
航空宇宙産業のための新型コロナウイルス感染症関連施策活用ガイド
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新型コロナウイルス感染症特別貸付
【日本政策金融公庫】

○限度額6億円（中小事業・別枠）
○当初3年間基準金利▲0.9%⇒0.21%
○利下げ限度額2億円（中小事業）
○運転15年・設備20年、うち据置5年以内

商工中金による危機対応融資
【商工組合中央金庫】

○限度額6億円
○当初3年間基準金利▲0.9%⇒0.21%
○利下げ限度額2億円
○運転15年・設備20年、うち据置5年以内

セーフティネット貸付
【日本政策金融公庫】

○限度額7.2億円
○当初3年間基準金利(1.11%)
○運転8年・設備15年、うち据置3年以内

特別利子補給制度
【中小企業基盤整備機構】

○利子補給期間:借入後当初3年間
○融資限度額 ＜日本政策金融公庫＞2億円（中小事業） ＜商工中金＞2億円

県等の制度融資【各県等】
○融資条件は各県等の制度によって異なる

上記借入を行った中小企業等のうち、
売上高が▲20%以上減少（中小）の場合、
以下を併用することが可能。実質無利子に

信用保証付き融資における
保証料・利子減免
【各県等・民間金融機関】

＜小・中規模事業者の場合＞
売上高▲5%→保証料1/2

売上高▲15%→保証料・金利ゼロ
○利子補給期間:当初3年間
（4年目～制度融資所定金利）

○融資上限4千万円 ○据置期間:5年

セーフティネット保証4号・5号、
危機関連保証を利用し、県等の制度
融資を活用した事業者のうち、一定以上の
売上高等減少の要件を満たせば以下を

併用し実質無利子に

持続化給付金
【電子申請】

○最大200万円（法人）ただし
前年からの売上減少分が上限

○給付金は事業全般に広く使用
可能

要件 最近1カ月間の売上高が前年同期比5%以上減少している場合

低利・無利子で融資を受けたい

要件 今後の影響が見込まれること

賃料等の固定費等に使える返済不要の資金がほしい

民間金融機関からの融資の際に信用保証を受けたい
セーフティネット保証4号

【取引先金融機関、保証協会、市町村】
○一般保証とは別枠で2.8億円の特別保証
○借入債務の100%を保証 〇全都道府県対象

セーフティネット保証5号
【取引先金融機関、保証協会、市町村】

○一般保証とは別枠で2.8億円の特別保証
○借入債務の80%を保証 〇全業種が対象

危機関連保証
【取引先金融機関、保証協会、市町村】

○一般保証、セーフティネット保証とは更に別枠で
2.8億円の保証 〇全国・全業種対象

○借入債務の100%を保証
要
件

最近１ヶ月の売上高が前年同月比5%以上
減少＋その後2ヶ月間(見込み)を含む３ヶ月
の売上高が前年同期比5%以上減少 要件 最近1か月の売上高等が前年同月比で

5％以上減少等

要
件

最近１ヶ月の売上高が前年同月比20%以
上減少＋その後2ヶ月間(見込み)を含む３ヶ
月の売上高が前年同期比20%以上減少

保証枠の別枠の考え方

8/25時点
施策名を押すと当該施策
紹介HPに移動します。

※本ガイドは、見やすさ・わかりやすさを優先して便宜的にまとめたものです。時点更新されることもあるため、詳細はそれぞれのお問い合わせ先にご確認のうえご利用ください。

家賃支援給付金
【家賃支援給付金事務局】

○申請時の直近の支払賃料（月額）
に基づいて算出される給付額（月
額）を基に、６カ月分の給付額に相
当する額を支給（法人は最大600
万円）。

要
件

●テナント事業者のうち中堅・中小法人
（資本金10億円未満）等
●5～12月において、①いずれか１カ月
の売上高が前年同月比で50％以上
減少、又は②連続する３ヶ月の売上
高が前年同期比で30％以上減少

