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新型コロナウイルス感染症

医療機関が利用できる主な支援策
(2020. 8. 4現在)

支援策 内容 主な条件 相談窓口

1 .助成金・給付金

①新型コロナウイルス感
(1)申請方法に聞す

染症に対する医療提供に
る問合せ

関し都道府県から役割を
-病棟や外来などの診療部門 大阪府慰労金交付

設定された医療機関等に
勤務し患者と接する医療

で患者の診療に従事したり、 事業コールセンター
受付、会計等窓口対応を行う 電話

従事者や職員に対し、最大
職員。資格や職種、雇用形態等 ①050 -3161 -6019 20万円を給付

②その他病院、診療所等に
による限定は無い。 ②06 -7166 -9988 

①新型コロナウイルス感染症
勤務し患者と接する医療

. r患者」とは新型コロナウイ ③06 -4397 -3283 
対応従事者慰労金交付事業

従事者や職員に対し、慰労
ルス感染症患者に限らない。 (臨時 8/7まで)

金として5万円を給付
.1/29 (大阪府の場合)-6/30 (2)制度内容に聞す

【申請方法】
までの対象期間に 10日以上勤 る問合せ
務した医療従事者や職員。休 厚生労働省医政局

勤務する医療機関等を通
暇等、実質勤務していない日 新型コロナ緊急包括

じて申請
【申請受付期間】

は算入しない。 支援交付金コールセ
ンター9月30日まで
電話0120-786 -577 

【補助額】
(1)申請方法に聞す

以下の額を上限として実
新型コロナ疑い患者とその他 る問合せ

費を補助
の患者が混在しない動線確保 大阪府感染拡大防

本病院 200万円+5万円×
など院内での感染拡大を防ぐ 止等支援事業補助金
ための取組を行う保険医療機 コールセンター

病床数
関・保険薬局等に対して、感染 電話0570-001-332

②医療機関・薬局等における
本有床診療所(医科・歯科)

拡大防止対策等に要する費用 (2)支援交付金制度200万円
感染拡大防止等支援事業

本無床診療所(医科・歯科)
を補助。 に関する問合せ

厚生労働省医政局100万円
【申請受付期間】 新型コロナウイルス

【対象期間】
2020年7月27日-2021年 感染症緊急包括支援2020年4月1日から 2021 2月28日まで(予定) 交付金に関するお問

年3月31 日までにかかる
※申請は各施設で 1回のみ。 い合わせ窓口

経費が対象
電話0120ー786-577

【給付内容】
申請時の直近の支払家賃 【給付条件】
(月額)に基づき算出され 新型コロナの影響により、 5月
る給付額(月額)の 6倍 (6 -12月において以下のいずれ
力月分) かに該当するテナン卜事業
【給付率】 2/3 者。
【給付上限(月額)】 -いずれか 1力月の売上高が
法人=月 50万円 前年同月比で 50%以上減
個人=月 25万円 少。
女但し、支払家賃(月額) -連続する 3カ月の売上高が 家賃支援給付金コー

③家賃支援給付金 のうち給付上限を超えた 前年同期比で 30%以上減 ルセンター
額の 1/3を給付し、給付上 少。 電話0120-653-930
限額(月額)を法人 100万 【申請方法】
円、個人事業主 50万円に ポータルサイトから電子申
引き上げ。 請。電子申請が困難な場合は、
→ 法人=支払家賃(月 申請サポート会場(完全予約
額)225万円で上限の 100 制)でサポート。
万円(月額)。 【申請期間】

個人=支払家賃(月 2020年7月14日-2021年1
額)112.5万円で上限の 50 月15日まで。
万円(月額)。



【助成額】職員一人 1日に
っき上限 15，000円
【助成率】
中小企業 10/10(解雇等を

雇用調整助成金相談
行わない場合) 新型コロナの影響により事業

予約受付コールセン
④雇用調整助成金の特例措置 特例措置の期間】 活動の縮小を余儀なくされ、

ター
(雇用保険未加入者は緊急 2020年9月30固まで 職員に対して一時的に休業等

電話 0120-169-207
雇用安定助成金) 【申請期限】 を行い、雇用を維持した場合

支給対象期間の末日の翌 に休業手当・賃金等を助成
日から 2か月以内。但し、
支給対象期間の初日が
1/24-5/31の休業につい
ては特例により 8/31まで。
【給付額】
法人 200万円
個人事業者:100万円 新型コロナの影響により、ひ 持続化給付金事業コ

⑤持続化給付金 ※上限昨年 1年間の売上 と月の売上が前年同月比で ールセンター
からの減少分 50%以上減少している事業者 電話 0120-115 -570 
【申請期限】
2021年1月15日
【支給額】
休暇中に支払った賃金相
当額x10/10 

新型コロナによる小学校等の
※l日あたり上限15，000円

臨時休校で、子どもの保護者
学校等休業助成金・

(3/31以前に取得した休 支援金等相談コール
⑥学校等休業助成金

暇等については、日額上限
である職員に年次有給休暇と

センター
は別に有給の休暇を取得させ

8， 330円)
た事業主に助成

電話 0120-60 -3999 
【適用日】2/27-9/30の間
に取得した休暇(春休み・
夏休み等は除く)

2.資金繰り支援

①新型コロナウイルス感染症
の影響で最近 1ヶ月の売上高
が前年文は前々年の同期と比
較して 5%以上減少している
事業主

①新型コロナウイルス感
②業歴 3ヶ月以上 1年1ヶ月 日本政策金融公庫・

【融資限度額】 未満の場合、前年(前々年)同 事業資金相談ダイヤ
染症特別貸付

国民事業(小規模企業、個 期と単純に比較できない場合 ル(電話回平日 0120-
※実質無利子・無担保対象

人事業主)8，000万円 等は、最近 1ヶ月の売上高が、 154-505、土日祝(国
(国民事業 4000万円まで、中

中小事業 6億円 次のいずれかと比較して 5% 民)0120-112476、(中
小事業 2億円まで)

以上減少している方 小)0120-327790 
a過去 3ヶ月(最近 1ヶ月を
含む。)の平均売上高
b 2019年12月の売上高
c 2019年10月-12月の売上
高平均額

②セーファイネット保証
保証率借入債務の 100%

4号 売上高が前年同月比 20%以上
※実質無利子・無保証料対象

保証枠回一般保証枠とは別
減少

取扱金融機関

(4000万円まで)
枠で最大 2.8億円

③セーファイネット保証
保証率借入債務の 80%

5号
保証枠一般保証枠とは別

売上高が前年同月比 5%以上
取扱金融機関

※実質無利子・無保証料対象
枠で最大 2.8億円

減少
(4000万円まで)

④危機関連保証 保証率借入債務の 100%
売上品が前年同月比 15%以上

※実質無利子・無保証料対象 保証枠一般保証枠とは別
減少する中小企業・小規模事

取扱金融機関
(4000万円まで) 枠で最大 2.8億円

業者(セーフテイネット保証
4号・ 5号とは別枠で保証)



⑤福祉医療機構・医療貸付 【無担保貸付限度額】
新型コロナウイルスの感染 (独)福祉医療機構
等、当該施設の責に帰するこ 大阪支庖・医療審査

※当初 5年間無利子(病院 1 診療所 4000万円
とができない理由により事業 課・融資相談係

億円、診療所 4000万円まで) 病院 3億円
の継続に支障がある方 電話 06-6252-0219

【貸付限度額】
新型コロナの影響で最近 1か

⑥小規模企業共済制度
2，000万円

月の売上高が前年文は前々年 (独)中小企業基盤
(但し、契約者が納付した

特例緊急経営安定貸付
掛金の総額の 7-9割の

の同期と比較して 5%以上減 整備機構共済相談室
※小規模企業共済加入者

範囲内)
少している小規模企業共済の 電話:050-5541-7171 

【貸付利率】無利子
貸付資格を有する契約者

事業者が資金繰りに重大 取引金融機関

安政府系金融機関、民間金融
な支障を生じることがな (問合せ先)
いよう、返済猶予や既存融 中小企業金融相談窓

機関に対する資金繰り支援要
資の条件変更等、積極的に 口目 0570-783183 

請(金融庁)
支援するよう繰り返し配 金融庁相談ダイヤ
慮を要請 lレ 0120-156811 

3.税・社会保険料等の支援策

2020年2月から納期限までの
最寄りの税務署、年

①税、社会保険料等の納付猶 無担保+延滞税無しで 1年 一定の期間 (1か月以上)に
金事務所などの徴収

予、納付期限の延長 間猶予など おいて、事業収入が減少(前
機関

年同期比概ね 20%以上)など

事業用家屋及び設備等の 2020年2月-10月までの任
中小企業庁固定資産

②固定資産税・都市計画税の
償却資産に対する固定資 意の連続する 3ヶ月間の収入

税等の軽減相談窓
減免

産税、事業用家屋に対する の対前年同期比減少率が
口:電話 0570-

都市計画税の全額文は 1/2 .50%以上で全額
減免 .30%以上-50%未満で 1/2 077322 

※詳細は、大阪府保険医協会 HP文は経済産業省・厚生労働省・大阪府の HP等をご参照下さい。
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1 .助成金・給付金関係
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新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

1.内容

①新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関

等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金左して最大 20万円を給付。

②その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に、慰労金として 5万円を給

付。

※医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託

者の従事者を含む。

※保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象

外。

2.給付対象

2020年 1月 29日から 6月初日の聞に 10日以 k勤務した、患者(新型コロナウイルス感染症患

者に限られなしっと接する医療従事者や職員。

3.給付金額

(1)都道府県かB投書~Jを設定された医療鶴間等揖1に勤務レ、
患者とt委する医療従事者や邸員削

@実際に、新型コロナウイJしλ感染症害者f亡
診療等を特った医療機関等である場合

ωjJM諸島賂謬諮f ン開!と→ |5万円 |
実際に新箆コロナウイルス感染症の入院患管を受け入れている寝台に'~2 0万円

2!! 1 ・・・罰染症指定置E車協E品、 新星コロナウイルス息長症患者の入院を~It入れる屋損機邸、帰国者 ・ 握鎗宮外来盤温度耳目樋関等

出 2・・・MII.則阻Iこ10日以上th届υた暑であるごと{有給体館や官係旬、実質齢層じていないBは除く， ) 

蹄叡M闇;令和2*1月Z9El(穴医蔚における新盤ヨロナヲイJI，.スヨE盈盟主賓1例目完全B)から令ifOz毒事6月30Elまで

一白当たりの齢魯時姐13問いまttんが、 年次荷給体峨わ苛休春、実質量出S書してい怠い唱合l孟、動訪固として算入しま桂ん・

預叡の事前J'1iで劃務レた4居合|草合冒して計蟹レます・

保険医，.碕掴でない洞院や診損所.信主防問看陸事属醤でない鈎問看量ステーシヨンl孟対象外です.

潟大阪府ホームページより

3.申請書の入手方法

大阪府ホームページから申請書等(エクセルファイノレ)をダウンロード。
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4.申請書、給付対象者一覧等の提出方法

(1)原則としてオンライン詰求システムを利用。

(2) オンライン請求システムを利用できない場合は、大阪府国保連合会ホームページにある iW

e b申請j システムを利用。

(3) インターネット環境がない場合、「提出用ファイルの出力」にて出力された提出用のファイ

ルを、 CD-Rに格納し、大阪府国保連合会に郵送 (CD-R，封筒への記載事項に注意)。

(4)紙媒体で申請する場合は、大阪府のホームページにアップロードされているファイルに必要

事項を入力し、印刷のうえ郵送。

※子書き申請の場合は、大阪府のホームページから手書きの用紙をダウンロードする。

5.申請受付期間

2020年 7月 27日"-'9月 30日まで

※ 1回の申請で全ての医療従事者等を取りまとめることが難しい場合、受付期間中に複数回に

分けて申請することも可能(重視申請に注意)。

6.その他

慰労金は非課税所得なので職員に振り込む時に源泉徴収はしない。

7.問合せ先

①申請方法に関する問合せ

大阪府慰労金交付事業コールセンター

-電話

(1) 050-3161-6019 

(2) 06-7166-9988 

(3) 06-4397-3283 (臨時 8月 7日(金曜日)まで)

・受付時間(1 )及び(2 )全日 9時から 18時まで

( 3 )平日 9時から 18時まで

②制度内容に関する問合せ

厚生労働省医政局新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター

-電話番号 0120-786-577 

-受付時間平日 9時 30分から 18時まで



新型コロナ対応従事者慰労金

Q&A 

Q. 患者と接するJはどこまで含まれるのでしょうか。

A.慰労金の趣旨に照らし、患者と接する業務に従事する医療従事者や職員を慰労金の対象とし

ています。

例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行

う職員は通常該当します。主た、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で

患者に何らかの応対を行う職員等は医療機関における勤務実態等に応じて該当するものと考え

られます。一方、対象期間巾はテレワークのみによる勤務で、あったり、医療を提供する施設と

は区分された当訟法人の本部等で、の勤務のみで、あったなどの場合は該当しないと考えられま

す。

Q. r患者と接する医療従事者や職員Jにある「患者」とは、新型コロナウイルス感染症患者

(疑い患者を含む)に限定されるのでしょうか。

A.新型コロナウイノレス感染症患者(疑い患者を含む)に限られませんの他の疾病による患者も

含まれます。

Q. 対象となる「医療従事者や職員」には、医師、看護師等医療専門職以外も含まれるのでし

ょうか。また、正社員、非常勤、嘱託、パート、アルバイト、派遣労働者等、雇用形態等によ

り限定されるのでしょうか。委託業者の職員についても対象となりますか。

A. 資格や職種による限定はありません。また、雇用形態等による限定はありません。委託業

者の職員であっても医療機関等における勤務内容によって対象となります。

Q. rlO日以上勤務」の 1日の数え方はどのようになるのでしょうか。また、複数の医療機

関等で勤務する場合は通算してよいのでしょうか。

A. 1日当たりの勤務時間数は問わずに、勤務日数を数えてください。なお、当直勤務などで

同をまたぐ場合は 2臼と数えてください。また、複数の医療機関等で勤務されている場合は、

勤務日数を通算して構いませんご

(以上、厚労省、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関する Q&A(第4版)Jより抜粋)

