
新型コロナウイルス感染症関する各種情報
北海道行政書士会新型コロナ対策本部より

令和      2      年      5      月      19      日現在  

令和      2      年      7      月      10      日改訂  

令和      2      年      8      月      3      日改訂  

令和      3      年      3      月      3      日改訂  

新型コロナの再拡大に伴い、その影響緩和のための新たな支援策について情報（赤字部

分）を更新しました。詳細については各リンクから当該サイトでご確認ください。

内閣府
・内閣府　新型コロナウイルス感染症対策

https://corona.go.jp/
・業種ごとの感染拡大予防ガイドライン（令和 2 年 7 月 31 日）

https://corona.go.jp/prevention/
・政策会議　新型コロナウイルス感染症対策本部

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
・新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律（官報）

https://kanpou.npb.go.jp/old/20200313/20200313t00027/pdf/20200313t000270001.pdf
・新型インフルエンザ等対策特別措置法（内閣官房所管法令）

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/120511houritu.html

北海道のサイト
・北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/koronataisakukaigi.htm
・道内の最新感染動向（毎日の感染者数の推移等）

https://stopcovid19.hokkaido.dev/
・「新北海道スタイル集中対策期間」（令和 2 年 8 月 9 月集中月間）の設定について

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/0731honbukaigi20_02.pdf
・北海道の経済的支援

北海道の事業者の皆様へ（北海道の支援給付金）（終了）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/jigyousyanominasamahe0701.pdf
・【北海道民限定】道民を対象とした「道内旅行割引（どうみん割）」スタート（終了）

https://www.visit-hokkaido.jp/area/info/108
・どうみん割事業者専用ページ（終了）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/douminwari-toiawasesaki.htm
・北海道異業種チャレンジ奨励金（New！令和３年 2 月 25 日）

新型コロナウイルス感染症の影響による離職者が、北海道内の人手不足が深刻な対象業種

に異業種から就職した場合、求職者及び企業に奨励金（いずれも 30 万円。求職者が転居を

要した場合は、転居費用の実費（上限 20 万円）を加算）を支援することにより、早期就職

を促進するとともに、対象職種の人材確保を支援します。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/challenge.htm
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経済的  支援策の概要  
１）給付金

イ）特別定額給付金　（給付額：1 人当たり 10 万円（総務省））（終了）

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
・郵送受付で給付する市町村

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/kyuhu-post.pdf?ver=20200515.01
　・オンライン受付で給付する市町村

https://img.myna.go.jp/pdf/kyuhu/kyuhu-online.pdf
　・北海道内の各市町村の申請期限

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/01_hokkaido.pdf

ロ）持続化給付金（給付額：法人最大 200 万円　個人最大 100 万円（経済産業省））（終

了）

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
・基本情報（動画）

https://www.youtube.com/watch?v=r2h035U4lcI&feature=youtu.be
・申請方法（動画）

https://www.youtube.com/watch?v=AlIkUy3FAnU&feature=youtu.be
・中小法人の場合（動画）

https://www.youtube.com/watch?v=1929nWUWiIs&feature=youtu.be
・個人事業主の場合（動画）

https://www.youtube.com/watch?v=BPP1ghUEBaM&feature=youtu.be

ハ）家賃支援給付金（給付額：法人最大 600 万円　個人最大 300 万円（経済産業省））

家賃支援給付金に関するお知らせ（終了）

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

２）支援金
①北海道（札幌市）の支援金（終了）

イ）北海道：休業協力・感染リスク低減支援金（支援額：最大 30 万円）http://
www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/tirashi.pdf

・北海道　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm
・上乗せ又は対象外へ支援する市町村（支援額：最大 30 万円　道内市町村）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/shienkinseido.pdf
札幌市、帯広市、苫小牧市、美唄市、深川市、旭川市、富良野市、釧路市、七飯町、当別町、

安平町、浦河町、遠軽町

ロ）北海道：経営持続化臨時特別支援金(5 万円～10 万円) 
https://hokkaido-support.jp/add
・支援金 A １道の休業要請等を受け、対象施設の休業にご協力いただいた事業者

