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対象
(大分類)

対象
(小分類)

施策 施策の主体

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-

benefits/canada-child-benefit-overview/canada-child-benefit-apply.html

https://rgbaccounting.com/helping-canadians-with-the-economic-impact-of-the-

covid-19-pandemic/

詳細情報
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/covid-

19-gsthstc-increase.html

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

19-filing-payment-dates.html

カナダ連邦政府

Canada Revenue

Agency(CRA)

Canada Child Benefit

(CCB)

概要

2019-20年において、CCBを通じて子供一人当たり追加で300カナダドル（以下カナダドル＝CD）を給付
する。これは平均的家庭にとっておよそ550CDの上乗せを意味する。5月に予定されているCCB給付の
一部として支給される。

詳細情報

通常GST/HST控除を受けている方で、2018年分の確定申告をしていれば、自動的に追加の支払額が
支給される。支払いは2020年4月9日になされる[...]この一時金は、2018年分の確定申告書の情報に基
づいて計算される。
2019-2020年の給付年度の最高額は以下の通り。
独身の場合は443CDから886CDに
結婚しているか、事実婚(living common-law)している場合は580CDから1160CDに
19歳未満の子供一人（一人親の資格ある第一子を除く）につき153CDから306CDに
一人親の最初の資格のある子供につき290CDから580CDになる。

個人の2019年分の所得税の申告期限が2020年6月1日まで延期された。また、新たな所得税の未払い
や割賦についても、利息やペナルティの発生なしに2020年8月31日以降まで延期されている。

The goods and

services

tax/harmonized sales

tax (GST/HST) credit

新型コロナウイルス感染症におけるカナダの対策状況

個人・家族個人

Extra time to file

income tax returns

Canada Revenue

Agency(CRA)

Canada Revenue

Agency(CRA)
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詳細情報
https://cba.ca/mortgage-deferral-to-help-canadians-experiencing-financial-

hardship-due-to-covid-19?l=en-us

詳細情報
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/finance-and-investing/mortgage-loan-

insurance/the-resource/covid19-understanding-mortgage-payment-deferral

詳細情報
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/apply-for-cerb-

with-cra.html

COVID-19の影響を受けたすべての顧客は、銀行に住宅ローン救済を申請することができる。顧客は、
銀行が適切に申請を指示するのに役立つように、いくつかの質問に答えることになる。

COVIDに関連した住宅ローンの延期は無期限で利用可能であり、顧客は救済期限に直面することはな
い。必要に応じて銀行に相談することができる。

カナダ住宅金融公社（Canada Mortgage and Housing Corporation）やその他の住宅ローン保険会社
は、財政難に陥っている可能性のある住宅所有者を支援するためのツールを貸主に提供している。これ
らには、支払いの猶予、ローンの再償却、未払い利息の延滞やその他の対象となる費用の資産化、特
別な支払いの取り決めなどがある。

COVID-19により所得を失った適格労働者に対して、4週間ごとに最大16週間にわたって、2,000CDの
課税対象となる給付金を支給。

CERBは以下の条件をすべて満たす労働者が対象。
    カナダに在住し、15歳以上であること。
    COVID-19のために勤務を停止した方、またはEI通常給付・傷病手当の対象となる方
    自主的に仕事を辞めたわけではない方
    2019年または申請日以前の12ヶ月間に5,000CD以上の収入があった方。

4月15日、次のような資格規定の変更を発表した。
    CERBを募っている間、月に1,000CDまでの収入を得ることができるようにする。
    COVID-19のため、EIの通常給付を使い果たし、通常の季節労働を行うことができない季節労働者へ
もCERB適用を拡大する。
    COVID-19のためにEI通常給付を使い果たしたばかりで、仕事を見つけられない労働者へもCERB

適用を拡大する。

Service Canada or

the Canada

Revenue Agency

(CRA)

※片方にのみ申請
可能。またすでに
EIに申請した人は
CERBには申請で
きない

Canada Emergency

Response Benefit

(CERB)

further mortgage

assistance

Canada Mortgage

and Housing

Corporation(CMH

C) and other

mortgage insurers

Canadian banks

※not中央銀行
Mortgage support

収入が
減少した人

個人・家族

個人
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https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1585189335380/1585189357198

https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1584819394157/1584819418553#b

詳細情報 https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1584819394157/1584819418553#b

https://www.nutritionnorthcanada.gc.ca/eng/1415385762263/1415385790537

https://www.cbc.ca/news/canada/north/federal-government-money-north-covid-

19-1.5531591

私たちは、ファースト・ネーションズ、イヌイット、メティ・ネーションのコミュニティにおける緊急のニーズに
対応するため、新たな区別に基づく先住民族コミュニティ支援基金に 3 億 500 万CDを提供する。

これらの資金は、以下のような対策に使用できるが、これらに限定されるものではない。
    長老たち（高齢者たち）や脆弱なコミュニティのメンバーへの支援。
    食糧不安対策
    子どもたちへの教育等の支援
    精神衛生援助と緊急時の対応サービス
    COVID-19の普及を防ぐための対策

先住民族、イヌイット、メティスのコミュニティの公衆衛生のニーズを含む連邦政府の責任分野に1億
CD。これらの資金は以下のために使われる。
パンデミック計画の更新および活性化のために特定されたニーズに対応する。
COVID-19の発生に対応するために、限られた公衆衛生およびプライマリ・ヘルスケアのキャパシティを
効果的に配分することを支援する。
公衆衛生担当医師（medical officer of health）が判断した科学的根拠に基づいて対応を行う。
緊急の短期的ニーズに対応する

Nutrition North Canada に2500万CDを追加で提供して補助金を増やし、家族が必要としている個人用
衛生用品や栄養価の高い食品を買えるようにする。

詳細情報

詳細情報

先住民個人

Indigenous

Services Canada

(ISC)

Indigenous

Community Support

Fund

Nutrition North

Canada

Crown-Indigenous

Relations and

Northern Affairs

Canada (CIRNAC)

