メリーランド州

2020 年 4 月 28 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
（メリーランド州）

☆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。
■メリーランド州
・メリーランド州経済支援相談窓口（Maryland Business Relief Wizard）
https://reliefwizard.net/
・メリーランド州芸術評議会 緊急補助金（MSAC Emergency Grants for Arts Organizations）
https://www.msac.org/press-release/msac-opens-emergency-grants-arts-organizationsand-independent-artists
・メリーランド州農業資源産業開発公社融資基金プログラム（MARBIDCO Loan Programs）
http://www.marbidco.org/_pages/programs_loans/loan_programs_palpf_1.htm

■プリンスジョージ郡
・プリンスジョージ郡 COVID-19 ビジネス救済融資（Prince George’s County COVID19 Business
Relief Fund）
https://www.pgcedc.com/covid-business-fund-2020

■フレデリック郡
・フレデリック郡 経済影響調査（Economic Impact Survey for Frederick County）
https://www.surveymonkey.com/r/FrederickCountyEconomicImpactSurvey

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

メリーランド州経済支援相談窓口
（Maryland Business Relief Wizard）
実施主体

施策

ウェブサイト

州政府

相談窓口

https://reliefwizard.net/

概要
メリーランド州は、数あるビジネス向け支援策のうち、申請者ごとに適切な制度情報を提供できるオンラインツールで
ある「メリーランド州経済支援相談窓口（Maryland Business Relief Wizard）」を提供している。

施策の要点
以下の利用規約を読んで同意し、簡単なビジネス上の情報に関するアンケートに記入。回答が送信された後、申
請者に適合するプログラムとリソースに関する情報リストが届く。
【利用規約】


この相談窓口は、COVID-19 で損害を受けた事業者を救済するために確立された様々なビジネス支援プロ
グラムを検索する上で活用できるツール。



特定のプログラムに申し込むには、当該プログラムの Web サイトから申し込む必要がある。



このツールの使用は資金確保を保証するわけではなく、あくまで申請者に適合するプログラムを提案するツー
ル。



各支援プログラムを主管する州行政機関が申請企業の適合性を決定する。



このオンラインツールの更新は定期的に行われているが、救済プログラムや州、連邦、地方の法律は常に変化
しているため、このツールがすべての最新情報を網羅しているわけではない。



なお、ウェブ内で共有された情報は、システム改善のためにメリーランド州の行政機関の間で共有される場合が
ある。

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

なし

なし

なし

1 名以上

申請に関わる情報
なし

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

留意事項
なし

問い合わせ先
メリーランド州の COVID-19 情報ビジネスリソースサイトにて州内企業が活用できる情報が参照可能：
https://govstatus.egov.com/md-coronavirus-business
質問に関してはこちらの E メールにお問い合わせください：
secretary.commerce@maryland.gov
また日系企業は下記にも英語で問い合わせ可能です：
担当者：Felicia Pullam
E メール：felicia.pullam@maryland.gov
電話：410-371-2936

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

メリーランド州芸術評議会 緊急補助金
（MSAC Emergency Grants for Arts Organizations）
実施主体

施策

ウェブサイト
https://www.msac.org/press-release/msac-

メリーランド州芸術評議会

補助金

opens-emergency-grants-arts-organizationsand-independent-artists
概要

メリーランド州立芸術評議会（The Maryland State Arts Council：MSAC）は、COVID-19 の緊急事態
に対応し、芸術組織及び芸術家に緊急補助金プログラムを創設した。詳細なガイドラインや申請条件等はこちらの
URL から入手可能。
https://www.msac.org/grants/emergency-grant

施策の要点


MSAC 緊急補助金の対象企業・団体となるには、以下のいずれかの支援策について受給資格が無いことの
証明を、これら支援策に申請した場合は申請結果を提出する必要がある：





US Small Business Association Disaster Relief Loan



Maryland Small Business COVID-19 Emergency Relief Loan Fund



Maryland Small Business COVID-19 Emergency Relief Grant Fund

MSAC 緊急補助金の対象となる個人アーティストに関しては、失業保険が無いことの証明、または失業保険
を全て償却したことの証明を提出する必要がある（パンデミック緊急失業補償とパンデミック失業援助を含
む）。



もしくは失業保険が緊急事態宣言の影響で起きた損失を補填できていない事を証明する必要がある。

対象企業・団体に関わる要件
法人形態
芸術組織、
個人アーティスト

法人歴

売上高

従業員数

なし

なし

1 名以上

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

申請に関わる情報
補助金申請書は、下記リンクを通じて芸術組織や個人アーティストが利用可能：
https://marylandarts.smartsimple.com/s_Login.jsp
申請は提出後に審査される。なお、この緊急補助金は、割り当てられた資金が枯渇するまで、会計年度を通じて
授与される。承認から支払いまでの期間は約 90 日かかる場合がある。

