
  News全国整備工場の皆様へ
NGP組合員200拠点がお届けする
お役立ち情報

　新型コロナウイルス感染拡大による余波
は様々な領域に及んでおり、中小企業の経
済活動においても多くの影響が懸念されて
います。そのような中小企業の事業継続を

助成するため、政府や自治体、団体などは
各種支援策を講じています。
　そこでNGPでは、自動車整備・修理工
場を含む多くの中小企業が活用可能な支援

策を表にまとめました。この困難を乗り越
えるための一助としていただければ幸いで
す。
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新型コロナウイルスで影響を受ける中小企業向け支援策

各種支援を適切に活用し、困難を乗り切る

新型コロナウイルスで影響を受ける中小企業向け支援策� 令和2年5月18日時点

種類 支援策 対象内容 支援金 詳細 難易度

資
金
繰
り

給付 持続化給付金 売上減少50％以上
上限：法人�200万円、個人事業主�100万円
　　　※昨年1年間の売上からの減少分を上限とする
締切：令和3年1月15日（金）

中小企業庁　持続化給付金
https://www.jizokuka-kyufu.jp/ 中

融資

セーフティネット保証4号 売上減少20％以上 限度額：2億8,000万円
保証：100％

信用保証協会　目的別保証制度
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.
html

高セーフティネット保証5号 売上減少5％以上 限度額：2億8,000万円
保証：80％

危機関連保証 売上減少15％以上 限度額：2億8,000万円（別枠）
保証：100％

商工中金　危機対応融資 売上減少5％以上
上限：別枠3億円
返済期間：設備資金�20年以内（据置期間5年以内）
　　　　���運転資金�15年以内（据置期間5年以内）

商工中金　特別貸付
https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html 激高

日本政策金融公庫　�
特別貸付 売上減少5％以上

上限：別枠3億円（直接貸付）
返済期間：設備資金�20年以内（据置期間5年以内）
　　　　���運転資金�15年以内（据置期間5年以内）

日本政策金融公庫　特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
各支店窓口　※直接貸付
https://as.chizumaru.com/jfc/top?account=jfc&accmd=0

中

休
業
補
償
助成

雇用調整助成金　特例措置 従業員の�
休業手当補償

上限：対象労働者1人1日当たり8,330円
助成率：休業手当相当額×10/10（一定要件を満たす場合）
期間：4月1日〜 6月30日中の休業（緊急対応期間）
締切：6月30日（火）　※事後提出可

厚生労働省　雇用調整助成金　特例措置
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
各ハローワーク及び都道府県労働局　問合せ一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

高

小学校休業等対応助成金 子がいる従業員の�
有休補償

上限：対象労働者1人日額8,330円
助成率：有給休暇中の支払賃金相当額×10/10
期間：2月27日〜 6月30日の間に取得した休暇
締切：9月30日（水）

厚生労働省　学校等休業助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

低

働
き
方
改
革
支
援

助成

テレワークコース テレワーク導入支援
上限：達成�300万円　�未達成�20万円×対象労働者
補助率：達成�3/4　未達成�1/2
締切：12月1日（火）

厚生労働省　テレワークコース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

中

職場意識改善特例コース 特別休暇制度�
整備支援

上限：1企業当たり50万円
補助率：対象経費の合計額×3/4
締切：5月29日（金）

厚生労働省　職場意識改善コース
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

補
助
制
度
給付

ものづくり補助金　特別枠 生産プロセス改善の�
設備投資支援

上限：1,000万円
補助率：中小2/3、小規模2/3
締切：5月20日（水）　※次回公募有

ものづくり補助金事務局
http://portal.monodukuri-hojo.jp/

高持続化補助金　特別枠 販路開拓等�
取り組み支援

上限：100万円
補助率：2/3
締切：6月5日（金）　※次回公募有

全国商工会連合
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
日本商工会議所
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

IT導入補助金　特別枠 ITツール導入・�
業務効率化支援

上限：30 〜 450万円
補助率：2/3
締切：5月29日（金）　※次回公募有

一般社団法人サービスデザイン推進協議会
https://www.it-hojo.jp/

税
制
支
援
猶予 新型コロナ�

緊急経済対策税制措置

納税の延長・�
猶予制度

・税務申告・納付期限の延長
・国税・地方税等の納税猶予制度
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制　他

国税庁　感染症対応
https://www.nta.go.jp/index.htm

・固定資産税等の軽減
・法人税・消費税等の納税の猶予
・欠損金の繰戻し還付の拡充

経済産業省　税制上の措置
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/
pdf/hosei_zeisei.pdf

その他
・厚生年金保険料等の猶予
・電気・ガス料金等の猶予
��その他　支援策

経済産業省（税制：第6章P61〜）
「新型コロナ感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

※ご注意：上記内容は調査時点の最新情報をまとめたものですが、制度条件は随時更新されています。申請の際は必ず各Web サイトにて最新情報をご確認の上、担当窓口にご相談されることをお勧め致します。



