インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

新型コロナウイルス関連のビジネス向け支援制度・行政命令
（インディアナ州）
☆各支援項目名をクリック頂くと、個別概要のご説明ページに移動することができます。
■ブーン郡
・ 小規模企業向け経済救済基金
（Boone County Small Business Economic Relief Fund）
https://www.betterinboone.org/localresources/sberf/
■フランクフォート市
・小規模企業向け返済免除条件付き融資
（Emergency Relief Forgivable Loan for Small Business）
https://c1aa5d51-b265-4e0d-9f4b5ad86dd32a71.filesusr.com/ugd/9be9da_1d5eeb7b1fef4dd48a6ce7bafcab854d.pdf
■フロイド郡
・コミュニティ＆文化的活動向け融資
（Community and Cultural Relief Loan Program）
https://1si.org/covid-19-emergency-small-business-loan-program/
■インディアナポリス都市圏
・インディアナポリス芸術文化救済基金
（Indy Arts & Culture COVID-19 Emergency Relief Fund）
https://1si.org/covid-19-emergency-small-business-loan-program/

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

ブーン郡・小規模企業向け経済救済基金
（Boone County Small Business Economic Relief Fund）

実施主体

施策

ブーン郡経済開発公社

融資

ウェブサイト

https://www.betterinboone.org/localresource
s/sberf/
概要



ブーン郡に拠点を置く小規模民間企業向けの低金利融資。



企業は、融資を受けている期間及び終了後も、ブーン郡経済開発公社の支援プラットフォームで特集される。



ブーン郡経済開発公社の小規模企業支援課と融資期間に年一度の対面での面談及び、四半期ごとに電
話/テレビで面談をし、個別ビジネス相談が可能である。さらに融資の受給者は新型コロナウイルスによる影響
と活用できるチャンスについてビジネスコーチの資格を持つ人物と 30 分の無料相談を受けることができる。

施策の要点
【支給対象】


ブーン郡経済開発公社及びインディアナ州において優良企業であること



インディアナ州州務長官へ登記がされていること

【低利融資の内容】


最大 10,000 ドル



金利・返済期間： ①24 カ月以内の小口融資/無利子 ②60 カ月以内の小口融資/2.75%

【提出書類】


事業計画概要写し



2018 年度と 2019 年度の損益計算書写し



貸借対照表の写し



希望する貸付期間 (上記①か②)



融資を希望する理由および融資の使い道についての説明

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

対象企業・団体に関わる要件
法人形態

法人歴

売上高

従業員数

民間企業

2 年以上

なし

30 名以下

申請に関わる情報
【申込プロセス】
すべての応募者は経済開発担当者とテレビ会議にてビジネス、具体的な融資額及び最も被害を受けている点につ
いて話し合いの後、内部での審査を経て結果が通知される。
【申請リンク】

https://www.betterinboone.org/localresources/sberf/sberfapplication/

留意事項


なし

問い合わせ先
【ブーン郡経済開発公社/Rachel】

Rachel@betterinboone.org

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

フランクフォート市 小規模企業向け返済免除条件付き融資
（Emergency Relief Forgivable Loan for Small Business）
実施主体

施策

ウェブサイト

フランクフォート再開発委員 返済免除条件付き融
会/フランクフォート市

資

https://c1aa5d51-b265-4e0d-9f4b5ad86dd32a71.filesusr.com/ugd/9be9da_1d5
eeb7b1fef4dd48a6ce7bafcab854d.pdf
概要

・フランクフォート市に拠点を置く、新型コロナウイルスにより売上損失の影響を受けた小規模民間企業が対象の融
資。

施策の要点
【支給対象】


フランクフォート市 TIF 地区に拠点があること



緊急令によって著しく影響を受けた証明ができること



固定資産税が抵当権を行使されていないこと、起訴されていないこと



チェーン店でないこと

【条件付き返済免除融資の内容】


最大 2,000 ドル



12 カ月後に対象地域での営業が維持されている場合は返済免除

【融資の用途】


賃料、保険料、税金の支払いおよび認められたビジネスの運営資金

【提出書類】



W-9
2019 年度と 2020 年度(年度初めから直近まで)の損益計算書

対象企業・団体に関わる要件
法人形態

法人歴

売上高

従業員数

民間企業

6 ヵ月以上

なし

5 名以下

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

申請に関わる情報
【申請期間】


2020 年 4 月 13 日～2020 年 7 月 1 日 (先着順に選考)

