
取組名称 旅行割引制度（ふっこう割）の導入

支援分野 １．風評被害の払拭（観光業の復興）

概要
地震等により、大きな影響を受けた観光の早急な需要回復を図るため、旅行商

品の割引に対して支援します。

kanko.web@pref.hokkaido.lg.jp

URL https://genki-hokkaido.com/

支援行政機関 北海道

連絡先

担当者：北海道経済部観光局

TEL： 011-204-5306

FAX： 011-232-4120

メール：

支援内容

道内、国内、海外の旅行客を対象とした旅行商品や宿泊料金の割引に対して支

援します。※ふっこう割取り扱い事業者の割引対象枠がなくなり次第、随時終

了となりますのでご注意ください。

 

＜宿泊のみのご利用＞

　北海道内に宿泊される方を対象に、宿泊料金が最大20,000円割引。

＜旅行商品のご利用＞

　飛行機やバスなどの料金と宿泊料金を含む旅行商品が、最大35,000円割引。

【お問合わせ先】

北海道ふっこう割事務局

電話番号：011-222-2213（平日10：00～17：00）

対象者 道内への旅行客（道内、国内、海外の旅行客）

実施時期 平成30年10月１日～平成31年3月31日
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URL

連絡先

担当者：北海道経済部観光局

TEL： 011-204-5306

FAX： 011-232-4120

メール：kanko.web@pref.hokkaido.lg.jp

実施時期 随時実施中

支援行政機関 北海道

支援分野 １．風評被害の払拭（観光業の復興）

概要

地震等により、大きな影響を受けた観光の早急な需要回復を図るため、関係機

関とも連携しながら、国内外に向けた情報発信や誘客プロモーションを集中的

に実施します。

支援内容

＜国内外向け観光プロモーション＞

・ポスター、パンフレット、チラシ等の作成・配布

・国内外の「どさんこプラザ」による応援フェアの実施

・東アジア、東南アジアでのトップセールスの実施

・政府観光局（ＪＮＴＯ）、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）と

　連携した海外誘客プロモーションの実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

＜情報発信＞

・知事メッセージの国内外への発信

・新聞、雑誌、機内誌、ＷＥＢ広告等を活用した情報発信など

取組名称 北海道観光復興に向けたキャンペーン

対象者 －
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https://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190124001/20190124001.html

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：商務・サービスグループクールジャパン政策課

TEL： 03-3501-1750

FAX： 03-3501-6782

メール：

概要
メディア等を活用した地域産品といった観光コンテンツのプロモーション等を

実施していきます。

取組名称 北海道の魅力発信による消費拡大事業

実施時期 平成３０年１１月下旬～平成３１年３月

cool-japan@meti.go.jp

URL

支援分野 １．風評被害の払拭（観光業の復興）

支援内容

・観光客の消費者行動の分析を行い、関連する施策の効果向上を図る。

・雪まつり等のイベントとも連携しつつ、新聞・TV・SNS等のメディアを活用

した観光コンテンツの国内外向けプロモーションの実施や、訪日客消費拡大に

向けたFAMツアー実施等の風評被害対策を実施。

・観光客の呼び込みに向け、地域ブランディング支援を行う。

対象者 国内外に北海道観光をＰＲする民間事業者　等
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hokkaido-sangyo@meti.go.jpメール：

支援分野

支援行政機関 北海道経済産業局

実施時期

URL https://livejapan.com/ja/in-sapporo_chitose/article-a0002740/

平成３０年１０月下旬～平成３１年３月

取組名称 「鵡川ししゃも祭り」を核としたインバウンド向け観光情報の発信

連絡先

担当者：産業部　産業振興課

TEL：

支援内容

11/3-4に開催される「鵡川ししゃも祭り」の開催案内をインバウンド向

けに実施するほか、国内外においてむかわ町周辺地域の観光ＰＲ・プロ

モーション活動に活用可能なコンテンツ（記事、写真、動画等）を作成

し、100万人以上のユーザー数やフォロワー数を有する観光サイト・Ｓ

ＮＳで発信を行うことにより、風評被害の払拭とむかわ町周辺地域への

観光誘客を図ります。

対象者

011-709-2311（内線2592）

FAX： 011-709-2566

１．風評被害の払拭（観光業の復興）

概要

むかわ町で開催される「ししゃも祭り」やむかわ町周辺地域が有する観

光コンテンツの魅力について、多くの外国人が利用するSNSや観光サイ

トを通じて多言語で情報発信することにより、元気な北海道をアピール

するとともに、むかわ町周辺地域へのインバウンド誘客促進に向けた観

光プロモーションを実施します。

7

mailto:hokkaido-sangyo@meti.go.jp
https://livejapan.com/ja/in-sapporo_chitose/article-a0002740/


