
ケベック州                                   2020 年 10 月 6 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 

（ケベック州） 

 

☆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。 

 

○融資制度 

（１）5 万カナダ ・ドル未満 

■ケベック州およびケベック州内各地方自治体<モントリオール市の場合を例示＞ 

・中小企業向け緊急支援制度(The Emergency Assistance Program for Small and 

Medium-Sized Businesses) 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-

covid-19/ 

https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions/aide-urgence-

pme-covid-19 

 

（２）5 万カナダ ・ドル以上 

■ケベック州投資公社 

・事業者向け一時的協調アクションプログラム(Concerted Temporary Action Program for 

Businesses, PACTE) 

https://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products/all-our-

solutions/Concerted-temporary-action-program-for-businesses.html 

 

（３）500 万カナダ ・ドル以上 

■ケベック預金投資基金（Caisse de dépôt et placement du Québec、CDPQ） 

・新型コロナウイルス感染拡大で一時的に影響を受けたケベック企業への 40 億カナダドル 支援（An 

envelope of $4 billion to support Québec companies temporarily impacted by 

COVID-19） 

https://www.cdpq.com/en/news/pressreleases/cdpq-joins-the-collective-effort-

during-the-covid-19-crisis 

https://www.cdpq.com/en/form-covid-19 

 

○雇用維持政策 

■ケベック州政府 

・雇用維持のための協調アクションプログラム（Concerted actions for job retention program、

PACME） 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/
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https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-

concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/ 

 

○支払い猶予 

■ケベック州歳入省 

・税金の申告および支払い期限の延長（Deferred Tax Payments）  

https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-disease-covid-19/faq-for-

businesses/summary-tables/ 

 

■ケベック州内各地方自治体 

・地方投資基金への返済一時停止（Repayment moratorium on Local investment fund、

FLI) 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-

financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/ 

 

■ケベック州投資公社 

・ケベック州投資公社への返済一時停止（Repayment moratorium for clients） 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html 

 

■ハイドロ・ケベック社 

・未払い請求書に対する罰金適用の停止(Suspension of the application of charges for 

unpaid invoice) 

https://www.hydroquebec.com/covid-19-en.html?fromslider=true&slide=1 

 

■基準・公正・労働安全衛生委員会（CNESST） 

・新型コロナウイルス感染拡大における雇用主および就労者への柔軟的対応について(Flexibility 

measures for employers and workers in the context of COVID-19) 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-

2020-quebec.aspx 
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中小企業向け緊急支援制度 

(The Emergency Assistance Program for Small and Medium-Sized Businesses) 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ケベック州および 

州内地方自治体 
融資/融資保証 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-

travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-

covid-19/ 

https://pmemtl.com/services/financement/pret

s-et-subventions/aide-urgence-pme-covid-19 

                

概要  

ケベック州政府から資金提供を受けた州内の地方自治体が、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受ける中

小企業を対象に 5 万カナダ・ドル未満の融資を行う。 

なお、10 月１日より新型コロナウイルス警戒最大地域（レッド・ゾーン）で事業制限が行われていることから、同

地域内の事業者が本制度を利用する場合、最大で月額 1 万 5,000 カナダドル、対象固定費の 80％が返済免

除となることが発表となった。対象となる経費は、閉鎖期間中の市町村税、学校税、（他の政府プログラムでカバ

ーされていない）家賃、抵当の利息、保険、通信費、協会費、ライセンス料。 

                

施策の要点 

本支援策は、ケベック州内地方自治体が個別に提供するため、以下ではモントリオール地域での申請に対応する

PME MTL（モントリオール中小企業ネットワーク）の場合を例示する。 

 

 最大 50,000 カナダ・ドルまでの融資、利率 3％。  

 全融資契約に対し、元金および利息の返済 6 カ月猶予が自動的に適用される。元金に関し 12 カ月までの

追加猶予の認可の可能性がある。  

 返済猶予を除いて 36 カ月で償還する必要がある。例外的に、返済猶予を除き 60 カ月までの償還も可

能。  

 本融資は、製品（物資またはサービス）や商品の納品能力に関し、不可能または実質的減少、原材料また

は製品（物資またはサービス）の調達困難による流動資金の不足を一時的に解消することを可能としなけれ

ばならない。   
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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  

