新型コロナウイルス関連の支援措置の市場等での掲示依頼
林野庁から、コロナ関連支援措置について、会員市場・センターに別
添資料を掲示し、荷主様及び買方様等にご周知いただくよう依頼があ
りました。
つきましては、物理的に可能な範囲で、別添資料（優先順位は⓪から
順番）について、関係者の目につくところに掲示していただくようお
願いいたします。
以上、宜しくお願い申し上げます。

2020.05.18 全市連 小合信也

事業者毎の支援策

林業・木材産業者が活用できる支援（１／３）
支援分野
木材の利用促進

原木の一時保管に
要する費用の支援

大径原木加工施設
の整備

金融支援

持続化給付金

支援の内容

支援対象等

担当及び問合せ先等

支援対象：民間団体等
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

林野庁木材利用課
TEL：03-6744-2120

【輸出原木保管等緊急支援事業】
滞留している輸出向け原木の一時保管費
用等を支援

支援対象：林業経営体等
補助率：定額
事業実施主体：(一社)全国木
材組合連合会

林野庁木材産業課
TEL：03-6744-2292

【大径原木加工施設整備緊急対策】
行き場のなくなった大径原木を有効活用
し、付加価値の高い木材製品に転換するた
めの加工施設の整備を支援

支援対象：木材関連事業者等
補助率：定額（1/2以内）
事業実施主体：都道府県

林野庁木材産業課
TEL：03-6744-2290

農林漁業セーフティネット資金等の経営
維持・再建に必要な資金の実質無利子化・
無担保化等を措置

支援対象：林業者等
事業実施主体：（株）日本政
策金融公庫、全国木材協同組
合連合会、（独）農林漁業信
用基金

林野庁企画課
TEL：03-3502-8037

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フ
リーランスを含む個人事業者等、その他各
種法人でひと月の売上が前年同月比50%以上
減少している事業者

法人は200万円以内、個人事業
者は100万円以内を支給

経済産業省
中小企業金融・給付金相談窓
口
TEL：0570-78-3183

【国産農林水産物等販売促進緊急対策】
公共施設等の木造化・木質化等を支援

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介

動

画

紹 介

動

画

もっと知りたい

もっと知りたい

紹 介

動

画

もっと知りたい

事業者毎の支援策

林業・木材産業者が活用できる支援（２／３）
支援分野
雇用調整助成金

支援の内容

支援対象等

景気変動などの経済上の理由により、 【緊急対応期間（令和2年4月1日
事業縮小を余儀なくされた事業主が、休 から令和2年6月30日）までの休
業、教育訓練、又は出向により、労働者 業等に適用される助成率・加算
の雇用の維持を図った場合に、休業手当、 額】
賃金等の一部を助成する制度
○休業手当に対する助成
【令和2年1月24日から令和2年7月23日ま
➣中小企業 4/5、
での休業等について適用】
➣大企業
2/3
（１）休業等計画届の事後提出が可能
（２）生産指標の確認対象期間を３か
○解雇等を行わない場合に助成
月から１か月に短縮し、前月と対前
率
年同月比を10％から5％減少に緩和
の上乗せ
（３）最近３か月の雇用指標が対前年
➣中小企業 9/10、
比で増加していても助成対象
➣大企業
3/4 など
（４）事業所設置後1年未満の事業主
についても助成対象
※１日当たり助成額上限8,330円
（５）継続して雇用された期間が６か月
未満の新規学卒者などの労働者につ
○教育訓練をした場合
いても助成対象
➣中小企業 2,400円/日加算
➣大企業
1,800円/日加算
※さらに緊急対応期間（令和2年4月1日か
ら令和2年6月30日まで）の休業等につい
ては下記も適用
（６）週20時間未満の雇用保険被保険者
でない労働者（パート、アルバイト
（学生も含む）等）も休業の対象
（７）支給限度日数（100日）とは別に
活用可能

担当及び問合せ先等
最寄りの都道府県労働局・ハ
ローワークまたは学校等休業
助成金・支援金、雇用調整助
成金、個人向け緊急小口資金
TEL：0120-60-3999
もっと知りたい（農業経営者の皆様へ）
もっと知りたい（林業経営者の皆様へ）

