
ニュー・ブランズウィック州                          2020 年 6 月 11 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 

（ニュー・ブランズウィック州） 

 

☆各支援項目名をクリック頂くと、個別概要の説明ページに移動します。 

 

○補助金 

（１）500 カナダ・ドル以上１万カナダ ・ドル未満 

■ニュー・ブランズウィック州政府 

・地域投資基金新型コロナウイルス対応救済（Community Investment Fund COVID-19 

Relief） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/regional_development/services

/services_renderer.201492.Community_Investment_Fund_(CIF)_.html 

 

○融資制度 

（２）10 万カナダ ・ドル未満 

■ニュー・ブランズウィック州政府 

・ニュー・ブランズウィック中小企業緊急運転資本プログラム（NB Small Business Emergency 

Working Capital Program） 

https://www.cbdc.ca/en/gnb-small-business-emergency-working-capital-program 

 

（３）10 万カナダ・ドル以上 100 万カナダ ・ドル未満 

■オポチュニティーズ・ニュー・ブランズウィック（投資誘致公社） 

・オポチュニティーズ・ニュー・ブランズウィック新型コロナウイルス対応運転資本融資（Opportunities 

NB’s COVID-19 Working Capital Loans） 

https://onbcanada.ca/covid19-working-capital-loans-new-brunswick/ 

 

 

○雇用維持政策 

■ニュー・ブランズウィック州政府 

・従業員の無給休暇（Unpaid Leave for Employees） 

https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/104952/formats/116959/do

wnload 

 

 

 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/regional_development/services/services_renderer.201492.Community_Investment_Fund_(CIF)_.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/regional_development/services/services_renderer.201492.Community_Investment_Fund_(CIF)_.html
https://www.cbdc.ca/en/gnb-small-business-emergency-working-capital-program
https://onbcanada.ca/covid19-working-capital-loans-new-brunswick/
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/104952/formats/116959/download
https://publications.saskatchewan.ca/api/v1/products/104952/formats/116959/download


ニュー・ブランズウィック州                          2020 年 6 月 11 日時点 

 

 

○支払い猶予等 

■ニュー・ブランズウィック州政府 

・既存のローンの金利と元金の繰り延べ（Deferring interest and principal payments on 

existing loans） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/gateways/for_business/covid19.html 

 

・事業者向け固定資産税延滞金免除プログラム（Business Property Tax Penalty Relief 

Program） 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/services/services_rend

erer.201508.Business_Property_Tax_Penalty_Relief_Program.html 

 

・ワークセーフ NB の保険料支払い期限延期（WorkSafeNB ‘s premium payment deferral） 

https://www.worksafenb.ca/about-us/news-and-events/news/2020/as-we-face-

the-global-pandemic-of-covid-19-worksafenb-defers-premium-payments-for-three-

months-with-qa/ 
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地域投資基金新型コロナウイルス対応救済 

（Community Investment Fund COVID-19 Relief） 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ニュー・ブランズウィック州 補助金 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departm

ents/regional_development/services/services_r

enderer.201492.Community_Investment_Fund

_(CIF)_.html 

 

                

概要  

 ニュー・ブランズウィック州政府が地域投資基金（CIF）に新しいカテゴリーを設け、州内非営利団体や地方

自治体が新型コロナウイルスの影響を受けている場合に補助金を支給する。 

                

施策の要点 

 中小の非営利団体や地方自治体に対し最低 500 ドルから最高 10,000 ドルの補助金を支給する。 

 支援対象 

 フェスティバル、全国イベント、ボランティア表彰イベント、コミュニティの成長を目的とした行事を主催す

る地方自治体や非営利コミュニティベースの組織。 

 本支援がなければ他の方法では進められないプロジェクト。 

 

 

               

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  

州内非営利組織 

/地方自治体 
なし なし  なし  
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申請に関わる情報  

 ウェブサイト（https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/rdc-

sdr/pdf/cif_application_secured-e.pdf）から申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ以下の

問い合わせ先まで郵送、ファクス、メールのいずれかで申請を行う。 

 

               

留意事項  

 申請者は、プロジェクトが CIF の目的の 1 つに直接リンクしていることを証明する必要があり、州から他のいかな

る資金提供も受けてはならない（学生に対する SEED の資金を除く）。 

 新型コロナウイルス救済カテゴリーの場合、非営利組織は、新型コロナウイルス感染拡大によって組織の生存/

持続可能性がどのように悪影響を受けているか、他の政府プログラムをどのように利用したか（または利用でき

なかったか）を示す必要がある。 

                

問い合わせ先  

【地域開発公社・地域投資基金】  

郵送：Chancery Place, Floor: 3, P. O. Box 6000, Fredericton, NB, E3B 5H1 Canada 

電話：1-506-453-2277 

メールアドレス：RDC-SDR@gnb.ca 

ファクス：1-506453-7988 

ウェブサイト：

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/regional_development/contacts/dept_

renderer.172.html#contacts 
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ニュー・ブランズウィック中小企業緊急運転資本プログラム 

