カリフォルニア州

2020 年 6 月 11 日時点

新型コロナウイルス関連のビジネス向け支援制度・行政命令
（カリフォルニア州）
☆各支援項目名をクリック頂くと、個別概要のご説明ページに移動することができます。
■カリフォルニア州
・カリフォルニア州キャピタルアクセスプログラム（CalCAP）
(California Capital Access Program)
https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/sb/brochure.pdf
■カリフォルニア州
・ カリフォルニア災害救援債務保証プログラム
（California Disaster Relief Loan Guarantee Program）
https://www.ibank.ca.gov/small-business-finance-center/
■サンフランシスコ市
・ サンフランシスコ小規模企業回復基金
（COVID-19 SMALL BUSINESS RESILIENCY FUND）
https://sf.gov/get-small-business-grant-resiliency-fund
■サンフランシスコ市
・ サンフランシスコ困難緊急融資プログラム
（San Francisco Hardship Emergency Loan Program - SF HELP)
https://oewd.org/node/4442
https://medasf.org/sfhelp/
■サンタクララ市
・ 小規模企業助成金プログラム
（Small Business Assistance Grant Program）
https://www.santaclaraca.gov/i-want-to/stay-informed/newsroom/coronavirusupdates/covid-19-business-resources/small-business-assistance-grant-program

カリフォルニア州

2020 年 6 月 11 日時点

カリフォルニア州キャピタルアクセスプログラム（CalCAP）

（California Capital Access Program）
実施主体

施策

ウェブサイト

カリフォルニア州

融資保証

https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/sb/brochure.pdf

概要
民間金融機関の融資の基準を満たさない中小企業が融資を受けられるように、CalCAP が最大 100％の債務
保証をするプログラム。カリフォルニア州財務局が議長を務める California Pollution Control Financing
Authority (CPFCA)が運営する。

施策の要点
【融資対象】
・米国中小企業庁のガイドラインで中小企業に該当すること
・フルタイム従業員が 500 人以下であること
・ビジネス目的が北米産業分類システム（NAICS）に記載されている業種であること
・主なビジネスがカリフォルニア州であり、従業員またはその収入、売上、もしくは給与支払いの最低 51％が
カリフォルニア州内で発生していること。
【融資保証額】
・債務保証の上限額は 250 万米ドル、保証割合は最大で融資額の 100％（但し、融資額の上限額は 500
万米ドル以内）。
・個人借り入れの場合、債務保証の上限額は 250 万米ドルで期間は 3 年間。

対象企業・団体に関わる要件
法人形態

法人歴

売上高

従業員数

民間企業

なし

なし

500 人以下

カリフォルニア州

2020 年 6 月 11 日時点

申請に関わる情報

https://www.treasurer.ca.gov/cpcfa/calcap/sb/index.asp

留意事項


なし

問い合わせ先
【CalCAP Program Manager】
TEL：+1-(916)654-5610
E-mail：CalCAP@treasurer.ca.gov
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カリフォルニア災害救援債務保証プログラム
（California Disaster Relief Loan Guarantee Program）
実施主体

施策
補助金

ウェブサイト
https://www.ibank.ca.gov/small-business-finance-center/

概要
I Bank Small Business Finance Center の融資プログラムは、小規模企業の災害救援のために設計された
プログラムであり、現在は COVID-19 のような経済損害から回復するのをサポートするために活用されている。カリフ
ォルニア州政府は州内の金融開発公社（Financial Development Corporation 、FDC)を通じて、銀行ロ
ーンの 95%までを保障する。

施策の要点
【対象企業】
・従業員が 750 人以下のカリフォルニアに所在する小規模企業、非営利団体
【債務保証内容】
・2000 万米ドル以下の融資が対象で、融資の 85%から 95%を保障
・債務保証額は最高で 100 万米ドル、7 年保障、延長も可能
・金利は借り手と貸し手で決定
・貸し手の資格基準が採用される
【債務保証の対象となる項目】
立上げ費用、新規建設、在庫、運転資金、輸出ファイナンス、フランチャイズ費用、ビジネス拡張等

対象企業・団体に関わる要件
法人形態
民間企業
非営利団体

法人歴

売上高

従業員数

なし

なし

750 人以下

カリフォルニア州
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申請に関わる情報
州内の金融開発公社まで https://www.ibank.ca.gov/

留意事項


なし

問い合わせ先
州内の金融開発公社まで https://www.ibank.ca.gov/
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サンフランシスコ小規模企業回復基金
（COVID-19 SMALL BUSINESS RESILIENCY FUND）
実施主体

施策

サンフランシスコ市

補助金

ウェブサイト

https://sf.gov/get-small-business-grantresiliency-fund
概要



サンフランシスコ郡・市（サンフランシスコ市経済雇用発展局）が設立した基金で、従業員 5 名以下の小規
模事業者に対し、最大 10,000 米ドルの緊急補助金を拠出する。

施策の要点
【申請対象】


従業員 5 名以下



年間総収入が 250 万米ドル未満の企業



営利企業であること



2020 年 1 月以降、コロナウイルスにより閉鎖もしくは 25％以上の減収となった企業



法人歴に制限はないが、補助金の 50％以上は設立 5 年以上の企業に拠出される予定。

【支給額】


1 万ドル

対象企業・団体に関わる要件
法人形態

法人歴

売上高

従業員数

民間企業

なし

250 万米ドル未満

5 名以下

申請に関わる情報

【申請書】 オンライン申請 https://sf.gov/get-small-business-grant-resiliency-fund

カリフォルニア州
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留意事項


抽選により決定（第 1 回は 6 月 19 日、第 2 回は 7 月 17 日以降に行われる予定）

問い合わせ先
サンフランシスコ市経済雇用発展局 investsf@sfgov.org

カリフォルニア州
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サンフランシスコ困難緊急融資プログラム
San Francisco Hardship Emergency Loan Program (SF HELP)
実施主体

