新型コロナウイルス感染症対策に係る支援策
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で経営に支障をきたしている事業者の経
営安定や雇用の確保のための制度をご紹介します。

令和2年9月4日時点

≪事業者の方向け≫
1 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感染症の影響を受け、一時的に業況が悪化し
ている方を支援します。（当初3年間は、利子補給制度あり）

2 長崎県緊急資金繰り支援資金（環境変化対応）
資

金
繰
り

新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受ける県内中小
企業者の資金繰りを支援します。（SN4号、SN5号、危機関連対応）

3 佐世保市緊急経営対策資金（災害対策等資金）
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受ける県内中小企
業者の資金繰りを支援します。（SN4号対応）

日本政策金融公庫

0956-22-9155
お問い合わせ

長崎県産業労働部経営支援課

095-895-2651
お問い合わせ
佐世保市観光商工部商工労働課

24-1111（ 内 線 3 00 2 ～ 3 00 4 ）

4 セーフティネット保証認定（SN4号、SN5号、危機関連）

お問い合わせ

災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者の方につい
て保証限度額を別枠化する国の制度です。市が認定窓口になります。

佐世保市観光商工部商工労働課

5 長崎県緊急資金繰り支援資金（SN4号、SN5号、危機関連）
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受ける県内中小企業者
の資金繰りを支援するため実質無金利の制度資金の創設しています。

6 雇用調整助成金等の特例措置（令和2年9月30日まで）
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主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、事業者に対し、休業手当、賃金等の一部を助成します。

7 長崎県緊急雇用維持助成金

雇
用
の
維
持

お問い合わせ

国の「雇用調整助成金」における企業負担分の軽減を図るため、事
業主の負担が1/10以内になるように県が上乗せ助成を実施します。

8 長崎県緊急雇用維持アドバイザー派遣
「雇用調整助成金」、「長崎県緊急雇用維持助成金」を活用予定の
県内に所在する事業所に対し、申請書作成のためのアドバイザー
（社会保険労務士）を派遣します。
※ 緊急対応期間（9/30）まで延長中

9 小学校休業等対応助成金
事業主が、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、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有
給休暇を除く）を取得させた場合に助成金が支給されます。
対象期間：令和2年2月27日～9月30日

24-1111（ 内 線3 00 2 ～3 00 4 ）
お問い合わせ
長崎県産業労働部経営支援課

095-895-2651
お問い合わせ
①長崎労働局職業対策課
②ハローワーク佐世保
（求人・企画部門）
①095-801-0042 / ②0956-22-8002
お問い合わせ
長崎県産業労働部
雇用労働政策課

095-895-2714
お問い合わせ
長崎県産業労働部
雇用労働政策課

095-895-2714
お問い合わせ
学校等休業助成金・支援金等
相談コールセンター（9：00～21：00）

0120-60-3999

10 持続化給付金（法人：200万円以内、個人事業者：100万円以内）

給
付
金

お問い合わせ

国が感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
中小企業・金融・給付相談窓口
事業全般に広く使える給付金を交付します。※条件あり
【計算式】減少分＝前年総売上-（前年同月比△50％の月の売上×12月）
(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)0120-115-570
申請期限：令和2年5月1日（金）～令和3年1月15日（金）まで
(会場予約)0570 -077-866

11 家賃支援給付金（法人最大600万円、個人事業者最大300万円）

お問い合わせ

緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者に対し
家賃支援給付金 コールセンター
て、賃料の負担軽減を目的に給付金を交付します。※条件あり
サポート会場(完全予約制)：佐世保市産業支援センター 3階
(ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)0120 -653-930
申請期限：令和2年7月14日（火）～令和3年1月15日（金）まで
(会場予約)0120-150-413

12 テレワーク導入助成金
助
成
金

お問い合わせ

テレワークの新規導入に取り組む県内中小企業事業主を支援
するため、国の助成金（働き方改革推進支援助成金）に県が
上乗せして助成いたします。

長崎県 雇用労働政策課

申請期間：国の助成金の支給決定日から30日を経過する日
又は令和3年3月19日（金）のいずれか早い期日

095-895-2714

13 小規模事業者持続化補助金

お問い合わせ

小規模事業者が取り組む販路開拓等に係る経費の一部を補助します。
＜一般型＞持続的な経営に向けた経営計画に基づく取り組みや業務効率
化に取り組む経費の一部を補助します。
申請期限（第3回締切）：令和2年10月2日（金）
＜コロナ型＞持続的な経営に向けて具体的なコロナ対策（テレワーク環境
の整備等）等に取り組む経費の一部を補助します。
申請期限（第4回締切）：令和2年10月2日（金）

日本商工会議所小規模事業者
持続化補助金事務局

（一般型）03-6447 -2389
（ｺﾛﾅ型）0570-077-025

14 IT導入補助金（サービス等生産性向上IT導入支援事業）

補
助
金

中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資するTツールを導入する
ための経費の一部を補助します。
＜通常枠＞ITツールの導入を 支援します。
申請期限（8次締切）：令和2年9月30日（水）17時
＜特別枠＞ コロナの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者
向けに、補助率を引き上げた「特別枠」を設け、事業者を支援します。
申請期限（7次締切）：令和2年9月30日（水）17時