Q.新型コロナウイノレス感染症患者に診療等を行っていない医療機関等に勤務する医療従事者等

は、慰労金の交付対象になりますか。

A.新型コロナウイルス感染症患者に限らず、他の疾病による患者と接する医療従事者等も慰労

金交付の対象となりえます。
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Q.振込手数料は事後に一括支払いしているので、金額がわかりません。

A.申請時は概算請求してください。実績報告時に精算を行います。

Q.医療従事者への慰労金を給料と一緒に振り込む場合、振込手数料を請求できますか。

A.給料と一緒に振り込む場合は、振込手数料を請求できません。

(以上、大阪府ホームページ「よくあるお問い合せ」より抜粋)
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病院診療所・訪問看護ステ→ヨシ・助産時の管理者の皆さまへ の 書購I新型コロナ川ス感染症対応従事者慰労金交付事業II1II
のご案内 I 

医療機関等で働く医療従事者や職員の皆さまに心からの感謝の気持ちと

ともに慰労金を給付します。 医療機関等を通じての申請と給付にご協力

をお願いします。

E語詰J;ヨゆ亙品否a・
-新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に闘し、都道府県から役
割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員

(※1)に対し、慰労金として最大20万円を給付します。

-その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員にち、

慰労金として 5万円を給付します。
※1医療従事者や職員には、医療機関等にE接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託

者の従事者を含みます。

-I?;lÞ悶~i署:I?;lþf.主主E (給付対象・給付金額を医療機関等の判断で変えることはできません)

都道府県から役割を設定された医療機関等に
勤務し患者と接する医療従事者や職員(※2)

実際に、新型コロナウイルス感染症患者に l・‘
診療等を行った医療機関等である場合 1....". E盟国* 

*実際に新型コロナウイルス感染症患者に初めて診療等行った日以降に勤務していない場合には10万円

上記以外の場合 .. E盟国

その他病院、診療所、訪問看護ステーション、
助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員(※2) .. EE圃* 

*実際に新型コロナウイルス感染症の入院患者を受け入れている場合には20万円

※2対象期間(当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者 1例目発生日文は受入日(新型コロナウイ
ルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む。)
のいずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた4/16)力、ら 6/30までの聞)に10日以
上勤務した者が対象となります。

※2一日当たりの勤務時間は問いませんが、年;欠有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として
算入しません。

※2複数の事業所で勤務した場合は合算して計算します。

※2保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。

事業の詳細はこちら 緊急包括支援交付金

-砂https:jjwww.mhlw.go.jpjstfjseisakunitsuitejbunyaj0000098580_00001.html 

〈お問合せ先〉

厚生労働省医政局

新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター

電話番号 03-3595-3317(受付時間は平日9fO"-'18: 00) 



慰労金を受給するための流れ l 
※以下は標準的な流れになります。都道府県により事務の詳細は異なる可能性があります。詳しくは

各都道府県のホームペーラ等をご覧ください。

[②自医療機関等の慰労金の基本的な金額を確認します。 I
O前ページを参照して、 自医療機関等の慰労金の基本的な金額が、 1人20万円、
10万円、 5万円のいずれであるかを確認します。

※「都道府県から役割を設定された医療機関等」とは、①重点医療機関、②感染症指定医療機関、③

その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関、④帰国
者・接触者外来を設置する医療機関、⑤地域外来・検査センター、⑥宿泊療養・自宅療養を行う場合

の新型コロナウイルス感染症患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等をいいます。

[②慰労金の対象となる医療従事者や職員を特定し、慰労金の代理申請|
受領の委任状を集めます。 I

O前ペ一三人 4ペーラを参照して、 患者に接する医療従事者や職員で、対象期聞に
10日以上勤務した者を特定した上で、 慰労金の代理申請・受領の委任状を集めま
す。委任状は医療機関等で保管します。

O その際、 派遣労働者、業務委託受託者の従事者についてち、派遣会社・受託会

社と相談して、 対象となる業務に10日以上勤務している者の一覧を提出しても
らうなどにより、 慰労金の対象者を特定した上で、 慰労金の代理申請・受領の委
任状を集めます。委任状は医療機関等で保管します。

※派遣労働者、業務委託受託者の従事者右、医療機関等において、患者との接触を伴い、かつ、継

続して提供が必要な業務を行う場合は、慰労金の対象となります。

[③申請書等を作成します。 I
O 次ペーラを参照して、 所定の様式により、申請書等を作成します。

[④申請書等を原則としてオシライシにより提出します。 I
O ③で作成した申請書等について、各都道府県の国民健康保険団体連合会(以下

「国保連J)に原則としてオシラインにより提出します。

[⑤都道府県が申請内容を確認後、慰労金が交付されます。 I
O都道府県が申請内容を確認後に交付決定し、各都道府県の国保連か5慰労金が
振り込まれます。

[⑥対象となる医療従事者や職員に慰労金を給付します。 I
O対象となる医療従事者や職員に慰労金を給付します。

※慰労金は非課税所得となります。給与等とは別で振り込むなどにより、源泉徴収しないように注
意してください。

※派遣労働者や業務委託受託者の従事者への給付は、医療機関等と派遣会社・受託会社の調整により、

医療機関等からでも、派遣会社・受託会社からでち、どちらでち構いません。

[⑦慰労金の給付終了後、 1か月以内を目途に、実績報告を行います。 I
O慰労金の給付終了後、 1か月以内を目途!こ、 都道府県に対して、所定の様式によ

り実績報告 (対象者への振込記録、受領簿等が必要)を行います。 支出実績が交

付額に満たなかった場合は、精算を千1~ます。



申請書等の入手・提出方法 l 
申請書等の入手方法 E 
-申請時に必要な書類は、申請書、給付対象者一覧等となります。

-以下の厚生労働省ホームペ一歩、各都道府県ホームペーラ等において、ダウンロードできます。

〔厚生労働省ホームペーラ) https:jjwww.mhlw.go.jpjstfjseisakunitsuitejbunyaj0000098580_00001.html 

「申請書J 「給付対象者一覧」
樺式軍2号 0iilに応じて匡書提同等司システム寄かわm デ-，に喜としi己んたも聞を"り付げる立ど町方法で作成してくたさ''. 阿世コE刊イ旧事雄同時時事業

Ut名司世と名咽園町Zベ-，品目 1.~、正名力ナ骨量向車向、生主目目、世田等をλ力する l しむ\畠品いは形式tど"指定はいL '.聾骨l掴摂割Il(J7)l(u1こ軍当するc

仁亙雪量F
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支給申請金頓 委任祝
1 fj~由 E量畢闘コ戸ド 性剤 暗 闇醐尊 [01か't¥I.Ql軒

XxXX病院
自動遺書
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そのn寺名称

(自量算出 偉.1¥ヨ

厚 労太郎

(押印省 略 〕

令相 2年度新型コロナウイルス感換症緊急包括支援 交付金(医療分) における

新 型 ヨ ロ ナ ウ イルス感染征対応従事者慰労傘給付申請書

棟配について 次により受付金を給付されるよう 関係 書 類 を 添 え て 申 闘 す る内

冨芭

1 支給 申 請額 x XXx  同

2 添付書類

ー新型コロナウイル ス 感 染 症 対 応 従 事 者 慰 労 金計算書

ー新型ヨロナウイルス感染症対応従事 者慰労金肉食R

以上

昨
I 1111:131411 1i1118191011';¥ト1

1 1112131415 617181910lfAトE

J 1111:13141S 617181910子Zト3

< 1111:131411 61il81910テスト4

_， 1112131415 1i171il910lfAト5

o 1111:131415 SIil81910テZト4

112131415 61 71 8 I ~ I 0テスト7

¥ 1112131415 617181910テスト8

l 1112131415 517181910lfAト9

10 111213141， &17181910I1'};ト10

II 1112131415 617181910子Zト11

11 111211141' 617181910lfAト12

IJ 1112131411 1i1718191017Aト13

14 1112131415 61 71 8 I ~ I (1 Ij'̂ト14

1; 1112131415 1i171819101T̂ト15

EZ主主主・?辺白目E{fb-T雪白砂】閣時主~A・

手 本 軍 F 
通駆動着目数 F聖λから明勘措日 E間目勤葺証明司.

ド

-申請書、給付対象者一覧等について、原則として、各都道府県の国保連の「オンライン請求シ

ステムJ(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)により提出します。

-オシライシ請求システム未導入の医療機関等は、原則として専用のrWEB申請受付システム」
かちの申請とし、 ネット環境に対応していない場合は、電子媒体(CD等)により国保連に郵送

します(電子媒体による提出が困難な場合は紙媒体を郵送)。

※一部の都道府県では、補助金の申請・交付窓口が国保連以外となる場合があります。詳しくは各
都道府県のホームペーラ等をご覧ください。

ゆ !JF~illi ミ ョ明日 t~ 君主

-申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならないようにするため、申請受付期間は、 毎月

15日かち月末までの聞となります。

下

-電子媒体や紙で提出する場合は、原則「郵送」 とし、通常の診療報酬請求には同封せずに単独
で送付してください。その際、 封筒の表面に『緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きす
るなどしてください。

・電子媒体(CD等)による申請の場合は、 診療報酬請求と混同しないよう、申請書を同じ媒体に

格納しないでください。また、郵送する際には、 媒体表面に分かりゃすく申請の概要(※)を

油性マラvク等で明記してください。

※申請の概要として、以下の項目を明記してください。
-タイトルに「医療・慰労金Iと記載

「医療機関コード|と「医療機関名|を記載。

医療従事者や職員に対する慰労金の誤給付が判明した場合、都道府県から医療従事者や職員に、
慰労金の返還を求める場合があります。基本的に医療機関等の責任が間われることはありませ

んが、都道府県の事務にご協力をいただく場管あることをご了承ください。



Q&A 
(問)慰労金の趣旨を教えてください。
(答)慰労金は、

①感染すると重症化するリスクが高い患者との撞触を伴うこと、

②継続して提供することが必要な業務であること、
③医療機関での集団感染の発生状況を踏まえ、医療機関等に勤務し、患者と撞する医療従事者や職員に対して

給付するものです。

(問) r患者と接する医療従事者や職員」とは、どこまで含まれるのでしょうか。
(答)例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員は通常該

当します。
また、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等は医療

機聞における勤務実態等に応じて該当するちのと考えられます。一方、対象期間中はテレワークのみによ吾勤
務で、あったり、医療を提供する施設とは区分された当該法人の本部等での勤務のみであったなどの場合は該当

しないと考えられます。

なお、ここでいう「患者」は、新型コロナウイルス感染症患者に限らず、他の疾病による患者ち含みます。

(問) r医療従事者や職員」には、医療専門職以外の事務職なども含まれるのでしょうか。
(答)資格やH翻重による限定はなく、事務職などち対象となります。

(問)新型コロナ患者の受入病棟と別建物の病棟で勤務する職員でも、 20万円の対象となります
か。
(答)医療機関単位での判断となりますので、患者と接する職員であれば、 20万円の対象となります。

(間)業務委託受託者の従事者は、どのような場合に対象となりますか。
(答)①患者との接触を伴い、かっ、②継続して提供が必要な業務である場合に対象となり、医療機関等における

勤務内容によってご判断ください。
なお、一般的には、例えば、医療機関等内での受付や会計などの医療事務、院内清掃、患者搬送、患者等給

食といった業務は対象となる場合が多いと考えられます。一方、医療廃棄物処E旦寝具類洗濯、設備や機器の

保守点検などは一般的に対象となりにくいと考えられますが、各医療機関等における委託業務の内容によって
患者と接する場合ちあるごとから、各医療機関等の実態に応じて判断いただくごとになります。

(間)r 1 0日以上勤務』の要件について、 1日の数え方はどうなりますか。
(答) 1日当たりの勤務時間数は問わずに、勤務回数を数えてください。

なお、当直勤務などで日をまたぐ場合は2日と数えてください。

(問)PCR検査センター(地域外来・検査センター)や帰国者・接触者外来に応援に行った医療従
事者や職員への慰労金の額は、どうなりますか。

(答)患者と接する業務に通算して10日以上勤務している医療従事者や職員が、 PCR検査センターや帰国者・
接触者外来 (PC R検査センター及び帰国者・接触者外来が実際に新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者
を含む)に診療等を行った医療機関等である場合)に応援に行き患者と接する業務に従事している場合、慰労

金の額は20万円となります。

(間)慰労金は、医療機関等が手当として支給することになりますか。
(答)慰労金は、事業主が労働者への貫金、給料、手当等として支払うちのではありません。

また、慰労金は非課税所得となるため、源泉徴収しないよう注意してください。

(問)医療機関等で申請をとりまとめずに、職員個人に申請させる乙とはできますか。
(答)患者に接する等の要件を確認する必要があるため、医療機関等での申請とりまとめにご協力をお願いします。

(間)対象者ヘ慰労金を給付する際の医療機関等の事務手数料はどうなりますか。
(答)振込手数料といった実費について、都道府県から医療機関等に支給される場合があります。

詳しくは申請の案内等でご確認ください。

(問)医療機関等をすでに退職している職員の場合、どのように申請すればよいでしょうか。
(答)原則として、勤務していた医療機関等を通じて申請してください。

勤務していた医療機関等を通じた申請が難しい場合は、勤務していた医療機関等の勤務証明など必要な書類を

揃えたよで個人申請いただくことになります。

(問)国保連か5の振込の場合、どの口座に振り込みされますか。
(答)国保連からの診瞳報酬の振込用に登録されてい急金座に振り込まれます。



医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援金

1.概要

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取り組みを行う病院・診療所・薬局・訪問

看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療休制確保などに要する費用を補助。

2対象

・病院、医科診療所及び歯科診療所

.薬局

・訪問看護ステーション

.助産所

※ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪

問看護ステーションは補助の対象外。

※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業j

の支援金支給事業と重複して受けることはできない。

3.補助の上限額

以下の額を上限として、実費を支給(千円未満切捨て)。

病院(医科、歯科) 200万円+5万円×病床数(※)

