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経済産業省 新型コロナウイルス感染症対策関連補助金
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経済産業省 コロナ関連補助金

⚫ 生産性革命推進事業
サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導
入による効率化などに取り組む事業者を優先的に支援します。

◼ ものづくり・商業・サービス性向上促進事業
中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助
補助額 100万~1,000万円、補助率 中小 1/2 小規模 2/3

◼ 小規模事業者持続的発展支援事業
小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取組を支援
補助額 ～50万円、補助率 2/3

◼ サービス等生産性向上IT導入支援事業
バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援
補助額 30万~450万円、補助率 1/2

4



Hongo Tsuji Business Consulting

生産性革命推進事業 1/2
令和元年度補正予算額：3,600億円

運営費
交付金

中小企業等国

定額
補助

補助
½等

（独）中小企業基盤整備機構 民間団体等

事業イメージ

補助事業の一体的かつ機動的運用

先進事例や支援策の周知・広報
生産性向上に関する中小企業の先進事例を収集し、上記以外の支援策とともに、ホームページ等で幅広く情報発信します。

相談対応・ハンズオン支援
制度対応にかかる相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内外の事業拡大等に係る専門家支援やIT化促進支援を提供します。

基幹業務①

基幹業務②

基幹業務③

事業目的

サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに
取り組む事業者を優先的に支援します。

ものづくり補助金

中小企業等が行う革新的なサービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善
に必要な設備投資等を支援します。

持続化補助金

小規模事業者等が経営計画を作成して
取り組む販路開拓の取組等を支援しま

す。

IT導入補助金

中小企業等が行う、バックオフィス業
務の効率化や新たな顧客獲得等の付加
価値額向上に資するITツールの導入を

支援します
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生産性革命推進事業 2/2

成果目標

【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業】
事業終了後３年以内に、以下の達成を⽬指します。

• 補助事業者全体の付加価値額が９％以上向上
• 補助事業者全体の給与支給総額が4.5%以上向上
• 付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

【小規模事業者持続的発展支援事業】
販路開拓及び生産性向上を支援し、販路開拓につながった事業の割合を80%とすることを⽬指します。

【サービス等生産性向上IT導入支援事業】
事業終了後３年以内に、補助事業者全体の労働生産性の９％以上向上を⽬指します。

影響を受ける事業者への特例措置

ものづくり・商業・サービス補助、持続化補助、IT導入補助の採択審査において加点措置。

ものづくり・商業・サービス補助において、生産性向上や賃上げに係る⽬標値の達成時期を1年間猶予。

ものづくり・商業・サービス補助において、交付決定日前に発注した事業に要する経費についても対象に。

①優先的な支援

②申請要件緩和

③遡及適用

中小企業は、人⼿不⾜等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など複数年度にわたり
相次ぐ制度変更に対応することが必要です。このため、中小企業基盤整備機構が複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的
に支援する「生産性革命推進事業（仮称）」を創設し、中小企業の制度変更への対応や生産性向上の取組状況に応じて、設備投資、
IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ機動的に実施します。 当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。なお、
積極的な賃上げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者は優先的に支援します。
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ものづくり補助金（令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」）

今後複数年にわたり計画されている制度変更等に対応するために、中小企業や小規模事業者等が革新的なサービス開発、試作品開発、生
産プロセスの改善等を行うための設備投資や新規ビジネスモデルの構築を支援するプログラムの経費の一部を補助します。

☑ 部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う

☑ 感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する

☑ 中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する

※ 加点には、サプライチェーンの毀損等の影響を受けている客観的事実を証明するための書類の提出が必要

新型コロナウイルス感染症の影響を受け想定される活用例

RPA
製造ラインの自動化 AIの導入による効率化

補助率：
1/2

（小規模事業者なら2/3）

補助上限額： 1,000万円

成長性加点 経営革新計画を取得している場合加点となります。

政策加点
小規模事業者または、創業・第二創業後間もない事業者
（5年以内）の場合加点となります。

災害等加点

• 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者また
は、令和元年度台風15号及び台風19号の被災事業者の
場合加点となります。

• 事業継続力強化計画の認定を取得している場合は加点
となります。

賃上げ加点

• 「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規
模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場
合」加点の対象となります。

• 事業計画期間に、給与支給総額及び事業所愛最低賃金
の要件を一定量増加する計画を表明している事業者は
加点の対象となります。

審査の際に加点となる項目制度概要

通年で受付を行い、 約３か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択が行われます。
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ものづくり補助金 よくあるQ&A（1/7）

ものづくり補助金の申請資格ってあるの？

⚫ 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業および特定非営利活動法人

⚫ みなし大企業ではないこと

⚫ 補助対象外事業ではないこと

⚫ 付加価値額が年率３％以上かつ、事業計画期間（補助金交付後３～5年間にわたっ

て）において給与支給総額が年率1.5%以上かつ、事業場内最低賃金が地域別最低

賃金+30円以上の3つを満たすこと

⚫ 申請締め切り日前10ヶ月以内に同一事業（令和元年度補正ものづくり・商業・

サービス生産性向上推進事業）の採択及び交付決定を受けた事業者は申請できない
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ものづくり補助金 よくあるQ&A（2/7）

