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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 
（2021.2.12 現在） 

支援策 内容 主な条件 相談窓口 

１.補助金・助成金・給付金    

①医療機関・薬局等における
感染拡大防止等の支援 

【補助額】 
以下の額を上限として実費
を補助 
＊病院 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 
 
【対象期間】 
2020年 4月 1日から2021年
3月31 日までにかかる経費
が対象 

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。 
 
【申請受付期間】 
2021 年 2 月 28 日まで（当
日消印有効） 
※申請は各施設で１回の
み。 
※2021 年 1 月 4 日以降は
「精算払い」申請のみ。 

【問合せ先】 
大阪府感染拡大防止等
支援事業補助金コール
センター 
電話 0570－001－332 
（平日 9：00～18：00）

②感染拡大防止・医療提供体
制確保支援補助金 
（第 3 次補正予算で対応。①
の追加的性格の補助金） 

【補助額】 
下記いずれか該当の補助金
１つのみが対象となり、
各々の金額を上限として実
費を補助。 
①診療･検査医療機関 
 100 万円 
②医療機関・薬局等 
＊病院・有床診療所（医科・
 歯科） 25 万円＋5 万円 
 ×許可病床数 
＊無床診療所（医科・歯科） 
 25 万円 
＊薬局、訪問看護事業者、助
 産所 20 万円 
（「新型コロナ感染症疑い
患者を受け入れる救急・周
産期・小児医療機関体制確
保事業｣による補助を受け
た医療機関は前回との差額
分を補助） 
 
■①の｢医療機関･薬局等に
おける感染拡大防止等の支
援｣の補助を受けた医療機
関も補助対象。 

【対象経費】 
■2020 年 12 月 15 日から
2021 年 3 月 31 日までにか
かる感染拡大防止対策や
診療体制確保等に要する
費用 
■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、幅広く対象とな
る。 
※ 現在大阪府で実施され
ている「医療機関・薬局等
における感染拡大防止等
支援事業」（診療所の上限
額 100 万円など）の対象経
費とほぼ同じ。 
 
【申請期限】 
2021 年 2 月 28 日まで（当
日消印有効） 
※申請は各施設で１回の
み。 

厚生労働省 医療提供体
制支援補助金コールセ
ンター 
電話 0120－336－933 
（平日 9:30～18:00） 

 

③新型コロナウイルス感染症
検査機関等設備整備事業補助
金 

【補助事業者】 
 大阪府内に所在する医療
機関等のうち、知事が適当
と認めるもの 
 
【対象となる機器】 
１．次世代シークエンサー 
２．リアルタイム PCR 装置 
３．等温遺伝子増幅装置 
４．全自動化学発光酵素免
  疫測定装置 
５．1～4 に付帯する備品等 

【補助基準額】 
知事が必要と認めた額 
（補助率 10 分の 10） 
 
【申請期限】 
2021 年 3 月 1 日まで 
※2020 年度事業について
は「2020 年 4 月 1 日以降の
発注」及び「2021 年 3 月 31
日までの納品」が必須。 
※2021 年度事業の実施は
未定 

大阪府 感染症対策課 
感染症・検査グループ 
電話 06-4397-3204 
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④新型コロナウイルス感染症
対応医療機関 労災給付上乗
せ補償保険加入支援事業 

【補助基準額】 
医療資格者等の年間の保険
料の 2 分の 1（1 人あたり 
1,000 円を上限） 
 
※新型コロナウイルス感染
症への対応を行う医療機関
等において、勤務する医療
資格者等が感染した際に労
災給付の上乗せ補償を行う
民間保険に加入した場合
に、保険料 の一部を補助 
※2020 年 10 月 12 日に対象
に追加された｢現に診療報
酬による評価の対象となっ
ている看護補助者等｣に必
要な追加額を計上。 

【対象医療機関等】 
都道府県等の要請を受け
て新型コロナへの対応を
行う、次の保険医療機関等 
＊帰国者･接触者外来、地
域外来･検査センター、診
療･検査医療機関 
＊地域外来･検査センター
に出務する医療資格者等
が勤務する医療機関等（補
助対象は、地域外来･検査
センターに出務する医療
資格者等） 
―など 
【申請期限】 
2021 年 2 月 26 日（当日消
印有効） 

厚生労働省医療提供体
制支援補助金コールセ
ンター 
電話 0120-336-933 
（平日 9：30～18：00）

⑤インフルエンザ流行期に備
えた発熱患者の外来診療・検
査体制確保事業 

【補助基準額】 
13,447 円×（受入時間に応
じた基準患者数－実際の発
熱患者等の受診患者数） 
※基準となる患者数は、1 日
あたり 20 人を上限として、
体制確保時間に応じて体制
確保の経費として補助。 
 
※発熱患者等を受け入れる
体制をとった場合に、外来
診療･検 査体制確保に要す
る費用を補助する。 
※実際の受診患者が上記基
準より少ない場合に、その
人数に応じて補助金を交
付。 

■都道府県の指定を受け
た診療･検査医療機関が、
発熱患者等専用の診察室
（時間的･空間的分離を行
い、プレハブ･簡易テント･
駐車場等で診療する場合
を含む）を設けて、発熱患
者等を受け入れる体制を
とった場合に、外来診療･
検査体制確保に要する費
用を補助。 
 
■大阪府からの指定後、随
時申請可能 

厚生労働省 医療提供体
制支援補助金コールセ
ンター 
電話 0120-336-933 
（平日 9：30～18：00）

⑥医療機関等への支援策に関
するコールセンターの設置 

新型コロナ患者を受け入れ
る医療機関等への支援策に
関して、総合的な相談を受
け付けるコールセンターを
厚生労働省に設置し、各種
支援策の案内のほか、申請
に当たっての質問・相談等
に対応する。 

新型コロナ患者を受け入
れる医療機関等への支援
策に関して、厚生労働省に
コールセンターを設置し、 
＊新型コロナ患者の受入
病床確保の補助金、感染拡
大防止等支援の補助金な
どの支援策を案内。 
＊申請にあたっての質問・
相談に対応 
＊必要に応じて厚生労働
省の担当から折り返し電
話し、具体的な説明を行う 
＊相談内容に応じて、都道
府県等に必要な確認を行
う―など、個々の医療機関
等の状況に応じた対応を
行う。 

新型コロナ患者受入れ
医療機関等の支援に関
する総合相談ダイヤル 
電話 0120-024-700 
平日 9：30～18：00 
（土日祝日、行政機関の
休日を除く） 

⑦新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援事業（介護分）
補助金 

■2020.1.15 以降に介護報
酬の請求実績がある「みな
し指定」医療機関を含む。 
（例）訪問看護事業所 
 518,000 円など 
■全ての介護サービス事業
所（訪問系サービス事業所、
通所系サービス事業所、短
期入所サービス事業所、多

■2020 年４月１日以降、感
染症対策を徹底した上で、
サービスを提供するため
に必要な「かかり増し経
費」が発生した介護サービ
ス事業所・施設等。 
■2020 年４月１日以降、サ
ービス利用休止中の利用
者への利用再開支援を行

大阪府高齢介護支援金
コールセンター 
電話 0570-001-170 
(平日 9：00～18：00）  
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機能型サービス事業所）、介
護施設など 
【補助額】事業所の種別・定
員ごとに補助金額を設定。 
【対象期間】 
2020年 4月 1日から2021年
3 月 31 日までに支出した、
又は支出予定分が対象 

う在宅サービス事業所。 
 
■申請期限 
2021 年 2 月 28 日まで 。 
※申請は、原則、１事業所・
施設等につき１回。 

⑧雇用調整助成金の特例措置
（雇用保険未加入者は緊急雇
用安定助成金） 

【助成額】職員一人 1 日に
つき上限 15,000 円 
【助成率】 
中小企業 10/10（解雇等を行
わない場合） 
 
【特例措置の期間】 
2021 年の緊急事態宣言が全
国で解除された月の翌月末
まで 

新型コロナの影響により
事業活動の縮小を余儀な
くされ、職員に対して一時
的に休業等を行い、雇用を
維持した場合に休業手当・
賃金等を助成 
 
【申請期限】 
支給対象期間の末日の翌
日から２ヵ月以内 

■大阪労働局助成金セ
ンター 
電話 06-7669-8900 
相談時間 
8：30～17：15（月～金）
■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 
電話 0120－60－3999 
受付時間 
9：00～21：00 
（土日・祝日含む） 

⑨小学校休業等対応助成金 

【支給額】 
休暇中に支払った賃金相当
額×10/10 
※1 日あたり上限 15,000 円 
（3/31 以前に取得した休暇
等については、日額上限
8,330 円） 
 
【申請期限】 
＊2020 年 10 月１日から 12
月 31 日までの休暇 
→2021 年 3 月 31 日。 
＊2021 年 1 月 1 日から 3 月
31 日までの休暇 
→2021 年 6 月 30 日。 

新型コロナによる小学校
等の臨時休校や新型コロ
ナウイルスに感染したな
どで小学校等を休む必要
がある子どもの保護者で
ある職員に、年次有給休暇
とは別に有給の休暇を取
得させた事業主に助成 

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 
電話 0120－60－3999 
受付時間 
9：00～21：00 
（土日・祝日含む） 

２.資金繰り支援    

①新型コロナウイルス感 
 染症特別貸付 
※実質無利子・無担保対象 
（国民事業 6000 万円まで、中
小事業 3 億円まで） 

【融資限度額】 
国民事業（小規模企業、個人
事業主） 8,000 万円 
 
中小事業 6 億円 

①新型コロナウイルス感
染症の影響で最近1ヶ月の
売上高が前年又は前々年
の同期と比較して５％以
上減少している事業主 
②業歴 3ヶ月以上1年 1ヶ
月未満の場合、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 5％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 2019 年 12 月の売上高 
c 2019 年 10 月～12月の平
均売上高 

日本政策金融公庫・事業
資金相談ダイヤル 
 
電話 
平日 0120-154-505 
土曜日 
（国民）0120-112476、
（中小）0120-327790 

②セーフティネット保証 
 4 号 
※実質無利子・無保証料対象
（6000 万円まで） 

保証率：借入債務の 100％ 
保証枠：一般保証枠とは別
枠で最大 2.8 億円 

売上高が前年同月比 20％
以上減少 
※全都道府県対象 

取扱金融機関 

③セーフティネット保証 
 5 号 
※実質無利子・無保証料対象
（6000 万円まで） 

保証率：借入債務の 80％ 
保証枠：一般保証枠とは別
枠で最大 2.8 億円 

売上高が前年同月比５％
以上減少 
※全業種対象 

取扱金融機関 
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④危機関連保証 
※実質無利子・無保証料対象
（6000 万円まで） 

保証率：借入債務の 100％ 
保証枠：一般保証枠、セーフ
ティネット保証枠とは別枠
で最大 2.8 億円 

売上高が前年同月比 15％
以上減少する中小企業・小
規模事業者（セーフティネ
ット保証４号・５号とは別
枠で保証） 

取扱金融機関 

⑤福祉医療機構・医療貸付 
（貸付限度額、無担保貸付額・
無利子貸付額の拡充） 

【当初 5 年間無利子貸付限
度額】 
診療所 
（3 割以上減収）5,000 万円 
（3 割未満減収）4,000 万円 
病院 
（3 割以上減収）2 億円 
（3 割未満減収）1 億円 
 
【無担保貸付限度額】 
診療所 
（3 割以上減収）5,000 万円
（3 割未満減収）4,000 万円
病院 
（3 割以上減収）6 億円 
（3 割未満減収）3 億円 
～など 

新型コロナウイルスの感
染等、当該施設の責に帰す
ることができない理由に
より事業の継続に支障が
ある方。 
 
1 か月間の減収額が 3 割以
上（前年同月比）となった
病院及び診療所に対して、
貸付限度額、無担保貸付
額・無利子貸付額について
拡充。 

（独）福祉医療機構 
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
らない場合 
電話 03‐3438‐0403 

⑥小規模企業共済制度 
 特例緊急経営安定貸付 
※小規模企業共済の契約者 

【貸付限度額】 
2,000 万円 
（但し、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 

新型コロナの影響で最近
１か月の売上高が前年又
は前々年の同期と比較し
て５％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 

（独）中小企業基盤整備
機構 共済相談室 
電話：050-5541-7171 
（平日 9:00～18:00） 

★政府系金融機関、民間金融
機関に対する資金繰り支援・
配慮要請（金融庁） 

事業者が資金繰りに重大な
支障を生じることがないよ
う、返済猶予や既存融資の
条件変更等、積極的に支援
するよう繰り返し配慮を要
請 

― 

＊取引金融機関 
＊（問合せ先） 
金融庁相談ダイヤル 
0120 ｰ 156811 
（受付時間：平日 午前
10 時～午後５時） 
ＩＰ電話からは 
03-5251-6813 