有床診療所(医科、歯科) 200万円

無床診療所(医科、歯科) 100万円

薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円

※病床数は原則として 2020年 4月 1日時点の許可病床数

※4月 1日以降に増設・新規開院の場合は「申請を行う日」の許可病床数

4.対象期間

2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日までに支出される費用。

※支出済みの費用だけでなく、申請日以降 (2021年 3月 31 日まで)に支出が見込まれる費用も合

わせて、概算額で申請することが可能(概算で交付した補助金額が交付すべき確定額を上回るとき

は、その上回る額を返還する)。

※(注)この支援金の申請は、 1つの医療機関から 1回のみ。

5.対象となる費用

「感染拡大防止対策に要する費用」に限られず、|涜内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められ

る医療を提供するための「診療体制確保等に要する費用」について、幅広く補助の対象経費となる。

※例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等。

※但し、「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外。
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(1)対象となる感染防止対策の例

⑦共通して触れる部分の定期的・頻固な清拭・消毒などの環境整備

②予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知

③発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保や

レイアウト変更、診療順の工夫など

④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保

⑤感染防止のための個人防護具等の確保

⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

(厚労省ノ《ンフレット rr医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業』のご案内」より)

(2)対象となる支出の例

①厚労省「医療機関等の申請マニュアル~医療機関等用 (2020.7. 31Jより

賃金・報酬.感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金等

謝 金:感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金等

会議費:感染拡大防止の勉強会のための会場費等

旅 費感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費等

需用費消耗品(マスクや消毒用アルコール等)費等

役務 費職 員の感染に係る保険料等

委 託 料:施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処理委託、レイ

アウト変更のための委託費用等

使用料及び賃借料:寝具リース料等

備品購入費 HEPAフィルタ一付き空気清浄機の購入費等

15 



②大阪府ホームページ「例示j より

《例示》
取組の倒

共通して触れる部分の定期的・頻固な清拭・消毒等の環境

整備を行う。

共有して使用する物品(移動のための自動車や自転車、

訪問鞄等)や職員が共通して触れる部分について定期的・

頻固な清拭・消電等の環境整備を行う。

歯科用ユニット及びその周囲を患者の診療カ鴨わるごとに消

毒薬で清拭またはラ、yピンゲする。歯科診療で使用した器具

等の滅菌用機器を導入する。

待合室の混雑を生心させないよう、予約診療の拡大や整理

券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知し協

力を求める。

発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の号、者

が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の

工夫等を行う。

在宅療養!とおける感染予防対策、患者の症状を観察する

際の留意点等が記載されたパンフレットの作成・配布を行

い、患者や同居する家族等lζ説明しE里解や協力を求める。

電話等情報通信機器を用いた診療体制確保する。

医療機関、ケアマネージャー等と電話等情報通信機器を用

い頻回に患者の症状把握を行う等、より密接な連携体制を

確保する。

電話等情報通信機器を用いた病状確認・療養上の指導等

が実施可能な体制を確保する。

電話等情報通信機器を用いた相談対応や分娩立会い等

力十できる体制を確保するs

感染防止のための個人防護臭等を確保する。

医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)

を行う。

取組の倒

その他感染拡大防止対策や診療体制確保等に必要な物

品等の購入

16 

経費の例

。清掃委託費

0消毒用工タノール等の消毒菜、

除菌剤、抗菌スプレー等の購入

0滅菌器

。整理券の印船製本買

0ビニールカーテン、アクリルヰ反、)~ーテー
ショシ、ロールカーテン、ブライシド等の

感染防止対策に必要な動線の確保や

レイアウト変更等に必要な設備

O)~シフレットの印刷製本費

。オンライン診療用機器一式(初期

導入賞、ラシニシグコスト)

0抗菌キーボード、抗菌マウス

0マスク、クロープ、 エプロン、ゴーグル、

フ工イスシールド、感染防護衣等の

衛主用品の購入

。研修講師の謝金、会議費

経貨の例

。洗濯委託費、検査委託費

。寝具リース料

。感染性廃棄物処理費用

。空気清浄機、換気扇等

(工事費用、設置費用含む)

。検温等(非接触型を含む)機器



※上記ではあくまで例示です補助対象となるかどうか判断が難しい経費については、事前に大阪

府又は厚労省にお問い合わせください。

6.申請手続き

・申請受付期間

2020年 7月 27日から 2021年 2月 28日まで(予定)。

8月以降は毎月 15日から月末までの間(毎月 1日から 14日までは、システム上、受付ができな

・申請書の入手方法

申請時に必要な書類は大阪府ホームページからダウンロード。

*手続きの流れ

1.医療機関等が申請書を作成し、提出先(大阪府国保連合会)に提出。

2.大阪府国保連合会が大阪府に申請書を提出。

3.大阪府が申請内容を確認後、大阪府国保連合会に支援金を交付。

4.大阪府国保連合会が、医療機関等に支援金を交付。

(医療機関・薬局等への振り込みは、最速で申請月の翌月末の見込み)

5.医療機関等は、補助事業の完了後に大阪府に実績報告。

*申請方法

(1)原則としてオンライン請求システムを利用。

(2)オンライン詰求システムを利用できない場合は、大阪府国保連合会の iWeb申請jシステムを

利用。

(3)インターネット環境に対応していない医療機関等は「電子媒体(CD-R等)Jにより国保連に郵

送。

(4)紙申請様式が必要な場合は、 84円分の切手を同封し、大阪府保健医療企画課医事グループO宛

に郵送で請求。

7.問合せ先

※申請方法に関する問合せ

大阪府感染拡大防止等支援事業コールセンター

-電話 0570-001-332 

・受付時間 平日 9時から 18時まで

※支援交付金制度に関する問合せ

厚生労働省医政局 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関するお問い合わせ窓口

-電話番号 0120-786-577 

・受付時間 平日 9時 30分から 18時まで
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感染防止等支援事業

Q&A 

Q.対象期間中であれば、複数回の申請が可能でしょうか。

A.申請は各施設で 1回のみです。

Q.新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となるのでしょうか。

A.対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。

(以上、厚労省「新型コロナウイノレス感染症緊急包括支援事業に関する Q&A(第4版)Jより抜粋)

Q.どのような経費が対象となるのか。

A. I従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大

防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象となります。別添のとおり例示されています

が、補助対象となるかどうか判断が難しい経費については、大阪府感染防止対策等支援事業補

助金コーノレセンターにお問い合わせください。

Q.紙の申請書が入手したい。

A.支給手続きの迅速化のため、できる限り電子データによる申請に協力をお願いします。紙申

請様式をご入用の場合は、 84円分の切手を大阪府保健医療企画課医事グ、/レーフ。宛郵送していた

だければ、送付します。

(以上、大阪府ホームベージ「よくあるお問い合せIより抜粋)
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時診療所・親・訪問看護ステ-S;3~・助産所の管理者の皆さまへ の書購
.医療機関親鉱おける感染拡大防止等支援事業~

のご案内 I 

新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・
診療所・薬局・訪問看護ステーショシ・助産所に対して、 感染拡大防止
対策や診療体制確保などに要する費用を補助します。

E同曙冒E事司・・

病院(医科、歯科) 200万円+5万円×病床数

有床診療所(医科、歯科) 200万円

無床診療所(医科、歯科) 100万円

薬局、訪問看護スァーシヨシ、助産所 70万円

E21il厄凶困問自圃

-新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院・診療
所・薬局・訪問看護ステーション・助産所

※取組の例(例示であり、これに限られるちのではありません)

①共通して触れる部分の定期的・頻固な清拭・消毒などの環境整備

②予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知

③発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保
やレイアウト変更、診療順の工夫など

④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保

⑤感染防止のための個人防護具等の確保

⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

E日tUri."]iI~1符壬E

-感染拡大防止対策に要する費用

-院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療

体制確保等に要する費用 cr従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係

る人件費」は対象外)

※経費の例(例示であり、これに限られるちのではありません)

清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等

事業の詳細はこちら
緊急包括支援交付金

時 https:/ /www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html 

〈お問合せ先〉

厚生労働省医政局

新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター

電話番号 03-3595-3317(受付時間は平日9129'"ほ 00)

国許・証回

一
一一言語唱再軍哩

団事耐輔臨樺



補助を受けるための流れ l 
※以下は標準的な流れになります。都道府県により事務の詳細は異なる可能性があります。詳しくは

各都道府県のホームペーラ等をご覧ください。

;②補助の対象機関であるか確認します。 I
O 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組(前ペーラの取組の例を参

照)を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーショシ・助産所が、補助の対象

機関となります。

※ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者で
ない訪問看護ステーションは補助の対象外です。

※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確
保事業Jの支援金と重複して補助を受けることはできません。

[②感染拡大を防ぐための取組を行い、補助の対象経費を計算します。 I
O 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら

地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、

幅広く補助の対象経費(前ペーラの経費の例を参照)となります。

※ただし、「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外

※令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、支出済み
の費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用ち合わせて、概算額で申請するこ
とち可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証
拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれ
ていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を
返還していただくこととなります。

(③申請書等を作成します。 I

O 次ペーラを参照して、 所定の様式により、申請書及び事業計画書を作成します。

O 申請は1回のみとなります。

;④申請書等を原則としてオシラインにより提出します。 I
O ③で作成した申請書及び事業計画書について、各都道府県の国民健康保険団体

連合会(以下「国保連J)に原則としてオシライシにより提出します。

[⑤都道府県が申請内容を確認後、補助金が交付されます。 I
O都道府県が申請内容を確認後に交付決定し、各都道府県の国保連か5補助金が

振り込まれます。

(⑥概算額で申請した場合、事後に実績報告を行います。 I
O概算額で申請し、補助金の交付を受けた場合、支出実績が補助金額を超えた際、

又は実績報告の期限(令和3年4月中旬ごろ)が到来した際、 都道府県に対して、所

定の様式により実績報告を行います。

O実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、精算を行います。

※実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となります。

※一部の者随府県では、実績報告の期限を吻に定められる場合があります。



申請書及び事業計画書の入手・提出方法 l 
E正吾E較m圭よ謂nm主，~...... ~軍高司圃

-申請時に必要な書類は、申請書及び事業計画書となります。

-以下の厚生労働省ホームペーラ、各都道府県ホームペ一歩等において、夕、ウシロードできます。

〔厚生労働省ホームページ〕
https:/jwww.mhlw.go.jpjstfjseisalくunitsu itejbu nyajlくenkou_iryoujiryoujlくansenkalくudaiboushishien.html 

「申請書J r事業計画書J
機式2-1 cr線式2えは紙剛諸周であり、どちらか一方を"附 lγヲ〆ン示ホγに/命 凶日空行 +;:; λ 叫 tテ<:1"i"iつv-p 杭 司

事業計画書医療機関薬局等における感染拡大防止等支援事業

時図 工三Eヨ
令耳目2年8月1日 抱袷.要

i主主~じ 1
=て二て

東京都知事殿

一、一、， ゲ山
叶Lへ〆ー

東京都中央区日本橋0-0-0

医療法人社団000 ムムム病院

病院長 OOC'O 一一一τ:弔 問山山

とゴ232;lfL4zumLzrit双山"岨

令和 2年度新型ゴロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療機関・薬局等1;::1 1 る山口座の債権問に閣内問問問団 有されるI' J い ぉ~'w: ... .."，l>旬以~_ ~. "..，，"...~ .;.lrr，山口ア明

おける感染拡大防止等の支援)の交付申請書 I I叩合町録されずいる岨即時叫吋閉するこ k 闘する | は い 山川 l川 h."'"~T. '-_

標記について、次により交付金を交付されるよう関係曹類を添えて申請す否。

1 申 請額 金17，000，000円

l 相単J 】 昭廟"， -~ "， ';串 岡.川町九山 罰 州・.... ".，，，叫町帆市.単調車J の支援金の申請をし I"'~~州側 l 加 を剛山p書、
l 冗い…一…一一玖ておらず 剛首ずる予定もない 面撤〈従隼い

事蚕頁蔚

相 コロナウイルス即時ヲ白書一一一…問問問岬1:-;>，て

・4脳叫 ιぃ一 一一一一 ι - " ム̂ーー?叫

一円+"'..."マ…!町山一一一一一一一同"・4回

E韮若長率~m言主調nm望組問LW~~掃圃

傭励金受付敵国青銅 (門J 山 "'ずれ刊ない劃

一

干和ト {作与 4 

駅五 p 

h肋。れ山、叫孔

ワ λ必l 

φト 4心〉

L 日"ι五別2羽旬

uぞφト {仇、礼

小ド o刻

、リ況〉児: 

2 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療機関・薬局等における

感染拡大防止等の支援)に関する事業実施計画書

1283L2rtb蜘山山崎需の聞の開問者 L三 l、立主主"~叩叫に偏'.，\<mU

-申請書及び事業計画書について、原則として、各都道府県の国保連の「オンライン請求システ

ムJ(毎月の診療報酬請求に使用しているシステム)により提出します。

-オンライン請求システム未導入の医療機関等は、原則として専用のrWEB申請受付システム』か
ちの申請とし、 ネ汐卜環境に対応していない場合は、電子媒体(CD等)(こより国保連に郵送しま
す(電子媒体による提出が困難な場合は紙媒体を郵送)。

※一部の都道府県では、補助金の申請・交付窓口が国保連以外となる場合があります。詳しくは各都
道府県のホームページ等をご覧ください。

提出にあたっての留意事項(提出先が国保連の場合.

