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英国の新型コロナウイルス支援策 

 英国の新型コロナウイルス感染状況 

世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス、英国では 14日

現在、感染者は 9万 3,873人、死者は 1万 2,107人に達

し、３月 23日の外出禁止令から 3週間が経過しましたが、

拡大の勢いは止まっていません。 

【閑散としたロンドンの金融街（3月 23日午後 5時過ぎ）】

 

 現在、英国では食料品や医薬品の買い物と 1日 1回の運

動、在宅勤務ができない人の出勤以外は禁止され、違反者に

は警察が罰金を科して取り締まりをしています。 

 英国政府は、夕方に毎日の会見をおこない、「Stay Home, 

protect the NHS, save lives (家に居よう、医療（国民

健康サービス)を守ろう、命を救おう）」と国民に呼びかけていま

す。英国の 3,000万世帯に、ボリス・ジョンソン英首相の手紙

が届けられ、この国家的非常事態に英国政府は経済的支援

を惜しまないとメッセージを送りました。ボリス・ジョンソン首相も新

型コロナウイルスに感染、一時は集中治療を受ける深刻な状

況でしたが、12日無事退院し、医療関係者に謝意を表明し、

現在は首相別邸にて静養しています。 

 4月 5日には、エリザベス女王が異例の特別演説を行い、英

国民に「自制と覚悟」を持って外出規制を守るよう求め、「私た

ちはまた会えます」と語りかけました。11日にも、キリスト教のイ

ースター（復活祭）を前に「英国民は新型コロナウイルスに負

けない」とメッセージを発表しました。 

【英政府より英国の全世帯に届けられた首相からのメッセージ】

     
 このような状況の中、英国政府は、個人事業主、中小・中堅

企業、大企業に対する雇用維持、税務、金融面での様々な

支援策を公表しています。 

 雇用維持支援策 

 

■自営業者向け支援給付制度

対象者 フリーランス・個人事業主

支援内容
過去３税務年度の事業所得額平均の80％

（上限￡2,500）の3ヶ月分

適用要件

・年間事業所得￡50,000未満、かつ総所得

に占める事業所得の割合が50％超

・新型コロナウイルスの影響により事業所得が

減少、等

申請方法

過去の申告所得データから歳入関税庁が対

象者へ案内がある予定（5月中旬～）。6月

上旬より支給予定

URL

https://www.gov.uk/guidance/claim-

a-grant-through-the-coronavirus-

covid-19-self-employment-income-

support-scheme

発表日 2020.3.26

最新アップデート 2020.4.14
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 小規模事業者への支援策 

 

 

 

 税務面での支援策 

 