平成31年2月5日～2月8日

URL https://www.jetro.go.jp/events/sia/46333629093d82db.html

支援行政機関 経済産業省　

連絡先

担当者：

TEL：

FAX：

メール：

JETROサービス産業課　 吉田・大里

03-3582-5238

03-5572-7044

sia@jetro.go.jp

概要

2月の雪まつり開催に合わせて外国政府機関関係者、メディア、インフルエン

サー等を招聘し、招聘者のSNS等を通じて北海道の魅力を世界へ発信し、震災

により減少した訪日外国人の来道客数の回復を図る。

取組名称 雪まつりに合わせた海外関係者北海道招聘事業

支援分野 １．風評被害の払拭（観光業の復興）

支援内容

「MICE（G20観光大臣会合会場下見含む）」、「匠」、「美」の3コースに分

かれて産業視察・情報発信活動を行い、札幌「雪まつり」で３チームが合流。

最終日に「世界女性市場開拓フォーラム」に参加。

　2月5日（火）各地の産業視察・情報発信活動（各地泊）

　2月6日（水）各地の産業視察・情報発信活動（各地泊）

　2月7日（木）札幌へ移動「雪まつり」視察（札幌市市内泊）

　2月8日（金）「世界女性市場開拓フォーラムin Hokkaido

（ジェトロ北海道主催）」

対象者

実施時期
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概要
胆振東部地震の被害により経営に影響を受けている中小企業の方に対し、運転

資金等を貸し付けます。

支援内容

対象者

取組名称 北海道中小企業総合振興資金～経営環境変化対応貸付【災害復旧】

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

〇資金使途：運転資金　融資金額：5,000万円以内

　　　　　　設備資金　融資金額：8,000万円以内

〇融資期間：10年以内（うち据え置き2年以内）

〇融資利率：固定金利　５年以内1.0％、10年以内1.2％

　　　　　　変動金利　1.0％

〇そ  の  他：信用保証料補助制度あり

　　　　　    ※局激適応３町：全額

　　　　    　※その他市町村：１／３

胆振東部地震の被害により経営に影響を受けている中小企業の方

メール：

URL

実施時期

支援行政機関

連絡先

担当者：

TEL：

FAX：

平成30年9月6日～平成31年3月31日

北海道、各地域金融機関、北海道信用保証協会

011-232-8127

keizai.chushokigyo@pref.hokkaio.lg.jp

北海道経済部地域経済局中小企業課

011-204-5346

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/
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メール：