資本性劣後ローン
【日本政策金融公庫・商工組合中央金庫】

民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後ローンを
供給することで、民間金融機関等からの円滑な金融支援を促進。
○貸付限度7.2億円(公庫(中小事業)・商工中金)(別枠)
○貸付期間5年1ヶ月、10年、20年（期限一括償還）※5年を
超えれば期限前弁済可能

○貸付利率：当初3年間一律、4年目以降は直近決算の業績に
応じて変動

要
件

●Ｊ-Startupに選定又は中小機構が出資する投資ファンドから出資を
受けた事業者
●再生支援協議会の関与のもとで事業再生を行う事業者
●事業計画を策定し 民間金融機関等による協調支援を受ける事業者

財務体質を強化したい

要
件

●新型コロナウイルス感染症の影
響により、ひと月の売上が前年同
月比で50％以上減少
●法人の場合資本金の額10億
円未満等

など

既往債務をリスケしたい

新型コロナウイルス感染症
特例リスケジュール

【各県中小企業再生支援協議会】

今後の既往債務の支払いや、資金繰りに窮
している中小企業者を対象に、 事業改善の
可能性の検討を待たず、１年間の特例リスケ
の要請、資金繰り計画の策定を支援。

○中小企業再生支援協議会が資金繰りに
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。

○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。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。

○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。

要
件

●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 など

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html#tab-panel02
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m_t.html
https://www.smrj.go.jp/covid19/interest_supply/index.html
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html#anchor04
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/200501_5gou.html
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html
https://yachin-shien.go.jp/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_t.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2020/200406saisei.html


航空宇宙産業のための新型コロナウイルス感染症関連施策活用ガイド
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税負担を軽減したい 納税を猶予してほしい
固定資産税・都市計画税の減免

○中小事業者の保有する全ての設備や建物等の2021年の固定資産税及
び都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1／2に減免

要
件

2020年2～10月の任意の連続した３ヶ月の収入の対前年同期比減少率
●30％以上50％未満減少：1／2に軽減 ●50％以上減少：全額を免除
対象:資本金1億円以下の法人等

納税の猶予
○法人税や消費税、固定資産税等、基本的に全ての
税について無担保・延滞税なしで1年間納税猶予。

要
件

2020年2月から納期限までの一定の期間(1か月以
上)において収入が減少（前年同月比▲20％以上）
した場合

欠損金の繰戻還付の拡充
○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可能（欠損金の繰戻し還付）

○本制度の適用対象を資本金1億円以下⇒10億円以下に拡大。
要
件

2020年2月1日～2022年1月31日までの間に終了する事業年度
に生じた欠損金に適用

税の還付を受けたい

生産性向上に向けた設備投資をしたい

ITツールを導入したい省エネを通じて経営改善をしたい

要
件

以下を満たす３～５年の事業計画の策定及び実行
●付加価値額＋3％以上／年 ●給与支給総額＋1.5％以上／年 ●事業場内最低賃金≧地域別最低賃金＋30円
※今般の新型コロナウイルスの影響を受けた事業者（特別枠に応募申請する申請の事業者）は、賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、
その翌年度から3～5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能

IT導入補助金【通常枠(A・B類型)・特別枠(C類型)】
【サービスデザイン推進協議会】

○生産性向上に資するITツールが対象
○補助額30～450万円
○補助率1/2(通常枠)、2/3、3/4(特別枠)
○特別枠では一定条件で公募前に導入したITツール等も対象
要
件

事業計画期間中(3年間)に給与支給総額を年率平均1.5％以
上増加、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上等