※予算はカナダ政
府

Supporting

preparedness in First

Nations and Inuit

communities

Indigenous

Services Canada

(ISC)

3 / 23 ページ

https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1585189335380/1585189357198
https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1584819394157/1584819418553#b
https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1584819394157/1584819418553#b
https://www.nutritionnorthcanada.gc.ca/eng/1415385762263/1415385790537
https://www.cbc.ca/news/canada/north/federal-government-money-north-covid-19-1.5531591
https://www.cbc.ca/news/canada/north/federal-government-money-north-covid-19-1.5531591


資料４ 2020年5月25日現在

詳細情報
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/03/prime-minister-announces-

support-food-banks-and-local-food

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

development/programs/homelessness.html

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

development/news/2020/04/canada-announces-support-to-those-experiencing-

homelessness-and-women-fleeing-gender-based-violence-during-the-

coronavirus-disease-covid-19-pandemic.html

詳細情報 https://cfc-swc.gc.ca/fun-fin/shelters-refuges-en.html

詳細情報
https://kidshelpphone.ca/get-involved/give/you-can-ensure-no-young-person-

feels-alone-during-covid-19/

若者が必要とするメンタルヘルスのサポートを提供するために、Kids Help Phoneに750万CDの資金を
提供。

暴力から逃れている女性と子どもたちを支援するために、先住民コミュニティの施設を含む女性のシェル
ターや性的暴行センターに最大5,000万CDを提供し、施設でのアウトブレイクを管理または防止する
キャパシティの増大を支援。

Reaching Home initiativeに1億5750万CDを提供することで、COVID-19の発生時にホームレスになっ
た人々を支援し続けている。この給付はソーシャルディスタンシングのためのベッドや物理的障壁の購
入や、シェルターの人員過剰を減らすための住居確保など様々な範囲のニーズに使用できる。

カナダ全土の国、地域、ローカルの組織に、以下の目的のために1億CDを給付している。
    食料やその他の基本的な必需品の購入、輸送、配布
    ボランティアの不足を埋めるための一時的な雇用
    ボランティアや患者の間でのCOVID-19の拡散を減らすための個人用保護具の購入などの安全対策
の実施。

これらの組織（フードバンク・カナダ、救世軍、セカンドハーベスト、コミュニティ・フードセンター・カナダ、ブ
レックファスト・クラブ・オブ・カナダを含むが、これらに限定されない）は、カナダ人の喫緊の食糧ニーズ
を満たすために、パートナーと協力して活動する。

詳細情報

Youth support:

mental health

Kids Help Phone

※予算はカナダ政
府

the Reaching Home

initiative

Employment and

Social

Development

Canada (ESDC)

Women's shelters

and sexual assault

centres

Women and

Gender Equality

Canada (WAGE)

※予算はカナダ政
府

特定の
サポートを
必要と
する人

個人

Improving access to

essential food

support

national, regional,

and local

organizations

※予算はカナダ政
府
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詳細情報
https://travel.gc.ca/assistance/emergency-info/financial-assistance/covid-19-

financial-help

詳細情報
https://www.canada.ca/en/revenue-

agency/services/tax/individuals/topics/registered-retirement-income-fund-

rrif.html

詳細情報 http://www.unitedway.ca/how-we-help/find-your-uwc/

詳細情報
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/new-

horizons-seniors.html

 2019-2020年の高齢者のためのNew Horizonプログラムのコミュニティベースで資金援助を受けた組
織は、COVID-19の影響を受けた高齢者に緊急かつ不可欠なサービスを提供するためにその資金を使
用することができると発表した。

活動はすぐに開始することができ、以下を含む。
    電子機器、ヴァーチャル活動、遠隔チュートリアルを提供することで、高齢者がコミュニティや家族とつ
ながりを保つことを支援。
    自宅で自主隔離した高齢者への食事や薬の配達を支援。
    高齢者が医師の診察などの必要な活動を行うことを支援。
    高齢者ボランティアのアウトブレイクによる欠員を埋めるためのスタッフ雇用。
    パンデミック期間中の自己ケアの方法に関する情報を高齢者に提供。

United Way Canada を通じ、カナダの高齢者への実用的なサービスを支援するため、地元の団体に
900万CDを寄付している。これらのサービスには、食料品や薬、その他の必要なものの配達や、個人の
ニーズを把握し、コミュニティの支援につなげるための個人的なアウトリーチなどが含まれる。

2020年に向けて、登録済みリタイヤメント・インカム・ファンド（RRIFs）からの必要最低引き出し額を25％
引き下げた。

すべてのカナダ人に帰国を推奨する。グローバル・アフェアーズ・カナダは、「COVID-19 Emergency

Loan Program for Canadians Abroad」を実施した。これにより、カナダ人は、カナダへの時宜に適った
帰国を確保し、帰国に向けて努力する間に一時的に生活に必要なものを賄うために、最高5,000CDの
緊急融資を受けることができる。

Immediate and

essential services

through the New

Horizons for Seniors

Program

Employment and

Social

Development

Canada (ESDC)

COVID-19

Emergency Loan

Program for

Canadians Abroad

カナダ外務省

Supporting the

delivery of items and

personal outreach

United Way

Canada

※予算はカナダ政
府

Registered

Retirement Income

Funds（RRIFs）

Canada Revenue

Agency(CRA)

特定の
サポートを
必要と
する人

高齢者

個人
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詳細情報 https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/en/what-is-new

詳細情報
https://www.canada.ca/en/employment-social-

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

詳細情報
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan/wage-

subsidy.html

在学中
ならびに
卒業予定
の学生

解雇防止と
再雇用
促進策

個人

個別企業
Canada Revenue

Agency(CRA)

Canada Emergency

Wage Subsidy

(CEWS)

Temporary changes

to Canada Summer

Jobs（CSJ）
program

Employment and

Social

Development

Canada (ESDC)

