
 

 
全世界で新型コロナウイルス感染症が流⾏しております。そこで、新型コロナウイルス感染症対策における各機関
の⽀援策を2ページにわたりまとめておりますので、ぜひご活⽤ください。 

【情報提供 令和２年４⽉２⽇現在】 

 
⽀援名／⽀援を受けることができる条件 ⽀援策 問い合わせ先 
雇⽤調整助成⾦ 
１か⽉の⽣産指標（売上⾼等）が
10％以上減少した場合 
 
【4⽉1⽇から6⽉30⽇までの期間】 
１か⽉の⽣産指標（売上⾼等）が 5％
以上減少した場合 

中⼩企業は雇⽤保険被保険者の2/3の賃⾦
相当額を助成 
 
中⼩企業は雇⽤保険被保険者の4/5の賃⾦
相当額（解雇等⾏わない場合は 9/10）を
助成 
※1⼈あたり1⽇⽇額8,330円を上限 
申請から2か⽉以内に⽀給 

職業安定部職業対策
課 助成⾦センター 

臨時休校に伴う保護者の
休暇取得⽀援 
臨時休業した⼩学校等に通う⼦の世話
が必要になった労働者等がいる場合 
 
 

令和 2年 2⽉ 27⽇から 3⽉ 31⽇の間に
⽀給した休暇に対し、⽀払った賃⾦相当額の
10/10を⽀給 
（対象となる休暇取得の期限を延⻑し、令和
2年4⽉1⽇から6⽉30⽇までの間に取得
した休暇等についても⽀援を⾏う予定） 

厚⽣労働省 
学校等休業助成⾦・
⽀援⾦受付センター 

IT導⼊補助⾦ 
バックオフィス業務の効率化等の付加価値
向上につながるツールの導⼊を検討されて
いる場合 

補助率1/2 
補助⾦額30万円以上450万円まで 
※電⼦申請システムに事前登録が必要（登
録までに１か⽉程度の期間が必要） 

導⼊するソフトウェア
の販売会社または導
⼊会社 

テレワーク助成⾦ 
テレワークを新規に導⼊する事業者に対
し、通信機器の導⼊・運⽤、就業規則・
労使協定等の作成・変更、専⾨家のコン
サルティング等を検討されている場合 

補助率1/2 
上限⾦額100万円 

職業安定部職業対策
課 助成⾦センター 
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支援名／支援を受けることができる条件 支援策 問い合わせ先 
新型コロナウイルス感染症特別貸付 
①最近 1か月の売上高が前年⼜は前々年の同期と比較
して５％以上減少した場合 
②業歴 3か月以上１年１か月未満の場合は、最近１か
月の売上高が次のいずれかと比較して５％以上減少して
いる方 
A)過去3か月（最近１か月を含む。）の平均売上高
B)令和元年１２⽉の売上⾼ 
C)令和元年１０⽉〜１２⽉の売上⾼平均額 

無担保 
基準⾦利1.36％ 
当初3年間0.46％ 
設備20年以内 
運転15年以内 
（内据置期間5年以内） 
※売上高が一定以上減少し
た場合、利⼦補給され、当初
3年間実質無利⼦となる 

⽇本政策⾦融公庫 

経営環境変動対策資⾦（岐⾩市） 
①最近 3か月の売上高が前年同期と比較して５％以上
減少した場合 
②直近の単年度決算において、損失が生じ経営の安定に
困窮していること 
③感染症法における「指定感染症」又は市⻑が特に対応
が必要と認めた疾病等による影響で、最近 1か月の売上
高が前年同⽉⽐で3%以上減少し、かつ、その後2か月を
含めた 3か月の平均も前年同期⽐で 3%以上減少するこ
とが⾒込まれること。※新型コロナウイルスは「指定感染症」に指
定されています。 

 
限度額 1億円 
運転資⾦7年以内 
設備資⾦10年以内 
（据置1年） 
利率 年1.30% 
保証料 岐阜市が全額補填 
  
 

岐阜市内に本支
店のある⾦融機関 
(岐阜市信用保証
協会約定書締結
⾦融機関に限る) 
 

危機対応融資 
①最近 1か月の売上高が前年⼜は前々年の同期と比較
して５％以上減少した場合 
②業歴 3か月以上１年１か月未満の場合は、最近１か
月の売上高が次のいずれかと比較して５％以上減少して
いる方 
A)過去3か月（最近１か月を含む。）の平均売上高
B)令和元年１２⽉の売上⾼ 
C)令和元年１０⽉〜１２⽉の売上⾼平均額 

