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１．市民の皆様へ

(１)支払い猶予・減免に関するもの

概要 対象者 担当課・問合せ先

1
国民健康保険税の
減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健
康保険税の支払いが困難な世帯に対して、主たる
生計維持者の収入申告（収入を証明する書類が必
要）と申し出により、減免申請ができます。【令
和３年３月３１日まで】

新型コロナウイルス感染症により、主たる
生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を
負った世帯、もしくは主たる生計維持者の
収入等の減少が前年の収入額の１０分の３
以上であり、一定の要件に該当する世帯

税務課
TEL 69-2128

2
後期高齢者医療保
険料の徴収猶予・
減免

新型コロナウイルス感染症に被保険者（ご家族を
含む）が罹患された場合のほか、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による個別の事情に該当する場
合は、保険料の納付について相談を受けておりま
す。

事業の継続が難しくなった、収入が大幅に
減少した等の理由で保険料を一時に納付す
ることが困難になった方

保険年金課
TEL 69-2142

3
介護保険料及び介
護サービス利用料
の徴収猶予・減免

新型コロナウイルス感染症に被保険者（ご家族含
む）が羅患された場合のほか、新型コロナウイル
ス感染症の影響による個別の事情に該当する場合
は、保険料及び利用料の納付について相談を受け
ております。

事業の継続が難しくなった、収入が大幅に
減少した等の理由で保険料及び利用料を一
時納付することが困難になった方

長寿福祉課
TEL 69-2165

4

国民健康保険及び
後期高齢者医療の
医療費（一部負担
金）の徴収猶予・
免除

事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著し
く減少した場合等において、医療費（一部負担
金）の支払いについて相談を受けております。

事業又は業務の休廃止、失業等により収入
が著しく減少し、医療費（一部負担金）の
支払いが困難な国民健康保険及び後期高齢
者医療加入者

保険年金課
TEL 69-2140
TEL 69-2142

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

5
国民年金保険料の
免除等

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し
た場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込
額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料
免除申請が可能となりました。一定の要件に該当
する方は令和２年２月以降の国民年金保険料の免
除が適用できる場合があります。

令和２年２月以降に新型コロナウイルス感
染症の影響により収入が減少し、所得が相
当程度まで下がったため、国民年金保険料
の納付が困難な方

草津年金事務所
国民年金課
TEL 077-567-2220

保険年金課
TEL 69-2140

6

水道料金、下水道
使用料、下水道受
益者負（分）担金
の支払い猶予等

新型コロナウイルス感染症の影響等により水道料
金、下水道使用料、下水道受益者負（分）担金の
支払いが困難な方を対象として、支払い猶予等の
対応を行います。

事業の継続が難しくなった、収入が大幅に
減少した等の理由で水道料金、下水道使用
料、下水道受益者負（分）担金の支払いが
困難になった方

上下水道料金お客様セン
ター
TEL 69-2224
　
上下水道総務課
TEL 69-2223

7
市営住宅家賃の
減免・徴収猶予

入居者が疾病、療養、災害、その他特別な事情に
より収入月額が著しく減少した場合、家賃の減免
又は納付の猶予をします。

市営住宅の入居者
住宅建築課
TEL 69-2212

-２-
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(２)対応期間の延長に関するもの

概要 対象者 担当課・問合せ先

1

申告所得税、贈与
税、個人事業者の
消費税の申告期限
等延長

令和３年１月の緊急事態宣言発令に伴い、申告所
得税（及び復興特別所得税）、贈与税及び個人事
業者の消費税（及び地方消費税）の申告期限・納
付期限が延長されます。
【申告・納付期限】令和３年４月１５日（木）

所得税、贈与税、消費税等の申告者
水口税務署
TEL 62-0314

2
転入、転居、世帯
変更、保険の異動
などの届出

転入、転居、世帯変更等、保険等の資格取得・資
格喪失などの届出は、事由が生じた日から１４日
以内に行わなければなりませんが、１４日を経過
した場合でも「正当な理由」があったものとみな
されます。