ものづくり補助金の事業類型とは？

予算 事業類型 概要 補助金額 補助率

R1補助予算
（ものづくり・商
業・サービス生産性
向上推進事業）
※ 個社
※ 中小企業機構が実施

一般型
新製品・新サービス開発・生産性プロセスの改
善に必要な設備投資及び試作開発を支援。

1,000万円
中小 1/2
小規模 2/3

グローバル
展開型（新）

海外事業（海外拠点での活動を含む）の拡大・
強化等を⽬的とした設備投資等の場合、補助上
限額を引き上げ。

3,000万円
中小 1/2
小規模 2/3

ビジネスモデル
構築型（新）

中小企業30社以上のビジネスモデル構築・事業
計画策定のための面的支援プログラムを補助。
（例：面的デジタル化支援、デザインキャンプ
ロボット導入FS等）

1億円 定額

R2当初予算
（ものづくり・商
業・サービス高度連
携推進事業）
※ 連携体
※ 経産省が実施

企業間連携型
複数の中小企業等が連携して行う高度なプロ
ジェクトを最大2年間支援。
（連携体は５者まで）

2,000万円/者
中小 1/2
小規模 2/3

サプライチェーン
効率化型（新）

幹事企業が主導するサプライチェーン全体を効
率化する取組を支援。
（連携体は10社まで）

1,000万円/者
中小 1/2
小規模 2/3
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ものづくり補助金 よくあるQ&A（3/7）

どんな経費が補助できる？

機会装置・
システム
構築費※

① 機械・装置・工具・器具の購入、制作、
借用に要する経費

② 専門ソフトウェア・情報システムの購
入・構築借用に要する経費

③ 改良・修繕又は据付けに要する経費

※1 生産性向上に必要な、防災性能の優れた生
産設等を補助対象経費に含めることは可能。

※2 3者以上の中古品流通事業者から型式や年
式が記載された相見積もりを取得している
場合には、中古設備も対象。

※3 必ず1つ以上、単価50万円（税抜）以上の
機械装置等の設備投資が必要。

外注費◎
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計（デザイ
ン）検査等の一部を外注（請負、委託等）する場合の経
費

運搬費 運搬、宅配・運送料等に関する経費
専門家経費

◎

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費

※ 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、
学職経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼
したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助事業対象
とすることが可能。（謝金単価に準ずるか、依頼内容に応
じた価格の妥当性を証明する複数の見積書を取得すること
が必要（ただし、1日5万円を上限）

技術導入費
▲

知的財産権等の導入に要する経費
クラウド
サービス利

用費
クラウドサービスの利用に関する経費

知的財産権
等関連経費

▲

特許権等の知的財産権等の取得に関する代
理士の⼿続代行費用等

原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する
経費

▲：上限額=補助対象経費総額（税抜）の3分の１
◎：上限額=補助対象経費総額（税抜）の2分の１
※：機械装置・システム構築費以外の経費の補助限度額は500万円（税抜）
！：人件費や土地・建物の費用は補助対象外
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ものづくり補助金 よくあるQ&A（4/7）

１次締切の場合

2次締切以降のスケジュール

公募開始予定

2次締切 令和2年５月頃
3次締切 令和2年８月頃
4次締切 令和2年11月頃
5次締切 令和3年2月頃

上記全ての手続きが今回から100%電子化

事
前
準
備

公
募
開
始

申
請
受
付

採
択
通
知

交
付
申
請
・
交
付
決
定

補
助
事
業
期
間

•
実
績
報
告

•

中
間
検
査

•

事
業
実
施

確
定
検
査
（
交
付
額
の
確
定
）

補
助
金
の
請
求

補
助
金
の
支
払

知
的
財
産
権
等
報
告

事
業
化
状
況
報
告

3/10（火）
17時～

１

4月末
目途

３

③の後
1ヶ月
程度

４

④の後
1ヶ月
以内

５

GビズIDの
取得

０

毎年
4月に
依頼

９

⑤の後
1ヶ月
程度

６ ７ ８２

3/26（木）
17時
～

3/31（火）
17時

受給までの手続きとスケジュールは？
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ものづくり補助金 よくあるQ&A（5/7）

ものづくり補助金審査のポイントは？

• 審査項目は11個

• 技術面、事業化面、政策面の3点

技術面 事業化面 政策面

取り組もうとしている内容の技術的
な解決方法や説明をする部分

どう販売促進していくかを説明する
部分

申請企業の取り組みが、国の政策と
合致していることを説明する部分

① 取り組み内容の革新性
② 課題や⽬標の明確さ
③ 課題の解決方法の優位性
④ 技術的能力

① 事業実施体制
② 市場ニーズの有無
③ 事業化までのスケジュールの妥当性
④ 補助事業としての費用対効果

① 地域経済への波及効果
② ニッ地トップとなる潜在性
③ 環境配慮性
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ものづくり補助金 よくあるQ&A（6/7）

ものづくり補助金の加点項目・減点項目は？

• 最大で6項目加点の可能性がある

• 過去3年以内に同じ補助金を受給している事業者は、交付決定回数に応じて減点

加点項目

1．成長性加点

• 有効な期間の経営革新計画の承認（申請中を含む）を取得した企業

2．政策加点

• 「小規模事業者」または「創業・第二創業後間もない企業（5年以内）」

3．災害加点（両方満たせば両方加点されうる）

• 「新型コロナウイルスの影響を受けて、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資等に取り組む事業者」または「昨年
の激甚災害（台風15、19号）指定地域の災害事業者」

