8293

(公財)若狭湾エネルギー研究センター 914-0192 福井県敦賀市長谷64-52-1 0770-24-2300

部   署  名 郵便番号 住     　  所 T E L

福井県信用保証協会 保証一課 918-8004
福井県福井市西木田2-8-1
福井商工会議所ビル内

0776-33-1800

日本政策金融公庫
福井支店 中小企業事業

918-8004
福井県福井市西木田2-8-1
福井商工会議所ビル内

0776-33-0030

日本政策金融公庫
福井支店 国民生活事業

918-8004
福井県福井市西木田2-8-1
福井商工会議所ビル内

0776-33-1755

日本政策金融公庫
武生支店 国民生活事業

915-0802 福井県越前市北府3-1-5 0778-23-1133

(株)商工組合中央金庫 福井支店 910-0005 福井県福井市大手3-14-9 0776-23-2090

部   署  名 郵便番号 住     　  所 T E L

福井県立大学 地域経済研究所 910-1195
福井県吉田郡永平寺町松岡
兼定島4-1-1

0776-61-6000

福井大学 文京キャンパス
総務部  研究推進課産学官連携係

910-8507 福井県福井市文京3-9-1 0776-27-8881

福井工業大学
産学共同研究センター

910-8505 福井県福井市学園3-6-1 0776-29-7834

国立高等専門学校機構
福井工業高等専門学校

916-8507 福井県鯖江市下司町 0778-62-1111

信用保証協会・政府系金融機関

大学等

県内の支援機関

910-0102 福井県福井市川合鷲塚町61字北稲田10 0776-55-2100
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