3.税・社会保険料等の支援策    

①税、社会保険料等の納付猶
予、納付期限の延長 

無担保＋延滞税無しで 1 年
間猶予など 

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）など 

最寄りの税務署、年金事
務所などの徴収機関 

②固定資産税・都市計画税の
減免など 

中小企業・小規模事業者（個
人事業者含む）の保有する
建 物 や 設 備 等 の 来 年 度
（2021 年度）の固定資産税・
都市計画税を、事業収入の
減少幅に応じ、ゼロまたは 1
／2 に 
――など 

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 
①納税猶予の要件 
 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軽減・免除の要件 
 2020 年 2 月～10 月まで
の任意の連続する３ヶ月
間の収入の対前年同期比
減少率が 
・50％以上：ゼロ 
・30％以上～50％未満 
 ：1/2 

中小企業税制サポート
センター 
電話 03-6281-9821 
 
 
最寄りの市町村 

    

※詳細は、経済産業省・厚生労働省・大阪府等の HP 等をご参照下さい。 
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6
2021.2.5現在

国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策 喝0大阪府
し l

●重点医療機関等への空床補償料を補助

重点医療機関・協力医療機関の場合、

新
稼働病床の病床確保料【上限額】
ア I CU 436,000円／床（重点特定）

型 301,000円／床（重点一般、協力）

コ イ HCU 211,000円／床

口 71,000円／床（重点一般）

ナ 52,000円／床（協力）

感 （「重点特定」•••重点医療機関である特定機能病院等）

染 ＊休止病床の病床確保料は稼働病床と同額
（ただし療養病床の休止病床は16,000円／床）

症
患

※その他の医療機関の病床確保料は別単価

者
を ●重点医療機関等が行う高度医療向け設備

診 の整備を補助

療
【上限額（主なもの）】

II 募集終了
ま

・ CT撮影装置等 66,000千円／台た I .血液浄化装置 6,600千円／台 など
は
受

設備整備等け ●入院医療機関の設備整備を補助

入 に関する補助 【上限額（主なもの）】

れ ・簡易陰圧装置 4,320千円／床 募集終了

る l •簡易病室及び付帯備品 実費相当額など

た ●帰国者・接触者外来、診療・医療機関等の

め 設備整備を補助

に 【上限額（主なもの）】
・ HEPAフィルター付空気清浄機 905千円／施設 II 
・ HEPAフィルター付パーテーション 205千円／台

募集終了

・個人防護具 3,600円／人
・簡易診療室及び付帯備品 実費相当額など



 
            

   

 

            

 
            

7

国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策 喝0大阪府

--：ピ臼
●感染症検査機関等の設備整備を補助
【上限額】
・次世代シークエンサー

互 ・リアルタイムPCR装置 ）） ※申謂締臼り
新 ''l※ 等温遺伝子増幅装置 は3月1日型 ・全自動化学発光酵素免疫測定装置 まで

コ 詳細はこちら l ⇒それぞれ知事が認めた実費相当額

ロ 設備整備等 対象医療機関に新型コロナ患者の受入要件なし

ナ に関する補助
感

●府内外国人患者受入れ拠点医療機関等が
染

新型コロナウイルス感染症外国人患者を
症 受入れるための設備整備を補助 ＼＼ 募集終了

患 【上限額】

者 詳纏はこちら 1,083千円／施設

を
診
療
ま t ；戸 f!.-~弓り ―三 E―, }●重症患者受入医療機関に対し、

た 必要な医療従事者を派遣する医療機関 ）） 申請受付中

は 詳細はこちら に対して補助

受
け
入

人的支援等 }●受入医療機関等と医療人材れ )） 運7月用2中7日～に関する補助 のマッチング支援
る （医療人材紹介サイトの無償提供）

た
め
に ．． . -＝ュ・こコ 9●.-． ．・ • -三▼^ ，＿ 9,．．．こ・・ー ・●感染症入院患者に直接接する治療等を 毎月申請受付中

行う医療従事者へ匹疇務手当を支給 ｝｝ ※当月分締切は
詳細はこちら 1..／ する医療機関に対する補助 前月20日まで
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国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策

①設備整備等の補助
【上限額（主なもの）】
・簡易陰圧装置 4,320千円／床

• HEPAフィルター付空気清浄機 905千円／施設
・消毒経費実費相当額など

コ ＼ ＇ l ②支援金の支給口 感染拡大防止等 詳細はこちら 感染拡大防止に要する費用

ナ に関する補助 ヽ l 許可病床数等に応じて、上鵬員20,000千Pl~

下品 感染拡大防止対策等のための支援
診 病院： 2,000千円＋病床数に応じた額

療 薬局・訪問看護ST・助産所： 700千円

の 、 対象医療機関等に新型コロナ患者

継 ＇ の受入要件なし

続
を
確
保
す ） 人的支援補助 ） ） ●新型コロナウイルス感染により

休業・診療縮小を余儀なくされた ）） 申請受付中

る 医療機関等への医師等派遣に対する補助

た
め
に

I¥ 1 診療の ― ●空気清浄機の購入費及び院内

継続・再開 消毒経費を補助 ＼＼ 申請受付中

に関する補助 ※対象医療機関等に新型コロナ患者
の受入要件なし

喝0大阪府
し 1
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国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策 喝0大阪府

物的支援

医
療
従
事
者
の
皆
様
が
安
心
し
て
働
け
る
よ
う
に

• 
宿泊施設の
借上げ補助

医療従事者等

への慰労金

助け合い基金による
＇ 医療従事者支援

• マスク，ガウン，フェイスシールド，手袋
等の優先配布

※都道府県が選定した医療機関
+G-MISにより要請のあった医療機関

●医療機関が医療従事者のために借り
上げたホテルや住居等の借上げ費用
等の補助

※対象医療機関には一定の要件あり

●新型コロナウイルス感染症に関する
医療及び療養に従事される医療従事者
等を支援するための基金

※対象医療機関には一定の要件あり

必要性や緊急性

に応じて配布

毎月申謂受付中

※当月分締切は
前月20日まで

●コロナ患者入院受入病院等

：従事者 1人当たり200千円

（協力病院等で実際の受入れがなかった
場合は100千円）

●その他の医療機関、訪問看護ST、助産所

：従事者 1人当たりso千円

受付終了

4次贈呈実施中

※但し、対象は
「大阪コロナ
重症センター」のみ

◆新型コロナ緊急包括支援事業に関するお問い合わせ◆
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 （受付時間は平日9:30"-.J 18: 00 土日祝を除く）
新型コロナ患者受入れ医療機関等の支援に関する総合相談ダイヤル

電話番号 0120-024-700 （受付時間は平日9:30"-.J 18: 00 土日祝を除く） 4 
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国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策 喝0大阪府

｀ 
し 1

●令和 2年12月 4日から令和 3年 3月31日 令和3年
までの間に新たに新型コロナウイルス感染 1月22日～

新たな病床拡充）l 
〗 症患者の入院受入医療機関となった医療機i， 申繭受付中

I/ に関する支援
／ に対し、支援金を支給

1医療機関あたり30,000千円 ※申請締め切り

新 l ※令和 2年12月 3日までに受入れ医療機関 は2月26日

型 となっている場合は対象外 まで

コ
口 「 床において軽症患者等の入院を

ナ
受け入れた医療機関に対して補助金を

｝｝ 令和3年交付
感

1月22日～
申請受付中

染 受入患者1人あたり10千円／日

症 （上限100千円）

患
者

)●退紐準を満たしているもののADL
等 病床ひつ迫改善 （日常生活動作）悪化等により入院継続 令和3年

の の為の支援 が必要な忠者を受け入れる饂機関に対し｝｝ 1月22日～

さ て補助金を交付 申請受付中

ら
受入患者1人あたり200千円

な
る ●透析治療を必要とするコロナ患者を

対 ． 受け入れた医療機関に対して相当額

＼＼ 知3年応 ・▼ ．^▼ ． を支援
1月22日～

強 ①受入患者1人あたり200千円
申請受付中

化
に 経費の補助（上限10,000千円）

向
け I¥ 

＼ 

コロナ対応看護師の | ＼●新型コロナ対応看護師の人材パンク

て 次の波に を創設し、病床ひっ迫時に更なる病床
人材バンクを創設 を運用するため、大阪コロナ重症セン ）｝ 

確定次第

備えた支援
ターや新型コロナ受入病院等に看護師

掲載予定

を派遣する体制を構築
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【参考】 国直轄事業 新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への支援メニュー 喝0大阪府

く新型コロナウイルス感染症患者について＞
¥¥. 5月26日～●中等症患者のうち呼吸不全を有しない

中等症 Iは、 3倍相当 (2,850点）を算定。 適用中

・l 
●呼吸不全状態となる中等症II以上の新型

\\•適9 月用中15日～コロナウイルス感染症患者の診療につい
ては、救急医療管理加算の
5倍相当 (4,750点）を算定。

新型コロナウイルス 戸 こ新型コロナ患者を受け入れた場合、 ｝｝ ・1月13日～

感染症に対応する
一般病床とみなし、一般病棟入院基本料の 適用中
うち特別入院基本料の算定が可能

医療機関への支援 く回復患者について＞

●新型コロナウイルス感染症から回復した後、
引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた • 12月15日～
医療機関については、 適用中

・ニ類感染患者入院診療加算750点を算定 . 1月22日～
・救急医療管理加算950点を算定

運旧中

●勤務する医療資格者が感染した際に

労災給付の上乗せ補償を行う民間保

険に加入した場合に、保険料の一部

を補助。

●発熱や咳等の症状を有している新型コロナ
ウイルス感染症が疑われる救急患者等の
診療を行う救急・周産期・小児医療機関

の感染拡大防止対策等に要する費用を補助。

許可病床数等に乗じて、上限額10,000千円～＼＼ 申請受付中

インフルエンザ ※府からの指定医療機関の登録通知が必要
※令和2年9月15日から令和3年3月31日まで

流行期への備え に要する費用が対象

●都道府県の指定を受けた診療・検査

医療機関が、発熱患者等専用の診察室 ） 府からのを設け、発熱患者等を受け入れる体制を
指定後

とった場合に、外来診療・検査体制確保に 随時申請可能
要する費用を補助。

＊指定にあたっては、随時受付中。
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【参考】 国直轄事業 新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への支援メニュー

新型コロナ患者の
受入病床と人員確保

のための緊急支援

新型コロナウイルス
感染拡大防止等

の支援

●新型コロナ受入医療機関に対し、
医療従事者に対する手当支給や感染防止
対策経費を支援。

病床 1床につき、

①重症病床15,000千円、
②軽症・中等症病床4,500千円、
③協力医療機関の疑い患者病床4,500千円

※①②については、緊急事態宣言が発令
された都道府県において、 12月25日から
2月28日に新たに割り当てられた確保病床
に対してさらに4,500千円の加算あり

●感染拡大防止対策や診療体制確保等に

要する費用に対し支援

1診療・検査医療機関あたり

上限1,000千円

※令和 2年12月15日から令和3年 3月31日

までに要する費用が対象
※下記「医療機関・薬局等の感染拡大防止
等の支援」を重複して受けることは杢可

●感染拡大防止対策や診療体制確保等に

要する費用に対し支援

病院：250千円＋so千円x許可病床数

有床診：250千円＋so千円x許可病床数

無床診：250千円

薬局・訪問看護ST・助産所： 200千円

※令和2年12月15日から令和 3年 3月31日

までに要する費用が対象
※上記「診療・検査医療機関の感染拡大防止
等の支援」を重複して受けることは杢男

申請受付中

※申請手続きは
別途大阪府より
周知予定

※申請締め切り
は2月28日
まで

申請受付中

※申謂手続きは
別途大阪府より
周知予定

※申謂締め切り
は2月28日
まで

申請受付中

※申請手続きは
別途大阪府より
周知予定

※申請締め切り
は2月28日
まで



13

１.補助金・助成金・給付金関係
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病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所の管理者の皆さまへ (9配産苔薔畜

| 「医療機関•薬局等における感染拡大防止等支援事業」 | 
のこ案内

新型コロナ惑染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行ラ病院・
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
対策や診療体制確保などに要する費用を補助します。

-病院（医科、歯科） 200万円＋5万円X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

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ン・助産所

※取組の例（例示であり、これに限られるものではありません）

①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・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）

"|． 
．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（「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、これに限られるものではありません）

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 l緊急包括支援交付金

.. 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 0120-786-577※（受付時間は平日9:30"-'18: 00) 

