特集

新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者への支援策概要
新型コロナウイルス蔓延が
県内景況へ及ぼす影響

《新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策概要》
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者へ、国が講じる支援策について、主なものをお知
らせします。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
なお、こちらで掲載している情報は４月13日時点のものであり、最新の情報はそれぞれの相談窓口
へお問い合わせ願います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
※掲載内容は随時、更新されています。

１．国の支援策
（１）資金繰り支援

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。

①セーフティネット保証４号・５号

②危機関連保証

経営の安定に支障が生じている中小企業者

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰り

を、一般保証（最大2.8億円）とは別枠の保証

が逼迫していることを踏まえ、全国・全業種

の対象とする資金繰り支援制度である、セー

（※一部保証対象外の業種があります）の事業

フティネット保証が変更されます。
（イ）セーフティネット保証４号
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2.8億円）で借入債
務の100％を保証。
※売上高が前年同月比▲20％以上減少等の
場合
（ロ）セーフティネット保証５号
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80％を保証。
※売上高が前年同月比▲５％以上減少等の
場合
（ハ）ご利用手続の流れ（４号・５号）
ア 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。
イ 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、認定申請書
を取得し、保証付き融資の申込みをしてく
ださい。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協
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者を対象に「危機関連保証」
（100％保証）と
して、売上高が前年同月比▲15％以上減少す
る中小企業・小規模事業者に対して、更なる
別枠（2.8億円）を措置。
※ご 利用手続の流れは、前項のセーフティ
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。
③セーフティネット貸付の要件緩和

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である、
セーフティネット貸付の要件が緩和されます。
【資金の使いみち】運転資金、設備資金

【融資限度額】中小事業 7.2億円、国民事業
4,800万円

【貸付期間】設備資金15年以内、運転資金８
年以内

業主について、

利】基準金利：中小事業1.11%、国

ア 前回の支給対象期間の満了日から１年

※金利は令和２年４月１日時点、貸付期間５

イ 支給限度日数から過去の受給日数を差

【金

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
た特例措置として、セーフティネット貸付の要
件を緩和し、
「売上高が５％以上減少」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なります。
詳しくは下記のお問い合わせ先へ、ご確認く
ださい。
［お問い合わせ先］
〈平日のご相談〉

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
0 12 0 - 15 4 - 5 0 5

〈土日・祝日のご相談〉
日本政策金融公庫

0 12 0 - 112 - 4 7 6（国民生活事業）

0 12 0 - 3 2 7 - 7 9 0（中小企業事業）
（２）経営環境の整備

し引きません。
②小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取
得支援

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。労働者に休暇を取
得させた事業者向けの制度です。
【対象事業主】

（イ）又は（ロ）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
（イ）新型コロナウイルス感染症に関する対応

①雇用調整助成金の特例措置

として、臨時休業等をした小学校等（※）

なくされた事業主が、労働者に対して一時的

※小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）
、

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀

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、雇用調整助成金について、
特例措置を設けられました。休業等の初日が
令和２年１月24日から７月23日までの場合に
特例措置が適用されます。
特例の対象となる事業者は、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受ける事業主であり、
日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連
産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を
受ける製造業なども幅広く特例措置の対象と
なります。
（イ）休業等計画届の事後提出が令和２年５月
31日まで可能。
（ロ）生産指標（売上高等10%減）の確認対象
期間を３か月から１か月に短縮。
（ハ）雇用指標（最近３か月の平均値）が対前
年比で増加している場合も対象。
（ニ）
事業所設置後、１年未満の事業主も対象。
（ホ）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に。
（へ）過去に本助成金を受給したことがある事

集

年、貸付期間・担保の有無等により変動

を経過していなくても助成対象に。

特

民事業1.91％

に通う子ども
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
（ロ）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】

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

※支 給額は8,330円を日額上限とし、大企
業、中小企業ともに同様
【適用日】

令和２年２月27日～３月31日の間に取得し

た休暇
［お問い合わせ先］
福岡労働局 職業安定部職業対策課
福岡助成金センター
0 9 2 - 4 11- 4 7 0
③小学校等の臨時休業に対応する保護者支援

新型コロナウイルスの影響による小学校等

の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うた
め、契約した仕事ができなくなっている子育
て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確
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【据置期間】３
 年以内

保するための対策を講じるものです。委託を
受けて個人で仕事をする方向けの制度です。
【対象者】

（イ）又は（ロ）の子どもの世話を行うこと

が必要となった保護者であって、一定の要件
を満たす方
（イ）新型コロナウイルス感染症に関する対
応として、臨時休業等した
小学校等（※）に通う子ども

［お問い合わせ先］
最寄りの年金事務所
https://www.nenkin.go.jp/section/
soudan/index.html

申請書類・手続等
https://www.nenkin.go.jp/service/
kounen/jigyonushi/sonota/
kankayuyo.html

※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会

※小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）
、

けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険

特別支援学校（高校まで）
、放課後児童ク

組合加入の場合は健康保険組合となります。

ラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
（ロ）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
【一定の要件】

⑤納税の猶予の特例

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月から納期限までの

（イ）個人で就業する予定であった場合

一定の期間、売上が減少（前年同月比おおむね

（ロ）業務委託契約等に基づく業務遂行等に

▲20％以上）した全ての事業者について、無

対して報酬が支払われており、発注者から一

担保かつ延滞税なしで１年間、納税を猶予さ

定の指定を受けているなどの場合

れます。法人税や消費税、固定資産税など、基

【支給額】

本的にすべての税が対象となります。

就業できなかった日について、1日当たり

4,100円（定額）
【適用日】

⑥国税の納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国

令和２年２月27日～３月31日

税を一時に納付することが困難な場合には、

※春休み等、学校が開校する予定のなかっ

税務署に申請することにより、以下の事情が

た日等は除く。
［お問い合わせ先］
福岡労働局 職業安定部職業対策課
福岡助成金センター
0 9 2 - 4 11- 4 7 0

ある場合には、納税の猶予が認められること
があります。
（イ）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