留意事項


補助金のための資金が限られているため、他の救援資金ではニーズを満たせないアーティストや組織に優先的
に給付される。



このため、申請者は州および連邦が提供する救済資金にも申請している場合、それが受け入れられたか、拒
否されたか、または不適格であると判断された証拠を提示することが求められる。
問い合わせ先

Dana Parsons
Director, Grants and Professional Development
E メール: dana.parsons@maryland.gov
電話: 410.767.6557
メリーランド州の COVID-19 情報ビジネスリソースサイトにて州内企業が活用できる情報が参照可能：
https://govstatus.egov.com/md-coronavirus-business
質問に関しては下記 E メールにお問い合わせください：
secretary.commerce@maryland.gov
また日系企業は下記担当者にも英語で問い合わせ可能：
担当者：Felicia Pullam
E メール：felicia.pullam@maryland.gov.
電話：410-371-2936

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

メリーランド州農業資源産業開発公社融資基金プログラム
（MARBIDCO Loan Programs）
実施主体
メリーランド州農業資源産業
開発公社

施策

ウェブサイト

融資（ローン）

http://www.marbidco.org/_pages/programs_loans/l
oan_programs_palpf_1.htm
概要

・

メリーランド州農業資源産業開発公社（MARBIDCO）は、メリーランド州の食品および繊維生産者、収穫
業者、一次加工業者が COVID-19 による影響に対応することを支援する融資基金プログラムを設立。

・

受給資格者は有利な条件で運営のための資本や設備購入のための低コストのローンの利用が可能となる
（設備投資への最大融資額は$10,000 で、運転資金の最大金額は$3,000。複数の目的を対象にした
合計最大融資額は：$10,000）。

・

すべての融資返済を終えた借主は、借入金額の 10％を補助金として受け取り可能。

・

運営のための資本（Working Capital）には例えば次のものが含まれる：種、肥料、プラスチックカバー、手
作業の道具、広告宣伝費、および雇用された労働力。有形設備には、動力機付き機材、車両、業務用厨
房設備、エンジンの交換、冷却ユニットなど、通常の償却期間が 7 年以上の設備が含まれる。
施策の要点

・

最小/最大融資金額：$2,500 / $10,000（注：運営のための資本に充てる場合は最大$3,000）

・

借主の株式要件：なし。但し、申請企業は現在適格企業として運営されていることを証明する必要がある。

・

主要事業主の最小クレジットスコア：620

・

金利：3.75％

・

融資組成手数料：なし

・

融資の条件：2020 年 8 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までは利息のみの返済。その後 12 ヵ月～
36 ヵ月の期間で融資（利息+元本）の返済。すべての返済を終えた借主は、借入金額の 10％を補助金
として受け取ります。

・

商業金融機関の関与：直近の関連する銀行の当座預金明細書の写し

・

担保の要否：不要

・

個人保証：必要。事業体に対して行われるすべての融資は、事業主によって個人的に保証されなければな
らない。

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

メリーランド州

メリーランドの農業
または資源ベースの企業

2020 年 4 月 28 日時点

なし

なし

1 名以上

申請に関わる情報
下記のうち、いずれか 1 つの方法で申請が可能：
1.

申請書は 5 月 31 日まで（または利用可能な資金がなくなるまで）提出を受け付け。

2.

申請書に手書き記入と署名をし、申請書と必要なすべての書類をスキャンし、以下 E メールアドレスに送信：
Info@marbidco.org

3.

申請書に電子記入とデジタル署名をし、署名された申請書と必要なすべての書類の電子コピーを下記へ E メ
ールで送信：Info@marbidco.org

4.

申請書と書類を印刷し、手書き記入と署名をした後、申請書と必要なすべての書類を次のアドレスに郵送：
MARBIDCO Attn: Pandemic Adjustment Loan Fund 1410 Forest Drive, Suite 21
Annapolis, Maryland 21403
※ 郵便は MARBIDCO のオフィスにて週に 1～2 回の確認となるため要注意。申請は、郵便が開封された
日が受領日とみなされるため、申請書の処理が遅れる可能性がある。
※ 申し込みは先着順で審査される。

【各種書類のフォーム】
・申請書
http://www.marbidco.org/_application_forms/loans/_covid_19/Pandemic_Adj_Loan_App_
4-4-20.pdf
・インストラクション
http://www.marbidco.org/_application_forms/loans/_covid_19/Instructions_4_2020.pdf
・バランスシート
http://www.marbidco.org/_application_forms/loans/_covid_19/New_Attachment_1_Balan
ce_Sheet.pdf
・収入証明
http://www.marbidco.org/_application_forms/loans/_covid_19/New_Attachment_2_%20I
ncome_Statement.pdf

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

留意事項


受給資格者は現時点で実質的な方法で企業を運営している必要がある（農業、林業、水産養殖、一次
食品、繊維業者）。なお、関連事業以外での利用は認められていない。



申請書は 5 月 31 日まで（または利用可能な融資用資金がなくなるまで）提出可能。
問い合わせ先

E メール: Info@marbidco.org
郵送住所： MARBIDCO Pandemic Adjustment Loan Fund, 1410 Forest Drive, Suite 21,
Annapolis, MD 21403
また日系企業は下記にも英語で問い合わせ可能：
担当者：Felicia Pullam
E メール：felicia.pullam@maryland.gov.
電話：410-371-2936

