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新型コロナウイルス感染症の特別融資

期限延長のご案内

新型コロナウイルスの影響により業績が悪化した事業者への、特別融資制度をご案内します。

新型コロナウイルス特別融資（日本金融政策公庫）
制度名

新型コロナウイルス特別貸付

コロナウイルス対策マル経

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受け、最近 1 ヶ月間の売り上げが
5％以上減少している事業者

貸付限度額

別枠 6,000 万円

別枠 1,000 万円

当初 3 年間：0.46％（▲0.9％）
4 年目以降：1.36％（災害利率）

当初 3 年間：0.31%（▲0.9％）
4 年目以降：1.21%（経営改善利率）

設備：20 年（5 年）
運転：15 年（5 年）

設備：10 年（4 年）
運転：..7 年（3 年）

〇無担保
〇特に影響の大きい事業者に対して一定
条件（影 響の大きな業種 、売上 激減
等）に該当した場合、特別利子補給制
度があります。
〇中長期に業績が回復し、発展すること
が見込まること。
※特別利子補給の対象

〇一定の条件（ R2.1/29 以降マル経
融資利用者でコロナ影響が大きい）
に該当した場合は、一般マル経も遡
って の 適用が 可能 な 場合もあ り ま
す。
※特別利子補給の対象。

貸付利率
貸付期間
(措置期間)

その他

期限

当面今年前半まで

→

当面年末まで継続

※天竜商工会では、受付を行っていますのでお問い合わせください。

月次支援金のご案内
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の影響緩和措置として、条件を満たす事業者を給付対象と
した月次支援金の給付に関してご案内します。
■条
■講

件
師

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響をうけていること
②2019年または2020年と2021年の同じ月と比べて売上が50％以上減少

※緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
■給付額 中小法人等 上限 20 万円
個人事業者等 上限 10 万円
■申 請 ホームページからの電子申請または申請サポート会場での申請
■期 間 4 月・5 月分：2021 年 6 月 16 日㈬～8 月 15 日㈰
6 月分：2021 年 7 月 1 日㈭～8 月 31 日㈫

申請に関しましては相談窓口（☎0120-211-240）へお問い合わせください。
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〇持続化補助金（小規模事業者の販路開拓を支援します）
１．一般型

補助率：２／３

補助額：最大５０万円

＜販路開拓につながる次のような取り組みに活用できます！＞
・チラシ配布、ＨＰ制作、各種広告媒体の活用
・商品パッケージ、包装デザインの一新
・店舗改装、新商品開発、新機械装置等の購入 など
・〆切 第６回 令和３年１０月１日(金) 第７回 令和４年２月４日(金)

２．低感染リスク型ビジネス枠

補助率：３／４

補助額：最大１００万円

＜ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、精算プロセスの導入等を支援！＞
・感染拡大防止のため対人接触機会の減少と事業継続を両立させるための機械を導入
・感染拡大防止と事業継続を両立させる新たなビジネスにかかる新商品開発費用と広報費用など
・〆切 第２回 令和３年７月７日（水） 第３回 令和３年９月８日（水） 第４回 令和３年１１月１０日（水） 他

〇経営力向上事業費補助金（新たな取り組みを支援します）
補助率：２／３

補助額：最大５０万円

＜新規性、需要開拓、生産性向上につながる次のような取り組みに活用できます！＞
・自社がこれまでに行ったことがないもの、既存のものを大幅に改善するもの
・新サービスの開始に伴う費用
※経営革新計画の承認取得を目指す、３年間の経営ビジョンを策定して行うものです。
※コロナ影響事業者（令和２年２月以降の１ヶ月の売上が対前年比１０％以上減少）は、過去に経営革
新計画の承認を受けた方も対象になりました。
・〆切 第２回 令和３年７月２６日(月) 第３回以降 未定

〇事業承継・引継ぎ補助金
＜事業承継や事業統合等を契機として新たな取り組みや広報活動等に活用できます！＞
補助額：創業支援型 （廃業予定者から事業を引継ぎ創業）
最大４００万円
最大４００万円
経営者交代型（事業承継により事業を引継ぎ活動）
（事業再編、統合により事業を引継ぎ活動）
Ｍ＆Ａ型
最大８００万円
補助率：全枠
２／３
・〆切 第１回 令和３年７月１２日(月) 第２回以降 未定

〇ものづくり補助金・商業・サービス生産性向上促進補助金
＜革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善の設備投資等に活用できます！＞
補助額：一般型（革新的な製品・サービスの開発等を目的）
最大１，０００万円
補助率：通常枠
中小企業 １／２ 小規模企業者・小規模事業者 ２／３
低感染リスク型ビジネス枠特別枠
２／３
・〆切 第７次 令和３年８月１７日(火) 第８次以降 未定