④厚生年金保険料等の猶予制度

（ロ）ご本人又はご家族が病気にかかった場合

次のいずれかに該当する場合であって、厚

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族

生年金保険料等を一時的に納付することが困

が病気にかかった場合、国税を一時に納付でき

難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方

ない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

局長へ申請することにより、納付の猶予が認

（ハ）事業を廃止し、又は休止した場合

められる場合があります。認められると、猶予

納税者の方が営む事業について、やむを得

された金額を猶予期間中に各月に分割して納

ず休廃業をした場合、国税を一時に納付でき

付することになり、猶予期間中の延滞金が一

ない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費

部免除されます。

用に相当する金額

（イ）財産について災害を受け、または盗難に
あったこと
（ロ）事業主またはその生計を一にする親族が
病気にかかり、または負傷したこと
（ハ）事業を廃止し、または休止したこと
（ニ）事業について著しい損失を受けたこと
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（ニ）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
［お問い合わせ先］所轄の税務署

《新型コロナウイルス蔓延が県内景況へ及ぼす影響》
本会では、３月下旬に本会情報連絡員100名を対象として、新型コロナウイルス蔓延が県内景況へ



特

業

及ぼす影響を調査し、71名より回答をいただきました。回答内容は３月31日時点のものであるため、
集

最新の状況を必ずしも反映しているわけではないことを申し添えます。

大による影響があるか
影響なし

あ

今後影響

どちらともいえな
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い

Ｑ１．新型コロナウイルス感染拡大による
全業種
影響はありますか。
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418.3% 非製造業
24
33.8%
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44
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3
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あり
あり
程度の影響あり
1
影響が懸念される
される
あり
される
9%
される

全業種

2
428 4.8%
28
9.5%
28

39.4%
39.4%
28
39.4%
39.4%

大きな影響がある
大きな影響がある
大きな影響がある

Ｑ４．影響に対する対策として、どのような
対応をしていますか。（複数回答可）

全業種
生産計画の見直し

18.3%
海外出張や営業活動の

16
38.1%

自粛・縮小

ある程度の影響あり
ある程度の影響あり
ある程度の影響あり

今後影響が懸念される

どちらともいえない
業種を問わず、影響が出ています。調査日

ある程度の影響あり

大きな影響がある

ある程度の影響あり

時点では、
「今後影響が懸念される」
と回答し
影響なし
今後影響が懸念される
たところでも、
現在は影響が出ていることが
どちらともいえない
予想され、深刻化していると言えます。

今後影響が懸念される

の他

どのような対応をしていますか。(複数回答)

制

海外出張

会議・セ

社員へ感染予防の 店舗や社内の衛生 その他

テ や営業活


ミナー・

注意喚起(マスク

Ｑ２．具体的にどのような影響を受けてい
設備・備品の追加
ますか。
（Ｑ１にて「１.大きな影響あ
動の自
イベント 着用など)

り」
「２.ある程度の影響あり」と回答
粛・縮小
等の自粛

された方への設問）

差






















2
2.8%

勤務 体 制の変 更（テレ
13
ワーク・時差出勤等）

17
影響なし
今後影響が懸念される
影響なし
今後影響が懸念される
大きな影響がある
ある程度の影響あり
影響なし
40.5% 今後影響が懸念される
どちらともいえない
どちらともいえない
影響なし
どちらともいえない

据え置き期間・返済期間について、見通しが立
たない中、資金繰りを懸念する声もありました。



非製造業
売り上げの減少という回答が32件で、
売上






の減少幅はおおよそ２～３割程度でした。
深刻

なところでは、売り上げが半減したとの回答も
非製造業
ありました。材料や部品の入荷の遅延が発生
非製造業
していると回答は13件で、
その他、採用の中止
や代金の入金遅れという回答もありました。
Ｑ３．今後、想定される懸念事項について具
体的に記入してください。
（Q１にて
「４.今後、影響が懸念される」と回答
された方への設問）

売り上げの減少という回答が17件、材料や部
品の入荷の遅延が発生していると回答された方
は11件で、懸念はＱ２の回答と同様です。感染者

が出た際の営業停止や、制度融資を受けた際の

4
会議・セミナー・イベ
ント等の自粛
5.6%

社員へ感染予防の注意
喚起（マスク着用など）
店舗や社内の衛生設備・
備品の追加
その他

24
33.8%

28
39.4%

大きな影響がある

ある程度の影響あり

影響なし
今後影響が懸念される
「生産計画の見直し」
と回答された方は、製
どちらともいえない
造業の方が中心です。業種を問わず、
「店舗や
社内の衛生設備・備品の追加」の対応をとられ
た方は多くなっています。その他の対応では、
身の回りで出来る手洗い等のポスター掲示な
ど、感染予防に関する回答が複数ありました。

Ｑ５．国・県に対して支援策等のご要望が
あればご記入ください。
この設問には、28件の回答がありましたが、
共通した要望に、早急な対応及び実効性のあ
非製造業
る支援策が挙げられます。
マスク及び消毒液の流通が著しく不足して

いることから、これらの物品の供給体制拡充
を望む回答が９件ありました。また、商品券
発行などによる売り上げ支援が６件、運転資
金への支援が５件の回答でした。
この他、不公平にならない支援措置や、各
種助成金の申請の簡素化と受給までの時間短

縮を望む回答もありました。

本誌では、今後も継続して新型コロナウイル
ス感染症で影響を受ける事業者への支援策を紹
介していきます。

NEWS FUKUOKA 2020.4

5

Feature articles

度