　　　　　2酒類を提供する飲食店（上記１を除く）において、酒類の提供時間の短縮

（19
      　　　　時まで）にご協力をいただいた事業者   
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・支援金 B 休業要請等の対象外であるが、長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひ

と月の売上が前年同月比 50%以上減少し国の持続化給付金を受給する事業者

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/keieijizokukarinjitokubetsushienkin.htm

②厚生労働省の支援策

・小学校等の臨時休業に対応する保護者支援 （フリーランス向け）

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金（1 日当 4,100 円厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
・ベビーシッター利用者支援事業（対象児童×2,200 円／1回あたり）

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/b-shien/200424_kojin1.pdf

③経済産業省の支援金（New！令和３年３月１日）

・一時支援金（金額：法人最大 60 万円　個人最大 30 万円）

緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接に取引のある事業者、宣言地域における不

要不急の外出・移動の自粛により直接的影響を受けた事業者で、令和 3 年 1 月から 3 月の

間で 2019 年、2020 年の同月と比べ新型コロナの影響で売り上げが 50％以上減少した場合

の支援金（受付期間；令和 3 年 3 月 8 日から 5 月 31 日）

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
一時支援金事務局HP　https://ichijishienkin.go.jp/ 

④道内の支援金（New！令和３年３月１日）

札幌市；感染防止対策協力支援金（1施設 1 日 2 万円）

札幌市内全域の 飲食店、カラオケ店で２月 16 日(火)から２月 28 日(日)まで の 13 日間

全て営業時間短縮を行った事業者

（受付期間：令和 3 年 3 月 1 日から 3 月 31 日）

https://www.city.sapporo.jp/keizai/chusho/documents/chirashi3_1.pdf

３）助成金
イ）雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症特例措置）

雇用維持した事業主　休業手当を 100％助成　（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
pageL07.html
雇用調整助成金の特例措置を令和 3 年 4 月 30 日まで延長（（New！令和３年２月２２日）

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743293.pdf

ロ）小学校休業等対応助成金（小学校休業等により有給（賃金全額支給）の休暇を取得さ

せた事業主　賃金の 100％助成　厚生労働省）　

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11844.html（変更）令和 2 年 9 月 30 日までの期間

４）補助金
①日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局

・小規模事業者持続化補助金（事業者向け　上限 50 万円　補助率２/３）

https://r1.jizokukahojokin.info/　
・小規模事業者持続化補助金のコロナ特別対応型補助金（終了）

https://r2.jizokukahojokin.info/corona/　
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②中小企業基盤整備機構

・元年度補正サービス等生産性向上 IT導入支援事業　(補助率１／２)

https://www.it-hojo.jp/
・ＩＴ導入補助金特別枠Ｃ型　（補助率２／３～３／４、30 万～450 万）

https://www.it-hojo.jp/tokubetsuwaku/

③中小企業庁 事業再構築補助金（New！令和３年２月１ 5 日）

ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い

切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

④北海道海外人材待機費用緊急補助金（New！令和３年２月 25 日）

道内企業が、海外から外国人技能実習生等を受け入れる際、国より新型コロナウイルス感

染症に関する水際対策（14 日間の公共交通機関不使用）に対応するための宿泊費用を緊

急的に支援します。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/14days.htm

４）融資
・新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫　国民生活事業）

https://j-net21.smrj.go.jp/support/taisaku/teate/kouko_tokubetsu.html

５）社会保険料
イ）社会保険料の猶予等について　（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10925.html
ロ）厚生年金保険料の納付猶予について　（日本年金機構）

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000626844.pdf
ハ）国民健康保険料の納付猶予について（日本年金機構）

https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/202000319.html
ニ）労働保険料の納付猶予について

労働保険の年度更新期間の延長等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html
労働保険料等の納付猶予の特例について

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

６）税金
イ）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置（国税庁）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
ロ）新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁）

・納税猶予

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
・納税猶予の「特例制度」について

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
ハ）新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について（総務省）
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・地方税の納税猶予