州内事業者 

ケベック州で最低 1 年

以上事業を展開してい

ること 

なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

・ 申請フォーム

（https://pmemtl.com/files/Reseau/Documents/Formulaire_interactif_FR_aide-

urgence_PME-MTL.pdf）をダウンロードのうえ、必要事項を記入して、ウェブサイト

（https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions/aide-urgence-pme-

covid-19）へ必要事項を記入、アップロードして申請を行う。申請時には以下の書類が必要。 

 2019 年 12 月 31 日以前の 12 カ月間の収支結果。大規模な公共工事により影響を受けている分野

の商業の場合には、その事実について言及可能。  

 3 カ月間の資金援助により賄われる経費の概要 （申請提出用紙の資金使用の欄に記入） 。  

 次の文書いずれかによる企業活動への影響の証明：新型コロナが原因で失われた契約のリスト、2020

年 3 月または 4 月の危機による収入の減少の証明、または関連する証拠。 

 ケベック州企業登録 （REQ： Registraire des Entreprises du Québec） 。  

 連邦政府並びに州政府への 2020 年 3 月 1 日時点での納税証拠（GST/QST, DAS、税金）。  

 起業家は、PME MTL （モントリオール中小企業ネットワーク）が個人的信用に関する調査を行うことに

同意すること。  

 

 

               

留意事項  

 以下の事業者／業種は認可対象外。 

 企業債権者調停法または破産・弁済不能に関する法律の保護下にある事業者 

 武器の製造・流通販売。 

 ギャンブル、格闘技スポーツ、レース、並びに同様な活動。 

 収入のほとんどがアルコール消費またはスロットマシーンから得られているバー、レストラン。 

 タバコ並びにドラッグの生産・販売、それらの使用に関連するサービス。但し、カナダ保健省により承認され

ている医薬品で DIN（医薬品認証番号）のあるプロジェクト、またはそれら医薬品の成分、カナダ保健

省によりライセンスを受けた研究開発プロジェクトは除く。 

https://pmemtl.com/files/Reseau/Documents/Formulaire_interactif_FR_aide-urgence_PME-MTL.pdf
https://pmemtl.com/files/Reseau/Documents/Formulaire_interactif_FR_aide-urgence_PME-MTL.pdf
https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions/aide-urgence-pme-covid-19
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 活動の主な目的が、「権利及び自由に関するカナダ憲章」により保護されている活動 (宗教、政治、人

権擁護など)。 

 風紀を乱すその他すべての活動。 

 ケベック州投資公社が提供する事業者向け一時的協調アクションプログラム(Concerted Temporary 

Action Program for Businesses, PACTE)との併用は不可。 

 

                

問い合わせ先  

【ケベック州内各地方自治体：以下はモントリオールダウンタウンの場合】  

ウェブサイト： https://pmemtl.com/contactez-experts 

電話：1-514 879-0555 

コンタクトフォーム： https://pmemtl.com/centre/fiche-client メール：RuralTax@gov.bc.ca 

  

https://pmemtl.com/contactez-experts
https://pmemtl.com/centre/fiche-client
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事業者向け一時的協調アクションプログラム 

(Concerted Temporary Action Program for Businesses, PACTE) 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ケベック州投資公社 融資/融資保証 

https://www.investquebec.com/quebec/en/fin

ancial-products/all-our-solutions/Concerted-

temporary-action-program-for-businesses.html 

                

概要  

ケベック州で新型コロナウイルス感染拡大により影響を受ける企業を対象に、ケベック投資公社 5 万カナダドル以

上の融資保証もしくは融資を行う。 

なお、10 月１日より新型コロナウイルス警戒最大地域（レッド・ゾーン）で事業制限が行われていることから、同

地域内の事業者が本制度を利用する場合、最大で月額 1 万 5,000 カナダドル、対象固定費の 80％が返済

免除となることが発表となった。対象となる経費は、閉鎖期間中の市町村税、学校税、（他の政府プログラムで

カバーされていない）家賃、抵当の利息、保険、通信費、協会費、ライセンス料。 

                

