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ＮＰＯが利用可能な支援策、相談窓口等 
 実施主体 施策名・内容 

融資 日本政策金融公庫 

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】 

■国民生活事業 
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化をきたしている事業者等を対象としたもの。 
・融資限度額：6,000 万円 
・URL：https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html 
 
■中小企業事業 
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的には、その
業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者を支援するもの。 
・融資限度額：直接貸付 3 億円 
・URL：https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html 
 
＜共通＞ 
・相談ダイヤル：0120-154-505（平日 9 時～17 時）※創業間もない場合や小規模の場合は、平日 9 時～19 時まで対応 
 

  宮城県 

【県制度融資】 

県制度融資「経営環境変化対策資金（セーフティネット資金）」は、中小企業信用保険法第 2 条第 5 項 1～8 号（※国に
よる指定）該当の特定中小企業者で市町村長の認定を受けた方を対象とした資金。取引先の再生手続申立等や事業活動
の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を来している中小企業者等について、保証限度額の別
枠化等を行うもの。 
 
■セーフティネット保証第 4 号 
・融資対象者：県内において 1 年間以上継続して事業を行なっていること。 
       新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近 1 ヶ月間の売上高等が前年同月に比して
       20％以上減少しており、かつ、その後 2 ヶ月間を含む 3 ヶ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。 
・融資限度額：8,000 万円 
 
■セーフティネット保証第 5 号 
・融資対象者：指定業種に属する事業を行なっており、最近 3 ヶ月間の売上高等※が前年同期比で 5％以上減少してい
       ること、もしくは、指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価のうち 20％以上を占める原油等
       の仕入価格が 20％以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 
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・融資限度額：8,000 万円 
 
■危機関連保証 
・融資対象者：金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。新型
       コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近 1 ヶ月間の売上高等が前年同月に比して 15％以上減
       少しており、かつ、その後 2 ヶ月間を含む 3 ヶ月間の売上高等が前年同期に比して 15％以上減少するこ
       とが見込まれること。 
・融資限度額：8,000 万円 
 
＜共通＞ 
・相談ダイヤル：022-211-2744（宮城県経済商工観光部商工金融課） 
・URL： https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/shingatacorona-kinyuu.html 
 

 
独立行政法人 
福祉医療機構 

【福祉貸付事業・医療貸付事業】 

新型コロナウイルス感染症により事業停止等になった福祉・医療関係施設に対し、優遇融資をするもの。 

・対  象：融資対象施設を経営している事業者で、新型コロナウイルス感染等当該施設の責めに帰することができな
い理由により事業の継続に支障がある事業者。 

・限 度 額：無制限（無担保貸付：6,000 万円） 
・問合せ先：03-3438-9298、03-3438-0207（(東日本)福祉医療貸付部 福祉審査課 融資相談係） 

03-3438-4756（NPO 法人：NPO リソースセンター） 
・URL：https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/ 
 

助成 経済産業省 

【持続化給付金】 

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる事業全般に広く使
える給付金を支給するもの。 
・給 付 額：200 万円（法人の場合）※ただし、昨年 1 年間の売上からの減少分を上限とする。 
・給付要件：新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少している事業者。20

19 年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も継続する意思がある事業者。法人の場合
は、資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満、又は常時使用する従業員の数が 2000 人以下。 

・相談ダイヤル：0120-115-570、[IP 電話専用回線]03-6381-0613（持続化給付金事業コールセンター）（平日・休日 8
時半～19 時） 

・URL：https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 
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【ものづくり補助金】 

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上
げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生
産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するもの。 
・補助上限：1,000 万円 
・補助要件：以下を満たす 3～5 年の事業計画の策定及び実行 

付加価値額＋3％以上/年 
給与支給総額＋1.5％以上/年 
事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋30 円 

・応募締切：2 時締切・5/20（水）17 時 
・問合せ先：ものづくり補助金事務局サポートセンター 

050-8880-4053（月～金曜：10 時～17 時） 
・URL：http://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html 
 

  

  【小規模事業者持続化補助金（一般型）】 

小規模事業者等の販路開拓の取組みに対し支援するもの。 
・補助上限：50 万円（2/3 補助） 
・補助対象：製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者および個人事業主であり、常時使用する

従業員の数が 20 人以下の事業者。認定特定非営利活動法人は対象外。 
・受付締切：第 2 回・6/5（金）、第 3 回・10/2（金）、第 4 回・2/5（金） 
・問合せ先：宮城県商工会連合会小規模事業者持続化補助金地方事務局 

022-225-8751（平日 8 時半～12 時、12 時 45 分～17 時 15 分） 
・URL：https://r.goope.jp/srp-04/info/3209449 
 

    

【ＩＴ導入補助金】 

中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合った IT ツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率
化・売上アップをサポートするもの。 
・補助上限：30 万～150 万円未満（A 類型）、150 万～450 万円（B 類型）、補助率 1/2 以下 