• 有効な期間の事業継続力強化計画の認定（申請中を含む）を取得した企業

4．賃上げ加点（両方満たせば両方加点されうる）

• 「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、かつ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+60円以上の水
準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」又は、「事業計画期間において、給与支給総額を年率3%以上増加させ、か
つ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+90円以上の水準にする計画を有し、従業員に表明している事業者」

• 被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合

減点項⽬

過去3年以内に同じ補助金を受給していた場合、交付決定の回数に応じて減点
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ものづくり補助金 よくあるQ&A（7/7）

ものづくり補助金の採否を決める最重要ポイント

「革新性」って何？

革新性とは自社になく、他社でも一般的ではない、新しい取り組みのこと

1. 技術アイディア（新商品・新生産方式）

2. 実効性（新役務・サービス）

3. 事業の自足発展性があること（新たな提供方式の導入）

成長が期待できる分野、収益が見込める分野に対して、生産性
向上を目的とした革新的な取り組みに対して、補助金を交付
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持続化補助金（令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」）

15

小規模事業者等が、 地域の商工会議所または商工会 の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な
販路開拓等に取り組む費用の２／３を補助します。

通年で受付を行い、 約４か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択が行われます。

上限額の引き上げ

⚫ 産業競争力強化法に基づく 「認定市 区町村 による 特定 創業支援等 事業 の支援」 を受けた 小
規模 事業者 については、補助上限額が１００万円に引き上がります。

⚫ 個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業も応募可能で
す。その際には、補助上限額が１００万円～５００万円となります（連携する小規模事業者等の
数により異なります）。

① 新型コロナウイルス感染症による経営上の影響（従業員等の罹患による直接的な影響、感染症に起因した売上減少による間接的な影響）
を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者

② 賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者
③ 事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補

助事業を実施する事業者
④ 生産性の向上（経営力強化）の取組を行っている事業者
⑤ 地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の 承認を受けた事業者
⑥ 過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者

以下の事業者を重点的に支援

補助率： 2/3

補助上限額： 50万円

制度概要

☑ 小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、ビ
ジネスモデル転換を図る

☑ 旅館が、自動受付機を導入し、省人化する

※ 加点には、感染症の影響によって売上減少等を証明するための書類の提出が必要

新型コロナウイルス感染症の影響を受け想定される活用例
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IT導入補助金（IT導入補助金2020 一次公募 臨時対応）
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通年で受付を行い、 約４か月ごとに受付を締め切って、受付回ごとに審査・採択が行われます。

☑ 在宅勤務制度を新たに導入するため、業務効率化ツールと共にテレワークツールを導入する

※ 加点には、在宅勤務制度（テレワークツール）の導入に取り組むことが必要

新型コロナウイルス感染症の影響を受け想定される活用例

補助率： 1/2

補助上限額：
A類型：30～150万円
B類型：150～450万円

制度概要

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を
補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

スケジュール

一次公募に限り、H30補正の本事業（IT導入補助金2019）にて交付決定を受けた補助事業者を有するIT導入支援事業者を本公募期間のIT導入
支援事業者とするため、IT導入支援事業者及びITツールの新規登録は受け付けません。
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事業承継補助金（前回の実施内容）
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事業承継補助金は、事業承継やM＆Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。経営者の交代後に経営
革新等を行う場合（Ⅰ型）や事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合（Ⅱ型）に、必要な経費を補助します。

Ⅰ型：後継者承継支援型 Ⅱ型：事業再編・事業統合支援型

⚫ 対象となる取り組み：親族内承継／外部人材招聘など ⚫ 対象となる取り組み：合併／会社分割／事業譲渡／株式
交換・株式移転／株式譲渡など

補助率 2/3以内 1/2以内

補助上限額 200万円 150万円

上乗せ額 +300万円 ＋225万円

補助率 2/3以内 1/2以内

補助上限額 600万円 450万円

上乗せ額 +600万円 ＋450万円

事業所や既存事業の廃止等の事業整理（事業
転換）を伴う場合補助額を上乗せします！ 事業所や既存事業の廃止等の事業整理（事業

転換）を伴う場合補助額を上乗せします！
※ 解体・処分費等が発生した場合に限り、事業転

換とみなされます! ※ 解体・処分費等が発生した場合に限り、事業転
換とみなされます!