-申請方法に関わらず、診療報酬提出時期と重ならないようにするため、申請受付期聞は、 毎月

15日か5月末までの聞となります。

-電子媒体や紙で提出する場合は、原則「郵送」 とし、通常の診療報酬請求には同封せずに単独
で送付してください。その際、 封簡の表面に『緊急包括支援交付金申請書在中」と朱書きす

るなどしてください。

・電子媒体(CD等)による申請の場合は、 診療報酬請求と混同しないよう、申請書を閉じ媒体に格

納しないでください。また、郵送する際には、 媒体表面に分かりゃすく申請の概要(※)を油

性マラvク等で明記してください。

※申請の概要として、以下の項目を明記してください。
-タイトjレlこ「医療・感染拡大防止筈安揮事業|と記載。

「医療機関等コードIと「医療機関等生1を記載。



Q&A 

11 どのような費用が対象となりますか。 I
A1 r従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費Jを除

き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象と
なります。

※経費の例(例示であり、ごれに限られるちのではありません)

清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入等

[~ いつか5いつまでの費用が対象となりますか。 I
A2令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。

支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用ち合わせて、
概算額で申請するごとも可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が
必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください。

[~ どのような機闘が補助の対象となりますか。

A3新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療
所・薬局・訪問看護ステーション・助産所を対象としています。

※ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪
問看護ステーションは補助の対象外です。

※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業J
の支援金と重複して補助を受けることはできません。

※取組の例(例示であり、これに限られるちのではありません)

①共通して触れる部分の定期的・頻固な清拭・消毒などの環境整備

②予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知

③発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保
やレイアウト変更、診療順の工夫など

④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保

⑤感染防止のための個人防護具等の確保

⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康官理等)

[~ 新型コロナ患者の受入れ対応などをしていなくても、対象となりますか。 I
A4対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。

I病院の胎、補助上蜘lfiiIiJ万一日床数」となっ吋引
病床数に制限はありますか。一般病床以外の病床も対象ですか。

A5病床数の制限はありません。一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結
核病床の許可病床数の合計となります。

なお、原則として令和2年4月1日時点の許可病床数となりますが、増床や新規
開院をしている場合は、 「申請を行う日」の許可病床数を用いてください。

11国保連か5の振込の場合、どの口座に振り込みされますか。 I
A6国保連からの診療報酬の振込用に宅老されている口座に振り込まれます。



16窃 家賃支援給付金
に関するお知らせ (2

| 家賃支援給付金とは.

5月の緊急事態宣言の延長等により、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l 支給対象 ω ③すべてを満たす事業者."

①資本金10億円未満の申堅企業、中小企業、小規槙事業者、フリー

ランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。

②5月 "'12月 の売上高について、

-主主旦で前年同月比企500/0以上 または、

.連続する3力月の合計で前年同期比企300/0以上

③自5の事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃・・・

法人に量大600万円、個人事業者に量大300万円を一括支給。

1~)Ën~>申請時の直近1力月における支払賃料(月額)算定方濯
に基づき算定した給付額(月額)の6倍

濫ム

個人事業者

E璽盟

支払賃料(月額)

75万円以下

75万円超

37.5万円以下

37.5万円超

給付額(月額)

支払賃料x2/3 

50万円+[支払賃料の75万円の超過分x1/3] 
※ただし、 100万円(月額)が

支払賃料x2/3 

25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分x-fT3] 
※ただし、 50万円(月額)が上限

家賃支援給付金コールセ〉ター 0120-653-930 、
(平日・土日祝日8:30"'19:00)

家賃支援給付金の申請はポータルサイトかB電子申請となります。
※電子申請が困難な方I~は各都道府県の申請ザポート全揚{完全予約制} Iζてサポートを行います。

〉詳細はポータルサイトをご確認<~古い httDs:~~chin -shien . e:o . i D/index.html 



よくあるお問い合わぜ

Q1.申請に必要な書類を教えて三ださい。

Al.以下の書類をご用意いただき、ポータルサイトにて電子申請をいただきます。

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書※1等)

② 申請時の車近3力月分の貫料支払実績を証明する書類※2
(銀行通帳の表紙及び支払い実績がわかる部分の写し、振込明細書等)

③ 本人確認書類(運転免許証等) } 
④ 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等) 持続化給付金と同様

※1申請者ご自身の名義で契約されているごと、 2020年3月31日と申請日の両方で有効なちのであるごと
が必要ですが、例外!とよって申請力?できる場合もあります。詳細は家賃支援給付金申請要領
(以下、申請要領)の原則基本編の3-5-3の記載内容をご確認ください。

※2賃貸人(かしぬし)から支払いの免除または描予を受けている場合や滞納をしている場合ち例舛!とょっ
て申請力吋きる場合もあります。申請要領別冊2-9の記載内容をご確認ください。

Q2.自己保有の土地・建物について、ロー〉を支払中の場合は対象ですか?

A2.対象ではありません。

ー
. 
Q3.個人事業者の「自宅』兼『事務所jの家賃は、対象ですか?

A3.対象ですが、確定申告書における損金計上額等、自らの事業に用する

Q4.借地の賃料は対象ですか?

A4.対象です。なお、信I也ょに賃信している建物が存在するか否かは聞いません。

(例:駐車場、 資材置場等として事業!こ用している土地の賃料)

Q5.管理費や共益費も賃料の範囲!こ含まれますか?

A5.給付額纂定の責用に吉まれますが、 賃料について規定された契約書と別の契約書に

規定されている場合は、 算定の対象になりません。

Q6.地方自治体か8賃料支握を受けている場合ち対象ですか?

A6.対象ですが、申請要領原則基本編2-4-4の通り、算定に際し考慮され

Q 7.賃貸借契約書上の賃貸人{かしぬし}の名義と現在の賃貸人の名義が

異なる場合は給付の対象ですか?

A7.申請要領別冊2・1.例外①に記載の通り、 様式5-1r賃貸借契約等証明書J等をご提

出いただければ、給付対象となる場合があります。

Q 8.賃貸借契約書上の賃借入{かりぬし}等の名義人と主実際!こ賃料を払つ

ている申請者とが異なる場合は、給付の対象ですか?

A8.申請要領別冊2-2.例外②に記載の通り、様式5-2r賃貸借契約等証明書J等の所定

の様式に現在の賃貸人の署名を含めご提出いただければ;給付対象となる場合があります。



雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に

休業、教育訓練文は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部

を助成するものです。

新型コロナワイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

【特例の対象となる事業者】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)

【特例措置の内容】※主鍾が令和2年4月1日か5令和2年9月30固までの休業等lζ適用

(※その他は休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年 9月30日までの場合に適用)

0助成内容・対象の大幅な拡充

①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業単豆、大企業主主)

②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業主旦L.l.阜、大企業主MJ
※助成額の上限を対象労働者 1人 1日当たり15.000円!こ引き上げ

③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ

(中小企業2.400円、大企業1.800円)

④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期聞が

6か月未満の労働者も助成対象

⑤ 1年間に100目の支給限度回数とは別枠で利用可能

⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業右対象に

O受給要件の更なる緩和

⑦生産指揮の璽件を鍾和(対象期間の初日が令和2年4月1日から

令和2年 9月30日までの聞は、 亘盤温之)

⑧最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

⑨雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃

⑩事業所設置後 l年以上を必要とする要件を緩和

⑪休業規摸の要件を緩和

⑫支給対象期間の初日が令相2年1月24日から5月31日までの休業に

係る休業申請について、申請期限を令和2年8月31日まで特例的に緩和

⑬出向要件を緩和<r3か月以上 1年以内jをf1か月以上 1年以内J(こ)

O活用しやすさ

⑭短時間一斉休業の要件を緩和

⑮残業相殺制度を当面停止

⑮生産指標の要件を緩和し、比較対象となる月の帽を拡大(前年同月または昨

年12月との比較=今前々年の同月または前月から前年同月のうちの適切な 1か月との比較)

⑫申請書類の大幅な簡素化

⑬休業等計画届の提出が不要(令和2年5月19日より)

⑮オンライン申請の開始(運用開始が延期となっておりますので、お待ちください。)

厚生労働省HP
【お問合せ先] 雇罰金ページ

最寄りの都道府県労働局または八口一ワークへ 国軍艦哩

またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わ世に対応します。睡眠官畠

0120-60・3999(受付時間 9:00'""21:00(土日・祝日含む)) 面再認輯



雇用調整助成金の特例措置
更なる拡大について (6月12日̂"')

【助成額の上限額の引き上げ及び助成率の拡充について】

1.助成額の上限を対象労働者1人1日当たり15.000円に引き上げ

これまで、雇用調整助成金の助成額の上限額は、対象労働者 1人 1日あた

り8，330円となっていましたが、今般、令和 2年 4月 1日から9月30日までの
期間の休業及び教育訓練について、イト業規模を間わず上限額を15.000円
に引き上げることとしました。

2.解雇筈を行わない申小イト業の助成率を10/10(t:引き上げ

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助

成率は、原則 9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となってい

ましたが、今般、この助成率を一律10/10(t:引き上げることとしました。

3.遡及適用について

./ 1・2については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、

令和2年4月 1日に遡って適用となります。

なお、労働局・八口ーワークで追加支給分(差額)を計算しますので、
高度の申請手続きは必要ありま世ん白

①既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
二今後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

②既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主

当追加支給分(差額)を含めて支給いたします。

J ①又は②の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業

員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分に

ついての追加支給のための手続が必要となります。

【緊急対応期間の延長について】

新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金について

は、令和 2年 4月 1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の

特例措置を講じてきました。
今般、緊急対応期間の終期を3か月延長するごととし{令和2年 9月30固

まで延長)、上記助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用

することとしました。

【出向の特例措置筈について】

雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期聞が13か月以上

1年以内Jとされていますが、緊急対応期間内においては、 Zれをr1か月以ト

1年以内J(t:緩和しました。



特別労働相談窓口|大阪労働局

※雇用調整助成金に関する相談窓口

3 職業安定部雇用保険課助成金セシター内

住所

干540ー0028 大阪市中央区常盤町1-3-8

(中央大通FNビル9階)

電話番号 06 -7669 -8900 

雇用調整助成金のご相談は、大阪労働局内の他部署の電話番号で対応できかねますので、

こちらの番号へお掛けください。

相談時間 8: 30"-'17 : 15 (月~金)

Page 1 of 1 

相談内容新型コロナ感染症の影響による雇用調整助成金に関する相談 [厚生労働省HPヘリンク]

※雇用調整助成金に関する相談は完全予約制です

現在ご相談のため来局されている方が殺到している状況の中、待合席での新型コロナウイルス感染防止

のため、

完全予約制にて相談を承っております。

ご予約は、電話にて雇用調整助成金相談予約受付コールセシターまでお問い合わぜください。

雇用調整助成金相談予約受付コールセンター

電話番号 0120-169-207 (フリーダイヤル)

受付時間 8 : 30"-'17 : 15 (月~金)

※雇用調整助成金に関する相談予約の受付のみの対応となります。

※コールセンターでは、助成金センターの職員による相談(場所は大阪合同庁舎2号館)

と各八口ーワーク内の社会保険労務士による雇用調整助成金相談コーナーの予約を受付しています。

※ご予約は、八口一ワークでは受け付けしておりまぜん。雇用詞整助成金相談予約受付

コールセンターへのお電話でご、予約をお願いいたします。

※一般的なお問い合わせは 「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターIでも承りま

す。

(雇調整助成金のFAQはこちら 【扉生労働省HPヘリンク】 ) 

電話番号 :0120・60・3999

受付時間:9 : 00"-'21 : 00 (土日 ・祝日含む)

27 



持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継

続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給

します。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業

種の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。

【給付額】

法人は200万円、個人事業者は100万円

※ただし、昨年 1年間の売上からの減少分を上限とします。
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
l・売卜減少分の計算方法

|前年の総売上(事業収入)一(前年同月比企500/0月の売上×防月)

【給付対象の主な要件】
①新型コロナウイルス感染症の影響(こより、ひと月の売上が前年同月比で

50%以上減少している事業者。

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業

を継続する意思がある事業者。

③法人の場合は、

( 1 )資本金の額または出資の総額が10億円未満、又は、

(II)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が 2，000人以下

である事業者。

※6月29日から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事

業者Jf2020年 1"-'3月に開業した事業者Jの申請受付を開始しました。

詳細は、以下のHPをご覧ください。

【申請廿イ卜】

円寺続化給付金」の事務局HP

https:/ /www.;izokuka-kvufu.;p 
【申請要領・よくあるお問合せ等】

震韓
上記の事務局HPまたは、経済産業省HPよりご確認いただけます。

経済産業省HP(持続化給付金)

回』間回

F・a司耳

目回閣1

http5:/ /www.meti.qo.;p/covid-19Iiizokuka-kvufukin.html 

【お問合せ先】

持続化給付金事業コールセンター
直通番号 1120-115-57oIP電話専用回線 :03-6831-0613
受付時間:8:30"-'19:00 
※7"-'8月(毎日)、 9"-'12月(土・祝日を除く)



持続化給付金
【申請サポート会場】

持続化給付金については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申

請を行うことが困難な方のために、「申請サポー卜会場Jを開設しています。

「申請サポー卜会場」では、電子申請の手続きをサポー卜させていただきます。

必要書類のコピー(できれ間見物)をご持参の上、お越し下さい。

なお、「申請サポー卜会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点力、ら完全事

前予約制とします。事前予約無しに御来場いただいてもサポートが受けられま

せんので、ごう主意下さい。

開催場所一覧は、経済産業省HPで公開中です。

httos:/ /www.meti.qo.;o/covid-19/odf/ 
shinsei-suooort.odf 
※JII買次情報を更新します。

惨事前予約の方法

審議
予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレー

タ一対応)がございます。

①Web予約

「持続化給付金」の事務局ホームページよりご予約ください。 旦姐国
httos:/ /www.;izolくしJka-kvufu.;o/ G理吉田F

回F岨
②電話予約(自動)

「申請サポー卜会場受付専用ダイヤル」までお電話ください。

自動ガイダンスで、予約方法を案内します。

0120-835-130、 24時間受付可能

③電話予約(オペレーター対応)

「申請サポー卜会場電話予約窓口(オペレーター対応) Jにて、申請サポー

卜会場の予約を受け付けます。

0570-077-866、受付時間:平日、土日祝日ともに、 9:00"'18:00

その他、申請サポー卜会場にお持ちいただく資料などの詳細は、

「持続化給付金」の事務局HPまたは、経済産業省HPをご確認ください。

日寺続化給付金の事務局HP】 回出回

httos:/ /www.;izokuka-kvufu.;o/ 日空世田
回F岨

【経済産業省HP】
httos:/ /www.meti.Qo.;o/covid-19/shinsei-suooort.html 審議



。 経済産業省

支援対象を拡大します

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける中小法人・個人事業者に対して、

事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える

持続化給付金を支給しております。

この度、これまで対象となっていなかった、以下の事業者を新たに対象とします。

得
賭

:
所
司
朝

日
川
与
臥

初
給
日
川

説

得

臨
時
蜘

砲

事

で

2020年1月 '̂3月
の聞に創業した事業者

どち8のケースも、収入が500/0以上減少していることが条件です。

従来の申請と比べて、 ご提出いただく書類が変わります。

給付額

回融100万円
(注)対象月:売上等が企50%以上の月

(対象月の収入※x12ヶ月)(式〕前年の収入※ー
※業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります

圏中他人等駄200.万円、個人事業者等最大100.万円

〔式〕今年1月"'-'3月江総売上÷今年3月まで舗働組数x6一対象月の売上 x6

申吾主方法申吾主開r日日間 、 日田 口

新たに対象となった方の申請は6月29日より受付開始

申請は、 WEB・スマホから電子申請
(全国iこ設置した申請サポー卜会場でも申請が可能)

※従来よりも、審査に時間を要すること力守息定されます。

※審査江結果、給付要件を満Tこさない場合(こl志給付できまぜん。

裏面に、要件や必要書類をまとめてあります。ぜひ、ご一説。 E盟国b
¥1U 



(業務委託契約等に基づく事業活動かちの収入に限ります)

対象者の要件・必要書類は以下の通りです。

以下の要件を満たす事業者がヌ橡となりますo

( 1 )雇用契約によ5ない業務委託契約等に基ブく収入で、あって、
雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、
今後も事業継続する意思がある(※確定申告で事業収入あり弓現行制度で申請)

(2 )今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて500/0以上減少している

(3) 2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

E韮孟誼品圃 申請時には、以下の書類を提出してください。 ※黄色マー力一分力温加

( 1 )前年分の確定申告書
( 2 )今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
( 3) (1)の収入が、業務委託契約等の事業活動かちであることを示す書類

①業務委託等の契約書の写し文は契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書文は源泉徴収票
③支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)

(4)国民健康保険証の写し
( 5 )振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

固 2叫 1ーの悶業 し 謀 者

創業月"'3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象

月平均 50万円 対象月

創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認いたします。

詳細情報はコチラ I 

本資料でご;紹介した内容の詳細は、 HP(こてご案内しております。

回申請要領(主回臥鶴間縄・簡明暗号で暗静観劇臥覇者鞠け)

回申請要領(申J臥等向付、個人事業欝向附をご確認ください。

申請廿ポート会場

全国に設置したサポート会場で、電子申請をサポー卜します。

設置箇所・予約方法については、持続化給付金事務局HPをご確認ください。

持続化給付金事業コールセンター

0120-115-570、[IP電話専用回線]03・6831・0613

経済産業省 持続4醐付金事務局

FJ盟国盟
』細面描

持続化給付金事務局

回南国田
E凶空唱宮

田恒同時

※受付時間 8:30'""19:006月(毎日)・7且，":112月(土曜日を除く日力ち金曜日)



小学校等の臨時休業に伴う

保護者の休暇取得支援
(労働者に休暇を取得させた事業者向け)

一部拡充予定(適用については後日詳細発表)

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合

等に、その小学校等に通ラ子どもの保護者である労働者の休職に伴ラ所得の

減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇と

は別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。

「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「

【対象事業主】

①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法

上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた

事業主

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした

小学校等(※)に通う子ども

※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後

児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②新型コロナウイルスに感染した等の子どちであって、小学校等を休むことが必

要な子ども

【支給額】

休暇中に支払った賃金相当額 x 10/10 
※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
※令和2年 4月 1日以降(C::取得した休暇筈においては、日額上限額を

15.000円(C::引き上げます白

【適用日】

令和 2年 2月27日"'9月30日の聞に取得した休暇
※春休み・夏休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。

【お問合せ先】

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

:0120-60-3999 

詳細は、IZ新型コロナ休暇支援也 で検索、

または、右のQRコードよりご確認ください。



2 資金繰り支援
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中小企業向け資金繰り支援内容一覧表 (6/15時点)
※見世支まの観点足長関照化し主犯主主ので、 詳しい情報は支握策J(ンフレVトでご確認くたさい。

。 鰐勝弘

⑥個人事業主向け(小規模に限る)

-EヨE塁塁霊ヨ・

売上高5%以上減少なら 実質無利子

売上の減少幅に関係なく 貸付 ト+

-・~Il翠翠E・・
お近くの民間金融機関
(セーフティネッ卜保証5号)

白本政策金融公庫

(コロナ特別貸付)

商士組合中央金庫等

(危機対応融資)

日本政策舎融公庫

(セーフテイネy卜貸付)

-最大4000万円、当初3年品官。子補給

.融資期間10年、うち据置5年以内

・信用保証協会利用にか力喝保証料ゼ口

-中小事業最大2億円、国民事業最大4000万円(別枠)

.設備20年、運転15年、ラち据置5年以内

・当初3年間利子補給

・最大2億円(別枠)
・設備20年、運転15年、ラち据置5年以内

・当初3年間利子補給

-国民事業最大4800万円

・設備15年、運転8年、うち据置3年以内等

対一 卜 ア ッ プ 再 生 時 ~I 資本性劣後ローン卜→ 日本政策金融公庫

(コロナ資本性劣後口一:;，)

-国民事業最大7200万円(別枠)

・貸付期間5年1:7月、 10年、 20年(期限一括償還)

②小・中規模企業者向け(⑥以外)

売上高20%以上減少なら

売上高15%以上減少なら

売上高5%以上減少なら

売上の減少幅に関係なく

スター卜アyプ・再生支援等

-・間宮冒存意事盟国 -・~Il翠蓮司・・・

』一一一惨

実質無利子
小規模*

小規模ホて、はない . 

ー------惨

低利融資

保証料補助
ー

トー

日本政策合融公庫

(コロナ特別貸付〕

商工組合中央金庫等
(危機対応融資)

おi斤〈のR間全融機関
(セーノァヘイネタH果a4号、危機関連保証)

日杢盛差金副盆塵
(コ口ナ特別貸付)

直工組合虫安舎塵笠
(危機対応融資)

益mの医間金融機関
(セーフ7イネット保証5号)

日本政策舎融公庫

(セーフテイネット貸{寸)

日本政策合融公庫

(::J口ナ資本性劣後口一:;，)

商工組合中央金庫等
(危機対応融資)

-中小事業最大2億円、国民事業最大4000万円(別枠)
.設備20年、運転15年、うち据置5年以内
-当初 3年間利子補給

-最大2億円(別枠)

・設備20年、運転15年、うち据置5年以内

.当初3年間利子補給

-最大4000万円、当初3年間利子補給

.融資期間10年、うち据置5年以内

・信用保証協会利用にかかる保証料ゼ口

-中小事業最大2億円、国民事業最大4000万円(別枠)

.設備20年、運転15年、うち据置5年以内

・当初3年間基準金利企0.9%

・最大2億円(別枠)

・設備20年、運転15年、ラち据置5年以内

.当初3年間基準金利企0.9%

-最大4000万円

・融資期間10年、うち据置5年以内

・信用保証協会利用にかかる保証料を1/2補助

-中小事業最大7.2億円、国民事業最大4800万円

.設備15年、運転B年、うち据置3年以内等

-中小事業最大7.2億円(別枠)

-国民事業最大7200万円(別枠)

・貸付期間5年1ヶ月、 10年、 20年(期限一括償還)

・最大7.2億円(別枠)

・貸付期間5年1ヶ月、 10年、 20年(期限一括償還)

企業の分類の考え方 売上高要件の考え方(注}

<創業1年 1か月以上>

<※小声見模の要{牛> 最近1力月米の売上高と、前年または前々 年の同期と比較

製造業、建設業、運輸業、そ正他業種
→従業員20名以下 <創業1年 1か月未満及び居舗・業容拡大しEいるスタートアvフ?など〉

以下のいずれかで比較※業歴訪月以上に限る
卸売業、小売業、ザー巴ス業 ・最近1力月の売上高と過去3力月(最近l力月を含む)の平均売上高の比較
→従業員5名以下 ・最近1力月の売上高と令和元年12月の売上高の比較34 最近叩売上高と令平日日月から叩平間上高を比較



資金繰り支援内容一覧
融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援します。

[政府系金融機関による融資 l 
融資による支援では、大きく分けて3段階の支援を実施。

-E璽匡冨盟国・】

セーフティネット貸付
基準金利

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策マル経融資
危機対応融資

「f元瓦主7五一一一一一一一一一-1!「【対象要件】

i売上高等の要件はなし : I 売上高企5%以上減少
_J Iしこ巴空己主竺竺ででこささど空巳竺，)CJl¥TIとささ1三1r.t

+ 
| 特別利子補給制度
| 特別貸付を利用した事業者

| を対象に利子補給

【対象要件】 | 
個人事業主(小規模要件なし l 

小規模(法人売上高企15%減 l

|中小企業:売上高企20%減 l 

|民間金融機関による信用保証付融資 ※保山師上保証限度額一 |

セーフティネV卜保証4号・5号 |危機関連保証
一般保証とは別枠(2.8慣円1で保証。4呈且牟

固47都道府県を対象地域lこ100%保証、 三呈

は量2響を壱けている業種を対象lこ80%保評。

| セーフティネットイ果~iEとは、合らに日IWH2.8イ言、円 1
| で、全国・全業種※を対象[ζ100%保証。
| ※一部保証対象外の業種力あります。

-=彊亙nI霊韮圃・+ E罰T帯 n彊軍罰百宮田・+ E理 11宮間帯田町罰百宮田・

信用保証付融資における保証料・利子減免
セーフティネット保証4号・5号・危機関連保証を利用して、

一定の要件で制度融資を活用した事業者の保証料思疎骨』し、

かつ実費無利平化。

【資金繰り支援全般に関するお問合せ先】

》中小企業金融相談窓口 0570-783183
※平日・土日祝日9時00分"-'19時00分

》個別支援策のお間合世先各ペーラ末尾の【お間合世先】までご連絡ください。

【民間の金融機関とのお取引に関するお問合せ先】

》金融庁相談ダイヤル 0120-156811(フリーダイヤル)
※平日10時00分"-'17日寺00分 ※IP電話からは03-5251-6813におかけください。



日本政策企離語版部輔監漕による

新型コロナウイル刃麟掴朝l蹟付
※新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度

(teべ 討 を併用することで実質的な無利手化を実現

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.90/0の金利引き
下げを実施。据置期間は最長5年。各公庫の既往債務の借換も司能白

7月頭より、融資限度額と利下L邦艮度額の引き上悦実施。

「【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を l 
来たし、次の①または②のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年文は前々年の同期と比較して50/0以上減少した方l

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または届舗増加や合併など、売上増

加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行ってし1る企業(ベンチャー・スター卜

アップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等

は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して50/0以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高

b令和元年12月の売上高

C 令和元年10月 ~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保

【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内【うち据置期間】互生以自

【融資限度額(別枠)】中小事業6億円 (拡充前3億円)、
国民事業8，000万円 (拡充前6，000万円)

【金利】当初3年間某準合未11企0.9%、4年目以降基準金利

中小事業1.110
/0→0.210

/0、国民事業1.360
/0→0.460

/0

【利下げ限度額】中小事業2億円 (拡充前1億円)、

国民事業4，000万 円 (拡充前3，000万円)

※金利は令和2年5月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

※国民事業における利下げ限度額は、 I新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス

感染症特別貸付jおよび「新型コロナウイルス対策衛経jとの合計で4，000万円 (拡充前3，000万円)となります。

※国民事業においては、継続して事業を行う一般社団法人、社会福祉法人、 NPO法人等の方も対象になります。

※令和Z年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合ち、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

【お問合せ先】

吟 日本公庫事業資金相談ダイヤル:0120-四 -505
平日のご耳目談

沖縄公庫事業資金相談ダイヤル:0120-981-827 

ゆ 日本公庫 :0120-1凶 76(国民)、 0120-327790伸小)
土日・祝日のご祖談

沖縄公庫:0120-981-827 



特別利子補給制度(実質無利子)

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付I、『新型コロナ

ウイルス対策マル経融資I等若しくは商工中金等による『危機対応融資11こより
借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利
子補給を実施。公庫筈の既往債務の借換右翼質無利手化の対象。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第

中小企業庁HP等で公表予定です。

「【適用対象】

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付J、「新型コロ

ナウイルス対策マル経融資j若しくは商工中金等による「危機対応融資Jによ
りイ昔入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点、の最近1か月又

はその後2か月の3か月間のうちいずれか1か月と前年又は前々年同月の売

上高を比較し、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)要件なし

②小声尉莫事業者(法人事業者)売上高企150/0減少

③中小企業者(上記①②を除く事業者)売上高企200/0減少

※小規模要件

・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
【利子補給】

・期間:借入後当初3年間

-補給対象上限:中小事業・商工中金2億円 (拡充前1億円)、

国民事業4，000万 円 (拡充前3，000万円)

※利子補給上限額は新規融資t公庫筈の既件債務イ昔換tの合計舎額

※業歴が3か月以上を有する創業聞もない方や、 1年以内に届舗拡大等を行った方は、前年又は

前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~
12月の平均額のラちいずれかの売上高と比較も可能です。

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付j、「新型コロナ

ウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付jおよび「新型コロナウイ
ルス対策衛経」との合計で4，000万円 (拡充前3，000万円)となります。

※令和2年1月29日以降!こ、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場
合には本制度の遡及適用が可能です。

【お間合世先】

(独)中小企業基盤整備機構

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570-060515 
【受付時間】平日・休日 9時00分"'17時00分



4砂新型コロナウイルス感染症対策に係る保匝制度の選択チャート(保匝料・利子補給有無別)

【取得可能な罷定書】(*1) 

経営安定関連保証

.. 