施策の要点 

 融資保証が望ましいが、ケベック投資公社からの融資も可能。 

 ケベック投資公社は、リスクを共有するために金融機関並びに連邦当局と密接に協力しながら作業を行うこと

を目指す。 

 信用保証枠に関し、保証は以下の特定の条件下でのみ適用される。 

 新規の信用枠 

 既存の信用枠に対する増加。そのような場合、ケベック投資公社は、合意された担保掛け目に基づ

き増加分のみ保証する。 

 最小融資額 50,000 カナダ ・ドル。 

 借換え禁止。 

 事業者の運転資金補助としてのみ使用可能。 

 この他、特別の条件が適用されることがある。 

 

 

               

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  

https://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products/all-our-solutions/Concerted-temporary-action-program-for-businesses.html
https://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products/all-our-solutions/Concerted-temporary-action-program-for-businesses.html
https://www.investquebec.com/quebec/en/financial-products/all-our-solutions/Concerted-temporary-action-program-for-businesses.html


ケベック州                                   2020 年 10 月 6 日時点 

 

ケベック州内で商業活動を

行う協同組合、事業者 
なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 事業者は、キャッシュフロー問題が一時的であり、流動資金不足が以下の理由であることを示さなければなら

ない。 

 原材料または製品（物資またはサービス）の供給に関わる問題。 

 物資、製品、サービスの納品が不可能または納品力が実質的に減少。 

 申請は、個々の案件ごとに検討される。 

 

               

留意事項  

 以下の事業者／業種は認可対象外。 

 企業債権者調停法または破産・弁済不能に関する法律の保護下にある事業者 

 武器の製造・流通販売。 

 ギャンブル、格闘技スポーツ、レース、並びに同様な活動。 

 収入のほとんどがアルコール消費またはスロットマシーンから得られているバー、レストラン。 

 タバコ並びにドラッグの生産・販売、それらの使用に関連するサービス。但し、カナダ保健省により承認

されている医薬品で DIN（医薬品認証番号）のあるプロジェクト、またはそれら医薬品の成分、カ

ナダ保健省によりライセンスを受けた研究開発プロジェクトは除く。 

 活動の主な目的が、「権利及び自由に関するカナダ憲章」により保護されている活動 (宗教、政

治、人権擁護など)。 

 風紀を乱すその他すべての活動。 

 ケベック州政府が提供する中小企業向け緊急支援制度(The Emergency Assistance Program for 

Small and Medium-Sized Businesses)との併用は不可。 

                

問い合わせ先  

【ケベック州投資公社】  

ウェブサイト： https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre.html 

電話：1 844 474-6367 

地域別メールアドレス（以下リンク内参照）： 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre/nos-experts.html 

  

https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre/nos-experts.html
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新型コロナウイルス感染拡大で一時的に影響を受けたケベック企業への 40 億カナダドル支援 

（An envelope of $4 billion to support Québec companies temporarily impacted by 

COVID-19） 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ケベック預金投資基金

（Caisse de dépôt et 

placement du 

Québec、CDPQ） 

融資 

https://www.cdpq.com/en/news/pressreleases

/cdpq-joins-the-collective-effort-during-the-

covid-19-crisis 

https://www.cdpq.com/en/form-covid-19 

 

                

概要  

ケベック州で新型コロナウイルス感染拡大により影響を受ける企業を対象に、ケベック預金投資基金が 500 万カ

ナダドル以上の融資を行う。 

                

施策の要点 

 融資の対象企業要件は以下のとおり。 

 新型コロナウイルス危機前に利益を上げていること。 

 セクターで有望な成長見通しを持っていること 

 500 万カナダ ・ドル以上の融資を希望すること。 

 

 

               

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  

ケベック州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 ウェブサイト（https://portailinvest.cdpq.com/en-CA/FormulaireCOVID19/）へ必要事項を記

入し、申請書をリクエストする。 

https://www.cdpq.com/en/news/pressreleases/cdpq-joins-the-collective-effort-during-the-covid-19-crisis
https://www.cdpq.com/en/news/pressreleases/cdpq-joins-the-collective-effort-during-the-covid-19-crisis
https://www.cdpq.com/en/news/pressreleases/cdpq-joins-the-collective-effort-during-the-covid-19-crisis
https://www.cdpq.com/en/form-covid-19
https://portailinvest.cdpq.com/en-CA/FormulaireCOVID19/
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留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

