2/12時点

施策名を押すと当該施策
紹介HPに移動します。

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

※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。

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

セーフティネット保証5号

以下の要件を満たした場合、右の

危機関連保証

【取引先金融機関、保証協会、市町村】

【取引先金融機関、保証協会、市町村】

【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
○全都道府県対象
令和3年3月1日まで延長

○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
○全業種が対象
令和3年6月30日まで延長

○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
○全国・全業種対象
○借入債務の100%を保証
令和3年6月30日まで延長

要
件

最近１ヶ月の売上高が前年同月
比▲20％以上減少等

要
件

最近１ヶ月の売上高が前年同
月比▲５％以上減少等

要
件

最近１ヶ月の売上高が前年同月
比▲15％以上減少等

新規

特別保証制度が活用
可能

伴走支援型特別保証制度

セーフティネット保証４号、５
号、危機関連保証の認定を
受けていること
売上高減少▲15%以上
今後取り組む事項（アクショ
ンプラン）を作成すること
金融機関が継続的な伴走
支援をすること

○保証限度額4千万円
○保証期間10年以内
○据置期間5年以内
○金利 金融機関所定
○保証料0.2％（補助前は原則
0.85%）

【取引先金融機関、保証協会、市町村】
※詳細未定

当面の資金繰り等緊急対応

低利・無利子で融資を受けたい
新型コロナウイルス感染症特別貸付

商工中金による危機対応融資

○限度額6億円（中小事業・別枠）
○当初3年間基準金利▲0.9%(1.11%⇒0.21%)
○利下げ限度額3億円（中小事業）
○運転15年・設備20年、うち据置5年以内
当面令和3年前半まで延長

○限度額6億円
○当初3年間基準金利▲0.9%(1.11%⇒0.21%)
○利下げ限度額3億円
○運転15年・設備20年、うち据置5年以内
当面令和3年前半まで延長

【商工組合中央金庫】

【日本政策金融公庫】

要
件

最近1カ月間・最近14日間以上1か月未満の任意の期間、又は過去6か月の平均売上高が前3年の
いずれかの年の同期比で5%以上減少している場合

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

特別利子補給制度【中小企業基盤整備機構】

民間金融機関における
実質無利子・無担保融資
【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%→保証料ゼロ・金利ゼロ
○融資上限額 6千万円
○補助期間 保証料は全融資期間、
利子補助は当初3年間
（4年目～制度融資所定金利）
○融資期間 10年以内 うち据置5年以内
○担保 無担保
令和3年3月31日まで延長
県等による制度融資においてｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ
要
保証4号・5号、危機関連保証のいずれ
件
かを利用し、売上5%/15%以上減少

○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＞3億円（中小事業） ＜商工中金＞3億円

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
要件

今後の影響が見込まれること

新規

設備資金貸付利率特例制度
【日本政策金融公庫】 ※詳細未定

○新事業やビジネスモデルの転換等、生産
性向上に資する設備投資を実施する場
合、各貸付制度の適用利率から当初２
年間▲0.5％（限度額︓各貸付制度
の限度額（中小7.2億円））

財務体質を強化したい

既往債務をリスケしたい

資本性劣後ローン

新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール

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

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。

【日本政策金融公庫・商工組合中央金庫】

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

【各県中小企業再生支援協議会】

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
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※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。

「在籍型出向」で雇用維持を図りたい

従業員を休業させたい
雇用調整助成金

産業雇用安定助成金

○休業手当相当額の4/5、解雇等がない場合、最大10/10を助成。1人1
日15,000円上限。R3.1.8~4月末までの休業等は、R3.1.8以降の解
雇有無で適用する助成率(最大10/10)を判断(雇用維持要件の緩和)。
○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)
○1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

○出向運営経費（出向元・先事業主が負担する賃金等）
• 出向元で解雇等なし 助成率9/10(中小)、3/4(中小以外)
• 出向元で解雇等あり 助成率4/5(中小)、2/3(中小以外)
• 上限額（出向元・出向先の合計） 12,000円/日

【県労働局・ハローワーク】

雇用労務面の対応

4月末まで現行の特例措置を継続
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

5月~6月の特例措置
【原則的措置】
○１人１日あたりの助成上限額：13,500円（現行15,000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：
9/10（現行10/10）
【特に業況が厳しい企業(※)等の雇用維持を支援する特例】
○上限額15,000円 〇助成率：最大10/10(中小、大企業)
※生産指標（売上等）が前年又は前々年の同期と比べ、最近３か月
の月平均値で30％以上減少した全国の事業所