〇事業再構築補助金（新たな分野への挑戦を支援します）
＜コロナウイルスの影響に対応するため行う新分野展開・業態や事業転換等に活用できます！＞

補助額：通常枠
補助率：通常枠

中小企業者等 １００万円～６，０００万円
中堅企業等
１００万円～８，０００万円 他
中小企業者等 ２／３
中堅企業等 １／２ 他

・〆切 第２回 令和３年７月２日(金)

第３回 公募予定

補助金の詳細内容は細かく定められています！
詳しくは、天竜商工会（各支所）までお問合せください♪
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新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を見据え、浜松市内の飲食店を対象とした各種補助金に関
してご案内します。

○浜松市飲食店３密対策事業者支援事業費補助金
■対 象 期間内に購入した新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ物品や工事費用
■期 間 令和３年３月１日（月） ～ 令和３年５月３１日（月）
■補助率 １／２
■補助額 最大３０万円
■〆切 令和３年６月３０日（水）

○飲食店感染対策補助金
■対 象 期間内に購入した新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ物品や工事費用
■期 間 令和３年６月１日（火） ～ 令和３年８月３１日（火）
■補助率 １／２
■補助額 最大３０万円
■〆切 令和３年９月３０日（木）

○はままつ安全・安心認証店ＰＲ補助金
■対 象 期間内にはままつ安全、安心な飲食店認証店舗であることを周知ＰＲするための費用
■期 間 令和３年６月１日（火） ～ 令和３年８月３１日（火）
■補助率 １／２
■補助額 最大３０万円
■〆切 令和３年９月３０日（木）
申請先（問合せ先）は浜松市飲食店３密対策補助金事務局（☎053-488-6330）まで。

社員の定年引上げ
もしくは

継続雇用制度の導入で
生涯現役社会の実現を目的とした助成金です。下記いずれかを導入した事業主に助成金が支給されます。
■６５歳以上への定年引き上げ

・・・

最大１６０万円

■定年の定めの廃止

・・・

最大１６０万円

■希望者全員を対象とする６６歳以上の継続雇用制度の導入

・・・

最大１００万円

■他社による継続雇用制度の導入

・・・

最大

１５万円

『子育てパパ支援助成金』
男性労働者が５日連続
育児休業を取ると

助成金が１事業所あたり
育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者が育児休業を取得した場合
１事業所当たり５７万円の助成金が支給！
この助成金を活用すると…「働きやすい職場づくり」「従業員の職場定着！」「会社は助成金受給！」

☆各種制度について専門家に相談できます！☆
お気軽にお問い合わせください。
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みんなで地元の飲食店・ホテル・旅館・小売店を支えよう！キャンペーン

参画店随時募集中！！
参画店のうち３店舗で、それぞれ５００円以上のお買い物をすると、浜松の地場産品が抽選で２００名に
当たるキャンペーンが令和３年７月から１２月末まで実施されます！

イベント詳細の問い合せは浜松商工会議所商業観光課（☎053-452-1114）へお問い合わせください。

「新しい生活様式支援天竜材活用事業」

申請期限延長のお知らせ

「新しい生活様式支援天竜材活用事業」の申請期限が以下の通り延長されました。

令和

当初
３年 ６月 ３０日（水）まで

延長後
→

令和３年 ９月

３０日（木）まで

申請を検討されている方は期限にご注意ください。

専門家による経営相談窓口を開設！！
新型コロナウイルス感染症による影響で、事業所では経営に関する悩みが多く寄せられています。
そのご希望にお応えするべく、専門家による経営相談窓口を開設し、事前予約制で相談をお伺いし、
一緒に解決に向けて取り組んでいきます。
■場

所

天竜商工会

天竜支所

※相談時間は１事業所 １時間１５分

■講

師

長澤

秀幸

先生

経営支援全般

毎週木曜日

藤井
和田

冬仁
喜充

先生
先生

働き方改革全般
ＩＴ活用全般

第１、第３火曜日
第２、第４火曜日

※開催する曜日は変更になる場合がございます。事前にお問い合わせください！
■相 談 料
無料
■内

容

各種専門的経営に関する個別相談

■定

員

各実施日ともに４名までとなります。

※定員になり次第、締め切り

☆申込に関しましては天竜商工会各支所へお気軽にお問い合わせください☆

令和３年度 事業承継個別相談会のご案内
６月１７日（木）天竜支所
８月１９日（木）天竜支所

７月１５日（木）佐久間支所
９月１６日（木）春野支所

１０月２１日（木）天竜支所
１２月１６日（木）天竜支所
２月１７日（木）天竜支所

１１月１８日（木）水窪支所
１月２０日（木）春野支所
３月１７日（木）佐久間支所

いずれも、9：00～10：00

10:30～11：30 13:00～14:00 14：30～15：30

講師：静岡県事業引継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 中小企業診断士
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鈴木秀俊氏

