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１ 新型コロナウイルス感染症に関する情報（まとめサイトなど）

～広島県新型コロナウイルス感染症まとめサイト～

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/

新型コロナウイルス感染症の予防策などを紹介しています。

｢咳エチケット｣や｢手洗い｣などの感染症対策へのご協力をお願いします。

～新型コロナウイルスに関わる「事業者の方向け支援」～
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/covid-support/jigyosha-all.html
新型コロナウイルス感染症に関する，事業者向けの支援情報を掲載しています。

１

相 談 窓 口

感染かなと感じたら，まずは，かかりつけ医など身近な医療機関
に電話相談

かかりつけ医を持たない など，相談先に迷うときは，
受診・相談センター（積極ガードダイヤル）へ
広島市，呉市，福山市以外の市町 082-513-2567
広島市 082-241-4566
呉市 0823-22-5858
福山市 084-928-1350

広島県新型コロナウイルス感染症まとめサイト

新型コロナウイルスに関わる「事業者の方向け支援」



２ 感染者が発生した

農林漁業者のみなさまに，新型コロナウイルス感染者が
発生した場合の対応及び事業継続に関するガイドラインを
紹介しています。

詳細はこちら【農林水産省ホームページ】>>>
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html

問 合 せ 先
（ダイヤルイン）

農林水産省大臣官房地方課災害総合対策室
03-6744-1856

農業者の方
農林水産省生産局技術普及課 03-3593-6497

畜産事業者の方
農林水産省生産局畜産企画課 03-3502-5979

林業経営体の方
林野庁林政部経営課 03-6744-2286

漁業者の方
水産庁資源管理部管理調整課 03-6744-2393

２



３ 従業員の雇用を維持したい（雇用調整助成金）

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，雇用調整助成金の特例措置が実

施されています。

【支援概要】

景気変動などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた

事業主が，労働者に対して一時的に休業，教育訓練又は出向を行い，労

働者の雇用維持を図った場合に，休業手当の一部を助成します。申請期

限は支給対象期間の末日の２カ月以内。

【主な特例措置】

・生産指標の確認対象期間を3カ月から1カ月に短縮

・緊急対応期間（令和2年4月1日から令和４年３月末）の休業等につい

ては，週20時間未満の雇用保険被保険者でない労働者（パート，アル

バイト）も休業の対象 など

【支援対象】

緊急対応期間の休業に適用される日額上限額と助成率（原則的な措置

中小企業）

判定基礎期間の初日①令和3年5月～12月 13,500円

②令和4年１・2月 11,000円

③令和4年3月～ 9,000円

・休業手当に対する助成率4/5

・解雇等を行わない場合に助成率の上乗せ９/10

※特に業況が厳しい事業主（業況特例），緊急事態宣言などの対象区域

の知事の休業等要請に協力した事業主（地域に係る特例）には助成率の

引上げと日額上限額の15,000円への上乗せ措置があります。

【その他】

雇用保険等に未加入の場合，厚生労働省への申請に先立ち，農政局が発

行する「農業等個人事業所に係る証明書」が必要となります。申請期限は，

厚生労働省の申請期限の概ね2週間前までです。

支 援 制 度 名 雇用調整助成金の特例措置（厚生労働省事業）

問 合 せ 先

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

0120-60-3999
中国四国農政局経営・事業支援部経営支援課

086-224-4511（代表）

３



４

4 新たな販路等を開拓したい（国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業）

新型コロナウイルス感染症による需要減少等の影響を依然として受けてい

る農林漁業者や食品加工業者等の新たな販路開拓の取組みを支援します。

【対象となる事業実施者】

農林漁業者の組織する団体，商工業者の組織する団体，民間事業者，特

定非営利活動法人，事業協同組合など

【対象となる国産農林水産物等】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け，外食，インバウンド需要の減

少等により，令和元年度以前の過去５年のうち最高と最低を除いた３年の

平均値に比べ，令和３年10月以降の可能な限り直近のデータにおいて，在

庫量が２割以上増加や，価格，販売量，販売額がそれぞれ２割以上減少の

いずれかを満たすことが客観的に証明できる国産農林水産物。

【対象となる経費】

食材費，送料，広告宣伝費等

【支援対象となる取組み・補助率】

消費者向けの新たな販路確立（インターネット販売）（定額，1/2）

宅配・デリバリーを活用した多様な販路確立（1/2）

創意工夫による継続的な販路開拓（1/2）

学校給食・子ども食堂等への食材提供（定額）

※補助金額にはそれぞれ上限と下限があります。

【スケジュール】

取組の募集期間：募集は終了しました。

採択通知：割当内示時期：令和４年２月下旬から３月上旬

事業実施期間：令和3年上旬（交付決定後）から３月25日(金）

【申請先】

https://hanro-kaitaku.jp/

支 援 制 度 名 国産農林水産物等販路新規開拓緊急対策事業

問 合 せ 先 販路新規開拓事業事務局 0570-047077

募集受付終了
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５ 新型コロナウイルス感染症拡大に対する措置の影響により，県内飲食店への売
上が減少した（頑張る中小事業者月次支援金）