雇用保険、労災保険暫定任意
適用事業所のうち未加入の事
業所の場合、厚生労働省への
申請に先立ち、林野庁が発行
する「農業等個人事業所に係
る証明書」が必要
＜提出先＞
林野庁林政部経営課 林業労
働対策室（郵送のみ）
住所：〒100-8952 千代田区
霞が関1-2-1
TEL：03-6744-0483

事業者毎の支援策

林業・木材産業者が活用できる支援（３／３）
支援分野

支援の内容

支援対象等

担当及び問合せ先等

小学校休業等対応
助成金

コロナの影響で臨時休業等した小学校等
に通う子どもの世話が必要となった保護
者である労働者に対し、有給（賃金全額
支給）の休暇（労働基準法上の年次有給
休暇を除く）を取得させた事業主に対し
て助成（令和2年2月27日から令和2年6月
30日まで）

助成率：休暇中に支払った賃金
相当額×10/10

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金、個人向け緊
急小口資金相談コールセン
ター(0120-60-3999)

※１日当たり助成額上限
8,330円

もっと知りたい

雇用保険、労災保険暫定任意
適用事業所のうち未加入の事
業所の場合、厚生労働省への
申請に先立ち、林野庁が発行
する「農業等個人事業所に係
る証明書」が必要
＜提出先＞
林野庁林政部経営課 林業労働
対策室（郵送のみ）
住所：〒100-8952 千代田区霞
が関1-2-1
TEL：03-6744-0483

農林水産省による支援策

（４）経営維持・再建のための資金繰りを確保したい（１／３）
農林漁業者の資金繰りに支障が生じないよう、金融機関に対する適時・適切な貸出、担保徴求の弾力化
等の対応の要請、農林漁業セーフティネット資金等の経営維持・再建に必要な資金の実質無利子化・無担
保化の措置、また食品関連事業者の債務保証に必要な資金の支援を実施します。
農林水産業
支援分野

支援の内容

経営再建に
必要な資金
の実質無利
子化・無担
保化等を措
置

資金繰りや施設整備のた
めの資金について、貸付当
初５年間実質無利子化

支援対象等

（農業者等向け）農林漁業セーフティネット資金、
スーパーⅬ資金、経営体育成強化
資金、農林漁業施設資金
（林業者等向け）農林漁業セーフティネット資金、
※林業者向けのうち、農林
農林漁業施設資金
漁業セーフティネット資金、 （漁業者等向け）農林漁業セーフティネット資金、
農林漁業施設資金は、貸付
漁業経営改善支援資金
当初10年間実質無利子
農林漁業施設資金
農：農業経営基盤強化資金
利子助成金等交付事業
林：林業施設整備等利子助
成事業
水：漁業経営基盤強化金融
支援事業

民間資金の借入れについ
て、農業信用基金協会等に
よる債務保証の当初５年間
の保証料免除
農：農業信用保証保険基盤
強化事業
林：林業信用保証事業
水：漁業者保証円滑化対策
事業

担当及び問合せ先等
公 庫

（農業者向け）
経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726
もっと知りたい

紹 介

動

画

（林業者向け）
林野庁企画課
TEL：03-3502-8037

（農業者等向け）農業近代化資金、
農業経営負担軽減支援資金
（林 業 者 向 け ） 林業者向け民間借換資金
（漁業者等向け）漁業近代化資金、
漁業経営維持安定資金

農協・
漁協等
民間金
融機関

（農業者等向け）農業近代化資金、
農業経営負担軽減支援資金、
農業者向け民間借換資金
（林業者等向け）林業者等向け民間資金（借換資金
含む）
（漁業者等向け）漁業近代化資金、
漁業経営維持安定資金、
漁業者向け民間資金（借換資金含
む）

農協・
漁協等
民間金
融機関

もっと知りたい

紹 介

動

画

（漁業者向け）
水産庁水産経営課
TEL：03-6744-2347
もっと知りたい

紹 介

動

画

農林水産省による支援策

（４）経営維持・再建のための資金繰りを確保したい（２／３）
農林水産業
支援分野
経営再建
に必要な
資金の実
質無利子
化・無担
保化等を
措置

支援の内容

支援対象等

資金繰りのための資金について、 （農業者等向け）農林漁業セーフティネット資
実質無担保等による貸付及び債務
金、スーパーⅬ資金、
保証を措置
経営体育成強化資金
（林 業 者 向 け ）農林漁業セーフティネット資金
農：日本公庫資金円滑化貸付事業 （漁 業 者 向 け ）農林漁業セーフティネット資金
農業信用保証保険基盤強化事業

