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「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」の設置

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）は、新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた
中小企業・小規模事業者及び農林漁業者等の皆さまに対して、令和２年１月 29 日付で「新型コロナ
ウイルスに関する経営相談窓口」を設置しておりましたが、このたび令和２年２月 14 日付で「新型コ
ロナウイルスに関する特別相談窓口」を設置しました。
また、日本公庫国民生活事業においては、同感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金
繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方の経営の安定を図るため、
令和２年２月 21 日から「衛生環境激変特別貸付」を実施します。
日本公庫は、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漁業者等の
皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、引き続き政策金融機関として迅速かつきめ細やか
な対応を行ってまいります。

＜中小企業・小規模事業者の皆さまのお問い合わせ先＞

仙台支店

国民生活第一事業

TEL：022-222-5173

国民生活第二事業

TEL: 022-222-5377

中小企業事業

TEL: 022-223-8141

＜農林漁業者の皆さまのお問い合わせ先＞
本店

＜お問い合わせ先＞

農林水産事業本部

日本政策金融公庫 仙台支店
Tel：022－222－5173

TEL：0120-926478

国民生活第一事業（担当：田中、永沼）

参考
（参考）主な融資制度
１．経営環境変化対応資金
融 資 限 度 額
融資期間（うち据置期間）

国民生活事業

中小企業事業（※）

４千８百万円

７億２千万円

設備資金

１５年以内（３年以内）

運転資金

８年以内（３年以内）

２．海外展開・事業再編資金
国民生活事業

中小企業事業（※）

融 資 限 度 額

７千２百万円

１４億４千万円

（うち運転資金）

（４千８百万円）

（９億６千万円）

融資期間（うち据置期間）

設備資金

２０年以内（２年以内）

＜いずれも原則＞

運転資金

７年以内（２年以内）

（※）中小企業事業については、長期資金のみが対象となります。

３．新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付（国民生活事業）
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資
金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営
ご利用いただける方

業及び喫茶店営業を営む方
（１）最近１ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して１０％
以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること
（２）中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

資金のお使いみち

経営を安定させるために必要な運転資金

融 資 限 度 額

別枠１千万円（旅館業を営む方は、別枠３千万円）

融資期間（うち据置期間）

７年以内（２年以内）

利
取

率
扱

期

間

基準利率。ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組
合員の方については、特別利率 C（基準利率－０．９％)
令和２年２月２１日（金）から令和２年８月３１日（月）まで
ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響

お 申 込 み に

に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業

必 要 な 書 類

組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長が発行する「振
興事業に係る資金証明書」が必要となります。
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https://www.jfc.go.jp/

2020/03/26

1/3

https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
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新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫国民生活事業
日本政策金融公庫国民生活事業では、
国民生活事業では、新型コロナウイルス感染症
では、新型コロナウイルス感染症の
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
影響を受けた中
を受けた中
小企業・小規模事業者
小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした「
・小規模事業者のみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症
のみなさまを対象とした「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特別貸付」
特別貸付」
を取り扱っております。

新型コロナウイルス感染症特別貸付 概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、
次の（１）または（２）のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展する
ことが見込まれる方
（１）最近１ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して５％以上減少している
方
ご利用
いただける方 （２）業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合は、最近１ヵ月の売上高が次のいずれか
と比較して５％以上減少している方
① 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の平均売上高
② 令和元年 12 月の売上高
③ 令和元年 10 月から 12 月までの平均売上高
資金の
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および
お使いみち 運転資金
融資限度額 別枠 6,000 万円
設備資金： 20 年以内[うち据置期間５年以内]
運転資金： 15 年以内[うち据置期間５年以内]
当初３年間：基準利率（災害）－0.9％
利率（年） 3,000 万円以内の部分（注２）
３年経過後：基準利率（災害）
（注１）
3,000 万円を超える部分
基準利率（災害）
ご返済期間

担保

無担保

（注１）基準利率は、災害発生時の融資制度に適用される利率（融資期間に応じた所定の利率）が適用されます。
（注２）一部の対象者については、基準利率－0.9％の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初
３年間が実質無利子となる予定です。
※ ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
※ 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

くわしくは、当社ホームページ https://www.jfc.go.jp/をご覧いただくか、支店の窓口までお問い合わせください。

(2020.3)