新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言又はまん延防止等重点措

置や県の集中対策実施に伴う，飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響

により，売上が減少した県内中小事業者に対して，県独自の幅広い支援を実

施します。

【給付対象者（給付要件）】

下記要件のほか，対象措置の影響の考え方やそれに伴う保存資料等につい

ては，国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次

支援金」に準じます。

① 広島県内に本店又は主たる事務所（法人），住所があること。
② 中小企業基本法で定義する中小企業であること（個人事業主を含む）

飲食関連取引事業者として農業者，漁業者等の「生産者」が含まれます。
③ 令和４年対象月（１月分）の月間売上が令和元年又は令和３年のいずれか

の年の同月比３０％以上減少していること。
④ 対象月において「広島県感染症拡大防止協力支援金」の対象事業者でない

こと。
⑤ 代表者，役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団，

暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。
⑥ 県又は県から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
⑦ 今後も事業を継続する意思があること。

【給付額】

【受付期間】

令和４年１月分：令和4年２月１日（火）～３月３１日（木）

２月分：令和４年３月１日（火）～４月３０日（土）

【ホームページ】

https://hiroshima-getsuji-shien.jp

支 援 制 度 名 頑張る中小事業者月次支援金

問 合 せ 先
頑張る中小事業者月次支援金センター082-248-6853

9：30～17：00（土・日・祝は除く）

売上減少率 中小法人 個人事業者

５０％以上 上限２０万円/月 上限１０万円/月

３０％以上～５０％未満 上限８万円/月 上限４万円/月

飲食店の休業時短営業の
影響により売上が減少し
た事業者

９０％以上 上限６０万円/月 上限３０万円/月

７０％以上 上限４０万円/月 上限２０万円/月



６

６ コロナの影響を受けた事業の継続・回復を図りたい（事業復活支援金）

新型コロナウイルス感染症により，大きな影響を受ける中堅・中小・小規

模の事業者や個人事業者に対して，事業規模に応じた給付金を支給します。

【給付対象者】

① 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給

の制約により大きな影響を受けた。
②自らの事業判断によらずに2021年11月～2022年3月のいずれかの月
（対象月）の売上高が，2018年11月～2021年3月までの間の任意の

同じ月（基準月）の売上高と比較して50％以上又は30％以上50%未満
減少した事業者

の2点を満たす事業者。業種や所在地は問いません。

【給付額】
基準期間の売上高ー対象月の売上高×５

基準期間：「2018年11月～2019年3月」「2019年11月～2020
年3月」，「2020年11月～2021年3月」のいずれかの期間

【給付上限額】
法人は基準月を含む事業年度の売上高と売上高減少率に応じて60万円～

250万円，個人事業者は売上高減少率に応じて50万円か30万円を上限とし
ます。

【申請手続】

経済産業省が実施した「一時支援金」又は「月次支援金」を受給された等

の方は，登録確認機関の事前確認など申請ステップの一部を省略できます。

また，申請のサポートセンターが設置されています。

登録確認機関，サポートセンターは下記のホームページか問合せ先（専用

相談窓口）でご確認ください。

【申請期間】

2022年１月31日（月）～5月31日（火）

【ホームページ】

事業復活支援金特設ページ：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

支 援 制 度 名 事業復活支援金（経済産業省事業）

問 合 せ 先
事業復活支援金事務局申請者専用相談窓口（8:30～19:00)

0120-789-140



７ 資金繰りに支障を来たしている又は来たす恐れがあるため，当面の運転
資金を借りたい。

新型コロナウイルスの影響により資金繰りに支障を来たしている，又は

来たす恐れがある場合に，当面の運転資金の調達として利用できる主な資金

は次のとおりです。

各資金の詳細は，それぞれの取扱金融機関にご相談ください。

また，機械導入資金や借換資金の融資，償還猶予など，資金繰りのための

資金以外についても，取扱金融機関へご相談ください。

【事業概要】

※農林漁業セーフティネット資金は，融資限度額の引き上げと，実質無担保化の特例措置
が講じられています。（令和４年３月31日まで。）
また，貸付当初５年間，農林水産長期金融協会の無利子化措置が受けられます。（令
和４年３月31日まで。）