新商品の
開発など

新サービス
の考案など

経営者交代による承継の後に経営革新等を行う方を支援！ M&Aを契機に経営革新等を行う方を支援！
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事業承継補助金 2020年（予測）

18

• M＆A等を通じた事業承継を契機に、経営革新等に挑戦する中小企業に対し、設備投資・販路拡大
等に必要な経費を支援します。また、新規事業への参入を行う場合などには重点的に支援を行い、
ベンチャー型事業承継・第二創業を後押しします。

• さらに、経営資源を譲り渡した事業者の廃業費用も補助します。

2020年実施の概要

＼補助上限額がＵＰ、「ベンチャー型事業承継枠・生産性向上枠」が新設されます／

• 経営者の交代を契機として、経営革新等に取り組む者であること。
• 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援等事業者により特定

創業支援等事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者であること。
• 地域の需要や雇用を支える者であり、地域の需要や雇用を支えることに寄与する事

業を行う者であること。

対象者（後継者承継支援型）

補助率・補助金額
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税制優遇制度
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税制優遇制度（経営強化法による支援）

20

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計
画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制（即時償却等）や各種金融支援が受けられま
す。

経営力向上計画

国
（事業分野の主務大臣）

中小企業者等
（経営力向上計画の策定）

経営革新等支援機関
• 商工会議所・商工会・中央会
• 地域金融機関
• 始業等の専門家等

認定申請

申請をサポート

対象となる事業者

対象となる設備投資

優遇措置

認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受け
ることができます。

政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支
援を受けることができます。

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関す
る特例措置を受けることができます。

中小企業等経営強化法に基づく支援措置

類型 生産性向上設備（A類型） 収益力強化設備（B類型）

要件
生産性が旧モデル比較平均1%以上向上する設備 投資収益率が年平均5%以上の

投資計画に係る設備

確認者 工業会等 経済産業局

対象
設備

◆ 機械装置（160万円以上/10年以内）
◆ 測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
◆ 器具備品（30万円以上/6年以内）
◆ 建物付属設備（60万円以上/14年以内）
◆ ソフトウェア（情報収集機能および分析・指示

機能を要するもの）（70万円以上/5年以内）

◆ 機械設備（160万円以上）
◆ 工具（30万円以上）
◆ 器具備品（30万円以上）
◆ 建物付属設備（60万円以上）
◆ ソフトウェア（70万円以上）

その他
要件

• 生産等設備を構成するものであること（事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物
付属設備、福利厚生施設に関わるもの等は該当しません）

• 国内への投資であること
• 中古資産・貸付資産でないこと等

対象設備

経営力向上計画の認定を受けると、法人税・所得税の即時償却または税額控除が選択適応できます。

また、固定資産税を3年間、2分の1に軽減することもできます。



Hongo Tsuji Business Consulting

税制優遇制度（生産性向上特別措置法による支援）

先端設備等導入計画

「生産性向上特別措置法」に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、
市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。

商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供する設備であって、
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記設備

【減価償却資産の種類（最低取得価額／販売開始時期）】
◆ 機械装置（１６０万円以上／１０年以内）
◆ 測定工具及び検査工具（３０万円以上／５年以内）
◆ 器具備品（３０万円以上／６年以内）
◆ 建物附属設備（償却資産として課税されるものに限る）（６０万円以上／１４

年以内）

21

「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象対象となる事業者

年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備投資が対象対象となる設備投資

固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の中小企業者は、各種補助金に於いて優遇措置の対象優遇措置

対象設備

国
（導入促進指針の策定）

市区町村
（導入促進基本計画の策定）

中小企業
（先端設備等導入計画の策定）

同意

認定申請

協議

生産性向上特別措置法

①固定資産税の3年間、ゼロから１/2へ(市町村ごとに減免割合が異なります)
②各種補助金の優先採択
③保証協会の追加保証による優遇融資

先端設備等導入計画は経営力向上計画と併用が可能！
経営力向上計画の認定を受けることで100％の即時償却、約11％の税額控除が
可能となります。

認定取得のメリット
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その他新型コロナウイルス感染症対策関連 支援制度
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その他 新型コロナウイルス対策関連 支援制度

管轄 制度名 支援内容

総務省
新型コロナウイルス感染症対策に対応した企業による無償等支援に関する情報の標
準データ化とその公開

情報提供サービス

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例 特例措置

時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例 特例措置

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 助成金

小学校の臨時休業に対応する保護者支援（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 助成金

東京都中小企業振興公社 新型コロナウイルスによる経営課題に関する専門家派遣 無料専門家派遣

日本テレワーク協会 テレワーク緊急導入支援プログラム 導入支援

東京しごと財団 事業継続緊急対策（テレワーク）助成金 補助金

経済産業省以外の各省庁や、自治体ごとに様々な支援策が設けられています。
各省庁および、東京都の支援制度の一部をご紹介いたします。
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新型コロナウイルス感染症対策に対応した企業による
無償等支援に関する情報の標準データ化とその公開

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室、総務省、及び経済産業省は、産業界やCivic Tech団体と協力し、新型コロナウ
イルス感染症対策に対応した企業による支援情報等のデータを標準化し、公開する「＃民間支援情報ナビ」プロジェクト
を実施します。本取組を通じて、市民・事業者の皆様が企業等の提供する無償等の支援サービスにアクセスしやすい環境
を実現し、より充実した生活・事業活動に貢献します。

＜公開データ＞
http://bit.ly/2IupAtw

本データの提供は、技術で社会課題解決を⽬指すCivic 
Tech団体と呼ばれる市民技術者グループと連携し進めま
す。3月7日に世界同時に開催されたインターナショナル・
オープンデータ・デーの活動の中で、Civic Tech団体であ
るCode for Japanが公開・検索サイトの開発を行いまし
た。政府のデータ提供に合わせて3月9日のデータ提供開始
と同時に公開サイトの提供を開始します。