麗
※8月3日（月）より変更となります。



HEPA
HEPA

31
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「医療機関・薬局等における感染拡大防止支援事業」対象経費

大阪府HPより

よくあるお問い合わせ
区分 賣問 回答

申請時に、保険医療機関である病院や診療所、保険薬局である薬局、指定訪問看護事業者で

補助対象 本補助金を申語できる医療機関等とは。
ある訪問看護ステーション及び助産所が対象です。

なお、補助対象期間に休止期間は含まれないため、申語時点で休止中の場合は申請を受理する

ことができませんので己主意ください。

補助対象
新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対

対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件ではありません。
象となるのか。

「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

補助対象 どのような経費が対象となるのか。
対策や診療体制確保等に要する費用が対象となります。

別添のとお引列示されていますが、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ルセンターにお問い合わせください。

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に診療体制確保等に要する費用であ

るなら、下記費用は対象となります。

【需用頁】

・日常業務に要する消耗品費（固定資産に計上しないもの）

• El常診療に要する材料費（衛生材料、消毒薬など）

※直接診療報酬等を語求できるものは対象外

・換気のための軽微な改修（修繕費）

•水道光熱費、燃料費

【役務費】

補助対象
日常診療業務に必要な幅広い費用も対象となる ・電話料、インターネット接続等の通信費

とのことだが、どのような経費が該当するのか。 ・医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料

・休業補償保険の保険料

・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの

【委託料】

・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの

【使用料及び賃借料】

・既存の診療スペースに係る家賃

・既存の医療機器・事務機器のリース料

【備品購入費】

・日常診療業務に要する医療機器、空気清浄機、事務機器等の備品

感染防止対策等を実施する者を新規に雇用した 対象となりません。

補助対象
際の賃金・報酬について、その従事者が「感染拡 例）新規雇用した従事者が、接触予防策として診療時間外に患者を診療し、通常の診療時間

大防止のための業務」だけでなく、「通常の医療の 内においても診療を行う場合、診療時間外の対応で発生した賃金・報酬のみを対象とすることはで

提供」も行う場合、補助の対象となるのか。 きません。

フィJ乃ーの付いていない空気清浄機や、医 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

補助対象 療用でない一般用の空気清浄機の購入費用も補 要する費用については、空気清浄機の購入費用についても、 フィルターの有無や、医療用か

助の対象となるのか。 一般用かにかかわらず、幅広く補助の対象となり得ます。

簡易病室の設置について、例えば、簡易病室を駐
簡易病室の設置（駐車場等への設置、既存病室の個室化を含む）については、簡易な構造をも

補助対象
車場等に設置する場合や、既存病室を個室化し

ち緊急的かつ一時的に設置するものであって、固定資産に計上されないものであれば、備品購入
て簡易病室に改修する場合などで、固定資産に計

上しないものであれば、補助の対象になるか。
費や需用費の修繕料として、補助の対象となり得ます。

補助対象
補助の対象となる機器・備品 1台の購入価格に 補助の対象となる機器・備品 1台の購入価格に上限は定めていません。

上限はあるか。 ※対象医療機関等の区分ごとの補助の上限額は決まっています。

補助対象
中小企業庁による家賃支援給付金を受けたが、 家賃支援給付金を受けた場合は、本補助金で家賃を申請することはできません。

本補助金で家賃を申請できるか。 ※家賃支援給付金を受けた月以外の家賃であっても申謂できませんので、ご主意ください。

補助対象 いつからいつまでの費用が対象となるのか。
令和 2年4月 1日から令和3年3月 31日までにかかる経費が対象であり、令和3年3月

E3までに納品・支払いまで完了している必要があります。
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区分 賣問 回答

医療施設・設備に係る火災保険等について、複数
一括払いした保険料のうち、補助対象期間の保険料を期間按分（月割計算）した金額が、対

補助対象
月分（又は複数年分）の保険料を一括払いした

象経費となります。なお、本補助事業は、補助対象期間内に支払った経費が対象であるため、補
が、補助対象期間外の保険料が含まれる場合、

助対象期間外に一括払いした保険料は、補助対象期間が含まれていたとしても、対象経費として
対象経費はどのように算出すれば良いか。

認められません。

補助対象医療機関・薬局等になる前に支出した
対象医療機関・薬局等となった後に支払った費用もしくは支出の見込まれる費用が補助対象と

補助対象
費用を交付申謂に含めることはできないのか。

なるため、開設後に使用するためのものであっても、開設前に支出した費用は対象に含めることはで

きません。

つの医療機関がつの保険医療機関のコードを

補助対象
有している場合（医科と歯科を併設している場 それぞれの医療機関コードについて申請可能です。

合）は、それぞれの医療機関コードについて申請が ※同じ補助金対象製品等の経費にそれぞれの補助金をあてることはできません。

可能か。

補助対象 対象期間中であれば、複数回の申請が可能か。 各医療機関等からの申請は 1回限りです。

医療と介護の両方を行っている事業所では、
医療・介護両方の事業を行っている場合には、どちらの支援金ともに申請は可能ですが、

補助対象 医療分・介護分それぞれの支援金を申請すること
同じ補助金対象製品等の経費にそれぞれの補助金をあてることはできません。

は可能か。

申請方法 毎月 1~14日は申請できないのか。
月申請分までは、毎月 日から月末までを申請受付期間としていましたが、 月申請分から

は、受付期間内（令和 3年 2月 日まで）であれば、申請いただけるようになりました。

申請様式をご入用の場合は、ホームページから申請書をダウンロードしていただくか、返信用封筒

(A4サイズが折らずに入る大きさ・ 円切手貼付・宛先記入）を、以下に郵送していただけれ

ば、送付します。

申請方法 申請書を入手したい。 ■郵送先

〒

大阪市中央区大手前丁目番 号本館階

感染症対策課病院支援グループ支援金申語書請求担当あて

全ての支払いが完了していない場合も、支払予定額での申請（見積書の写し等を添付する必要

があります）を受付しています。ただし、支払予定額で申請した場合、実績報告時に、領収書の写

申請方法
精算払いは、全ての支払いが完了しなければ申請 し等支払内容とその金額が確認できる書類をご提出いただく必要があります（※申請時に提出した

出来ないのか。 同じ書類を改めて提出いただく必要はありません。）。

なお、支払いが完了している経費については、申請時に、領収書の写し等を3是出いただく必要が

あります。

インターネット通販での購入等の理由で、見積書が入手できない場合は、注文書など商品名、単

申請方法 見積書が入手できない場合はどうすれば良いか。 価、個数と合計支払予定金額がわかるものを提出してください。その他、支払い予定の額が決まら

ない等の事惜があれば事前にコールセンターまでご相談ください。

交付決定は、受付からおおむね4週間から 6週間を予定しております。また、支払いは、実績報告

申請方法 申請後のスケジュールは。 書（様式第4号）の受付からおおむね3週間を予定しております。※ただし、審査状況等により

遅れる場合力湖りますので、ご了承ください。

振込口座の添付書類として、通帳が無い（イン
キャッシュカードやインターネットバンキングの画面等、口座情報がわかるものの写しを提出してくださ

申請方法 ターネットバンキング等）場合、何を添付すれば良

いか。
い。

支払予定額で申語した後、実際の購入等金額が
交付決定後、交付決定額を上回る補助金の額の増額は、補助上限額の範囲内であっても原則

申請方法 申請と異なった等の理由により、交付決定後に補

助金の額の変更は認められるのか。
認められません。交付決定額の範囲内での変更は可能です。
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大阪府HPより

《例示》
取組の例 経費の例

共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境 【
委託料】

整備を行う。
0清掃委託費

共有して使用する物品（移動のための自動車や自転車、
【需用費】

0消毒用エタノール等の消毒薬、
訪問鞄等）や職員が共通して触れる部分について定期的・

除菌剤、抗菌スプレー等の購入
頻回な清拭・消毒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が終わるごとに消
【備品購入費】など

毒薬で清拭またはラッピングする。歯科診療で使用した器具
0滅菌器の購入

等の滅菌用機器を導入する。

待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理
【需用費】など

券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知し協
0整理券の印刷製本費

力を求める。

【備品購入費】、【委託料】など

発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者
0ビニールカーテン、アクリル板、パーテー

ション、ロールカーテン、ブラインド等の
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

感染防止対策に必要な動線の確保や
工夫等を行う。

レイアウト変更等に必要な設備の購入

（設置費用含む）

在宅療養における感染予防対策、患者の症状を観察する
【需用費】など

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
0パンフレットの印刷製本費

い、患者や同居する家族等に説明し理解や協力を求める。

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
【備品購入費】など

確保する。
0オンライン診療用機器ー式（初期

電話等情報通信機器を用いた病状確認・療養上の指導等
導入費、ランニングコスト）

0抗菌キーボード、抗菌マウスの購入
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

ができる体制を確保する。

【需用費】

0マスク、グローブ、エプロン、ゴーグル、
感染防止のための個人防護具等を確保する。

フェイスシールド、感染防護衣等の

衛生用品の購入

【謝金】

医療従事者の院内感染防止対策（研修、健康管理等） 0研修講師の謝金

を行う。 【会議費】

0会議費（会場代、印刷代）
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取組の例 経費の例
l 1届品購人買」なと

0空気渭浄機、換気扇等

（工事費用、設置費用含む）

0検温等（非接触型を含む）機器の

購入

その他感染拡大防止対策や診療体制確保等に必要な物 【委託料】

品等の購入等 0洗濯委託費、検査委託費

0感染性廃棄物処理費用

【使用料及び賃借料】

0寝具リース料



新型コロナウイルス感染症  

「感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」 
（補助上限額：診療・検査医療機関100万円、無床診療所25万円など） 

 

 １月28日に成立した第３次補正予算において、診療・検査医療機関をはじめ医療機関・薬局等の感染

拡大防止対策等に要する費用が補助（追加支援）されることになり、申請受付が始まりました。 

 

１.補助対象・補助上限額 

下記いずれか該当の補助金１つのみが対象となります。また、現在大阪府で申請受付がされている第２

次補正予算の「感染拡大防止等支援事業」（診療所：上限100万円など）の補助を受けた医療機関も補助

の対象となります。 

① 診療・検査医療機関（都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関） 100万円 

② 医療機関・薬局等 

・病院・有床診療所（医科・歯科）  25 万円＋5 万円×許可病床数 

・無床診療所（医科・歯科）  25 万円 

・薬局・訪問看護事業者・助産所  20 万円 

③ ｢令和２年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救

急・周産期・小児医療機関体制確保事業｣による補助を受けた医療機関 

・「25 万円＋5 万円×許可病床数」から「新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周

産期・小児医療機関体制確保事業」の補助基準額を差し引いた額（差額分を補助） 

２.補助対象経費 

 2020年 12 月 15 日から2021年 3 月 31 日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染

拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費。 

※ 現在大阪府で実施されている「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」（診療所の上

限額 100万円など）の対象経費と同じです。但し、既に申請している経費については対象となりません。 

３.申請書の提出期限 

 2021年 ２月 ２８日（当日消印有効） 

※ 2月28日までに申請書を提出した医療機関等には審査を経て2020年度に交付決定。申請する経費の

支出が完了していなくても申請できます。 

※上記期限に申請が間に合わない医療機関等への対応は2021年度（４月以降）に実施予定（詳細は後日）

とされています。 

※ 提出書類は厚生労働省ホームページに掲載されています。下記URLからエクセルファイルをダウンロ

ードして申請書を作成してください。 

「令和２年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について 

 URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html 

 

４.提出方法 （下記宛に郵送で提出） 

 住所：〒119-0397 銀座郵便局留 

 宛先：厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛 

５.問合せ先 

 厚生労働省 医療提供体制支援補助金コールセンター 

 電話:０１２０－３３６－９３３（平日 9:30～18:00） 
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8 質問 1において、「『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、幅広く対象となる」旨が記載されています

が、例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょう

か。

（例）

・日常業務に要する消耗品費（固定資産に計上しないもの）

・日常診療に要する材料費（衛生材料、消毒薬など）

※直接診療報酬等を請求できるもの以外

．換気のための軽微な改修（修繕費となるもの）

•水道光熱費、燃料費

・電話料、インターネット接続等の通信費

・休業補償保険等の保険料

・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの

・受付事謗や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの

・日常診療に要する検査外注費

※直接診療報酬等を請求できるもの以外

・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料

・既存の診療スペースに係る家賃

・既存の医療機器・事務機器のリース料

（答）

0 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、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ことができるよ

