
（あいうえお順）

対象制度 対象期間 利子補給額 対象借入額

あさぎり町 商工観光課 各制度の取扱い期限に準ずる 令和2年7月～12月分に関しては、令和3年1月31日締切 3制度いずれも 3年間 年上限20万円 定めなし

芦北町 商工観光課 各制度の取扱い期限に準ずる 令和2年分に関しては、令和3年2月上旬締切

3制度かつ

県コロナ対応資金

（4、5年目のみ対象）

5年間 全額 3制度合算で80百万円

阿蘇市 まちづくり課 令和2年11月30日付、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年2月末日締切 3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で80百万円

天草市 産業政策課 未定 令和2年2月分～令和3年1月分に関しては、令和3年2月26日締切 3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で80百万円

荒尾市 産業振興課 令和3年3月31日付、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年1月31日締切 3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で80百万円

宇城市 商工観光課 令和2年1月1日～令和2年12月31日付、貸付実行分まで 令和3年1月31日必着分で締切 3制度いずれも 36カ月以内

1事業者年間50万円

が上限（平成28年熊

本地震借入分の借換

えに係る借入金の利

子は対象外）

各対象制度内

宇土市 商工観光課 令和2年3月2日から令和3年2月28日までの借入分 令和3年2月26日締切 3制度いずれも 累計36ヵ月以内 累計1百万円 定めなし

大津町 商業観光課 令和2年9月末、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年1月29日締切 3制度いずれも 3年間 全額 上限10百万円

