
令和元年１０月３１日
中小企業庁・栃木県

被災中小企業者等
支援策ガイドブック

栃木県（第１版）

被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

政府では、被災された中小企業者の皆さまが事業の復旧・再開に向け

立ち上がる際のお力になれるよう、中小企業者向け支援策の情報をまと

めました。是非ご活用ください。

今後、内容が追加・変更される可能性もございます。最新の情報は各支

援策に示した窓口に御確認ください。

地方公共団体が被災事業者向けに情報提供を行う際は、本ガイドブッ

クに掲載している情報を自由にご活用ください。
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１．事業継続、再開などについて相談したい
（１）特別相談窓口での電話相談や窓口相談

今次災害で影響を受けられた中小企業・小規模事業者の方々が各種相談をできるよう、地方経済産業
局等の政府機関、中小企業支援機関、政府系金融機関等に特別相談窓口を設置しています。

・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、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会
・よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構地域本部、
・地方経済産業局
（「６．問い合わせ先一覧」をご覧ください。）

対象者

お問い合わせ先

令和元年台風第19号により被害を受けた中小企業・小規模事業者
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１．事業継続、再開などについて相談したい

（２）ミラサポ専門家派遣（相談窓口に電話１本で専門家を派遣）

よろず支援拠点や、地域プラットフォーム（※）にご来訪いただくか、お電話をいただければ、経営や資金
繰り、税務、会計、雇用、ＩＴなどの専門家を派遣します。
通常は、窓口訪問後、一定のコンサルティングを受けてから専門家の派遣を行っていますが、被災された事

業者のご負担を考慮して、お電話のみのご相談後に、専門家の派遣を行うこととします。

対象者

令和元年台風19号により被害を受けた中小企業・小規模事業者

専門家派遣事業事務局
平日：9：00～17：00 （電話）03-5542-1685

専門家派遣制度について、詳しくは以下のＵＲＬをご覧ください。
URL：https://www.mirasapo.jp/specialist

お問い合わせ先

支援内容

収益性の改善が図れず、売上回復が困難な企業に対して経営改善のためのアドバイスを行うなど、多種多
様な経営課題に対応します。
専門家の派遣は3回(事業承継に係る課題の場合は5回)まで無料です（「ミラサポ」に登録されている全国

の専門家の中から派遣）。

【主な想定事例】
・運転資金確保が困難となった企業に対し、資金繰り計画と需要見通しの整理や事業計画の策定を支援。
・顧客離れで経営が困難となった企業に対し、新規顧客獲得等に向けた取組を支援。

（※）地域プラットフォームは、商工会・商工会議所や金融機関など地域の支援機関が中小企業支援を
目的に連携したグループです。
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１．事業継続、再開などについて相談したい
（３）被災商店街への専門家等の派遣
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被災商店街の復興に向けた、情報・ノウハウ提供事業を行います。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

令和元年台風第19号により被災した商店街
※商店街のほか、市町村や商工会・商工会議所などの支援機関からの申込みも可能です。

商店街の復興に向けた情報・ノウハウ提供事業を行います。
（株）全国商店街支援センターは、令和元年台風第19号による災害の被害を受けた商店街の求めに
応じ、被災した商店街の復興に携わったことのある専門家等を派遣し、事例を中心に情報提供及びアドバ
イスを行います。

【実施内容】
・過去の災害事例を中心とした情報提供及びアドバイス
（被災の状況把握、復興に向けた方向性やプロセス、ノウハウ等）
・復興に向けたディスカッション

【派遣にかかる費用】
無料

【対象地域】
原則、災害救助法適用市町村に所在する商店街を対象としますが、それ以外の地域で被害を受けた商
店街も申請可能です。

【募集期間】
令和2年2月28日（金）まで

（株）全国商店街支援センター
所在地： 東京都中央区湊 1 丁目 6-11 ACN八丁堀ビル4 階
電話番号： 03-6228-3061
メールアドレス： yousei-s@shoutengai-shien.com
ホームページ： https://www.syoutengai-shien.com/drsinfo02/

