
一般社団法人東京中小企業家同友会　コロナ対策ニュース
下記は、新型コロナウイルス感染症の影響で経営環境に変化が現れた事業者に対する融資制度について一般社団法人東京中小企業家同友会が、２０２０年12月1日に調査したものです。

４月調査時からの変更点 名称 資金使途 限度額 返済期間
本人負担利率 その他 申込期間 窓口

千代田区 限度額拡大、
受付期間延長

緊急経営支援特別資金
（新型コロナウイルス感染症対応）

運転資金 １０００万円 ５年以内（据置１２か月以内）

0.3％以下（名目利率2.0％以下、利子補給
率1.7％）

代表者が区民の場合の
み、信用保証料全額補
助

令和３年３月３１日まで 商工観光課商工融資係☎03-5211-4344

小規模企業支援特別資金
（新型コロナウイルス感染症対応）

運転資金　借換不可 １０００万円 ７年以内（２４か月以内）

代表者が区民の場合本人負担0％、区民以
外は本人負担1.0％以下

従業員２０名以下対象 令和３年３月３１日まで 商工観光課商工融資係☎03-5211-4344

中央区 受付期間延長
新型コロナウイルス感染症対策
緊急特別資金

運転資金 １０００万円 ７年以内（据置１２か月含）

０．１％（契約利率1.8％、区利子補給1.7％）
信用保証料　区が全額補
助

令和３年３月３１日まで 区民部商工観光課☎03-3546-5330

港区 受付期間延長
新型コロナウイルス感染症対策特別融資
あっせん

運転資金 ５００万円 ７年以内（据置１年含）

０％（区が利子の全額負担）
信用保証料　区が全額補
助

令和３年３月３１日まで 産業振興課☎03-3578-2560

新宿区 資金使途拡充、
受付期間延長 商工業緊急資金（特例） 運転資金・設備資金 ５００万円 ５年（うち据置６か月以内）

０％（金利2.1％以下、本人負担なし）
信用保証料　区が全額補
助

令和３年３月３１日まで 産業振興課融資担当☎03-3344-0702

渋谷区 限度額拡充、
貸付期間延長

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別
融資あっせん制度（拡充）

運転資金 ２０００万円 ７年以内（据置１２か月を含）

０％（区が利子の全額負担） 信用保証料は自己負担 令和３年３月３１日まで 産業観光課☎03-3463-1762

文京区 利子補給拡充、
据置期間延長 新型コロナウイルス対策緊急資金 運転資金 １０００万円 8年以内（元金据置24か月含）

0％（契約利率1.7％、利子補給1.7％）
保証料の実額（上限３０
万円）補助を新設

令和３年２月１日まで 東商文京支部☎03-5842-6731

申請期間延長 文京区中小企業事業継続支援補助金
補助対象：人件費・土地
建物賃借料・コロナ対策
の設備費等

補助限度額３０万円、
申請期間：令和３年２月１日まで
経済課産業振興係☎03-6747-6192

中野区 金利優遇、
受付期間至近

事業資金。
新型コロナウイルス対策緊急応援優遇

運転資金 ３０００万円 ７年以内（据置６か月含）

0％（利子補給率1.9％） 既存融資の借換不可 令和２年１２月２８日まで 融資受付窓口☎03-3380-6947

杉並区 申請期間延長
新型コロナウイルス感染症対策
特例資金（経営安定運転特例資金）

運転資金 ７００万円 ７年以内（据置６か月以内）

貸付日から３年間0％、
３年経過後本人負担0.48％(年利）

最近１か月の売上高が前
年の同期と比較して減少
していること

令和３年３月３１日まで 産業振興センター☎03-5347-9182

目黒区 受付期間延長
新型コロナウイルス対策
緊急融資

運転資金 １０００万円 ５年以内（据置１年含）

０％（５年間区が全額補助1.8％）
直近１か月の売上高が前
年同期と比して20％以上
減少

令和３年３月３１日まで 産業経済消費生活課☎03-5722-9879

世田谷区 受付期間延長
世田谷区新型コロナウイルス感染症
対策緊急融資

運転　・　設備 ５００万円 ５年以内（据置６か月以内含）

０％（契約利率2.0％、区負担2.0％）
信用保証料は区が全額
補助

令和３年３月３１日まで 世田谷区産業振興公社☎03-3411-6603

大田区 限度額・返済期間
拡充 新型コロナウイルス対策特別資金 運転資金 ５０００万円 １０８か月以内（元金据置１２か月以内含）

０％（名目利率1.5％、区が全額利子補給）

売上高比較表またはセー
フティネット保証４号の認
定書要

令和2年6月30日～当面
の間延長中

産業振興課融資係☎03-3733-6185

品川区 限度額、返済期間
拡充 緊急資金「経営変化対策資金2020」 運転資金 ２０００万円 １０年以内（うち据置３６か月）

3年間無利子、4年目以降0.2％ 信用保証料　全額補助 令和３年3月31日まで 商業ものづくり課☎03-5498-6334

北区 受付期間延長
北区新型コロナウイルス感染症
対策緊急資金

運転資金 １０００万円 ５年以内（据置１２か月以内含）

１年目本人負担０％、２年目以降0.4％ 信用保証料　全額補助 令和３年3月31日まで 産業振興課経営支援係☎03-5390-1237

一般社団法人東京中小企業家同友会　電話03-3261-7201



４月調査時からの変更点 名称 資金使途 限度額 返済期間
本人負担利率 その他 申込期間 窓口

板橋区 利子補給優遇加
算 事業資金融資 運転資金 ３０００万円 ７年以内（据置６か月含）

利率は長期プライムレート+0.2％以内。利子補
助42か月まで7割補給

信用保証制度優遇加算
の対象拡大

令和３年3月31日まで
産業振興課産業支援グループ
☎03-3579-2172

豊島区 緊急資金新設 新型コロナウイルス感染症対策緊急資金 運転資金 １０００万円 ６０か月以内（据置1２か月含）

0％（固定金利1.5％区が全額利子補給）
信用保証料　全額補助。
借換の場合は半額補助

令和２年１２月２８日まで 生活産業課商工グループ☎03-4566-2742

練馬区 限度額拡充、
貸付期間延長

新型コロナウイルス感染症対応
特別貸付

運転資金 ２０００万円 ７年以内（据置24か月含）

０．２％（利率2.0％、区負担1.8％） 信用保証料全額補助 産業経済部経済課融資係☎03-5984-2673

台東区 貸付期間延長 台東区経営持続化特別資金融資 運転資金 ５００万円 ８年以内（うち据置１２か月以内）

0％（貸付金利2.0％、利子補助2.0％以内） 信用保証料全額補助 令和３年3月31日まで 産業振興課融資担当☎03-5829-4128

足立区 受付期間延長
救急経営資金
（新型コロナウイルス対策資金）

運転資金 １０００万円 ５年間

０％（１年目３％まで利子補給）、２年目～５年目迄
は貸付利率の３分の２（上限１.6％利子補給）

信用保証料　全額補助
（借換は不可）

令和３年3月31日まで
企業経営支援課相談融資係
☎03-3880-5486

荒川区
新型コロナウイルス対策融資
（小規模企業特別支援融資）

運転資金 ５００万円 ５年以内（据置１年含）

本人負担利率０．６％ 信用保証料全額補助
相談窓口開設期間
令和３年１月２９日まで

産業経済部経営支援課☎03-3802-3111

葛飾区 利子補給拡充
新型コロナウイルスに関する
対策緊急融資

運転資金 １０００万円 ６年以内（据置６か月含）

0％（固定金利2.0％、区が全額利子補給） 信用保証料　全額補助 令和３年3月31日まで 産業経済課経営支援係☎03-3838-5556

江戸川区 申請期間延長 経営向上資金融資（ウイルス緊急対策） 運転資金 １０００万円 ６年以内（据置６か月含）

0.5％（利率2.0％以内、利子補給1.5％以
内）

信用保証料全額補助 令和３年3月31日まで 中小企業相談室☎03-5662-2095

墨田区 申請期間延長
新型コロナウイルス感染症
緊急対策資金

運転資金 １０００万円 ６年以内（据置１２か月以内含）

０．２％(利率2.0％、区の利子補助1.8％） 信用保証料　全額補助 令和３年3月31日まで 経営支援課☎03-5608-6183

江東区 申請期間至近
新型コロナウイルス感染症
対策資金融資

運転資金（借換不可） １０００万円 ６年以内（据置１２か月含）

０％（１年目）、２年目以降０．３％
信用保証料、セーフティ４
号適用で１００％保証

令和２年１２月３１日まで 経済課融資相談係☎03-3647-2331

立川市
新型コロナ感染症
特別資金は受付終
了

中小事業者緊急支援金（自己所有物件）
固定資産税・都市計画税
相当額の１０分の８を支
給、上限１００万円

新型コロナ総合コールセンター
☎042-523-2111

町田市 制度拡充 緊急資金制度 運転資金 １０００万円 ５年以内（うち据置６か月以内）

0％（融資利率1.75％、補助利率1.75％）
２０２１年４月１日以降の融資
実行分は従前の1.50％補
助となる

令和３年3月31日まで 産業政策課☎042-724-2129

八王子市 受付期間至近
中小企業者等感染拡大防止
対策資金補助金

感染症対策の業種別ガイドライ
ン等にそった感染拡大防止の
環境整備

補助率９／１０以内、上限５０
万円（補助対象事業費１０万
円以上）

令和２年１２月２８日まで
緊急支援金コールセンタ☎0570-200-398

府中市 不況対策特別資金 運転 ７００万円 ５年以内（据置１２か月含）

０．４５％（契約利率1.8％、市補助1.35％）
売上が１０％以上減少し
ていること

経済観光課☎042-335-4142

調布市 制度拡充
新型コロナウイルス感染症対応のため融資
あっせん制度

運転資金 1500万円 ８４ケ月（うち据置１２か月）

長期プライムレート利率（当初３年間は全額
利子補助、４年目以降は融資利率の２分の
１）

信用保証料全額補助
令和２年４月１３日から当
面の間受付中

産業労働支援センター☎042-443-1217

※上記の各区・各市の融資に対しては、一般社団法人東京中小企業家同友会が２０２０年１２月１日に調査したものです。対象要件（該当区に住所あり、同一事業
を1年以上、税金滞納ないこと、従業員規模要件あり等）があります詳細は各行政区の窓口へお問い合わせをお願いします。



４月調査時からの変更点 名称 資金使途 限度額 返済期間
本人負担利率 その他 申込期間 窓口

名称 限度額 利率 返済期間

挑戦支援資本強化特例制度
（資本性ローン）

４０００万円
直近決算業績に応じて３
区分の利率適用

５年１か月以上１５年以内

直接貸付 6.20％、5.95％～1.05％
日本政策金融公庫各支店の中小事業の窓口へ
お申込みください。

商工中金 危機対応業務　資本性劣後ローン 別枠７．２億円
当初３年間0.5％、４年目
以降業績に応じて見直

５年１か月、１０年、２０年

新型コロナ感染症特別貸付 ２０億円以内 商工中金所定利率
運転１５年以内（据置５年以内）、設備２０年以内
（据置５年以内）

お近くの商工中金本支店へ連絡すること

日本政策金融
公庫

残高１億円まで当初３年間0.9％利子補給あり


