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「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」対応用ＱＡ集（訂正版） 

 

令和 2年 3月 3日 13：00時点 

 

※ 経済産業省が公表する、パンフレット「新型コロナ有為する感染症対策で影響を受ける事業 

者の皆様へ」に対応した内容となっています。 

 同パンフレットが更新された場合には、回答内容が変更になる場合がありますのでご留意下 

さい。 

 

第1章 セーフティネット保証４号・５号 関連 

 

問１ 認定申請行為はいつから行うことができるのか。 

答  令和２年３月６日に官報告示予定であり、同日以降に認定行為を開始することが可能

です。 

 

問２ 告示の指定期間はいつか。 

答  令和２年１月１日から同年３月３１日の指定業種への追加的であることから、同年３

月６日の告示における指定期間も同年３月３１日までとなります。 

 

問３ 業種の追加は３月６日の告示のみか。 

答  現在も業種ごとの業況調査を行っており、今後も業種ごとの状況を見ながら適宜追加

を行うことを想定している。 

 

問４ 令和２年４月１日以降の対象業種の発表はいつか。 

答  ３月下旬を予定しております。 

 

問５ 今次追加業種の選定方法・調査方法は。 

答  ２月下旬から、信用保証協会の保証対象となる業種を所管する全省庁に対して新型 

コロナウイルス感染症による業況に係る緊急的な調査を依頼しています。 

今次追加業種は、既に業況が悪化していることが明らかであり、早々に追加指定する 

必要があると所管省庁が判断した業種を指定するものです。 

 

問６ 認定申請書の様式はこれまでと異なるのか。 

答  従来の様式と同じです。 

なお、新型コロナウイルス感染症に影響によるものについては、新型コロナウイルス

感染症の影響が２月以降に顕在化していることに鑑み、一定の期間は認定基準について

「最近１ヶ月間の売上高等の前年比、かつ、その後２ヶ月間を含む３ヶ月間の売上高等

の前年同期比」と運用緩和しています。 
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問７ 認定申請書のひな形はどこから入手すれば良いのか。 

答  中小企業庁から各経済産業局・部を通じて全国の都道府県に認定申請書のひな形等を

送付済みであり、都道府県の所定の部署にお問い合わせください。 

 

問８ 事業者の営む事業がどのような業種に該当するのかの確認はどのように行えば

よいか。 

答  指定業種の調べ方は「日本標準産業分類」の検索システムにて、業種に関するキー 

ワード等を入れて検索してください。 

 

「日本標準産業分類」https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10 

 

なお、事業者が営んでいる事業が具体的にどの業種に該当するかの判断は、認定を 

行う市区町村が行うものであるため、該当すると判断される業種があれば、該当する 

理由について市区町村に照会し、必要に応じて補足説明等を行ってください。 

 

問９ 事業者の５号の認定申請はどこで出来るのか。 

答  事業者が所在している市区町村です。 

具体的には、法人の場合には登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、 

個人の場合は事業実態のある事業所の所在地にて認定申請を行うことが可能です。 

 

第2章 セーフティネット貸付 関連 

 

当該ページに記載された内容については、パンフレットに記載されたお問い合わせ先

をご紹介下さい。 

 

第3章 衛生環境激変対策特別貸付 関連 

 

当該ページに記載された内容については、パンフレットに記載されたお問い合わせ先

をご紹介下さい。 

 

第4章 下請等中小企業との取引に関する配慮 関連 

 

※ 以下は、経済産業大臣が令和 2 年 2 月 14 日付けで、関係事業者団体代表者あて

に発出した「新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取

引に関する配慮について」の中で引用している、公正取引委員会が東日本大震災に

関連する Q&A として作成したものです。新型コロナウイルス感染症に関する事象

も基本的な考え方は同様になりますので、こちらを参考にご回答下さい。 

 

問１ 震災後、生活物資等の流通が滞っていることに伴い、商品等の販売価格が上昇し

ているようですが、独占禁止法上の問題はないですか。 
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答 

 今次の震災により、東北・関東地区における生産活動及び物流機能が大きな被害を受

け、生活必需品を含め物資の供給に支障が生じています。今後、こうした事態に便乗して

生活必需品等の物資に関して価格カルテル等の独占禁止法違反行為による不当な価格引上

げが行われることがあれば問題となりますので、公正取引委員会としては、そのような行

為がないかどうか監視してまいります。 

 

