新型コロナウイルス感染症に関する特例措置（企業向け）

2020年6月19日時点の情報となります。
内容については、随時更新させて頂きます。詳しい内容についてのお問い合わせは、弊社各担当者にご連絡ください。

1. 給付金
名称

対象者

持続化給付金

・資本金10億円未満の中小法
人等
・2019年以前から事業により収
入を得ていること
・前年同月比で事業収入が50％
以上減少した月があること

経済産業省
法人 200万円上限
・給付額…200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間
中小企業金融給付金
個人事業者 100万円 事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの
2019年の申告書、減収月の帳簿等
相談窓口
上限
・収入の減少については創業特例(2019年1月から12月設立法人)あり
0570-783183

都の要請等の対象となる施設を
運営する事業者
・休業や時短営業への協力

第1回(4/16-5/6まで
の休業)
東京都緊急事態措置
第2回(5/7-5/25まで
等・感染拡大防止協
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止
の休業)
力金相談センター
に全面的に協力する中小の事業者に対し、協力金を支給。
それぞれ50万円
03-5388-0567
（２店舗以上有する事
業者は100万円）

感染拡大防止協力金

家賃支援給付金

管轄・窓口

5月～12月において以下のいずれ
かに該当する者に、給付金を支
給。
①いずれか1カ月の売上高が前年 経済産業省
同月比で50％以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前
年同期比で30％以上減少

金額

主な内容

必要書類等

第1回：6月15日で終了
第2回：6月17日~7月17日

参照URL

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/
index.html

支払家賃の2/3または1/3の金額を6か月分支給
法人：家賃75万円まで 法人：家賃75万円まで2/3給付、75万円超える部分は1/3給付（6か月間で600万円が
賃貸借契約書、賃料支払い証明、確定申 https://seido-navi.mirasapo2/3給付、75万円超え 上限）
告書類、売り上げ減少照明等
plus.go.jp/supports/488
る部分は1/3給付
個人：家賃37.5万円まで2/3給付、37.5万円超える部分は1/3給付（6か月間で300
万円が上限）

2. 税金・社会保険料等の支払猶予/非課税措置
名称
源泉所得税の納税猶予

対象者

管轄・窓口

やむを得ない理由により、納付等
を期限までに行うことが困難な事 所轄税務署
情がある方(法人）

新型コロナウイルス感染症に関
連して、期限内に国税の申告・ 新型コロナウイルス感染症に関連
納付ができない場合の期限延 して、期限内に国税の申告・納付 所轄税務署
長
ができない方（法人）

納税猶予制度

納税の猶予制度の特例

資金繰りが悪化して税金納付で
きない方（法人）

所轄税務署

・令和2年2月以降の任意の期
間（1か月以上）において収
入が大幅に減少（前年同期
所轄税務署
比概ね20％以上の減少）し、
国税を一時的に納付することが
できない方（法人）

金額

主な内容

必要書類等

参照URL

－

・やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、個
申告書の余白に記載
別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraber
u/kansensho/index.htm

－

・これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、 次のような理由により、申告書や
決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申
告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長（個別延長）が認め
られることとなります。
① 税務代理等を行う税理士（事務所の職員を含みます）が感染症に感染したこと
② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給され
所轄の税務署へ直接相談
ない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体
制が維持できない状況が生じたこと
④ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を
遅らせる

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraber
u/kansensho/index.htm

－

・様々な事情により、資金不足が生じて、国税を一時に納付ができない方々への救済措置と
して、納付の猶予制度が設けられています。
・資金繰りの悪化により、国税を納付期限までに一時に納められない方 には、税務署に申請
を行うことにより、最大で１年間の分割納付が認められ、延滞税が軽減又は免除される納付
の猶予制度があります。
所轄の税務署へ直接相談
・新型コロナウイルス感染症の影響により一時に納付できない事情のある方に対しては、その置
かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査についても極力
簡素化しておりますので、お早めに所轄の税務署の徴収担当にお電話にて ご相談ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/kei
zaitaisaku.html

－

・ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について所轄の税
務署に申請すれば、納期限から１年間、納税の猶予（特例猶予）が認められます（新型コ
ロナ税特法第３条）。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分か https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_
・令和２年6月30日または納期限のいずれか遅い日までに申請が必要
る資料（提出が難しい場合は口頭による説 konnan.htm
・特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、 明も可）
担保の提供は不要です。
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名称