【ケベック預金投資基金】  

電話: 1 514 842-3261 

ウェブサイト：https://www.cdpq.com/en/about-us/contact-us 

メール：info@cdpq.com 

 

  

https://www.cdpq.com/en/about-us/contact-us
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雇用維持のための協調アクションプログラム 

（Concerted actions for job retention program、PACME） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ケベック州労働雇用社会連

帯省 
補助金 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-

travailleurs-autonomes/programme-actions-

concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-

covid-19/ 

 

                

概要  

 新型コロナウイルス蔓延の影響を受け事業が停滞している企業への支援を目的として、ケベック州労働雇用社

会連帯省が直接的な財政支援を提供する。事業停滞期の時間を利用して、オンラインまたはリモートでの職

場での人的資源管理および労働者のスキル開発における企業活動を直接支援し、労働力のスキルを高めて

経済回復に備えるのが狙い。 

                

施策の要点 

 補助対象となるプログラム 

 基本的な従業員トレーニング 

 フランチャイズ 

 デジタルスキルトレーニング 

 訓練を受けた従業員が占める地位に直接関連するかどうかに関係なく、会社の活動に関連する継続教育 

 プロの注文で推奨されるトレーニング 

 事業再開のために必要な研修 

 新型コロナウイルス蔓延による事業活動の不透明感から事業活動を調整または変更するための戦略に関

連するトレーニング 

 労働者の再訓練のためのトレーニング 

 

 補助対象となるプログラム費用 

 1 時間あたり最大 25 ドルの訓練を受けている労働者の賃金（給与税を除く）。 

 1 時間あたり最大 150 ドルのコンサルタントまたはトレーナーの専門家費用。 

 トレーナーの間接費（旅行、食事、宿泊など）。 

 トレーニング中の労働者の間接費（旅行、食事、宿泊など）。 

 教育および教材の開発、適応、購入。 

 活動を実施するために必要な機器と備品 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
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 トレーニングコンテンツの開発と適応 

 対面トレーニングのオンライントレーニングへの移行 

 プラットフォームの使用に関連する登録料またはその他の料金 

 該当する場合、委任機関が想定する管理運営活動に関連する費用（銀行手数料、設備、活動の実

施に必要な物資など）適格な費用の 10％まで 

 

 ビジネストレーニングプロジェクトの対象費用の払い戻し条件 

 100,000 ドル以下の費用の 100％ 

 100,000 ドルから 500,000 ドルの間の費用の 50％ 

 

  ただし、給与の払い戻しは、次の基準が適用される。 

 会社が連邦政府からカナダ緊急給与助成(CEWS)75％の補助金を受けた場合、トレーニング中の従業

員の給与の 25％（1 時間あたりの最大 25 ドル） 

 会社が連邦政府からカナダ臨時給与助成（CTWS)10％の補助金を受けた場合、トレーニング中の従

業員の給与の 10％ 

 会社が連邦政府から賃金補助金を受け取らなかった場合、トレーニング中の労働者の賃金の 100％。 

   

  さらに、該当する規模（例：専門家の費用）に応じて、トレーニング費用、関連費用、および人事管理活動   

に関連する費用の最大 100％の払い戻しが可能。 

 

 

               

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  

 雇用主 

 自営業者（法人化され

ているかどうかにかかわら

ず）と従業員 

 協同組合 

 社会経済企業 

 コミュニティで活動する非

営利組織およびコミュニ

ティ組織 

 従業員と雇用者の協会 

 専門家グループ 

 雇用者グループ 

なし  なし  なし 
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 労働者グループ 

  

               

申請に関わる情報  

 申請書（https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-

6544FR）に必要事項を記載の上、オンラインで申し込む。 

 

 

               

留意事項  

 申請は 2020 年 9 月 30 日まで、もしくは 1 億カナダ・ドルの予算が使い切られるまでのいずれか早い日程ま

で受け付けられる。 

 他の連邦や州政府支援制度との併用可能。 

                

問い合わせ先  

【ケベック州労働雇用社会連帯省】  

ウェブサイト：https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-

communication-clientele/pour-nous-joindre.asp 

電話：1 514 873-4000 

     コンタクトフォーム：https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-

communication-clientele/pour-nous-joindre.asp 

 