問２ 今次の震災の影響による物資の不足を受けて、事業者が共同して又は事業者団体

が、顧客 1人当たりの販売個数を調整したり決定したりすることは、独占禁止法上問

題となりますか。 

答 被害者に優先的に物資が供給されるようにする、顧客に物資が広く行き渡るようにす

るといった緊急の対応として専ら行われるものであって、物資の不足が深刻な期間及び

地域において実施されるものであれば、独占禁止法上問題となるものではありません。

一方、そのような調整を、著しい物資の不足が解消された後になっても続ける場合に

は、独占禁止法上の問題が生じますので、御注意ください。 

 

問３ 大規模小売業者が、納入業者に対して、被災したスーパーの原状回復や再陳列作

業への協力を要請することは、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となります

か。 

答 被災者の生活の糧を供給する拠点となる大規模小売業者の営業が迅速に開始されるこ

とは、被災地の復興や被災者の生活支援にも資するものであり、大規模小売業者と納入

業者との間で協議が行われた結果、被災した大規模小売業者の原状回復や再陳列作業へ

の協力を行うことになったとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。 

しかしながら、震災を口実として大規模小売業者が納入業者に対し、不当に不利益を

与えることとなるような場合には、独占禁止法上の問題が生じ得ますので、御注意くだ

さい。 

 

問４ 親事業者が被災し、工場等が滅失するなどして親事業者に受領能力がないことを

理由に、受領拒否することは下請法上問題となりますか。 

答 下請事業者に責任がある場合を除き、受領拒否をすることは、下請法上問題となりま

すので、代替的な工場での受領の可能性も含め、親事業者は可能な限り受領する手段を

講ずる必要があります。しかしながら、親事業者が被災し、工場等が滅失するなどし

て、客観的にみて当初定めた納期に受領することが不可能であると認められる場合に、

例えば、両者間で十分協議の上、相当期間納期を延ばすこととなったときには、そのよ

うな事情を十分考慮して対応することとなります。 

  なお、親事業者は、このような特別な事情や経緯について、事後的にも分かるような 

記録を残しておくことが望まれます。 

 

問５ 仕事を失った被災者を地域でなるべく多く従業員として受け入れたい。その際、

関係事業者が共同して、又は事業者団体が、賃金、労働時間等について調整したり決

定することは、独占禁止法上問題となりますか。 
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答 被災者をどのような条件で雇用するかという雇用契約上の問題ですので、労働関係法

令上の考慮の必要性は別として、独占禁止法上は問題となるものではありません。 

 

問６ 親事業者が、風評に基づき受領拒否や返品を行うことは、下請法上問題ないです

か。 

答 下請事業者に責任がある場合を除き、親事業者が、発注した商品の受領を拒むことや 

一旦受領した後にその商品を引き取らせることは、下請法上問題となります。 

 個別の事案については、具体的な事実を踏まえて判断することになりますが、例えば、

震災の被害を受けた原子力発電所の所在する県と同一の県に下請事業者が所在することを

専らの理由として、親事業者が下請事業者の納入した商品の受領を拒むこと又は一旦商品

を受領した後にその商品を引き取らせることは、下請法違反となるおそれがありますので

御注意ください。 

 

問７ 自社の工場が被災し、操業開始のめどが立っていない。また、製品の在庫も尽き

つつある。顧客への供給を確保するため、当該製品を生産している競争事業者に自社

に代わって顧客に供給してもらったり、生産を委託したりすることは、独占禁止法上

問題となりますか。 

答 被災によって自社の供給能力が喪失又は減少した場合に、自社の供給能力が復旧する

までの間、顧客への供給を確保するために必要な範囲で、競争事業者に代替供給を行っ

てもらうことや生産委託を行うことは、独占禁止法上問題となるものではありません。

ただし、代替供給等を契機に、複数の事業者間で相互に価格や供給量等について制限す

ることは問題となりますので、御注意ください。 

 

問８ 震災の影響により、下請事業者が親事業者から預かっていた物品が破損したこと

を理由として、親事業者が損害賠償請求として金銭を下請代金から差し引くことは、

下請法上問題となりますか。 

答 親事業者が、下請事業者に責任がないのに、下請代金の減額を行うことは、下請法上

問題となります。したがって、震災の影響により親事業者から預かっていた物品が破損

したとしても、通常、下請事業者に責任があるとはいえず、親事業者が震災による損害

額を下請代金から減額することは、下請法上問題となるおそれがありますので御注意く

ださい。 

 