固定資産税の特例
措置の延長・拡充

【各市町村】
○先端設備等導入計画に
基づく導入設備に係る固
定資産税の特例(投資後
3年間最大ゼロ)を2023
年3月末まで延長。

○本特例の適用対象に事業
用家屋と構築物を追加。

要
件

●先端設備等導入計画の認定
●旧モデル比で生産性が年平
均1％以上向上するもの

デジタル化設備の税制措置
【地方経済産業局】

○デジタル化設備への投資に対し即時償
却または7％(資本金3千万円以下の
中小は10％)の税額控除

要
件

●経営強化法の認定
●遠隔操作、可視化、自動制御化のい
ずれかに該当する設備

省エネルギー設備投資に係る
利子補給金
【環境共創イニシアチブ】

○省エネルギーに資する設備投資等に対し、指定
金融機関が行った融資に利子補給金を交付

○利子補給率・期間:最大1%・最長10年

要件 エネルギー消費効率が高い設備の新設・増設等

省エネ診断
【省エネルギーセンター】

○電力、燃料、熱等エネルギー全般につい
て専門家が現地診断を行い、省エネ診
断報告書の作成・省エネ提案を行う。

要
件

中小企業又は年間のエネルギー使用
量（原油換算値）が原則100kL以
上1500kL未満の工場・ビル等が対象

施策名を押すと当該施策
紹介HPに移動します。

※本ガイドは、見やすさ・わかりやすさを優先して便宜的にまとめたものです。時点更新されることもあるため、詳細はそれぞれのお問い合わせ先にご確認のうえご利用ください。

8/25時点

ものづくり補助金（一般型）
【全国中小企業団体中央会】

○新製品開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援
○一般枠:補助率1/2（中小）、上限額1千万円
○特別枠:A類型2/3、B・C類型3/4 上限額1千万円+事業再開枠50万円
※類型A:サプライチェーンの既存への対応、類型B:非対面型ビジネスモデルへ
の転換、類型C:テレワーク環境の整備

○特別枠は、事業再開枠で消毒・マスク・間仕切り等の感染防止対策費が対
象。補助率10/10。優先採択の措置あり。広告宣伝・販売促進費（展示
会出展、市場調査等）も補助対象。

海外サプライチェーン
多元化等支援事業

【ジェトロ】
○製品・部素材の海外
製造拠点の複線化
等、サプライチェーン強
靭化を支援

○補助対象:ASEAN諸
国への設備投資・実
証事業・FS調査

○補助率:中小グループ
3/4、中小2/3、大企
業1/2

※2次公募は未定

ものづくり補助金(グローバル展開型)
【全国中小企業団体中央会】

○海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・
サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改
善」に必要な設備・システム投資等を支援

○補助率1/2（中小） ○補助金額1千万円～3千万円
○海外旅費が補助対象。事業実施期間は12カ月。
○類型は次の4つ。
①海外直接投資 ②海外市場開拓
③インバウンド市場開拓 ④海外事業者との共同事業

雇用調整助成金
【県労働局・ハローワーク】

○休業手当相当額の4/5、解雇等がない場合10/10(中小)を助成。1人1日15,000円上限
○R2.６.12付けの特例措置により、上限額引上げと助成率拡充をR2.4.1に遡って適用。既に
支給決定を行っている場合、追加で支給。
○教育訓練を行う場合2400円／人・日加算(中小) ○支給限度日数100日 + 4/1～9/30

従業員を休業させたい

要件 最近1か月間の売上高等が前年同月比５％以上減少、等

従業員の子の小学校等が休業になった

小学校休業等助成金
【学校等休業助成金・支援金受付センター】

○休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成。1人1日
15,000円上限(3/31までは8,330円)

○適用日:令和2年2月27日～9月30日に取得した休暇
要
件

小学校等の休業に伴い子の世話が必要となった労働者に対し年
次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させる

テレワークを導入したい
ﾃﾚﾜｰｸ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
相談事業
【NTTデータ
経営研究所】

○テレワーク導入
等に関する情報
提供・相談受付

IT導入
補助金

【特別枠（C類型）】
【サービスデザイン推進協

議会】

※「将来的な事業
の基盤強化に向
けた対応」参照。

雇
用
労
務
面
の
対
応

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure3.pdf
https://www.it-hojo.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html
https://sii.or.jp/rishihokyu02/
https://www.shindan-net.jp/service/shindan/
http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
https://www.jetro.go.jp/services/supplychain.html
http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.nttdata-strategy.com/r01telework/
https://www.it-hojo.jp/