カナダ・サマー・ジョブ・プログラムは、若者が非営利、中小企業、公共部門でスキルを開発し、向上させ
る機会を提供し、主要なコミュニティ・サービスの提供をサポートする。
カナダ・サマー・ジョブ・プログラムを一時的に変更した結果、雇用者は次のことが可能になる。
    民間および公共部門の雇用者は、各従業員の州または地域の最低時給の100％まで受け取ること
ができるように、増加した賃金助成金を受け取る。
    雇用終了日を2021年2月28日まで延長する。
    彼らのプロジェクトや仕事の活動を適応させる。
    パートタイムでスタッフを雇う。

すべての学生ローンの借り手について、自動的に彼らのローンの返済と利息は、2020年9月30日まで
中断される。
このモラトリアムは、学生ローンの連邦政府の部分に適用される。借り手は、支払いが州または準州の
部分について必要かどうかを確認するために、彼らの州または準州の学生ローンプロバイダに確認する
必要がある。

この助成金は、3月に15％以上、4月と5月に30％以上の売上総収入の減少を被ったあらゆる規模の雇
用主とあらゆる分野の雇用主を対象に、従業員の賃金の75％（週847CDまで）をカバーする。このプロ
グラムは、2020年3月15日から6月6日までの12週間にわたって実施される。
CEWSの対象となる雇用主は、雇用保険、カナダ年金プラン、ケベック年金プラン、およびケベック育児
保険プランへの特定の雇用者拠出金のための100％の払い戻しを受ける権利がある。CEWSと10％の
一時的な賃金補助金の両方の対象となっている雇用主にとって、特定の期間に後者から得られた利益
は、一般的にその同じ期間にCEWSの下で請求可能な分を減らすことになる。

National Student

Loans Service

Centre (NSLSC)

Suspend repayment

and interest on

Canada Student

Loans and Canada

Apprentice Loans
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詳細情報
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-

update/frequently-asked-questions-wage-subsidy-small-businesses.html

詳細情報
https://www.canada.ca/en/employment-social-

development/corporate/notices/coronavirus.html#h4.04

詳細情報
https://www.canada.ca/en/employment-social-

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

詳細情報
https://www.retailcouncil.org/community/independents/small-retailers-to-see-

temporary-rent-reductions-of-up-to-75/

解雇防止と
再雇用
促進策

個別企業

カナダ政府

Canada Emergency

Commercial Rent

Assistance(CECRA)

for small businesses

Temporary changes

to Canada Summer

Jobs program

Employment and

Social

Development

Canada (ESDC)

Employment and

Social

Development

Canada (ESDC)

Extending the Work-

Sharing program

Temporary 10%

Wage Subsidy

Canada Revenue

Agency(CRA)

COVID-19の影響を受ける雇用主に対して、ワークシェアリングプログラムの最長期間を38週間から76

週間に延長する。この措置は、雇用保険の対象となる従業員が、雇用主のコントロールを超えた事態の
展開ゆえに通常の労働時間の短縮に同意した場合に、彼らに所得支援を提供するものである。

「一時的な10％の賃金補助金」は、対象となる雇用主がカナダ歳入庁（CRA）に送金する必要がある給
与控除の量を減らすことができる3ヶ月間の措置である。
以下の条件を満たす場合、資格のある雇用主となる。
        個人（信託を除く）、
        パートナーシップ、
        非営利団体、
        登録慈善団体、あるいは
        小規模事業者控除の対象となるカナダで管理されている民間企業（協同組合法人を含む）
    2020年3月18日時点でCRAの既存の事業番号と給与プログラムのアカウントを持っている。
    従業員に給料、賃金、賞与、その他の報酬を支払う。

このプログラムでは、商業用物件の所有者は、政府からの融資という形で、毎月の通常の家賃の50％
を受け取ることができます。
その後、物件所有者は通常の家賃の25％を追加で支払い、テナントは通常の家賃の残りの25％を支払
うことになります。

既出：リンク先を参照
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詳細情報
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/covid-

19-filing-payment-dates.html

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

update/frequently-asked-questions-gst-hst.html

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

policy/business-credit-availability-program.html

個別企業

支払猶予

信用調達

Canada Revenue

Agency(CRA)

More time to pay

income taxes

Business

Development

Bank of Canada

(BDC) and Export

Development

Canada (EDC)

※予算はカナダ政
府

Business Credit

Availability Program

(BCAP)

Deferral of Sales Tax

Remittance and

Customs Duty

Payments until June

Canada Revenue

Agency(CRA)

カナダビジネス開発銀行（BDC）とカナダ輸出開発銀行（EDC）を通じて400億CDの追加支援を行うた
め、ビジネス・クレジット・アベイラビリティ・プログラム（BCAP）を設立した。BDCとEDCは、石油・ガス、
航空輸送、輸出、観光などの分野を含む、個々の企業のための信用ソリューションについて、民間部門
の貸し手と連携している。

このプログラムには以下が含まれる。
    中小企業向け融資保証
    EDCは金融機関と協力して、中小企業向けに最大625万CDの営業信用・キャッシュフロータームロー
ンを新たに発行
    中小企業向け共同融資プログラム
    BDCは金融機関と協力して、中小企業の経営上のキャッシュフロー要件を満たすためにタームローン
を共同で貸与。
    対象となる企業は、このプログラムを通じて最大625万CDの増額融資を受ける。

自営業者を含む事業者は、輸入品のGST/HSTおよび関税の支払いを2020年6月30日まで延期するこ
とができる。
3月27日から5月末までの間に支払わなければならないGST/HSTの支払いは、6月末まで延期すること
ができる。輸入品のGSTと関税の支払いについては、3月、4月、5月分の支払い義務のある金額が延
期の対象となる。
これらの金額は通常、早ければ2020年3月末までにカナダ歳入庁とカナダ国境サービス庁に提出するこ
とになっていたものである。

2020 年 8 月 31 日以降まで、すべての事業者に対して、3 月 18 日から 2020 年 9 月までに納めなけ
ればならない所得税の支払いを延期することを認めている。この救済措置は、所得税法の第1部に基づ
いて納付すべき税金の未払い分や分割払いにも適用される。
この期間中、これらの金額には利息や違反金は発生しない。
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https://ceba-cuec.ca/

