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新型コロナウイルス感染症の影響対策として 
利用できる支援制度についてまとめたリーフレットです。 
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2. 保護者の休暇取得支援 

3. 資金繰り支援 

4. 猶予制度 
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6. 外国人の在留資格取扱い 

7. 経営相談窓口 
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※2020.4.2 現在の情報に基づいて作成しています。 

 

5. 個人向け緊急小口資金等の特例 

収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金 

貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）に 

ついて特例措置を設けます。 

 

▽緊急小口資金 

一時的な資金が必要な方（主に休業された方）が対象。 
 

特例措置の内容 

【貸付対象者】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少が 

あり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯 
 

【貸付上限】 

・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20 万円以内 

・その他の場合、10 万円以内 
 

【据置期間】 1 年以内 【償還期限】 2 年以内 【貸付利子】 無利子 

 

▽総合支援資金（生活支援費） 

生活の立て直しが必要な方（主に失業された方）が対象。 
 

特例措置の内容 

【貸付対象者】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により 

生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯 
 

【貸付上限】 (二人以上)月 20 万円以内、(単身)月 15 万円以内 

※貸付期間は原則 3 か月以内 

【据置期間】 1 年以内  【償還期限】 10 年以内  

【貸付利子】 無利子 
 

- 総合支援資金（生活支援費）については、原則、自立相談支援事業等に 

よる継続的な支援を受けることが要件。 

 

新型コロナウイルス関連特設サイトでも随時情報更新中！ 

 

サイトは以下 URL または右の QR コードより 

https://soumu69.wixsite.com/corona 

 

  

経営相談窓口 

中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等 

1,050 拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」

が設置されています。 

 

 

商工会相談窓口 

6. 外国人の在留資格取扱い 
 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、外国人の在留資格の取扱いを 

変更します。 
 

① 「在留資格認定証明書」の有効期間延長 
 

日本に入国することができない場合、通常は「3 か月間」有効であるところ、当面の間、

「6 か月間」有効なものとしています。この変更により、在留資格認定証明書に記載の

日から 6 か月が過ぎるまで、ビザや上陸の申請に使うことができるようになります。 
 

 

 

 

② 技能実習生の在留資格変更手続き 
 

- 本国への帰国が困難な場合、「短期滞在(30 日・就労不可)」又は 

「特定活動(30 日・就労可)」への在留資格変更が可能です。 
 

- 試験の取りやめなどで、技能実習の次の段階(2 号又は 3 号)へ移行できない 

場合、「特定活動(4 か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。 
 

- 技能実習 2 号を修了後、特定技能 1 号への移行に時間がかかる場合、 

「特定活動(4 か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。 

※詳細はこちら 

※詳細はこちら 



- マル経融資の金利引下げ 

売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠

1,000 万円の範囲内で当初 3 年間、通常の貸付金利から 

▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で 3 年以内、 

設備資金で 4 年以内に延長する。3 月 17 日より制度適用開始。 
 

※マル経融資とは？ 

小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経）は、商工会議所・ 

商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた 

小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を 

行う制度。 

 

2. 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) 

 

 

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。 
 

【支給額】 

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 

※ 支給額は 8,330 円を日額上限とする。 
 

【適用日】 ※延長されました 

2020 年 4 月 1 日～6 月 30 日の間に取得した休暇 

 

- フリーランス向け支援金も新設されています。 
 

詳細は労務管理緊急対策フローチャート第 2 弾をご覧下さい。 

 

1. 雇用調整助成金 
 

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、賃金等の一部を助成するものです。 
 

【助成率】 支払った休業手当等の 2/3 

※4/1~6/30 は緊急対応期間として 4/5 

（解雇等を行わない場合は 9/10） 
 

詳細は労務管理緊急対策フローチャート第 2 弾をご覧下さい。 

4. 猶予制度 
 

納付・支払等の猶予が認められる場合があります。 
 

【厚生年金保険料等の猶予制度】 

① 換価の猶予 

② 納付の猶予 

※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。 
 

【国税の納付の猶予制度】 

① 換価の猶予 

② 納税の猶予 
 

【地方税の猶予制度】 

① 徴収の猶予 

② 申請による換価の猶予 
 

【電気・ガス料金の支払いについて】 

① 支払期日の猶予 

② 支払延滞時の柔軟な対応 

 

▽日本政策金融公庫 
 

- 衛生環境激変特別貸付 
 

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業（別枠

3,000 万円）、飲食店営業および喫茶店営業（別枠 1,000 万円）を

営む方向けの衛生環境激変特別貸付（2 月 21 日～8 月 31 日）。 

 

  

  

 

3. 資金繰り支援 
 

 

 

 

 

 

 

▽信用保証協会 

- セーフティネット保証 4 号・5 号 

一般保証(2.8 億円)とは別枠(2.8 億円)で保証。 

4 号は全国 47 都道府県を対象地域に 100％保証、 

5 号は影響を受けている業種を対象に 80％保証。 
 

- 危機関連保証 

セーフティネット保証とは、さらに別枠(2.8 億円)で、全国・全業種(※)

を対象に 100％保証。  ※一部保証対象外の業種があります。 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は国税庁 HP または QR コードから 

※詳細は日本年金機構 HP 

または QR コードから 

※お問い合せはお住いの都道府県・市区町村へ 

※お問い合せはご契約されている 

電気・ガス事業者へ 

※資金繰り支援詳細は「経済産業省 HP 特設ページ」にて 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

 

 

- 新型コロナウイルス感染症特別貸付（国民生活事業） 
 

【融資限度額】 別枠 6,000 万円 
 

【返済期間】 設備資金：20 年以内  運転資金：15 年以内  

※据置期間はどちらも<うち 5 年以内> 
 

【利率】 3,000 万円以下 ・・・ 当初 3 年間：基準（災害）▲0.9％  

３年経過後：基準（災害） 

3,000 万円超  ・・・ 基準（災害） 
 

- 特別利子補給制度 

上記の借入を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きい事業性の

あるフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに

対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を実施。 
 

【利子補給】 期間：借入後当初 3 年間 

補給対象上限：3,000 万円（国民事業） 
 

※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 

中企庁 HP 等で公表予定です。 
 

▽商工中金 

- 危機対応融資 

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 0.9％の

金利引き下げを実施。据置期間は最長５年。４月中旬より制度適用

開始（3 月 19 日に受付開始）。 

 

一般保証枠(2.8 億円) SN 保証枠(2.8 億円) 危機関連保証枠(2.8 億円) 

保証限度額 最大 8.4 億円 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