mailto:yousei-s@shoutengai-shien.com
https://www.syoutengai-shien.com/drsinfo02/


２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（１）日本政策金融公庫の災害復旧貸付・金利引下げ
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今般の災害により建物等の直接被害や長期の停電による在庫被害等を受けた中小企業・小規模事業者
に対して、事業の復旧を支援するために、日本政策金融公庫が「災害復旧貸付」を実施します。
また、特段の措置として、栃木県内の市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた
旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施する「災害復旧貸付」について、
0.9％の金利引下げを行います（貸付後3年間、1,000万円まで）。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

※なお、商工組合中央金庫はプロパー融資により、被害に遭われた中小企業に融資を行います。

災害により被害を被った中小企業・小規模事業者

「６．お問い合わせ先一覧①②」をご覧ください。

【金利】
中小企業事業 → 基準利率 1.11%
国民生活事業 → 基準利率（災害貸付） 1.36%
（令和元年10月1日現在、貸付期間5年の場合。担保の有無等に関わらず利率は一律。）

【金利引下げ】
栃木県内の市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた者に
ついては、1事業者あたり、1,000万円を上限として、貸付後3年間貸付金利から0.9%を引下げ

【貸付期間】
中小企業事業 → 設備15年以内・運転10年以内（据置期間2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

※一般貸付を適用した場合は10年以内（据置期間2年以内）

【貸付限度額】
中小企業事業 → 別枠で1億5,000万円 （代理貸付：7,500万円）
国民生活事業 → 各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円 （代理貸付：1,500万円）



２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（２）信用保証制度（セーフティネット保証４号）
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自然災害等の突発的事由（豪雨、地震、台風等）により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ
の資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証（100％保証）を
行います。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

下記、（イ）、（ロ）の両方に該当する事業者（間接的な被害を受けた方も含む）

（イ）指定地域（災害救助法適用又は都道府県から指定の要請があって、国が認めた地域）において
1年間以上継続して事業を行っていること。

（ロ）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）

「６．お問い合わせ先一覧③」をご覧ください。

① 対象資金：経営の安定に必要な資金

② 保証限度額：無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証と別枠で融資額の100%を保証

③ 保証利率：信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください

④ 保証期間：個別に信用保証協会にご相談ください

⑤ 保証人：原則第三者保証人は不要



２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（３）信用保証制度（災害関係保証）
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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等に倒壊等の直接的な被害を受けた中
小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証
（100％保証）を行います。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

栃木県内において、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
的な被害を受けた方（※市町村等が発行する罹災証明書が必要となりますが、提出していただく時期に
つきましては柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。）

「６．お問い合わせ先一覧③」をご覧ください。

① 対象資金：事業の再建に必要な資金

② 保証限度額：無担保8,000万円、最大2億8,000万円
※一般保証およびセーフティネット保証4号と別枠で融資額の100%を保証

（一般保証と別枠で、セーフティネット保証4号と合わせて最大5億6,000万円）

③ 保証利率：信用保証協会所定のため、信用保証協会にお問い合わせください

④ 保証期間：個別に信用保証協会にご相談ください

⑤ 保証人：原則第三者保証人は不要

（４）被災既往債務の返済条件緩和等の対応強化
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会が、返済猶予等の既往債務の返済繰延等
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します。

対象者

お問い合わせ先

令和元年台風第19号による災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者

「６．お問い合わせ先一覧①②③」をご覧ください。



２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（５）財務状況の改善に関する相談・支援（二重ローンを含む）
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公的な第三者機関である中小企業再生支援協議会が、既往債務の返済繰り延べや債務免除などの抜本
的な金融支援を必要とする事業者に対し、事業再生計画の策定や債権者間調整などの支援を行います。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

