
令和 2 年 3 月 27 日 
産業経済局産業政策課 

「新型コロナウイルスの影響」に伴う市内中小企業支援について 

１ 「新型コロナウイルスの影響」に伴う市内中小企業支援について  P２ 

２ 新型コロナウイルスによる経済影響に関する対策を協議する会 
における主な意見について       P４ 

参考資料 

（１）「新型コロナウイルス感染症」の影響に伴う緊急企業支援について P５ 
（雇用調整助成金申請支援及び資金繰り相談に対応するワンストップ 
相談窓口の新設） 

（２）新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた市内の 
中小企業者が利用する本市の中小企業融資の保証料をゼロにします P6 

（３）本市中小企業融資のさらなる緊急対応策「危機関連保証」の 
保証料をゼロに         P8 

（４）新卒学生の就職活動を応援 
「Ｗｅｂ合同会社説明会」を緊急開催します     P9 
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令和 2 年 3 月 27 日 
産業経済局産業政策課 

「新型コロナウイルスの影響」に伴う市内中小企業支援について 

１ 雇用調整助成金申請支援と資金繰り相談に対応する「ワンストップ相談 

窓口」の新設 [全国初]（3月 9日）

市内事業主等が、国に申請する休業手当助成金の手続きなどを支援するため、社会保
険労務士による専門支援窓口を設置した。また、中小企業診断士による資金繰り相談窓
口と併せて、「新型コロナウイルスに関する事業者ワンストップ相談窓口」を市内２か
所（ 畑区：テクノセンタービル、 倉北区：ＡＩＭビル）に新設した。 
また、雇用調整助成金の活用促進を図るため、北九州商工会議所や商業連合会、中小
企業団体連合会と協力し、約１２，２００事業者等に周知を図った。【P5参照】 
（１）相談件数：２，２１１件（電話問合せ、窓口対応の合計） （3/9 3/23）
（２）窓口対応実績：７８９件（3/9 3/23） 
（３）政府の経済対策（「政策金融公庫等による実質無利子、無担保融資」や「コロナ

ウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金」など）にも相談対応。 

２ 中小企業者に対する市中小企業融資の「信用保証料をゼロ（セーフティ

ネット保証 4号）」にするとともに「貸出金利を０．１％引き下げる」融

資制度の開始（3月 2日） 

（１）「セーフティネット保証 4号」の認定を受けた中小企業者には、信用保証料の利
用者負担をゼロとする融資制度を開始。【P6・7参照】 
（保証料率 0.8％を市が負担） 

（２）本市の中小企業融資を利用する場合、貸付金利 0.1％引き下げる融資制度を開始
した。（例：景気対応資金：金利 1.3％→1.2％に引き下げ）【P6・7参照】 

①セーフティネット保証 4号認定件数：１８８件 (3/2 3/23) 

３ セーフティネット保証４号に加え、より有利な危機関連保証を追加で 

発動（3月 13 日） 

「危機関連保証」を利用する中小企業者には、保証料の利用者負担をゼロにするとと
もに、貸出金利を 0.9％（市の中小企業融資制度で最低金利）とする融資制度を開始。 
（保証料率 0.8％を市が負担）【P8参照】 
① 危機関連保証認定件数：３０４件 (3/13 23) 
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４ 新卒学生の就職活動を応援する「Ｗｅｂ合同会社説明会」の開催 

（3月 25 日～27 日） 

新型コロナウイルスの影響により、合同会社説明会等大規模な就職活動イベントが中
止となるなど、市内企業と学生の活動に影響が出ているため、北九州雇用対策協会や北
九州商工会議所と連携し、北九州市公式就職情報サイト「北九州しごとまるごと情報局」
に特設ページを設け、学生の就職活動支援と市内企業の採用支援を目的として「Wｅｂ
合同会社説明会」を緊急開催する。【P9参照】 

５ 飲食店や食品関連事業者等を応援するマッチングサイトの開設（準備中） 

来客数が減少している飲食店や、受注取消で商品を納品できず困っている食品関連事
業者などの実情をタイムリーに発信し、飲食店や食品関連事業者等を応援するマッチン
グサイトの開設に向けた準備を進めている。 
このサイトでは、例えば、事業者が商品情報に加え来店特典や割引サービスを掲載
し、それを て登録した市 が、スマホ画 などで表 される「応援パス」を店員に 
せることで特典が受けられるもので、事業者・市 双 にメリットがある仕組みとする
予定。 
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令和 2 年 3 月 27 日 
産業経済局産業政策課 