う、感染防止対策等の支援を行うことを目的としています。

〇 こうした補助金の目的に合致するものは、感染拡大防止対策に要する費用

そのものにとどまらず、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、幅広く対象と

なり、例示された経費も対象となり得ます。

※ 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かかる人件費

は対象になりません。

令和 2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供

体制確保支援補助金に関するQ&A

令和 3年 2月3日第 1版

4
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2021/1/18 大阪府／新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金について

新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金について

m a o更新日：令和3年1月5日

大阪府では、検査体制の構築のため、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用し、検査機器設備整備事業を実施しています。

本車業の活用、及び自施設での院内感染対策にご協力頂きますようよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス慮染症検査機関等設偏整傭事業補助金交付要頷

反、 型コロ レ咸沈症査 号几 金六、 [PDFファイル／118KB]

［大阪府l補助金交付規則 [Wordファイル／19KB]

新型コロナウイルヌ惑染痘検査機関等設備整備事業補助金の概要について

＜補助事業者＞

大阪府内に所在する医療機関、病原体遺伝子検査（病原体核酸検査）もしくは血清学（免疫血清学検査）の登録のある衛生検査所又は地方衛生研究所等のう

ち、知事が適当と認めるもの

く対象となる機器＞

1.次世代シークエンサー

2. リア）レタイムPC悶妄置

3.等温遺伝子増幅装置

4.全自動化学発光酵素免疫測定装置

5. 1~4に付帯する備品等

く対象経費＞

対象となる機器の導入に伴う以下の経費

・備品購入費

・工事請負費（検査機器の設置にかかる経費に限る）

・使用料及び賃借料（検査機器のリース料に限る）

・補助及び交付金

く基準額＞

知事が必要と認めた額 （補助率： 10分の10)

新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金にかかる各種手続きについて

交付要領に基づく各種手続きについて、以下の通り掲載します。提出期限を過ぎることのないよう、適正な補助事業の執行にご協力をお願いします。

I交付申請について

補助事業者は随時募集しております。 （※予算状況に応じて募集を終了することがありますのでご了承ください。）

申請を希望する場合、下記の通り必要書類のご提出をお願いします。

※ 令和2年度事業については「令和2年4月1日以降の発注」及び「令和3年3月31日までの納品」が必須です。

令和3年度事業の実施は未定ですのでご留意ください。

■ 提出書類

【様式】

交付申請書 [Excelファイル／71KB]

・基本情報

・様式第 1号（交付申請書） ※押印要

・別紙1 （経費所要額内訳書）

・別紙2 （経費所要額明細書）

・別紙3 （歳入歳出予算書） ※押印要

・様式第 2号（要件確認申立書） ※押印要

・様式第 3号（暴力団等審査屑報） ※押印要

・様式第4号（口座振替依頼書） ※押印要

【添付書類】

・見積書の写し

・カタログ等仕様がわかる書類

（※ 様式第 1号、第2号、第3号、第4号、別紙3は代表者の押印が必要です。）

www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kensa.html 1/2 



22

2021/1/18 大阪府／新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金について

I事業を完了したとき（交付妻領第9条）

下記の通り実績報告書（様式第 7号）のご提出をお願いします。

通知文 「交付決守後の各種手続，きについて 1 [PDFファイル／87KB]

■ 提出期限

・事業完了後30日以内または令和3年4月30日（金） のいずれか早い日

・9月30時点で事業が完了している場合は令和2年10月30日（金）

・9月30時点で事業が完了しており、事業の内容の変更を予定している場合は変更交付申請の内容が承認された後、 30日以内

■ 提出書類

【様式】

実績報告書 [Excelファイル／84KB] ＜様式第 7号・別紙1から別紙3．様式第4号（申請時から変更がある場合） ＞ 

【添付書類】

・納品書等の写し

・請求書等支払金額の確認できる書類の写し

（※ 梯拭第7号、別紙3、様式第4号は代表者の押印が必要です。）

I事業の内容を変更するとき（交付要領第6条）

以下に該当する場合、下記の通り変更交付申請書（様式第6号）のご提出をお願いします。

(A)経費の増額

(B)総事業費の20％を超える経費の減額

通知文 「交付決定後の各種手続きについて 1 [PDFファイル／87KB]

■ 提出のタイミング

事業の内容を変更するとき

■ 提出書類

【様式】

変再交1寸申請書「Excelファイル／54KB] ＜様式第6号・別紙 1から別紙3>

【添付書類】

・見積書の写し

・カタログ等仕様のわかる書類

<A及びBに該当しない軽微な変更の場合＞

交付要領第9条に基づく実績報告書（様式第7号）の提出の際、下記書類を添付してください。

・変更後の見積書の写し

・変更後のカタログ等仕様がわかる書類

I提出方法・提出先について

絋媒体及びデータ媒体にてご提出ください。

【紙媒体】

〒540-8570（住所記載不要）

大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課感染症・検査グループ （担当：松本、大江）

【データ媒体】

kansenshotaisaku-g竿 g皿 pref.osaka.lgJP

※ 送付誤りを防ぐため、封筒の宛先は正確にご記載ください。

※ 確認漏れを防ぐため、必ずメール件名に 「【事業者名】検査機器補助金（申請or変更申請or実績報告）」 とご記載ください。

※ データ送付の際、 様式はExcel媒体、見積書・カタログ・納品書等の添付書類はPDF媒体にてご提出をお願いします。

このページの作成所属

健康医療部保健医療宰膵染症対策課膵染症・検育グループ

www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kensa.html 2/2 
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| 医療資格者等の労災給付の上乗せを行う医療機関等への補助 | 

■切しI '』． |国による直接執行 1（予算案： 8,200万円）

0 新型コロナヘの対応を行う医療機関等において、勤務する医療資格者等が感染した際の労災給付の上乗せ補償を行う

民間保険に加入した場合に、保険料の一部を補助することにより、医療資格者等の収入面の不安等を解消して離職防止

等につなげ、新型コロナ対応医療機関等の運営の安定を図るため、看護補助者等に必要な追加額を三次補正予算におい

て計上する。

※ 令和2年10月12日に対象者に追加した「現に診療報酬による評価の対象となっている看護補助者等」に必要な追加額を計上。

-〔対象医療機関等〕都道府県等の要請を受けて新型コロナヘの対応を行う次の保険医療機関等

① 重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナ患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関

② 帰国者・接触者外来、地域外来・検査センター、診療・検査医療機関（仮称）

③ 宿泊療養・自宅療養の新型コロナ患者に対するフォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者

等が勤務する医療機関等（③の場合、補助対象は、当該フォローアップ業務、受入施設での対応等に従事する医療資格者等）

④ 地域外来・検査センターに出務する医療資格者等が勤務する医療機関等（④の場合、補助対象は、地域外来・検査センターに
出務する医療資格者等）

※ 医療機関の事務の簡素化のため、国への補助金の申請や保険契約の申込等を委託することも可能。

〔対象者〕勤務する医療資格者等

〔補助基準額〕年間の保険料の一部 (2分の1)、1人あたり 1,000円を上限

〔対象となる労災給付上乗せ補償保険〕

以下のアを満たす民間保険（ア及びイを満たすものを含む。）

※ 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に、契約を締結し、契約の始期があるもの。

ア 休業補償：被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して休業し、労働基準監督署の労災認定を受

けた場合に、労災給付の上乗せ補償を行う保険

イ 死亡補償又は障害補償：被用者が業務において新型コロナウイルス感染症に罹患して死亡し、又は障害が残り、

労働基準監督署の労災認定を受けた場合に、死亡補償金又は障害補償金を給付する保険
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| 発熱患者対応を行う診療・検査医療機関の確保 | 

事業目的 |国による直接執行 1（予算案： 697億円）

0 インフルエンザ流行期に備えて、多数の発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療・検査を受けられる体制を
整備することにより、感染症対策の強化を図るため、体制確保に必要な追加額を三次補正予算において計上する。

一0 都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関（仮称）が、発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレハ
ブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む）を設けて、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療・
検査体制確保に要する費用を補助する。

〔補助基準額〕 13,447円x （受入時間に応じた基準患者数一実際の発熱患者等の受診患者数）

・基準となる患者数は、 1日あたり20人を上限として、体制確保時間に応じて設定。
•実際の受診患者が上記基準より少ない場合に、その人数に応じて補助金を交付。

診療・検査医療機関（仮称）において
発熱患者等を受け入れる体制を確保

戸芯：機
府県が指定 ］ 

①受入時間に応じt::-| - 該笏核形須 ←体制確保料として補助

基準患者数

たり20人を上限)| - u、日‘‘4
②実際の受診患者数

L.- - _j 

［体制確保時間 7時間、実際の受診患者が5人の場合の例］

体制確保時間
(1日あたり）の例

7時間

4時間

2時間

13,447円x（①基準患者数(20人）ー②実際の受診患者数(5人））＝約20.2万円／日

※自院のかかりつけ患者や自院に相談のあった患者のみを受け入れる場合は、基準患者数の 1日あたり上限は5人。
※実際には全く発熱患者等の受診を受け入れない場合は補助を減額。

補助上限額
(1日あたり）

約26.9万円

約15.4万円

約7.7万円

※診療・検査医療機関（仮称）の指定期間中は、新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)及び新型コロナウイルス
感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力を行うこと。
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| 医療機関等への支援策に関するコールセンターの設置 | 

事業目的 （既存予算により対応）

0 新型コロナ患者を受け入れる医療機関等への支援策に関して、総合的な相談を受け付けるコールセンターを厚生労働
省に設置し、各種支援策の案内のほか、申請に当たっての質問・相談等に対応する。

-0 新型コロナ患者を受け入れる医療機関等への支援策に関して、厚生労働省にコールセンターを設置し、

•新型コロナ患者の受入病床確保の補助金、感染拡大防止等支援の補助金などの支援策を案内する

．申請に当たっての質問・相談に対応する

・必要に応じて厚生労働省の担当から折り返し電話し、具体的な説明を行う

・相談内容に応じて、都道府県等に必要な確認を行う

など、個々の医療機関等の状況に応じた対応を行う。

コールセンター概要 ＝一―---------------------------------------
新型コロナ患者受入れ医療機関等の支援に関する総合相談ダイアル

（電話番号） 0120-024-700 

（開設時間）平日9: 30,_,18 : 00（土日祝日、行政機関の休日を除く）

!..-----------------------------------------------------------
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新型コロナウイルス感染症緊急包括支媛事業（介護分）補助金について

, eo 更新日：令和3年1月29日

新型コロナウイルス感染症緊急包括支攘事業（介護分）補助金について

介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴

を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行います。

I 事業概要

1．介護サービス事業所・施設等における感染症対策徹底支援事業

介護サービス事業所・施設等が、感染症対策を徹底した上で、介護サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成する。

2.介護サービス再開に向けた支援事業

在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行う。

I 1.補助却象事業

I (1)慮-頑を蜘匿した上で呻護サービズ是供支援事業（かかり増し経費）

l補助対象サービス及び補助額

全ての介護サービス事業所（訪問系サービス車業所、通所系サービス車業所、短期入所サービス事業所、多機能型サービス事業所）及び介護施設等

補助額対象サーピス及び補助額 [PDFファイル／96KB]

※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。

※表の上限額の単位は千円です。 千円未満の金額については切り捨てとなります。

l禰助対象施設等

令和2年4月 1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等

※令和2年4月 1日から令和3年3月31日までに支出した、又は支出予定分が対象

l禰助対象経費

かかり増し経費の例

• 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用

・外部専門家等による研修の実施に要する費用

・ （研修受講等に要する）旅費、宿泊費等

• 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用

• 感染防止を徹底するための面会室の改修費

• 建物内外の消毒費用・清掃費用

• 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費

• 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料

・自動車の購入又はリース費用

・タブレット等の ICT機器の購入又はリース費用

• 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料

• 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用

• 居宅介護職員による同行指導への謝金

・医療機関や保健所等とのクラスタ一発生時等の情報共有のための通信還搬費

• 新型コロナウイルス感染症対策拡大防止のための経費であり、通常の介護サービス等の提供時では想定されないもので、国実施要綱の目的に反しないと府が

認める費用

I , 2) -1介護サービス再開に向けた支握事業（在宅サービス事業所による利用者への再開支握への助成事業）

l補助対象サービス及び補助額
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訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス車業所及び多機能型サービス車業所

補助額対象サービス及び補助額 rPDFファイル／277KB]

※サービス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。

※表の上限額の単位は千円です。

l補助対鰤鰈疇

令和 2年4月 1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行う在宅サービス事業所

l補助対紐費

（ア）在宅サービス事業所（居宅介護支援事業所を除く）

在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康生活•生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行う上で、利用者の要望

を踏まえたサービス提供のための調整等（感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等）を行う事業所