＜検索サイトURL＞
https://vscovid19.code4japan.org/
※ インターネットエクスプローラー（IE）では動作しない可

能性がございます。

本オープンデータを活用することで、様々な団体が、さら
なる情報収集、創意工夫の下に様々なアプリケーションを
開発することを奨励していきます。加えて、今後、新型コ
ロナウイルス感染症対応に関する政府の事業者向け支援情
報についても、検索しやすい情報提供サイトを準備予定で
す。今回、公開する企業の支援情報等とあわせて、新型コ
ロナウイルス感染症への対策情報の提供を充実させ、市
民・事業者の皆様のより充実した生活・事業活動に貢献し
ます。

企業の無償支援情報の標準データ化と公開に関するスキーム
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例

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、労働者の雇用の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。

雇用調整助成金とは

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主で
あって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の
一定割合(10%)以上である事業主が対象です。

＜「影響を受ける」事業主の例＞
• 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
• 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
• 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

【特例の対象となる事業者】

休業等の初日が、令和２年１月24日から令和２年７月23日までの場合
に適用します。
① 休業等計画届の事後提出を可能とします。

通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出
が必要ですが、令和２年１月24日以降に初回の休業等がある計画
届については、令和２年３月31日までに提出すれば、休業等の前
に提出されたものとします。

② 生産指標の確認対象期間を３か月から１か月に短縮します。
最近１か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標（生産指標）
が、前年同期に比べ10％以上減少していれば、生産指標の要件を
満たします。

③ 最近３か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とし
ます。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を
示す雇用指標の最近３か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加
している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和２年１月24日時点で事業所設置後１年未満の事業主について
は、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国（人）関係売
上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確
認します。

【特別措置の内容】

助成内容と受給できる金額 大企業 中小企業

休業を実施した場合の休業⼿当また
は教育訓練を実施した場合の賃金相
当額、出向を行った場合の出向元事
業主の負担額に対する助成（率）
※ 対象労働者１人１日当たり８，３３０円が上限です

１／２ ２／３

教育訓練を実施した時の加算（額）
一人一日当たり
１，２００円

支給限度日数
１年間で１００日

（３年間で１５０日）
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時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例

○ 本年度の時間外労働等改善助成金 テレワークコース 、 職場意識改善コース については 、 助成金の受付を既に終了している 。
○ 他方で 、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため 、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務である 。このため 、既存のコー

スの要件を簡素化した上で 、時間外労働等改善助成金に特例的なコースを新たに設け 、速やかに特例コースの申請受付を開始する
こととする 。

○ 特例コースについては 、令和２年２月１７日以降に行った取組については 、交付決定を行う前であっても 、特例として助成の対象
とすることとする 。

※ 新型コロナウィルス感染症についての相談 ・ 受診の⽬安を とりまとめ 、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日

特例の適用条件

テレワークの特例コース 職場意識改善の特例コース

対象事業主 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワー
クを新規で導入する中小企業事業主

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環
境整備に取り組む中小企業事業主

助成対象の取組 • テレワーク用通信機器の導入・運用
• 就業規則・労使協定等の作成・変更等

• 就業規則等の作成・変更
• 労務管理用機器等の購入・更新等

要件 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者
が1人以上いること

事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用
できる特別休暇の規定を整備すること

事業実施期間 令和2年2月17日～令和2年5月31日

支給額 補助率：１／２
１企業当たりの上限額：１００万円

補助率：３／４
※ 事業規模３０名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等

の経費が３０万円を超える場合は、４／５を助成

上限額：５０万円

特例措置

＜テレワークコース＞時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善（※）及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテラ
イトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

＜職場意識改善コース＞｢ワーク･ライフ･バランス｣実現のため、週労働時間60時間以上の雇用者の割合５％、年次有給休暇取得率70％
の達成（平成32年⽬標）を⽬指しています。このコースでは、生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇
の取得促進に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

時間外労働党改善助成金とは
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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

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、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、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法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

助成額：有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
上限額：一日一人上がり8330円

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

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、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な
範囲で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特別に欠席を認め
る場合は 対象となります。）

「臨時休業等をした」とは

「小学校等」とは

• 小学校 、義務教育学校 小学校課程のみ 、 各種学校 幼稚園
又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）

• 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等 を行う事業 、障害児
の通所支援を 行う施設等

②新型コロナウイルスに感染したまたは風邪症状など
新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校に通う子供

• 新型コロナウイルスに感染した者
• 発熱等の風邪症状 が見られる 者
• 新型コロナウイルスに感染した者の 濃厚接触者

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、祖父母等）であって、子
どもを現に監護する者が対象となります。

• 上記のほか、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。

○ 春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇

の対象は以下のとおりです。
• 学校：学校の元々の休日以外の日（※春休みや日曜日な

ど元々休みの日は対象外）
• その他の施設（放課後児童クラブ等）：本来施設が利用

可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コ

ロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
• 学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から

同年3月31日までの間は対象

○ 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。

○ 就業規則等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、就業規則等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。

○ 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。

④対象となる有給の休暇の範囲
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小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設（委託を受けて個人で仕事をする方向け）