問９ 親事業者は部品 Aと部品 Bによって商品 Cを製造しており、部品 Bについては下

請事業者に製造を発注している場合、被災により部品 Aが手に入らなくなったことを

理由に、下請事業者に発注していた部品 Bの受領を拒否することは、下請法上問題と

なりますか。 

答 個別の事案については、具体的な事実を踏まえて判断することとなりますが、下請事

業者に責任がある場合を除き、受領拒否をすることは、下請法上問題となりますので御

注意ください。 
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問 10 親事業者の保管施設が被災したことにより、下請事業者が納品しようとした商

品をその下請事業者に保管させ、倉庫代等の追加費用が発生した場合、当該費用を下

請事業者に負担をさせることは、下請法上問題となりますか。 

答 下請事業者に対し、親事業者が支払うべき費用を負担させることは、不当な経済上の

利益提供要請として下請法上問題となりますので、親事業者が追加費用を負担する必要

があります。しかしながら、親事業者が被災し、客観的にみて震災の影響により発生し

た追加費用を直ちに負担することが不可能であると認められる場合に、例えば、両者間

で十分協議の上、一時的に下請事業者が費用の一部を負担するときは、そのような事情

を十分考慮して対応することとなります。 

なお、親事業者は、このような特別な事情や経緯について、事後的にも分かるような

記録を残しておくことが望まれます。 

 

問 11 震災の影響により生産・調達コストが大幅に上昇したため、下請事業者が単価

引上げを求めたにもかかわらず、親事業者が従来の単価を据え置くことは下請法上問

題となりますか。 

答 御指摘の生産・調達コストが大幅に上昇するなど震災の影響による単価の引上げにつ

いては、親事業者と下請事業者との間で十分協議を行って決定することが望まれます。

個別の事案については、具体的な事実を踏まえて判断することとなりますが、例えば、

震災の影響により下請事業者のコストが通常の発注に比べて大幅に増加するような発注

にもかかわらず、下請事業者と十分に協議することなく、通常の発注をした場合の単価

と同一の単価に一方的に据え置くことは、買いたたきとして下請法上問題となるおそれ

がありますので御注意ください。 

 

【引用・東日本大震災に関連する Q＆A（公正取引委員会ホームページ）】 

 https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/23jishinqa.html      

 

注１ 独占禁止法：私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

注２ 下請法：下請代金支払遅延等防止法 

 

第5章 生産性革命推進事業 関連 

 

【補助事業関係】 

問１ これから開業（新規創業）する場合でも補助金の受給対象となるか。 

答 事業の対象は、生産性に向上に取り組む中小企業であることから、これから開業する 

者は、原則として対象としていない。一方、持続化補助金については、開業届が出され 

ている状況であれば創業者も支援対象としている。詳細は、公募要領が公表されたら公 

募要領を確認されたい。 

 

問２ 商工会議所等（商工会、中央会）の会員でないと申請できないのか。 

答 商工会議所等（商工会、中央会）の会員でなくても応募可能である。 
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問３ 業種によって中小企業の定義が異なるが、自分の業種が分からない。 

  （複数の業種にまたがるのでどう判断したら良いか分からない） 

答 日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトの e-Statより、該当する大分類を

されたい。また、複数の業種を営んでいる場合は、付加価値額の一番大きい事業の業種

で判断されたい。 

 

＜e-Stat＞ https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10 

問４ 他の補助金との併用は可能か。 

答 同一事業者が同一内容で、本制度と本制度以外の国の補助事業とを併用することはで

きない。 

 

問５ ＮＰＯも対象になるか。 

答 事業性のあるＮＰＯも対象である。具体的には、公募要領が公表されたら公募要領を

確認されたい。 

 

問６ ○○に関する費用は、補助対象になるか。 

答 （補助対象経費は下表を参照して、対象になるか否かを回答しつつ）詳細は、公募要

領が公表されたら公募要領を確認されたい。 

 