【補給の内容】 【利用可能な保置制度】

附制度|

保証料補給 | 新 型 コ 日 イ ル ス

全額 感染症対応資金保証園。
利子補給 保証料率 0.85%(将)

当初 3年間 金利回1.2%固定

保証期間 10年以肉

ー吟|据置 5年以内

4号認定

危機関連保証

認定
v 

A.売上高等減少が

企 15%以上の方 ，" 
または にヱ
B.個人事業主で小規 I ---，.-

模企業者同2)の方

'No  

( 上記以外の方 J" 

経営安定関連保証

5号認定

(指定業種に限る)

ネj)認伝書[士、お客さま(巾小企業内方)川町咋 (個人事業+付は社る 市 制l凶作酬の市町付に叩得山忠でr
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【売上高等減少要件】

( 企2例以上 )Yes

.. No 

企 15%以上 jYes

.. No 

1Yes 
企 10%以上

.. No 

ーゆ
保証料補給

半額

(利子補給なし)

ー・吟 |匠亙亙新型コロナウイルス感染症対応緊急資金保証(4号・5号認定)
l 保置料率 4号0.90%・5号0.80%

金利 1.2%固定、保証期間 7年以内、据置1年以内

匠亙亙経営安定サポート資金保証(4号・5号認定)
保証料率 4号0.90%・5号0.80%

金利金融機関所定、保証期間 7年以内、据置1年以内

匡画国経営安定関連保証(セーフティネット保証)(4号・5号認定)
保E正料率 4号0.90%・5号0.80%、金利金融機関所定

保証期間原則5年以内 (既存保証の借換を含む場合は

保証期間 10年以内、据置 1年以内)

【取得可能な寵定書】(*1) 
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経営安定関連保証
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(指定業種に限る)

38 

【利用可能な保証制度】

匠亙亘新型コロナウイルス感染症対応緊急資金保~iE(一般)
保証料率弾力化料率、金手1]:1.2%固定、保証期間 7年以内、据置1年以内

匝亙亙経営安定サポート資金保証(危機関連)
保証料率 O目 80%、金利 1.2%固定、保証期間 10年以内、据置 2年以内

雇画面危機関連保証
保証料率 O目 80%、金利金融機関所定、保証期間 10年以内、据置 2年以内

-大阪信用保証協会HPより



セーフティネット保証4号・ 5号

セーフティネット保誼とは?

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)

とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

!Oセーフティネット保証4号 | 
i幅広い業種で影響力t生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8

1億円)で借入債務の1000/0を保証。

l※売上高力t前年同月比企200
/0以上減少等の場合 l 

!OセーフティネV卜保証5号 | 
i特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億!

|円、 4号と同枠)で借入債務の800/0を保証。

l※売上高力満年同月比企50
/0以上減少等の場合 l 

※3月13日から、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者等について認定基

準の運用を緩和(過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高の比較等)

※4号の対象地域及び5号の対象業種は?

.SN4号 :3月2日に全都道府県を対象に指定しました0・SN5号 :5月1日より全業種を指定しました。

※Zう来日用手続の流れ (4号・ 5号)

①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。

②対象となる中小企業者の方は本届等(個人事業主の方は主たる事業所)

所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き

融資の申込みをしてください。
※都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関によるワンストップ手続きの推進、申請書

類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。

認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1
月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日
間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。

※ご利用(こは、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお間合わせください。



危機関連保証

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏

まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証J(借入債

務の1000/0を保証)として、売卜高が前年同月比....150/0以卜減

少する中小イト業・小規模事業者に対して、更なる別枠 (2.8イ言、
円)を措置。

※一部保証対象外の業種があります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご祖談ください。

これにより、セーフティネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証別枠を確保

「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一|
|【イメージ図】

四国軍 団 盛 田 田 ・+EE盟理盟国四国+阻 霊璽盟1m璽圃 |
4号目 100%保証(全都道府県) 危機関連保証

5号:80%保証(指定業種 100%保証(全国・全業種

|※保証枠とは、制度上の保証限度額のことです。 別枠 (2.8億円)は共有 | 
|※保証割合は、金融機関からの借入債務に対して信用保証協会力保証する劃合です。 I
L_ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」

※と未IJ用手続の流れは前ページのセーフティネット保証と同様です。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査力協ります。

※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお間合わせください。

【お問合せ先】

中小企業金融相談窓口 0570-783183
※平日・土日祝日9時00分'"'-J19時00分
※実際の融資の相談・申込については、お取引のある又はお近くの金融機関

にご相談ください。

【最寄りの信用保証協会】

右のQRコードよりご確認いただけます。

ゆ 土日・祝日の連絡先についてU ペーラ「土日・祝日のご搬」を
在同在E忍ください。

回据副団

地 i 司
回日開畢



民間金融機関における

実質無利子・無担保融資
都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子※・鰐旦保・

据置最大5年の融資を拡大。あわせて、信用保証の保証料を半額又はゼ口に。

各自治体において準備が整い次第、融資上限額を拡充.

※一吉防都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いいただいた上で、事後的にお支払いいただい
た利子分を事業者(;::お戻しするごとで、金利負担力i実質的に無利子となる仕組みとしています。

「【対象要件】

国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフテイネッ卜保証4
号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせ

ば、保証料・利子の減免を行います。

※資金繰りが逼迫している場合には、まずは民間金融機関によるつなぎ融資を行い、このつなぎ融資を
実質無利子融資に振り替えること力t可能となる場合もごさいます。詳しくは各金融機関ヘご相談下さい。

l 売上高企5--E置 .A.15
0
k・

個人事業主
(事業性あるフリーランス

含む、小規模のみ)
保証料ゼ口・金利ゼ口

小・中規模事業者
(上記除く) イ呆量正末3↓1/2

【融資上限額】 4，000万円 (拡充前3，000万円)

保証料ゼ口・金利ゼ口

※条件変更!こ伴い生じる追加保証料は事業者の負担となります。

【補助期間】保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間

【融資期間】 10年以内 【うち据置期間】最大5年

【担保】無担保

【保証人】代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば

不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)

【既往債務の借換】

信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質

無利子融資への借換が可能。

【お問合せ先】

中小企業金融相談窓口 0570-783183
※平日・土日祝日9時00分"'-'19時00分
※実際の融資の相談・申込については、お取引のある又はお近くの金融機関

にご相談ください。



d&島 申輔請の侃流れω お肌は刷な昧閑跡か

金融機関力がtワンス卜Mツプて杭効率自的q、迅速に申請手続きを行います。

まずはお取引のある又はお置くの金融機関にこ、、相談ください。

②与信審査・書類準備

事
業
者

市区町村

⑤融資

保証協会
4

用計
廿
等

Hd
日明

エ
小

E
L司

・
府道都

※自治体によっては事業者の利便性の観点

から、若干異なるスキームとなるごともあります。

-・白 売上高減少要件はと、のように判断しますか?

売上高減少要件は、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の

適用要件と連動しておりますので、

セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証

いずれかの認定書を取得してください。

申請に必要な情報を教えてください。

① 市町村認定書(セーフティネッ卜保証4号・5号、危機関連保証のいずれか)

②金融機関必要書類

③保証協会必要書類 など

※具体的にどのような資料が必要と~かは、各金融機関ヘご相談ください。
守 ι (2020. 6. 5経産省HPより)



|令和2年6月12日更新 | 山 丹問 独立行政法人福祉医療機構

福祉医療貸付部

~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療関係施設等の皆さまヘ~

F 無担保・無利子の新型コロナウイルス l 
h 対応支援資金の融資を行っています l 

当機構では、新型コロナウイルス感染症により、減収・事業停止等の影響を受けた医療関

係施設等に対し、優遇融資を実施しています。

今般、令和2年度第2次補正予算により、 すべての施設・事業の貸付限度額を「従来の額I
と「月次減収額の12倍のいずれか高い方Iまで拡充しています。

さらに、 新型コロナウイルス対応を行う医療機関文は都道府県医療計画に基づく政策医療

を担う医療機関及び在宅医療を担う医療機関については 無担保貸付額・無利子貸付額を拡

五 しており、重点的な経宮支援を行っています。
※1 コロナ対応を行つ医療機関 コロナ患者の入院受入れ・病床確保、

接触者外来等の設置
位向剖目う闘機関有ßJi[R'f~Il"~号一一-ぐK¥、手l「いる政策医療を担う医療機関及び在宅医療を担う医療機関

融資条件

貸付対象
前年同期などと比較して減収又は利用者が減少している等

※要件に該当するかご不明な場合には、末尾連絡先までご相談ください。

償還期間(据置期間) 15年以内 (5年以内) ※据置期間は元金の支払猶予期間です。 ノ
①病院、

②診療所、助産所、
③コロナ対応を行 ④政策医療を担r?う

医療従事者養成

貸
付
利 当初5年間の
率 無利子貸付

の範囲

上記以外の部分

貸付金の限度額

無担保貸付

【既往貸付の取扱い】

介護老人保健施設、
施設、指定訪問

ラ医療機関川 医療機関幻

介護医療院
看護事業

(病院・診療所) (病院・診療所)

①・@の金誼と ①・@の金題と

1イ意円 4，000万円
「目リ年同月からの 「目リ年同月からの

減収額の2倍」の 減収額」のいずれ

いずれ台高い金額 台高い金額

0.2% (当初5年間の上記金額を超える部分及び6年目以降の部分)

次の金頚と「前年同月からの減収額の12i音」のいずれか白い金額

病院7.2億円、介護老人保健施設・介護医療院 1億円、

診療所・助産所・医療従事者養成施設・指定訪問看護事業4，000万円

病院3億円、介護老人保健施設・介護医療院 1億円、
診療所・助産所・医療従事者養成施設・指定訪問看護事業4，000万円

①コロナM応を往う医療機閏〔病陸・藍壇E1i2

上記金額と「前年同月か主の櫨担額のQi音|のいずれか高い金額

②政策医療をi日う医壇措閏{病陸・診種田}

上記金額と「前年同月か己の遁担額のJi音|のいずれか高い金盈

-ご融資には保証人(保証人不要制度<0，15%の利率を上乗せ)あり)が必要です。なお、所定の審
査があり、ご希望に沿えない場合があります。

当面6か月間の元利金、事業者の状況に応じて更に3年間(最長3年 6か月)の元利金のお

支払いについて、返済猶予のご相談に対応いたします。

・その他詳しい条件や融資のご相談については、下記連絡先までお問い合わせください0

・ご来訪いただかなくてち電話ちしくはお問い合わぜフォームでのご相談が可能です。

優遇融資の情報(優遇融資の詳細、 Q&A、借入申込書等)はこちら ー
https:/ /www.wam.qo.;p/hp/fulくuLshinqatacorona/ 凹

医療貸付専用ご相談フリーダイヤル :0120-343-863
※携帯電話等でつながちない場合 :03-3438-0403
お問い合わせフオーム:https://www.wam. 
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小規模企業共済制度の
特例緊急経営安定貸付等

|特例緊急経営安定貸付|

小規模イト業具j斉制度の緊急経営安定貸付とは?

経済環境の変化等に起因した一時的な業況悪化により、資金繰りに支障を

きたしている小規模企業共済の契約者に対して、 (独)中小企業基盤整備

機構が経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上が

減少した小規模企業共済の契約者に対し、緊急経富安定貸付の貸付利率

の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長なとの貸付要件の緩和を

実施します。

【ご利用いただける方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近

1か月の売上高が前年又は前々年の周期と比較して 50/0以上減少してい

る小規模企業共済の貸付資格を有する契約者の方

【貸付限度額】

2 ， 000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の 7~9 割の範囲内)

【貸付利率】

無利子

【償還期間】

貸付金額500万円以下の場合は4年、貸付金額が505万円以上の場合

は6年(いずれも据置期間1年を含む。)

【償還方法】

6か月ごとの元金均等割賦償還

【j8保、保証人】

不要

【お間合世先】

(独)中小企業基盤整備機構共済相談室

平日 9:00~18:00 (電話)050-5541-7171 



新型コロナ特例リスケジュール
新たに新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、

中小企業再生支援協議会※が窓口相談や金融機関との調整を含めた

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画策定支援を行います。
r-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新型コロナウイルス感染症特例リスケ53ユールとは?

①一括して既存債務の元金返済猶予要請
資金繰りに悩む中小企業者に代わり、主要債権者の支援姿勢を確認

の上で、一括して 1年間の元金返済猶予の要請を実施します。

②資金繰り計画策定における金融機関調整
中小企業者と主要債権者が作成する資金繰り計画の策定を支援しま

す。複数の既往債権者が存在する場合、新規融資を含めた金融機関

調整を行った上で、既往債権者の合意形成をサポートします。

③資金繰りの継続サポート
特例リスケジュール計画成立後も、毎月資金繰りを継続的にチェックし、

適宜助言します。

(①~③における中小企業者の費用は原則不要です。)

事業改善まで一貫してサポート

特例リスケ後、本格的な再生支援を希望する中小企業者に改めて、リス

ケジューjレ計画を含む再生支援を実施します。事業再生計画策定に必

要な費用 (DD費用など)の中小企業者の負担割合を引き下けます。

※中小企業再生支援協議会とは

中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的機関」として47都道府県に設

置されている、地域における再生支援のフラットフォームです。平成15年の設置以来、累計

で43，000件以上の相談実績、 14，000件以上の支援完了実績があります。

【お問合せ先】

中小企業金融相談窓口 :0570-783183

最寄りの中小企業再生支援協議会

以下のURL文は右のQRコードよりご確認ください。
httos:/ /www.chusho.meti.qo.;o/Iくeiei/saisei/
200225kvouqikai.odf 



金融機関等への配慮要請

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者の資金繰りに重大な支

障が牛じることがないよう、関係機関と連携し、政府系金融機関等に対し

て累次にわたって要請を行いました。

令和 2年 3月6日の要請では、大臣名で事業者の資金繰りに全力を

挙げて最大限のスヒードで万全の対応を行うことなど、年度末の資金繰り

に万全を期すよう、改めて配慮、を要請しております。
「一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

どんな配慮を要請しているの? (※繰り返し要請している内容は省略)

政府系金融機関等に以下の配慮を要請しております。

【当面の貸付業務について {2月7日)】

①適時適切な貸出

②返済猶予等の既往債務の条件変更

③企業の実績に応じた十分な対応

④セーフティネット貸付の活用(日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫に対して)