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

policy/business-credit-availability-program.html

詳細情報
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/media-newsroom/news-releases/2020/cmhc-

expands-insured-mortgage-purchase-program

詳細情報
https://www.bankofcanada.ca/markets/market-operations-liquidity-

provision/covid-19-actions-support-economy-financial-system/

https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Pages/default.aspx

https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/osfi-bsif/med/Pages/nr_20200313.aspx

個別企業

信用調達

金融安定化
Bank of Canada

※中央銀行
Bank of Canada's

actions

Canada Mortgage

and Housing

Corporation

（CMHC）
※予算はカナダ政
府

Insured Mortgage

Purchase Program

(IMPP)

Export

Development

Canada (EDC)

※予算はカナダ政
府

Canada Emergency

Business Account

(CEBA)

詳細情報

詳細情報

Office of the

Superintendent of

Financial

Institutions (OSFI)

Office of the

Superintendent of

Financial Institutions

actions

金融機関監督局は、国内安定バッファをリスク・アセットの1.25％引き下げると発表した。この措置によ
り、カナダの大手銀行は3000億CDの追加融資を経済に注入できるようになる。

カナダ中銀は、金利を引き下げ、主要な金融市場を支援するために介入し、金融機関に流動性に関す
る支援を提供するという対応をとってきた。

カナダ住宅ローン・住宅公団を通じて最大1500億CDの保険付き住宅ローンプールを購入する「保険付
き住宅ローン購入プログラム」を開始した。
これは、銀行や住宅ローン貸付業者に長期的に安定した資金を提供し、カナダの消費者や企業への継
続的な融資を促進し、カナダの住宅ローン市場に流動性を付与するものだ。

カナダ政府は、中小企業が現在の課題を乗り切るために必要な資金へのアクセスを確保するために、
Export Development Canadaと協力して、適格な金融機関が実施している新しい「カナダ緊急ビジネス
アカウント」を開始しました。

この250億CDのプログラムは、COVID-19ウイルスの経済的影響により収入が一時的に減少した時期
の運営費を賄うために、中小企業や非営利団体に最大4万CDの無利子融資を提供するものです。
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Canada Emergency

Response Benefit

(CERB)

Service Canada or

the Canada

Revenue Agency

(CRA)

※片方にのみ申請
可能

Deferral of Sales Tax

Remittance and

Customs Duty

Payments until June

Canada Revenue

Agency(CRA)

More time to pay

income taxes

Canada Revenue

Agency(CRA)

詳細情報
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/14/prime-minister-announces-

health-and-social-support-northern

詳細情報 https://www.fcc-fac.ca/en/covid-19/program-details.html

詳細情報
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/government-

announces-support-for-air-transportation-sector-during-covid-19-pandemic.html

個人事業主

個別企業

産業
レベルの
支援

準州の
企業

空港

農林水産業

Department of

Finance Canada
Support for airports

Increasing credit

available for

agriculture, fisheries

and aquaculture

Farm Credit

Canada (FCC)

※予算はカナダ政
府

Support for operating

costs

Canadian

Northern

Economic

Development

Agency (CanNor)

連邦政府に賃料を支払っている21の空港当局に対して、2020年3月から2020年12月までの地上リース
料を免除する。また、ビリー・ビショップ・トロント・シティ空港を運営し、連邦政府に料金を支払っている
PortsTorontoに対しても、同等の待遇を提供している。

ファーム・クレジット・カナダが生産者、アグリビジネス、食品加工業者に50億CDの追加融資を行う。これ
により、キャッシュフローの問題に直面している農家や、売上高の減少の影響を受けている加工業者に
フレキシビリティが増し、この困難な時期にも財務的に健全な状態を維持できるようになる。

COVID-19の影響に対処するために、準州の企業に1,500万CDの返済不要な支援を提供する。この支
援は、カナダ政府の他の対策ではカバーされていないビジネスの事業コストを支えるものだ。

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照
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詳細情報
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2020/03/covid-19-the-

government-of-canada-provides-relief-to-the-broadcasting-sector.html

詳細情報
https://www.canada.ca/en/parks-canada/news/2020/03/parks-canada-helps-

tourism-businesses-in-national-parks-and-historic-sites-deal-with-the-impacts-

of-covid-19-by-deferring-commercial-lease-payments.html

詳細情報
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/funding/information-

covid-19.html#a13

産業
レベルの
支援

Canadian Heritage

Emergency Support

Fund for Cultural,

Heritage and Sport

Organizations

文化・
スポーツ
関連

観光業界

放送

Parks Canada
Support for tourism

operators

Support for

broadcasters

Department of

Canadian Heritage

問：　COVID-19文化・遺産・スポーツ団体緊急支援基金とは何ですか？申請方法を教えてください。い
つ使えるようになりますか？

答：文化・スポーツイベントの予期せぬ中止や施設の閉鎖により、多くの文化・遺産・スポーツ団体とその
労働者、そしてその家族は、並々ならぬ財政的プレッシャーに直面しています。

この基金は、臨時の追加的な救済措置です。この5億CDの緊急支援基金は、COVID-19の影響で大き
な損失に直面している文化・遺産・スポーツ団体の財政的ニーズを満たすために創設されました。この
基金の目標は、COVID-19によって存続可能性にマイナスの影響を受けた組織の事業の継続性を確保
することです。この基金は、CEBA（Canada Emergency Business Account.）のような他の支援策と整
合性のある財政支援を提供します。この基金は、カナダ文化遺産省(Canadian Heritage)がパートナー
の支援を受けて運営します。

私たちの目的は、可能な限り迅速に資金を利用できるようにすることです。文化・遺産・スポーツ部門と
連携し、この資金支援の条件を明確にしていきます。

国立公園、史跡、海洋保全地域の観光事業者と連携し、2020年9月1日まで商業リースや占有ライセン
スの支払いを無利子で猶予する。

カナダラジオ・テレビ・電気通信委員会（CRTC）は、2020-21年度の放送事業者によるパートライセンス
料の支払いを求める書簡を発行しない。
CRTCの運営を支援するため、免除されたパートライセンス料に相当する金額をCRTCに提供する。
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詳細情報
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/14/prime-minister-announces-

health-and-social-support-northern

Canada Emergency

Wage Subsidy

(CEWS)