■企業の雇用維持のための支援給付制度

対象者
2020.2.28時点で給与計算対象者を雇用す

る企業

支援内容
過去の実績に基づいて算定された通常の給与

額の80％（上限￡2,500）の3ヶ月分

適用要件

・雇用主・従業員間の休業合意（雇用主から

従業員への休業指示通知が必要）

・休業期間中の従業員の無就業、等

申請方法
企業（雇用主）から歳入関税庁へ申請。4/

末までにオンライン申請開始予定

URL

https://www.gov.uk/guidance/claim-

for-wage-costs-through-the-

coronavirus-job-retention-scheme

発表日 2020.3.26

最新アップデート 2020.4.９

対象者
2020.2.28現在の従業員数が250名未満の

企業

支援内容

新型コロナウイルスの特則として、自主隔離初

日から2週間、有給での病欠に対し法定補填

（￡95.85/週）給付

適用要件

・新型コロナウイルス感染での4日以上の自主

隔離

・国民健康サービス（NHS)のオンラインサービ

スによる隔離証明書

申請方法 詳細未定

URL
https://www.gov.uk/statutory-sick-

pay

発表日 2020.3.26

最新アップデート 2020.4.９

■中小企業の従業員の有給での病欠に対する法定補填給付

の特則

対象者
イングランドの小規模事業者

（業種は問わない）

支援内容 現金給付￡10,000

適用要件

・ビジネスレート（非居住不動産に課せられる

固定資産税）の課税標準￡15,000未満

・小規模事業者のビジネスレート控除対象とな

る事業者

申請方法
申請不要で、各自治体より給付のレターが送

付される

URL

https://www.gov.uk/government/pub

lications/coronavirus-covid-19-

business-support-grant-funding-

guidance-for-businesses

発表日 2020.4.1

最新アップデート 2020.4.3

■小規模事業者に対する現金給付

対象者

イングランドの小売業、ホスピタリティ産業、

レジャー産業の小規模事業者（スコットランド・

ウェールズ・北アイルランドは別途ガイダンスあ

り）

支援内容

現金給付￡10,000

（ビジネスレート課税標準￡15,000未満）

現金給付￡25,000

（同￡15,000～￡51,000未満）

適用要件
・ビジネスレートの課税標準￡51,000未満

・駐車場業は対象外

申請方法
申請不要で、各自治体より給付のレターが送

付される

URL

https://www.gov.uk/government/pub

lications/coronavirus-covid-19-

business-support-grant-funding-

guidance-for-businesses

発表日 2020.4.1

最新アップデート 2020.4.3

■小売業等の小規模事業者に対する現金給付

対象者

イングランドの小売業、ホスピタリティ産業、レ

ジャー産業、保育園の事業者（スコットランド・

ウェールズ・北アイルランドは別途ガイダンスあ

り）

支援内容 2020/21税務年度のビジネスレート免除

適用要件

・規模要件はなし

・小売店、レストラン、カフェ、バー、パブ、映画

館、ライブハウス、スポーツクラブ、ジム、スパ、ホ

テル、宿泊施設、保育園

申請方法
申請不要で、各自治体より給付のレターが送

付される

URL

https://www.gov.uk/guidance/check-

if-your-retail-hospitality-or-leisure-

business-is-eligible-for-business-

rates-relief-due-to-coronavirus-covid-

19

発表日 2020.3.18

最新アップデート 2020.3.22

■小売業等の事業者に対する2020/21税務年度のビジネス

レート免除
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 金融面での支援策 

 

 

 

 

 以上 

対象者 VAT登録事業者

支援内容
20203月20日～6月30日の期間に納付

期限が自動的に2021年3月31日となる

適用要件 規模要件なし

申請方法
申請不要

自動引き落としのキャンセルが必要

URL

https://www.gov.uk/guidance/deferr

al-of-vat-payments-due-to-

coronavirus-covid-19

発表日 2020.3.26

最新アップデート 2020.4.3

■VAT（付加価値税）納付期限の延長

対象者 個人所得税納付対象者

支援内容

2019/2020税務年度の第2回中間納付

（納付期限7月31日）を2021年1月31

日に延長

適用要件 規模要件なし

申請方法
歳入関税庁にオンライン申請またはヘルプライン

に電話

URL
https://www.gov.uk/pay-self-

assessment-tax-bill

発表日 2020.4.3

最新アップデート 2020.4.3

■個人所得税納付期限の延長

対象者 売上高￡45百万以下の事業者

金額 ￡５百万以内

期間 6年以内

金利
借り入れから12か月間の金利と当初借入時

の手数料を政府が補助

保証 借入金額の80％を政府が保証

保証人

・借入金額￡250,000までは個人保証なし

・借入金額が￡250,000を超える場合も、政

府保証外の20％部分のみ

取扱金融機関 認定された40の金融機関

URL

https://www.gov.uk/guidance/apply-

for-the-coronavirus-business-

interruption-loan-scheme

発表日 2020.３.23

最新アップデート 2020.３.23

■中小事業者向け事業中断ローン

対象者 売上高￡45百万～￡500百万の事業者

金額 ￡25百万以内

期間 未定

金利 取扱金融機関の通常利率（予定）

保証 借入金額の80％を政府が保証（予定）

取扱金融機関 商業銀行（予定）

URL

https://www.gov.uk/guidance/apply-

for-the-coronavirus-large-business-

interruption-loan-scheme

発表日 2020.４.3

最新アップデート 2020.４.3

■中堅企業向け事業中断ローン

　（詳細は4月末までに発表予定）

概要
最大１年間にわたり、イングランド銀行が当該

企業のコマーシャルペーパーを買取

URL

https://www.gov.uk/guidance/apply-

for-the-covid-19-corporate-financing-

facility

発表日 2020.３.20

最新アップデート 2020.３.20

■大企業向けファシリティ

本レポートは情報提供のみを目的として作成したものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。 

ご利用に関しては、すべてお客さまご自身でご判断くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。 

本レポートは信頼できると思われる情報に基づいて作成していますが、当行はその正確性を保証するものではありません。 

本レポートのご利用によりお客さまがいかなる損失、損害を受けられても当行は一切の責任を負いません。 

本レポートはお客さま限りでご利用くださいますようお願いいたします。 