URL

実施時期

支援行政機関

連絡先

担当者：

TEL：

FAX：

随時

北海道、各地域金融機関

011-232-1041

keizai.chushokigyo@pref.hokkaio.lg.jp

北海道経済部地域経済局中小企業課（近代化資金Ｇ）

011-204-5345

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/kodoka/kodoka.htm

概要

中小企業者の方で組織される事業協同組合などが、災害復旧等に係る高度化事

業（共同施設の設置、工場・店舗の集団化、街ぐるみで商店街を改造する事業

など）を実施する場合に、施設の設置資金を北海道が長期・低利で直接、貸し

付けます。

支援内容

対象者

取組名称 北海道中小企業高度化資金貸付【災害復旧貸付】

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

【災害復旧貸付】

〇対象事業 ：①既往の高度化事業の貸付けを受けた事業用施設が災害による被害

　　　　　　　 を受けたため、施設の復旧を図りたいとき

　　　　 　   ②災害による被害を受けた施設を復旧するに当たって、新たに高度

                        化事業の貸付対象事業を実施するとき

〇対 象 者  ：①過去に高度化資金の貸付を受けて整備した施設の復旧を図る者

　　　　 　   ②施設の復旧に当たって新たに高度化事業の貸付対象事業を行う者

〇対象施設 ：災害復旧に当って必要な土地、建物、構築物、設備であって資産

            　　  計上されるもの

〇貸付期間 ：最長20年以内（うち据置期間3年以内）

〇貸付利率 ：無利子

〇貸付割合 ：貸付対象事業費の90％まで

〇担保･保証：貸付に当たっては物的担保・連帯保証人等を必要とする

〇貸付手続 ：･実施年度の前々年度の12月末までに実施計画書を作成し道に提出

　　　　　 　･前年度に事業計画について診断を受けた後、貸付決定

　　　　　　 ･実施年度に、支出検査を行い貸付金を交付

中小企業者の方で組織される事業協同組合など
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URL

支援行政機関 北海道

連絡先

担当者：

TEL：

FAX：

メール：keizai.chushokigyo@pref.hokkaido.lg.jp

北海道経済部地域経済局中小企業課

011-204-5345

011-232-8127

支援内容

対象者

実施時期

取組名称 卸売市場整備促進費補助金

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

概要

国の「強い農業づくり交付金（北海道胆振東部地震及び平成３０年台風被災施

設整備等対策）」を活用して、北海道胆振東部地震等により被災した卸売市場

が行う施設の復旧を支援します。

　〇対象事業：卸売市場の施設整備

　　　　　　　・市場機能が被災前に比べ、概ね同程度以上に回復

　　　　　　　・解体・廃棄の費用も対象、地割れ、土砂撤去等の

                整地費用も対象

　　　　　　　・被災後に着工したもの（指令前着手可）

　〇補  助  率：中央卸売市場・地域拠点市場　１／２以内

　　　　　　　  上記以外の地方卸売市場　　　１／３以内

北海道胆振東部地震等により被災した卸売市場

平成30年9月6日～平成31年3月31日

 北海道胆振東部地震及び台風２１号の被害を受けた卸売市場施設の復旧を支

援します。
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URL

支援行政機関 北海道

連絡先

担当者：

TEL：

FAX：

メール：keizai.chushokigyo@pref.hokkaido.lg.jp

北海道経済部地域経済局中小企業課

011-204-5331

011-232-8127

支援内容

対象者

実施時期

取組名称
融資制度等の様々な支援策の説明会、移動相談会の実施

（被災中小企業支援制度普及・相談事業）

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

概要

<「被災中小企業者等支援策ガイドブック」の作成、施策ＰＲ>

国等と連携し、中小企業者の事業復旧・再開に役立つ支援策の情報をまとめたガイド

ブックを印刷し、あらゆる機会を通じて支援施策のＰＲを行います。

※以下のHPからガイドブックをダウンロードできます。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/guidebook.htm

<支援施策説明会・移動相談会の開催>

地震による被害が甚大な地域及び道内６圏域を会場として、中小企業支援機関など関係

機関から相談員を参集し、地域の中小企業等を対象とした「胆振東部地震災害関連中小

企業等経営・金融支援施策説明会・相談会」を実施します。

中小企業等

※移動相談会は終了しました。

・厚真町、安平町、むかわ町は、10/15～17に１回目開催。

　安平町　　：12/7(金)13:30~16:30　 安平町役場総合庁舎

　むかわ町　：12/14(金)13:30－16:30  むかわ町商工会館

　厚真町　　：12/18(火)13:30－16:30  厚真町青少年センター

・その他の地域

オホーツク：11/15(木)14:00~16:30　北見信用金庫本店9階（北見市）

　十勝　　　：11/16(金)13:30~16:00　帯広信用金庫ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ（帯広市）

　道南　 　：11/19(月)14:00~16:30　函館市国際水産・海洋総合研究ｾﾝﾀｰ（函館市）

　道北　　　：11/20(火)13:30~16:00　上川総合振興局（旭川市）

　道央　　　：11/29(木)13:30~16:00　石狩振興局道庁別館（札幌市）

　釧路・根室：11/30(金)14:00~16:30　釧路市交流ﾌﾟﾗｻﾞさいわい多目的ﾎｰﾙ（釧路市）

被災した中小企業者等の事業復旧・再開に向けたきめ細やかな支援を行うため、支援策

を取りまとめたガイドブックを印刷、ＰＲするとともに、中小企業支援機関など関係機

関と連携し、被害が甚大な地域などで支援施策説明会・移動相談会を開催します。
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実施時期
事業実施期間

