
新型コロナウイルス感染症の影響による市内中小企業向け支援について（令和 3 年 12 月 24 日現在） 
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている事業所の皆様が利用できる支援策等についてご案内します。 ※詳細については、各 HP に掲載しておりますのでご確認ください。ご不明な点やご相談等については、お気軽に商工会までご連絡下さい。 

【協力金・支援金について】  【雇用関連助成金等について】 

  事業復活支援金 月次支援金 
埼玉県外出自粛等関連事業者協力
支援金 

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金  雇用調整助成金 
新型コロナウイルス感染症対応休業

支援金・給付金 

 

概 

要 

コロナ禍で大きな影響を受け、 
2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月
の売上高が 50%以上または 30%~50%減少
した事業者に 
5 か月分の売上高減少額を基準に算定した額
を一括給付 

2021 年の 4 月以降に実施された緊急事
態措置又はまん延防止等重点措置に伴
う、「飲食店 の休業・時短営業」や
「外出自粛等」の影響により、売上が
50％以上減少した中小法人・個人事業
者等に月次支援金を給付 

2021 年 7 月、8 月 9 月に実施され
た緊急事態措置又はまん延防止等
重点措置等や 10 月に実施された
段階的緩和措置等に伴う飲食店の
休業・時短営業又は外出自粛等の
影響を受けて、売上が５０％以上
減少し、国の月次支援金を受給し
ている事業者に対し、協力支援金
を給付 

2021 年 9～10 月の月間売上が、2019 年又は 2020
年の同月比で 15％以上減少、している県内の酒類
販売事業者及び酒類製造事業者に対し、協力支援金
を給付 

 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
（正規・非正規問わず）の雇用維
持を図った場合に、事業主に対し
て、休業手当、賃金等の一部を助
成 

※売上要件：最近 1 ヶ月の売上高など
が前年同期比 5％以上減少 

※短時間休業にも活用可能 

新型コロナウイルス感染症及びそ
のまん延防止の措置の影響により
休業させられた労働者のうち、休
業手当の支払いを受けることがで
きなかった方に対し、当該労働者
の申請により、休業支援金・給付
金を支給 

※短時間勤務・シフトの日数減少
も対象 

【給付額】 

9 月 
 

 
 
 

 

10 月 

 

 

 
 
【申請期限】 9 月～1/28 まで 10 月～2/15 まで 

 

【給付額】 【給付額】  
2019 年又は 2020 年 10 月の売上 

ー 2021 年 10 月の売上 

中小法人等  上限 20 万円/月 
個人事業者等 上限 10 万円/月 

【申請期限】 
10 月分 ～2022/1/7 まで 

【給付額】 
対象月の売上減少額から国の月次
支援金を控除した額（※算定は単
月ごと） 

中小法人等  上限 5 万円/月 
個人事業者等 上限 2.5 万円/月 

【申請期限】 
７～９月   ～2022/1/28 まで 
10 月      ～2022/2/15 まで   

【助成率】 
・4/5 (中小企業) 
（解雇等を行わない場合 9/10～10/10） 
【助成金日額上限】 
・5 月～12 月  13,500 円 
・1 月～  2 月  11,000 円 
・3 月      9,000 円 

条件付きで  15,000 円 

【支給額】 
休業前の１日当たり平均賃金の
80％の日額上限 8,265 円 
(令和 3 年 4 月までは 11,000 円 
令和 3 年 12 月までは 9,900 円)を
休業実績に応じて支給 

 

 【申請期間】休業した期間により締切日を設定  

問
合
先 

※現在、準備中 
 

月次支援金事務局 相談窓口 
0120-211-240 
（全日 8:30~19:00） 
※詳細は、HP 

中小企業等支援相談窓口 
0570-000-678 
（平日 9:00~21:00、土日祝 

9:00~18:00 まで) ※詳細は、HP 

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 
048-658-7701 
（全日 9:00~18:00） 
※詳細は、HP 

 

ハローワーク行田 
☎048-556-3151 

（平日 9:00～17:00） 
※詳細は HP 

コールセンター 
0120-221-276 

（平日 8:30～20:00 土日祝 
8:30~17:15）※詳細は HP 

【資金繰り支援について】    

 
埼玉県制度融資 日本政策金融公庫 融資 

経営安定資金 
経営あんしん資金 緊急借換資金 

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 大臣指定（災害復旧関連） 大臣指定（特定業種関連） 

対象者 

※売上高等が、前年同期と比較して 融資実行日から 1 年以上経過し
ている県制度融資の融資残高が
あり、借換の利用により、経営
の安定が見込まれ、かつ返済の
見込みがある 