転入、転居、世帯変更などの届出者、手続
きが必要な国民健康保険、後期高齢者医療
制度および介護保険加入者

市民課
TEL 69-2137

保険年金課
TEL 69-2140

3

帰国困難者に対す
る在留諸申請及び
在留資格認定証明
について

帰国が困難になられた方について、在留期間の更
新や在留資格の変更が許可されます。
また、在留資格認定証明書の有効期間が延長され
ます。

在留中の方
大阪出入国在留管理局
TEL 06-4703-2100

制度・手続名
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(３)助成・給付に関するもの

概要 対象者 担当課・問合せ先

1
新型コロナウイル
ス感染症対応休業
支援金・給付金

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中小企業等の労
働者のうち、休業中に賃金（休業手当）を受ける
ことができなかった方に対して、当該労働者の申
請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支
援金・給付金を支給する。
休業前の賃金の８割（１日あたり11,000円が上
限）を休業実績の応じて支給

令和２年４月１日から緊急事態宣言が全国
で解除された月の翌月末までの間に事業主
の指示を受けて休業（休業手当の支払な
し）した中小企業等の労働者

厚生労働省
新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金
コールセンター
TEL 0120-221-276

2 労災保険給付
業務に起因して新型コロナウイルスを発症したも
のであると認められる場合に、労災保険給付の対
象となる場合があります。

①感染経路が業務によることが明らかな場
合
②感染経路が不明の場合でも、感染リスク
が高い業務に従事し、それにより感染した
蓋然性が高い場合
③医師・看護師や介護の業務に従事される
方々については、業務外で感染したことが
明らかな場合を除き、原則として対象

各労働基準監督署（大津・
彦根・東近江）

東近江労働基準監督署
0748-41-3367

3 住居確保給付金

住居を喪失した方又は喪失するおそれがある方に
対し、求職活動を行うこと等を条件に、一定期間
家賃相当額を家主等へ支給します。
甲賀市の独自施策として対象者の収入要件緩和や
対象期間を最大で１５か月まで延長します。

離職・廃業から２年以内またはやむを得な
い休業等により収入が減少し、離職等と同
程度の状況にある方。
（収入要件・資産要件等条件あり）

生活支援課
TEL 69-2158

4 傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染するなどして、
給与の支払いが受けられない被用者に傷病手当金
を支給します。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合
などにあって、給与等の全部または一部を
受けられない国民健康保険加入者および後
期高齢者医療制度加入者

保険年金課
TEL 69-2140

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

5
要保護・準要保護
児童生徒就学援助
費

経済的な理由により児童生徒の就学が困難な場合
に就学援助費を支給します。
年額支給額（目安）小学生：約５万円、中学生：
約７万円
※学年等により支給額は異なる。
※申請月から年度内の支給

甲賀市内の小中学校に在学する児童生徒の
保護者。
※前年度所得が就学援助の判定基準以上で
あっても、直近の収入が著しく減少し、年
収額が基準額以下となる世帯を対象とす
る。

学校教育課
TEL 69-2243

6 奨学資金の給付

経済的な理由により高等学校等（高等学校・大
学・専修学校等）への修学が困難な学生に対し奨
学資金を給付します。
年額支給額　高校生：６万円、専門学校・大学
生：１８万円
※申請月から年度内の支給

高等学校等に在学し、奨学金の貸与を受け
ている学生で、保護者が奨学金の貸与を受
ける前１年以上引き続いて市内に住所を有
する方。
※奨学金の貸与を受けている方で、世帯の
年収額（見込み額）が前年に対して著しく
減収し、基準額以下となる世帯を対象とす
る。