林：林業関係資金融資円滑化事業
林業信用保証事業
水：漁業経営改善支援資金融資推進事
業

漁業者保証円滑化対策事業

（農業者等向け）農業近代化資金、
農業経営負担軽減支援資金、
農業者向け民間借換資金に対
する債務保証
（林業者等向け）林業者等向け民間資金（借換
資金含む）に対する債務保証
（漁業者等向け）漁業近代化資金、
漁業経営維持安定資金、
漁業者向け民間資金（借換資
金含む）に対する債務保証

関係金融機関へ新規融資に係る円滑な融通・既往融資に係る償還猶予を要請

担当及び問合せ先等
公 庫

（農業者向け）
経営局金融調整課
TEL：03-3501-3726
もっと知りたい

農協・
漁協等
民間金
融機関

紹 介

動

画

（林業者向け）
林野庁企画課
TEL：03-3502-8037
もっと知りたい

紹 介

動

画

（漁業者向け）
水産庁水産経営課
TEL：03-6744-2347
もっと知りたい

紹 介

動

画

※この資料は資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度の一覧形式でまとめたものです。
ご自身が使えそうなメニューが分かりましたら、詳しい情報を支援策パンフレットでご確認ください。

資金繰り支援内容一覧表（4/14時点）
条件
売上高5％以上減少なら

追加要件を満たせば
実質無利子・無担保の対象
利子補給対象上限
（日本公庫等）中小事業1億円、
国民事業3,000万円
（商工中金）危機対応融資1億円

利用可能メニュー
指定738業種の場合

小規模事業者の場合

生活衛生関係営業
（旅館、飲食、理美容
店など）の場合

①セーフティネット5号

• 借入債務の80％を信用保証協会が保証
• 2.8億円（別枠。⑨と共有）
• 要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象

②新型コロナウイルス
感染症特別貸付

• 中小事業3億円、国民事業0.6億円(別枠)
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有

③商工中金等による
「危機対応融資」

• 3億円（別枠）
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内

④新型コロナウイルス対策
マル経融資(拡充)

⑤生活衛生新型コロナウ
イルス感染症特別貸付
⑥新型コロナウイルス
対策衛経(拡充)

さらに、
売上高10％以上減少なら

生活衛生関係営業
(旅館、飲食、喫茶)

⑦衛生環境激変対策
特別貸付

さらに、

相談窓口

概要

• 1000万円（別枠）
• 設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有
• 6000万円（別枠）
• 設備20年、運転15年、うち据置5年以内
（運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ）

お近くの民間金融機関
各信用保証協会
日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

商工組合中央金庫等

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有
• 1000万円（別枠）
• 設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内
• 国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有
• 1000万円（別枠）
• 運転7年、うち据置2年以内

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

⑧危機関連保証

• 借入債務の100％を信用保証協会が保証
• 2.8億円（別枠）
• 保証料・金利ゼロの対象

お近くの民間金融機関
各信用保証協会

売上高20％以上減少なら

⑨セーフティネット4号

• 借入債務の100％を信用保証協会が保証
• 2.8億円（別枠。①と共有）
• 保証料・金利ゼロの対象

お近くの民間金融機関
各信用保証協会

減少幅に関係なく

⑩セーフティネット貸付

• 中小事業7.2億円、国民事業0.48億円
• 設備15年、運転8年、うち据置3年以内

売上高15％以上減少なら

さらに、

日本政策金融公庫
（沖縄の事業者の方は沖縄公庫へ）

※沖縄振興開発金融公庫で利用可能な支援内容は別途こちらをご覧ください。

売上高要件の考え方
＜創業１年１か月以上＞
【公庫(青枠)】最近１カ月の売上高と、前年または前々年の同期と比較。
【信用保証協会(緑枠)】最近１ヶ月の売上高と、前年同月を比較 ＋
その後２ヶ月間(見込み)を含む３ヶ月の売上高と前年同期を比較
この資料は、プロトスター株式会社運営するStartupListに
株式会社INQが寄稿した記事を参考にして作成しました。