お問い合わせ

サービス等生産性向上IT導
入支援事業 ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
（ ｺｰﾙｾﾝﾀ ｰ） 0570-666-424

15 ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金）
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します。
＜一般型・グローバル展開型＞
申請期限（4次締切）：令和2年11月26日（木）17時

16 長崎県新しい生活様式対応支援補助金

お問い合わせ

ものづくり補助金

050-8880-4053

お問い合わせ

（1事業者あたり10万円以内）

「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取り組みを普及
させるため、店舗等において消費者等と接する機会の多い中小企業・
小規模事業者の皆様に対し、営業継続・再開に向けて導入する感染症
拡大防止対策に必要な経費を支援します。 ※条件あり
（ 申請期間：令和2年6月15日（月）～10月30日（金）まで

長崎県新しい生活様式対応支援
補助金申請受付センター

（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ ）0120-853-258

17 飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金
補
助
金

県内の飲食店が「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った
取り組みを普及させるため、換気設備（窓、換気扇、換気ダクト等）の
更新・増設・新設に必要な経費を一部支援します。 ※条件あり
（ 申請期間：令和2年8月25日（火）～10月30日（金）まで

18 （中小企業庁）中小企業者向け経営相談窓口
新型コロナウイルス感染症対策事業の一環として、中小企業者を対象と
した、電話経営相談窓口及びオンライン経営相談窓口を設置しております。
どちらの窓口も、中小企業診断士等が適切な支援策をご案内します。
何度でも無料で相談が出来ます。
＜電話相談窓口＞ TEL 050-5371-9453
受付時間：9時～17時（土日祝も受付）
＜オンライン経営相談＞ URL：https://hojyokin.work/keieisoudan

19 佐世保ながさき事業者向け補助金等申請支援窓口
相
談
窓
口

お問い合わせ

（1事業者あたり30～200万円）

佐世保市と長崎県よろず支援拠点が連携して開設する無料の相談窓口で
す。新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受けている
事業者等を対象に、給付金や補助金などの各種支援制度や経営に関する
相談を受け付けます。
相 談 料：無料。ただし、事前予約が必要です。
支援期間：令和2年9月7日から毎週月～金曜日（9時～17時）
開設場所：佐世保市産業支援センター（佐世保市松浦町5-1）

20 事業継続緊急サポート事業
新型コロナウイルス感染症対策の一環として、県内中小企業者の相談先
として、給付金等各種支援制度の活用や申請書等作成のための緊急相談
窓口を設置しています。
相 談 料：無料
支援期間：令和2年5月8日～12月20日
相談回数：１事業者につき３回まで

長崎県 産業政策課
095-895-2615

お問い合わせ

経営相談体制強化事業事務局
電話経営相談窓口

050-5371 -9 45 3

お問い合わせ

長崎県よろず支援拠点
コロナ対策窓口

095-895-8088

お問い合わせ
①（一社）長崎県中小企業診断士
協会
②九州北部税理士会長崎県地区
連絡協議会

①095-832 -7 0 11
②095-821 -0 6 00

≪個人の方向け≫
21 緊急小口資金の特例貸付（主に休業された方向け）
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少
があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
に貸付を行います。
※個人事業主を含みます。特例の場合：20万円以内（1回限り）

貸
付
金

22 総合支援資金の特例貸付（主に失業された方等向け）
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等によ
り生活に困窮し、日常生計の維持が困難となっている世帯に貸付を
行います。※単身者：15万円以内/月、2人以上：20万以内/月

お問い合わせ

佐世保市社会福祉協議会

23-3174

（8：30～17：15）
お問い合わせ

佐世保市社会福祉協議会

23-3174

（8：30～17：15）

23 母子父子寡婦福祉貸付金（ひとり親家庭等向け）
ひとり親家庭並びに寡婦の方に対し、経済的自立の支援や子の福祉を
増進させることを目的として貸付を行います。
※資金の内容によって貸付限度額が異なります。

24 特別定額給付金
基準日（令和２年４月２７日）において、住民基本台帳に記録され
ている方を対象に、一律1人当たり10万円を給付します。
申請期間：令和2年8月31日まで

25 新生児等特別定額給付金
特別定額給付金の基準日（令和２年４月２７日）の翌日以降に出生した
新生児等を対象に、一律一人当たり10万円を給付します。

給
付
金

対象：令和2年4月28日から令和3年3月31日の住民基本台帳に登録が
ある新生児及び乳児

26 小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約し
た仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対し、支援金が
支給されます。※条件あり。
対象期間：令和2年2月27日～9月30日

27 住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業等で収入が減少して
おり、住居を失うおそれが生じている方に対して、住宅費を支援す
るとともに、就労支援等を行います。 ※条件あり

お問い合わせ

佐世保市福祉事務所
（こども子育て応援センター）

25-9705
お問い合わせ

佐世保市給付金ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
050-3085 -7 65 3
お問い合わせ

特別定額給付金事務局

24-1111（内線3650～3651）
お問い合わせ
学校等休業助成金・支援金等相談
コールセンター（9：00～21：00）

0120-60-3999
お問い合わせ
佐世保市社会福祉協議会
地域福祉課 生活困窮担当

23-0265

新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策については、現時点では詳細が明らかになっていない支援策もあ
りますので、分かり次第、情報を更新していく予定としています。

≪佐世保市緊急経済雇用対策本部≫