（イ）居宅介護支援事業所

在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態•生活ぶりの確認、希望するサービスの確認（感染対策に係る要望を含む）、サービス事業所との連携

（必要に応じケアプラン修正）を行う事業所

※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該車業所を利用していた利用者で過去 1ヶ月の間、当該在宅サービスを 1回も利用していない利用者

（居宅介護支援事業所においても同様の考え方）ただし、利用終了者を除く。

※2「～の確認」とは、 1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行うこと

※3「連携を行う」とは、 1回以上電話等により連絡を行うこと

※4 「調整等を行う」とは、希望に応じた所要の対応を行うこと

※5実際にサービス再開につながったか否かは問わない

I (2) -2 介護サービス再開に向けた支援事業（在宅サーピス事業者における躙填整偏への助成事業）

l補助対象サービス及び補助額

訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所

補助額対象サービス及び補助額 [PDFファイル／265KB]

※サーピス種別によって事業所ごと、または定員ごとに上限額が定められています。

※表の上限額の単位は千円です。 千円未満の金額については切り捨てとなります。

l禰助対蜘鱈噂

令和2年4月 1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所

l禰助対象経費

「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等

（例）長机、飛沫防止パネル、換気設備、 （電動）自転車【リース費用含む】、タブレット等のICT機器（通信費用除く） 【リース費用含む】

I 2．手続きの却

l申謂の手順

(1) 「令和 2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）に係る交付申請書」を下記「（ 1)申請様式」からダウンロードし、作成してく

ださい。 ※申請方法により、申請様式が異なりますのでよくご確認ください。

(2)申請書を、下記「申請方法」に記載している提出先に電送又は郵送にて提出してください。

(3)大阪府が申請内容を審査、交付決定後、補助金が交付されます。

※なお、審査で不備があった場合、再申請等が必要になり、翌月末に支給できないことがあります。

(4)申請者は大阪府に「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）実績報告書」を提出する必要があります。※提出時期未定

(5)大阪府が「実績報告書」を審査のうえ額を確定し、通知します。

l申謂方法． 
1.申請者が、国保運へ介謳報酬の請求を行っている法人の場合（債権譲渡を行っている法人は除く。）

※債権譲渡を行っている法人については、 「2.申請者が、国保連への介護報酬の請求を行っていない法人の場合」をご覧ください。



28

※申請書様式を変更し、本補助金と慰労金を同時に申請していただけるようになりました。原則、同一様式での申請をお願いします。 (9月 1

日9時更新）

※7~11月に、既に慰労金を申請している事業所については、慰労金以外の該当箇所にのみ入力し、申請してください。 （様式3「職員表」シー

トヘの入力は不要です）

※慰窃金を重複して入力されますと、審査で不備となり、翌月末に支給できないことがあります。

(1)申請様式

国保連へ介護報酬の請求を行っている法人向け申請書（外部サイト）

(2)提出先

【原則】

大阪府国民健康保険連合会介護電子請求受付システム

玉 ‘の嘩電苧、シス―ムでの旨主: はこちらからご年ださい 玉 ‘ポームページ

【電子申請ができず、郵送する場合】

〒540-0028

大阪市中央区常盤町 1丁目 3番8号 中央大通FNビル内

大阪府国民健康保険団体連合会宛

※申請先が国保連の場合の申請については、申請前に下記のリンク先をご確認ください。

掃出先が国保i車の場合（別紙） ［PDFファイル／114KB]

I 2.申請者が、国匹へ介謳報酬の請求を行っていない法人の場合

※有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームなど、介護保険事業所番号を持たない法人が対象

※債権譲渡を行っている法人も対象

※申請書様式を変更し、本補助金と慰労金を同時に申請していただけるようになりました。原則、同一様式での申請をお願いしま

す。 (9月 1日9時更新）

※7~11月に、既に慰労金を申謂している事業所については、慰労金以外の該当箇所にのみ入力し、申請してください。 （様式3 「職員表」シ

ートヘの入力は不要です）

※慰労金を重複して入力されますと、審査で不備となり、翌月末に支給できないことがあります。

(1)申請様式

国保澳へ介護報酬の請求を行っていない法人向け申請書（外部サイト）

(2)提出先

〒 540-8570 大阪市中央区大手前2丁目

大阪府介護事業者課支援金受付担当 宛

※郵送での申請をお願いいたします。申請書類の提出やお問合せのための訪問には対応いたしかねますので、ご了承ください。

l申謂書入力方法

交付申請書の入力方法については、 申請書記入例 [PDFファイル／191KB]をご確認ください。

l申請期閻

令和2年8月28日（金曜日）から令和3年2月28日（日曜日）まで

【1次受付】から【4次受付】 ：受付終了

【5次受付】令和2年12月15日（火曜日）から令和2年12月28日（月曜日）

【6次受付】令和3年1月15日（金曜日）から令和3年1月31日（日曜日）

【7次受付】令和3年2月15日（月曜日）から令和3年2月28日（日曜日）

※振込は、最速で申請月の翌月末予定です。

※感染症対策を支援する本補助金を迅速に支給する観点から、原則、申請は 1事業所・施設等につき 1回でお願いしま

す。

※なお、 1年間（令和3年3月31日まで）を通じた費用の概算額で申請いただければ結構です。

I 3．実績報告
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介護サービス車業所・施設等は、補助車業の完了後、大阪府に実績報告をしていただく必要があります。車業所において、物品購入にかかる領収書等、根拠書

類（原本）を保管しておいてください。

なお、実績報告において、概算で交付決定をした額が確定額を上回る場合は、差額分の返還が必要となります。 （対象とならない経緯が含まれていた場合等を

含む）

l 【申請方法】

1.実績報告書類ー式を郵送でお送りします。 ※令和3年 1月末頃より順次発送します。

2.同封の「実績報告の手順（介護分）」に沿って、実績報告書類に必要事項を記入又は加筆修正していただき、返信用封筒に封入のうえ、ご返送ください。

| 【参考資料】

1．実績報告の手順（介護分） ［PDFファイル／956KB]

2. 型コロナウレ咸沈＇正角括 膵 金，報牛ニ，＇三 [PDFファイル／642KB]

※上記「 2」の様式は見本のため、使用しないでください。実際にご提出いただく書類は、郵送でお送りします。

I 4.閥い合わせ先

※申請書作成等に関することは、以下のコールセンターにお願いいたします。

大阪府高齢介護支援金コールセンター

電話： 0570-001-170（平日午前9時～午後6時）

I s．参考様式

新型コロナウイルス膵染症緊急包括支援事業実施要網（厚生労働省） ［PDFファイル／267KB]

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付要綱（厚生労働省） ［PDFファイル／87KB]

、型コロナル咸沈｀正嘩括 嘩 金六、、，蘭 [PDFファイル／487KB]

I 6.その他

・慰労金（介護分）については、 嘩サービ —• 号几 に― する｀ゴこ、する島'-金の 、贔についてのページをご覧ください。

・障がい分の支援金については、 新型コロナウイルス感染症緊急俵括支援事業（障害分）補助金についてのページをご覧ください。

・医療分の支援金ついては、 型コロ ）ス威沈症に、、る医 ・＇口～における威シ九 止 金を手される医 ・99口のヘ

のページをご覧ください。

このページの作成所属

福祉部 高齢介護宰介護事業者課
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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、教育訓練又は出向を行い、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。当該特例については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末ま

で現行措置を延長する予定です。

【特例措置の内容】※王線が令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の

翌月末までの休業等に適用

（※その他は休業等の初日が令和2年 1月 日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの

場合に適用）

0特例の対象となる事業者

新型コロナウイルス膵染症の影響を受ける事業キ （全事業キ）

0助成内容・対象の大幅な拡充

①休業手当等に対する助成率：中小企業4ーこ、大企業ユーユ
②解雇等行わない場合の助成率：中小企業 、大企業~)

※又争熊官奎の に` ’―、........‘首、自の^ の ‘玄については戸参昭

※助成額の上限 ：対象労働者 1人1日当たり 円

③教育訓練を実施した場合、 中小企業 円、大企業 円を加算します

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間が

6か月未満の労働者も助成対象

⑤ 1年間に 日の支給限度日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も対象に

0受給要件の更なる緩和

⑦生産指標の要件を緩和 （対象期間の初日が令和 2年4月 1日から令和 3年

2月 日までの間は、 5％減少）

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 1年以上を必要とする要件を緩和

⑪休業規模の要件を緩和

⑫ 出向要件を緩和 (「 3か月以上 1年以内」を「 1か月以上 1年以内」に）

0活用しやすさ

⑬短時間一斉休業の要件を緩和

⑭残業相殺制度を当面停止

⑮生産指標の比較対象となる月の幅を拡大

（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）

⑯申請書類の大幅な簡素化

⑰休業等計画届の提出が不要

⑱オンライン申請の受付

【お問合せ先】

最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ

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せに対応します。
0120-60-3999（受付時間 9:00l"',J21:00（土日・祝日含む））

厚生労働省HP
雇調金ページ

置
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雇用調整助成金の特例措置の

緊急事態宣言対応等について

雇用調整助成金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措

置を延長する予定です。

【大企業の助成率の引き上げについて】
1.特定都道府県における大企業の助成率の引き上げについて

緊急事態宣言の発出に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の

短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店や劇場、映画

寺について、止の 学 ハ止 口寺牛雇寺よい口 に

います。

．特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率の引き上げについて

生産指標（売上等）が前年又は前々年同期と比べ、最近か月の月平均値で ％以上

減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、助成率を以

下の通り最大 とする予定です。

・解雇等を行わない場合の助成率： （解雇等を行っている場合は4 5) 

【緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として

想定する具体的内容】
緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則

的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域•特に現況が厳しい企業につい
て以下の通り特例を設ける予定です。

0原則的な措置を以下のとおりとする。
. 1人 1日あたりの助成額の上限： 円（現行 円）

・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率 9 （現行

0感染が拡大している地域(※ 4)•特に業況が厳しい企業(※ 5) の雇用維持を支援
するため、特例を措置（上限額 円、助成率最大 ） 
※4 内容は追って公表

※5 生産指標（売上等）が前年又は前々年の同期と比べ、最近3ヶ月の月平均値で

％以上減少した全国の事業所

厚生労働省HP
【お問合せ先】 雇調金ページ

最寄りの都道府県労働局またはハローワークヘ 回 回

塁雰望，；言讐誓蒙累界謬踪寄‘ります。璽
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※雇用調整助成金に関する相談窓口

2021/1/13 特別労働相談窓口 1大阪労働局

3 職業安定部雇用保険課助成金センター内

住 所

〒540-0028 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）

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

※雇用調整助成金に関する相談は完全予約制です

【厚生労働省HPヘリンク］

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、電話にて大阪労働局助成金センターまでお問い合わせください。

電話番号 06-7669-8900 

受付時間 8: 30'"'-'17: 15（月～金）

※ご予約は、ハローワークでは受け付けしておりません。

大阪労働局助成金センターヘ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」でも承ります。

（雇調整助成金のFAQはこちら 【厚生労働省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）

hllps://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/20200213_ 00005.html＃雇調金 1/1 
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小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

（小学校休業等対応助成金）

（労働者に休暇を取得させた事業者向け）

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、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者

の休職に伴う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。

【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もであって、小学校等を休むことが必

要な子ども

【支給額】

休暇中に対象労働者に支払った賃金相当額

※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（上限額 円）

【適用日】

令和 2年 月 1日～令和 3年 3月 日の間に取得した休暇
※日曜日や夏休みなど、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

（電話） 受付時間 ～ （土日・祝日含む）
『=.,.,.._•』• ..._,_,r: 

詳細は、1J)新型コロナ休暇支援↓ で検索、

または、右の コードよりご確認ください。
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労働者を雇用する事業主の皆さまへ 〇 厚生労働省・都道府県労働局

新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応助成金をご活用ください
令和2年10月 1日から令和3年 3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として

行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次

有給休暇を除く）を取得させた事業主は助成金の対象となります！ ＊詳細は裏面をご参照ください

吟
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休
の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得で
きる環境を整えていただけるようお願いします。

助成内容：有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額X10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額※x有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限： 15,000円）

申請期限：

●令和2年10月 1日から12月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年3月31日です。
●令和3年 1月 1日から3月31日までの休暇に関する申請期限は令和3年6月30日です。

令和2年2月27日から9月30日までの休暇に関する申請受付は原則として令和2年12月28日で終了しています。ただし、次のI、IIや天災等の
やむを得ない理由があると認められる場合は申請期限を超過して申請することが可能です。

I．労働者からの労働局の特別相談窓口への「（企業に）この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活
用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

II．労働者が労働局の特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な

限りまとめて申請をお願いします。

①支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。；・（印刷できない場合はコールセンターに御連絡下さ

nttps: //www. n;, hlw. go. j pf stf /seisa ku n itsu ite/bun¼a/koyou_roudou/koyp u/kyufu kin/ page LO 7 _00002.htm I 

` > ．9 ~ 9 9 9 ~ 9 9 9 ~ 9 9 • H H H ~.... 
②お問い合わせについては、下記のフリーダイヤル（コールセンター）まで

（フリーダイヤル） 0120-60-3999 受付時間： 9後 ： 00~21: 00土旦 ・祝日含む
t t 訂れ岬 碑

③申請書の提出先

〒1'37-8691 新東京郵便局私書箱 132号
g g g g g i 

学校等休業助成金・支援金受付セジター

※郵送先は厚生労働省ではありません。

1新型コロナ休暇支援 ●全..,.