対象者

固定資産税・都市計画税の軽
中小企業者等
減措置
特別貸付に係る契約書の印
すべての法人
紙税の非課税

管轄・窓口

主な内容

必要書類等

総務省/各地方公共
団体

－

・中小事業者の保有するすべての償却資産と事業用家屋の令和3年度の固定資産税及び
都市計画税を、売上の減少幅に応じ、ゼロまたは1／2とする。

各地方公共団体の様式による

所轄税務署

－

公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルスに感染症によりその経営に影響を
受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とする

未定

① 令和２年２月以降の任意の
期間（１か月以上）において、
事業等に係る収入が前年同期に
厚生年金保険料等の納付猶
比べて概ね 20％以上減少してい 管轄の年金事務所
予の特例
ること
② 一時に納付を行うことが困難で
あること

① 令和２年２月以降の任意の
期間（１か月以上）において、
事業等に係る収入が前年同期に 管轄の都道府県労働
労働保険料等の納付猶予の
比べて概ね 20％以上減少してい 局又は労働基準監督
特例
ること
署
② 一時に納付を行うことが困難で
あること

労働保険年度更新期間の延
すべての事業主等
長

金額

労働基準局 労働保
険徴収課

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の
方にあっては、申請により１年間、特例として厚生年金保険料等の納付の猶予を受けること
ができます。
－

－

－

https://www.soumu.go.jp/main_content/
000686227.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/k
ansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm

納付の猶予申請書、 財産収支状況書など

指定期限（毎月の納期限からおおよそ25
※納付の猶予（特例）が認められた場合は、厚生年金保険料等の納付が納期限から1年
日後）までに申請
間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
※令和2年4月30日から6月 30日までは
※令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料
指定期限後であっても申請可
等が対象となります。（上記の期間のうち、既に納期限が過ぎているものも、遡って利用できま
す。）
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方
にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、１年間猶予することができます。

参照URL

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage
_10866.html

納付の猶予申請書、 財産収支状況書など

納期限までに申請
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage
※令和2年2月1日から6月30日までの間に
※この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。
_10647.html
納期限が到来しているものについては、6月
※令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来する労働保険料等が
30日までに申請すれば特例が適用されま
対象となります。
す。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020年度の労働保険の年度更新期間を、
「6/1-7/10」から「6/1-8/31」に延長。
新型コロナ税特法による労働保険料納付猶予の手続きも、年度更新手続きと併せて行うこと
が可能。

－

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage
_10647.html

必要書類等

参照URL

これに伴い、労働保険料の納付期限（第1期）も、下記の通り延長。
7月10日→8月31日 （口座振替の場合 9月7日→10月13日）
※第２期・３期の納付期限は従来どおり

3. 補助金・助成金
名称

対象者

・テレワークを導入する都内の中
東京都 事業継続緊急対策 堅・中小企業等
（テレワーク）助成金
・2020TDM推進プロジェクトへの
参加

管轄・窓口

金額

東京しごと財団 雇用
環境整備課 職場環 補助上限：250万円
境整備担当係
助成率：10/10
03-5211-2397

・労働者災害補償保険の適用中
小企業事業主であること
働き方改革推進支援助成金
テレワーク相談センター
・テレワークを実施した労働者が１
（テレワークコース）
0120-91-6479
人以上いること（受入派遣労働
者がテレワークを行う場合も対
象）

対象経費の1/2
(上限100万円）

主な内容
1.機器等の購入費（例：パソコン、タブレット、VPNルーター）
2.機器の設置・設定費 （例：VPNルーター等機器の設置・設定作業費）
3.保守委託等の業務委託料（例：機器の保守費用）等の費用を助成
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は、下記
取組の対象経費の一部について助成を受けることができます。
※試行的に導入している事業主も対象となります.
・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
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家（社会保険労務士など）によるコンサルティング 等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外（ただし、パソコン、タブレット及びス
マートフォ ン、ルーター等のレンタル、リース費用 などは対象）
取組の実施期間： 令和2年2月17日～5月31日
※2 月17日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象
※機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主について、
「６月30日又は交付決定後２か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長
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締切：令和2年6月1日 → 令和2年7月
31日まで延長
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo
（9月30日までに完了する取り組みが対
-kankyo/boshu/kinkyutaisaku.html
象）

交付申請書、実施計画書、支給申請書、
実施結果報告書、対象経費にかかる領収
書等

提出期限
交付申請・計画書提出： 令和2年5月
29日
支給申請：
令和2年9月30日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
tsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukij
un/jikan/syokubaisikitelework.html