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利⼦補給制度」の併用による実質的な無利⼦化融資のご案内
○ 実質的な無利⼦化融資とは、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、ご返済いただいた利⼦について、公庫以外の実施機関
から利⼦補給を受けることで、お客さまのご負担される利⼦が実質的に無利⼦になるというものです。
○ 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、公庫以外の実施機関が⾏う「特別利⼦補給制度」の、各々の要件を満たしていただく必要がございます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付（注１・２）

ご利⽤
いただける方

資⾦の
お使いみち
融資限度額

（注３）

担保
実施機関

特別利⼦補給制度（注１・２）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況
悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方であって、
中⻑期的に業況が回復し発展が⾒込まれる方
（１）最近１ヵ⽉の売上⾼が、前年または前々年の同
期と比較して、５％以上減少
（２）業歴が３ヵ⽉以上１年１ヵ⽉未満の場合等は、
最近１ヵ⽉の売上⾼が、次のいずれかと比較し
て、５％以上減少
①過去３ヵ⽉（最近１ヵ⽉含む。）の平均売上⾼
②令和元年 12 ⽉の売上⾼
③令和元年 10〜12 ⽉の平均売上⾼
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等に
より必要とする設備資⾦および運転資⾦

左記の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている方であっ
て、次のいずれかの要件に該当する方
小規模事業者
中小企業者
個人
要件無し
売上⾼▲20％以上
法人
売上⾼▲15％以上 売上⾼▲20％以上

別枠 6,000 万円

左記の融資限度額のうち、3,000 万円以下の部分

ご返済期間
設備資⾦：20 年以内＜うち５年以内＞
＜据置期間＞ 運転資⾦：15 年以内＜うち５年以内＞
利率（年）

詳細検討中

(※１)小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従
業員（＊）が５名以下の企業」、それ以外の業種は「同 20 名以
下の企業」をいう。中小企業者とは、この他の中小企業をいう。
（＊）労働基準法上における「予め解雇予告を必要とする者」
(※２)売上⾼要件の比較は、左記貸付で確認する最近１ヵ⽉に加え、
その後２ヵ⽉も含めた３ヵ⽉間のうちのいずれかの１ヵ⽉で比較。

－

当初３年間

当初３年間：基準（災害）－0.9％ 左記の 3,000 万円以下の部分にかかる
３年経過後：基準（災害）
「基準（災害）－0.9％」の利⼦（⽀払利息）（※）
(※)一旦公庫にご返済後、⽀払済み利⼦額を実施機関から補給
3,000 万円超 基準（災害）
－

⽇本政策⾦融公庫（国⺠⽣活事業）

－
補給限度額
補給期間

3,000 万円
以下

無担保

ご利⽤
いただける方

政府の指定する実施機関 現時点では未定

補給率

（注４）

－
実施機関

（注１）経済産業省パンフレット「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」（令和 2 年 3 ⽉ 13 ⽇・20:00 版）より作成し、経済産業省において監修
（注２）令和２年１⽉ 29 ⽇以降にご利用いただいたセーフティネット貸付等のご融資も、特別貸付等の要件に該当する場合は遡及適用が可能
（注３・４）令和２年３⽉ 17 ⽇時点での適⽤例（運転資⾦ 1,500 万円・５年返済の場合）
【3,000 万円以下の部分】当初３年間：0.46％、３年経過後：1.36％
この部分の⽀払済利⼦額を後⽇実施機関から補給し、実質的に無利⼦化

中小企業事業の

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します。

新型コロナウイルス感染症の影響を
受けている皆様へ

融資限度額
直接貸付
別枠3億円

金

利

長期固定

融資期間
設備資金

20年以内

（うち据置期間5年以内）

運転資金

15年以内

（うち据置期間5年以内）

中小企業事業

の

新型コロナウイルス感染症特別貸付
ご利用いただける方

ご利用いただける資金

融資限度額

新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、次のいずれに
も当てはまる方
(1)最 近１ヵ月の売上高が前
年同期または前々年同期
に比し５％以上減少して
いることまたはこれと同
様の状況にあること（注１）