（NB Small Business Emergency Working Capital Program） 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ニュー・ブランズウィック州、 

地域事業開発公社 
融資 

https://www.cbdc.ca/en/gnb-small-

business-emergency-working-capital-

program 

 

                

概要  

 新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業への最大 10 万ドルまでの運転資本を融資する。 

                

施策の要点 

 対象企業 

 従業員雇用人数が 1―49 名で、直近の会計年度の売上高が 1,000 万ドル未満の営利企業。  

 新型コロナウイルス感染拡大の結果、2020 年 3 月 15 日以降に事業に悪影響があり、感染拡大

収束後も事業存続の合理的な計画または見込みがある企業。 

 法人、所有者、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、または First Nation 企業。  

 Service NB に事業登録され、ニューブランズウィックで主な事業拠点を有する企業。 

 事業が法人の場合、法人は 2020 年 1 月 1 日時点で健全な状態であること。  

 新型コロナウイルス感染拡大以前は、金融機関および政府送金で健全な状態を維持し、破産や滞

納履歴がないこと。 

 金融機関と連邦政府の支援制度への申込を既に検討したこと。 

 2020 年 3 月 15 日の時点で流動性またはその他の財務上の問題がないこと。 

 公的情報源から直接または間接的に実質的に資金を調達している事業に従事していないこと。 

 施設や資産の賃貸や融資を受けている場合は、2020 年 3 月 1 日時点までで支払いが遅延してい

ないこと。 

 金利：年間 4％（6 か月後）  

 ローンの償却 ：最初の 6 か月間に利息を支払う必要はなく、7〜12 か月に利息の支払いが必要になる。元

金と利息の支払いは 13 か月目から開始する。 
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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  

自営業者・事業者 

2020 年１月 1

日時点で操業して

いること。 

1000 万カナダドル未満 50 人未満 

  

               

申請に関わる情報  

 ウェブサイト（https://www.cbdc.ca/en/gnb-small-business-emergency-working-capital-

program）から居住地域の地域事業開発公社（Community Business Development 

Corporations、CDBC）を選択し申し込む。 

 

               

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【地域事業開発公社の各地域】  

https://www.cbdc.ca/en/find-my-cbdc/nb 
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オポチュニティーズ・ニュー・ブランズウィック新型コロナウイルス対応運転資本融資 

（Opportunities NB’s COVID-19 Working Capital Loans） 

実施主体  施策  ウェブサイト  

オポチュニティーズ・ニュー・ブ

ランズウィック（NB 州投資

誘致公社） 

融資 
https://onbcanada.ca/covid19-working-capital-

loans-new-brunswick/ 

                

概要  

 新型コロナウイルスの影響を受けた州内企業に対し 10 万ドルを超え、最大 100 万ドルまでの運転資本を融

資する。 

                

施策の要点 

 対象企業 

 ニューブランズウィックを拠点とし、少なくとも 24 か月間営業していて、新型コロナウイルス感染拡大前

の事業状態を開示するため財務諸表をｇ有していること。 

 新型コロナウイルス感染拡大前に、金融機関との関係が良好であり、政府送金も延滞することなく行

われており、破産や滞納の履歴がないこと。 

 金利： 4％ 

 ローンの償却 ：利息支払いが融資開始日から 6 か月繰り延べされる。7〜12 か月に利息のみの支払い。

12 か月後から 48 回の元本と利息の混合支払いで償却する。償却期間最長 5 年。 

 

 

 

               

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  

州内事業者 
申請時に少なくとも 24

ヵ月営業していること 
なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 E メール（nav@navnb.ca）もしくは電話（1-833-799-7966）で申し込む。 

https://onbcanada.ca/covid19-working-capital-loans-new-brunswick/
https://onbcanada.ca/covid19-working-capital-loans-new-brunswick/
mailto:nav@navnb.ca


ニュー・ブランズウィック州                          2020 年 6 月 11 日時点 

 

 融資の承認は、既存の ONB 承認プロセスと、事業計画の実施可能性および融資返済能力の評価に関

するポリシーに基づいて行われる。 

 

 

               

留意事項  

 従業員のいない企業（所有権、パートナー、または企業）、上場企業は対象外。 

                

問い合わせ先  

【オポチュニティーズ・ニュー・ブランズウィック】  

E メール：nav@navnb.ca 

電話：1-833-799-7966 

  

mailto:nav@navnb.ca
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従業員の無給休暇 

（Unpaid Leave for Employees） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ニュー・ブランズウィック州 雇用基準法改正 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Depart

ments/petl-

epft/PDF/es/FactSheets/emergency_leave_covi

d19-e.pdf  

                

概要  

 新型コロナウイルス感染により隔離された従業員、または、学校やデイケアの閉鎖を含むがこれらに限定されな

い家族の世話仕事から離れる必要がある従業員に、雇用保護無給休暇を提供する。 

                