令和元年台風第19号により被害を受けた中小企業・小規模事業者で、

• 既存の借金が負担となって経営に支障が生じている、もしくは生じる懸念のある方

• 既存の借金が負担となって復旧などのための新規借り入れが困難など資金繰りにお困りの方
（いわゆる二重ローンでお困りの方）

「６．お問い合わせ先一覧④」をご覧ください。

中小企業再生支援協議会が事業者の個別の事情に応じて以下の対応を行います。

• 財務状況の改善や資金繰りに関する窓口相談

• 課題の解決に向けた助言、適切な支援策や支援機関の紹介

• 既往債務の返済繰り延べや債務免除などのための債権者調整

• 既往債務の金融支援や災害復旧のための新規融資などを含めた再生計画の策定支援



２．資金繰りや金融機関等への返済が心配
（６）小規模企業共済制度の災害時貸付

令和元年台風第19号により被災した災害救助法適用地域の小規模企業共済の契約者に対し、（独）
中小企業基盤整備機構が原則として即日かつ低利で融資を行います。

５０万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法の適用される災害の被災区
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被

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。

①貸付利率：年0.9％
②貸付限度額：1,000万円（ただし、共済契約者が納付した掛金の総額の７~９割の範囲内）
③償還期間 ：貸付金額が500万円以下の場合は3年、貸付金額が505万円以上の場合は5年
④償還方法 ：6か月ごとの元金均等割賦償還
⑤担保、保証人：不要
⑥借入窓口：商工組合中央金庫本・支店

（独）中小企業基盤整備機構 共済相談室
平日：9：00～18：00 （電話）050－5541－7171

支援内容

対象者

お問い合わせ先

小規模企業共済制度の災害時貸付の実施

９



３．下請取引のトラブルが不安

（１）下請かけこみ寺

取引関係でお困りごとがある場合や、発注元企業との取引の中でトラブルが生じた場合は、お近くの「下請か
けこみ寺」までご連絡ください。下請法や中小企業の取引問題に知見を有する相談員や弁護士等が親身にお
話を伺い、アドバイス等を無料で行います（相談内容や相談を受けたことは秘匿といたします）。

企業間取引に関して、さまざまな悩みをもつ中小企業・小規模事業者

お問い合わせ先

「下請かけこみ寺」
○ 一般的な取引関係のご相談（電話）0120-418-618（お近くの「下請かけこみ寺」につながります）
○ 消費税転嫁に関するご相談 （電話）0120-300-217

対象者
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（１）リース相談窓口（公益社団法人リース事業協会）
リース料のお支払いや災害で使えなくなったリース物件に関するご相談に応じます。ご相談内容によって、リー

ス会社の相談窓口をご案内します。

対象者

お問い合わせ先

支援内容

令和元年台風１９号等により,被害を受けた中小企業・小規模事業者、リース契約の保証人

リース相談窓口（公益社団法人リース事業協会）では、リース料のお支払いや災害で使えなくなったリース
物件に関するご相談に応じ、助言、リース会社の相談窓口をご案内します。
（ご相談例）

①リース物件のリース料について、事業が軌道にのるまで、その支払いを止めることができないか。
②リース物件が水災で使用できなくなった場合にリース料の支払いをどうすればよいのか。
③リース物件に付保されている動産総合保険（※）の手続き

（※）通常は、この保険によって、リース物件が滅失したときの損害賠償金＝残りのリース料相当額
のお支払いが免除されます。

リース相談窓口（公益社団法人リース事業協会）
（電話） ０３－３５９５－２８０１

（受付 平日10時～12時、13時～16時）

４．リース関係のトラブルが心配
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５．補助金の申請その他の手続きについて知りたい
（１）補助事業等の執行手続きにおける柔軟な対応

