
※貸付条件や必要書類は，次のページをご覧ください。

検索茨城県 中小企業事業継続応援貸付金

制度説明ホームページ
お近くの商工会・商工会議所（４ページ目に電話番号があります。）

お問合せ先等

① 2019年12月末までに事業を開始しており，今後も継続する予定であること

②
2020年1月から12月のうち，2019年同月比で1か月の売上が50％以上減少し
ている月があること(昨年中に創業した場合は，月平均で50%以上減少していること)

③
金融機関（①日本政策金融公庫or商工中金 及び ②民間金融機関）による融
資を受けられなかったこと（2020年3月以降に，①及び②の両金融機関に
融資申込を行ない，新規融資を断られたこと）

④ 県税・市町村税について，原則として未納がないこと

⑤ 暴力団等反社会的勢力ではないこと等

県内に事業所を有し，事業を営んでいる中小企業・個人事業主で，
次のいずれにも該当する者

貸付対象者

受付場所：お近くの商工会・商工会議所
受付期間：2020年５月11日～2021年２月26日

貸付額

新型コロナウイルスの影響により売上が急減した

中小企業・個人事業主に対し，
県と市町村が協調して貸付を行います！

新型コロナウイルスの影響により売上が急減した

中小企業・個人事業主に対し，
県と市町村が協調して貸付を行います！

中小企業事業継続応援貸付金のご案内

茨城県産業戦略部

上限 200万円/事業者（県３／４，市町村１／４）

計算
方法

原則として，

前年の年間売上×1/2
－(対前年▲50％以上の単月売上×６か月)

※上記により，当座の事業資金を貸付け。昨年中に創業した場合等は別途計算

※審査の結果，上記に該当しない場合には，貸付できませんので，ご留意願います。



書類名 法人
個人
事業主

備考

１ 貸付申請書（様式１） 〇 〇 貸付額算定表とセットで提出

２ 印鑑証明書 〇※ 〇
３か月以内のもの
※連帯保証人含む

３ 本人確認書類（写真付） 〇※ 〇

運転免許証，住民基本台帳カード，
パスポート＋住民票，外国人の方
は在留カード等のいずれか
※連帯保証人

４ 商業登記簿謄本 〇 ３か月以内のもの

５

営業年数が１年未満の個人
の場合，事業に着手したこ
とが分かる書類
(開業届，許認可証)

〇

６ 県税納税証明書 〇 〇
未納がないことを証明
するもの

７ 市町村税の完納証明書 〇 〇

８ 許認可証の写し 〇 〇 許認可の必要な業種のみ添付

９ 決算書・申告書の写し 〇 〇 原則直近1期分

10
減収月の事業収入額を
示した書類

〇 〇 計算表，売上台帳，帳簿のいずれか

※詳細は，お近くの商工会・商工会議所にご確認ください。

必要書類

対象業種
中小企業信用保険法第２条に規定する業種として幅広い業種
を対象としています。

償還方法
・

貸付期間

①分割の場合：10年以内（据置５年以内）の元金均等半年賦
②一括の場合：５年以内
※ ①，②の場合とも，延長申出時から10年を限度に1回の期限延長可
（期限延長後の償還方法は，すべて元金均等半年賦償還となります）

貸付利子等 無利子・無担保

保証人 代表者保証（法人の場合）

貸付条件

茨城県産業戦略部



茨城県産業戦略部

貸付額の算定方法

貸付額の算定方法

貸付額の算出例

貸付金の貸付額は， 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入の２
分の１から，対象月の月間事業収入に６を乗じて得た金額を差し引いたもの（その額に10万円未満の端数があるとき
は，その端数は切り捨てる。）とします。

※ 月間事業収入が，前年同月比50％以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は，2020
年１月から12月までの間で，事業者が選択した月とします。

■貸付額の算定式
Ｓ：貸付額（上限200万円）（※10万円未満は切り捨て）
Ａ：対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入の２分の１
Ｂ：対象月の月間事業収入

S ＝ A － B × 6

貸付の上限は200万円となります。

※上記は例示ですので，詳しくはお近くの商工会・商工会議所にご相談ください。

直前の事業年度（2019年度）の年間事業収入：500万円
直前の事業年度（2019年度）の4月の月間事業収入：50万円
2020年4月の月間事業収入：５万円

直前の事業年度（2019年度）の4月分の月間事業収入が50万円，2020年４月の月間事業収入が５万円であり，
前年同月比で50％以上減少しているため貸付対象

220万円 ＝ 500万円×1/2－5万円×6

2２0万円 ＞ 200万円（上限額）

貸付額 200万円

2019年度

2019年 2020年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

50 30 40 50 40 30 40 50 50 50 30 40

2020年度

2020年 2021年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

5

申請の流れ

中小企業
①貸付申請①貸付申請

商工会等

県

⑥
振
込

④
契
約
書
送
付 出

⑤
契
約
書
提
出

②受付(要件確認)②受付(要件確認)