Canada Revenue

Agency(CRA)

Temporary 10%

Wage Subsidy

Canada Revenue

Agency(CRA)

Extending the Work-

Sharing program

Employment and

Social

Development

Canada (ESDC)

Business Credit

Availability Program

(BCAP)

Business

Development

Bank of Canada

(BDC) and Export

Development

Canada (EDC)

※予算はカナダ政
府

Canada Emergency

Business Account

(CEBA)

Export

Development

Canada (EDC)

※予算はカナダ政
府

Insured Mortgage

Purchase Program

(IMPP)

Canada Mortgage

and Housing

Corporation

（CMHC）
※予算はカナダ政
府

その他

産業レベ
ルの支援

Support for northern

air carriers

各準州
※予算はカナダ政
府

準州の
航空会社

ユーコン、ノースウエスト準州、ヌナブットの各州政府に最大1,730万CDを提供し、北部および遠隔地の
コミュニティへの重要な航空サービスを支援するとともに、準州政府の投資と合わせて、遠隔地や飛行
機で発着する必要のあるコミュニティへ(fly-in communities)の食料、医薬品、その他の必要不可欠な物
資やサービスの継続的な供給を確保する。

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照
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対象
(大分類)

対象
(小分類)

施策 施策の主体

https://www.ontario.ca/page/guaranteed-annual-income-system-payments-

seniors

https://budget.ontario.ca/2020/marchupdate/

詳細情報 https://www.labourcouncil.ca/covid-19

詳細情報 https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/en/A-ZListofAid/PRDR019249.html

https://www.ontario.ca/page/programs-and-funding-indigenous-people

https://budget.ontario.ca/2020/marchupdate/

詳細情報 https://budget.ontario.ca/2020/marchupdate/action-plan.html

個人

概要

労働者

Doubled GAINS

payments for seniors

Community Legal

Education Ontario

Ontario Student

Assistance

Program (OSAP)

Providing six months

of Ontario Student

Assistance Program

(OSAP) loan

Helping families pay

for extra costs

associated with

school and daycare

closures

オンタリオ州政府

特に名称なし オンタリオ州政府

オンタリオ州政府
Additional support to

Indigenous peoples

and communities

高齢者

先住民

学生

子育て世帯
の支援

オンタリオ州

詳細情報

詳細情報

学校やデイケアの休止に伴う費用が発生した世帯に一時金を給付。12歳以下の子ども1人につき
200CD、プライベートスクールに通う子供を含め特別な手当てが必要な子ども1人につき250CDを支給
する。

州内194,000人の低所得高齢者を対象に7,500万CDの追加支援。年間生活保障制度（GAINS）の最大
月次支給額を2倍に引き上げ、独身世帯には166CD、夫婦世帯には332CDとなる。20年4月以降6カ月
にわたって実施する。

・COVID-19による休職者・離職者に対する失業保険の手続きを早急化する。
・1億CDを投じて、COVID-19の被害を受けた休職者・離職者に対しEmployment Ontarioを通じた職業
訓練プログラムを実施する。
・連邦政府と協力し、上記の訓練を受けた休職者・離職者の再雇用を促進する。

2,600万CDを新たに支出して先住民（First Nations）や先住民コミュニティを支援する。支援内容は都市
在住者の生活支援、僻地における医療サービスや生活必需品の購入など。

オンタリオ学生支援プログラムの受給学生の生計を助けるため、6か月間の奨学金無利子貸与を実施。
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https://budget.ontario.ca/2020/marchupdate/action-plan.html

https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/apply_online.aspx

https://www.ontario.ca/page/apply-emergency-

assistance?_ga=2.173783467.969964287.1587100446-

1797726010.1587100446

https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/help-low-income-consumers

https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/help-low-income-consumers/low-income-

energy-assistance-program

https://www.fin.gov.on.ca/en/tax/eht/index.html

https://www.benefitscanada.com/news/ontario-establishes-tax-deferrals-special-

payments-to-support-employers-workers-144291

個人 低所得者

支払猶予企業

Ontario Works

＆
Ontario Disability

Support Program

(ODSP)

COVID-19

emergency

assistance

COVID-19 Energy

Assistance Program

(CEAP)

Ontario Energy

Board

※予算はオンタリ
オ州政府

Tax cutting
Ministry of

Finance, Ontario

詳細情報

詳細情報

詳細情報

COVID-19流行によって発生した電気料金の支払い支援。

・低所得者向けエネルギー補助プログラム（LEAP）に対し900万CDを追加支出し、低所得者の電気料
金・ガス料金支払いを補助。料金不払いの場合も流行期間中は電気・ガスの供給打ち切りをしない。
・56億CDを投じて、2020年から21年にかけ個人・農場・小規模事業者などに向けた電気料金削減プロ
グラムを実施。
・COVID-19の流行に伴って日中の電気使用が増えた個人・農場・小規模事業者などについて、24時間
×45日分の電気料金をオフピーク料金（最低料金）で計算する。

新たに総額2億CDを投じ、食糧援助、住宅支援、非営利団体の支援など生活困難者に向けた緊急支援
を実施する。

・Ontario Worksを通じた生活困難者への生活支援（5,200万CD）
・食糧援助団体、ホームレス避難所、教会、赤十字などの非営利団体の支援（1億4,800万CD）各地方
政府の社会サービス担当部局を通じて実施。
・警察の現場要員に対し、人々の保護のために必要な物資や装備の充実を図る。
・既存の緊急支援受給者に対する追加的給付（単身者に100CD、家族に200CD、一律給付）

労働者健康税（EHT）の2020年度の控除額を現行の49万CDから100万CDまで引き上げることにより、
約57,000の雇用主に対し総額3億5,500万CDの減税を実施。これにより私企業部門の雇用主の90%超
がEHTの支払いを免除される見込み。
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詳細情報 https://budget.ontario.ca/2020/marchupdate/action-plan.html