第1回 新型コロナウイルスによる経済影響に関する対策を協議する会における 
主な意見について 

１ 日 時  令和 2年 3月 2４日（火） 9 00 10 00 

２ 場 所  北九州市役所本庁舎 ５階 特別会議室Ａ 

３ 出席者  北九州市         市長   北橋 健治 
副市長  梅本 和秀 
副市長  鈴木 清 
副市長  今永 博 

北九州商工会議所     会頭   利島 康司 
北九州中小企業団体連合会 会長   自見 榮祐 
北九州中小企業経営者協会 副会長  榎本 満秀 
北九州市商業総連合会   会長   甲山 博美 
北九州ホテル協議会    会長   入江 昭彦 

４ 主な意見 

（１）新型コロナウイルスが今終息しても、国の経済対策は 6 月頃になると思われるが、こ
の 2 3 か月の間に倒産する企業も出てくるため、即効性のある対応策が最も重要。 

（２）イベントについては人数制限を設定するなど、条件付きでイベントを開催できるよう
にするなど、街中のにぎわいを取り戻す施策が必要。 

（３）市内中小企業、特に飲食業、宿泊業が厳しい状況にある。即効性のある需要喚起策が
特に重要。（宿泊業は、3月の売上が対前年比 41.4％） 

（４）税金や公共料金の支払いに困っている事業所もあるため、支払い猶予なども即効性の
ある施策。 

５ 求められる経済対策 

（１）イベントの開催自粛解除などを含む安全宣言 

（２）本市独自の即効性のあるプレミアム付き商品券の発行（エリア限定、有効期限付） 

（３）「ふっこう割」などの観光需要喚起策との連動した市独自の集客支援策の実施 
   国内、海外旅行予約サイトなどへのバナー広告の掲載 

夕食などの飲食については、市内料飲施設で利用できるような助成策 

（４）市税、公共料金、保険料などの支払い猶予など 
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令 和 2 年 3 月 4 日

北九州市産業経済局 

各位 

「新型コロナウィルス感染症」の影響に伴う緊急企業支援について

〇雇用調整助成金申請支援及び資金繰り相談に対応するワンストップ相談窓口の新設 

市内事業主等が、売上高等の減少に伴い、休業等を実施する場合に、国から受ける休業

手当等の雇用調整助成金申請の作成業務等などを支援するため、社会保険労務士による専

門支援窓口を設置する。【全国初の取組】 

窓口の設置により、現在、企業からの問い合わせが増え、手続き等の対応に時間を要し

ている国の雇用調整助成金窓口の一部を補完することができ、市内事業主等の雇用調整に

関する相談に迅速に対応できる。 

また、セーフティネット保証制度による融資を受ける際に、信用保証料の利用者負担を

ゼロにする制度の実施に伴い、中小企業診断士等による資金繰り専門相談員を増員・窓口

新設をするとともに、相談者の利便性を高めるため、雇用調整助成金申請支援と併せた 

「新型コロナウィルスに関する事業者ワンストップ相談窓口」を市内２か所に新設する。 

（１）設置場所及び相談時間等： 

 新型コロナウィルスに関する事業者 
小倉ワンストップ相談窓口 

小倉北区AIM ﾋﾞﾙ 8 階 ℡093-551-3619 

新型コロナウィルスに関する事業者 
戸畑ワンストップ相談窓口 

戸畑区北九州ﾃｸﾉｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1階 ℡093-873-1433

雇用調整助成金 
申請支援窓口 
【事前予約制】 

社会保険労務士 1人 
相談時間：月 金 9:00 17:00  

【新設】 

社会保険労務士 1人 
相談時間：月 金 9:00 17:00  

【新設】 

資金繰り 
専門相談窓口 

中小企業診断士等 1人 
相談時間：月 金 9:00 17:00  

【新設】 

中小企業診断士等 ２人 
相談時間：月 金 9:00 17:00 
【1人から 2人に増員】 

（２） 設 置 期 間：令和２年３月９日（月）から当面の間 

（３） 相 談 料：無料（全額、市で負担） 

（４） 今後、国が新設する「小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援に関する 

助成金制度」においても対応予定 

以上 

【問い合わせ先】 

■雇用調整助成金申請支援窓口について 

雇用・生産性改革推進部 雇用政策課  

担当：山口（課長）中山（係長） 

TEL：０９３－５８２－２４１９ 

■資金繰り専門相談窓口について 

雇用・生産性改革推進部 中小企業振興課 

担当：本島（課長）北野（係長） 

TEL：０９３－８７３－１４３３5
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令和２年３月２日

産 業 経 済 局

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた市内の 
中小企業者が利用する本市の中小企業融資の保証料をゼロにします。 