施策

ウェブサイト

サンフランシスコ市

ゼロ金利融資

https://oewd.org/node/4442
https://medasf.org/sfhelp/

概要



サンフランシスコ郡・市（サンフランシスコ市経済雇用発展局）が運営する 50,000 米ドルまでのゼロ金利融
資プログラム。借り手の返済能力に応じて、柔軟な返済スケジュールとケースバイケースで対応した返済期間が
定められるのが特徴。
施策の要点

【融資対象】


サンフランシスコ市に所在する活動中の企業であること



営利目的の優良企業であること



年間総収入が 250 万米ドル未満の企業



サンフランシスコのビジネスライセンスを所有していること



市/群の税金未払いから発生する抵当権を有していないこと、またその裁判中でもないこと



銀行口座を有していること



2020 年 1 月 1 日起点で 25％の減収を証明すること



ビジネスが場所に依存する場合、リース期間が 3 年以上残っていること



PPP 融資（給与保護プログラム）を受け取っていないこと



米国中小企業庁（SBA）の中小企業基準を満たすこと
（従業員 500 人未満、総収入 750 万米ドル未満）

【融資条件】


融資額は最大 50,000 米ドル



金利 0%



最大 6 年まで



手数料なし、担保不要

【融資対象項目】


運転資金（賃料、ユーティリティー、給与など）、設備、在庫

カリフォルニア州
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対象企業・団体に関わる要件
法人形態

法人歴

売上高

従業員数

民間企業

なし

250 万米ドル以下

なし

申請に関わる情報

【申請書】 以下ウェブサイトより申請
https://medasf.org/sfhelp/

留意事項


2020 年 6 月 18 日まで問い合わせ受付フォーム受付

問い合わせ先
Mission Economic Development Agency
Plaza Adelante 2301 Mission Street (@ 19th Street) Suite 301
San Francisco, CA 94110
(415) 282-3334
SFHELP@medasf.org

カリフォルニア州
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小規模企業助成金プログラム
（Small Business Assistance Grant Program）
実施主体

サンタクララ市

施策

ウェブサイト

助成金

https://www.santaclaraca.gov/i-want-to/stayinformed/newsroom/coronavirus-updates/covid19-business-resources/small-businessassistance-grant-program
概要



サンタクララ の小規模企業とその従業員を支援するために市が設立した小規模企業支援助成金プログラム

施策の要点
【助成金額】


2020 年 3 月 16 日付、屋内退避令にてサンタクララ郡公衆衛生局が Essential（必須）業務とみなし
たかどうかで助成金の額が以下の通り異なる。
Non-Essential 業務（非必須業務）
最低 1 人、25 人以下のフルタイムの従業員を雇っている小規模企業に対 し、助成金 10,000 ドルを交
付。
Essential 業務（必須業務）
最低 1 人、25 人以下のフルタイムの従業員を雇っている小規模企業に対 し、助成金 5,000 ドルを交
付。

【助成金の使用用途】


給与、または事業所のリース支払い

【支給対象】


2020 年 3 月 16 日付、屋内退避令にてサンタクララ郡公衆衛生局が Essential（必須）業務とみなし
た場合、最低 1 人、25 人以下のフルタイムの従業員を雇っている小規模企業であること



2020 年 3 月 16 日付、屋内退避令にてサンタクララ郡公衆衛生局が Non-Essential（非必須）業務
とみなした場合、最低 1 人、25 人以下のフルタイムの従業員を雇っている小規模企業であること



推定災害経済的被害ワークシートに記入して、新型コロナウイルス (COVID-19) により、収入の損失を経
験したことを確認すること。
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現在の W-9 フォームのコピーを提出すること



サンタクララ市境界線内にある実店舗から営業していること



サンタクララ市で有効なビジネスライセンスを持っていること



サンタクララ市と良好な関係にあること。



現在または過去に、法的又は財政的な問題を抱えたことがある場合、 資格を有しない。



2020 年 3 月 1 日付けで最低 1 年、サンタクララ市で営業していること。



全国またはローカルに 3 か所以上あるチェーン店は、対象外

対象企業・団体に関わる要件
法人形態

法人歴

売上高

従業員数

民間企業

1年

なし

25 人以下

申請に関わる情報
【申請書】
助成金申請書 https://www.santaclaraca.gov/home/showdocument?id=67211（英語）
https://www.santaclaraca.gov/home/showdocument?id=67241 (日本語)
推定災害 経済的被害ワークシート

https://www.santaclaraca.gov/home/showdocument?id=67215（英語）
https://www.santaclaraca.gov/home/showdocument?id=67245 (日本語)
を記入後、w-9 のコピー、非営利団体の場合はその証明書を添えて、SmallBusiness@SantaClaraCa.gov
にメールで送付。

留意事項


なし

問い合わせ先
サンタクララ市
メールアドレス： SmallBusiness@SantaClaraCA.gov
TEL： 408-615-2210.
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【免責条項】

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロで
は、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利
用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご
了承ください。行政府からの支援措置、行政措置は変更があり得ますので、最新の内容はご利用
される方が直接、各行政府にご確認されるようお願い致します。

