
2020 年 5 月 5 日時点 

ジェトロ・トロント事務所 

 

新型コロナウイルス関連のビジネス向け支援制度 

（カナダ連邦政府） 

 

☆各支援項目名をクリックすると、個別概要の説明ページに移動します。 

 

◇解雇回避と従業員再雇用支援 

■カナダ歳入庁（Canada Revenue Agency） 

・カナダ緊急給与助成制度 (Canada Emergency Wage Subsidy) 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-

wage-subsidy.html 

 

■カナダ雇用・社会開発省（Employment and Social Development Canada） 

・カナダ夏期就業制度の一時的変更 (Temporary changes to Canada Summer Jobs 

program) 

https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/services/funding/canada-summer-jobs.html 

 

◇クレジットへのアクセス 

■カナダ財務省（Department of Finance Canada） 

・カナダ緊急事業口座 (Canada Emergency Business Account) 

https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-

policy/business-credit-availability-program.html#a1 

 

・事業クレジット利用可能プログラム (Business Credit Availability Program) 

https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-

policy/business-credit-availability-program.html 

 

■カナダ国立研究機構（National Research Council Canada） 

・イノベーティブ・スタートアップ支援 (Assisting innovative and early-stage businesses) 

https://nrc.canada.ca/en/research-development/research-collaboration/nrc-

covid-19-programs 

 

■カナダ抵当住宅公社（Canada Mortgage and Housing Corporation） 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-wage-subsidy.html
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・中小企業向けのカナダ緊急商業家賃援助(Canada Emergency Commercial Rent 

Assistance for small businesses) 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-

small-business 

 

 

◇各種税の支払期日延長 

■カナダ歳入庁（Canada Revenue Agency） 

・連邦所得税確定申告の締切延長 (More time to pay income taxes) 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-

update/covid-19-filing-payment-dates.html 

 

・販売税及び関税の 6 月までの支払期日延長 (Deferral of Sales Tax Remittance and 

Customs Duty Payments until June) 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-

update/frequently-asked-questions-gst-hst.html 
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カナダ緊急給与助成制度 

(Canada Emergency Wage Subsidy) 

  

内容 

【概要】 

CEWS（カナダ緊急賃金助成制度）では、対象となる雇用主が 2020 年 3 月 15 日から 6 月 6

日までの期間に従業員に支払う報酬の最大 75％を助成する。具体的には従業員 1 人当たりの助

成額は、以下 1.と 2.のいずれか大きい方の額となる。 

1. 報酬額の 75％（ただし最大で週 847 カナダ・ドル（約 6 万 6,000 円、C ドル、1C ドル

＝約 78 円）） 

2. 報酬額（ただし最大で週 847C ドル）、または当該従業員の（今回の新型コロナウイルス

感染拡大による経済）危機前の報酬額の 75％、のいずれか少ない方 

 

対象となる報酬には、給与、賃金、課税対象給付金などが含まれる。雇用主は、新規雇用者に支

払う給与と賃金についても同様に最大 75％の助成金を受けることができる。 

 

【申請対象者】 

個人や法人、非営利団体。公的機関は対象外。 

 

【申請対象期間および雇用主の申請要件】 

3 月 15 日までさかのぼり、6 月 6 日までの 12 週間 

 

期間１：3 月 15 日～4 月 11 日： 

2020 年 3 月の収入が前年同月比もしくは 2020 年１、2 月の平均に比べ 15%以上減

少していること 

期間２：4 月 12 日～5 月 9 日： 

期間１で申請対象となることもしくは 2020 年４月の収入が前年同月比もしくは 2020 年

１、2 月の平均に比べ 30%以上減少していること 

期間３：5 月 10 日～6 月 6 日： 

期間２で申請対象となることもしくは 2020 年５月に収入が前年同月比もしくは 2020 年

１、2 月の平均に比べ 30%以上減少していること 

 

【注意事項】 

 CEWS では雇用保険（Employment Insurance）や年金（Canada Pension 

Plan, the Quebec Pension Plan,）、ケベック育児保険（Quebec Parental 

Insurance Plan）について、カナダ歳入庁より返金が行われることになった。雇用主は、通



常通り雇用主および従業員の当該費用を引き続き収集、カナダ歳入庁へ送金後、CEWS

に申請すると同時に返金を申請する必要がある。 

 

 既に実施されている労働者への支援策である「カナダ緊急対応給付（Canada 

Emergency Response Benefit：CERB）」（2020 年 3 月 30 日記事参照）との

重複支給を避けるため、CERB 受給期間に再雇用された個人に対して、連邦政府は

CERB の申請の取り消しを求める予定。 

 