学校教育課
TEL 69-2243

7
授業料等の減免・
給付型奨学金の支
給

新型コロナウイルス感染症の影響により学費等の
支援が必要となった場合に、授業料等の減免・給
付型奨学金の支給の対象となる場合があります。

住民税非課税世帯等、新型コロナウイルス
感染症の影響で、世帯収入・アルバイト収
入が減少し、大学等での修学の継続が困難
になっている学生等

各大学・専門学校の学生課
や奨学金窓口

日本学生支援機構奨学金相
談センター
0570-666-301

8 家庭学習支援

家庭学習の支援等を行うため、インターネット環
境がない世帯に通信機能付きタブレットを貸与し
ます。
※貸出期限は令和３年３月３１日までです。

スマートフォンを含むインターネット環境
がない世帯

学校教育課
TEL 69-2243

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

9
新生児応援特別定
額給付金

国の特別定額給付金の対象とならない令和２年４
月２８日以降、新生児を出産し、子育てをされて
いる家庭に対して給付金を支給します。

対象者（令和２年４月２８日から令和３年
３月３１日までに出生した新生児）に申請
書を送付します。その他要件等の詳細は市
ホームページをご覧いただくか、右記まで
お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症
対策室
TEL 69-2133

(４)融資に関するもの

概要 対象者 担当課・問合せ先

1
緊急小口資金等
の貸付

新型コロナウイルス感染症による休業や失業によ
り、一時的な生活資金にお困りの方へ緊急小口資
金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を行
います。

・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
かつ一時的な生活維持のための貸付を必要
とする世帯
・収入の減少や失業等により生活に困窮
し、日常生活の維持が困難になっている世
帯

甲賀市社会福祉協議会
【平日】
TEL 62-8085
【休日】
TEL 090-6735-1098

生活支援課
TEL 69-2158

制度・手続名
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(５)相談窓口

概要 対象者 担当課・問合せ先

1 生活支援窓口
仕事のことや家計のこと、健康のことなど生活の
困りごとを相談支援員が一緒に考えます。
複雑・深刻化する前にお気軽にご相談ください。

詳細は右記までお問い合わせください。
生活支援課
TEL 69-2158

2 特別労働相談窓口
新型コロナ感染症に関して、会社から休業するよ
うに言われたなど、労働問題で困ったことが生じ
た際の相談窓口が開設されています。

詳細は右記までお問い合わせください。

滋賀県労働雇用政策課相談
窓口
TEL 080-1514-0051

滋賀労働局
雇用環境・均等室
TEL 077-522-6648

3
新型コロナ人権相
談ほっとライン

新型コロナウイルス感染症により人権侵害を受け
た方専用の相談窓口が開設されています。

詳細は右記までお問い合わせください。
※インターネットでの相談も受付していま
す。滋賀県人権センターのホームページを
ご確認ください。

公益財団法人滋賀県人権セ
ンター
TEL 077-523-7700
(月・火・水・金　10～
12時、13～16時）

制度・手続名
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(６)その他

概要 対象者 担当課・問合せ先

1

緊急的な宿泊場所
の提供について
（一時生活支援事
業）

離職等の理由により生活拠点を失った方へ、一時
的な宿泊場所の提供を含めた相談支援を行いま
す。

詳細は右記までお問い合わせください。
生活支援課
TEL 69-2158

2
市営住宅の一時的
な受け入れについ
て

新型コロナウイルス感染症に起因する解雇等によ
り、賃貸住宅等の退去を余儀なくされている方を
支援するため、市営住宅への一時的な受け入れを
行います。
令和２年６月１日から受付

令和２年４月１日以降に解雇され、賃貸住
宅等の退去を通知されている方で、住所ま
たは離職前の勤務場所が市内にある方

住宅建築課
TEL 69-2212
(県営住宅の一時的な受け
入れは、滋賀県土木交通部
住宅課  TEL 077-528-
4234)

制度・手続名
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２．企業及び個人事業主等を対象とする支援制度

(１)対応期間の延長に関するもの

概要 対象者 担当課・問合せ先

1

申告所得税、贈与
税、個人事業者の
消費税の申告期限
等延長

令和３年１月の緊急事態宣言発令に伴い、申告所得税
（及び復興特別所得税）、贈与税及び個人事業者の消
費税（及び地方消費税）の申告期限・納付期限が延長
されます。
【申告・納付期限】令和３年４月１５日（木）