【留意事項】
＊利率は令和４年２月21日現在のもので，毎月変動します。詳しくは

融資機関に確認してください。
＊農業近代化資金（肥育経営体支援）は令和４年3月31日までに

農業近代化資金利子補給承諾を受けたものが対象です。

利子補給制度 広島県農業制度資金（農業近代化資金のみ）

問 合 せ 先
（株）日本政策金融公庫広島支店，ＪＡ・銀行・信金
広島県農林水産局就農支援課
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資金名 資金使途 対象者
①融資限度額

②利率
返済期限
（据置）

融資
機関

農林漁業
セーティ
ネット資
金

農業経営の
維持安定に
必要な長期
運転資金

新型コロナウ
イルス感染症
により資金繰
りに著しい支
障を来してい
る又は来す恐
れのある農業
者

①【一般】1,200万円以内
【特認】年間経営費等の

12/12以内
② 0.16～0.30%

15年以内
（３年以内）

公庫

農業近代
化資金
（肥育経
営体支
援）

家畜の導入，
飼料代，雇
用労賃等

肥育牛生産を
行っている畜
産経営体

①個人 1,800万円
法人 2億円

②無利子

10年以内
（５年以内）

ＪＡ
銀行
信金



融資機関・組織名 住 所 電話番号

農業近代化資金，JA営農支援資金（営農たすかるくん）

ＪＡ広島市
ＪＡ広島市
ローンセンター

〒731-0113 広島市安佐南区西原８-38-24 0120-850-114

ＪＡ佐伯中央 融資課 〒738-0034 廿日市市宮内4473-1 0829-39-3213

ＪＡ安芸 融資審査健全課 〒736-0046 安芸郡海田町窪町８-８ 082-822-6212

ＪＡ呉 融資課 〒737-0811 呉市西中央一丁目２-25 0823-24-3132

ＪＡ広島中央 金融管理課 〒739-0015 東広島市西条栄町10-35 082-423-5945

ＪＡ芸南 信用課 〒739-2402 東広島市安芸津町三津4258-1 0846-45-1243

ＪＡ広島ゆたか 金融課 〒734-0301 呉市豊町大長5915-8 0823-66-3710

ＪＡ尾道市 融資運用課 〒722-0014 尾道市新浜一丁目10-31 0848-23-3323

ＪＡ三原 融資課 〒723-0052 三原市皆実四丁目７-28 0848-63-3436

ＪＡ福山市 融資課 〒720-0803 福山市花園町二丁目７-１ 084-924-2372

ＪＡ広島北部 融資課 〒731-0521 安芸高田市吉田町常友1210 0826-42-0644

ＪＡ三次 融資課 〒728-8503 三次市十日市東三丁目１-１ 0824-63-9924

ＪＡ庄原 融資課 〒727-0013 庄原市西本町二丁目14-１ 0824-72-0382

農林漁業セーフティネット資金，農業経営基盤強化資金（スーパーL資金），経営体育成強化資金

(株)日本政策金融公庫 広島支店
〒730-0031 広島市中区紙屋町１-２-22
広島トランヴェールビルディング６階

082-249-9152

農業近代化資金

(株)広島銀行 法人企画部 〒730-0031 広島市中区紙屋町１-３-８ 082-504-3810

(株)もみじ銀行 営業統括部 〒730-8678 広島市中区胡町１-24 082-241-3022

呉信用金庫
営業統括本部
地域貢献部

〒737-8686 呉市本通２-２-15 0823-24-1195

しまなみ信用
金庫

融資一部 〒723-0017 三原市港町１-８-１ 0848-62-7114

農業制度資金相談窓口一覧
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８ 林業経営の維持安定を図るために低利な運転資金などを借りたい。

新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来たしている又

は来たすおそれのある方に資金の融資と利子の助成をします。

【事業概要】

○ 融資制度

※ セーフティネット資金については，融資限度額の引き上げと，実質無担保化の特例
措置が講じられています。（令和４年３月31日まで。）

○ 利子助成事業

上記の資金の借り入れに対して最大2%(最長10年間）の利子助成が受け

られます。

【留意事項】

＊利率は令和４年２月21日現在のもので，毎月変動します。詳しくは
融資機関に確認してください。

＊上記の融資は，林業者または，木材産業を併せ営む林業者が対象です。

木材産業のみの方の融資は日本政策金融公庫にお問い合わせください。

融 資 制 度
利子助成事業

(資金) 日本政策金融公庫資金
(利子助成)林業施設整備等利子助成事業

問 合 せ 先
(資金) (株)日本政策金融公庫広島支店(電話08２-249-9152)
(利子助成)広島県木材組合連合会(電話082-253-1433)
広島県農林水産局林業課