＜創業１年１か月未満及び店舗・業容拡大しているベンチャー・スタートアップなど（後者は公庫のみ）＞
（１）～（３）のいずれかで比較。
【公庫(青枠)】

【信用保証協会(緑枠)】

（１）最近1ヵ月の売上高と過去3ヵ月（最近1ヵ月を含む）の平均売上高の比較

（１）左記に同じ。

（２）最近1ヵ月の売上高と令和元年12月の売上高の比較

（２）左記に加え、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高と令和元年12月の売上高の３倍を比較

（３）最近1ヵ月の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高を比較

（３）左記に加え、その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

林業・木材産業災害復旧対策保証
－新型コロナウイルス感染症対策－
新型コロナウイルス感染症による影響については、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応
策第 2 弾(令和 2 年 3 月 10 日新型コロナウイルス感染症対策本部)を受けて、令和 2 年 3 月 10 日付
けで「林業・木材産業災害復旧対策事業に係る林野庁長官が指定する災害」に指定され、「林業・
木材産業災害復旧対策保証」の対象となりました。
新型コロナウイルス感染症による影響により、以下のいずれかの被害が見込ま
れ事業継続に支障をきたしている林業・木材産業を営む方
・従業員が罹患するなど直接的な影響により、経済的被害が発生(左記直接被害
ご利用対象者

については 100％保証)
・取引先が休業するなど間接的な影響により、３か月間の売上高等が前年同期
の売上高等に比して５％以上減少 (左記間接被害については 80％保証)
・取引先が休業するなど間接的な影響により、３か月間の売上高等が前年同期
の売上高等に比して 15％以上減少(左記間接被害については 100％保証)
（通常の保証限度額とは別枠で利用できます。）

保証限度額

8,000 万円

資金使途

新型コロナウイルス感染症による影響に対応するために必要な新たな資金

保証期間

運転資金５年以内（特認７年以内）
、設備資金 15 年以内（返済据置期間２年以内）

返済方法

一括返済／分割返済

保証料の特例

最大で５年間「保証料免除」となります。

貸付利率

金融機関所定の利率

貸付方式

手形貸付／証書貸付

保証人

実質無保証人（同一経営の範囲内の保証人のみ徴求）

担

実質無担保（融資対象物件担保のみ徴求)

保

（市町村の利子補給制度を利用できる場合があります。）

出資金

保証額に対して出資金が必要。（完済後、ご請求により出資金を返戻します。）

その他

市町村長・業界団体の長等による被害を証明する書面等が必要となります。

申込窓口

お取引先の金融機関へ直接お申込みください。
独立行政法人農林漁業信用基金 林業信用保証業務部

相談窓口

業務課

〒１０１－８５０６ 東京都千代田区内神田１－１－１２
電話

０３－３２９４－５５８５・５５８６

URL：https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/shien/index.html

又は

※融資及び保証については一定の審査をさせていただきます。
Ｒ２．３

（中小企業の方へ）

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
中小企業の皆様への
雇用調整助成金の特例を拡充します
～雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。～
雇 用 調 整 助 成 金 と は 、 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 休 業 等 を 行 い 、
労働者の雇用の維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部 （一定の要件を満たす場合は全部）が国に
よって助成される制度です。

【特例の対象となる事業主】

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業を対象とします。

【特例措置の内容】例として、以下括弧内に平均賃金が１日８,000円である場合の助成額（※）を記載しています
※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率（休業の場合は60％以上、
教育訓練の場合は100％）を掛け、１日当たりの助成額単価を求めます。

休業又は教育訓練を実施した場合
解雇等（※）を行わなかった場合
令和２年４月８日～
令和２年６月30日までの期間
に休業していること

事業主が
賃金の60％
の休業手当を
支給する場合
（事業主が4,800
円の休業手当を支
払った場合）

事業主が賃
金の60％を
超えて休業
手当を支給
する場合
（例えば、事業主
が80％の6,400円
の休業手当を支
払った場合）

（※）解雇と見なされる有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の
事業主都合による中途契約解除等を含む。

○

新型インフルエンザ等対策特別措置法等に
基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設
を運営する事業主であって、これに協力して休
業等を行っている