所得税、贈与税、消費税等の申告者
水口税務署
TEL 62-0314

(２)助成・給付に関するもの

概要 対象者 担当課・問合せ先

1
雇用調整助成金特
例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者が労
働者に対して一時的に休業等の雇用維持を図った場合
に、休業手当、賃金の一部が助成されます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受
ける事業主

滋賀県雇用調整助成金申請サ
ポートセンター
TEL 077-526-8687

滋賀労働局雇用調整助成金セン
ター
TEL 077-526-5456

2
生産性改革推進事
業

生産性改革推進事業において、新型コロナウイルス感
染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事
業者を対象に補助率や補助上限を引き上げた特別枠を
設け、優先的に支援します。

詳細は右記までお問い合わせ先くださ
い。

中小企業基盤整備
機構企画部生産性
革命推進事業室
TEL 03-6459-0866

3 欠損金の繰戻還付

資本金１億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度
赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受
けることができます。
今般、本制度の適用対象を、資本金１０億円以下の中
堅企業にも拡大します。

資本金１０億円以下で前年度が黒字、
今年度赤字の企業

水口税務署
TEL 62-0314

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

3

小学校休業等対応
助成金（労働者を
雇用する事業主の
方向け）

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が
臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子ども
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、労働者に有給休暇（労働基準法上の年次有
給休暇を除く。）を取得させた企業を助成します。

①又は②の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、労働基準法の年次休暇とは別に有
給休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する
対応として、ガイドライン等に基づ
き、臨時休業等した小学校等に通う子
ども
②新型コロナウイルスに感染した子ど
もなど、小学校等を休む必要がある子
ども

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
TEL 0120-60-3999

4

小学校休業等対応
支援金（委託を受
けて個人で仕事を
する方向け）

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が
臨時休業等した場合等に、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
保護者へ支援金を支給します。

①又は②の子どもの世話を保護者とし
て行うことが必要となった保護者で
あって、一定の要件を満たす方
①新型コロナウイルス感染症に関する
対応として、ガイドライン等に基づ
き、臨時休業等した小学校等に通う子
ども
②新型コロナウイルスに感染した子ど
もなど、小学校等を休む必要がある子
ども

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
TEL 0120-60-3999

5
農業経営体への助
成

休校となった小学校等に通う子ども等のお世話をする
保護者である労働者に対し有給休暇を取得させた農業
経営体への助成

詳細は右記までお問い合わせくださ
い。

近畿農政局滋賀県拠点
TEL 077-522-4261

近畿農政局経営支援課
TEL 075-414-9055

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

6
個人事業主臨時支
援金

一時的な資金が必要となる個人事業主への支援とし
て、社会福祉協議会が実施する「個人向け緊急小口資
金等の特例」を活用し貸付（上限２０万円）を受ける
個人事業主に対し、最大５万円（貸付額の４分の１）
の支援金を支給します。
【申請期限】令和３年３月３１日（水）<当日消印有
効>

「個人向け緊急小口資金等の特例」に
より貸付を受ける個人事業主（市内在
住者）

商工労政課
甲賀市コールセンター
TEL 69-2133
※ 市への申込は、原則郵送と
します。

7
中小事業者固定費
支援事業

前年同期比で売上高が２０％以上減少した中小事業者
に対し、店舗及び当該店舗内で使用される器具備品等
の賃借料の固定費を最大２０万円（２か月分）補助し
ます。（上限あり）
【支援金額】
１か月分店舗等賃借料 × 1/2（最大１０万円） ×
２か月相当分
※１事業者 最大６０万円まで
【申請期限】令和３年３月３１日（水）<当日消印有
効>

※以下のすべてに該当
・令和２年２月以降、２か月間の売上
高が前年同月に対して２０％以上減少
している。
・市内に本店がある中小事業者（業種
指定なし）

商工労政課
甲賀市コールセンター
TEL 69-2133
※ 市への申込は、原則郵送と
します。

8
観光事業等継続支
援補助金

新型コロナウイルス感染症拡大防止措置として中止又
は延期した観光イベントについて、対象事業のＰＲ費
用等損失を被った補助対象経費から他の補助金額等を
控除した額を支援します。
（５０万円上限）
【事業対象期間】令和２年２月２９日～令和３年３月
３１日