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、安全を確保するための対策を講じる。

①または②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。

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応とし
て臨時休業等した小学校等に通う子ども

② 新型コロナウイルスに感染または風邪症状な
ど新型コロナウイルスに感染したおそれのあ
る小学校等に通う子ども

対象者 一定の条件

• 個人で就業する予定であった場合
• 業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬

が支払われており、発注者から一定の指定を受け
ているなどの場合

支給額 就業できなかった日について、1日当たり4,100円（定額）

摘要日 令和2年2月27日～3月31日
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新型コロナウイルスによる経営課題に関する専門家派遣

新型コロナウイルス感染症による経済活動への様々な影響が懸念されるため、公社に登録されている幅広い分野の登録専門家の中
から、皆さまの課題解決をご支援する専門家を無料で派遣いたします。

⚫ 新型コロナウイルス感染症により経営面の影響を受けている中小企業
※東京都中小企業振興公社が設置する「新型コロナウイルスに関する特別相談窓口」にて相談を実施した

うえで、本支援が必要と認められる中小企業

対象

支援内容
下記のような課題に対して、中小企業診断士等の専門家がアドバイスを実施いたします。

• 予約のキャンセルが多くなり、資金繰りに困っている。
• 仕事が全くなくなったため、社員への給与を支払えなくなった。
• 中国に発注していた製造がストップしたため、急ぎ融資を受けたい。

支援回数・費用

1社あたり4回まで（無料）
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テレワーク緊急導入支援プログラム（1/2）

日本テレワーク協会（以下、JTA）では、新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを緊急導入される企業等向けに、JTA会員
企業・団体によるテレワーク緊急導入支援プログラムをご紹介します。

企業名 支援プログラム 施策機関

シスコシステムズ Cisco Webex Meetings (ウェブ会議システム）90日間無償支援プログラム 開始2020年02月25日
ジャパンメディアシステム テレワークで活用できるWeb会議システム「LiveOn」・リモートアクセスツール「RemoteOn」の導入支援・サポート 開始2020年2月26日

終了2020年7月31日
GNオーディジャパン/ Jabra テレワークに必要なヘッドセット/スピーカーフォンの無料トライアル実施中。100台以上のご購入を検討されているユーザー様に最

大5台を無償でプレゼント。製品選定もサポート
開始2020年2月1日

キャリア・マム ＜ご利用無料・3月末まで＞サテライトオフィス多摩センターを無料でご利用いただけます。4月からは法人会員制となります（登録
費10万円~／年、ご利用都度のご精算）3月までにぜひ一度サテライトオフィス多摩センターでの働き方をご体験ください！

終了2020年3月31日

ワウテック 【即日トライアルアカウント発行可能】在宅勤務・テレワークをもっと円滑に！国産ビジネスチャット「WowTalk（ワウトーク）」
の導入支援ならびに運用サポート

開始2020年02月01日
終了2020年03月31日

RSUPPORT 【4月30日まで無償提供】テレワークに必要な高品質web会議「RemoteMeeting」遠隔アクセスツール「RemoteView」 開始2020年2月1日
終了2020年4月30日

プロディライト スマートフォンを利用した社内電話システムの構築支援：内線アカウント初期発行費用無料 開始2020年2月21日
終了2020年5月31日

ポリコムジャパン (Poly) テレワークの必須アイテム、ヘッドセット無償貸出中！Polyが、クリアな音声で確かなコミュニケーションを実現し、ビジネス継続
のお⼿伝いをします。

開始2020年02月27日
終了 2020年06月30日

アクシオ VPN不要でセキュアなテレワークリモートワーク環境を最短5日で利用可能に。VPNやサーバ環境、専用端末が不要でセキュアなテレ
ワーク環境を短期間で整備できるSoliton SecureDesktop（SSD）を提供しております。

開始済み

レノボ・ジャパン 全社一斉テレワークのノウハウをまとめた「テレワークスタートガイド」を無償公開 開始2020年02月28日
施策の性質上終了予定なし

日立ソリューションズ・クリエイト ◆お申込みから２ヶ月間テレワークツールを無償提供 ◆『テレワーク導入・ＢＣＰ対策支援』_強固なセキュリティ機能と豊富な導入
実績をもつ「DoMobile」を提供。

開始2020年3月2日
終了5月31日

富士通 仮想デスクトップサービス V-DaaS 3か月無料 終了2020年7月31日
ドコモ・システムズ NTTグループのテレワークを支える、Web会議サービス『sMeeting』を最大3か月間無償提供。新型コロナウイルス対策に向き合う

企業を応援します。VDIも弊社にお任せください。
開始2020年3月1日
終了2020年5月31日

ダンクソフト 今さら聞けない 経営層向け 「テレワーク」はE-ラーニングから！ 学校の先生、自治体関係者 在宅スタートするみなさんにも い
つでも、何回でも繰り返して学べます！

開始2020年3月2日

在宅勤務の労務管理を強力にサポートする「日報かんり」 OUTLOOKの予定表から報告書、勤務時間管理、案件管理に利用できます。
“1か月で8時間” 事務処理時間が軽減しました。