 雇用主が 2020 年 3 月 25 日に法制化された新型コロナウイルス対策財政支援措置法の

もとに実施される 10％の賃金助成制度（※）と CEWS の双方へ申請可能な場合、一

般的に CEWS で請求可能な額は、10％の賃金助成制度の額を差し引いた額となる。 

 （※）この制度は、カナダ人が所有・支配する非公開法人（Canadian-Controlled 

Private Corporation）に限定されるため外国資本支配企業は対象外。 

 

【申請方法】  

・カナダ歳入庁のマイビジネスアカウント（My Business Account）および Web ベースのアプリケー

ションを通じて４月 27 日から申請可能。雇用主は、収入の減少従業員への給与の記録を保管する

必要がある。手順詳細は以下リンクを参照。 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-wage-

subsidy/cews-how-apply.html 

 

関連情報 

【カナダ歳入庁の本制度説明ページ】 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/subsidy/emergency-wage-

subsidy.html 
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カナダ夏期就業制度の一時的な変更 

（Temporary changes to Canada Summer Jobs program） 

 

内容 

【概要】 

夏季休暇中の学生の雇用を促す制度、Canada Summer Jobs Program において、これまで各

州の最低時給を限度額として賃金を最大で50％助成してきたところ、最大100％の助成に拡大し、

雇用開始の遅れを見込んで対象期間を 2021 年 2 月まで延長する。 

 

【申請要件】 

・非営利団体、公的機関、民間企業（従業員数 50 名以下）であること 

https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/services/funding/canada-summer-jobs/screening-eligibility.html 

 

【内容】 

・民間および公共部門の雇用主は、従業員の所在する州の最低時給を限度額として最大 100％の

助成が受けられる。 

・雇用の終了日を 2021 年 2 月 28 日まで延長する。 

 

【申請方法】  

・オンライン、対面、郵送 

https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/services/funding/canada-summer-jobs/apply.html 

 

関連情報 

【カナダ雇用・社会開発省の本制度説明ページ】 

https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/services/funding/canada-summer-jobs.html 
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カナダ緊急事業口座 

(Canada Emergency Business Account) 

 

内容 

【概要】 

中小企業や非営利団体に最大 40,000 カナダドルの無利息融資を提供し、収益が一時的に減少

している期間の運営費補填として使用可能。 

 2020 年 3 月 1 日時点で営業を行なっていた 2019 年の総給与が 2 万～150 万カナダ

ドルのカナダの雇用主が利用できる。小規模企業や、非営利団体などのその他の適格な雇

用主が含まれる。 

 CEBA の下では、金融機関は対象となる企業に最大 40,000 ドルの無利息の信用枠を提

供できる。 

 2022 年 12 月 31 日までにローンが返済されると、25％（最大$ 10,000）の返済が免

除される。 

 2022 年 12 月 31 日までにローンが返済されない場合、残りの残高は 5％の金利で 3 年

間の長期ローンに変換される。 

 

【申請要件】  

 借主は、2020 年 3 月 1 日現在稼働しているカナダの事業会社であること。 

 借主は、連邦税登録を行っていること。 

 2019 暦年に借主が支払った給与支出総額が 2 万～150 万カナダドルであること。 

 借主は、貸手となる主要金融機関で取引/運営口座を 2020 年 3 月 1 日以前に開設

後、口座を継続保有し、2020 年 3 月 1 日時点で貸手との間に 90 日以上の滞納がない

こと。 

 借主は以前に本制度を利用したことがなく、他の金融機関で同様の支援申請を行わないこ

と。 

 借主は、事業を継続もしくは再開する意図があること。 

 借主は、カナダ連邦政府またはその代理人が実施する資金調達後の調査に参加することに

同意すること。 

 

【申請方法】  

・取引のある金融機関を通じて申請する。 

関連情報 

【カナダ財務省の本制度説明ページ】 

https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-

policy/business-credit-availability-program.html#a1 

https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/business-credit-availability-program.html#a1
https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/business-credit-availability-program.html#a1


【カナダ連邦政府 CEBA ウェブサイト】 

https://ceba-cuec.ca/ 

 

【申込み・支払い条件の例示（TD 銀行の場合）】 

・ 2020 年 3 月 1 日の時点で有効なビジネス銀行口座が必要 

・ 2022 年 12 月 31 日まで 0％の金利 

・ 2022 年 12 月 31 日まで元本支払の必要なし 

・ 2022 年 12 月 31 日またはそれ以前に残高が全額支払われた場合、最大 1 万カナダドルまで

の返済免除 

 