令和２年２月２９日以降に本市におい
て開催される予定であった又は開催す
る予定の本市の観光振興又は地域資源
活性化等を目的とした事業であって、
新型コロナウイルス感染症拡大防止措
置として中止又は延期となった事業を
実施する実行委員会等

観光企画推進課
観光振興係
TEL 69-2190

9 傷病見舞金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染された事業主の方に
傷病見舞金を支給します。
一律１０万円

新型コロナウイルス感染症に感染され
た国民健康保険に加入されている事業
主

保険年金課
TEL 69-2140

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

10
母性健康管理措置
休暇取得支援助成
金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置
として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安
心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍
できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のた
めに有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成
します。

対象労働者１人あたり
有給休暇計５日以上２０日未満：２５万円
以降２０日ごとに１５万円加算
（上限額：１００万円）

次の①～③のすべての条件を満たす事
業主

令和２年５月７日～令和３年３月３１
日までの間に
①新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置として、医師または
助産師の指導により、休業が必要とさ
れた妊娠中の女性労働者が取得できる
有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の6割以上
が支払われるものに限る)を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロ
ナウイルス感染症に関する母性健康管
理措置の内容とあわせて労働者に周知
した事業主であって、令和２年５月７
日から令和３年３月３１日までの間に
③当該休暇を合計して５日以上取得さ
せた事業主

滋賀労働局
TEL 077-523-1190

11
経営継続補助金
（農林漁業者）

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感
染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復・開拓、生
産・販売方法の確⽴・転換などの経営継続に向けた農
林漁業者の取組を支援します。
・単独申請１５０万円（上限）
・グループ（共同）申請１，５００万円（上限）

農林漁業者（個人・法人）
・常時従業員が２０人以下
・支援機関（農協等）の支援を受ける
ことが必要です。

農林水産省経営局経営政策課
TEL 03-6744-0576

12
障がい者工賃確保
等支援事業

新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で業務量が減
少し、工賃が減額となった障がい者支援施設の利用者
の工賃保障に向けた支援を行います。
①工賃保障のため、就労支援事業者が工賃変動積立金
や自立支援給付費から充当を行った金額の２／３を補
助（上限５０万円）
②甲賀市障がい者就労支援部会を経由して新規に業務
を委託した委託額の１／２を補助（上限５万円）

①工賃保障に取り組んだ市内障がい者
就労支援事業者
②甲賀市障がい者就労支援部会を経由
して新規に業務を委託した市内事業者
※要件等の詳細は右記までお問合せく
ださい。

障がい福祉課
TEL 69-2161

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

13
地域振興イベント
出店者支援金

地域の活性化を図るために開催されるイベントにおい
て感染対策を行いながら出店される方に対して、１出
店者あたり２万円を給付します。
【期間】令和３年３月３１日（水）まで

詳細は市ホームページをご覧いただく
か、右記までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策
室
TEL 69-2133

14
地場産品販売促進
事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた伝統的工芸
品である信楽焼の販売促進を目的に、県内の宿泊事業
者が信楽焼を購入するために要した経費の一部を補助
します。
信楽焼購入費のうち、自己負担額の２分の１とし、補
助上限は１６万６千円、下限は１千円です。
【申請期限】令和３年３月３１日（水）

滋賀県が実施する「近江の地場産品購
入によるおもてなし向上事業費補助金
（令和２年１０月２６日施行）」の額
の確定通知を受けた事業者の内、信楽
焼を購入した者

新型コロナウイルス感染症対策
室
TEL 69-2133

15
緊急事態宣言の影
響緩和に係る一時
支援金

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外
出・移動の自粛により影響を受け、売り上げが減少し
た中小法人・個人事業者等を支援します。
支給額：【中小法人等】上限60万円
　　　　【個人事業者等】上限30万円
申請受付期間：令和３年５月３１日（月）まで

令和３年１月に発令された緊急事態宣
言に伴う飲食店の時短営業や不要不急
の外出・移動の自粛により、売上が前
年比（又は前々年比）で５０％以上減
少した中小企業・個人事業者等
※詳細は右記にお問い合わせくださ
い。

一時支援金事務局相談窓口
TEL 0120-211-240

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

16
中小企業等事業再
構築促進事業（事
業再構築補助金）

新分野展開、事業・業種転換、規模拡大等を目指す企
業・団体等の新たな挑戦を支援します。

●中小企業：補助額100万円～6000万円
　（補助率2/3）
●中堅企業：補助額100万円～8000万円
　（補助率1/2）
【３月公募予定】

以下の条件を満たす中小企業・個人事
業主等
①直近６か月間のうち、任意の３か月
の合売上高がコロナ以前の同３か月の
合計売上と比較し10%以上減少して
いる
②事業再構築指針に沿った新分野展
開、業態転換、事業・業種転換等を行
う
③事業再構築に係る事業計画を認定経
営革新等支援機関等と策定する。事業
計画においては、補助事業終了後3～
5年で付加価値額の率平均3％以上増
加、または従業員一人当たり付加価値
額の年率平均3%以上の増加達成を見
込むこと
※詳細は右記にお問合せください

中小企業庁技術・経営革新課
TEL03-3501-1816
【後日コールセンター開設予
定）】

17

新型コロナウイル
ス感染症対策経営
力強化補助金【緊

急枠】

緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企
業等を対象として、
①売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経費
（販路開拓等の取組）の支援
②国の一時支援金への上乗せ
を実施します。
支給額：①５０万円（下限２０万円）
　　　   ②１０万円（月額家賃を３０万円以上支
　　　　　払っている場合は２０万円）
※①、②のいずれか一方のみ申請可能。
【３月下旬～４月上旬受付開始予定】

①緊急事態宣言の再発例により影響に
より、前年比（又は前々年比）の売上
が３０％以上減少した県内中小企業等
②国の一時支援金を受給した県内中小
企業等
※詳細は右記にお問い合わせくださ
い。

滋賀県経営力強化支援コールセ
ンター
TEL 0570-087-770
開設時間 ９時～１７時（土日
祝除く）

-14-
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(３)融資に関するもの

概要 対象者 担当課・問合せ先

1
セーフティネット
保証（4号、5
号）

新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少して
いる幅広い業種に対する信用保証付融資制度。通常の
保証限度枠とは別枠での保証が利用可能となる制度。
制度の利用には、事業所の所在する市町村の認定が必
要となります。

最近１か月の売上高等が前年同月比で
５％以上減少し、かつ、その後２か月
を含む３か月間の売上高等が前年同月
比で同規模減少することが見込まれる
中小企業、小規模事業者が対象となり
ます。
※創業１年未満の事業者等も利用でき
るように認定基準の緩和措置が取られ
ています。

滋賀県信用保証協会
TEL 077-511-1300

商工労政課
TEL 69-2187

市内取扱金融機関

2
危機関連保証枠
設置

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫して
いることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に
「危機関連保証」（１００％保障）として、売上高が
前年度比１５％以上減少する中小企業・小規模事業者
に対して、更なる別枠を措置されます。
セーフティーネット保証枠と併せて、最大５．６億円
の信用保証枠を確保できます。

全国・全業種の事業者で、売上高が前
年度比１５％以上減少する中小企業・
小規模事業者
※詳細は右記までお問合せください。

同上

3
民間金融機関にお
ける実質無利子・
無担保融資

国が補助を行う都道府県等による制度融資を活用し、
融資上限額６，０００万円までにおいて、保険料・利
子の減免を行います。

セーフティネット４号・５号、危機関
連保証のいずれかを利用し、一定要件
を満たす事業者
※要件等の詳細は右記までお問合せく
ださい。

中小企業金融相談窓口
TEL 0570-783-183

市内取扱金融機関

4
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て一時的な業
況悪化を来たしている中小企業・小規模事業者向け無
利子無担保融資です。