３月２日新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援

措置として「セーフティネット４号」の発動が中小企業庁より発表されました。 

これを受けて本市独自の措置として、セーフティネット保証４号の認定を受けた中小企業

者が、景気対応資金融資を利用する場合、保証料の利用者負担をゼロにするとともに、以下

の融資制度についても貸出金利を０．１％引き下げます。 

１ セーフティネット４号認定者の保証料負担をゼロにします 
（セーフティネット保証４号認定を受けて景気対応資金を利用する者に限る） 

 ○ 信用保証料（保証機関である信用保証協会に利用者が負担するもの）０．００％ 

（通常保証料０．８％を市が全額負担） 

２ 金利が軽減される本市の中小企業融資制度 

〇 小口事業資金          １．３０％（通常金利１．４０％） 

 〇 長期事業資金    （５年以内）１．４０％（通常金利１．５０％） 

             （５ 年 超）１．６０％（通常金利１．７０％） 

 〇 短期運転資金          １．２０％（通常金利１．３０％） 

 〇 災害復旧資金          １．１０％（通常金利１．２０％） 

 〇 連鎖倒産防止資金        １．３０％（通常金利１．４０％） 

 〇 景気対応資金（セーフティネット４号認定者に限る） 

 １．２０％（通常金利１．３０％）

 〇 経営力強化サポート資金     １．３０％（通常金利１．４０％） 

 〇 新事業開拓支援資金        １．３０％（通常金利１．４０％） 

 〇 新成長戦略みらい資金 (１０年以内) １．００％（通常金利１．１０％）

 (１０年超）  １．２０％（通常金利１．３０％） 

３ セーフティネット保証４号指定期間（令和二年新型コロナウイルス感染症） 

  令和２年２月１８日から令和２年６月１日まで

【問い合わせ先】
産業経済局雇用・生産性改革推進部
中小企業振興課
担当：鐵見 松岡 北野
TEL：０９３－８７３－１４３３
FAX：０９３－８７３－１４３４
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（参考） 

セーフティネット保証制度 

経営状況の急激な変化に直面し経営の安定に支障をきたしている中小企業等に対し、

自治体の長が認定することで信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けられた

り、保証料が安くなったりする制度。

経営の安定に支障を生じている事由によって１号から８号まであり、今回は４号（突発

的災害（自然災害等））が発動されたもの。

セーフティネット保証４号 

（１）根拠法  

    中小企業信用保険法（第２条第５項第４号） 

 （２）制度の概要 

    自然災害等の突発的事由（自然災害等）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 

限度額とは別枠で全額保証（通常は８０％）をおこなう制度 

 （３）利用対象者 

    以下①②を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者 

    ① 指定地域において１年以上継続して事業を行っていること 

    ② 新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、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 

 （４）過去の指定事例 

    平成２８年 熊本地震 

    平成３０年 ７月豪雨による災害 

    令和 元年 台風１５号による災害 

    令和 元年 台風１９号に伴う災害 

    令和 元年 ８月の前線に伴う大雨による災害 
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市政、経済・金融記者クラブ同時配布 令和２年３月１２日（木）

令和２年３月１２日

産 業 経 済 局

報道機関 各位

【新型コロナウイルス感染症関連】 

本市中小企業融資の更なる緊急対応策「危機関連保証」の保証料をゼロに！ 

新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措
置として、国は、令和２年３月２日に中小企業信用保険法に基づく信用保証の特例措置
である「セーフティネット保証４号」を発動しましたが、この度、国は更なる緊急対応
策として「危機関連保証」を発動し、３月１３日から実施することを発表しました。 
これを受けて本市独自の措置として、「危機関連保証」を利用する中小企業者には、

「セーフティネット保証４号」に引き続き、保証料の利用者負担をゼロにするとともに、
貸出金利を０．９％としますのでお知らせします。 
これにより、現在運用中の「セーフティネット保証４号」よりも有利な保証制度が  