　平成３１年２月上旬から平成３１年３月２９日まで

概要

北海道全域における商店街のにぎわいを取り戻すための集客イベントの実施に

係る費用の一部を支援します。

○募集期間：平成30年11月22日（木）～平成31年1月18日（金）（当日消印有

効）

※2月に事業を実施予定の場合、平成30年12月14日（金）までに応募申請書の

提出があれば、先行して審査・採択を行います。

支援内容

〇補助率：２／３以内（上限額１００万円、下限額３０万円）

　※自己負担分には地方公共団体等の補助金を充当可。

〇補助対象費目：謝金、旅費、会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、通信

運搬費、備品費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務費

取組名称 商店街のにぎわい回復のための集客イベントの実施支援

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

対象者
平成３０年北海道胆振東部地震により影響を受けた商店街組織

※商店街等を構成する、商店街振興組合、事業協同組合、任意団体等

hokkaido-shogyo@meti.go.jp

URL https://www.hkd.meti.go.jp/hokib/20181122_2/index.htm

支援行政機関 北海道経済産業局

連絡先

担当者：産業部 流通産業課 商業振興室

TEL： ０１１－７０９－２３１１（内線）２５８１

FAX： ０１１－７０９－２５６６

メール：
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取組名称 中小企業総合支援センターによる経営相談支援

中小企業者等

随時

北海道、公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

中小企業診断士等の専門スタッフが、経営に関する様々な相談に対応します。

<経営相談>

中小企業診断士等のスタッフが経営に関する様々な相談に対応します。

（お問い合わせ先）

　経営支援部：011-232-2407

　道南支部：0138-82-9089　　　　　釧根支部：0154-64-5563

　十勝支部：0155-67-4515　　　　　日胆支部：0143-47-6410

　道北支部：0166-68-2750　　　　　ｵﾎｰﾂｸ支部：0157-31-1123

<インターネット経営相談>

インターネットにより、企業経営に関する相談を随時受け付けています。

（夜間及び土・日・祝日は翌営業日以降の対応となります）

　https://www.hsc.or.jp/internet_contact/

<専門家派遣事業>

中小企業者等が抱える様々な経営課題に対し、（公財）北海道中小企業総合支

援センターの「人材情報データベース」に登録された主に道内の経験豊富な専

門家を派遣し、アドバイスを実施します。年間3回まで無料で派遣します。

対象者

実施時期

支援行政機関

支援分野

概要

支援内容

URL https://www.hsc.or.jp/consul_cat/consul/

連絡先

担当者：北海道経済部地域経済局中小企業課

TEL： 011-204-5330

FAX： 011-232-8127

メール：keizai.chushokigyo@pref.hokkaido.lg.jp
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fujita-s@smrj.go.jp

URL

支援行政機関 独立行政法人中小企業基盤整備機構

連絡先

担当者：震災復興支援部復興支援課

TEL： ０３－５４７０－１５６５

FAX： ０３－５４７０－１５６６

メール：

支援内容

激甚災害指定地域（厚真町、安平町、むかわ町）において、被災した中小企

業・小規模事業者の早期事業再開を支援するため、町が整備した仮設施設につ

いて中小機構が補助（補助額１０／１０）します。

対象者
平成３０年北海道胆振東部地震で特に被害の大きかった厚真町、安平町、むか

わ町

実施時期 平成３１年３月１１日まで

概要

激甚災害指定地域（厚真町、安平町、むかわ町）において、被災した中小企

業・小規模事業者の早期事業再開を支援するため、町が整備した仮設施設につ

いて必要な費用を中小機構が補助します。

取組名称 厚真町、安平町、むかわ町が行う仮設店舗の設置支援

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

15

mailto:fujita-s@smrj.go.jp


hokkaido-chusho@meti.go.jp

URL https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180906saigai.htm

支援行政機関
北海道経済産業局

※北海道経済産業局以外の相談窓口設置機関は下記URL参照

連絡先

担当者：産業部中小企業課

TEL： 011-709-2311（内線2575-2576）

FAX： 011-709-4138

メール：

実施時期 実施中

概要
今般の災害で影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰り等に関する相談

に対応するため、特別相談窓口を設置しています。

支援内容

本相談窓口は、北海道経済産業局のほか、北海道の日本政策金融公庫、商工組

合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会

及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機

構北海道本部にも設置され、相談を受け付けています。

取組名称 政府系金融機関等における特別相談窓口の設置

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

対象者 平成３０年北海道胆振東部地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者

16

mailto:hokkaido-chusho@meti.go.jp
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2018/180906saigai.htm