30 万～450 万円（C 類型）、補助率 2/3 以内 ※ソフトウエア費、導入関連費、ハードウエアレンタル費 
・補助対象：中小企業・小規模事業者等（飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業

や建設業等も対象）。NPO 法人、一般社団法人等も含む。 
・受付締切：第 1 回・6 月末予定、第２回・9 月末予定、第 3 回・12 月末予定 

※C 類型は 12 月末まで複数回締切設定予定 
・問合せ先：サービス等生産性向上 IT 導入支援事業コールセンター 

0570-666-424（平日 9 時半～17 時半） 
・URL：https://www.it-hojo.jp/first-one/ 
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  厚生労働省 

【雇用調整助成金】 

雇用調整助成金は、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主が、雇用の維持を図るための休業手当
に要した費用を助成する制度。 
・緊急対応期間：4/1（水）～6/30（火） 
・対  象：新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全業種）。雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象。 
・補助上限：1 日 8,330 円/1 人 
・問合せ先：都道府県労働局または公共職業安定所（ハローワーク） 

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 
0120-60-3999（土日含む、9 時～21 時） 

・URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 
 

    

【働き方改革推進支援助成金（新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク助成）】 

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を支援するもの。 
・対  象：新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規（※）で導入する中小企業事業主 

※試行的に導入している事業主も対象 
・助成対象の取組み：テレワーク用通信機器（※）の導入・運用 

就業規則・労使協定等の作成・変更 
労務管理担当者に対する研修 
労働者に対する研修、周知・啓発 
外部専門家（社会保険労務士など）によるコンサルティング 等 

・補助上限：100 万円（補助率 1/2） 
・申請期限：交付申請：5/29（金）、支給申請：7/15（水） 
・問合せ先：テレワーク相談センター 

0210-91-6479（平日 9 時～17 時） 
・URL： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelewor
k.html 
 

    

【小学校休業等対応助成金】 

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である
労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇（年次有給休暇を除く。）
を取得させた企業に対する助成金。 
・対  象：2/27～6/30 の間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有休の休暇を取

得を取得させた事業主 
・助成上限：1 日 8,330 円/1 人 
・申請期間：9/30（水）まで 
・問合せ先：学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 
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0210-60-3999（土日祝日含む、9 時～21 時） 
・URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

 宮城県 

【宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金】 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、4/25（土）から 5/6（水）までの間、施設の使
用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小の事業者に対し、県・市町村から協力金を支給します。 
・対  象：県内で施設を運営する中小の事業者のうち、県からの要請や協力依頼に応じて、施設を全面的に休業する者

又は営業時間の短縮を行う飲食サービス業を営む者 
・支 給 額：1 事業者あたり 30 万円 
・対象要件：緊急事態措置以前に事業を開始し、かつ、営業の実態がある中小企業等又は個人事業主で、緊急事態措置期

間中に休業又は営業時間短縮の要請に全面的に協力する事。 
・問合せ先：宮城県緊急事態宣言相談ダイヤル 

022-211-3332（平日 9 時～18 時） 
・URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html 
 

  

【宮城県事業復興型雇用創出助成金】 

東日本大震災で被災した県内の沿岸部の復興を支えるため、被災された方などの雇入れに係る 3 年間の費用の一部につ
いて、中小企業者等に対し支給する助成金です。「雇用調整助成金」と「宮城県事業復興型雇用創出助成金（雇入費）」
とは併給可能です。申請が可能かどうか、ウェブサイトのフローチャートで確認できます。 
・申請期間：第 1 期 6 月 10 日（水）から 7 月 9 日（木）まで 

第 2 期 12 月中旬から 1 月中旬まで（予定）  
・問合せ先：宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班 
・電話番号：022-797-4661（8 時 30 分～17 時 15 分 ※12月 29 日～1 月 3 日を除く平日） 
・URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/jyosei-top.html 

相談窓口 日本政策金融公庫 

【新型コロナウイルスに関する相談窓口】 

同感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等の融資や返済に関する相談に、政策金融機
関として迅速かつきめ細やかな対応をしています。 
・事業資金相談ダイヤル 

0210-154-505（平日 9 時～17 時） 
・URL：https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html 
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  よろず支援拠点 

【経営相談（宮城県窓口：宮城県商工会連合会）】 

宮城県よろず支援拠点は国が設置した、個人事業主・中小企業・創業予定者のための無料経営相談所です。新型コロナ
ウイルスに関する経営相談窓口は、土日も相談を受けています。 
・相談予約：022-393-8044（平日 8 時半～12 時、12 時 45 分～17 時 15 分） 
・URL：http://www.yorozu.miyagi-fsci.or.jp/ 
 

 宮城県 

【新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け相談窓口】 

新型コロナウイルス感染症が拡大していることに伴う、事業者向けの経営や資金繰り等に関する相談窓口。 
・相談：宮城県中小企業支援室 経営支援班 

022-211-2742（平日 8 時半～17 時） 
・URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/corona.html 
 

※このほか、独自の支援を行う市町村等もありますので、市町村のウェブサイト等もご確認ください。 