  

https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR
https://securite.partenaire.mtess.gouv.qc.ca/Visionneuse/Formulaire/EQ@EQ-6544FR
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-communication-clientele/pour-nous-joindre.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-communication-clientele/pour-nous-joindre.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-communication-clientele/pour-nous-joindre.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/centre-communication-clientele/pour-nous-joindre.asp
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税金の申告および支払い期限の延長 

（Deferred Tax Payments） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ケベック州歳入省 税支払い猶予 

https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-

disease-covid-19/faq-for-businesses/summary-

tables/ 

https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-

disease-covid-19/relief-measures-for-

individuals-and-businesses/ 

                

概要  

 ケベック州における納税申告において、各種税の申告日および支払い期限を延長する。 

                

施策の要点 

 納税申告において、各種税の申告日および支払い期限を延長する。 

該当するケベック州の州税 

 法人所得税：2020 年６月１日 （申告）、2020 年９月１日 （支払い） 

 信託所得税：2020 年５月１日 （申告）、2020 年９月１日 （支払い） 

 GST / HST および QST：2020 年６月 30 日 （支払い） 

 宿泊税（2020 年第一四半期分）：2020 年７月 31 日 （申告）、2020 年７月 31 日

（支払い） 

 採掘税：2020 年９月１日 （支払い） 

 

 

               

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  

ケベック州内事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-disease-covid-19/faq-for-businesses/summary-tables/
https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-disease-covid-19/faq-for-businesses/summary-tables/
https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-disease-covid-19/faq-for-businesses/summary-tables/
https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-disease-covid-19/relief-measures-for-individuals-and-businesses/
https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-disease-covid-19/relief-measures-for-individuals-and-businesses/
https://www.revenuquebec.ca/en/coronavirus-disease-covid-19/relief-measures-for-individuals-and-businesses/
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 なし 

 

 

               

留意事項  

 なし 

 

                

問い合わせ先  

【ケベック州歳入省】  

ウェブサイト：https://www.revenuquebec.ca/en/contact-us/# 

電話：1 800 567-4692 

コンタクトフォーム：

https://www5.services.mrq.gouv.qc.ca/MrqAnonyme/K2/K2W/K2W1A01A_I_Effect

uerRequeteSA/P_RequeteDirigee.aspx?T1.CodeService=S00120&CLNG=A 

  

https://www.revenuquebec.ca/en/contact-us/
https://www5.services.mrq.gouv.qc.ca/MrqAnonyme/K2/K2W/K2W1A01A_I_EffectuerRequeteSA/P_RequeteDirigee.aspx?T1.CodeService=S00120&CLNG=A
https://www5.services.mrq.gouv.qc.ca/MrqAnonyme/K2/K2W/K2W1A01A_I_EffectuerRequeteSA/P_RequeteDirigee.aspx?T1.CodeService=S00120&CLNG=A
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ケベック州投資公社への返済一時停止 

（Repayment moratorium for clients） 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ケベック州投資公社 支払い猶予 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-

propos/COVID-19.html 

 

                

概要  

 ケベック州投資公社が提供する融資制度について、元金の返済義務を一時停止する。 

                

施策の要点 

 ケベック州投資公社から融資を受けている顧客は、最大 6 カ月、元金返済義務が一時停止される。 

 

 

               

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  

当該融資制度利用事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 既に融資を受けているケベック州投資公社の担当者へ連絡する。 

 

 

               

留意事項  

https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html
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 なし 

 

                

問い合わせ先  

【ケベック州投資公社】  

ウェブサイト： https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre.html 

電話：1 844 474-6367 

地域別メールアドレス（以下リンク内参照）： 

https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre/nos-experts.html  

  

https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/nous-joindre/nos-experts.html
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地方投資基金への返済一時停止 

（Repayment moratorium on Local investment fund、FLI) 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ケベック州内地方自治体 支払い猶予 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheq

ues/programmes/aide-financiere/fonds-local-

dinvestissement-fli/ 

 

                

概要  

 ケベック州内地方自治体が提供する融資制度について、元金および利息の返済義務を一時停止する。 

                

施策の要点 

 地方投資基金（FLI）プログラムに基づいて支払われたローンの返済（元金および利息）について６カ月の

猶予期間が設けられた。猶予期間中に蓄積した利息は、ローンの残高に追加される。 

 