航空宇宙産業のための新型コロナウイルス感染症関連施策活用ガイド 施策名を押すと当該施策
紹介HPに移動します。

※本ガイドは、見やすさ・わかりやすさを優先して便宜的にまとめたものです。時点更新されることもあるため、詳細はそれぞれのお問い合わせ先にご確認のうえご利用ください。

8/25時点

J-GoodTech（ジェグテック）
【独立行政法人中小企業基盤整備機構】

○大手パートナー企業約500社、海外企業約7,300社、国内中小企業約17,000社が登録。（2020年3月現在）
○自社専用のPRページで自社の法人情報や製品・技術・サービス情報を国内外の企業に発信可能。（初回開設時のみ、中小機構が無料で英訳ページを作成。）
○「ニーズ機能」で、国内外のジェグテック会員が発信するニーズ情報を一覧することができ、サイト上で自由に提案することが可能。また、自社のニーズ情報をサイト上に掲載し、パートナー企
業を募ることもできる。

○「トピックス機能」では、会員が自由なテーマでトピックを投稿しており、他社の取り組みを知ったり、自社の新着情報をお知らせしたりすることができる。
○「問い合わせ」機能で、取引を希望する企業を検索し、直接商談依頼することが可能。

TTPP
【日本貿易振興機構（ジェトロ）】

○世界160カ国以上のビジネスパーソンが利用。ユーザーおよびビジネス案件の登録、ビ
ジネス案件の検索・閲覧・問合せ（引き合い）を行うがことができる。

○国内外の輸出入、業務提携、業務支援サービスなど、様々なタイプのビジネス案件を紹
介。海外のビジネス案件を和訳しており、日本語と英語で閲覧可能。

○ビジネス案件を登録すると、TTPP（日本語版と英語版）を介して世界に情報発信され、
ビジネスチャンスを拡げることができる。

ザ・ビジネスモール
【全国の商工会議所・商工会の共同運営（事務局：大阪商工会議所）】

○商工会議所・商工会が運営する会員限定の商取引支援サービス。（商工会議所・商
工会の会員企業が対象。）

○登録・利用・マッチング成約まで全て無料。
○取引先データベースとしての登録は26万社超。
○日本全国の商工会議所等会員企業データベースや、会員同士の無料マッチングサービス
を提供。

インターネットビジネスマッチング
【日本政策金融公庫】

○日本公庫の全国の多様な業種・規模の会員との出会いの場を提供。ニーズに対し直接
情報交換ができるので、スピーディで効率的な商談が可能。

○商談に必要な情報を網羅。各業界のニーズや市場動向などの情報を入手するにも便利。
○使いやすい検索機能があり、またマイページで簡単に会員情報や商品情報を編集可能。

他
産
業
も
含
め
た
受
注
獲
得

※この他、公益財団法人全国中小企業振興機関協会ホームページに、各都道府県支援機関等主催のビジネスマッチング、商談会の情報が掲載されています。
（URL）http://www.zenkyo.or.jp/todofuken/schedule.htm

月例NAGOYAものづくりマッチングonline
【名古屋商工会議所】

○中小モノづくり企業の取引拡大を図るため、当地域の大手・中堅メーカーとのビジネスマッ
チングの機会を提供する、オンライン形式（Ｚｏｏｍ）の商談会。

○加工の外注、材料・資材の仕入れ、業務委託・提携などの発注案件を擁する大手・中
堅メーカー（発注企業）の担当者に対し、中小モノづくり企業（受注企業）が自らの
技術や製品を直接ＰＲし、新たなマッチングを図る（月1回のペースで開催予定）。

○発注企業には、受注企業からのお申込み情報を事前に提供し、商談可否を判断した
上で商談調整を行うため、具体的で密度の高い商談が可能（自社のパソコンから商
談可能。）。

※参加費：名古屋商工会議所会員・・無料、非会員・・10,000円

https://jgoodtech.jp/pub/ja/
https://www.jetro.go.jp/ttppoas/indexj.html
https://www.b-mall.ne.jp/
https://match.jfc.go.jp/
http://www.zenkyo.or.jp/todofuken/schedule.htm
https://www.nagoya-cci.or.jp/mono-matching/
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