
事業者の皆さまへ
このお知らせに関するお問い合わせ

大田区　産業振興課　産業振興担当 03−5744−1363

お金を受け取る（給付金・協力金・補助金）
主な対象業種など 例えば、こんなケースに使えます 名称 どこの制度 補助上限・補助率など 申請期間など 申請方法 問合せ

中小企業

個人事業主

前年の同じ時期と比べて、事

業収入が半分（50%）以上

減少した

持続化給付金 国（経産省）
法人　最大200万円

個人事業主　最大100万円
令和3年1月15日（金）まで

専用ホームページでの電子申請

（インターネットでの申請が困難な場合は、

後日設置される申請支援窓口（完全予約

制）にて申請）

持続化給付金事業コールセン

ター

0120-115-570

03-6831-0613

中小企業

個人事業主

（休業等の対象施

設を運営している場

合に限る）

自粛の要請を受けた施設

（バー、ライブハウス、飲食店

等）を営んでおり、要請に従っ

て休業や営業時間の短縮な

ど、全面的な協力を行った（4

月16日〜5月6日）

東京都感染拡大防

止協力金
都

1店舗　50万円

2店舗以上　100万円
6月15日（月）まで

①専用ホームページでの電子申請

②簡易書留で郵送

③大田都税事務所の申請書専用ボックスに

持参

東京都緊急事態措置等・感染

拡大防止協力金相談センター

03-5388-0567

中小企業

個人事業主

（休業等の対象施

設を運営している場

合に限る）

自粛の要請を受けた施設

（バー、ライブハウス、飲食店

等）を営んでおり、要請に従っ

て休業や営業時間の短縮な

ど、全面的な協力を行った（5

月7日〜31日：予定）

東京都感染拡大防

止協力金（第2

弾）

都

東京都緊急事態措置等・感染

拡大防止協力金相談センター

03-5388-0567

理美容事業者
感染リスクを徹底的に低減する

ため、自主的な休業を行った

東京都理美容事業

者の自主休業に係

る給付金

都
1店舗　15万円

2店舗以上　30万円
6月15日（月）まで

①専用ホームページでの電子申請

②簡易書留で郵送

東京都緊急事態措置等・感染

拡大防止協力金相談センター

03-5388-0567

商店街

（加盟店舗数100店舗以上

の）商店街で、加盟店舗への

輪番休業依頼やホームページ

での休業告知等の対策を行う

東京都商店街新型

コロナウイルス感染

症緊急対策奨励金

都 50万円／日（最大400万円） 6月15日（月）まで 簡易書留で郵送

東京都産業労働局

商工部　地域産業振興課 03-

5320-4787

商店街

（加盟店舗数100店舗以上

の）商店街で、3つの「密」によ

る感染拡大防止のための巡回

員を配置したり、飛沫を避ける

ビニールカーテンの製作等を行う

東京都政策課題対

応型商店街事業

（新型コロナウイル

ス感染症緊急対策

型）

都
最大300万円

（補助率9/10）
6月15日（月）まで 簡易書留で郵送

東京都産業労働局

商工部　地域産業振興課 03-

5320-4787

中小製造事業者など

感染症関連商品の製造等に

必要な最新の機械設備を新た

に購入する

新型コロナウイルス

感染症緊急対策 設

備投資支援事業

都
最大1億円

（補助率4/5）
令和3年2月10日（水）まで

①持参

②簡易書留で郵送

東京都中小企業振興公社 企

画管理部

設備支援課

03-3251-7884

中小飲食事業者
新たに「テイクアウト」「宅配」「移

動販売」を始めた

業態転換支援（新

型コロナウイルス感

染症緊急対策）事

業

都
最大100万円

（補助率4/5）

令和2年11月25日（水）まで

※ およそ2週間に1度のペースで

随時締切が設けられ、その締切ご

とに随時交付決定

簡易書留で郵送

東京都中小企業振興公社

経営戦略課　業態転換担当

03-5822-7232

中小企業

小規模事業者

革新的サービス開発・試作品

開発・生産プロセスの改善を行

うための設備投資等を行う

ものづくり・商業・

サービス補助
国（経産省）

【通常枠】

最大1,000万円 （補助率 中小1/2、

小規模2/3）

【コロナ特別枠】

最大1,000万円 （補助率 中小2/3、

小規模2/3）

通年公募、締切ごとに随時審査・

交付決定

（次回締切は5月20日（水）

17時、その次は8月中旬頃を予

定）

専用ホームページでの電子申請

（GビズIDプライムアカウントの事前取得が必

要）

ものづくり補助金事務局サポート

センター

050−8880−4053

小規模事業者
経営計画に基づく地道な販路

開拓等の取組みを行う
持続化補助金 国（経産省）

【通常型】

最大50万円（補助率2/3）

【コロナ特別対応型】

最大100万円（補助率2 /3）

【通常型】

通年公募、締切ごとに随時審査・交

付決定

（次回締切は6月5日（金）、その

次は10月2日（金）を予定）

【コロナ特別対応型】

5月1日（金）公募開始予定、締

切ごとに随時審査・交付決定

（初回締切は5月15日（金）、そ

の次は6月5日（金））

①締切日必着で郵送

②専用ホームページでの電子申請

（GビズIDプライムアカウントの事前取得が必

要）

【通常型】

日本商工会議所　補助金事務局

03−6447−2389

【コロナ特別対応型】

中小企業基盤整備機構　生産性

革命推進事業室

03−6459−0866

中小企業

小規模事業者

テレワークツールなど、自社の課

題に合ったITツールを導入する
IT導入補助金 国（経産省） （補助上限額は類型等により異なる）

5月11日（月）受付開始（予

定）　3回締切が設けられ、締切ごと

に随時審査・交付決定

（次回締切は5月29日（金）17

時、その後は9月末、12月末予

定）

事前に導入支援事業者と協議の上、専用ホー

ムページで電子申請

（GビズIDプライムアカウントの事前取得が必

要）

IT導入支援事業コールセンター

0570−666−424

大企業

中小企業

（従業員を雇用して

いる事業者）

事業活動が縮小を余儀なくさ

れたが、従業員の雇用を維持

した

雇用調整助成金 国（厚労省）
上限8,330円／日（補助率　大企

業1/2、中小企業2/3）

雇用調整を開始する2週間前を

めどに、事前に計画届を提出

ハローワークへ持参

（感染症対策で窓口業務を縮小しているた

め、事前にお問合せください）

厚生労働省コールセンター

0120−60−3999

大企業

中小企業

個人事業主

小学校の臨時休業に伴い、自

宅などで子の世話を行うことと

なったため

①保護者である従業員に有給

休暇を取得させた企業

もしくは

②契約した仕事を行なえなかっ

た個人で事業を営む保護者

小学校等の臨時休

業に対応する保護

者支援

国（厚労省）

①企業

上限8,330円／日（補助率

10/10）