事業再構築・他分野展開

７月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を
更に縮減。

○出向初期経費（就業規則や出向契約書の整備費用等）
• 助成額 各10万円／1人当たり（定額）
• 加算額 各5万円／1人当たり（定額）
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件
が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労
働者を異業種から受け入れる場合に加算。
要
件

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮
小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に
行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としてい
ること 等

【未定】 ※詳細未定

税の対応

欠損金の繰戻
還付の拡充

【学校等休業助成金・支援金
受付センター】

○東海地域における非正規
の従業員を含めた雇用
維持に資する企業間マッ
チングを実施。
○人材を送り出したい企業
と受け入れたい企業双方
のニーズを把握する意向
確認調査を実施し、企
業からの回答をもとに、産
業雇用安定センター等の
コーディネーターがヒアリン
グをした上で、企業間の
人材マッチングにつなげる。

○休暇中に支払った賃金相
当額×10/10を助成。1
人1日15000円上限
(～R2.3.31:8330円)
○適用日:令和2年2月27
日～令和3年3月31日に
取得した休暇

【県労働局・ハローワーク】 ※詳細未定

低感染ﾘｽｸ型ﾋﾞｼﾞﾈｽ枠(D類型)
【未定】

※公募時期未定

○補助額30～150万円
○補助率2/3
○PC、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等のﾚﾝﾀﾙ費用も対象

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

○良質なテレワークを新規導入し、労働者の人材確保や雇用管理
改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し、テレ
ワーク用通信機器の導入等に係る経費を助成
○導入助成:助成率30％、上限額100万円
○目標達成助成:助成率20％(35％)、上限額100万円

ﾃﾚﾜｰｸﾏﾈｰｼﾞｬｰ
相談事業

【NTTﾃﾞｰﾀ経営研究所】
○テレワーク導入等に関す
る情報提供・相談受付

他分野の教育訓練をしたい 異業種と連携してサービスモデル開発をしたい
新規

○申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
10％以上減少している中小企業等。
○事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
○補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加、又は従業員一人当たり付
加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

税の還付
を受けたい

小学校休業等
助成金

【産業雇用安定センター、
中部産業連盟】

人材確保等支援助成金(ﾃﾚﾜｰｸｺｰｽ) 新規

IT導入補助金

○新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組等を支援
【中小企業】＜通常枠＞補助額100万～6千万円 補助率2/3
＜卒業枠＞補助額6千万円超～1億円 補助率2/3
【中堅企業】＜通常枠＞補助額100～8千万円 補助率1/2(4千万円超は1/3)
＜ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙV字回復枠＞補助額8千万円超～1億円 補助率1/2
要
件

東海地域における
人材マッチング

テレワークを導入したい

事業を再構築したい
事業再構築補助金

新規

【県労働局・ハローワーク】

小学校等が休業になった

人材開発支援
助成金

【県労働局・ﾊﾛｰﾜｰｸ】
○業種転換後に従事する
職務に関する訓練も
助成対象に追加
○助成額・率、上限額、
要件はコースによって異
なる。

商業・ｻｰﾋﾞｽ競争力強化連携支援事業
【経済産業局】 ※公募時期未定

○中小企業が、異分野の中小企業や大学・公設試等と連
携し、革新的なサービスモデルの開発等を行う取組につい
て、最大2年間の支援を実施。
○補助上限額︓3,000万円
※2年度目は初年度の交付決定額を上限
○補助率︓ 1/2以内
※AI・IoT等の先端技術活用の場合は2/3以内

○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。
○（大企業）事業再構築等に向けた投資内容を含む事業計画の認定を受けた場合、繰越欠損金の控除上限を最大
100％に引き上げ予定（最長5事業年度）※詳細未定 新規

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。大企業が控除上限の特例を受け
る場合、計画認定が必要（予定）。

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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生産性向上に向けた設備投資をしたい
ものづくり補助金（一般型）
○新製品開発や生産ﾌﾟﾛｾｽ改善等のための設備投資等を支援
○通常枠:補助率1/2（中小）、上限額1千万円
○低感染リスク型ビジネス枠(※):補助率2/3、上限1千万円
※物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プ
ロセスの改善(例:ロボットシステム導入によるプロセス改善)等。
○低感染ﾘｽｸ型ﾋﾞｼﾞﾈｽ枠では広告宣伝・販売促進費も補助
対象。

将来的な事業の基盤強化に向けた対応

要
件

ものづくり補助金(グローバル展開型)

ものづくり補助金

○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

【未定】※公募時期未定

【全国中小企業団体中央会】

【全国中小企業団体中央会】

以下を満たす３～５年の事業計画の策定、従業員への表明
●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

(企業間連携型)