名称

対象者

・労働者災害補償保険の適用中
小企業事業主であること
働き方改革推進支援助成金
（職場意識改善特例コース） ・特別休暇等の規定を新たに整
備したこと

管轄・窓口

金額

都道府県労働局 雇
対象経費の3/4
用環境・均等部
（上限50万円）
（室）

主な内容
新型コロナウイルス感染症対策として、病気休暇制度や子供の休校・休園に関する特別休
暇制度の整備費用に対する助成。
※必要な手続きを経て、就業規則が施行されていること
※支給対象となる取組み
・就業規則などの作成・変更
・外部専門家によるコンサルティング
・労務管理担当者・労働者に対する研修
・人材確保に向けた取り組み
・労務管理用機器の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備の導入・更新
（パソコンなどの購入費用は対象外）

必要書類等

参照URL

交付申請書、実施計画書、支給申請書、
実施結果報告書、対象経費にかかる領収
書等
提出期限
交付申請・計画書提出：
令和2年7月29日
支給申請：
令和2年9月15日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
tsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukij
un/jikan/syokubaisiki.html

中小企業4/5、大企業
2/3
解雇等をしていないなど
上乗せ要件を満たす事
業主（中小企業
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
10/10、大企業3/4）
・新型コロナウイルス感染症の影
休業等を行い、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
響を受けるすべての事業主
もの。
※さらに特例として
雇用調整助成金
学校等休業助成金・ ・賃金の60％超の休業
※令和２年４月１日から令 ・最近1か月の生産量、売上高な
対象労働者：
支援金、雇用調整助 手当を支給する場合、そ
和２年9月30日まで（緊急 どの生産指標が前年同期と比べて
雇用保険被保険者でない方を休業させる場合も対象
成金コールセンター
の部分の助成率を
対応期間）の休業等に適用 5％以上減少していること
0120-60-3999
10/10とする
されるもの
（※生産指標は提出があった月
休業規模の要件：
・都道府県からの休業要
の前月と対前年同月比で確認し
休業等の延べ日数が対象労働者に係る所定労働日数の１/40（中小企業）、１/30
請を受けた場合は、一
ます）
（大企業）以上
定の要件のもとで、休業
※休業等の初日が令和２年１月24日以降のものに遡って適用
手当全体の助成率を
10/10とする

休業等実施計画届、支給申請書、売上・
営業収入が確認できる帳簿、労働者名簿、
出勤簿、タイムカード、賃金台帳など
申請期限
計画届提出：
令和２年６月30日（事後提出可）
支給申請：
休業等対象期間終了後、２か月以内
※判定基礎期間の初日が令和２年１月
２４日～５月３１日までの休業に関する
申請期限は令和２年８月３１日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin
/pageL07.html

※対象労働者１人１
日当たり15,000円が上
限

小学校休業等対応助成金

賃金相当額×10／10
・子どもの世話を保護者として行う
※対象労働者１人１
学校等休業助成金・
ことが必要となった労働者に対し、
日当たり ８，３３０円
支援金、雇用調整助
有給（賃金全額支給）の休暇
が上限
成金コールセンター
（労働基準法上の年次有給休
（令和２年４月１日
0120-60-3999
暇を除く）を取得させた事業主
以降に取得した休暇に
ついては15,000円）

日本商工会議所小規
・商工会議所の管轄地域内で事
補助上限：50～100
模事業者持続化補助
小規模事業者持続化補助金 業を営んでいる「小規模事業者」
万円
金事務局
（コロナ特別対応型）
・売上高10％以上減少(市町村
補助率：補助対象経
０３-６４４７-２３
発行の証明書必要)
費の2/3
８９

令和２年２月27日から9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが
必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給 支給申請書、出勤簿・タイムカード、賃金台
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
休暇を除く）を取得させた事業主は、有給休暇に相当する賃金の助成を受けることができま 帳、就業規則、労働条件通知書など
tsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/ky
す。
ufukin/pageL07_00002.html
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などをした小学校などに通う子ども 申請期限：令和2年12月28日
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
小規模事業者が直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大等)等に対応す
・新型コロナウイルス感染症による影響(売り
るため、経営計画を作成し、それらに基づいて行う販路開拓の取組み等の経費の一部を補助
上げ減少等)の証明書(市町村発行)
https://r1.jizokukahojokin.info/
（機械購入や開発費、旅費等）
第3回受付締切 令和2年8月7日

3/5

名称

ものづくり補助金
生
(コロナ特別枠)
産
性
革
持続化補助金
命
(コロナ特別枠)
推
進
事
ＩＴ導入補助金
業 ※コロナ影響事業者には
加点制度

対象者

管轄・窓口

金額

・新型コロナウイルス感染症が事
業環境に与える特徴的な影響を ものづくり補助金事務
乗り越えるために前向きな投資を 局サポートセンター
行う中小企業・小規模事業者等 050-8880-4053
・投資内容は内容欄参照