必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）

（宅配便などは受付不可）

で配送してください。

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせるビとはありません。

※雇用調整助成金も申請される方は、最寄りの都道府県労働局などでも受け付けますのでご相談ください。

l l l l l l 

l l l l l l 

l l l l l l 

l l l l l l 

ピ躙予ご：

.．．.． l l l l l l 

g 



35

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

「臨時休業等」とは
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課

後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

なお、 保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です

※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。

「小学校等」とは

•小学校、義務教育学校の前期課程、 各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を
置くものに限る）、特別支援学校（全ての部）

＊障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、

各種学校（高等学校までの課程に類する課程）なども含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、

子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

（ア）新型コロナウイルスに感染した子ども

（イ）新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども（発熱などの風邪症状、濃厚接触者）

（ウ）医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する

リスクの高い基礎疾患などを有する子ども

※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が

対象となります。

・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い

「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：授業日 ※日曜日や夏休み（夏休み期間が再設定された場合は、再設定後のもの）などは対象外

•その他の施設（放課後児童クラブなど） ：本来施設が利用可能な日

「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。

なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無

・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備

されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、

同意を得ていただくことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額

・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

助成金の支給上限である15,000円を超える場合であっても、 全額を支払う必要があります。

令和 3年 1月6日作成
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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）
※見やすさの観点から簡口化していますので、 詳しい情報は支援策バンフレットでこ確認ください。

①個人事業主向け（小規模に限る）

一 お近くの民間金融機関
（セーフティネット保証5号）

売上高5％以上減少なら

商工組合中央金庫等
（危機対応融資）

売上の減少幅に関係なく

実質無利子

IT
 

貸付 戸
スタートアップ・再生支援等 I に1資本性劣後ローント―→

②小・中規模企業者向け（①以外）-
~ 

売上高20％以上減少なら

小規模＊

売上高15％以上減少なら 小規模＊ではない

実質無利子

― 

► 

値 J融資

~ 

売上高5％以上減少なら

売上⑪咸少幅に関係なく

スタートアップ・再生支援等

I保証料補助 卜—→

叶 貸付 卜→

三

日本政策金融公庫
（コロナ特別貸付）

日本政策金融公届
（セーフティネット貸付）

日本政策金融公庫
（コロナ資本性劣後ローン）

企業の分類の考え方

中規模

個人事業主

法人

小規模

（※） 

① 

② 
②
 

＜※小規模の要件＞
製造業、建設業、運輸業、その他業糧
→従業員20名以下

卸売業、小売業、サービス業
→従業員5名以下

日本政策金融公庫
（コロナ特別貸付）

商工組合中央金庫等
（危機対応融資）

お近くの民間金融機関
（セーフティネ叶合翡正4号、危機関連保9E)

日本政策金融公庫
（コロナ特別貸付）

商工組合中央金庫等
（危機対応融資）

お酒く？民間金融機関
（セーフプイネッH呆証5号）

日本政策金融公庫
（セーフティネット貸付）

日本政策金融公庫
（コロナ資本性劣後ローン）

商工組合中央金庫等
（危機対応融資）

ら 四立巳

•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ロ

・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

•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

•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）

・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柾料ゼロ

•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▲0.9%

•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年間基準金利▲〇．9%

•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8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）

売上画要件の考え方（注）

く創業1年 1か月以上＞
最近1ヵ月※の売上高と、前年または前々 年の同期と比較

く創業1年 1か月未満及び店舗・業容拡大しているスタートアップなど＞
以下のいずれかで比較※業歴3ヵ月以上に限る
• 最近1ヵ月の売上高と過去3ヵ月（最近1ヵ月を含む） 0)平均売上喬の比較
• 最近1ヵ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較
• 最近1ヵ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較
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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。

1 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。

金利引き下げなし ） 
セーフティネット貸付 I新型コロナウイルス感染症特別貸付
基準金利 l新型コロナウイルス対策マル経融資

危機対応融資
-------------------1 | r-------------------------------------―l 

：【対象要件】 ： ：【対象要件】 I 

l売上高等の要件はなし I I ：売上高▲ 5％以上減少
} | l ※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）については、柔軟に対応 ： 

_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ ---------------------------------------| 

I + 
I 特別利子補給制度
I 特別貸付を利用した事業者

1 を対象に利子補給
|「―---------------――l

I【対象要件】

| 直人事業主（小規模） ：要件なし l 

| 
l小規模（法人） ：売上高▲ ％減 l

沖小企業：売上高▲ ％減|...＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」

1 民閻金融機関による信用保証付融資 ※保証枠とは、制度上の保証限度額のことです。 1

セーフティネッH呆証号・号
一般保証とは別枠 億円 で保証。 土昼且

全国 都進府県を対象地域として指定。5号

は影響を受けている業種を指定。

1危機関連保証
1 セーフティネット保証とは、さらに別枠

1 で、全国・全業種※を対象。

| 
※一部保証対象外の業種があります。

應

一 ＋
 一 ＋ 
信用録証付融資における保証料•利子減免
セーフプイネット保証 4号 • 5号・危機関連保証を利用して、

一定の要件で制度胴資を活用いた事業者の保研料を減免し、

かつ実質無利子化。

置

【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
※平日・土日祝日 ～ 

► 個別支援策のお問合せ先各ページ末尾の【お問合せ先】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 ー （フリーダイヤル）
※平日 ※IP電話からは ー におかけください。
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日本政策金融公mとひ沖縄公軍による

新型ロロナウイルス嘩染疸病別貸付
※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

（ ページ） を併用することで実質的な無利子化を実現
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 ％の金利引き下げ

を実施。据置期間は最長 5年。 1月 日から、「直近週間以上」等の売上減

笞月で醤f品？替累愕星喜翌月』苗望娯！ば醤；窪需耐笹2_1
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ヵ月間等（注）の売上高又は過去 6ヵ月（最近 1ヵ月を含む。）のI

平均売上高が前 3年のいずれかの年の同期と比較して5％以上減少した方

②業歴3ヵ月以上 1年 1ヵ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増

加に直和
ァップ企業を含む。）など、前年同期と単純に比較できない場合等は、最近 1ヵ
月間等（注）の売上高又は過去6ヵ月（最近 1ヵ月を含む。）の平均売上高

（業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近ヵ月までの平均売上高）が、次のい

ずれかと比較して 5％以上減少している方

過去3ヵ月（最近 1ヵ月を含む。）の平均売上高

令和元年 月の売上高

令和元年 月～ 月の平均売上高
※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。

（注）最近ヵ月間の売上高のほか、最近 日間以上 1ヵ月間未満の任意の期間における売上高

【資金の使いみち】運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る）
【既往債務の借換】公庫の既往債務の借換も可【担保】無担保

【貸付期間】設備 年以内、運転 年以内【うち据置期間】 5年以内
【融資限度額（別枠）】中小事業6億円、国民事業 万円
【利下げ限度額】中小事業 3億円、国民事業 万円
【金利】当初 年間 基準金利▲ ％、年目以降基準金利

中小事業 ％→ ％、国民事業 ％→ ％ 

※金利は 1月4日時点、貸付期間 5年の場合、信用力や担保の有無にかかわらず一律

L-------------------------------------------
※前年の全ての同期における売上高が自然災害や事業者本人の怪我・病気、店舗の建替など特殊事情の影響を

受けている場合は、一定の要件に合致すれば最近 1ヵ月間等の売上高又は過去ヵ月（最近ヵ月を含む。）の

平均売上高と特殊事清の影響を受ける前の直近の同期の売上高とを比較できます。

※国民事業における利下け限度額は、「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」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で 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、 法人等の方も対象になります。

【お問合せ先】 疇 平日のご相談 日本公庫事業資金相談ダイヤル：
沖縄公庫事業資金相談ダイヤル：

疇 土曜日のご相談 日本公庫： （国民）、
沖縄公庫：

声
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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J、「新型コロナウ

イルス対策マル経融資J等若しくは商工中金等による「危機対応融資Jにより借
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、最長

年間分の利子相当額を一括で助成します。 公庫等の既往債務の借換も実質無

利子化の対象となります。
1 ヽ` 「盲‘2‘口じ上ん 声上 I ,1三、、

D こ金i:i ヽ 整`い；h , 、 4 、上

査拡充。
:------------------------------------------―’ 
：【適用対象】

旧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」、「新型コロナウイ

~ー ：行った中小企業者等で、特別貸付等の申込を行なった際の最近 1 か月等注、
lその翌月若しくはその翌々月の売上高又は最近 1か月から遡った6か月間の平

1均売上高と前 3年のいずれかの年の同期と比較して、以下の要件を満たす方

I①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小規模企業者（法人事業者） ：売上高▲ ％減少

l③中小企業者等（上記①②を除く事業者） ：売上高▲ ％減少

| （注）最近 1ヵ月間の売上高のほか、最近 日間以上 1ヵ月未満の任意の期間における売上高

：【利子補給】

ト期間： 借入後当初 3年間 （最長）
1・補給対象貸付上限額：中小事業・商工中金等 3億円（拡充前 2億円）、

国民事業 万円（拡充前 万円）

|※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※業歴が3か月以上を有する創業間もない方や、 1年以内に店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 月・令和元年 月

～ 月の平均額のうちいずれかの売上高と比較できます。

※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」、「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」および「新型コロナ
ウイルス対策衛経」との合計で 万円となります。

【詳細】

（独）中小企業基盤整備機構HP （特別利子補給制度特設ページ）

【お問合せ先】

（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

【受付時間】平日・土日祝日 ～ 



41 ◆大阪信用保証協会HPより

◆新型コロナウイルス感染症対策に係る保証制度の選択チャート（保証料・利子補給有無別）

【融資金額の条件】 【売上高等減少要件】

［ ▲20％以上 ］Yes,,,,.. 
暴No

ヽ
融資金額

4,000万円謳 I ▲15％以上 I Yes 

（融資限度額
4,000万円）

暴 No

▲ 5％以上

【取得可能な認定書】(*1) 

経営安定関連保証

4号認定

危機関連保証

認定

r 
経営安定関連保証

5号認定

（指定業種に限る）

! (*1)認定吾は、お客さま（中小企業者の方）の本店等（個人事業主の方は主たる事業所）所在地の市町村にて取得が必要です。 ： 
: （＊2)常時使用する従業員の数が 20人（商業・サービス業（宿泊業および娯楽業を除く。）は 5人）以下の方 ， 
: （＊3)本制度固有の経営者保証なしを利用する場合は 1.05%、従来の経営者保証を不要とする取扱い【BK連携型】［担保型】を利用する場合は 0.85% i 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【融資金額の条件】 【売上高等減少要件】 【取得可能な認定書】（＊ 1)

【補給の内容】

A．売上高等減少が

▲15％以上の方

または

B.個人事業主で小規

模企業者(*2)の方

（ 

*l 
♦ No 

{- ）＊ 

保証料補給：

全額

利子補給：

当初 3年間

保証料補給：

半額

（利子補給なし）

【利用可能な保証制度】

ヽ
l 
• 1 1府制度I

I 新型コロナウイルス

感染症対応資金保証

~ 
保証料率：0.85%(*3)

金利： 1.2％固定

保証期間：10年以内

~ 据置：5年以内

ノ

..... 
【利用可能な保証制度】

▲20％以上 I Yes 経営安定関連保証 I ..... 1府制度1 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）
保証料率：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

/ 
融資金額

4,000万円超

、---------------------------、
(4,000万円迄は「保証料・利子 、

！補給あり」で、 4,000万円を超過 ： 

： する部分は「保証料•利子補給 ！ 

！なし」で、 2口に分けて利用する ！ 

iことは可能です。

---------------------------

• No 

▲15％以上 I Yes 

• No 

▲10％以上
Yes 

• No 

▲ 5％以上

4号認定

危機関連保証

認定

,-------―ーヽ： 認定の取得 ：しない
―ヽ--------., 

｀ 経営安定関連保証

5号認定

（指定業種に限る）

1府制度I 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（運転資金のみは6か月以内）

1全国制度I 経営安定関連保証（セーフティネット保証）（4号・5号認定）
保証料率•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）