【カナダ大手６銀行の本制度説明ページ】 

RBC 

https://www.rbc.com/covid-19/business.html 

BMO 

https://www.bmo.com/main/business/covid-19-business-support/ 

CIBC 

https://www.cibc.com/en/business/covid-19/emergency-business-account-

faq.html 

TD 

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/covid-19/small-business-relief/ 

Scotiabank 

https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/scotia-support/latest-

updates/coronavirus-covid-19/business-banking.html 

National Bank 

https://www.nbc.ca/business/important-notices.html  
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事業クレジット利用可能プログラム 

(Business Credit Availability Program) 

 

内容 

【概要】 

資金繰りが悪化しているカナダの中小企業および大企業を対象とした融資制度で、カナダ事業開発

銀行（BDC）およびカナダ輸出開発公社（EDC）を通じて提供される。融資総額は 400 億カナダ

ドル。申請は取引のある金融機関を通じて行う。4 月中旬から提供開始予定。 

 

【申請方法】  

・取引銀行へ申請 

関連情報 

【カナダ財務省の本制度説明ページ】 

https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-

policy/business-credit-availability-program.html 

 

【カナダ大手６銀行の本制度説明ページ】 

RBC 

https://www.rbc.com/covid-19/business.html 

BMO 

https://www.bmo.com/main/business/covid-19-business-support/ 

CIBC 

https://www.cibc.com/en/business/covid-19/emergency-business-account-

faq.html 

TD 

https://www.td.com/ca/en/personal-banking/covid-19/small-business-relief/ 

Scotiabank 

https://www.scotiabank.com/ca/en/personal/scotia-support/latest-

updates/coronavirus-covid-19/business-banking.html 

National Bank 

https://www.nbc.ca/business/important-notices.html  
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イノベーティブ・スタートアップ支援  

(Assisting innovative and early-stage businesses) 

 

内容 

【概要】 

カナダ国立研究機構・工業研究支援制度（National Research Council of Canada 

Industrial Research Assistance Program, 以下 NRC IRAP）はカナダ・イノベーション・科学

経済開発省内イノベーティブ・ソリューションズ・カナダ（Innovative Solutions Canada）と提携し

て、新型コロナウイルス対処に必要な課題の抽出、ソリューション開発への資金提供、当該商品やサ

ービスの購入を開始する。手順は以下のとおり。 

 

 カナダ公衆衛生庁（Public Health Agency Canada）およびカナダ保健省(Health 

Canada)が直面する課題をイノベーティブ・ソリューションズ・カナダが同省ウェブサイトへ投稿

する。 

 NRC IRAP が課題解決の可能性が高い中小企業（従業員数 500 名未満）を対象に、

ソリューションの概念実証を開発するため第１段階の資金提供を行う。 

 NRC IRAP が最高のコンセプトを持つ企業を対象に、実用的なプロトタイプを開発できるよう

第２段階の資金提供を行う。 

 

【申請方法】  

・NRC IRAP へのソリューション登録ページを通じて登録を行う。 

https://nrc.canada.ca/en/support-technology-innovation/covid-19-national-

research-council-industrial-research-assistance-program 

・イノベーティブ・ソリューションズ・カナダの課題投稿に対して提案を行う場合は以下ウェブサイトから登

録を行う。 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/eng/home 

 

関連情報 

【カナダ国立研究機構の本制度説明ページ】 

https://nrc.canada.ca/en/research-development/research-collaboration/nrc-

covid-19-programs 
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中小企業向けのカナダ緊急商業家賃援助 

(Canada Emergency Commercial Rent Assistance for small business) 

 

内容 

【概要】 

対象となる商業用不動産の所有者に、カナダ抵当住宅公社（Canada Mortgage and 

Housing Corporation, CMHC）が免除可能なローン「カナダ緊急商業家賃援助」（Canada 

Emergency Commercial Rent Assistance, CECRA）を提供することで、2020 年 4 月、5

月、6 月の月間、影響を受ける小規模ビジネステナントが支払う家賃を少なくとも 75％削減する。カ

ナダ連邦政府・州および準州政府に代わって CMHC が本制度を管理する。 

 

 CECRA は、2020 年 4 月、5 月、6 月の 3 か月間に影響を受けた中小企業のテナントが

支払う総家賃の 50％をカバーする。 

 不動産所有者は、家賃総額の残り 50％の半分以上に対して責任を負う。（総額の 25％

以上を支払う）。 

 中小企業テナントは、家賃総額の残り 50％の半分以下に対して責任を負う（総額の

25％以下を支払う）。 

 CECRA は、物件の所有者がプログラム終了後の家賃削減額の回収を求めないことを含め、

該当するすべてのプログラムの利用規約に準拠している場合には、返済を免除される。 

 

