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新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げますも

政府では新型コElナウイルス感染症による企業への詳響を緩和し、企業を支援するための施策を講じております。金融支

援措置、擢用調整動成金め盤帆措置や相談窓口などを維l紹介します。

今回の新たなお知らせとして、「小学校等の臨時体業等市 保護者の体嘔取鱚支援 (新たな助成金制度)」 :、 「食品表

示基準の弾力的運用」について御紹介します。 NⅢ

詳細やお問い合わせ先、その他の支援策は、経済産業省バンフレット「新型コロナウイルス崚 響を受ける事業者

の皆様へ」 (PDF:塁8]K3) をご覧下さい。
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●新型コElナウィルス感染症に関するё&A

金融支援措置

日本政策金融公産が行うセーフテイネット貸付の要件を緩和し、章付対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大して

います。

【資金使途i

運転資金、設備資金

【融資限度詢

中小事業ア.2億円、国民事業化8oO万円

【金利】

基準金零!:中小事業1,l10/0、 国民事業1:91%
*令和2年2月 3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

セ=フティネット貸付の要件緩和 (経済産業省) 砂結Iリンク]

≧登窒圭養境激変緩和特別黛,
日本政策金融公庫が、飲食店営業等を営む方向けの衛生環境激変緩和特別貸付を実施しています。

【貸付対象者】

新型コロナウイブレス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び
喫茶店営業を営む方であつて、次のいずれにも該当する方

1.最近lヵ月FElの売上高が前年または前々年の同期に1ヒ較して100/・以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれるこ
と。

2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。



【資金使途】

鐵 競

同動 繭 】

別ItLユ′Ooo万円 (旅館業鰯 1枠3.Ooo万円)              .
降 Tll】

基準金利 :1.910/0

ただし,振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員め方〔きつぃては、基準金不!▲ 0.9%
(注)×令和2敏月3日時点、黛付期間 ,担保の有無等

「

より変動

新型コ回ナウイルス感染症特別融資について (厚生労働省)  [外部リンク]

ξ」・セーフテイネツ蹂証4号 ‐晴
(1)セーフテイネツト保証4号

新型コロナウイルス動 影響により売上高等が減少している中1蝶・小規模事業者に、一般枠と1胡」枠 (最大2_3

億円)で借入債務の10oO/0を保証します。 (売上嵩が前年同月比4200/● 以上減少等の場合)

〔2)セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じてぃる業種について、一般枠とは別枠 (最大218億円、得 と同枠)で借入債務の80%を保証しま
す。 (売上高が前年同月比▲30/●以上減少等の場合)

セーフティネット保証4号の指定 (経済産業罰   "結βリンク]

最寄りの信用保誼協会 (経済産業省) レト部リンク]

雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業痴 め縮小を余儀なくされた事業主がヽ ‐時的な雇用調整 (休業等)を行う
ことによって労働者の雇用維持を図つた場合に、 体業手当等の∵部を助成するものです。 (助成率 :大企業2分め1、 中小企

業3分の2.ただし、 対象労働者1人あたり助成嶺上限は8′ 335円。支給限度甲熱:1年間で100日 (3年間で150日 ))
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主については、雇用調整助成金の特例措置 は 適用、ヽ支給要件の緩和等)

を講じています。

雇用調整助成金 (厚生労働省)  [夕結「リンク]

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範Elの拡大について (厚生労働

省L  [外部リンク]

小学校等の臨時体業に伴う保護者の体I黒歌得支援 (新たな助成金制度の倉J設)low

新型コロナウイルスに係る小学校等の臨時体業により影響を受ける労働者を支援するため,労働者を有給で体ませる企業に

対し助成する仕組みを設ける予定です。

O支給額

体1隈中に支払つた賃金相当額x10分の10

支給額は8′330円を日額上限とする。

大企業、中小企業ともに同様。

O適用日

令和2年2月 27日～3月 31日の間に取得した体暇

雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

新型コロナウイルス感染症に係るJヽ宅校等の臨時休業等に伴う保護者の体I艘取得支援 (新たな助成金制度)について

(厚生労働省)  [外部リンク]



設備投資・販路開拓支援 (補助金)

サプライチェーンの毀損や今後の事業継締麟 保等に対応するための設備投資や販路開拓、耳導入による効率化などに取り

組む事業者を優紳 に支援します。

(注)以下の補助金の採択審査において、今般の感染症の影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者に対して力1点措

貢を講じるものですo

(■)ものづくり補助金

中小企業・ 小湯模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助

神助頷:100万～1,000万円、補効率:中小2分のlJ輛模3分の2            ´

(2)持続

`“

補助金

小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取編を支援
・補助額 :～50万円、補助率 :3知2

(3)訂導驚 助金          ・

バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるrrツール導入を支援

補助額 :31万～450万円、補効率 :2分の1

生産性革命推進事業 (経済産業省)(PDF:596KB)  [夕結Fリ ンク]

生産性革命推進事業ポータルサィト (中小企業基盤整備機構)  [夕結「リンク]