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金では、
栃木県地域事務局、及び関東ブロック地域事務局において一次公募採択事業者の皆様からの交付申請を
受け付けております。被災された事業者の中で、まだ交付申請されていない方も、各事務局に一報を入れてい
ただければ交付申請書は受け付けられます。
今回の災害により、工場や既存の設備に影響が出たことから、応募申請時と機械設備を変更する必要があ

る場合など、事業計画内容に係るご相談も各事務局で受け付けております。
また、今回の災害で被災された罹災証明書の提出等により、１か月程度事業実施期間を延長可能として

おります。具体的な手続きは、各事務局にお問い合わせください。

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一次公募）採択事業者
栃木県地域事務局 （電話）028-611-3315
全国事務局 （電話）03-6280-5560

・ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金（一次公募）採択事業者
関東ブロック地域事務局（電話）048-782-9986
全国事務局 （電話）03-3523-4908

対象者

お問い合わせ先

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金 一次公募採択事業者の皆様

今回の災害で被災された一次公募採択事業者。

１２
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①②融資に関するご相談

①日本政策金融公庫

宇都宮支店（中小企業事業） 028-636-7171

宇都宮支店（国民生活事業） 028-634-7141

佐野支店（国民生活事業） 0283-22-3011

②商工組合中央金庫

宇都宮支店 028-633-8191

足利支店 0284-21-7131

③信用保証に関するご相談

栃木県信用保証協会 028-635-2195

④財務状況の改善に関するご相談・支援（二重ローン含む）

栃木県中小企業再生支援協議会 028-610-4110

⑤全般的なご相談
栃木県地域事務局（ものづくり補助金に関するご相談） 028-611-3315
栃木商工会議所 0282-23-3131
宇都宮商工会議所 028-637-3131
足利商工会議所 0284-21-1354
鹿沼商工会議所 0289-65-1111
小山商工会議所 0285-22-0253
日光商工会議所 0288-30-1171
大田原商工会議所 0287-22-2273
佐野商工会議所 0283-22-5511
真岡商工会議所 0285-82-3305
栃木県商工会連合会 028-637-3731
栃木県中小企業団体中央会 028-635-2300
（独）中小企業基盤整備機構関東本部 03-5470-1620
栃木県よろず支援拠点 028-670-2618
関東経済産業局 産業部 中小企業課 048-600-0321
全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300



６．お問い合わせ先一覧

14

⑥災害救助法が適用された栃木県内の市町村の商工会・商工会議所
栃木商工会議所 0282-23-3131
宇都宮商工会議所 028-637-3131
足利商工会議所 0284-21-1354
鹿沼商工会議所 0289-65-1111
小山商工会議所 0285-22-0253
日光商工会議所 0288-30-1171
大田原商工会議所 0287-22-2273
佐野商工会議所 0283-22-5511
うつのみや市商工会 028-673-1830
足利市坂西商工会 0284-62-0346
佐野市あそ商工会 0283-62-3655
桑絹商工会 0285-22-4523
間々田商工会 0285-45-0261
小山市美田商工会 0285-37-0631
矢板市商工会 0287-43-0272
那須塩原市商工会 0287-62-0373
那須烏山商工会 0287-82-2323
下野市商工会 0285-44-0202
上三川町商工会 0285-56-2206
西方商工会 0282-92-2108
粟野商工会 0289-85-2281
足尾町商工会 0288-93-2267
茂木町商工会 0285-63-0325
市貝町商工会 0285-68-0071
壬生町商工会 0282-82-0475
石橋商工会 0285-53-0463
大平町商工会 0282-43-7121
藤岡町商工会 0282-62-2006
岩舟町商工会 0282-55-4307
都賀町商工会 0282-27-4488
塩谷町商工会 0287-45-0511
氏家商工会 028-682-2019
高根沢町商工会 028-675-0337
喜連川商工会 028-686-2122
湯津上商工会 0287-98-2527
黒羽商工会 0287-54-0568
那須町商工会 0287-72-0231
西那須野商工会 0287-36-0697
那珂川町商工会 0287-92-2249


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15