嘉島町 企画情報課 令和2年12月31日付、貸付実行分まで 令和3年1月29日締切 3制度いずれも 3年間
全額

（上限利率2.3％）
10百万円

上天草市 産業政策課 令和2年12月31日付、貸付実行分まで 令和2年12月分までの分に関しては、令和3年1月31日締切 3制度いずれも
令和4年12月31日

までの支払利子
上限50万円 全額

菊池市 経済部商工観光課 令和2年1月29日から令和2年10月末日貸付実行分まで 令和3年1月15日付、受付分で締切

3制度に併せて、「熊本

県小規模事業者おうえ

ん資金」、「緊急時短

期資金」も含む

3年間 全額 なし

玉東町 産業振興課 各制度の取扱い期限に準ずる 令和3年2月26日付、当自治体受付分で締切

県新型コロナウイルス

感染症対応資金の融資

を限度額（4,000万）ま

で受け、県金融円滑化

特別資金（3制度いずれ

も）の融資分の利子を

対象とする

3年間
1事業所あたり年間

50万円上限
3制度合算で80百万円

球磨村 ふるさと創生課 融資実行月から５年以内の最終償還日まで 毎年１月末日 3制度いずれも 5年以内

約定利子の全額。千

円未満の端数が生じ

た場合は切捨てし、

上限額は年20万円

定めなし

熊本市 商業金融課

「県独自分」は令和3年3月31日付、貸付実行分まで

「SN4号」「危機関連」は令和2年8月31日付、

貸付実行分まで

令和2年3月～12月分に関しては、令和3年2月28日締切

（当日消印有効）
3制度いずれも 3年間

全額

（借換時の既往債務

返済額を除く）

3制度合算で80百万円

市町村　利子補給実施状況一覧表

Q1.　熊本県金融円滑化特別資金（新型コロナウイルス感染症対策分の「県独自分」及び「SN4号」、「危機関連保証」）に対する、利子補給の対象期限について

Q2.　利子補給申請手続きに係る、直近の提出期限について

Q3.　利子補給の要件について　（「利子補給対象制度」「利子補給対象期間」「利子補給額」「利子補給対象借入額」の4項目について）

市町村名 ご担当部署 Q1のご回答 Q2のご回答
Q3のご回答



対象制度 対象期間 利子補給額 対象借入額
市町村名 ご担当部署 Q1のご回答 Q2のご回答

Q3のご回答

甲佐町 地域振興課 令和2年12月31日付、貸付実行分まで 令和2年分に関しては、令和3年1月29日締切 3制度いずれも
融資実行月から

36カ月以内
上限10百万円 10百万円

玉名市 商工政策課 令和2年12月31日付、貸付実行分まで
令和2年分に関しては、令和3年1月4日～令和3年2月28日締切

（当日消印有効）
3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で80百万円

多良木町 企画観光課 各制度の取扱い期限に準ずる
返済開始月から2カ月以内に提出することとしているため、

一律での締切は設けていない

「SN4号」「SN5号」

「危機関連」
3年間 上限 年20万円

特になし

（上限額の設定があるため）

津奈木町 政策企画課 令和3年3月31日付、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年1月29日締切 3制度いずれも 5年間 全額 3制度合算で80百万円

和水町 商工観光課

該当なし

※本町は熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補

給補助金及び特別利子補給制度（3年間）終了後、2年間の

利子補給を予定

南関町 まちづくり課 令和2年12月31日付、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分は、令和3年1月29日締切 3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で80百万円

錦町 企画観光課 各制度の取扱い期限に準ずる 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年2月15日締切（予定） 3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で20百万円

西原村 企画商工課 未定（次年度も予算化する予定ではある） 令和2年分については、令和3年1月31日締切 3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で10百万円

氷川町 地域振興課 令和3年3月31日までに利子補給の申込があったもの 令和2年3月～12月分は、令和3年1月27日締切 3制度いずれも 5年間 全額 3制度合算で80百万円

人吉市 商工振興課 令和2年12月31日付、貸付実行分まで
令和2年10月1日から11月27日まで

※その後の貸付分については個別に対応
3制度いずれも 3年間

1年間につき

40万円
1口につき20百万円

美里町 林務観光課 令和3年3月31日付、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年1月29日締切 3制度いずれも 3年間 全額 対象融資合算で160百万円

水上村 産業振興課 令和6年度まで 対象者がいないため、申請期限を設けていない 3制度いずれも 令和6年度まで

令和2～4年度全額、

令和5、6年度貸付利

息から1.1％を控除

した額

3百万円

水俣市 経済観光課 未定 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年1月末日締切 3制度いずれも

融資実行日から3年

以内の最終償還日

まで

全額 定めなし

南阿蘇村 産業観光課 令和3年3月1日付分まで 令和2年1月1日～12月31日分に関しては、令和3年1月29日締切 3制度いずれも 3年間

国・県の上限利率

内、年2.3％以内

限度額50万円

限度額なし

御船町 商工観光課 県金融円滑化特別資金の取扱い期限に準ずる 令和2年3月～12月分は、令和3年1月29日締切 3制度いずれも 3年間 全額 上限10百万円

八代市 商工・港湾振興課 令和3年3月31日付、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年2月19日締切 3制度いずれも 5年間以内

全額

（償還の遅延に係る

利子支払額を除く）

3制度合算で240百万円

山江村 企画調整課
毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払った約

定利子に対し補助
令和2年7月～12月分に関しては、令和3年1月締切

国・県・保証協会が感

染症対策として制定し

た融資制度等

3年以内 上限20万円 定めなし

山鹿市 経済部商工観光課 令和3年3月31日付、貸付実行分まで 令和2年3月～12月分に関しては、令和3年1月29日締切 3制度いずれも 3年間 全額 各制度80百万円

山都町 山の都創造課 各制度の取扱い期限に準ずる（予定） 令和2年3月～12月分は、令和3年2月末締切（予定） 3制度いずれも 3年間 全額 3制度合算で80百万円

湯前町 企画観光課 未実施

苓北町 商工観光課 各制度の取扱い期限に準ずる
令和2年3月～12月分は、令和2年12月28日、

令和3年1月～3月分は、令和3年3月31日締切
3制度いずれも 5年間 全額

1事業者につき1制度のみ

上限80百万円