９

資金名 資金使途 対象者
①融資限度額

②利率
返済期限
（据置）

融資
機関

農林漁業
セーフ
ティネッ
ト資金
(災害）

林業経営の維
持安定に必要
な長期運転資
金

感染症により
資金繰りに著
しい支障を来
している又は
来す恐れのあ
る林業者

①【一般】1,200万円以内
【特認】年間経営費等の

12/12以内
② 0.16～0.30%

15年以内
（3年以内）

公庫

農林漁業
施設資金

農林水産物の
生産，流通，
加工，販売に
必要な共同利
用施設等の改
良，造成，復
旧又は取得

新型コロナウ
イルス感染症
による経営環
境の変化に対
応して新たな
経営展開に取
り組む林業者

① 貸付を受ける者の負担す
る額の80％に相当する額
② 融資機関にお問い合わせ
ください。

10～20年
以内

（３～５年
以内）

公庫



９ 資金を借りる際に保証機関の保証を受けたい。

新型コロナウイルス感染症による被害が見込まれ事業継続に支障をきたし

ている方が，金融機関から事業資金を借り入れる際に，債務を保証します。

【事業概要】

○ 債務保証

○ 保証料の特例

最大５年間の保証料が免除となります。

【留意事項】

＊保証を受けるためには，農林漁業信用基金への出資が必要です。

保 証 制 度 林業・木材産業災害復旧対策保証

問 合 せ 先
(資金) 各金融機関
(信用保証)（独）農林漁業信用基金(電話03-3434-7826)
広島県農林水産局林業課

10

制度名 資金の使い道 保証限度額
保証期間
（据置）

利率

林業・木材産
業災害復旧対
策保証

新型コロナウイルス感
染症による影響に対応
するために必要な新た
な資金

8,000万円 運転資金
５年以内
特認７年以内

設備資金
15 年以内

（据置２ 年以内）

各金融機
関所定の
利率



10 資金繰りに支障を来たしている又は来たす恐れがあるため，既往債務の
借換え資金を借りたい。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた林業者が，償還負担の軽減を目

的として既往債務を借り換える場合に，借換資金に係る債務保証及び利子助

成をします。

【事業概要】

○ 債務保証

○ 利子助成事業

上記の資金の借り入れに対して最大2%(最長5年間）の利子助成が受けら

れます。

【留意事項】

＊保証を受けるためには，農林漁業信用基金への出資が必要です。

＊債務保証と利子助成事業の両方を利用することが必要です。

利子助成事業 林業施設整備等利子助成事業

問 合 せ 先

(資金) 各金融機関
(信用保証)（独）農林漁業信用基金(電話03-3434-7826)
(利子助成)広島県木材組合連合会(電話082-253-1433)
広島県農林水産局林業課

11

制度名 資金の使い道 保証限度額
貸付期間

（うち据置期間）
利率

－ 償還負担の軽減を目的と
した既往債務の借換資金

３億円または
借換えに必要
な資金のいず
れか低い額

各金融機関所定の期
間

各金融機関
所定の利率



11 共済積立金（積立ぷらす）の仮払いや支払い猶予などを受けたい。

広島県漁業共済組合の共済事業（積立ぷらす）に加入されている方又は

加入される方は，積立金の仮払いや積立金の積立猶予又は免除が可能です。

【事業概要】

【留意事項】

※ ①積立金の仮払い及び③積立金の免除については，令和３年１月以降の収入が

20％以上減少したことを示す所属団体（漁協等）の長の証明書が必要です。

対 象 制 度 漁業共済（積立ぷらす）

問 合 せ 先 広島県漁業共済組合（電話 082-544-3388）

12

内容 対象者

①積立金の仮払い
新型コロナウイルス感染拡大の影響を

受けた漁業者を対象に，契約を維持した
まま，漁業者の積立金を，契約期間中に
仮払いします。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受
けて，令和３年１月以降に収入が過去の収
入と比べて，20％以上減収した月が１ヶ月
でもある方 ※

②積立金の積立猶予
自己積立金の支払期限を新型コロナウ

イルス感染症の影響が収束するまで猶予
します。
（契約期間の終了月まで支払い猶予が可
能）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受
けて減収となった方 ※