【申請リンク(*企業代表者が申し込むこと)】

https://c1aa5d51-b265-4e0d-9f4b5ad86dd32a71.filesusr.com/ugd/9be9da_0a1716b049ea4b519f09224408a1e37e.pdf

留意事項


なし

問い合わせ先
【フランクフォート再開発委員会】

mainstreet@accs.net

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

コミュニティ＆文化的活動向け融資
（Community and Cultural Relief Loan Program）
実施主体

施策

フロイド郡シーザーズ基金

リボルビング融資

ウェブサイト

https://1si.org/covid-19-emergency-smallbusiness-loan-program/
概要

フロイド郡シーザーズ基金がサザンインディアナ・コミュニティ財団とフロイド郡の商工会議所であるワン・サザンインディ
アナが協力して提供する、新型コロナウイルスの影響を受けた地域のサービス業を対象にした融資。

施策の要点
【支給対象】


クラーク郡、フロイド郡に拠点があること。ただし本社である必要はない。



レストラン・バー・娯楽施設・服飾店・美容院・小売店。ただしチェーン店・フランチャイズ店は除く。

【融資の内容】


融資金額：2,500 ドル～2 万 5,000 ドル



返済期間：2020 年 10 月 1 日から 60 カ月間



金利：無利子



担保：1 万 5,000 ドル以上の融資希望の場合は個人保証が必要

【返済滞納について】
月々の返済は融資手続きの際に決められる締め切り日に ACH 送金を通して行われる。
ワン・サザンインディアナが月々の融資の返済について担当し、送金が受理できなかった場合は返済滞納となる。

対象企業・団体に関わる要件
法人形態

法人歴

売上高

従業員数

サービス業

なし

なし

50 名以下

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

申請に関わる情報
【申請期間】
2020 年 4 月 23 日～5 月 1 日（午後 5 時）
【審査期間】
2020 年 5 月 1 日～5 月 8 日
【申請方法】
申込用紙と関係書類を電子媒体で送付すること。

https://1si.org/app/uploads/2020/04/CFFC-Community-and-Cultural-Relief-LoanApplication-Round-Two-.pdf

留意事項


なし

問い合わせ先
【ワン・サザンインディアナ/Lisa Brooking】
lisab@1si.org

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

インディアナポリス芸術文化救済基金
（Indy Arts & Culture COVID-19 Emergency Relief Fund）
実施主体
インディアナポリス芸術協議
会

施策

ウェブサイト

補助金

https://indykeepscreating.org/apply/

インディアナポリス芸術協議会が主体となって設立された、新型コロナウイルスの影響を受けた芸術家のための補助
金。個人活動を行う者、中小規模の芸術・文化系の非営利団体に従事するスタッフが対象となる。
施策の要点
【支給対象】


1. 次のいずれかの分野に携わる芸術家 (音楽、文学、ダンス、視覚芸術、メディア)
2. 中小規模の芸術・文科系非営利団体のスタッフ (団体の予算が 2 万ドル～5 万ドルの間)



マリオン郡か周辺の郡に居住していること

【補助金の内容】


第一段階 (現時点)：一律 500 ドル



30 日毎に 1 度の申請が可能。つまり、30 日の間隔を空けて 2 回以上申請することが可能。

【申請書類】


500 ドル以上の損失を示す書類 (イベント、プロジェクトの中止、組織の閉鎖など)



2 年以上の活動実績を確認できる書類

【優先対象】


現在非常に救済を要する者



健康保険・病気欠勤日を持たない者



少なくとも収入の 40%を芸術活動により得ている者

対象企業・団体に関わる要件
法人形態
非営利団体、個人

法人歴
2 年以上の活動
実績

売上高

従業員数

なし

1 名以上

インディアナ州

2020 年 4 月 30 日時点

申請に関わる情報
【申請期間】
現在申請受付中
【申請方法】
下記リンクより申請フォームをオンライン上で記入し、申請をする。

https://indyarts.formstack.com/forms/covid_19_relief_fund

留意事項


なし

問い合わせ先
【インディアナポリス芸術協議会】
indyarts@indyarts.org

【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。