②個人事業主

4,100円／日（定額）

9月30日（水）まで 簡易書留で郵送
厚生労働省コールセンター

0120−60−3999

お金を借りる
主な対象業種など 例えば、こんなケースに使えます 名称 どこの制度 融資上限・利率など 申請期間など 申込方法 問合せ

中小企業

小規模事業者
運転資金

新型コロナウイルス

対策特別資金
区

最大5,000万円

返済期間　108か月以内（据置期間

12か月以内含む）

利率　区が全額利子補給

※ 区が通常行っている他の融資あっせ

ん制度とは別枠

6月1日（月）まで

※ 状況により変更する場合あり
簡易書留で郵送

大田区　産業振興課

融資係

03−3733−6185

中小企業

小規模事業者

運転資金

設備資金
危機対応融資 都

最大2億8,000万円（無担保8,000

万円）

返済期間　10年以内（据置期間2

年以内含む）

利率　融資期間に応じて1.5%〜

2.0%以内

→5月1日から、順次「当初３年間は

無利子」の制度に移行

（受付終了時期未定）
東京信用保証協会（産業プラザ3階）に相

談

東京都　産業労働局

金融課

03−5320−4877

中小企業

小規模事業者

運転資金

設備資金

新型コロナウイルス

感染症対応緊急融

資

都

最大2億8,000万円（無担保8,000

万円）

返済期間　運転10年以内（据置期

間2年以内含む）、設備15年以内

（据置期間3年以内含む）

利率　融資期間に応じて1.7%〜

2.4%以内

→5月1日から、順次「当初３年間は

無利子」の制度に移行

（受付終了時期未定）
東京信用保証協会（産業プラザ3階）に相

談

東京都　産業労働局

金融課

03−5320−4877

中小企業

小規模事業者

運転資金

設備資金

新型コロナウイルス

感染症特別貸付
国（経産省）

中小事業　最大3億円、国民事業

最大6,000万円

返済期間　運転15年以内、設備20

年以内（いずれも据置期間5年以内

含む）

利率　特別利子補給制度を併用する

ことで、実質無利子化

（受付終了時期未定）
郵送で申込

（国民事業はインターネットでの申込も可）

日本政策金融公庫

0120−154−505

中小企業

小規模事業者

運転資金

設備資金
危機対応融資 国（経産省）

融資上限額は企業規模等により異な

る

返済期間　運転15年以内、設備20

年以内（いずれも据置期間5年以内

含む）

利率　特別利子補給制度を併用する

ことで、実質無利子化

（受付終了時期未定） 商工中金へ面談予約の上、申込
商工中金

0120−542−711

主な対象業種など どこの制度 問合せ

中小企業

小規模事業者

国（経産省）

※ 申請窓口は区

大田区　産業振興課

融資係

03−3733−6185

中小企業

小規模事業者

国（経産省）

※ 申請窓口は区

大田区　産業振興課

融資係

03−3733−6185

その他

大田区

（大田区産業振興協

会）

東京都

（東京都中小企業振興公

社）

危機関連保証

簡易書留で郵送

簡易書留で郵送

特別な融資制度

03−3733−6144 03−3251−7881

新型コロナウイルス感染症の影響による様々な経営上の課題に関して、大田区では下記の窓口で専門家の派遣等の相談を受け付けています。

また、東京都などにおいても同様の窓口が設置されています。

経営相談

事業に関する補助等

セーフティネット保証4号・5号

新型コロナウイルス感染症に関する主な支援策
令和2年5月8日

給与・所得に関する補助等

名称 申請方法

保証制度の拡充

（決まり次第公表）

現在

国・東京都の支援策は、以下のリンクもご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症　支援情報ナビ」 https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp

「新型コロナウイルス感染症関連」 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html国（経済産業省）

東京都

https://www.jizokuka-kyufu.jp/
https://www.tokyo-kyugyo.com/
https://www.tokyo-kyugyo.com/
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/index.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/coronasetsubi.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/coronasetsubi.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/coronasetsubi.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html
http://portal.monodukuri-hojo.jp/
http://portal.monodukuri-hojo.jp/
http://jizokukahojokin.info/
https://www.it-hojo.jp/applicant/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/topics/shingatakotonauirusutaisaku.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/topics/shingatakotonauirusutaisaku.html
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0305_13201.html#a10
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0305_13201.html#a4
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0305_13201.html#a4
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0305_13201.html#a4
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/safu/kiki-kanren.html
https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/safu/ninteiseido.html
https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