食品表示基準の弾力的運用・・・

中国における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受け、中国産として原料原産地表示を

行つている商品について、食品表示基準を弾力的に運用する旨を関係機関に通知しています。

【通知の概要】                            '
中国産として原料原産地表示を行つている商品について、京料原産地表示の中国産との奉記と実際に使用されている原材料

の原料原産地に鋼暉(そご)がある場合であつても、=般消票者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェプサイトの掲示等によ
り当該商品の適正な原料原産地に係る適切な情報伝達がなされている場合に限り、当分の間、取り締まりを行わなくても拳し
つかえないこととする。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中国産輸入原材料の供給不足を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾カ
t   的運用について  砂精5リ ンク]

中小企業・小規模事業者向lj4目談窓口

政府系金融機関、中小企業関連団体、支援機関等に相談窓口  [外部リンク]を設置し、経営上の相談を受け付けていま

す 。

また、ジェトロでは、中国等でビジネスを展開する中小企業等日本企業の活動を支援するため、新型コロナウイルス関連相

談窓El [外部リンク]を本部に設置するとともに、特設サイトを通じた情報発信を行っています。

下請取引配慮要請

新型コロナウイルス感染症の影響により、不当な取弓l条件の押しつけを行わないなど、下請中小企業への配慮について、関

係団体を通じ、親事業者に要請しています。

また、親事業者から不当な発注等を受けた場合など、取引関係でのトラフリじやお因りごとについては、お近くの「下請かけ

こみ寺」まで御連絡ください。 (電話番号 :0120-418‐ 618(お近くの下請かけこみ寺につながります。))

新型コロナウイJレス感染症により影響を受けている下請事業者との取引に係る親事業者への要請 (経済産業省)  [外
部リンク]



新製コロナウイルス感染症に関するQ&A

拿昴等取扱い事業者の方など1=向けた、新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aを公表しています中

新型コロナウイルス感染症に関する0&A(厚生労働省) [外 部リンク]

食品等取扱い事業者における新型コロナウイルス感染症への対応について (農林水産省)

お問合せ先

食料産業局企画課

代表 :03‐ 3502‐3111(内 la4135)

ダイヤルイン103・ 6744‐ 2064

EA籐 :03.3508‐ 2417

PD彫式のフアイルをご覧いただく場合には、Adobe Readeめ 必ヽ要です。

AdObe Rellerを お持ちでない方は、バナ=のリンク先からダウンロートしてくださしヽ。

鱗NS m甕 国

農林水産省 曇肥寵:認裏押騨関1を 1

法人番号:500oo120100ol

サイトマツプ プライバシ言ポリシー  リンクについて・著作権 免華

イベント情報

COly百 Oht l Ministry of Agrculturer Forestry and Fishettes

関連リン舜  讚 欽

ご意見・おF・3い合わせ   アクセス・地甲
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個人企業・小規模事業者。中小企業の方     :   違暮高 方  :   滲需浩娩議

|  (国
民生活事業)  :  (中 4ヽ企業事業)  .  (農 林水産事業)  .   磐華相臨 口●崩軽事口〕
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金利情韓

主な融資制度 (詳しくは、上記相談窓日におF95い合わせください)
各種需式カ ンCl―ト

1.経営環境

…

資金

融資限度額   :

融資期間

〔うち据置期間)  |

国民生活事業      `

4′800万円

申小企業事業 (※ )

7侵千万円

オンラインサーヒス

ビジネスマッチング

1    ‐ ‐ 馨

:    用語集鬱翼戦£1瑞ぶ
2.海タト展開・要業再編資金

‐      国民主清事業           申小企業事業 〔※)

融資口質額          7,200万円      :     14億 4千万円     :
. (う樹素 資金)      に 3oO万円)         α言6千万円

'    :
.柩目闘    陪 矧躍珊    :

(来 )中小企業事業については、長期資金ののが対象となります。

3.新摯コロナウィルス感染症にかかる衛生環境議変特別貸付 (国民生活事業)

|            :新
IIJ」

甲チしキ,レス島栗轟ら発1により、
二
蒔占な業滉菫化がら買峯夏らに支 :

1障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業ぜ飲食店営業及び喫茶店営業

1翻
用いただける方 :1忌亀 lヵ月の証 静 轟 または箭 年々の同期鏃 してК%以上減少し

,   ており、か,、 今後も売上高の減少が見込まれること         |
:(2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

資金のお使いみち  1経営在安定させるために必要な運転資金

融資限度重   ‐Elj枠1,000万円 (旅館業を賞む方は、月岬罐′000万円)

融資期間 いち据置期間)7年以内 0年以内)

基準利率
`                               .

利率      ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、 :
‐
特,lJ利率C(基準利率‐0.90/●)                     :

取扱期間    令和摯F2月 21日 (金)から令和″露月31日 (月)まで

ご利用にあたつて1ま、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に蘭する |

お申込みこ巌鳴類冨鷲ど藁星櫃祀3鷲鷺群鱗顧翼鷲繁雲譴F‐
が必要となります。