創設されることになります。
なお、当融資に関する相談は、これまでどおり「新型コロナウイルスに関する事業者

ワンストップ相談窓口」で受付を行います。 

１ 景気対応資金（危機関連保証）について 
（１）危機関連保証とは 
  リーマンショックや東日本大震災級の大規模な経済危機、災害等が生じた場合に、
経済産業大臣が特例措置として発動するもの。

（２）認定期間 令和２年３月１３日から当面の間
（３）制度の内容 

資金名 要件 
融資 
期間 

金利 
融資 
限度額 

保証料 
（市の負担）

危機関連保証 
（今回国が発表 
した制度）

前年同月
比で売上
マイナス
１５％

１０
年 
以内 

０．９％ 8,000 万円 

０％ 
（0.8％の 

保証料は市が
全額負担） 

セーフティネット 
保証４号 

（3/2 より運用中 
の制度） 

前年同月
比で売上
マイナス
２０％

１０
年 
以内 

１．２％ １億円 

０％ 
（0.8％の 

保証料は市が
全額負担） 

○金利   ０．９％（市の中小企業融資制度で最低金利） 
○保証料 ０．００％（保証機関である信用保証協会に利用者が負担するもの）

（通常保証料０．８％を市が全額負担） 

２ 「新型コロナウイルスに関する事業者ワンストップ相談窓口」について 

 小倉ワンストップ相談窓口 戸畑ワンストップ相談窓口 

場  所 小倉北区 AIM ﾋﾞﾙ 8 階 戸畑区北九州ﾃｸﾉｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1 階 

電話番号 ０９３－５５１－３６１９ ０９３－８７３－１４３３ 

相談時間 月～金曜日（祝・休日除く）９：００～１７：００ 

【問い合わせ先】
産業経済局雇用・生産性改革推進部 中小企業振興課
担当：本島（課長）・北野（担当係長）
TEL：０９３－８７３－１４３３
FAX：０９３－８７３－１４３４

新
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令和２年３月２３日 

北九州市産業経済局 

報道機関各位 

昨今の新型コロナウイルスの影響により、合同会社説明会等大規模な就職活動イベント
が中止となるなど、2021 年卒学生の就職活動にも大きな影響が出てきています。  
そこで、本市では北九州雇用対策協会や北九州商工会議所と連携し、北九州市公式就職情
報サイト「北九州しごとまるごと情報局」に特設ページを設け、学生の就職活動支援と地元
企業の採用支援を目的として「Wｅｂ合同会社説明会」を緊急開催することにしました。 

【Ｗｅｂ合同会社説明会】

１ 開催日   令和２年３月２５日（水）～２７日（金） 

２ 参加企業  市内企業もしくは市内に事業所持つ企業等 ２７社 

３ チラシ   別紙のとおり（スケジュール掲載） 

４ デモンストレーション ※取材可能 

（１）日時   令和２年３月２４日（火）１０：００～１２：００ 

（２）場所   若者ワークプラザ（小倉北区浅野３－８－１AIM ビル 2階） 

５ 掲載サイト 北九州しごとまるごと情報局 
  https://www.shigotomarugoto.info/index.php 

【主催】北九州市・北九州雇用対策協会 【共催】北九州商工会議所 

新卒学生の就職活動を応援！ 

「ＷＥＢ合同会社説明会」を緊急開催します！ 

【問合せ】産業経済局雇用政策課 

小田（課長）・大前（係長） 

電話：５８２－２４１９ 

【その他：北九州しごとまるごと情報局のトピックス】 

（１）2020 年卒学生の就職活動もまだまだ応援しています！ 
2020 年卒学生採用情報：85 社掲載   ※令和 2年 3月 19 日時点 

（２）2021 年卒学生の採用情報も多数掲載。 
2021 年卒学生採用情報：約 150 社掲載 ※令和 2年 3月 19 日時点 

（３）さらに使いやすくリニューアル。（令和２年４月１日） 
     新卒も転職も簡単に情報検索。「就職氷河期世代の応援」や「外国人材の採用」 

などのトピックスも充実！ 

新型コロナウイルス対策

【参考】上記説明会参加企業の他、民間就職ｻｲﾄ等で Web 動画等配信企業も掲載。 

１ 掲載企業総数       ３９社 

２ 特設ページ開設期間  令和２年３月２３日（月）～２９日（日）
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