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静岡県議会議員

勝俣のぼ る
　今回の新型コロナウイルス感染症により、尊いお命を亡くされた方に対し、心よりお悔やみ申し上げますと共に、現在もなお入院治療中の方々には、
一日も早いご回復をお祈り申し上げます。また、医療や福祉、さらにはライフラインなど、国民の命や生活を最前線で支えて頂いている医療従事
者を始めとする関係者の皆様に対し、心から敬意と感謝を申し上げます。
　この新型コロナウイルスについて、日本国内での新たな感染者数が一定程度の落ち着きをみせたことで、先月19日からは都道府県をまたぐ移動
自粛が全面解除となり、社会経済活動も徐々に戻りつつあるものの、先月下旬からは新たな感染者数が増加傾向にあるなど予断を許さない状況です。
静岡県では、新たな感染者の発生が落ち着きをみせていますが、第2波・第3波の感染拡大を懸念し、感染防止や経済支援などさらなる取組が
求められています。引き続き国の動向などを注視し、県民の命とくらしを死守するため尽力いたします。
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県 政 レポート

機能紹介 災害時・平常時ともに利用者をサポートする６つの機能

　 気象警報や避難
指示・勧告などの
防災に関する緊急
情報を通知

　 地図上で各種災害
のハザードマップや、
災害ごとの避難先を
確認

　 現在地の気象情報
等の発令状況、洪水や
土砂災害などの危険
度を確認

AR（拡張現実）により、
洪水、津波による想定浸水
高を表示、浸水リスクを
確認

避難先までの経路や時間
を記録、事後に再生する
ことで安全な避難方法を
トレーニング

防災に関する基礎知識を
学び、テストにより知識の
習得を確認

豪雨等による災害発生時に
避難を促す各種緊急情報の
通知をはじめ、ハザードマップ
の確認、防災知識の習得や避難
トレーニングなど、平常時から
命を守るのに役立つ総合防災
アプリです。

新型コロナを契機とした、今後の県内農業の活性化に向けた
取組を問う。

1 県内農業の活性化に向けた今後の取組について県内農業の活性化に向けた今後の取組について
経済産業部

現在の進捗状況と全区間の早期
開通に向けた県の取組を問う。

4 新東名及び関連アクセス
道路の整備促進について
新東名及び関連アクセス
道路の整備促進について

交通基盤部

県が策定した事前復興行動計画に基づく今後の取組と、市町
による事前都市復興計画策定推進に対する県の対応を問う。

5 事前復興行動計画に基づく県の取組について事前復興行動計画に基づく県の取組について
交通基盤部

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今後の放課後児童
クラブに対する県の支援を問う。

6 今後の放課後児童クラブへの支援について今後の放課後児童クラブへの支援について
健康福祉部

さらなる企業誘致の推進に資する事業用地供給に向けた取組
を問う。

7 新型コロナウイルス危機を契機とした
事業用地供給の取組について
新型コロナウイルス危機を契機とした
事業用地供給の取組について

企業局

コロナ禍の「スポーツの力」による県民元気向上事業の取組と、
コロナ終息後を見据えたスポーツの聖地づくりへの取組を問う。

3 スポーツの聖地づくりについてスポーツの聖地づくりについて
スポーツ・文化観光部

2 東富士演習場の諸課題に対する県の対応について東富士演習場の諸課題に対する県の対応について

県有農業水利施設の維持管理に係る地元負担を軽減するため
財政措置について、国への働き掛けに対する県の見解を問う。

基幹農業水利施設の維持管理経費の地元負担軽減
経済産業部

演習場内で繁殖している二ホンジカの管理捕獲の進め方を問う。
演習場内で繁殖しているニホンジカの管理捕獲
くらし・環境部

一般質問
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iOSの方はこちら Androidの方はこちら

アプリストアからダウンロードしてください

新型コロナ
感染防止機能

を
新たに追加！

静岡県総合防災アプリ みんなで
備えよう！



〒410-1325駿東郡小山町一色718

静岡県議会議員

勝俣のぼる
事務所

https://nobokatsu.com

0550-
78-0155

TEL･FAX

H P

農福連携の意見交換 インフラ整備箇所の
確認（二子地区）

ふじのくに食の都づくり
仕事人との意見交換

サイクルツーリズムの
検討

黄瀬川防災対策
現地立会い

御殿場市・小山町
医療対策本部会議

産業委員会
令和2年度6月

国連携融資・県制度融資・劣後ローンでの資金供給が拡充されます

資金用途 設備・運転・借換資金 新型コロナウイルスの影響を受けて
必要となる設備資金及び運転資金

4,000万円 8,000万円

県信用保証協会の取扱いによる

県内各取扱金融機関、静岡県経済産業部商工金融課（TEL:054-221-2513）

令和2年10 月31日までに
信用保証協会に申し込む必要があります。

《償還方法》
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還

無利子(当初３年間)・無担保・据置期間5年(最大)、
信用保証(SN保証４号・5号、危機関連保証)の保証料をゼロ
にします。
《制度改正》
融資限度3,000万円→4,000万円（令和2年６月18日から適用）