補助上限：1,000万
円
補助率：2/3（コロナ
特別枠の場合）

販路開拓等の取組を行う小規模
商工会議所
事業者等

補助上限：100万円
（コロナ特別枠の場
合）

・バックオフィス業務の効率化や新
たな顧客獲得など
付加価値向上に繋がるITツール
の導入を行う中小企業・小規模
事業者等
・新型コロナウイルスの影響で生産
サプライチェーン対策のための
拠点を国内へ整備する大企業・
国内投資促進事業
中小企業等
・サプライチェーン強靭化に向けた
海外サプライチェーン多元化等 設備導入・実証事業・事業実施
支援事業
可能性調査を行う大企業・中小
企業等
・新型コロナウイルス感染症に打ち
JAPANブランド育成支援等 勝つ地域産品・サービスの魅力創
事業
出・発信活動・新市場の開拓を
行う中小・小規模事業者
・都内中小企業者
・直近3か月の売上高が前年同
緊急販路開拓助成事業
期に比べ10%以上減少している
こと
・2期以上の決算を経ていること

主な内容
対象となる投資内容
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換
Ｃ：テレワーク環境の整備
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。
店舗の改装、ホームページの作成・改良、
チラシ・カタログの作成、広告掲載など

必要書類等

参照URL

・事業計画の策定が必要
・3次締切 令和2年8月3日

http://portal.monodukurihojo.jp/about.html

・事業計画の策定が必要
・第3回受付締切 令和2年8月7日

https://r2.jizokukahojokin.info/corona
/

補助額：30～450万
一般社団法人サービス
在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務
円 補助率：1/2（特
デザイン推進協議会
効率化ツール等を導入する
別枠は、2/3）

・令和2年5月下旬よりIT導入支援事業者
の登録申請開始
https://www.it-hojo.jp/applicant/
・第1回締め切り6月末

地域経済産業政策課 中小企業等2/3、大企
補助対象経費：建物・設備の導入費（F/S含む）
03-3501-1697
業1/2等

公募期間：令和2年5月22日~7月22日

海外サプライチェーン多
元化等支援事業事務 中小企業等3/4、2/3、 補助対象経費：企業によるASEAN諸国への設備投資・
大企業1/2等
補助対象：実証事業・事業実施可能性調査
局
03-3582-5410

公募締切：2020年6月15日

中小企業庁 創業・新
上限500万円
事業促進課
補助率2/3以内
03-3501-1767

補助対象経費：企業によるASEAN諸国への設備投資・
補助対象：実証事業・事業実施可能性調査

第1ターム：令和2年6月29日締め切り
第2ターム：令和2年7月22日締め切り

7月以降に開催されるB to B展示会への参加費についての助成金
「売上減少分の補填」「資金繰りの支援」「家賃や給与の補助」「中止した展示会の準備費
用の補填」ではありません。

助成対象期間：
2020年7月1日～2021年7月31日

東京都

費用の4/5以内
上限150万円

https://www.meti.go.jp/information/publ
icoffer/kobo/2020/k200522001.html
https://www.jetro.go.jp/services/supplyc
hain/

https://seido-navi.mirasapoplus.go.jp/supports/322

https://www.tokyokosha.or.jp/support/josei/jigyo/a2kinkyu
_sfnaoif.html

4. 資金繰り対策（借入金） ※日本政策金融公庫等が窓口の資金繰り支援につきましては、経済産業省作成の資金繰り支援内容一覧表を参照ください
名称

対象者

管轄・窓口

区内で同一事業を1年以上営ん
緊急経営支援特別資金
でいる法人または個人（渋谷区 都内各市、区役所
の場合）
・旅館、飲食、理美容、喫茶等事
新型コロナウイルス感染症にか 業者
日本政策金融公庫
かる衛生環境激変特別貸付 ・売上高10％減
・業況回復見込みがあること

融資金額

主な内容

500万円以内、無利子
緊急経営支援特別資金の融資あっせん
（渋谷区の場合）
旅館業3,000万円
飲食店等1,000万円

必要書類等
1.決算書の原本
2.決算書の写し等

参照URL
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigy
osha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/c
orona_yushi.html

新型コロナウイルス感染症の発生により資金繰りに支障をきたしている生活衛生関係営業者 生活衛生同業組合の長（注）が発行する https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
の経営安定資金
「振興事業に係る資金証明書」等
47_gekihen_2_m.html