茨城県産業戦略部

名称 住所 電話番号 名称 住所 電話番号

水戸商工会議所 水戸市桜川2-2-35 029-224-3315
神栖市商工会
波崎支所

神栖市土合本町
5-9809-527

0479-48-0333

土浦商工会議所 土浦市中央2-2-16 029-822-0391 行方市商工会 行方市麻生1222-1 0299-72-0520

古河商工会議所 古河市鴻巣1189-4 0280-48-6000 つくば市商工会
つくば市筑穂1-10-4
大穂庁舎2階

029-879-8200

日立商工会議所 日立市幸町1-21-2 0294-22-0128 かすみがうら市商工会
かすみがうら市上土田
433-2

0299-59-3755

石岡商工会議所 石岡市府中1-5-8 0299-22-4181
かすみがうら市商工会
霞ヶ浦支所

かすみがうら市深谷
2964-7

029-897-0055

下館商工会議所 筑西市丙360 スピカ6F 0296-22-4596 石岡市八郷商工会 石岡市柿岡2009-3 0299-43-0247

結城商工会議所 結城市大字結城531 0296-33-3118 土浦市新治商工会 土浦市高岡1902-7 029-862-2325

ひたちなか商工会議所
ひたちなか市勝田中央
14-8

029-273-1371 つくばみらい市商工会 つくばみらい市福田671-2 0297-58-1700

ひたちなか商工会議所
那珂湊支所

ひたちなか市海門町
2-8-13

029-263-7811 龍ケ崎市商工会 龍ｹ崎市上町4264-1 0297-62-1444

常陸太田市商工会 常陸太田市中城町3210 0294-72-5533 取手市商工会 取手市取手2-14-23 0297-73-1365

高萩市商工会 高萩市下手綱2000 0293-22-2501
取手市商工会
藤代支所

取手市藤代730-1 0297-83-3830

北茨城市商工会
北茨城市磯原町本町
1-3-9

0293-42-2511 牛久市商工会 牛久市上柏田4-1-1 029-872-2520

日立市十王商工会 日立市十王町友部1596-3 0294-39-2086 守谷市商工会 守谷市本町19 0297-48-0339

東海村商工会
那珂郡東海村村松北
1-2-34

029-282-3238 稲敷市商工会 稲敷市江戸崎甲548-3 029-892-2603

那珂市商工会 那珂市菅谷4404-7 029-298-0234 美浦村商工会
稲敷郡美浦村大字受領
1264-2

029-885-2250

常陸大宮市商工会 常陸大宮市南町1104-4 0295-53-3100 阿見町商工会 稲敷郡阿見町岡崎3-17-9 029-887-0552

大子町商工会 久慈郡大子町池田2732-3 0295-72-0191 河内町商工会 稲敷郡河内町長竿3566-1 0297-84-2136

笠間市商工会 笠間市笠間1464-3 0296-72-0844 利根町商工会 北相馬郡利根町布川2947 0297-68-7417

笠間市商工会
友部事務所

笠間市東平2-3-3 0296-77-0532 下妻市商工会 下妻市長塚74-1 0296-43-3412

笠間市商工会
岩間事務所

笠間市下郷5140 0299-45-5711
常総市商工会
水海道事務所

常総市水海道橋本町
3552-1

0297-22-2121

水戸市常澄商工会 水戸市大串町2140-2 029-269-4214
常総市商工会
石下事務所

常総市新石下3678 0297-42-3155

水戸市内原商工会 水戸市内原1-202 029-259-2803 坂東市商工会 坂東市岩井3230-1 0297-35-3317

小美玉市商工会 小美玉市部室1111-3 0299-48-0244 筑西市商工会 筑西市海老ヶ島1292-1 0296-52-2511

茨城町商工会 東茨城郡茨城町奥谷33-1 029-292-5979 桜川市商工会 桜川市東桜川1-21-1 0296-76-1800

城里町商工会
東茨城郡城里町石塚
1428-1
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ城里内3 階

029-291-8894
桜川市商工会
真壁事務所

桜川市真壁町真壁198-58 0296-55-4111

大洗町商工会
東茨城郡大洗町磯浜町
6881-275

029-266-1711
古河市商工会
総和事務所

古河市下大野2209-9 0280-92-4500

鹿嶋市商工会 鹿嶋市宮中2-1-34 0299-82-1919
古河市商工会
三和事務所

古河市仁連2053-1 0280-76-4511

潮来市商工会 潮来市潮来1086-1 0299-94-6789 八千代町商工会
結城郡八千代町菅谷
1177-27

0296-49-3232

鉾田市商工会 鉾田市鉾田2482-1 0291-32-2246 五霞町商工会 猿島郡五霞町新幸谷463 0280-84-0777

神栖市商工会 神栖市溝口4991 0299-92-5111 境町商工会 猿島郡境町965-29 0280-87-0380

お近くの商工会・商工会議所にご連絡ください。