○

以下のいずれかに該当する手当を支払って
いること
①労働者の休業に対して100％の休業手当を
支払っていること
②上限額（8,330円）以上の休業手当を支払っ
ていること
（支払率60％以上である場合に限る）

その他要件を満たした場合（詳細は裏面へ）

事業主が
支払った
休業手当
等のうち、
80％を国
が助成
※令和２年４月
１日から令和２
年６月30日まで
の休業等につい
て適用

事業主が支払っ
た休業手当等の
うち、90％を国
が助成（国が4,320円
を助成するので、事業主
の負担は4,800ｰ4,320＝
480円）

事業主が支払った休業手当等
のうち、60％を超えた部分
について100％を国が助成
（国が4,320＋1,600＝5,920円を助
成するので、事業主の負担は6,400ｰ
5,920＝480円）

※対象労働者に休業手当等を多く支払っても、
事業主の負担額は同じ（上記２例は、事業主の負担は同じ480円）

事業主が支払った休業手当等
のうち、100％を国が助成
（事業主の負担は０円）

※令和２年４月８日から
令和２年６月30日までの
休業等について適用
※対象労働者
１人１日当たり8,330円が上限

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

LL020501企01

◆その他主な支給要件
備考

①経済上の理由により
休業等を実施すること

例）
・ 取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を
縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小した場合
・ 行政からの営業自粛の要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動
が縮小した場合
○

次のいずれかを満たすことが必要です。
最近１か月間（計画届の提出日の属する月の前月）の売上が
前年同月と比較して５％減少していること
・ 前年同月とは適切な比較ができない場合は、
① 前々年同月との比較
② 前年同月から12か月のうち適切な１か月
と比較して５％減少していること
・

②生産指標要件

※対象期間の初日が令和２年４月１日～６月30日以外の場合は10％の減少が必要

③休業規模要件

休業等の延日数が対象労働者に係る所定労働日数の1/40以上であること

④短時間休業を実施する場合

対象労働者が事業所内の部門、店舗等施設ごとに１時間単位で
休業する場合も助成対象となっています。

④その他共通要件

詳細は最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

◆その他主な特例措置

※詳細は厚生労働省のHPをご確認ください。

【助成内容・対象に関する特例】
○ 教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練も
できるようになり、加算額が引き上げられています。【中小企業：2,400円】
※助成対象となる教育訓練となるか不明な場合には実施前に管轄の労働局等にお問い合わせください。

○ 新規学卒採用者等に対し休業・教育訓練を実施し、
休業手当等を支払った場合も、国がその一部（又は全部）を助成しています。
○ 雇用保険被保険者でない労働者（ 事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者
（パート、アルバイト（学生も含む）等）など）を休業させ、休業手当を支払った場合も、
国がその一部（又は全部）を助成しています。

【雇用調整助成金の活用しやすさに関する特例】
○ すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和２年６月30日までは
計画届の事後提出を可能としています（２回目以降の事後提出も可能としています）。
○ 令和２年１月24日以降に設置した事業主も対象としています。
１～３判定基礎期間
（１か月単位で１～３か月）

◆支給までの流れ
（通常時）

【計画届
事後提出時】

事
業
の
縮
小

休労
業使
の間
計協
画定

計
画
届
休業等
実施

休業等
実施
計
画
届

判定基礎期間
終了後２か月以内
に申請

支
給
申
請

支
給
・
不
支
給

※日本政策金融公庫等や商工中金、民間金融機関による実質無利子・無担保融資もご利用ください。
詳細は経済産業省HP特設ページに掲載しております。
https<https://www.meti.go.jp/covid-19/>://www.meti.go.jp/covid-19<https://www.meti.go.jp/covid19/>/<https://www.meti.go.jp/covid-19/>

林業者の皆さんも対象です！

【令和２年５月９日現在】

持続化給付金のお知らせ
～最大100万円が給付されます～
「持続化給付金」は、新型コロナ感染症拡大により、
特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えするために支給するものです。

① 税務申告をした林業者が対象になります。
昨年の事業収入額や所得に関する要件はありません。
※ただし、昨年の事業収入について税務申告をしていることが必要です。

✔ 2019年の、確定申告（所得税）又は住民税の申告のいずれかを行って
いれば、申請が可能です。
✔ 昨年の事業収入を基に支払われますので、昨年赤字申告の方も対象です。