開始2020年3月2日

「働き方だけでなく、企業が変わるテレワークの導入と定着へ」 インターネット環境の最適化や業務に導入するためのノウハウをア
ドバイス、円滑なテレワーク導入を促進。

開始2020年3月2日

ペーパーレス・ストレッチとは？ 会社の紙資料を短期間で大幅に減らし、情報の有効活用やコスト削減、さらには働き方も変えられ
る創造的なプログラム

開始2020年3月2日

働き方改革、生産性向上、業務効率化などチームの課題を解決 自治体様・企業様・団体様向けに課題を解決する各クラウドサービス
の導入や運用支援を行っています。

開始2020年3月2日

企業が東京オリンピック・パラリンピック前にやっておくべきデジタル対策」 クラウド化やデータを守る情報セキュリティのコツ
など、具体的な方策をまとめました。

開始2020年3月2日

スターティアレイズ 「セキュアSAMBApro」「オンラインストレージ」「パソコンにデータをダウンロードさせない」「テレワーク導入支援」【4月30
日まで無料提供】【9月6日まで延長可(条件あり)】

開始2020年2月28日
終了2020年4月30日

イマクリエ コンタクトセンターにおけるテレワーク導入支援・運用サポート 開始2020年3月3日

2020年3月18日時点
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テレワーク緊急導入支援プログラム（2/2）

企業名 支援プログラム 施策機関

岡崎市 テレワークに関する専門家をWEB会議等で市内事業所に無料派遣 開始2020年3月4日
終了2020年3月31日

VQS 【4月30日まで無償提供】簡単でシンプルなユーザーインターフェースで誰でも使えるWeb会議システムで即座にテレワークをはじ
めていただけます。

開始2020年3月4日
終了2020年3月31日

ソリトンシステムズ 【200ユーザー、2020年5月末日まで】テレワークのITツールを期間限定で無償提供 開始2020年03月04日
終了2020年05月31日

キヤノンITソリューションズ 事業継続対策としてクラウド型テレワーク支援サービス「テレワークサポーター」を特別価格で提供。顔認証技術で勤務時間の見え
る化と情報漏洩の抑止を実現します。

開始2020年03月02日
終了2020年05月31日

レコモット リモートアクセスサービスmoconaviの迅速導入に対応すべく「テレワーク相談窓口」を開設。最短3営業日で利用できる支援体制を
準備。無料トライアル30日とあわせご相談ください。

開始2020年3月4日
終了 状況が沈静化するまで

楽天コミュニケーションズ 個人のスマホにビジネス用の050番号を付加する「モバイルチョイス"050"」。料金は会社に自動請求。 開始済み
テレワーク導入支援プログラム！個人のスマホからセキュアなブラウザで社内にアクセス、パケット料を会社に請求！「モバイル
チョイス・アップゲート ライトプラン」5月末まで無料

終了2020年5月31日

テレワーク導入支援プログラム！社内外と簡単につながるWeb会議「コネクト・ライブ」。インストールなどは不要で、スマホから
でも会議に参加。5月末まで無料

終了2020年5月31日

岡崎市
（岡崎ビジネスサポートセンターOKa－Biz）

【岡崎ビジネスサポートセンターOKa－Biz】オンライン相談サービス「おうちビズ」 開始2020年03月03日

コニカミノルタジャパン インターネット環境さえあれば、社内のPCを外出先や自宅PC・タブレット・スマートフォンから遠隔操作が可能。すぐにテレワーク
環境を用意したいお客様にお勧めです。

申込終了2020年4月24日
無償利用終了2020年4月30
日

社外に持ち出したPCやタブレット、スマートフォンなどのIT機器を対象に、クラウドで資産管理やセキュリティ管理の機能を提供す
るサービスです。

開始済み

コニカミノルタ複合機とDP Phoenixで事務所に届くFAXの確認作業はテレワーク先でも可能に。DP Phoenixは30日間無料トライア
ル可能(要設定費)。

開始済み

日本マイクロソフト セキュアなリモートワーク環境を提供するための無料相談窓口。電話相談(0120-167-400)とWebフォーム相談が可能。Teamsの
セットアップや活用方法などについてご相談ください。

開始2020年3月2日
終了 2020年6月30日

WORK SMILE LABO テレワーク支援（WEB会議システムの無償提供）。利用にあたっての ・アカウント発行 ・接続方法、操作マニュアルのご提供（無
料）。提供期間は利用開始してから31日間。

開始済み

フジア テレワーク事例無料相談 開始2020年3月11日
Empowered JAPAN実行委員会
（事務局：日本マイクロソフト）

全国の皆様へ、テレワーク導入のための緊急ウェブセミナー（無料）の連続開催 開始2020年3月17日
終了2020年5月31日

東日本電信電話（NTT東日本） 【テレワーク環境を簡易に構築可能】クラウド上でセキュアにファイル共有ができる「フレッツ・あずけ～るPROプラン」、スマー
トフォンで社員間での内線通話ができる「ひかりクラウドＰＢＸ」の一部無償提供を実施します。

開始2020年03月14日
終了2020年6月30日

リンク 【2020年3月16日（月）から2020年6月30日（火）まで】1to1に特化したオンライン商談システム「RemoMee（リモミー）を無償
提供します。

開始2020年3月16日
終了2020年6月30日

ザイマックス 法人会員制サテライトオフィス ZXY[ジザイ] ・WEB会議に適した個室あり ・最安150円/15分～固定費なし完全従量課金制 ・約80
拠点（郊外に約40拠点）で展開中。キッズスペース付も