○複数の中小企業等が
データを共有し、連携
体全体として新たな付
加価値の創造や生産
性の向上を図るプロ
ジェクト等を支援
○補助上限2千万円/者
○補助率1/2(中小)
○連携体は5者まで
○最大2年間支援

省エネを通じて経営改善をしたい

要
件

事業計画期間において「給与支給総額が年率平均1.5％以上向上」、
「事業場内最低賃金が地域別最低賃金＋30円以上」を満たすこと等
が加点要件（一部事業者等については申請要件）（予定）

未定

○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（1.0％以内）を交付
要 エネルギー消費効率が高い設備の新設・増設
件 等

エネルギー利用最適化診断
【未定】 ※開始時期未定

○工場・ビル等のｴﾈﾙｷﾞｰの管理状況を診断し、
AIやIoTを活用して設備の運用改善や高効
率設備への更新に加え再ｴﾈ導入を提案。
要
件

中小企業者、省エネ法に基づく事業者クラス分け
評価制度においてＢ又はＣクラスと評価された事
業者及び年間のエネルギー使用量が一定規模
（原則1500kl未満）の工場・事業場等

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
【未定】 ※詳細未定

均1％以上向上

【未定】 ※公募時期未定
○バックオフィス業務の効率化やデータを活用した顧客獲得など生産性
向上に繋がるITツールの導入を支援
○補助額30～450万円 ※D類型(ﾃﾚﾜｰｸ対応型)は150万円
○補助率1/2(通常枠)、2/3(低感染リスク型ビジネス枠)

○工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を支援
○補助率
(A)先進事業：中小2/3、大企業1/2
(B)オーダーメイド型事業：中小1/2、大企業1/3
(C)指定設備導入事業：指定設備の設備種・スペック等ごとに算出・設定する定額
(D)エネマネ事業：中小1/2、大企業1/3

【未定】 ※公募時期未定

【各市町村】

○幹事企業等(大企業を ○先端設備等導入計画に
基づく導入設備に係る固
含む)が主導し、中小
定資産税の特例(投資後
企業等が共通ｼｽﾃﾑを
3年間最大ゼロ)を2023
面的に導入し、データ
年3月末まで延長。
共有・活用することで
○本特例適用対象に事業
サプライチェーンを効率
用家屋と構築物を追加。
化する取組等を支援
○補助上限1千万円/者
●先端設備導入計画の認定
○補助率1/2(中小)
要
●旧モデル比で生産性が年平
○連携体は10者まで
件

IT導入補助金

【未定】 ※公募時期未定

省エネルギー設備投資に
係る利子補給金

(ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ効率化型)
【未定】※公募時期未定

固定資産税の特例
措置

ITツールを導入したい

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金

要件

ものづくり補助金

新規

○産業競争力強化法により創設される新たな計画認定制度に基づき導入される下記設備につい
て、最大10％の税額控除又は50％の特別償却を新たに措置する(対象投資額500億円ま
で。)。
①大きな脱炭素化効果を持つ製品の生産設備導入
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入

ﾃﾞｼﾞ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

サプライチェーンを強靭化したい
ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ対策のため
の国内投資促進事業
費補助金
【未定】 ※公募時期未定

○生産拠点の集中度が高くサプライ
チェーンの途絶によるリスクが大き
い重要な製品・部素材等の国
内生産拠点等整備を支援
○補助対象:建物・設備導入等
○補助率:2/3～1/4(中小)、
1/2～1/4(大企業)
※補助対象経費の額に応じて段階
的に低減
○上限額:100億円
要件

未定

海外ｻﾌﾟﾗｲ
ﾁｪｰﾝ多元化
等支援事業

【未定】
※公募時期未定
○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

要
件

未定

地域未来投資促進税制 新規
（サプライチェーン類型）
【経済産業局】 ※詳細未定

○地域経済のサプライチェーン強靭化に資する事
業を支援する「サプライチェーン類型」を創設。
○機械装置・器具備品
特別償却40% 税額控除4％
上乗せ要件を満たす場合
→特別償却50% 税額控除5%
○建物・附属設備・構築物
特別償却20％ 税額控除2%
地域経済牽引事業計画の承認
要
海外に生産拠点が集中している一定の製品を製造
件
域内の取引額の増加率が一定水準以上 等

2/12時点

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。

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。

他産業も含めた受注獲得

TTPP

月例NAGOYAものづくりマッチングonline

【日本貿易振興機構（ジェトロ）】

【名古屋商工会議所】

○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。

○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

ザ・ビジネスモール

インターネットビジネスマッチング

【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）】

【日本政策金融公庫】

○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。

○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。

※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