【年度末の繁忙期を控えて {2月28日)】
①迅速かつ積極的に対応

②個々の実情に応じた柔軟かつ積極的な対応

③顧客の理解と納得を得ることを目的とした十分な説明

【影響拡大を踏まえた資金繰り支援について {3月6日)】

①全力を挙げて最大限のスピードで万全の対応を行うこと

②赤字、債務超過等の形式でなく実情に最大限配慮すること

【経済産業大臣と政府系金融機関・信用保証協会連合会のトップと

の面談 {3月16日)】
大臣から政府系金融機関と信用保証協会連合会のトップ!こ対して融

資現場の実態把握を行い、最大限の対応を直接要請。

なお、民間金融機関に対しても、金融庁から、事業者への積栂的な支

援(事業者を訪問するなとの丁寧な経営相談、経営の継続に必要な

資金の供給、既存融資の条件変更等)を実施するよう、累次にわたっ

て要請を行っております。

【お問合せ先】

中小企業金融相談窓口 :0570-783183

金融庁相談ダイヤル:0120-156811 (フリーダイヤル)



資金繰りやローンの返済等でお困りのことはありませんか?
取引先の金融機関の相談窓口ヘ積極的にご相談ください。

銀行等においては、迅速かつ柔軟に事業者・個人

の皆様の支援に取り組んでいますので

お取引先の銀行等ヘ積極的にご相談ください

具体的な支援策(新規融資・条件変更)

-新規融資をお願いした
い。

-既往債務の返済猶予
について相談したい0

.住宅ローン等の返済

猶予について相談した
l，¥。

-政府系金融機関の活
用を検討したい。

新規融資・既往 ! 
債務の遅浩猶予 iまずはお取引先の

銀行等ヘ積極的に

相談 リ ご相談ください

迅速かっ柔軟に

つなぎ融資や、

返済猶予等の条件

玄夏

p、，、

‘' 

¥、「 民間金融機関 |J/協調・連携

新規融資の相談

セーフティネット貸付による支援

事業者・個人の皆様 |政府系金融機関|

金融機聞は事業者のニーズを踏まえた必要な支援巷実施します白

個人の事業性ローン、住宅ローン等についても必要な支援を実施しますの

弘金融庁
Financial Services Agency 
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( 躍担 問 問欄歪細亜蹴畠 〉
E王室Z同E怯屈曲強豆霊童亜認豆誼胸躍畢副司

令和2年3月6日

金融斤は、金融機関に対し以下の通り要請しておりますn (麻生財務大臣兼金融担当大臣談話)

各民間金融機関におかれては、従来より事業性評価や伴走型支援といった事業者の実態把握と必
要な支援に取り組んでいると承知していますが、今般の問題に対する対応はまさにこれまでの取組
の真価が問われる局面です。 2月7日の要請以降も、海外旅行者だけでなく圏内旅行者の減少によ
る観光業者の売上減少や中国からの部品・材料の調達難等による製造業者の生産減少等に伴う、
事業者からの資金繰りに係る不安の声が、業種を問わず非常に多く寄せられているものと認識して
おります。

このような状況を踏まえ、事業者の業況や当面の資金繰り等について、事業者訪問や緊急相談窓
口の設置などをして、更にきめ細かく実態を把握して頂くよう強く要請します。特に、年度末は、資金
繰りが更に厳しくなるおそれもあることから、資金面において事業者が年度末を乗り越えられるよう、

.既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本・金利を含めた返済猶予

などの条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること

新規融資について、各金融機関の緊急融資制度の積極的な実施(担保・保証徴求の弾力化含
む)に加え、政策金融機関や信用保証協会によるセーフティネット貸付やセーフティネット保証
等の活用も含め、事業者のニーズに迅速かつ適切に対応すること

・こうした事業者に対する支援を迅速かつ適切に実施できる態勢を構築すること

を現場の営業担当者等を含めた金融機関全体に徹底頂きたいと存じます。また、事業者から不必
要に多大な書類等を徴求することがないよう配慮願います。

【お問い合せ先】

・ 金融庁の相談窓口 (受信時間 ;平日午前10時~午後5時〉

。新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル
0120-156811 (フリーダイヤル〉
※ IP電話からは03-5251-6813におかげください0

・ 各財務局の相談窓口

。北海道財務局 011-729-0177 

0東北財務局

。関東財務局

。北陸財務局

。東海財務局

0120-917-993 

048-615-1779 

076-208-6711 

052-687-1887 

-銀行協会・政府系金融等の相談窓口
。 全固銀行協会 050-3385-6091 

。 i斤畿財務局

。 中国財務局

。 四国財務眉

。 九州財務局

。 福岡財務室居

。 沖縄総合事務局

。 日本政策舎融公庫

06-6949-6530 

0120-99-0028 

087-811-7803 

096-353-6352 

092-433-8066 

098-866-0095 

0120-154-505 

0全国信用金庫協会 03-3517-5825 

。 全国信用組合中央協会 03-3567-2456

。 沖縄振胆開発金融公庫 098-941-1795

0商工組合中央金庫 0120-542-711 

0全国労働金庫協会 03-3295-6740 0日本政策担資銀行 0120-598-600 

・ 事業者の皆様へのご支援策

経済産業省ホームページの特設ページに様々な支援メニューが掲載されています。

経済産業省新型コロナウイルス感染症関連 で検索
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3.税・社会保険、その他
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納税猶予・納付期限の延長
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減しているという状

況を踏まえ、以下の措置を講じています。

く①申告(及び納税)にお困りの方〉 (詳細はP66)

個人・法人全ての方が対象

-法人税
・贈与税[一一興一)・消費税

-相続税の申告(※)

→申告期限以降も、柔軟に受付

J 基本的1t:1:玄、延滞税・刺子税Iま発生しま世ん

〆申告書の作成文は来署することが司能It:なった時点での税務署への申し出

で受け付けます。

金重墨壷

申
告
・
納
税
期
限
の
延
長

-Im~あ立%霊ユ~・置ゆillf_

※上記以外の税目についても個別に延長対応している場合がご苫いますので、

【地方税】はお住まいの市区町村に、【国税]は最寄りの税務署に、延滞税・利子税に関する

御質問を含めて、ご確認ください。

く②お支払いが困難な方〉
J 納税期限(延長された期限を含む。)までにお支払いが困難な方

| 原則全ての税(詳細はP67)

2020年 2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)において、事業収

入が減少(前年同期比概ね20%以上)

無担保+延滞税なしで、 1年間納税猶予

却
は
一

収
尚
一

諜
制
面

ーう

| 国税(詳細は~l

-原則、 1年間猶予(状況に応じて更に 1年間猶予される場合あり)

.猶予期間申の延滞税の全部叉は一部が免除

・財産の差押えや換価{売却)が猶予
※税務署において所定の審査を行います。
※晒方税において也、国税t閏樺の措置を講じるよう、固から地方公共団体に要請
いたしました。(詳細はP69)

個別の事情

がある場合

納
税
の
猶
予

<個別の事情>
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
③事業を廃止し、又は休止した場合

②ご、本人又はご家族が病気にかかった場合
④事業に著しい損失を受けた場合

0イメージ(事業収入が20%以上減少している方の申告所得税の場合)

通常の
申告期限 納税期限.. 

2021年6月30日

②の制度により猶予
延長後• 2020年6月30日

※個別に指定

①の制度により延量

税務署ヘ
申し出

2020年3月16日
※4月16日に延長

4月17日以降も

柔軟に受付



1.税務申告・納付期限の延長

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での拡大状況に鑑み、更に確定申告

会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限

内に申告するとtが閃重量な方については、期限春区切らずに、 4月17日(舎)

以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるごとといたしました。

申告所得税 ー

(及び復興特別所得 令和2年 3月16日
税)

個人事業者の
消費税 令和2年 3月31日
(及び地方消費税)

贈与税 令和2年 3月16日

|一一延長
・4月17日以降であっても

柔軟に確官申告書者号付

※申告書の作成又は来署するこ

とが可能になった時点で税務署

へ申し出ていただければ、申告期

限延長の取扱いをさせていただき

ます。

。4月17日(金)以降の申告相談につきましては、原則として、事前予約制とするな

ど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。・確定申告会場に出向かなくても自宅等から簡単に申告を行っていただけるよう、スマー

卜フォン等によるe-Taxなどの手段をご用意しています。

4砂 令和元年分の還付申告については、 5年間(令和 6年12月31日まで)申告する

ことが可能です。

また、法人税・法人の消費税の申告・納付についても、新型コロナウイルス感染

症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理

由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

詳細は、 1..0国税庁i で検索、または、以下のURLよりご確認ください。

0申告期限の柔軟な取扱い
h仕05:/ /www.nta.Qo.io/taxes/shiraberu/kansensh0/odf/0020004-
021 01.odf 

0法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と

源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
httos://www.nta.Qo.io/taxes/shiraberu/kansensh%df/0020004-

旦生生QQf

襲撃
襲撃



|2.事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの事業者の収入が急減して
いるという状況を踏まえ、 2020年2月以降、事業収入が減少(前年同月比

企200/0以卜)し、納税が困難となった事業者について、無担保かっ延滞税!なし

で納税を猶予します。法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税

が対象となります。

2020年2月から納期限までの一定の期間c1ヶ月以上)において、
事業収入が前年同期比概ね200/0以上減少した場合、

※法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経甫的な収入(事業の売
上、給与収入、不動産収入)等を指します。個人の方の「一時所得」な
どは対象となりません。

。原則、 1年間納税猶予が認め8れます0

・担保の提供は不要です。

。猶予期間申の延滞税が免除されます。

猶予力t認められると、所轄の税務署等から「納税の猶予許可通知書Iが送付

されます。

※この『納税の猶予許可通知書Iのほか、猶予期間中!こ「納税証明書j

(その 1)を取得すると、『新型コロナ臨時精例法第3条による納税の猶予

が週用Iされた旨が記載されます。地方税の場合、猶予許可通知書をもって

納税証明に代えることが可能となる場合があります。

※標準的な税の納付期限

-法人税事業年度終了から2ヶ月以内 (3月末決算であれば5月末)

・消費税事業年度終了から2ヶ月以内(向上)

※個人事業者は3月末 (2020年は4月16日)

-申告所得税 3月15日(※2020年は4月16日以降も柔軟に申告を受付)

・固定資産税基本的に、 4~6月で自治体が定める日(第1期分)

詳細は、以下のURLまたは右のQRコードよりご確認ください。

httos:/ /www.mof.qo.;o/tax oolicv /brochure1.odf 警護



|3.個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが
困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認め

られることがあります。また、以下の事情がある場合!こは、納税の猶予

が認められることがあります。まずはお電話で所轄の税務署にご相談く

ださい。税務署において所定の審査を早期に行います。

【個別の事情】

①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業力吋壬われたことにより、

備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はこ‘家族が病気にかかった場合
納税者ご本人文は生計を同心にするこ、家族が病気にかかった場合、

国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が富む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時

に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、

国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額!こ相当する金額

猶予が認められた場合

・原則、 1年間猶予が認められます。

(状況に応じて更に 1年間猶予される場合があります。)

.猶予期間申の延滞税の舎部叉は一部が免除されます0

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

詳細は、11P国税庁也で検索、または、

以下のURLもしくは右のQRコードよりご確認ください。
httos:/ /www.nta.qo.;o/taxes/nozei/ 
nofしJkonnan.htm 



|4.個別の事情がある場合の地方税の納付猶予制度

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受け

た納税者等、売上げ‘の急減により納税資力が著しく低下している

納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対

応するよう、地方公共団体に対し要請をいたしました。
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-，

1.徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者に家族を含む。)がり患さ

れた場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以

下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることが

あります。

【個別の事情】

①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、

備品や棚卸資産を廃棄した場合

②こ本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人文は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

2.申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付す

ることができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められ

ることがあります。
』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー」

【お問合せ先)

徴収の猶予等に関する具体的なご粗談・お問い合わせは、

お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。



固定資産税等の軽減の全体像
固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に、納税が猶予・軽減されます。

(※1) 血盟盤至の要件
→ 2020年2月~納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が

前年同期比概ね20%以上減少

(※ 2) 藍温ニ皇墜の要件
→2020年2月"'10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年減少率

・500/0以上減少 : ゼロ
.30%以上50%未満 1/2 

土地
【固定資産税・

都市計画税】
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2021年
(2021年1月1日時点で

保有するものが課税対象)

2022年
(2022年1月1日時点で

保有するものが課税対象)

2021年分の支払い

2022年分

の支払い2020年
猶予分の支払い

， • •••••••••••••••••• -:. 1. • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 
納税猶予(※1) : 1: 2021年分
(無担保・延滞税なし) :|:ゼロ又は1/2(※ 2 ) 

2022年分

の支払い

事業用家屋
【固定資産税
.都市計画税】

-対象資産;2020年4月30日'"'-'2023年3月31日まで
に取得したもの。
・先端設備等導入計画の提出が必要です。

2022年分

の支払い

償却資産
{機械・設備等)

【固定資産税】

-対象資産;2017年'"'-'2023年3月31日までに取得したもの
(2020年4月30日以降1;:::取得した構築物ち対象)

.先端設備等導入計画の提出が必要です。

【お問い合わせ先]固定資産税等の軽減相談窓口:0570 -077322 



固定資産税等の軽減
1. 固定資産税・都市計画税の減免

中小企業・小規模事業者(個人事業者も含みます)の保有する建物や設備等の

来 年 (2021年)※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、

ゼ口または1/2とします。
※今年 (2020年)の固定資産税・都市計画税は、 1年間納税猶予される場合があります。詳細は

P 57をご覧ください。

i<減免 対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)

事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得:額または評価額の1.4%)

l ・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

2020年2月"'10月までの任意の連続する
減免率

3ヶ月聞の収入の対前年同期防減少率

50%以上減少 全額

30%以上 50%未満 2分の 1

※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した申小事業者も対象です。

2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長

現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の

定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税力勺戒免されますが、今般、本

特例の適用対象に、事業用家屋と構築物※を追加するとともに、 2021年3月末
まで、となってし1る適用期限を2年間延長します。※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

国
(導入促進指針の策定)

協議曾息同意
市町村

(導入促進基本計画の策定)

申請曾.~碇
中小企業

(先端設備等導入計画の策定)