限定なし

NTTビズリンク テレワーク・リモートワーク環境構築の相談窓口の開設およびクラウド型テレビ会議「SMART」の無償提供 開始2020年02月26日
終了2020年4月30日

2020年3月18日時点
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事業継続緊急対策（テレワーク）助成金

都内中堅・中小企業等が取り組む、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における企業の事業継続対策として、在宅勤
務等を可能とするテレワーク環境構築による職場環境の整備のために実施する下記に掲げる事業に対して助成金を支給します。

助成限度額・助成率

助成事業の実施期間

助成上限：250万円
助成率 ：10/10

支給決定日以後、令和２年６
月30日までに完了する取組が
対象となります。

助成対象科目 内容

消耗品費 ◆ 機器等の購入費用

委 託 費 ◆ 機器の設置・設定費
◆ 保守委託費等の業務委託料
◆ 導入機器等の導入時運用サポート費

賃 借 料 ◆ 機器のリース料

使 用 料 ◆ クラウドサービス等ツール利用料
（初期費用含む）

常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
※東京都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」への参加が要件です。（その他要件あり）

助成事業の実施期間

令和2年3月6日～5月12日

32



Hongo Tsuji Business Consulting

2020ＴＤＭ推進プロジェクト

東京2020大会時の安全・円滑な輸送サービスの提供と、都市活動や経済活動の安定との両立を図ることを⽬的に、東京都、内閣
官房、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が事務局となり、皆様のご協力をいただきながら、大
会時の交通混雑緩和を⽬指す「2020ＴＤＭ推進プロジェクト」を推進しています。

「2020TDM推進プロジェクト」に参加すると

☑ 大会時の混雑予測情報など、大会情報をいち早く提供します。

☑ 企業説明会のご案内を行います。

☑ HPで協力者名・企業名を公表し、HPとリンクすることもできます。

☑ 「2020アクションプラン」策定のための個別コンサルティングを無料で利用することができます。

☑ 大会時の遅延等を想定した所要時間・経路探索システム（プロジェクト登録者専用）を利用できます。

• 休暇の計画的な取得
• 時差出勤、フレックスタイム制の導入
• テレワークの導入
• 打合せのメール・電話等での代替
• 営業時間の変更・休業

• 納品時期の変更
• 混雑時間・地域の回避・迂回
• 荷主やサプライチェーンの関係者で話し合う

人の流れに関する取り組み

モノの流れに関する取り組み

協力いただきたい取り組み

A) 労働関係法令違反を行っていない
（労働基準監督署からの立ち入り検査・是正勧告など
を受けていない）

B) 反社会的勢力との関わりがない

C) 業務停止命令や行政処分などを受けていない

D) 参加することにより、2020TDM推進プロジェクトの
イメージを損なわない

E) 東京2020組織委員会が管理する大会ブランド保護基
準順守に協力する

F) 事業を営んでいる、又は、業界団体である

プロジェクト参加条件
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辻・本郷ビジネスコンサルティング
業務のご案内
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補助金コンサル業務

報酬形態

支援業務の流れ

着⼿金
ご請求

簡易ヒアリング
お見積り

入金確認
着⼿ 申請書の納品

詳細ヒアリング
申請書作成

申請弊社への情報提供
（申請書作成に必要な会社情報等）

採択結果通知

設備導入完了
完了報告等

成功報酬ご請求
（採択の場合）

依頼
申請添付資料の用意

補助事業完了

支援業務

業務完了

本支援業務に含まれない業務
• 「何でもよいので補助金を活用したい」というご相談※1

• 申請業務
• 添付資料の⼿配／作成

オプション（別途費用）
• 採択結果通知後のフォローアップ

（立会検査・完了報告・年次報告等）

• 加点制度のご支援
• ビジネスマッチング

着手金 ＋ 成功報酬（採択の場合）

※ 制度によって異なる場合があります。

設備の導入や、製品・新サービスの開発、海外進出等のご計画があればぜひご相談ください。
お客さの事業拡大に向けた補助金等各種制度活用のアドバイス、申請書作成支援、ビジネスマッチング等ご支援を差し上げます。

性能UPに伴う増額分を補助金で

当初予算

補助金

補助金を活用することでより先進的で生産
性の高い設備を導入できる。
人気のある補助金等では、より優れた事業
計画の事業者が採択されます。

補助金活用のポイント

業務内容

採択決定前に着手した経費は対象外

補助金の採択決定前に注文や支払いをして
しまった場合、補助の対象外となってしま
います。

お客様

弊社

※1 事業計画策定や顧問契約のご案内を差し上げます。

※採択を保証するものではありません。

35



Hongo Tsuji Business Consulting

辻・本郷ビジネスコンサルティングの業務
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地方創生戦略
コンサル

事業再生
コンサル

補助金
コンサル

経営戦略
コンサル

M&A

経営承継
コンサル

スポーツビジネス

コンサル

経営管理体制
コンサル

経営の杖、となる

辻・本郷ビジネスコンサルティングでは、事業の拡大・事業の継続に向けて一貫したサービスを提供いたします。