 
無担保 
当初3年間 
基準⾦利▲0.9％ 
（1.11％→0.21％） 
4年⽬以降基準⾦利 
設備20年以内、運転15年
以内（内据置期間 5年以
内） 

商⼯組合中央⾦庫 

セーフティネット保証4号 
1年以上継続して事業を⾏っていて、最近 1か月の売上
高又は販売数量が前年同⽉に比して２０％以上減少し
ており、かつ、その後 2か月間の売上高が前年同期に比し
て２０％減少した場合 

 
2.8億円の別枠保証 
(１００％保証)  

①本店所在地の市
町村に認定申請 
 
②申請後、⾦融機
関もしくは信用保
証協会 

セーフティネット保証５号 
指定業種に属する事業を⾏っており、最近3か月の売上高
等が前年同期⽐で５％以上減少した場合 

2.8億円の別枠保証 
(８０％保証) 
※４号と併用化 

危機関連保証（中小企業信用保険法２条6項） 
全国全業種が対象で、売上高が前年同⽉⽐１５％以上
減少した場合 

信用保証協会の一般保証
枠、セーフティネット枠とはさら
に別枠で2.8億円の保証枠 

契約者貸付制度の特別取扱 
契約者貸付可能な個⼈保険・個⼈年⾦保険の契約者 
 

契約者貸付限度額まで 
年利0.0％ 
(2020年2月18日~6月1日まで) 

大同生命保険㈱ 

経営セーフティ共済 
取引先の倒産等により、債権回収が困難となった場合 

無担保無保証で倒産防止
共済掛⾦の10倍まで 
5~7年無利⼦ 

中小企業 
基盤整備機構 

手続等については、税理⼠法⼈ NEXT（058-275-3555）にお問い合わせください。 



一川 幸弘が税理士登録いたしました。 
今後ともよろしくお願い申し上げます。 
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
私、一川幸弘は、令和２年３月２４日をもって税理士登録

することが出来ました。これもひとえに、皆様方からのご支
援、ご指導のおかげと感謝しております。 
税理士法人NEXTに平成２７年３月に就職し、早や５年が

過ぎました。この５年間、事務所の上司、諸先輩方からだけ
でなく、顧問先の皆様方からも多くの思いを受け、育てて頂
きました。その中で、「人とのつながり」の真の大切さを教えていただくことが
できました。そして、取引先、顧問先、従業員、そのご家族の皆様方を想い行動
することが、職業会計人の使命であると感じております。「自利とは利他をいふ」
という生き方のNEXTグループ基本理念のもと、税理士法人NEXTの全ての「他」
を幸せにする税理士となれるよう「万里一空」の精神で研鑽していきます。 
現在、日本だけでなく世界は未曽有の事態に局面しており、今後の先行きがま

ったくもって予想できない状況です。これから先、もっと苦しい局面に立たせら
れるようなことがあるかもしれません。自分たちがやるべきことは何か、自分に
出来ることが何なのかを考え、自分の限界まで行動していきたいと思います。 
まだまだ未熟でありますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申

し上げます。 
 

税理士法人NEXT 
一川 幸弘 

【学歴・履歴】 
平成 元年５月２日生まれ         
平成２６年３月 南山大学大学院   卒業 
平成２６年４月 税理士法人中央総研 入所 
平成２７年３月 税理士法人NEXT  入所 
令和 ２年３月 税理士登録 



          株式会社 チューキョーＰ＆Ｇ 
   〒500-8286             岐⾩県岐⾩市⻄鶉2丁⽬35番地の2 
   TEL︓058-275-5211    H P︓http://www.chukyo-j.co.jp/ 

【関与先紹介】 
株式会社 チューキョーＰ＆Ｇ様が３⽉２８⽇の岐⾩新聞に掲載されましたので、ご紹介させていただきます。 

 
 
 
 

 

 
 
この度、仕⼊価格等の⾼騰のため、現⾏の価格を維持するのが困難な状況となりました。 

つきましては、誠に不本意ながら⼀部商品の価格を下記の通り改定させていただくことになりました。
何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。                            単位︓1冊あたり 

商品名 旧価格(税抜) 新価格(税抜) 

⽀払証明書 １５０円 ２００円 
旅費精算書 １５０円 ２００円 
交際費等報告書 １５０円 ２００円 

ＴＫＣ⽤品に関するお問い合わせや、その他ご不明な点等ありましたらお気軽に当事務所までお尋ねください。    担当:⽔野 
 
 
 

事務所営業⽇ 
ＭＡＹ                                         ２０２０ 

【編集委員】⼤塚・浅野・東⾕・可児・下⽃⽶ 
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【⽤品価格改定のお知らせ】 

http://www.chukyo-j.co.jp/