【対象期間】  

2020 年 4 月、5 月、6 月 

さかのぼって適用可能。 

 

【対象者】  

 不動産所有者 

 カナダにある商業用不動産から賃貸収入を生み出す不動産を所有していること。 

 影響を受ける中小企業のテナントが所在する商業用不動産の所有者であること。 

 商業用不動産抵当とするローンがあり、中小企業のテナントが１社以上占有しているこ

と。（※） 

 2020 年 4 月、5 月、および 6 月の期間において、影響を受ける小規模ビジネステナン

トの家賃を少なくとも 75％削減する家賃削減契約を締結予定もしくは締結済みである

こと。 

 影響を受けるテナントとの家賃削減契約には、2020 年 4 月、5 月、6 月の期間の立ち

退きを要求しない旨の誓約が含まれていること。 

 2018 年および/または 2019 年の納税申告書（個人または法人）で賃貸収入を申



告していること。 

※１ ローンを持たない不動産所有者を対象とする支援策については近日中に公開される。 

 

 中小企業テナント 

 場所ごとに毎月の家賃総額が 50,000 カナダ・ドルを超えないこと（リース契約で定義さ

れていること）。 

 連結ベースで計算された総年間収益が 2,000 万ドルを超えないこと。 

 一時的に営業を停止している（つまり、収益を上げていない）こと、もしくは新型コロナウ

イルス蔓延以前の収益に比べ少なくとも 70％減少していること。（※２） 

※2 収益損失を測定するために、中小企業は2020年の4月、5月、6月の収益を2019

年同月の収益、もしくは 2020 年の 1 月 2 月の収益平均と比較可能。 

 

【申請期限】  

2020 年 8 月 31 日まで 

不動産所有者は、対象期間３カ月の間の申請資格を証明できる場合には期間終了後でも申請可

能。 

 

【留意点】  

不動産所有者は、その期間中小企業のテナントが支払った金額を払い戻す必要がある。承認時に家

賃を徴収している場合は、物件所有者とテナントの双方の同意により、向こう 3 ヶ月以内の家賃（4

月分を 7 月分など）への振替えとすることが可能。  

 

【申請方法】  

資金の支払い方法や申し込み方法などの詳細は最終決定中。申請方法公開の通知を受けるには

以下のウェブサイトへメールアドレスを登録すること。 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-

business 

 

【問い合わせ先】  

カナダ抵当住宅公社 

電話：1-800-668-2642 

メール：CECRA@cmhc.ca 

関連情報 

【カナダ抵当住宅公社の本制度説明ページ】 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-

business 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business


連邦所得税確定申告の締切延長 

(More time to pay income taxes) 

 

内容 

【概要】 

カナダ歳入庁は、全事業者を対象に、2020 年 3 月 18 日～８月 31 日までに支払期日を迎える

所得税法パート 1 に基づく連邦法人所得税の支払い期限を 2020 年９月１日まで延長すると発

表した。当該期間中の未納の所得税分に利息または罰金が科されることはない。 

 

現行課税年度の申告期日：2020 年 6 月 1 日(2020 年 3 月 18 日～6 月 1 日に申告締切日

がある企業に適用) 

 

現行課税年度の支払期日：2020 年 9 月 1 日(2020 年 3 月 18 日～８月 31 日までに支払

期日を迎える所得税法パート 1 に基づく残高及び分割払いに適用) 

 

関連情報 

【カナダ歳入庁の本制度説明ページ】 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/covid-

19-filing-payment-dates.html 

 

 

販売税及び関税の 6 月までの支払期日延長  

(Deferral of Sales Tax Remittance and Customs Duty Payments until June) 

 

内容 

【概要】 

カナダ歳入庁は、自営業者を含む全事業者を対象に、2020 年 6 月 30 日まで、GST / HST（連

邦付加価値税／統合売上税）及び輸入に伴う関税の支払い期日延長を発表した。3 月 27 日か

ら 5 月末までの GST / HST 支払いが対象で、輸入品の GST および関税支払いの場合、3 月、4

月、5 月の未払い額が対象となる。 

 

関連情報 

【カナダ歳入庁の本制度説明ページ】 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-

update/frequently-asked-questions-gst-hst.html 
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【免責条項】 

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、

できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用され

る方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承くだ

さい。行政府からの支援措置、行政措置は変更があり得ますので、最新の内容はご利用される方が

直接、各行政府にご確認されるようお願い致します。 

 