ア 新規契約の場合
基準収入が1.6億円以下の契約の方

イ 継続契約の場合
前年度契約の積立額までの契約の方

③積立金の免除
自己積立金の積立が免除されます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受
けて減収となった方 ※

ア 新規契約の場合
基準収入が1.6億円以下の契約の方

イ 継続契約の場合
前年度契約の積立額までの契約の方

ウ 令和４年３月末までに契約が開始さ
れるもの



12 資金繰りに支障を来たしている又は来たす恐れがあるため，既往債務の
償還を猶予してもらいたい。

新型コロナウイルス感染症の影響をうけた漁業者に対し，すでに借り入

れている資金の返済の負担を軽減します。

対象となる資金は，次のとおりです。

【事業概要】

対象融資制度 漁業近代化資金，かき養殖経営安定緊急対策資金

問 合 せ 先 広島県農林水産局水産課，市町

13

対象資金 償還猶予の内容 対象者

漁業近代化資金 政令に定める期限内で償還計画
の変更ができます。

新型コロナウイルス感染症の影響に

より，経営に影響が生じていること

を金融機関が確認できた漁業者
かき養殖経営安定
緊急対策資金

最長１年償還猶予ができます。



13 漁業経営の維持安定を図るため低利な運転資金などを借りたい。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者に対し，経営維持のための

運転資金や施設整備等のために利用できる主な資金は次のとおりです。

各資金の詳細は，それぞれの融資機関にご相談ください。

※貸付当初５年間，農林水産長期金融協会の無利子化措置が受けられます。（令和４年３月
31日まで。）

※農林漁業セーフティネット資金は，融資限度額の引き上げと，実質無担保化の特例措置
が講じられています。（令和４年３月31日まで。）

【留意事項】
＊利率は令和４年２月21日現在のもので，毎月変動します。詳しくは

融資機関に確認してください。

融 資 制 度
漁業近代化資金，漁業振興資金
日本政策金融公庫資金

問 合 せ 先
（株）日本政策金融公庫広島支店(電話08２-249-9152)
広島県信用漁業協同組合連合会(電話08２-247-2301)

1４

資金名 資金使途 対象者
①融資限度額
②利率

償還期限
（据置）

融資
機関

農林漁業
セーフ
ティネッ
ト資金

漁業経営の維
持安定に必要
な長期運転資
金

新型コロナウ
イルス感染症
により資金繰
りに著し支障
を来している
又は来す恐れ
のある漁業者
等

①【一般】1,200万円
【特認】年間経経営費等

の12/12
② 0.16～0.30％

1５年以内
（３年以内）

公庫

漁業経営
改善支援
資金

「漁業経営の
改善に関する
計画」に従っ
て行う事業に
必要な資金

漁業を営む
法人個人

漁業協同組合
等

① 使途により異なる
（融資率70～80％）

② 融資機関にお問い合わせ
ください。

15年以内
（３年以内）

公庫

農林漁業
施設資金

農林水産物の
生産，流通，
加工，販売に
必要な共同利
用施設等の改
良，造成，復
旧又は取得

新型コロナ
ウイルス感
染症による
経営環境の
変化に対応
して新たな
経営展開に
取り組む漁
業者

① 貸付を受ける者の負担す
る額の80％に相当する額
② 融資機関にお問い合わせ

ください。

10～20年
以内

（３～５年
以内）

公庫

漁業近代
化資金

漁船の改造・
建造又は取得，
漁具，養殖施
設(種苗・餌料
含む)，水産物
処理施設，水
産物保蔵施設，
水産物加工施
設その他の施
設の改良，造
成又は取得

新型コロナウ
イルス感染症
の影響により
経営に影響が
生じているこ
とを信漁連が
確認できた者

①個人9,000万円
法人3億6,000万円

②融資機関にお問い合わせ
ください。

20年以内
（３年以内）

信漁
連



農林水産省

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

主な関係省庁ホームページ一覧

農林水産省 厚生労働省 経済産業省 国税庁

1５

組織名 電話番号 関連支援策

農林水産省

農林水産省中国四国農政局 08６-224-4511（代表）

広島県

農林水産局農林水産総務課 082-513-3522

〃 就農支援課 082-513-3554 ７

〃 林業課 082-513-3688 ８，９，10

〃 水産課 082-513-3610 11，12，13

関係機関問合せ窓口一覧

農業の融資機関の問合せ窓口は8ページをご覧ください。