対象
地域

対象
設備

特例
措置

全国L646自治体(うち1，642力吃口 (2月末時点)) 

※導入促進基本計画の同意を受けた市町村

機械装置・器具備品などの償却資産
※|日モデル比で生産性が年平均 1%以上向上するもの

事業用家屋と撞筆塑を対象追加

事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設

備等とともに導入されたもの

構築物は、旧モデル比で生産性が年平均 1%以上向上する

もの
※既1;::1先端設備等導入計画」の申請をしている方は、計画を変更し、
事業用家屋と構築物の導入について同計画中に位置付ける必要があります。

固定資産税(通常、評価額の1.4%)について、
投資後3年間、ゼ口"-'1/21ζ軽減

※軽減率は各自治体が条例E定める

【お問い合わせ先】固定資産税等の軽減相談窓口:0570 -077322 



欠損金の繰戻し還付
1.欠損舎の繰戻し罵付制度
資本金 1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付し

た法人税の一部還付を受けることができます。

今般、本制度の適用対象を、資本金10億円以下の中堅企業にも拡大します。

現行 特例

中小企業者(資本金 1億円以下) 資本金1億円超""10億円以下の法人に拡大

※令和 2年 2月 1日から令和4年 1月31日までの聞に終了する事業年度に生じた欠損金について適用

r--

O制度のイメ-53

対応する税額

1，000 

400 

歩 還畳

前事業年度 =干鹿 1 

2.災害損失欠損金の繰戻し潰付制度

新型コロナウイルス感染症の影響により損失力t発生した場合目立、災害損失欠損金の繰

戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。

※災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった
日から同日以後 1年を経過する日までの聞に終了する各事業年度文は災害のあった日から同日以後6月を
経過する日までの聞に終了する中間期聞において生じた災害損失欠損金額を、モの災害欠損事業年度開始
の目前 1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して
法人税の還付を受けることができる制度です。

0制度のイメ-53
対応する税額 対応する税額

所得

遅盈

-・匝否定l'f達金E圃

例えば以下のような費用や損失は、
災害損失欠損金に該当します。

〆飲食業者等の食材の廃棄損

J 感染者が確認されたことにより廃棄

処分した器具備品等の除却損

〆施設や備品などを消毒するために
支出した費用

〆感染発生の防止のため、配備する

マスク、消毒液、空気清浄機等の
購入費用

〆イベント等の中止により、廃棄せざる

当年度 を得なくなった商品等の廃棄損

詳細は以下のURLまたは右のQRコードよりご確認ください。
httos:/ /www.mof.ao.io/tax oolicv/brochure3.odf 警護



厚生年金保険料等の猶予制度の特例

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減

少があった事業主の方にあっては、申請により、 1年間、特例として厚生年金保

険料・労働保険料等の納付を猶予することが可能となります。

「ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-，
【対象者】

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年 2月以降の任意の期間
( 1か月以上)において、事業等(t:係る収入が前年同期(t:比べて概ね

200/0以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主

【内容】
1年間、厚隼年金保険料等の納付を猶予。

担保の提供は不要。延滞金が免除。

猶予制度の特例を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。

詳しくは最寄りの年金事務所までご祖談ください。猶予制度に関する一般的なご

質問については、厚生年金保険料納付猶予相談窓口でもお受けしております。

また、申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務

所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。

※労働保険料に係るお問い合わせ先は、都道府県労働局となります。

猶予が認められるとI納付の猶予(特例)許可通知書」が送付されます。

この「納付の猶予(特例)許可通知書」には「新型コロナ臨時特例法第

3条による納付の猶予が週用』された旨が記載されます。

※猶予期間中に管轄の年金事務所において「納入確認書」を取得した場合

も、「新型コロナ臨時特例法第3条による納付の猶予が適用Jされた旨が

記載されます。

【お問合せ先】

最寄りの年金事務所(以下URLもしくは右のQRコード)

ttos:/ /www.nenkin.qo.;o/section/soudan/index.html 

厚生年金保険料納付猶予相談窓口(以下URL)

httos:/ /www.nenkin.qo.;0/oshirase/taisetu/2020/20 
2004/20200422. html 



厚生年金保険料等の猶予制度

1.換価の猶予

厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難

にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険

料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所ヘ申請することにより、

換価の猶予力官忍められる場合があります。

2.納付の猶予

次のいずれ力、日亥当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納

付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長ヘ

申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと

②事業主またはその生計をーにする親族別丙気にかかり、または負傷したこと

③事業を廃止し、または休止したこと

④事業について著しい損失を受けたこと

|『 1.換価の猶予Iまたはr2.納付の猶予Iが認め8れると、 | 
!~ 猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。 i

I~ 財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。 | 
|》猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

猶予制度を利用するには、年金事務所ヘ申請書の提出が必要です。詳しくは

最寄りの年金事務所までご相談ください。猶予制度に関する一般的なご質問

については、厚生年金保険料納付猶予相談窓口でもお受けしております。

また、申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金
事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。

※労働保険料に係るお問い合わせ先は、都道府県労働局となります。

【お問合せ先】

最寄りの年金事務所(以下URしもしくは右のQRコード)

ttos:/ /www.nenkin.qo.;o/section/soudan/index.html 

厚生年金保険料納付猶予相談窓口(以下URL)

httos:/ /www.nenkin.qo.;0/oshirase/taisetu/2020/20 
2004/20200422. html 



厚生年金保険料等の

標準報酬月額の特例改定について
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が

著しく下がうた方について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年

金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定 (4か月目に改定)によらず、
特例(t:より翌月かち改定司能となりました。

「一一一一一一一一一一一

【対象tなる方】

次の (1)か6(3)のすべてに該当する方が対象となります。

( 1 )新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)が

あったことにより、令和2年4月か67月までの聞に、報酬が著しく低

下した月が生じた方

(2 )著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額 (1か月分)が、

既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

(3 )本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算

出されるごとへの同意を含みます。)

※本持例措置は、同一の被保険者が複数回申請を行うことはできません。

【対象となる保険料】

4月から7月までの聞に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の5
月か68月分保険料が対象となります。

※令和 3年 1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの聞は遡及して申請

が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしよ

うとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。

【申請手続について】

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請

してください。
※管轄の年金事務所ヘ郵送してください。(窓口へのご提出も可能です。)

※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

【お問合せ先】

ねんきん
加入者タイヤル

o 570-007-123 (ナピダイヤル)

o 3-6837-2913 (050から始まる電話でおかけになる場合)

・受付時間 月~金曜日午前8時 30分~午後7時 第 Z土曜日午前9時 30分~午後 4時

詳細は、以下を検索、又は右のQRコードよりご確認ください。

霊童



国民健康保険、後期高齢者医療制度及び

介護保険の保険料(税)等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、

国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の

保険料(税)の徴収猶予等が認められる場合があります。

厚生労働省から都道府県に対し、新型コロナウイルス感染症の発

生に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関

係事務の取扱いについて、下記のとおり示していますので、まずはお

住まいの市区町村又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1

「1.届出・申告期聞を経過した者の取扱い

国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の資格取

得、資格喪失、住所変更等の届出・申告については、これらの届

出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならな

いこと等とされているが、今般の新型コロナウイルス感染症に関し

ては、その感染拡大を十分に防止することが求められていること等

も踏まえ、やむを得ない理由による届出等の遅延を認めるなど、

柔軟に運営いただきたいこと。

2.保険料(税)徴収猶予の取扱いについて

特別な理由力協る者については、条例等の定めるところにより、

保険者の判断で、保険料(税)の徴収猶予を行うことが可能

とされているので、これを踏まえ、各保険者において、これについて

の周知も含め、適切に運菖いただきたいこと。

【お問合せ先】

・国民健康保険料(税)について

二今お住まいの市区町村の国民健康保険担当課

(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)

・後期高齢者医療制度の保険料について

=今お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

・介護保険料について

=今お住まいの市区町村の介護保険担当課



電気・ガス料金の支払猶予等について

個人又は企業にかかわらず、新型コロナワイルス感染症の影響によ
り、電気・ガス料舎の支払いに困難な事情が‘ある方に対しては、そ

の置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予な

ど、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うこ

とを要請いたしました(令和 2年4月 7日)。

【お間合ぜ先】

電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約

されている電気・ガス事業者に御相談をお願いいたします。

電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)

httos:/ /www.enecho.meti.qo.;o/coronavirus/ 
pdf/list electric.odf 

ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)

httos:/ /www.enecho.meti.qo.;o/coronavirus/ 
Ddf/list qas.odf 

回世話詰回

目~~~冊

目』宮古田
軍時三~司正甲

田両面白i

※緊急小口資金若しくは総合支援資金の貸付を受けた方、これらの

貸付を受けようとする方文は電気・ガス料金の支払いに困難な事情

があると認められる方については、託送料金等の支払期日を4ヶ月
繰り延べる等の措置(注)を講じています(令和 2年 6月24日)。
(注)措置を講じEいる事業者

0電気回北海道電力株式会社、北海道電力ネv卜ワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力エ

ナジーパートナー株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力ミライズ株式会社、中部電力パワーグリ‘"Jド株式会社、北陸電
力株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力株式会社、中国電力ネット

ワーク株式会社、四国電力株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株
式会社

。ガス:東京瓦斯株式会社、大阪E斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東部Ei斯株式会社等



「持続化給付金』受給事業者を対象

としたNHK放送受信料の免除について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの中小企業や個人事業者

の事業継続が困難となる事態、が生じていることから、持続化給付金の給付

決定を受けた事業者の負担を軽減するための緊急的な措置として、受信料の

免除を行し1ます。

【免除する放送受信契約の範囲】

持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所など住居以外の場所に受

信機を設置して締結している放送受信契約

※令和3年3月31日までにNHK(こ免除の申請をした場合に限ります。

【免除の期間】

NHK(こ免除の申請をした月とその翌月の2か月間

※受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、

その翌月および翌々月の2か月間

【免除の申請方法】

①「免除申請書」をNH剛、ームペーラ(以下URL.QRコードを掲載)より

ダウンロードしていただき、記載例を参照のうえ、必要事項を記入0

・免除申請書のダウンロード 回車曲目

httos:/ /oid.nhk.or. io/iushinrv%df/ 出謹出
corona iushinrvo menio.odf 毘曹宙

②記入例のページ下部から、あて先 (NHK東京事務センター行)を切り取っ

ていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。

③「免除申請書」と「持続化給付金|給付通知書のコヒー (f宛名|と「通知

内容|の画面)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。

※「持続化給付金J給付通知書(コピー)が免除の証明書となるため、

同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。

【留意点】

休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結さ

れていない場合は、免除を受付することができまぜん。受信契約を新たに締結

した後に、再度、免除の申請をしてください。

【詳細・お間合世先】NHKホームページをご確認ください。
O本社所在地のNHK放送局「ご相談窓口」

回臨調固
httos:/ /oid.nhlく.0にioliushinrvo/menio/window.html z誕百世E

O受信料免除以外にも、事業所割引等の取扱いについてご案内しております詰開萌酷

h世ps:ffoid.nhk.or. ioliushinrvo/corona iiovousvo tasuu.html 田直申告骨



リンク集
Q.都道府県、市町村など各自治体の支援策を知りたい白

A. 中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイ卜fJ-Net21J(こて、
各自治体の支援策をまとめております。

業 .L:N山 https://卜附21.smri.go.ip/ E鶴
自課題を解決する羅針盤 Su pport/tsd I ie00000085 bc. htm| 露草皆

Q.農林漁業者が活用できる資金繰り支援について知りたい白

A. 農林水産省HPでは、資金繰りが困難な農林漁業者の皆様向けの

資金繰り支援策を紹介しております。

httos:/ /www.maff.qo.ioli/saiqai/n coronavirus/ 
atta ch /odf /i n d ex -25. odf 

Q.政府系金融機関、信用保証協会のHPを確認したい白

A. 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国信用保証協会連合

会HPでも、支援策を紹介しております。

@ httos:/ /www.ifc.qo.io/附 nance日本目策室髄公庫
/saftvnet/covid 19.html 

1D4 人間."，lI!~1PJ 3・ httos:/ /www.shokochukin. 
....-商工中金 co. io/disaster/corona. html 

霊議
題審
田:1.~田j 凪 httos://www.zenshinhoren.oにio/戸

FG誼信用1保県粗証翻協鎚合鈴会 mmo仙 C悶
回副師宇』

Q.コロナ対策を含む中小企業向けの支援策を検索したい。

A.補助金等の制度検索から電子申請までをサポー卜する「ミラサボplusJ
では、各種支援策をキーワードで検索することができます。

ミラサホ;pl~_~ httos:/ /seido-navi.mirasaoo-
pIus.qo. io/cataloqs 



日本公庫等の既往債務の借換
※日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工組合

中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、既往債務の借換も可能

ι.ll、実質無利子化の対象にします。

7月か5借換え限度額と利下付限度額の引き上げを実施。

【対象制度】

( 1 )日本政策金融公庫及び沖縄公庫

.新型コロナウイルス感染症特別貸付

-新型コロナウイルス対策マル経融資

-生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

・新型コロナウイルス対策衛経等

(2 )商工組合中央金庫等

-危機対応融資

【金利引き下げ・実質無利子化の限度額】

( 1 )日本政策金融公庫及び沖縄公庫

中小事業 主畳目 (拡充前 1イ意円) 、

国民事業 4.000万円 (拡充前3，000万円)

(2 )商工中金 三盤固 (拡充前 1億円)

【借換え限度額】

( 1 )日本政策金融公庫及び沖縄公庫

中小事業 皐盤固 (拡充前3億円) 、

国民事業 8.000万円 (拡充前6，000万円)、

(2 )商工中金 盆畳目 (拡充前3億円)

※限度額は新規融資と公庫等の既往債務借換の合計額

【お問合せ先】

吟 平日のご相談

日本公庫事業資金相談ダイヤル :0120-154-505
沖縄公庫事業資金相談ダイヤル :0120-981-827
商工中金相談窓口 0120-542-711

吟 士目・祝日の口目談

日本公庫 :0120・112476(国民)、 0120-327790(中小)
沖縄公庫 :0120-981-827
商工中金相談窓口 0120-542-711