5. その他税務上の措置
名称
期限の個別延長の手続

対象者

管轄・窓口

災害その他やむを得ない理由によ
り、申告期限等の延長を受けよう 所轄税務所
とする方（法人）

生産性革命の実現に向けた固
定資産税の特例措置の拡充・ 中小企業者等
延長

総務省/各地方公共
団体

金額

主な内容

必要書類等

－

・申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から２か月以内の日を指定して申告・納
申告書の余白に記載
付期限が延長されることになります。

－

生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について適用対象を
拡充
・対象資産に事業用家屋と構築物を追加
事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等と
ともに導入された
各地方公共団体の様式による
もの。
構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する一定のもの。
・生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度までの２年間に限り延長。
※特例率は現行と同様に、３年間、ゼロ以上１／２以下で市町村の条例で定める割合。
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参照URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraber
u/kansensho/index.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/
000686227.pdf

名称

対象者

管轄・窓口

金額

主な内容

必要書類等

参照URL

資本金1億円超10億円以下の
法人

（資本金の額が10億円を超え
る法人などの100％子会社及
欠損金の繰り戻し還付特例
所轄税務署
び100％グループ内の複数の大
規模法人に発行済株式の全
部を保有されている法人等を除
く）

－

令和２年２月１日から令和３年
１月31 日までの間のうち任意の
消費税の課税事業者選択届
１か 月以上の期間の 事業として
出書等の提出に係る特例
所轄税務署
の収入 が、著しく減少（前年同
期比概ね50％以上）している事
業者

テレワーク等のための中小企 中小企業者等
業の設備投資税制
*資本金が１億円以下であること 財務省・所轄税務署
の他資本関係に応じた条件あり

・令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた事業年度に
生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を可能にします。
欠損金の繰戻しによる還付請求書
・現在中小企業にのみ認められている制度を広げるものです。

－

税務署長の承認を受けることで、 特定課税期間以後の課税期間につ いて、 課税期間の開
始後であっても、 課税事業者を選択する（又はやめる） ことができます 。
※特例の承認を受けようとする場合、原則として、特定課税期間の確定申告期限まで
に、承認申請書を税務署に提出してください。
※また、 本特例 により課税事業者を選択する（又はやめる）場合 、
２年間の継続適用要件等は適用されません。

－

・認定を受けた経営力向上計画に記載されたテレワーク等のための設備投資をした中小企業
者は中小企業経営強化税制の適用を受けることができます。
・経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした場合に、設備の即時
償却又は設備投資額の7％（資本金が3,000 万円以下の法人は10％）の税額控除を
することができます。
・令和3年3月31日まで（現行制度と同期間）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/k
ansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisak
u_2.pdf

・課税事業者選択（不適用）届出に 係る
特例承認申請書
・新型コロナウイルス 感染症等の影響
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/k
により事業としての収入の著しい減少があった
ansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm
ことを確認できる書類
・消費税課税事業者選択（不適用 ）届
出書

－

https://www.mof.go.jp/tax_policy/broch
ure4.pdf

6. その他 （テレワーク関連の各企業の取組み）
名称

管轄・窓口

主な内容

新型コロナウイルス感染症対策：テレワーク緊急導入支援プログ
ラム

一般社団法人日本テレワーク協会

レノボ・ジャパン：テレワーク用ノートPCを無償レンタル等

レノボジャパン

クラウドPBX 「Dialpad」を、ライセンス料・通話料ともに5月末
日まで無償提供（4月末から延長）

Dialpad

NTT リモートワーク環境無償提供

一般社団法人日本テレワーク協会

必要書類等

参照URL

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へ、システム無償
https://japan－
提供や導入支援
telework.or.jp/anticorona_telework_su
※Cisco Webex Meetings (ウェブ会議システム）90日間無償支援等
pport/
対象 : 中小規模企業
https://www.lenovo.com/jp/ja/news/
レンタル条件 :
－
article/2020-04-13
1.テレワークでの利用が目的であること
2.1社5台まで 等
リモートワーク支援プロジェクト
https://www.dialpad.co.jp/remotewor
－
5月末日まで無償提供（4月末から延長しました）
k-support
「シン・テレワークシステム」は、SSL-VPNを利用するシンクライアント型のリモートデスクトップシス
https://www.ntt自宅、会社のPCにソフトウエアをインストール
テム。すなわち、職場のパソコンの画面を自宅のパソコンに映し出し、操作を終了した後は自宅
east.co.jp/release/detail/20200421_0
サポートや動作保証の提供はなし
のパソコンにデータを残さないという遠隔操作の仕組。10/31まで無償提供
1.html

JAPANG Outsourcing Services
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