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

プリンスジョージ郡 COVID-19 ビジネス救済融資
（Prince George’s County COVID19 Business Relief Fund）
実施主体

施策

ウェブサイト

プリンスジョージ郡

融資（ローン）

https://www.pgcedc.com/covid-business-fund2020
概要

・

プリンスジョージ郡 COVID-19 ビジネス救済融資は、COVID-19 の影響を受けた企業に財政支援を目的と
する。救済融資は、給与、仕入先、家賃、固定負債の支払い、およびその他のビジネスに不可欠な運転資
金を支えるために使用することができる。

・

10 万ドルを上限に、最大 6 ヵ月の給与と運転費用が融資される。
施策の要点

【資格、対象企業】


プリンスジョージ郡に主要な事業所または施設がある中小企業。



米国中小企業局による中小企業の定義を満たしている



新規ビジネスベンチャーは対象外



営利事業体である

【融資概要】


3 年満期で利息率が 3.75％



融資額の上限は 10 万ドル



元利金の返済を 12 ヵ月間延期することが可能

【小規模企業向け補助金】


郡内の小規模企業に対しては、10 人以上の場合最大 1 万ドル、10 人未満の場合最大 5,000 ドルの補
助金の選択肢もある。

対象企業・団体に関わる要件
法人形態
メリーランド州プリンスジョージ
郡に拠点を置く

法人歴

売上高

従業員数

なし

なし

1 名以上

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

営利中小企業

申請に関わる情報
【申請料】 無料
【申請期間】4 月 13 日から 5 月 15 日まで申し込み可能。
【申請用リンク】https://covid19relieffund.princegeorgescountymd.gov/


申請するには、「オンラインで申請を開始」を選択してオンライン申請を完了。



次回参照のために申請番号を控え、サイトから移動するときは申請書を保存すること。



申請を完了できない場合は、申請 ID 番号を使用して申請作業を再開することが可能。



申請書を提出する前に、必要な書類をダウンロードして記入すること。



ポータル内で必要なすべての書類を添付すること。



申請書提出後は、変更や追加の書類添付は不可。



不完全な申請書は考慮されあいため、要注意。

留意事項


プリンスジョージ郡はパートナーシップのための取り組みを調整しており、これによりさらに 90 万ドルの助成金が
提供される：Read more



郡は時間給従業員救済基金を設立。同基金は、時給 19 ドル未満の時間給労働者が解雇された場合に
利用可能：Read more

問い合わせ先
【よくある質問】
https://docs.google.com/document/d/1dvRiKBtGMdCb364WEWd-lS_rUl2VYXs4xRzxMpJygM/edit
質問がある場合は、「フィードバック」ボタンを選択するか、下記に E メールください：
pgccovidrelief@co.pg.md.us
【メリーランド州の COVID-19 情報ビジネスリソースサイト】

メリーランド州

州内企業に関する追加情報が参照可能：
https://govstatus.egov.com/md-coronavirus-business
【州政府問合せ先】
secretary.commerce@maryland.gov
または日系企業は下記にも英語で問い合わせ可能：
担当者：Felicia Pullam
E メール：felicia.pullam@maryland.gov
電話：410-371-2936

2020 年 4 月 28 日時点

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

フレデリック郡 経済影響調査
（Economic Impact Survey for Frederick County）
実施主体

施策

フレデリック郡

調査

ウェブサイト
https://www.surveymonkey.com/r/FrederickCounty
EconomicImpactSurvey
概要

・

フレデリック郡全体のビジネスが、コロナウイルス（COVID-19）に関連する大きな影響を受けているなか、郡
内の企業または非営利団体のニーズを理解するために、アンケート調査を実施中。

施策の要点
【回答方法】
下記の URL からオンライン回答フォームに必要事項を入力して提出。
https://www.surveymonkey.com/r/FrederickCountyEconomicImpactSurvey


個別の回答は公開されない。



収集された情報は、郡全体の経済的損害の範囲を分析および予測するために使用される。



調査結果は公開される場合がある。



回答者には、フレデリック郡経済開発局および支援機関から、支援策関連の情報を受け取ることができる。

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

企業・非営利団体

なし

なし

1 名以上

申請に関わる情報


なし

留意事項


なし

メリーランド州

2020 年 4 月 28 日時点

問い合わせ先
【メリーランド州の COVID-19 情報ビジネスリソースサイト】
州内企業に関する追加情報が参照可能：
https://govstatus.egov.com/md-coronavirus-business
【州政府問合せ先】
secretary.commerce@maryland.gov
または日系企業は下記にも英語で問い合わせ可能：
担当者：Felicia Pullam
E メール：felicia.pullam@maryland.gov
電話：410-371-2936

【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。