俯制度I新型コロナウイルス感染症対応緊急資金保証（一般）
保証料率：弾力化料率、金利：1.2％固定、保証期間：7年以内、据置1年以内

1府制度I 経営安定サポート資金保証（危機関連）
保証料率．0.80%、金利．1.2％固定、保証期間：10年以内、据置：2年以内

I全国制度I 危機関連保証
保証料率•0. 80%、金利：金融機関所定、保証期間 •10年以内、据置•2年以内
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セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは？
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上

の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復

し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を

支援する融資制度。

【資金の使いみち】運転資金、設備資金

【融資限度額】中小事業 億円、国民事業 万円

【貸付期間】設備資金 年以内、運転資金8年以内

【据置期間】 3年以内

【金利】基準金利：中小事業 、国民事業 ％ 
※12月日時点、貸付期間 5年の場合、貸付期間・担保の有無等により変動

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

令和 2年 2月 日より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、

「売上高が ％以上減少Jといった数値要件にかかわらず、今後の

影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。
詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は

沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】

疇 平日のご相談

日本公庫事業資金相談ダイヤル：

沖縄公庫事業資金相談ダイヤル：

疇 土曜日のご相談

日本公庫：
． ． 

沖縄公庫：

（国民事業）
（中小事業）
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セーフティネット保証4号・ 5号

セーフティネッH呆証とは？
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 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号
l幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠（最大 l 

：億円）で借入債務の ％を保証。

|※最近 1ヶ月の売上高が前年同月比▲ ％以上減少等の場合 ： 

ーニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニご
10セーフティネッH呆証号
l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 億 l

l円、 4号と同枠）で借入債務の ％を保証。

l※最近 1ヶ月の売上高が前年同月比▲ 5％以上減少等の場合 ： 
~---------------------------------------.J 
※3月 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（過去ヶ月（最近ヶ月を含む。）の平均売上高の比較等）

※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や

キャンペーンを含む各支援策の変更に伴う影響等を受けている事業者等につ

いて、認定基準の運用を緩和「最近ヶ月」を「最近6ヶ月」等での比較

※4号の対象地域及び号の対象業種は ？
◆ 4号：令和 2年 3月 2日に全都道府県を対象に指定しました。

◆ 5号：令和 2年 5月 1日より全業種を指定しました。

※こ利用手続の流れ (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店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、認定書を取得し、保証付き融資

の申込みをしてください。
※認定書の有効期間は、認定書の発行の日から起算して 日です。ご利用に当たっては、

認定の取得前にあらかじめ取引のある又はお近くの金融機関へご相談ください。

※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、申謂書

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。

※ご利用には、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問合わせください。
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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」借入債

務の ％を保証）として、 最近 1カ月の売上高が前年同月比

▲ ％以上減少等する中小企業・小規模事業者に対して、更な

る別枠（ 億円）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相談ください。

これにより、セーフティネッH呆証枠と併せて、最大 億円の信用保証別枠を確保

l【イメージ図】 ： 

！璽伸ti1■柑■＋・t-Hi1■"..m=― !
弓． ％保証（全都道府県） 危機関連保証．

l 号： ％保証（指定業種） ％保証（全国・全業種） 1 

l※保証枠とは、制度上の保証限度額のことです。
別枠（ 億円）は共有

l※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が保証する割合です。

※ご利用手続の流れ等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問合わせください。

【お問合せ先】
中小企業金融相談窓口
※平日・土日祝日 ～ 
※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 コードよりご確認いただけます。

疇 土日・祝日の連絡先については、 4ページ「土日・祝日のご相談」を
ご確認ください。

霞
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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※・無担保・

各自治体la汎て準備力壇即次第、融資上限額を拡充。

※＿部の都道府県等では、一度事業者に利子分をお支払いい曰亡いた上で、事後的にお支払いい曰乱9

た利子分を事業者にお戻しすることで、金利負担が実質的に無利子とな忍士組みとしています。

【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、セーフティネッH呆証

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。

：りが逼泣
実質無利子融資に振OOえるこは）＼可能となる易合もごさいます。詳区は各金融機関ぺご相談下さい。． •一個人事業主

（事業性あるフリーランス含む、
小規模のみ）

小・中規模事業者
（上記除く）

保証料

【融資上限額】 万円（拡充前

保証料ゼロ・金利ゼロ

保証料ゼロ・金利ゼロ

万円）
※条件変更に伴し性じる追加保証料は事業者の負担となり圭す。

【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】 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。

【申込期限】

令和年月末までに金融機関を通じて信用保証協会にお申し込みください。

【お問合せ先】

中小企業金融相談窓口

※平日・土日祝日 ～ 
※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。
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◆民間金融機関における実質無利子・無担保融資

．
 

贔 申請の流れはどのようになりますか？

金融機関がワンストップで効率的、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近くの金融機関にご相談ください。

②与信審査・書類準備

①融資相談・申込
事
業
者 ⑤融資

市区町村

保証協会
利子補給

都道府県等
※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こともあります。

£ 売上高減少要件はど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。

ふ いつから申込みできますか？

5月1日より各都道府県等にて制度を開始しておりますので、

まずはお取引のある又はお近くの金融機関にこ相談ください。

烹
I

申請に必要な情報を教えてください。

① 市町村認定書（セーフティネッ崎証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なるかは、各金融機関へご相談ください。
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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

金庫の危機対応融資について、各機関毎に、 既往債務（
は 、実質無利子化の対象にします。

：寸象制度】

(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

(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 」副ヨ、
国民事業 万円

(2)商工中金 」劃ヨ

【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 6億円、
国民事業 万円、

(2)商工中金 豆墨巴

※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】

疇平日のこ相談
日本公庫事業資金相談ダイヤル：
沖縄公庫事業資金相談ダイヤル：
商工中金相談窓口

疇土曜日のこ相談
日本公庫： （国民）、
沖縄公庫：
商工中金相談窓口

（中小）
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1令和2年9月15日更新 I UlRm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へ～： 無担保・無利子の新型コロナウイルス ］ 
対廊支援資金の融資を行っています

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るところですが、今般、 1か月間の減収額が3割以上（前年同

月比）となった病院及び診療所に対して、経営上必要な資金を融通し重点的な支援を行う観点か

ら、 貸付限度額、無担保貸付額・無利子貸付額について更なる拡充を行いました。
※1 コロナ対応を行う医療機関 コロナ患者の入院受入れ・病床確保、接触者外来等の設置

【新規貸付の概要】 及び在宅医療を担う医療機関
X2 杓，竿匠病．を担うFT：廿門 袖坦肘匡匠病．叶画に名称が記裁されているl和，竿戸病を担う汽凶磁ー民

融資条件（全施設共通）

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
＼ 

貸付対象
※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。
l 

病院・診療所 ／ 
①病院 ②診療所 コロナヌ捉志モ迭療鵬1※1政策医療を担う医療機関幻

訂
(3割以上減収） (3割以上減収） ①・②の金額と ①・②の金額と

当初5年間の 2億円 5,000万円 「前年同月からの減収額 「前年同月からの減収

悶
無利子貸付の範囲 (3割未満減収） (3割未満減収） の2倍」のいずれか高い 額」のいずれか高い金額

1億円 4,000万円 金額
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記以外の部分 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）

次の金額と「前年同月からの減収額の12倍」のいずれか高い金額

貸付金の限度額 ［病院］ （3割以上減収）10億円 (3割未満減収）7.2億円

［診療所］ （3割以上減収）5、000万円 (3割未満減収）4,000万円

［病院］ （3割以上減収）6億円 (3割未満減収）3億円

無担保貸付
［診療所］ （3割以上減収）5,000万円 (3割未満減収）4,000万円

コロナ対応を行う医療機関•••上記金額と「前年同月からの減収額の6倍」のいずれか高い金額

政策医療を担う医療機関••上記金額と「前年同月からの減収額の3倍」のいずれか高い金額

介護老人保健施設・介護医療院・助産所・医療従事者養成施設・指定訪問看護事業

介護老人保健施設、介護医療院 助産所、医療従事者養成施設、指定訪問看護事業

訂
当初5年間の

1億円 4,000万円
無利子貸付の範囲

塁
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記以外の部分 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）

貸付金の限度額
次の金額と「前年同月からの減収額の12倍」のいずれか局い金額

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1億円 4,000万円

無担保貸付 1億円 4,000万円

●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。

血 細l当面 6か月間の元利金、事業者の状況に応じて更に3年闊（最長3年6か月）の元利金のお支払い
の取扱い 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。 回 町ヨ
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

https:／／www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona／ 麗薗
医療貸付専用こ‘‘相談フリーダイヤル・:0120-343-863 

※携帯電話等でつながらない場合： 03-3438-0403
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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

I特例緊急経営安定貸付I
小規模企業共済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縣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、緊急経営安定貸付の貸付利

率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの貸付要件の緩

和を実施します。
•一

【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ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して 5％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】

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 万円以下の場合は年、貸付金額が 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ヶ月ごとの元金均等割賦償還

【担保、保証人】

不要

【お問合せ先】

（独）中小企業基盤整備機構共済相談室

平日 ～ （電話）
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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

I共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除 I
令和 2年4月 7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定

償還期日から 1年間免除いたします。なお、約定償還期日が令和 2年 3月

1日以降の借入れが対象となります。
.------------------------------------------

|【こ利用いただける方】

I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! 
1か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して 5％以上減少している小 I

l規模企業共済の契約者の方

I掛金の納付期限の延長等I
ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額をお選びいただ

けます。

【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ヶ
月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して 5％以上減少している小規

模企業共済の契約者の方

①掛金の納付期限の延長

掛金の納付期限を最大 6か月延長し、この期間の掛金の納付（掛金請

求）を停止します。

②掛金月額の減額

掛金月額は、 円から7万円の範囲内（ 円単位）で自由に選択

できます。

L.―----------------------------------------
【お問合せ先】

（独）中小企業基盤整備機構共済相談室

平日 ～ （電話）
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新型コロナ特例リスケジュール

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。
-------------------------------------

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュールとは？
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

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。）

事業改養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

ケジュール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（ 費用など）の中小企業者の負担割合を引き下げます。

※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 都道府県に設
置されている、地域における再生支媛のプラットフォームです。平成 年の設置以来、累計

で 件以上の相談実績、 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：

最寄りの中小企業再生支援協議会

以下の 又は右の コードよりご確認ください。
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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

障が生じることがないよう、関係機関と連携し、昨年月以降、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。

1月 19日の要請では、大臣名で事業者等の業況を十分に把掴した

上で、資金繰り支援に引き続き全力を挙けて丁寧かつ迅速に対応するこ

と、政府系機関においては、条件変更時に、経営改善計画書や資金繰

り表等を省略する等最大限柔軟な対応を行うことなど、資金繰り支援に

万全を期すよう、改めて配慮を要請しております。
L
 

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。

【年末の資金繰りについて（令和2年 月 日）】
①迅速かつ積極的な対応

②適時適切な貸出

③実清に応じた親身な対応

④個人保証の見直し等

【 キャンペーンの一時停止を踏まえて（令和2年 月 日）】

①迅速かつ柔軟に対応

②事業者等の実情に応じた最大限の配慮

③売上高要件の緩和

【緊急事態宣言を踏まえて (1月8日）】

①手続きの簡素化等顧客の利便性向上に努めること

②個別企業の実情に応じた最大限の配慮

【新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえて (1月 日）】

大臣から政府系金融機関等に対して、資金繰り支援に引き続き全力

を挙けて丁寧かつ迅速に対応を要請。

なお、民間金融機関に対しても、金融庁から、 事業者への積極的な支

援（事業者を訪問するなどの丁寧な経営相談、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：

金融庁相談ダイヤル：
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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

申
告
・
納
税
期
限
の
延
長

金事業者

ページ）

個人・法人全ての方が対象

駈，:［-I;［5,i:；r■
［・申告所得税及び復興特別所得税

・消費税

・相続税の申告（※）

→申告期限以降も、 柔 軟 に 受 付

✓ 碁本的には、 涎滞税•利子税は発生しません
申告書の作成又は来署することが可能になっi
で受け付けます。

・法人税
・贈与税

※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ざいますので、

【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＞
✓ 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