詳細情報 https://ofa.on.ca/ontario-municipal-property-tax-deferrals/

詳細情報
https://news.ontario.ca/mol/en/2020/03/ontario-enabling-financial-relief-for-

businesses-1.html

支払猶予企業

Workplace Safety

and Insurance

Board (WSIB)

$1.9 Billion in

Workplace Safety

Expenses

$1.8 Billion in

Education Property

Tax Deferrals

Ministry of

Finance, Ontario

Ministry of

Finance, Ontario

$6 Billion in Tax

Deferrals

雇用主の事業所安全保険局（WSIB）に対する支払いを6カ月間猶予することで、19億CD分の資金余剰
を雇用主に提供する。現在同保険の枠組み下にある事業所はすべて自動的に対象となる。猶予期間中
の支払いの遅れに対する利息及び損害金は生じない。

自治体が導入しようとしている税の猶予策を支援するため、自治体が学校から収集している資産税の支
払いを90日猶予する。これに加えて自治体が四半期ごとに収集する教育資産税も同じく猶予し、6月30

日に予定されている四半期の収集を90日猶予する。これにより間接的に地域住民や企業に対し18億
CD分の税の猶予効果がもたらされる見込み。これによる学校運営への被害を回避するため州政府が
支払いの遅延した分を補てんする。

州内を主な事業所とする10万の事業者に対し、20年4月1日から同8月31日までの5か月間、州税・労働
者健康税・たばこ税・ガス税などの税の支払いを猶予し、延滞した場合の利息や損害金は免除する。こ
れにより期間中で事業者に対し60億CD分の支援効果を見込む。
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対象
(大分類)

対象
(小分類)

施策 施策の主体

詳細情報
https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/emergency-

daycare-services/

詳細情報 https://www.quebec.ca/en/education/student-financial-assistance/repayment/

詳細情報
https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/assistance-and-

support/service-employment-paycheque-an-arrangement-for-the-delivery-of-

home-care-support-services/

概要

個人

個人

学生

子育て世帯

在宅介護が
必要な人

Home care support

services

 local community

services centre

(CLSC)

Suspension of

student debt

repayment

ケベック州政府

Emergency Daycare

Service

Ministère de la

Famille

ケベック州

緊急学童保育は、政令で緊急保育を受ける権利を持つ保護者の子どもだけを対象とする。
これらのサービスは、緊急デイケアサービスを提供する職員も利用できる。
緊急保育サービスは、5月1日までの間、月曜日から金曜日まで無料で提供される。

在宅で生活しており、特定の活動に手助けが必要な場合、在宅介護支援サービスを受けることができる
場合がある。
在宅介護支援サービスは、地域コミュニティサービスセンター（CLSC）の役目を果たす保健・社会サービ
スネットワーク内の機関によって提供される。これらの機関は、サービスを必要とする人のニーズを受
け、評価する責任がある。
これらの機関は、その人が必要とする医療や社会サービスを自分たちで提供する責任があり、また、在
宅介護支援サービスの中には、一定の条件の下で、在宅介護社会経済事業者、民間企業、地域団体な
どの外部提供者にそれらを提供してもらうよう手配する責任がある。在宅介護支援サービスは、利用者
が個人的に雇用し直接手当／サービス雇用給料を支払う労働者によって提供される場合もある。
施設は、利用者やその家族と協力して、利用者の状況やニーズを評価することに重点を置いた臨床的
な手順を完了しなければならない。
この評価の後、利用者のニーズを満たすために提供されるサービスの計画が作成される。また、サービ
ス提供者は、利用者の状況、利用者の安全性、介護提供者の安全性、介護の種類やサービスに応じて
必要とされる専門知識や支援を考慮して、利用者や家族と協力して選定される。

COVID-19のため、政府は学生ローン返済を延期しており、今後6ヶ月間は支払いの必要がない。また、
利息は計算されず、ローンの借金にも加算されない。
この措置はすべてのAide financière aux étudesのクライアントに自動的に適用される。
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詳細情報 https://www.revenuquebec.ca/en/press-room/news/details/167331/2020-04-03/

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

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

詳細情報
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/festivals-

cultural-sporting-events-covid19/

個人 労働者

企業 企業

フェス
ティバル、
文化的
あるいは
スポーツ
イベント

フェス
ティバル、
文化的
あるいは
スポーツ
イベント

ケベック州政府

Festivals and cultural

and sporting events

during the COVID-19

pandemic

Concerted temporary

action program for

businesses

Investissement Qu

ébec

INCENTIVE

PROGRAM TO

RETAIN ESSENTIAL

WORKERS (IPREW)

Revenue Quebec

パンデミックの影響を相殺するために、ケベック州政府は、その部門とそのプログラムを通じて資金を提
供するフェスティバルやイベントのためのガイダンスや支援策を計画し、模索している。

融資保証が優先的な融資の形態であるが、Investissement Québecからの融資という形で融資を受け
ることもできる。
Investissement Québecは、リスクを共同負担するために、金融機関や連邦政府当局と緊密に協力して
活動することを目指している。
与信枠(信用限度額)の保証については、以下のような具体的な条件がある場合に限り、保証の対象と
なる。
新規の与信枠(信用限度額)

既存の与信枠(信用限度額)の増額。このような場合、Investissement Québecは、合意された担保率に
基づいて、増加分のみを保証する。
最低積立基準額は5万CD。
借り換えは禁止されている。
この措置は、ビジネスの運転資金を強化するために設計されている。

このプログラムは、2020年3月15日から開始し最長16週間延長されるもので、対象となる労働の1週間
ごとに100CDを支給する。これは、労働者が賃金に加えて、毎月400CDの課税対象となる給付金を受
け取ることができることを意味し、16週間という全期間では合計1,600CDが支給されることを意味する。
支払いは、2020年5月27日から2週間ごとに行われる。