施策の要点 

 2020 年 3 月 12 日に遡って適用可能。 

 無給休暇は以下の場合に取得可能。 

 雇用主、政府、医師、または州の最高医療保健担当官の命令に従って、従業員が休暇を取得する

必要がある場合。 

 州政府の指示または最高医療責任者の命令による影響から子供や家族の世話をする必要がある場

合 

 休暇取得にあたり、できるだけ早く雇用主に書面で要求する必要がある。書面には、休暇の理由、予想される

開始日、休暇の期間を含める必要がある。 

 休暇取得に際しては、医師のメモまたは証明書は不要。 

 

               

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  

連邦管轄機関での就労者を

除くニュー・ブランズウィック州

の就労者 

なし  なし  なし 
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申請に関わる情報  

 なし 

 

 

               

留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

【ニュー・ブランズウィック州高等教育・訓練・労働省】  

電話 1 888 452-2687 

メールアドレス：dpetlinfo@gnb.ca 

ウェブサイト：https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-

secondary_education_training_and_labour/contacts/dept_renderer.145.html#contacts 
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既存のローンの金利と元金の繰り延べ 

（Deferring interest and principal payments on existing loans） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ニュー・ブランズウィック州 支払猶予 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/gateway

s/for_business/covid19.html 

 

                

概要  

 新型コロナウイルス感染拡大により財政的に影響を受けた事業者を対象として、州による融資プログラムの元

金と利息の返済を最長 6 ヵ月延期する。 

                

施策の要点 

 支援はケースバイケースとなるため、融資を発行した担当部署へ確認する必要がある。 

 対象企業 

 州の融資プログラムを利用している企業。 

 

               

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  

ニュー・ブランズウィック州内事

業者 
なし  なし なし 

  

               

申請に関わる情報  

 融資を行った部署へコンタクトを行う必要がある。 
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留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

融資を行った部署へ連絡する。 
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事業用不動産税延滞金免除プログラム 

（Business Property Tax Penalty Relief Program） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ニュー・ブランズウィック州 税支払猶予 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departm

ents/finance/services/services_renderer.20150

8.Business_Property_Tax_Penalty_Relief_Progr

am.html 

                

概要  

 新型コロナウイルス感染拡大により財政的に影響を受けた事業用不動産所有者を対象として、事業用不動

産税延滞金免除プログラムを提供する。 

                

施策の要点 

 2020 年 6 月と 7 月の支払い対象となる企業が、課税に対する延滞金免除を申請可能。 

 対象企業 

 2020 年 5 月 31 日までに固定資産税の支払いが必要であること。 

 ニュー・ブランズウィックで事業を展開し、Service New Brunswick に登録されていること。 

 新型コロナウイルス感染拡大による経済的困難を経験し、2020 年 5 月 31 日までに固定資産税

を支払うことができないこと。 

 

               

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  

ニュー・ブランズウィック州内事

業者 
なし  なし なし 

  

               

申請に関わる情報  

 ウェブサイト

（https://www.pxw1.snb.ca/snb9000/product.aspx?productid=A001P259994&l=e）へ

必要事項を記入し申し込む。 

 申し込み期限は 2020 年 7 月 31 日。 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/services/services_renderer.201508.Business_Property_Tax_Penalty_Relief_Program.html
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留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

【ニュー・ブランズウィック州財務・財務委員会省】  

電話：1-800-669-7070 

E-mail: wwwfin@gnb.ca 

  

mailto:wwwfin@gnb.ca


ニュー・ブランズウィック州                          2020 年 6 月 11 日時点 

 

ワークセーフ NB の保険料支払い期限延期 

（WorkSafeNB ‘s premium payment deferral） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ワークセーフ NB 支払猶予 

https://www.worksafenb.ca/about-us/news-

and-events/news/2020/as-we-face-the-global-

pandemic-of-covid-19-worksafenb-defers-

premium-payments-for-three-months-with-qa/ 

 

 

                

概要  

 保険料の支払い猶予期間の設置。 

                

施策の要点 

 州内事業者の支払いが義務付けられている就労者補償保険の 2 月、3 月、4 月分の保険料支払いについ

て、3 ヵ月の支払期間猶予を設ける。 

 

 

               

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  

州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 なし 

 

https://www.worksafenb.ca/about-us/news-and-events/news/2020/as-we-face-the-global-pandemic-of-covid-19-worksafenb-defers-premium-payments-for-three-months-with-qa/
https://www.worksafenb.ca/about-us/news-and-events/news/2020/as-we-face-the-global-pandemic-of-covid-19-worksafenb-defers-premium-payments-for-three-months-with-qa/
https://www.worksafenb.ca/about-us/news-and-events/news/2020/as-we-face-the-global-pandemic-of-covid-19-worksafenb-defers-premium-payments-for-three-months-with-qa/
https://www.worksafenb.ca/about-us/news-and-events/news/2020/as-we-face-the-global-pandemic-of-covid-19-worksafenb-defers-premium-payments-for-three-months-with-qa/
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留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【ワークセーフ NB】  

1 Portland Street 

P.O. Box 160 

Saint John, N.B. E2L 3X9 

電話: 1 800 999-9775 

 

 

 

 

【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。 

 