売上高が、前 3 年の同期と比較して 5％以上減少 
※特別利子補給制度を併用することで 

実質的な無利子化（当初３年間） 

15％以上減少 ※セーフティネット６項認定 

20％以上減少 ※セーフティネット４号認定 

5％以上減少 ※セーフティネット 5 号認定 減少又は減少見込 

融資限度額 運転 8,000 万円 設備 8,000 万円 運転 8,000 万円 運転 8,000 万円 １億円 8,000 万円 通常融資額（2,000 万円）＋別枠 1,000 万円 

利 率 
1 年超 3 年以内：年 0.7％以内 
3 年超 5 年以内：年 0.8％以内 
5 年超 10 年以内：年 0.9％以内 

1 年超 3 年以内：年 0.8％以内 
3 年超 5 年以内：年 0.9％以内 
5 年超 10 年以内：年 1.0％以内 

1 年超 3 年以内：年 1.1％以内 
3 年超 5 年以内：年 1.2％以内 
5 年超 10 年以内：年 1.3％以内 

金融機関所定利率 
当初 3 年間:0.46％  
4 年目以降: 1.36％ 

当初 3 年間: 0.31％  
4 年目以降: 1.21％ 

期 間 
10 年以内（据置 3 年以内） 

（危機関連保証は据置 2 年以内） 
10 年以内（据置 1 年以内） 10 年以内（据置 1 年以内） 

※コロナウイルスの影響を受けている場合、据置 3 年以内 10 年以内（据置１年以内） 
運転１５年以内（据置 5 年以内） 
設備２０年以内（据置 5 年以内） 

運転  ７年以内（据置３年以内） 
設備１０年以内（据置４年以内） 

保証料率 年 0.8％ 年 0.68％ 年 0.45％～1.64％ 年 0.45％～1.64％ 保証料なし 

問合先 
※加須市（産業振興課）によるセーフティネット保証認定が必要  日本政策金融公庫 熊谷支店 ☎048-521-2731（加須・騎西地域） 

        さいたま支店 ☎048-643-3711（大利根・北川辺地域） 取引のある又は最寄りの金融機関 
加須市商工会 本所 ☎ 0480-61-0842 騎西 ☎ 0480-73-0224 北川辺 ☎ 0280-62-2380 大利根 ☎ 0480-72-3439 

 

【補助金支援について】     【税金・社会保険料・光熱費等の支払い猶予支援について】 

 事業再構築補助金 ものづくり補助金 持続化補助金 IT 導入補助金 

 

飲食店感染拡大防止対策支援補助金  ①国税の納税猶予 

②地方税の納税猶予        

③固定資産税等の軽減        

④欠損金の繰戻しによる還付の特例  

⑤厚生年金保険料等の猶予制度    

⑥電気・ガス料金の支払い期日の猶予 

（参照：財務省 HP） 

（参照：経済産業省 HP） 

（参照：経済産業省 HP ） 

（参照：財務省 HP）  

（参照：経済産業省 HP ） 

（参照：経済産業省 HP ） 内容 

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれら
の取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援 
（建物建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費、外注費、研修費、広告宣
伝費・販売促進費等） 

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備
投資等を支援（対人接触機会の減少に資するものも含む）  

【対象】中小企業・小規模事業者等 

経営計画を策定して取 組む販路開拓等
（HP・チラシの作成、広告掲載、店舗改装、
EC サイト作成）の取組を支援 

【対象】小規模事業者 等 

バックオフィス業務の効率化やデータを活用した顧客獲
得など生産性向上に繋がる IT ツール（ソフトウェア費、 
導入関連費、ハードウェアレンタル費）導入を支援 

【対象】中小企業・小規模事業者等 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
飲食店等に対し、感染拡大防止の取組につ
いて費用の一部を助成(12/31 までに購入したもの） 
①飛沫防止費用（アクリル板等） 
②健康管理費用（サーモグラフィカメラ・

二酸化炭素濃度測定器・網戸設置等） 

 

中小企業 
通常枠 

中小企業 
卒業枠 

中堅企業 
通常枠 

中堅企業 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ V 字回復枠 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠 グローバル展開型 一般型 低感染リスク型ビジネス枠 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠 

【補助額】 
100 万円 

～8,000 万円 
【補助率】 

2/3（6,000 万円超は 1/2） 

【補助額】 
6,000 万円超 

～１億円 
【補助率】 

2/3 

【補助額】 
100 万円 

～８,000 万円 
【補助率】 

1/2（4,000万円超は 1/3） 

【補助額】 
8,000 万円 
～1 億円 

【補助率】 
1/2 

【補助額】 

上限 1,000
万円 

【補助率】 
中小 1/2 

小規模 2/3 

【補助額】 

上限 1,000 万円 

【補助率】 
    2/3 

【補助額】 

上限 3,000 万円 

【補助率】 
中小 1/2 

小規模 2/3 

【補助額】 
上限 50 万円 

【補助率】 

2/3 

【補助額】 
上限 100 万円 

【補助率】 
3/4 

【補助額】 
A 類型 

30 万～150 万円未満 
B 類型 

150 万～450 万円 

【補助率】 

1/2 以内 

【補助額】 
C 類型 

(低感染ﾘｽｸ型ﾋﾞｼﾞﾈｽ類型) 
30 万～450 万円 

【補助率】 
2/3 以内 

【補助額】 
D 類型 

(テレワーク対応類型) 
30 万～150 万円 

【補助率】 
2/3 以内 

【補助額】 
上限 1 万円 

【補助率】 
2/3 

【申請期限】～1/31 
感染防止対策経費を、 
補助対象経費の 1/4 
(25 万)又は 1/2(50 万）
を上限に支給 

 

※各種支払いの猶予等については、手続
きや申請が別途必要となりますので、関係
機関等へまずは、ご相談ください 

問合先 
コールセンター 

0570-012-088 
（平日 9:00～18:00）※詳細は HP 

ものづくり補助金事務局 
050-8880-4053 

（平日 10:00～17:00）※詳細は HP 加須市商工会本・支所 

 
コールセンター 
0570-666-424 

(平日 9:30～17:30）※詳細は、HP 

加須市商工会本・支所 

各種補助金には、申請期限があります。 
また補助金メニューにより、申請期間が異なります。 

※緊急事態宣言 
特別枠で 3/4 

※jGrants（電子申請システム）での申請。 事前の ID 取得に 2～3 週間かかるのでご注意ください。 

※jGrants による 
電子申請のみの受付 

※売上減少要件あり 

※緊急事態宣言 
特別枠で 2/3 

※埼玉県独自の新型コロナウイ
ルス感染防止対策支援事業費
補助金の給付あり 

埼玉県では、新たに 
LINE 公式アカウント 
「埼玉県_事業者支援情報」 
を開設いたしました。 

各支援の詳細等、新

型コロナウイルス感

染症で影響を受ける

事 業 所 の 皆 様 へ の

様々な支援策が、経

済産業省ＨＰ特設ペ

ージに掲載しており

ます。 
 

経済産業省 新型コロナウイ

ルス感染症関連 で検索 
  
下記の QR ｺｰﾄﾞより 
ご確認ください。 

※右記の利率は、 
別枠 1,000 万円 
のみに適用 

今年度の公募は終了致しました。 

売上減少率 中小法人等 個人事業者

15%以上50％未満 上限 20万円／月 上限 10万円／月

50％以上70％未満 対象外 対象外

70％以上90％未満 上限 30万円／月 上限 15万円／月

90％以上 上限 50万円／月 上限 25万円／月

売上減少率 中小法人等 個人事業者

15%以上30％未満 上限 20万円／月 上限 10万円／月

30％以上50％未満 上限 30万円／月 上限 15万円／月

50％以上70％未満 上限 10万円／月 上限 5万円／月

70％以上90％未満 上限 40万円／月 上限 20万円／月

90％以上 上限 60万円／月 上限 30万円／月

売上減少率 50％以上の月がある 
場合は、国の月次支援金の受給が 
本協力支援金の要件となります。 

年間売上高 年間売上高 年間売上高
1億円以下 1億円超～5億円 5億円超

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30％～50％ 30万円 60万円 90万円 150万円

法人
個人売上高減少率

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://jigyou-saikouchiku.jp/
http://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://www.it-hojo.jp/2020emergency/
https://www.meti.go.jp/covid-19/
https://www.meti.go.jp/covid-19/