プログラムの対象となるには、以下の条件を満たす必要がある。
週の総賃金が550CD以下であること。
2020年の年間給与所得が5,000CD以上であること。
2020年の年収の合計が2万8,600CD以下であること。
IPREWの下で支援を申請する際に15歳以上であること。
2019年12月31日にケベック州に居住しており、2020年を通してケベック州に居住予定であること。
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対象
(大分類)

対象
(小分類)

施策 施策の主体

詳細情報 https://canadacouncil.ca/covid-19-information

概要

団体・組織
（全般）

文化芸術
セクター

助成の継続 Canada Council

カナダカウンシル

カナダ芸術評議会は通常通り助成金の支払いを処理しています。お支払いの際に問題が発生した場合
は、該当プログラムにお問い合わせください。
【中止・延期したツアーに対して】 3/23告知
2020年3月16日から2020年7月31日までの4ヶ月間、国内外のツアーを中心とする事業への助成を中
止します。
【中止した公演に対して】 3/23告知
中止しなければならない場合、カナダ・カウンシルは、他の資格のある経費に充当するための資金を留
保することを認めています。COVID-19の影響と資金の使用方法を最終報告書に記載し、該当プログラ
ムに提出して承認を得る必要があります。
【オンライン公演の許可】3/23告知
問：　公開イベントの助成金を受けとっています。イベントをオンライン配信に移行したいのですが、どう
すればいいですか？これはできますか？
答：　はい、作品を公開し続けるための革新的な方法を見つけることを奨励しています。それには、ライ
ブストリーミング、ポッドキャスティング、ビデオなどがあります。COVID-19の影響と、その資金をどのよ
うに使用するかをプロジェクト更新報告書に記載し、関連プログラムに提出して承認を得る必要がありま
す。
【諸手続の継続】 3/23告知
問：　補助金の申請受付は継続していますか？
答：　はい、無給付期間(the blackout period)の影響を受ける活動を除き、現在も申請を受け付けてい
ます。このような状況では、成果を出すためのサービス目標を達成できない可能性がありますので、今し
ばらくお待ちください。
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詳細情報 https://canadacouncil.ca/covid-19-information

詳細情報 https://canadacouncil.ca/covid-19-information

Temporary 10%

Wage Subsidy

Canada Revenue

Agency(CRA)

団体・組織
（全般）

文化芸術
セクター

Canada Council助成の継続

団体への追加的資金
提供、損失補償
※政府と検討中

Canada Council

＆
Gevernment of

Canada

既出：リンク先を参照

現在連邦政府やコミュニティと、追加的財政支援の面で何が必要で、何ができるのかを把握するために
協議しています。

カナダ芸術評議会はCOVID-19によって芸術セクターに尋常ならざる破壊的なインパクトがもたらされて
いることを認識してます。私たちは、この事態に直面した芸術セクターを救うための実際的かつ即効性の
ある方法を、連邦政府と協議しています。さらなる情報は、提供可能になった段階でお知らせします。

【給付済み助成金の返還免除は？】3/23告知
問：　補助金の中の未使用の資金を返済する必要がありますか？
答：　カナダ芸術評議会は、活動の変更、延期、中止に関連する費用を含め、プロジェクトに関連するそ
の他の適格な費用に充当するための資金を留保することを認めています。
COVID-19の影響と資金の使用方法を、プロジェクト更新報告書に記載し、該当プログラムに提出して承
認を得る必要があります。
資金のすべてを対象となる経費に使用できない場合は、資金を返済する必要があります。残念ながら、
承認されたプロジェクトとは関係のない活動に資金を使用することはできません。

問：　カナダ芸術評議会が払い戻しを要求するのはいつですか？
答：　カナダ芸術評議会は、COVID-19の影響を受ける活動に対する補助金の払い戻しに関する方針を
緩和します。
    5,000CD以下の補助金の場合
        未使用額が15％または500CD（いずれか大きい方）を超える場合、受給者は未使用額を返済しな
ければなりません。
    5,000CDから3万CDまでの補助金の場合
        未使用額が1,000CDを超える場合、受給者は未使用額を返済しなければなりません。
    3万CDから7万5,000CDの補助金の場合
        未使用額が2,000CDを超える場合、受給者は未使用額を返済しなければなりません。
    7万5,000CDを超える補助金の場合
        未使用額が3,000CD以上の場合、受取人は未使用額を返済しなければなりません。
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詳細情報 https://canadacouncil.ca/covid-19-information

詳細情報 https://canadacouncil.ca/covid-19-information

詳細情報 https://canadacouncil.ca/press/2020/03/advance-funding

アーティスト
個人

在外アーティストの
帰国支援

カナダ外務省？

団体・組織
（全般）

Core

funded

organizatio

ns

文化芸術
セクター

その他
Canada Revenue

Agency(CRA)

Canada Council資金提供、損失補償

助成の継続 Canada Council

問：　COVID-19 の危機で、私の組織は財政難に陥っています。カナダ芸術評議会は助けてくれるでしょ
うか？
答：カナダ芸術評議会は、COVID-19が芸術部門に与えている並外れた壊滅的な影響を認識していま
す。
3月30日のリリースで発表したとおり、今春の初めに、カナダ芸術評議会は、すべてのCFOに対する年
間助成金の35％に相当する資金を前倒し助成することになりました。
これらの前渡金は、2020年5月4日までに自動的に発行されます。CFOは、前渡し金を受け取るため
に、支払いの請求や定期的な報告書類の提出をする必要はありません。2020-2021年の実績をまだ受
け取っていない団体は、2019-2020年の実績に基づいて賦課金を受け取ることになります。

カナダ芸術評議会は、1,100以上のCFOに対する年間助成金の35％に相当する約6,000万CDを前倒し
で提供する計画を発表しました。

問：　CFOの代表を務めています。私たちの計画は、COVID-19のためにキャンセルされたり、変更され
たりしています。このことは、私のコア・グラントに影響しますか？

答：　いいえ、CFOは、COVID-19のために遅延、変更、中止されたイベントや活動の代替プログラムを
用意する必要はありません。CFOは年次更新報告書において、COVID-19がプログラムや活動にどの
ような影響を与えたか、またどのように対処したかを説明する必要があります。