 詳細は各地方自治体ウェブサイトで確認可能だが、モントリオールの場合以下サイトで確認できる。 

https://pmemtl.com/blogue/prets-actifs-de-pme-mtl-moratoire-de-six-mois-sur-le-

capital-et-les-interets 

 

 

               

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  

当該融資制度利用事業者 なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

 既に融資を受けている地方投資基金の担当者へ連絡する。 

 

 

               

https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/
https://pmemtl.com/blogue/prets-actifs-de-pme-mtl-moratoire-de-six-mois-sur-le-capital-et-les-interets
https://pmemtl.com/blogue/prets-actifs-de-pme-mtl-moratoire-de-six-mois-sur-le-capital-et-les-interets
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留意事項  

 本措置は、2020 年 3 月以降に締結される資金調達契約には適用されない。 

 

                

問い合わせ先  

【ケベック州内各地方自治体：以下はモントリオールダウンタウンの場合】  

ウェブサイト： https://pmemtl.com/contactez-experts 

電話：1-514 879-0555 

コンタクトフォーム： https://pmemtl.com/centre/fiche-client 

  

https://pmemtl.com/contactez-experts
https://pmemtl.com/centre/fiche-client
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未払い請求書に対する罰金適用の停止 

(Suspension of the application of charges for unpaid invoice) 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

ハイドロ・ケベック 支払い猶予 
http://www.hydroquebec.com/business/covid-

19.html#measures-help-customers 

                

概要  

法人顧客に対して、請求書未払いの場合にも罰金を課さず、支払いの延期契約に応じる。 

                

施策の要点 

 3 月 23 日以降、ハイドロ・ケベック社は全法人顧客に対し、未払いの請求書に対する管理手数料（ペナル

ティ）を課さないこととした。 

 今後数か月にわたって電気料金を支払うことができない顧客は、罰金の対象とならず、支払いを延期するため

にハイドロ・ケベック社と新たな契約を結ぶことが可能。 

 

 

               

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 

 

 

               

留意事項  

http://www.hydroquebec.com/business/covid-19.html#measures-help-customers
http://www.hydroquebec.com/business/covid-19.html#measures-help-customers
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 なし 

                

問い合わせ先  

【ハイドロ・ケベック】  

ウェブサイト：http://www.hydroquebec.com/contact-us/#business 

電話：1 877 956-5696、1 800 463-9900 

コンタクトフォーム：https://www.hydroquebec.com/sefco2016/en/business-billing-and-

consumption.html 

  

http://www.hydroquebec.com/contact-us/#business
https://www.hydroquebec.com/sefco2016/en/business-billing-and-consumption.html
https://www.hydroquebec.com/sefco2016/en/business-billing-and-consumption.html
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新型コロナウイルス感染拡大における雇用主および就労者への柔軟的対応について 

(Flexibility measures for employers and workers in the context of COVID-19) 

 

 

実施主体  施策  ウェブサイト  

基準・公正・労働安全衛

生委員会（CNESST） 
支払い猶予 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-

presse/communiques/Pages/20-mars-2020-

quebec.aspx 

                

概要  

ケベック州のほとんどの企業が加入を義務付けられている職場安全保険の保険料支払い期限が延期される。 

                

施策の要点 

 各事業者は、CNESST への預け金（保険料）をケベック州財務省へ決算報告書（ Statement of 

Account）申告時に支払う必要があるが、その支払い期限は 2020 年 8 月 31 日まで延長された。さらに、

延期期間中は、未払いの預け金に対する利息は発生せず、罰金も課されない。 

 

 また、2019 年の賃金声明の提出期限も延長され、事業者は 2020 年 6 月 1 日までに提出すればよいこと

になった。 

 

 

               

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  

職場安全保険の対象法

人 
なし  なし  なし 

  

               

申請に関わる情報  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques/Pages/20-mars-2020-quebec.aspx
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対象となる全雇用主は、自動的に本措置の対象となるため、申請を行う必要はない。 

 

  

 

               

留意事項  

 なし 

                

問い合わせ先  

【CNESST】 

ウェブサイト：https://www.cnesst.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx 

電話: 1 844 838-0808（月曜〜金曜 午前 9 時〜午後 4 時 30 分）  

 

 

 

【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。 

 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx

