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コロナ関連の助成金

現在募集中の助成金の申請期限は？ 

助成金等の名称 概要 申請期限 

雇用調整助成金 

事業活動の縮小を余儀なくされた場合、休業手

当などの一部を助成 

出向により雇用を維持した場合も受給可能 

支給対象期間の末日（毎月の

賃金締日）の翌日から 2 ヶ月 

現行の特例措置は 11 月末まで継続 

コールセンター 0120-603-999 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

【縮小】新型コロナウ

イルス感染症対応休業

支援金・給付金

休業期間中賃金が支払われない中小企業の従業

員に、日額最大 11,000 円※を支給 
※2022 年 10 月・11 月は日額最大 8,800 円

7～9 月の休業→12 月末 

10 月・11 月の休業 

→2023 年 2 月末

現行の特例措置は 11 月末まで継続 

コールセンター 0120-221-276 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

【拡充】 

産業雇用安定助成金 

在籍出向による雇用の維持、人材活用を支援 

出向元・先双方に出向中の費用、初期費用、出向

復帰後の訓練（off-JT）を助成 

10 月以降は出向元の人数上限を撤廃 

出向開始の前日（可能であ

れば 2 週間前）までに 

計画届を提出 

支給期間は 2024 年 3 月末まで継続

コールセンター 0120-603-999 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

トライアル雇用助成金

コロナ離職者（シフト減で実質的に離職状態の者

も含む）の試行雇用期間（3 ヶ月）に月額 4 万円

／人（短時間労働者は 2.5 万円）を助成

トライアル雇用開始日から

2 週間以内に 

実施計画書を提出 

都道府県労働局またはハローワーク https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html

助成金等の名称 概要 申請期限 

新型コロナウイルス感染症 

生活困窮者自立支援金 

緊急小口資金・総合支援資金を借り終えた場合

に、単身世帯 6 万円、二人世帯 8 万円、三人以上

世帯 10 万円を 3 ヶ月間支給 

12 月末まで 

コールセンター 0120-46-8030 https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html 

住宅確保給付金 支給が終了した方に、3 ヶ月間再支給 12 月末まで 

コールセンター 0120-23-5572 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html 

雇用を維持・促進するための助成金等 

新型コロナウイルス感染症に伴う支援策について、概要と申請期限を一覧にをまとめました。縮小・

終了予定の制度、リニューアルされた制度もございます。今一度、内容や期日をご確認ください。 

この一覧は、2022 年（令和 4 年）10 月 13 日時点の各省庁の公開情報をもとに作成しています。 

暮らしを応援する助成金等 

社会保険労務士法人We will

社会保険労務士法人We will
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助成金等の名称 概要 申請期限 

事業再構築補助金※ 

通常枠：従業員数等に応じ、最大 8,000 万円 

引き続き業況が厳しい事業者等を対象とした回

復・再生応援枠や、原油価格・物価高騰等緊急

対策枠（緊急対策枠）、グリーン成長枠などの特

別枠もあり 

第 8 回 公募開始 

2023 年 1 月 13 日まで 

事業再構築補助金事務局 0570-012-088 https://jigyou-saikouchiku.jp/ 

NEW! イベント割 

ワクチン 3 回接種者または検査陰性者（オンラ

イン参加を除く）を対象に、イベント等のチ

ケットを 2 割相当分（上限 2,000 円）割引

2022 年 10 月 11 日～ 

2023 年 1 月 31 日開催の 

イベントが対象

イベント主催者・参加者専用窓口 0570-005-272 https://wakuwari.go.jp/ 

J－LOD（3）補助金 開催支援 ビジネスモデル革新枠 上限 1 億円 最終締切 10 月 28 日
予算に到達したら期限前でも終了

J-LOD 補助金事務局 0120-071-963 https://j-lodr3.jp/subsidy3/

がんばろう！商店街事

業（旧 Go To 商店街事業） 

イベント実施、Web 制作、商品開発等を支援

単独は 400 万円、2 者連携は 800 万円上限など

実施期間：

2022 年 12 月 10 日～2023 年 1 月 31 日 

事業実施に同意を得た都道府県が対象

公募期間： 

10 月 17 日～11 月 7 日 

事務局 0120-339-510 https://gotoentry.meti.go.jp/ 

NEW! 全国旅行支援 

ワクチン 3 回接種※または検査陰性者を対象に

 旅行商品 40％割引（宿泊の場合 1 泊当たり

上限 8,000 円、それ以外は上限 5,000 円）

 クーポン券 平日 3,000 円、休日 1,000 円

※都道府県によっては、県内旅行はワクチン 2 回接種で利用可能

対象期間：10 月 11 日※ 

～12 月下旬（予定） 

※東京都は 10 月 20 日～

都道府県別のコールセンター一覧 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001514202.pdf 

スーパー低利・無担保融資

新型コロナウイルス感

染症特別貸付 

新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に業

況悪化している事業者を対象に、個人事業・小

規模事業者は 6,000 万円、中小企業は 4 億円を

限度に無担保＋融資後 3 年間低利で貸付け 

随時受付 

日本政策金融公庫 0120-154-505 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html 

※ GビズIDプライムのIDが必要です。ID発行までに2～3週間かかります。https://www.jgrants-portal.go.jp/

政府による企業向け支援策及び業種別支援策は、以下のサイトでもご確認いただけます。 

 文化庁「新型コロナウイルスの影響を受ける文化芸術関係者に対する支援情報窓口」

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html 

 農林水産省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者への支援策」

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 

 国土交通省「新型コロナウイルス感染症について 各種事業者のみなさまへ」運輸・建設・観光・不動産

https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html#jigyo 

 経済産業省「新型コロナ対策サポートナビ（ミラサポ plus）」https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/

 経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策」

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

事業活動を維持するための助成金等 

社会保険労務士法人We will

社会保険労務士法人We will