最近１か月の売上高が前年又は前々年
の同期と比較して５％以上減少した方
※業歴３か月以上１年１か月未満の場
合、または店舗増加や合併、業種の転
換など、売上増加に直結する設備投資
や雇用等の拡大を行っている企業な
ど、前年（前々年）同期と単純に比較
できない場合等は、別途要件あり。

日本政策金融公庫事業資金相談
ダイヤル
TEL 0120-154-505

制度・手続名
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概要 対象者 担当課・問合せ先

5
新型コロナウイル
スマル経融資

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少
した小規模事業者向け融資制度です。利子補給の適用
があれば、実質、無利子無担保融資となります。

最近１か月の売上高が前年又は前々年
の同期と比較して５％以上減少した方
※業歴３か月以上１年１か月未満の場
合、または店舗増加や合併、業種の転
換など、売上増加に直結する設備投資
や雇用等の拡大を行っている企業な
ど、前年（前々年）同期と単純に比較
できない場合等は、別途要件あり。

同上

6
生活衛生関係の事
業者向け融資制度

感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因し
て、一時的な状況悪化から資金繰りに支障を来たして
いる生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設
けられた、日本政策金融国庫国民生活事業の特別貸付
制度

感染症等の発生による衛生環境の著し
い変化に起因して、一時的な状況悪化
から資金繰りに支障を来たしている生
活衛生関係営業者旅館業、飲食店営業
及び喫茶店営業を営む方は別枠で「衛
生環境激変対策特別貸付」がありま
す。

同上

7
個人向け緊急小口
資金等の特例貸付

新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一
時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施。
【貸付上限】
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、２０万
円以内

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活維持のための貸
付を必要とする世帯

甲賀市社会福祉協議会
【平日】
TEL 62-8085
【休日】
TEL 090-6735-1098
生活支援課
TEL 69-2158

8
農林漁業者への
資金繰り支援

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い影響を受けた
農業者に対する農業近代化資金の貸し付けの特例が設
けられています。
①貸付当初５年間実質無利子化
②農業信用基金協会の債務保証に係る保証料を当初５
年間免除
③貸付限度額の引上げ
④実質無担保化

主業農業者(農業所得が総所得の過半を
占めていること)、認定農業者、集落営
農組織等

農林水産省経営局
金融調整課
TEL 03-3501-3726

林野庁企画課
TEL 03-3502-8037

水産庁水産経営課
TEL 03-6744-2347
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制度・手続名



(４)相談窓口

概要 対象者 担当課・問合せ先

1 経営相談窓口
新型コロナウイルスの流行により影響を受ける、また
は、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象と
して相談窓口が設置されています。

新型コロナウイルスの流行により影響
を受ける、または、その恐れがある中
小企業・小規模事業者

滋賀県中小企業支援課
【総合窓口】
TEL 077-528-3730

【融資制度】
TEL 077-528-3732

甲賀市商工会
TEL 62-1676

2
専門家による
経営アドバイス

資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ＩＴ
ツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆様が
抱える様々な経営のお悩みに、専門家が対応します。

新型コロナウイルスの流行により影響
を受ける、または、その恐れがある中
小企業・小規模事業者

滋賀県よろず支援拠点
TEL 077-511-1425

3
新型コロナ特例リ
スケジュール計画
策定支援

中小企業再生支援協議会が窓口相談や金融機関との調
整を含めた新型コロナ感染症特例リスケジュール計画
策定支援を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受
けた中小企業者

中小企業
金融・給付相談窓口
TEL 0570-783-183

4
小規模事業者を対
象にした無料相談

労働関係、雇用調整助成金等については社会保険労務
士が、資金繰り（融資）、持続化給付金等については
中小企業診断士が相談に対応します。

市内小規模事業者
甲賀市商工会
TEL 62-1676

5
支援制度や相談窓
口のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている滋賀県
民や事業者からの相談に行政書士が対応します。

滋賀県民・事業者
滋賀県
各種支援策のワンストップ窓口
TEL 077-525-5670

制度・手続名
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