現在と同様に、従業員に支払われた給与、賃金、ボーナス、またはその他の従業員に対する報酬から、
所得税、カナダ年金制度（CPP）の拠出金、および雇用保険（EI）保険料を控除し続ける。

既出：リンク先を参照
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Canada Emergency

Response Benefit

(CERB)

Service Canada or

the Canada

Revenue Agency

(CRA)

※片方にのみ申請
可能

The goods and

services

tax/harmonized sales

tax (GST/HST) credit

Canada Revenue

Agency(CRA)

Canada Child Benefit

(CCB)

Canada Revenue

Agency(CRA)

Extra time to file

income tax returns

Canada Revenue

Agency(CRA)

Mortgage support
Canadian banks

※not中央銀行

further mortgage

assistance

Canada Mortgage

and Housing

Corporation(CMH

C) and other

mortgage insurers

アーティスト
個人

文化芸術
セクター

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照

既出：リンク先を参照
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対象
(大分類)

対象
(小分類)

施策 施策の主体

詳細情報
https://www.arts.on.ca/news-resources/news/2020/covid-19-faqs-and-

guidelines-for-grant-applicants-and-recipients

詳細情報
https://www.arts.on.ca/news-resources/news/2020/covid-19-faqs-and-

guidelines-for-grant-applicants-and-recipients

団体・組織
（全般）

文化芸術
セクター

概要

文化芸術
セクター

アーティス
ト・団体

オンタリオ
芸術評議会

オンタリオ
芸術評議会

助成の継続

資金提供、損失補償

オンタリオ芸術評議会

上記参照

・キャンセル
プロジェクトがキャンセルされた場合は、すでに発生している払い戻し不可の経費のために補助金を使
用し、アーティスト、協力者、会場、またはその他の契約上のパートナーに金銭を支払うようにしてくださ
い。また、予算に収入が記載されている場合は、助成金の一部を逸失利益に充てることもできます。キャ
ンセル料や違約金が発生した場合は、これらの予期せぬ費用の支払いにも補助金を活用しましょう。補
助金のすべてが払い戻し不可の費用に使われたことを証明できる場合は、その旨を最終報告書に記載
し、当初の予算との差額を明記してください。

【運営助成金について】
問：私の団体はOACから運営助成金を受けています。COVID-19によって計画が中止された場合は助
成金の返還が必要でしょうか。あるいは後日に計画の変更が必要でしょうか。
答：COVID-19の先が見通せない状況の中ですので、団体の計画がこれ以上実現不可能になったとして
も運営助成金の返還を求める考えはありません。

【公演事業の中止・変更・延期に伴う措置】
問：プロジェクト助成金を受けましたが、COVID-19のためにOACが資金提供した活動がキャンセル、延
期、または変更されました。どうすればよいでしょうか。

答：私たちは、助成金受領者が活動を一時停止、変更、中止し、目標や日程を調整する必要があること
を理解しています。選択肢について考え、代替案を検討するために、ある程度の時間を確保してくださ
い。活動を進める準備ができたら、いくつかの選択肢があります。
・一時停止または延期
プロジェクトの完了や最終報告書の作成に時間がかかる場合は、担当役員に連絡し、最終報告書の提
出期限を延長してもらいましょう。
・修正
プロジェクトの変更が必要な場合は、担当役員に連絡して、最新の政府COVID-19勧告や制限事項を考
慮して、プロジェクトの変更（日程、場所、会場、形式など）を依頼してください。
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対象
(大分類)

対象
(小分類)

施策 施策の主体

詳細情報 https://www.calq.gouv.qc.ca/en/grants/coronavirus/info/emergency-assistance/

詳細情報 https://www.calq.gouv.qc.ca/en/grants/coronavirus/faq/

文化芸術
セクター

概要

助成の継続や返還の
必要性について

Conseil des arts et

des lettres du Qué

bec

Conseil des arts et

des lettres du Qué

bec

Emergency

Assistance

団体・組織
と個人
（全般）

団体・組織と
個人
（全般）

ケベック芸術評議会

問："イベントの発表を中止せざるを得ません。私たちのための支援はありますか？
答：3月14日に出された政府の指令では、ケベック州内のすべての劇場（収容人数250人以下の劇場を
含む）は、追って通知があるまで閉鎖しなければならないと定められています。また、4月10日には、ケ
ベック州政府は、2020年8月31日までの期間、ケベック州内で予定されているすべてのフェスティバルや
イベントの中止を要請しました。現在実施中の予防作戦の結果を踏まえ、Ministère de la Culture et

des CommunicationsとCALQチームは、文化コミュニティへの経済的な影響を最小限に抑えるため、緊
密に連携しています。深刻な財政難に陥っている団体には、CALQが緊急支援の要請を受けて処理で
きるよう、電子メール・アドレスと簡易フォーム（フランス語のみ）を提供しています。

問：助成金（ケベック州外への作品流通）またはグラント（移動、作品流通）を受けましたが、移動はキャ
ンセルされてしまいました。私の移動はキャンセルされましたが、費用のすべてが払い戻されるわけでは
ありません。助成金の払い戻しをしなければなりませんか？

現在評議会から資金援助を受けているアーティストや団体の継続的なプロジェクトや運営のために、2つ
のメールアドレスと2つの簡易フォームを作成した。これらのツールを使用することで、緊急援助の申請
書を受け取り、処理することが可能になる。

この緊急支援は、補償的なものや将来を見越したものではない。短期的な状況に対処するために、既存
のプログラムの予算を用いた特別な財政支援である。例えば、翌月に必要なサービスを確保するための
キャッシュフローの問題や、海外のアーティストがケベックに戻らなければならない追加費用が発生した
場合などである。

23 / 23 ページ

https://www.calq.gouv.qc.ca/en/grants/coronavirus/info/emergency-assistance/
https://www.calq.gouv.qc.ca/en/grants/coronavirus/faq/