新型コロナウイルス
感染症の影響に伴う
社会的要因等により
必要とする設備資金
および長期運転資金

既往貸付残高
にかかわらず
直接貸付

3億円（注3）

融資利率（注2）

融資期間

設備資金
基準利率
２０年以内
ただし、１億円を限度 （うち据置期間５年以内）
として融資後３年目ま
では基準利率－0.9％、 運転資金
４年目以降は基準利率

１５年以内

（うち据置期間５年以内）

(2)中 長期的にみて、業況が
回復し、かつ、発展するこ
とが見込まれること

（注１）業歴が３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合等は、最近１ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して５％以上減少していることをいいます。
① 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高
② 令和元年 12 月の売上高
③ 令和元年 10 月～ 12 月の平均売上高
（注２）５年経過後ごと金利見直し制度を選択できます。
（注 3）組合については 9 億円

その他
融資のお申し込み

■本制度は、無担保・無保証人となります。
●直接貸付

日本公庫中小企業事業の窓口にお申し込みください。

上記は本制度の概要です。詳しくは日本公庫中小企業事業の窓口または事業資金相談ダイヤルにお問い合わせください。
お問い合わせ窓口

本店 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-4

https://www.jfc.go.jp/

事業資金相談ダイヤル
(行こうよ！公庫)

0120-154-505
R203

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利⼦補給制度」の併⽤による実質的な無利⼦化融資のご案内
○ 実質的な無利⼦化融資とは、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後、ご返済いただいた利⼦について、公庫以外の実施機関
から利⼦補給を受けることで、お客さまのご負担される利⼦が実質的に無利⼦になるというものです。
○ 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、公庫以外の実施機関が⾏う「特別利⼦補給制度」の、各々の要件を満たしていただく必要がございます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付（注１・２）

ご利⽤
いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化
を来し、次のいずれかの要件に該当する⽅であって、中⻑期的
に業況が回復し発展が⾒込まれる⽅
（１）最近１ヵ⽉の売上⾼が、前年または前々年の同期と
比較して、５％以上減少
（２）業歴が３ヵ⽉以上１年１ヵ⽉未満の場合等は、最近
１ヵ⽉の売上⾼が、次のいずれかと比較して、５％以
上減少
①過去３ヵ⽉（最近１ヵ⽉含む）の売上⾼平均額
②令和元年１２⽉の売上⾼
③令和元年１０⽉〜１２⽉の売上⾼平均額
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により
必要とする設備資⾦および⻑期運転資⾦

資⾦の
お使いみち
融資限度額 別枠 3 億円
設備資⾦：20 年以内＜うち５年以内＞
ご返済期間
＜据置期間＞ 運転資⾦：15 年以内＜うち５年以内＞
当初３年間：基準利率－0.9％
1 億円以下
利率（年）
３年経過後：基準利率
（注３）
1 億円超
基準利率
担保
実施主体

無担保

詳細検討中

特別利⼦補給制度（注１・２）

左記の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けている⽅であ
って、次のいずれかの要件に該当する⽅
小規模事業者
中小企業者
個人
要件無し
売上⾼▲20％以上
法人
売上⾼▲15％以上 売上⾼▲20％以上

(※1)小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「従業員５名以下
の企業」、それ以外の業種は「従業員 20 名以下の企業」をいう。中
小企業者とは、この他の中小企業をいう。
(※2)売上要件の比較は、左記貸付で確認する最近１ヵ⽉に加え、その
後の２ヵ⽉も含めた３ヵ⽉間のうちのいずれかの１ヵ⽉で比較。

ご利⽤
いただける方

－
左記の融資限度額のうち、1 億円以下の部分
当初３年間

－
補給限度額
補給期間

左記の 1 億円以下の部分にかかる
「基準利率－0.9％」の利⼦（⽀払利息）（※）

(※)一旦公庫にご返済後、⽀払済み利⼦額を別機関から補給

補給率

（注４）

－

⽇本政策⾦融公庫（中小企業事業）

政府の指定する実施機関 現時点では未定

－
実施主体

（注１）経済産業省パンフレット「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」（令和 2 年 3 ⽉ 13 ⽇・20:00 版）より作成し、経済産業省において監修
（注２）令和２年１⽉ 29 ⽇以降にご利⽤いただいたセーフティネット貸付等のご融資も、特別貸付等の要件に該当する場合は、遡及適⽤が可能
（注３・４）令和２年３⽉ 17 ⽇時点での適⽤例（⻑期運転資⾦ 7,000 万円・５年返済の場合）
【1 億円以下の部分】当初３年間：0.21％、３年経過後：1.11％
この部分の⽀払済利⼦額を後⽇実施機関から補給し、実質的に無利⼦化