10年以内（据置期間：5年以内) 10年以内（設備資金３年以内、運転資金２年以内）

直近１か月の売上高が前年同月比10％以上減少（実績）、かつ今後２か月間
を含めた３か月間の売上高が前年同月比10％以上減少（見込み）

直近1 か月の売上高が前年同月比20％以上減少（実績）、かつ今後２か月間
を含めた３か月間の売上高が前年同期比20％以上減少（見込み）

直近1 か月の売上高が前年同月比15％以上減少（実績）、かつ今後２か月間
を含めた３か月間の売上高が前年同期比15％以上減少（見込み）

劣後ローンは、企業が破綻した場合などに銀行等の金融
機関が債権回収できる順番が通常の融資と比べて劣後
するローンをいいます。
これは、企業にとって資本増強に近い借入であり、また
バランスシート上では、負債（借入）と資本（出資）の間に
位置します。

年0.28％～1.2％（普通保証）
年0.58％（SN5号保証）
年0.60％（SN4号保証）
年0.80％（危機関連保証）

①、③に該当する場合0.00％
②に該当する場合0.425％（経営者保証免除対応の場合0.525％）

無担保（既根抵当権を除く）
原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。
また、経営者保証免除対応を適用する場合には法人代表者の連帯
保証を徴求しません。

令和２年５月１日から令和２年12月31日までに保証申し込みを
受け付けたもの、かつ同年５月１日から令和３年１月31日までに
融資実行されたもの

国連携
新型コロナウイルス感染症対応貸付 劣後ローン

中小企業向け県制度融資
経済変動対策貸付

（新型コロナウイルス感染症対応枠）

融資期間

事前相談 2020年7月から

2020年8月上旬から

7億2千万円

最長20年

無担保・保証人不要

日本政策金融公庫や商工中金

当初3年間一律0.5％
※4年目以降は直近の業績と連動

窓　口

貸付限度額

貸付期間

貸付金利

担　保
保証人

申請受付
開始予定

融資利率

保証制度
保証料率

担　保
保証人

取扱期間

備　考

申込・問合せ

融資
対象者

融資限度額

質問事項 中小企業向け融資制度の
利用状況について

その他
質問事項

・非正規労働者の雇い止め等に対する相談体制や相談内容及び対応状況について
・地方でのリモートワークを推進し、U・I ターンを促進する県の取組について

一般会計補正予算の審議

活動レポート

災害復旧箇所の
確認（足柄地区）

信号機の存続
要望活動（音渕区）

水菜生産者組合の
要望活動

はらぺこ食堂
（子ども食堂）

※経済産業部154億6,663万円の追加補正、補正後の累計額1,151億 9,917万 8千円　感染症拡大防止対策費と社会経済活動の両立について補正するもの。
　一般会計全体補正額586億9,600万円　補正後の累計額1兆3,678臆4,700万円

※SN５号保証は指定業種に限る

新型コロナウイルスの影響により
売上高が減少した事業者

劣後ローンとは

件数：563件　213億円
割合：東部54.7%　中部13.9%　西部31.4%

回　答 件数：16,746件　2,703億円
割合：東部35.1%　中部32.6%　西部32.2%

国連携による
感染症対応貸付の申込ベース 経済変動対策貸付の申込ベース

＜普通保証・ＳＮ５号保証＞

＜ＳＮ４号保証＞

＜危機関連保証＞

売上減少要件
20％以上
15％以上20％未満
10％以上15％未満
10％未満

普通保証 SN4号保証 SN5号保証※ 危機関連保証
<県制度融資の売上減少要件と利用可能保証>

①個人事業主
▲ 5％ 保証料０＋利子０

②小・中規模事業者（上記を除く）
▲ 5％ 保証料1/2

③同上
▲15％ 保証料０＋利子0

①、③に該当する場合

②に該当する場合
3年目まで0.00％、4年目以降1.90％

全期間1.90％

SN4号・SN5号・危機関連保証を利用

劣後ローンで企業の財務基盤を強化

通常の融資 劣後ローンによる融資

銀行

債務が増え財務悪化！
自己資本が
増え財務改善

融資分は負債
に含まれる

融資分は資本
とみなされる

資本 資本

資産 資産

負債 負債
融資

負債
融資

資本

BANK

・和牛肉等販売促進緊急対策事業費助成による救済見込み等について
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金の申請状況や今後の対応について

大学生等
就職
フェア

令和2年度
第1回 東部会場 中部会場

キラメッセぬまづ　多目的ホール

対象者：2021年3月卒業予定の大学(院 )、短大、高専、専修学校等の学生及び卒業後概ね3年以内の求職者 ※各回2部制、1部につき50社程度を想定。※コロナウイルスの拡大により中止になる場合がございます。

グランシップ　大ホール・海
9月10日 (木 ) 9月3日 (木 )

西部会場
アクトシティ浜松　展示イベントホール

9月17日 (木 )
12:00～ 13:451部 14:15～ 16:002部

Facebookも
チェック

【普通保証、SN5号保証の場合】
基準金利（金融機関）年2.07％、利子補給率（県）年0.67％、
融資利率（事業者負担）年1.4％
【SN4号保証、危機関連保証の場合】
基準金利（金融機関）年1.97％、利子補給率（県）年0.67％、
融資利率（事業者負担）年1.3％