  ものづくり補助金 持続化補助金 IT 導入補助金 

目的 新製品や新サービスの提供のた

めの機械設備購入やシステム開

発などの設備投資を支援 

小規模事業者が経営計画を策定して

取り組む販路開拓等の取組を支援 

バックオフィス業務の効率化や付

加価値向上に繋がる IT ツール導

入を支援 

補助率 中小企業：１／２ 

小規模企業：２／３ 

ビジネスモデル構築型：定額 

２／３ １／２ 

補助対象事業

者 

中小機構法上の中小企業者 

事業性のある NPO 

中小機構法上の小規模企業者 

事業性のある NPO 

中小機構法上の中小企業者 

医療法人、社会福祉法人、更生保

護法人、学校法人、中小企業支援

法による団体、特別の法律によっ

て設立された組合又はその連合

会、 財団法人・社団法人（一

般・公益）、事業性のある NPO 

補助上限 一般型：1,000 万円 

グローバル展開型：3,000 万円 

ビジネスモデル構築型：1 億円 

50 万円 

共同申請可。共同申請の場合は 500

万円 （50 万円×10 者） 

30 万円～450 万円 

補助対象経費 機械装置費、原材料費、技術導

入費、外注加工費、委託費、知

的財産権関連経費、プログラム

実施費用、海外旅費、クラウド

利用費 等 

機械装置費等、設備処分費、広報

費、展示会等出展費、旅費、開発

費、専門家謝金、専門家旅費、委託

費、外注費 等 

ソフトウエア、クラウド利用費、

専門家経費 等 
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問７ 公募要領はいつ公表されるのか（公募はいつ始まるのか）。 

答 まずは、３月中旬を目途に公募開始（公募要領公開）予定である。 

 

問８ 公募が開始されたらどのように周知されるのか。 

答 中小企業庁のＨＰ、中小機構のＨＰ、メーリングリストその他の方法で周知を行う予 

定であり、その他の具体的な方法は現在検討中だが、皆様にしっかり伝わるよう周知し

て参りたい。 

 

問９ 申請にあたってＧビズのＩＤは必須なのか。 

答 ものづくり補助金、IT補助金では申請時に必須なので、持っていなければ早めにＧ

ビズのサイトから取得されたい。持続化補助金は電子申請を行う場合には必要となる

が、従来どおり紙の申請も認める予定としており、ＧビズＩＤがなくても申請が可能。 

 

＜Ｇビズ＞ https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

問 10 各補助金の前年度との違いは何か。 

答 詳細については、近々公表されるので、そちらをご確認いただきたい。 

 

問 11 補助金の申請について誰に相談すればよいか。 

答 具体的な申請については、身近な認定支援機関（金融機関、税理士、商工会、商工会

議所など）にご相談頂くとよい。 

 

問 12 補助金の採択にあたってどのようなところが、加点や減点のポイントになり、

またどの程度の点数になるのか。 

答 補助金の審査の仕方については、現在検討中であり、公募が始まったら確認された

い。 

 

 

【経営支援事業関係】 

問１ 中小機構の支援事業は、無料なのか。 

答 窓口相談など無料のものもあるが、専門家派遣など利用者に費用負担の発生するいわ 

ば有料のものもある。 

  本日配布した資料にも一部掲載しているが、実際に中小機構の支援策を利用する際に 

具体的な支援内容と自己負担額を確認されたい。 

 

問２ 中小機構の支援事業と言っても、これまでやってきた内容を生産性革命推進事業

と称しているだけなのではないか。 

答 中小機構は、もともと中小企業を支援するための様々な事業を担ってきた知見、経

験、ノウハウがあるので本事業を実施することになった。これまでの経験やノウハウを



8 

 

活用してさまざまな制度改正に対応しつつ生産性の向上を図る中小企業を支援するもの

である。 

  また、今回新たに海外向けのハンズオン支援やＩＴ経営簡易診断のような事業も実施

予定で、準備が出来た事業から逐次提供していく予定である。 

＜中小機構の予定＞ 

○生産性向上に係る地域本部での相談対応：2月中特設サイトで告知。 

相談対応を随時実施 

○IT経営診断：3月下旬募集開始 

  ○海外ハンズオン（長期）：3月下旬公募開始 

 

問３ 中小機構の経営相談を受ければ補助金がもらえるのか。 

答 中小機構は、事業計画の策定支援や経営のアドバイスを行うが、今回、補助金の管

理、執行も担うことになるため、特定の補助金を受給することに特化した相談は受けな

い方針である。 

      また、中小機構の何らかの支援メニューを活用していること自体が、補助金審査の 

加点要件になることもない。 

 

第6章 雇用調整助成金の特例措置 関連 

 

当該ページに記載された内容については、パンフレットに記載されたお問い合わせ先

をご紹介下さい。 