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
・地方税の徴収猶予の「特例制度」について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000686229.pdf
二）令和 2 年度確定申告の令和 3 年 4 月 15 日までの延長（（New！令和 2 年 2 月 2 日）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

７）公共料金
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請

https://www.soumu.go.jp/main_content/000676825.pdf
イ）電話料金の支払期限の延長

https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf
ロ）教育機関休校措置を踏まえたオンライン学習環境支援について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000682994.pdf

８）テレワーク導入支援
総務省

・新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワークの積極的な活用について

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/02ryutsu02_04000341.html
日本テレワーク協議会

・テレワーク導入に関する助成や補助金の情報

https://japan-telework.or.jp/tw_about-2/subsidy/

９）経済的支援の参考ポータルサイト
イ）経済産業省

新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
ロ）独立行政法人　中小企業基盤整備機構　J-net21

https://www.smrj.go.jp/index.html
新型コロナウイルス感染症に関する支援のご案内

https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000ik2i.html
ハ）北海道及び道内市町村の対策　一覧サイト

https://j-net21.smrj.go.jp/support/hokkaido.html
二）独立行政法人情報処理推進機構

民間支援情報ナビ

https://vscovid19.code4japan.org/#

総務省
・新型コロナウイルス感染症対策関連

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/index.html
・特別定額給付金に関する各種ご案内

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/
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経済産業省
・新型コロナウイルス感染症関連

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
・新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
・新型コロナウイルス感染症に関する支援（中小機構）

https://www.smrj.go.jp/covid19/index.html

厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症について（日本語、英語、中国語、その他の国）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針（感染症対策本部決定）

https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_0514.pdf
・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解等（新型コロナウイルス感染症）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html
・新型コロナウイルス感染症対策の 状況分析・提言（2020/5/14）
　（緊急事態宣言解除・再指定の考え方）

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000630718.pdf
・これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ

新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
・厚生労働省 新型コロナウイルス 接触確認アプリ（略称：COCOA）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html

国土交通省
新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応

https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html
・自動車検査証の有効期間の伸長措置について

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/index.htm

外務省
海外安全ホームページ
・新型コロナウイルス感染症に関する緊急情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/
・新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措

置及び入国後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

観光庁
・新型コロナウイルス感染症関連情報

https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000624.html
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・新型コロナウイルスの影響を受けている観光関連事業者の皆様へ

雇用調整助成金の申請方法

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001342832.pdf
・Go To トラベル事業（一時中止）

Go To トラベル事業公式サイト

https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics01_000249.html
利用者向け特設サイト

https://goto.jata-net.or.jp/
事業者向け特設サイト

https://biz.goto.jata-net.or.jp/

法務省
・新型コロナウイルス感染症に関する情報一覧

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.htm
・海外からの入国：新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html
・新型コロナウイルス感染症の影響に対する外国人及び受入れ機関への支援策

http://www.moj.go.jp/content/001322500.pdf

出入国在留管理庁
・新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する

雇用維持支援

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
・特定活動

http://www.moj.go.jp/content/001319049.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf

警察庁
運転免許証の有効期間の延長措置等について

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
・更新期限が過ぎてしまいそうな方

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/menkyo1-4.pdf
・更新期限が過ぎてしまった方

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/menkyo2-3.pdf

環境省
・新型コロナウイルスに関連した感染症対策

http://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020.html
・廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するＱ＆A
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronaqa/index.html
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・廃棄物処理業における新型コロナウイルス 対策ガイドライン 

http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/corona_guideline.pdf

行政書士の活用
・新型コロナウイルス感染症に係る行政書士の活用について（総務省：令和 2 年 4 月 8
日）

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681487.pdf
・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力依頼（New！令和

３年 2 月 22 日）

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/kakunin.pdf

行政書士試験
・令和 2 年度行政書士試験について（一般財団法人行政書士試験研究センター）

https://gyosei-shiken.or.jp/?
fbclid=IwAR3eNGqWnKOy89tAsod714srAxgRcnOtW0ZCSDlqRu7cmC5ULzJKNCX2
C-s
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