② 新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、
今年のいずれかの月の事業収入が、①で申告した年間事業収入を
12で割った額（平均月収）の50％以下であれば対象になります。
✔ 2020年１～12月のいずれかのひと月の事業収入が、2019年の平均月収
（※）の50％以下であれば、次の計算方法を用いて給付額を計算します。
※ 2019年の平均月収は、申告書に記載されている年間事業収入を12で割った額。
※ 青色申告者は、「2019年の平均月収」ではなく、「所得税青色申告決算書の月別売上（収入）
金額に記載された月収」の50％以下かどうかで判断することもできます。

給付額の計算方法（上限：100万円）
給付額＝2019年の年間事業収入－（申請対象とする月の収入×12か月）

✔ 青色申告者で、月当たりの事業収入の変動が大きい方は、原則に代えて、
特例の計算方法（季節性収入特例）を選択可能です。（詳しくは裏面）

③ パソコン・スマホで申請可能です。対面での申請窓口も設置します。
✔ 対面での申請支援窓口も全国で設置予定です。
※ 一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※ 詳細は、申請要領等をご確認ください。

「持続化給付金」を装った
詐欺にご注意下さい

氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報に加え、次の書類が必要です。
① 2019年分の確定申告書第一表の控え（収受日付印が押してあるもの）（※）
（青色申告者にあっては、所得税青色申告決算書（2枚）の控えも必要）
② 申請の対象とする月の月間事業収入がわかるもの（売上台帳、帳面など）
③ 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
④ 本人確認書類（運転免許証、個人番号カード等）
※2019年の確定申告書類がない場合は、市町村民税・特別区民税・都道府県税などの申告書類でも可。

✔ 令和2年5月1日から令和３年１月15日まで

※ 電子申請の送信完了の締切は、令和３年１月15日の24時まで

✔ 申請は、持続化給付金ホームページをアクセス！

検索

持続化給付金

青色申告者は、所得税青色申告決算書の
月別売上（収入）金額でも比較できます！
2019年

（計480万円）

2020年

１月

２月

３月

４月

５月

６月

40万円

40万円

40万円

40万円

40万円

40万円

１月

２月

３月

４月

５月

６月

40万円
（±０）

36万円
(▲10%)

20万円
(▲50%)

10万円
(▲75%)

28万円
(▲30%)

・・・・

12月
40万円

・・・・

12月

給付額の計算 （４月の収入10万円（▲75％の月）を選択して計算）
480万円 ー（10万円 × 12か月）＝360万円

360万円 ＞ 100万円（上限額）

給付額 100万円

※ 対象とする月の収入は、2020年１月～12月のうち、
前年同月比で事業収入が50％以上減少した月から、
ひと月を申請者が任意で選択できます。

①及び②の両方を満たす青色申告者は、次の計算方法の特例を選択することが可能です。
① 2020年の連続する３か月（任意）の事業収入の合計が、前年の同じ期間
（基準期間）の収入の合計と比べて、50％以上減少
② 基準期間の事業収入の合計が前事業年度の年間事業収入の50％以上を占める

給付額＝基準期間の事業収入の合計
ー 2020年の連続する３か月の事業収入の合計

相談ダイヤル

持続化給付金事業コールセンター

０１２０－１１５ー５７０

【IP電話専用回線】 ０３－６８３１－０６１３

受付時間 ８：３０～１９：００（５～６月：毎日、７～12月：土曜以外の日）
＜このパンフレットに関するお問い合わせ先＞林野庁経営課（TEL 03－6744－2286）

８ 林業・木材産業金融緊急対策
【令和２年度補正予算額 1,500百万円】
＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染拡大により、林業・木材産業においては、資材難による住宅建築の遅れ、経済活動全体の停滞などにより、国内外での木材需要の減
少やこれに伴う在庫の増加、減産、入荷制限等といった事態が起こっており、事業者の事業継続に影響が生じています。このため、新型コロナウイルス感染拡大
の影響を受けた林業者等の経営維持・再建のための資金繰り等を支援するため、融資の充実・円滑化等を図ります。

＜政策目標＞
経営の維持安定に必要な資金調達の円滑化
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

１．林業関係資金融資円滑化事業
96百万円
○ 経営の維持安定が困難な林業者等が借り入れる（株）日本政策金融公庫
の農林漁業セーフティネット資金について、実質無担保・無保証人での融資を行
います。

林業・木材産業金融緊急対策
林野庁
出資金

２．林業施設整備等利子助成事業
104百万円
○ 経営の維持安定が困難な林業者等が借り入れる（株）日本政策金融公庫
等の農林漁業セーフティネット資金等又は３の事業を活用した民間金融機関か
らの借換資金について、最大２％、貸付当初最長10年間（借換資金について
は最長５年間）の利子を助成します。

定額
定額

国

交付
（定額）

（独）農林漁業信用基金

（独）農林漁業
信用基金

利子助成金
支払

出資
・
保証料
（免除）

貸付
利払い

利子助成

林業者等
債務保証

貸付

（１の事業）

金融機関等

（２の事業）

債務保証
（実質無担保等）

林業者等
（借換資金の対象は林業者に限る）
貸付
借換資金貸付
（実質無担保等）（実質無利子）
（実質無利子） （債務保証付）

（株）日本政策金融公庫
全国木材協同組合連合会

交付金

全国木材協同
組合連合会

３．林業信用保証事業
1,300百万円
○ （独）農林漁業信用基金に対し、以下の経費を支援します。
① 信用基金の財務基盤の毀損を防ぐとともに、実質無担保・無保証人で債務保
証を引き受けるための経費
② 経営の維持安定のために林業者等が民間金融機関から運転資金等を借り入
れる際に信用基金の債務保証を利用する場合又は２の事業を活用して借換資
金を借り入れる場合、保証料を最大５年間実質免除するための経費
＜事業の流れ＞

補助金

(株)日本政策金融公庫等
林業関係資金
融資円滑化事業

林業施設整備等利子助成事業

貸付

金融機関
林業信用保証事業

（３の事業）

［お問い合わせ先］林野庁企画課（03-3502-8037）

11 輸出原木保管等緊急支援事業

【令和２年度補正予算額 991百万円】

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染拡大により、林業・木材産業においては、資材難による住宅建築の遅れ、経済活動全体の停滞などにより、国内外での木材需要の減
少やこれに伴う在庫の増加、減産、入荷制限等といった事態が起こっており、事業者の事業継続に影響が生じています。 このため、滞留している原木の保管費
用等を支援します。

＜政策目標＞
毀損した商流の維持・拡大
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞
原木の滞留の現状

○ 輸出原木保管等緊急支援事業
一時保管場所に滞留している原木の保管費用や、一時的な保管場所を利用するための運
搬経費、借地料、長期保管が必要となったために発生する防腐処理費用等の掛かり増し費
用を支援します。

＜事業の流れ＞

国

大型バーカー

定額

定額

民間団体

（樹皮むき機）

林業経営体等

ツイン
バンドソー

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-6744-2293）

20ー２ 輸出力の維持・強化に向けたプロモーション・施設整備等への重点事項のうち
【令和２年度補正予算額
大径原木加工施設整備緊急対策

1,500百万円】

＜対策のポイント＞
高齢化した人工林から生産される大径材は、国内で加工できる工場が限られるため、中国へ丸太輸出されていますが、中国国内の移動制限や経済活動停
滞によって中国向け丸太輸出が停滞しています。このようなやむを得ない事情により行き場のなくなった大径材を有効活用し、付加価値の高い木材製品に転
換するための加工施設の整備を支援します。
＜政策目標＞
毀損した商流の維持・拡大
＜事業の内容＞

＜事業イメージ＞

大径材に対応した加工施設を導入

○ 大径原木加工施設整備緊急対策
行き場のなくなった大径原木を有効活用し、付加価値の高い木材製品に転換するため、
大径原木に対応した自動選別機、バーカー（剥皮装置）、加工施設の整備を図る取組を
支援します。

原木選別機

＜事業の流れ＞
国

都道府県

大径材用
ツインバンドソー
※整備施設の一例

定額(1/2以内等)

定額(1/2以内等)

大型バーカー
（樹皮むき機）

木材関連業者等

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-6744-2293）