実施時期 平成３１年３月１８日まで

概要

北海道内の指定地域（29市町村）において、今般の災害の影響により売上高等

が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証と

は別枠の限度額で融資額の１００％を保証するセーフティネット保証４号を適

用します。

支援内容

＜保証条件＞

①対象資金：経営安定資金

②保証割合：１００％保証

③保証限度額：一般保証限度額の別枠で、無担保８,０００万円、普通２億円

④保証人：原則第三者保証人は不要

取組名称 セーフティネット保証４号の適用

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

対象者

下記（イ）の指定地域において、（ロ）（ハ）の両方に該当する事業者

（イ ）札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、北見市、

　　　 網走市、苫小牧市、江別市、三笠市、根室市、千歳市、富良野市、

            恵庭市、北広島市、ニセコ町、泊村、占冠村、興部町、豊浦町、

            壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町、浦河町、

　　　 様似町

（ロ ）指定地域において １年間以上継続して事業を行っていること。

（ハ ）災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として

            最近1か月の売上高等が前年同月に比して２０％以上減少しており、

　　　 かつ、その後２か月を含む

            ３か月間の売上高等が前年同期に比して２０％以上減少することが

            見込まれること。（売上高等の減少について、市区町村長の認定が

　　　 必要）

hokkaido-chusho@meti.go.jp

URL https://www.hkd.meti.go.jp/hokic/mado/h30hokkaido_eq/safetynet.pdf

支援行政機関 北海道経済産業局

連絡先

担当者：産業部中小企業課

TEL： 011-709-2311（内線2575-2576）

FAX： 011-709-4138

メール：
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概要

激甚災害法が適用された厚真町、安平町、むかわ町の３町において、今般の災

害により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産に倒壊等の直接的

な被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証、

セーフティネット保証４号とは更に別枠の限度額で融資額の１００％を保証す

る災害関連保証を適用します。

取組名称 厚真町、安平町、むかわ町における災害関係保証の適用

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

支援内容

＜保証条件＞

①対象資金：事業再建資金

②保証割合：１００％保証

③保証限度額：一般保証、セーフティネット保証４号の限度額とは更に別枠

で、無担保８,０００万円、普通２億円

④保証人：原則第三者保証人は不要

対象者
激甚災害法が適用された厚真町、安平町、むかわ町の３町において、事業所ま

たは主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業・小規模事業者

実施時期 平成31年3月31日まで

hokkaido-chusho@meti.go.jp

URL

支援行政機関 北海道経済産業局

連絡先

担当者：産業部中小企業課

TEL： 011-709-2311（内線2575-2576）

FAX： 011-709-4138

メール：
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0120-542-711

URL https://www.hkd.meti.go.jp/hokic/mado/h30hokkaido_eq/kashitsuke.pdf

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：日本政策金融公庫　事業資金相談ダイヤル

TEL： 0120-154-505

担当者：商工組合中央金庫　特別相談窓口

TEL：

支援内容

＜日本政策金融公庫の災害復旧貸付＞

【金利】基準利率から０．９%引き下げた利率

　　　　（貸付額のうち１，０００万円を上限として、貸付後３年間）

　　※基準利率（１１月９日現在）

　　　　中小企業事業　　　　　　：１．１１％（貸付期間５年以内の場合）

　　　　国民生活事業（災害貸付）：１．３１～１．９０％

  ※ 従来と異なり、災害救助法適用地域全域の事業者に金利引き下げを適用

【貸付限度額】中小企業事業 → 別枠で１億５,０００万円

　　　　　　　国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ３,０００万円

【貸付期間】中小企業事業→ 設備１５年以内・運転１０年以内

　　　　　　国民生活事業 → 適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる

　　　　　　※普通貸付を適用した場合は１０年以内

※商工組合中央金庫はプロパー融資により貸付を実施(金利は所定の金利)。

対象者

平成30年北海道胆振東部地震により直接被害（※）を受けた北海道全域の中小企

業・小規模事業者

※　建物・設備被害、物損に伴う在庫棄損だけでなく、停電の影響による在庫棄

損に対象を拡大

実施時期 実施中

概要

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の日本

政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧

貸付を実施します。

取組名称 災害復旧貸付の金利引き下げ、対象事業者拡大

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）
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①011-231-9151

②011-251-7539

③011-221-0650

－

https://www.dbj.jp/ja/topics/dbj_news/2018/files/0000031712_file1.pdf

概要

取組名称

支援分野

支援内容

対象者

実施時期

URL

支援行政機関

連絡先

担当者：

TEL：

FAX：

メール：

北海道活力強化ファンド

２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

北海道胆振東部地震及びこれに伴う災害からの復旧・復興並びに地域活力の強

化に資する事業を行う事業者に対して、リスクマネー、成長資金等の供給を行

います。

シニアローン（期限一括含む）、劣後ローン、優先株式、普通株式等

・地震による直接被害及び間接被害からの復旧・復興に資する事業を行う事業

者

・地震による被害を契機とした北海道の活力強化に資する事業を行う事業者

実施中

－

①株式会社北洋銀行融資第一部

②株式会社北海道銀行融資部

③株式会社日本政策投資銀行北海道支店

①011-261-1318

②011-233-1176

③011-241-4112
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hokkaido-chusho@meti.go.jp

URL

支援行政機関 北海道経済産業局

連絡先

担当者：産業部中小企業課

TEL： 011-709-2311（内線2575-2576）

FAX： 011-709-4138

メール：

実施時期 実施中

概要

北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返

済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化な

どについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に

応じて対応するよう要請します。

支援内容

【日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での対応】

返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化等について、例えば災

害によって必要書類が準備できない場合は、事後的な提出を認める等個社の実

情に応じて柔軟に対応します。

【信用保証協会での対応】

返済期日経過後の期日延長や返済方法、既往の保証付融資の借換、保証承諾等

について迅速に対応するとともに、例えば災害によって必要書類が準備できな

い場合は、事後的な提出を認める等個社の実情に応じて柔軟に対応します。

取組名称 既往債務の返済条件緩和等の対応

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

対象者 平成３０年北海道胆振東部地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者
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実施時期 実施中

概要

災害救助法が適用された北海道内の各市町村において被害を受けた小規模企業

共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行

う災害時貸付を適用します。

支援内容

(1) 貸付限度額：原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて７～

９割を乗じて得た額または１,０００万円のいずれか少ない額

(2) 貸付利率：年０．９％（平成３０年９月６日現在）

(3) 貸付期間：貸付金額５００万円以下３６ヵ月、５０５万円以上６０ヵ月

(4) 償還方法：６ヵ月ごとの元金均等返済

(5) 担保、保証人：不要

(6) 借入窓口：商工組合中央金庫本・支店

取組名称 小規模企業共済災害時貸付の適用

支援分野 ２．産業基盤の回復と経営再建（中小企業支援）

対象者

　小規模企業共済制度へ加入後、貸付資格判定時（４月末日及び１０月末日）

までに、１２カ月以上の掛金を納付している共済契約者（ただし貸付限度額が

５０万円以上）であって、災害救助法の適用される災害又はこれに準ずる災害

として機構が認める災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響

により次の（１）又は（２）の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会

議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていること。

（１）被災区域内にある事業所又はその契約者事業の主要な資産について

　　　全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準じる損害を受けてい

　　　ること。

（２）当該災害の影響を受けた後、原則として１月間の売上高が前年同月

　　　に比して減少することが見込まれること。

URL https://www.hkd.meti.go.jp/hokic/mado/h30hokkaido_eq/kyousai.pdf

支援行政機関 経済産業省

連絡先

担当者：中小企業基盤整備機構（共済事業グループ小規模共済融資課）

TEL：

メール：

03-3433-8811（代表） FAX：
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