事業収入が

％以上

減少

1 原則全ての税（詳繍は ページ）

令和 2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 ％以上）

→ 無坦保＋延滞税なしで、 1年間納税猶予

納
税
の
猶
予

1 国税（詳繍は ページ） I 

個別の事情
がある場合

•原則、 1 年閻猶予 （状況に応じて更に 1 年間猶予される場合あり
・猶予期間中の涎滞税の金部又は一部が免除

•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。
※地方税においても、国税と同様の措置を講じるよう、国から地方公共団体に要請
いたしました。 （詳細は ） 

く個別の事清＞
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ご本人又はご家族力沸技Uこかかった場合
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

通常の
申告期限

％以上減少している方の申告所得税の場合）

②の制度により猶翌

令和2年月日
※4月 日に延長

4月 日以降も

柔軟に受付

税務署I¥

申し出

延長後． 
令和2年6月日

※個別に指定

①の制度により延長:
納税期限

” 令和3年月 日
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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

内に申告することが困難な方については、 期限を区切らずに、令和 2年4月
日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。

従来 対応策

申告所得税
令和 2年 3月 ・4月 日まで期限を延長

及び復興特別所得 日
税 II 

・4且 日以隆こ西っエむ
個人事業者の l柔軟に確定申告書を受付
消費税 令和 2年 3月 日
及び地方消費税 ’※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

贈与税 令和 2年 3月 日 l限延長の取扱いをさせていただき
ます。

◆ 4月 日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
トフォン等による などの手段をご用意しています。

◆令和元年分の還付申告については、 5年間（令和6年 月 日まで）申告する
ことが可能です。

また、 法人税・法人の消昔税の申告・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、 Eこ三己iで検索、または、以下の よりご確認ください。

0申告期限の柔軟な取扱い

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

謹
圏
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I 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、 令和 2年2月以降、事業収入が減少 （前年同月比
▲ ％じ ，＇ 、、木―とt‘つこ につい 紐日 、つ正西 t‘
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。

令和 2年 2月から納期限までの一定の期間 (1ヶ月以上）において、

事業収入が前年同期比概ね 以上減少した場合、

※法人の収入（売上高）のほか、個人の方の経常的な収入（事_~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られます。

◆ 担保の提供は不要です。

◆ 猶予期間中の延滞税が免除されます。

猶予が認められると、所轄の税務署等から「納税の猶予許可通知書」が送付
されます。

※この「納税の猶予許可通知書」のほか、猶予期間中に「納税証明書」

（その 1)を取得すると、「新型コロナ臨時特例法第3条による納税の猶予

が適用」された旨が記戦されます。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（同上）

※個人事業者は3月末（令和 2年は4月 日）

・申告所得税 3月 日（※令和 2年は4月 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 または右の コードよりご確認ください。 瓢
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I 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には、 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ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族力沸技Uこかかった場合、
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
納税者の方が営む事業について、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、受けた損失額に相当する金額

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。

◆ 猶予期間中の延滞税の金部又は一部が免除されます。

◆財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。

詳細は、E匹亘互Lで検索、または、

以下の もしくは右の コードよりご確認ください。
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| 4．個別の事情がある場合の地方税の納付猶予制度 I

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。
r---------------------------------------, 

1.徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む。）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ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又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。
'----------------------------------------..J 

【お問合せ先】

徴収の猶予等に関する具体的なご相談•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。
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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。

r 
(※ 1) 納税猶予の要件 ‘ → 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 ％以上減少

（※ 2) 軽減•免除の要件
→ 年 2～ 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

％以上減少 ： ゼロ
. ％以上 ％未満 ： 、

年 年 年
（ 年 1月 1日時点で （ 年 1月 1日時点で （ 年 1月 1日時点で

土地
【固定資産税・
都市計画税】

事業用家屋
【固定資産税
•都市計画税】

償却資産
（機械・設備等）

【固定資産税】

保有するものが課税対象） 保有するものが課税対象） 保有するものが課税対象）
••••••••••••••••••••• ． 
： 納税猶予(※ 1) : i..皿.t烹即．一■—■;| 年分の支払い

年

猶紐の支払い

• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ •■ I., ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ .. 

： 納税猶予（※ 1) : I: 年分 ： . ．  ■I■ 
・ （無担保・延滞税なし） ・・． セロ又は1乙2(※2) ・

,1' ・一 ・■■■■■■■■■■ I,■■■■■■■■■■ I ■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■• 

～ 9, 

年分

の支払い

年分

の支払い

計画の提出が必要です。

,_ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■-I _, ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ． 
・ 納税猶予 (X1)

. .．  ． 年分 ・． ． ． ． ..、 ■
・ （無担保・延滞税なし） ・・ ゼロ又は1/2(※2) ・． ．． ー ・• ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■,■ "■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■-I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ -.■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • 

年～ 年3月 日までに取得したもの

（ 年 4月 日以降に取得した構築物も対象）

・先端設備等導入計画の提出が必要です。

年分

の支払い

【お問い合わせ先】 中小企業税制サポートセンター
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固定資産税等の軽減
．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
来年度（ 年度） ※の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅

に応じ、ゼロまたは／とします。
※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 をご覧ください。

※市町村への申告前に、認定革新等支援機関等※の確認を受ける必要があります。

※市町村への申告期限は、原則 2月 1日迄です。締め切り後の提出についても、やむを得ない理由があると市町

村が認める場合には、期限後の申告も認められる可能性がありますので、申告先の市町村までご確認ください。

申請者

t:誓，
認定革新等

支援機関等※

※認定革新等支援機関等とは
①認定経営革新等支援機関
②商工会・商工会議所・中央会

③税理士・税理士法人、公認会計士・監査法
人、中小企業診断士、青色申告会連合会、

r
 
く減免対象＞ ※いずれも市町村税（東京都 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 ％） 

・事業用家屋に対する都市計画税（通常、評価額の ％） 

-------------------------------------------------------------------------------------

年 2月～ 月までの任意の連続する I
3ヶ月間の収入の対前年同期比減少率

減免率

50％以上減少

30％以上 50％未満

全額

2分の 1
青色申告会

※賃料を割り弓lいたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中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、投資後年間、固定資産税が減免されますが、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、 年 3月末
までとなっている適用期限を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 會暴同意

市町村
（導入促進基本計画の策定）

申請t_!_認定

中小企業
（先端設備等導入計画の策定）

対象 1全国 自治体（うち がゼロ（月末時点））
地域 ※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
※旧モデル比で生産性が年平均 1％以上向上するもの

事業用家屋と構築物を対象追加

対象1事業用家屋は取得価額の合計額が 万円以上の先端設
設備 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
※既に「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。

特例
固定資産税（通常、評価額の ％）について、

措置 1投資後3年間、ゼロ～ ／に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める

【お問い合わせ先】 中小企業税制サポートセンター
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欠損金の繰戻し還付
1．欠損金の繰戻し還付制度
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 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） 資本金饂円超～ 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 日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用

0制度のイメージ

「―
対応する税額 ，

' -

繰戻

． 
前事業年度 当年度-----------------------------------------------------

2．災害損失欠損金の繰戻し還付制度
新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、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間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を

経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始

の日前 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制度のイメージ
対応する税額 対応する税額

所得

還位
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。

✓ 飲食業者等の食材の廃棄損
✓ 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

✓ 施設や備品などを消毒するために
支出した費用

✓ 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

✓ 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 ＇ ＇ 

-----------------------------------------------------』
または右の コードよりご確認ください。
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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。
r----------------------------------------
【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、 事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね
％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、厚生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。

猶予が認められると、「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適用」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」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 もしくは右の コード）

厚生年金保険料納付猶予相談窓口（以下
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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

料等の納期限からヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、

換価の猶予が認められる場合があります。

2．納付の猶予
次のいずれかに該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へ

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が病気にかかり、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
,---------------------------------------, 

I「1．換価の猶予jまたは「2．納付の猶予Iが認められると、 ： 
| ► 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。

| ► 財産の差押えや換価（売却等現金化）が猶予されます。 1 

| ► 猶予期間中の延滞金が一部免除されます。....＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿1 

猶予制度を利用するには、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 もしくは右の コード）

厚生年金保険料納付猶予相談窓口（以下
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厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和2年4月から令和3年3月までの間に休業により報
酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出により、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、特例により翌月から改定可能です。
また、既に特例改定を受けた方のうち、一定の条件に該当する場合は令和2年9月から適用された定時決定を特
例により変更可能です。
r---------------------------------------------------------------------

【対象となる方①】 （それぞれ から のすべてに該当する方が対象）

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例

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、

報酬が著しく低下した月が生じた方
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。

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ことへの同意を含みます。）

詳細は、以下を検索、又は右の コードよりご確認ください。

［ 年金機構特例改定］ 一 ロi

-——_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_—_—_—_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-——_—_—_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-——_—_—_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---:: 
【対象となる方②】 （それぞれ から のすべてに該当する方が対象）

2 令和2年8月から令和3年3月までの間に休業により報酬が著しく低下した方の特例

上記 1と同様の条件となります。

3 令和 2年4月又は5月に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方の特例

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月又は5月に報酬が著しく低下し、 5月又は6月に特例改定を受けた方

令和 2年8月に支払われた報酬の総額 (1か月分）が、 9月の定時決定で決定された標準

報酬月額に比べて 2等級以上低い方

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上記 1と同様です。）

詳細は、以下を検索、又は右の コードよりご確認ください。 国 回

［年金機構特例改定延長） ＇ロコ 〗〗畠
【対象となる保険料】

休業により報酬が急減した月（の場合は令和 2年8月）の翌月以降の保険料が対象となります。

※上記 1に該当する場合は、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。
※上記2に該当する場合で、令和 2年8月から 月までを急減月とするものは令和3年2月末まで、

令和 3年1月から 3月までを急減月とするものは令和3年5月末までに届出があったものが対象となります。
※上記3に該当する場合は、令和3年2月末までに届出があったものが対象となります。
※いずれも、それまでの間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。
※管轄の年金事務所へ郵送してください。 （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。
※本特例措置は、対象となる方①と②のそれぞれで 1回ずつ申請を行うことができます。

, ※健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組合になります。 1 

----------------------------------------------------------------------
0570-007-123（ナビダイヤル）
03-6837-2913 (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 2士曜日：午前9時30分～午後4時
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国民健康保険、後期萬齢者医療制度及び

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

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。

r1．届出・申告期間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 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

特別な理由がある者については、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、適切に運営いただきたいこと。

【お問合せ先】

●国民健康保険料（税）について

⇒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

⇒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

⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課
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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、 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、電気・ガス料金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）。

【お問合せ先】

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

ガス料金に関する対応事業者一覧対応予定を含む

瓢
疇

※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又は電気・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係る託送料金等の支払期日に関し、

従来の措置に加え、新たに令和 3年 2月分の料金について 1か

月繰り延べることとする等の特例措置（注）を講じています（令和

3年 1月日）。

（注）措置を講じている事業者

0電気：北海道電力株式会社、北海道電カネットワーク株式会社、東北電力株式会社、東北電カネットワーク株式会社、東京電

カエナジーパートナー株式会社、東京電カパワーグリッド株式会社、中部電カミライズ株式会社、中部電カパワーグリッド株式会社、
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

電カ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
0ガス：東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社、東邦瓦斯株式会社、西部瓦斯株式会社、東部瓦斯株式会社等
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「持続化給付金」受給事業者を対象

とした 放送受信料の免除について

lイルス感染症の感染拡大によ

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

免除を行います。

【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 日までに に免除の申請をした場合に限ります。

【免除ーの期間】
（』免除の申請をした月とその翌月の2か月間

を設置l
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 ホームページ（以下 ・ 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。

■免除申請書のダウンロード

繭
②記入例のページ下部から、あて先（ 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 1給付通知書のコピー （「宛名 1と「涌知
内容Jの両面） を封筒（長形号サイズ）に入れて郵送してください。

※「持続化給付金」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せん。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。
ー ・

【詳細•お問合せ先】 ホームページをご確認ください。
0本社所在地の 放送局「ご相談窓口」 回・回

0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、
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リンク集
．都道府県、市町村など各自治体の支援策を知りたい。

．中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイト「
各自治体の支援策をまとめております。

米J-Net21
経営課題を解決する羅針盤

」にて、

疇
．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，

．農林水産省 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。

．政府系金融機関、信用保証協会の を確認したい，

．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 でも、支援策を紹介しております。

〇 日本政策金融公腫

人と懲う．＊来'!!:ellう．

商工中金

j「6＊己
全国信用保証協会連合会

置
霧

．補助金の電子申請に必要なビズ を取得したい。

．補助金等（一部）の電子申請に必要なビズ の取得については、
申請から2~3週間要する場合があります。 ビズ が必要な補助金

の申請をお考えの方は、お早めに取得の申請をされることをお勧めします。

~G『ant,s
回奇夕回

攣
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