NGPの新型コロナウイルス対応について

コロナ禍対応で
総額1億円以上の組合員支援を実施

Topics

組合員への支援策を決定
　NGP協同組合、（株）NGPは5月21日
に行われた理事会及び役員会において、新
型コロナウイルス感染拡大に伴う組合員へ
の支援策として、約1.1億円以上に上る経
済支援を決定しました。
　背景としてはコロナ禍によって、鉄スク
ラップ、銅・アルミ等の非鉄素材相場の需
要減少に伴う価格の低迷、緊急事態宣言の
発出のため旅行や買物に行けなくなり自家
用車を運転する機会が減ったことで、メン
テナンス需要が減少したことによるリサイ
クル部品の利用機会の落ち込み、また、世
界的な感染拡大によりリサイクル部品の輸
出も停止するなど、リサイクル業界におけ
る影響が甚大であることが挙げられます。
事業サポートであることはもとより、組合
員の事業を圧迫したことで、リサイクル部
品を利用するすべてのユーザーの方々に迷
惑をかけてはならない、との考えからこの
ような大規模な経済支援の決定に至りまし
た。
　（株）NGPでは、提携企業からの車両引
き取りに設定している取扱手数料の全額免
除、一般消費者からの廃車買い取りサービ
ス「廃車王」の成約手数料の全額免除、リ
サイクル部品在庫共有システム「NGPシ
ステム」の月額利用料の全額免除を、5月
より8月末までの4ヵ月間実施します。ま
た、NGPシステムのテレワーク支援策と
して、在宅でのシステム利用を可能とする
措置も5月20日より実施しました。
　NGP協同組合では、組合員会費を6月
分から8月分まで免除する措置を理事会に
て決定しました。その後インターネットを
活用して6月4日に緊急開催した臨時総会
で、最終決定しています。併せてNGP賛
助会員の会員費についても、リサイクル部
品流通を担うNGPの仲間であることから、
正組合員と同様に6月分から8月分までを
免除することを決定しました。
　これら支援策の総額は1.1億円以上に上
る見込みです。

オンライン会議を活用し、
グループ活動を再開

　NGPは、新型コロナウイルスの感染拡
大を受けて3月から中止していたグループ
活動について、オンライン会議に限定して
再開しました。佐藤幸雄理事長の「社会状
況が目まぐるしく変化していく中で、新し
い生活様式に我々も早急に対応しなければ
ならない。グループ活動の停滞は循環型社
会の形成といった我々の担った社会的使命
の妨げになる」との考えによるものです。
　4月10日の正副理事会を皮切りに、理
事会、全国9支部でオーナー会議をオンラ
インで開催し、新型コロナウイルス感染拡
大による各地域の業界への影響についての
情報を共有しています。

　委員会活動もオンラインで順次再開し、
5月11日に総務広報委員会、13日に教育
委員会、14日に自動車リサイクル部品産
学協同研究会を行いました。総務広報委員
会では、新型コロナウイルス感染拡大阻止
の観点から、総会の開催方法などについて
議論しています。

理事会のオンライン会議の様子

NGPシステムを遠隔で利用できる環境を提供

１．NGP日本自動車リサイクル事業協同組合支援策
 ❶賛助会員を含む全組合員の賦課金の本年度分6月から8月までの免除

２．（株）NGP支援策
 ❶本部取り扱い車両の取引手数料を無償（5月から8月）
 ❷廃車王の本部成約手数料を無償（同上）
 ❸NGPシステムの利用料の免除（同上）

３．テレワーク支援策
 NGPシステムを遠隔で利用できる環境を提供

NGPの組合員支援策の概要



※自動車リサイクル部品産学共同研究
会が、「自動車リサイクル部品による環
境負荷低減効果の研究」の結果をもと
に、NGPが販売したリユース部品の
90品目（左右ある部品を含むと115
品目）を対象に算出した数値です。

※リターナブル梱包材の利用に伴う削
減効果はNGP協同組合独自のCO2排
出量削減の取り組みです。段ボールに
代えて、専用梱包材を繰り返し使用す
ることを前提に削減効果を算出してお
ります。

NGP 今月のCO2削減量
リユース部品利用に伴うCO2 削減量

リターナブル梱包材利用に伴うCO2 削減量

令和2年4月： 0.9t

令和2年4月： 2,310t

　緊急事態宣言は順次解除されていますが、
越県移動の自粛が求められている状況を考
えると、しばらくの間はオンラインで会議
を継続していく方針です。

NGPグループの今後の事業活動

　5月21日の理事会では、新型コロナウ
イルス感染拡大に伴う支援策のほかに、今
後予定されていた様々な活動についても議
論をしました。
　例年7月に開催しているNGPグループ
戦略会議については中止を決定しています。
また10月に予定しているNGP総会につい
ては、当初は新潟県にて開催する予定とし
ていましたが、新潟開催を中止し、品川で
の開催に変更しました。品川での開催にお
いても、3密の防止やソーシャルディスタ
ンスが求められることを考慮すると、イン
ターネットを活用した総会とすることも検
討する必要があると考えています。
　また研修活動については、正式に12月
まですべての研修予定の中止を決定しまし
た。新しい日常が求められている社会の中、
来年以降の集合研修のあり方についても教

育委員会で議論していく方針です。

NGP本部のコロナウイルス感染対策

　NGP本部では、新型コロナウイルスの
感染が広がり始めた2月より、時差通勤を
するとともに、事務所機能一部の移転・運
営を開始し、従業員の感染に伴う事業所封
鎖のリスク回避策を実施しています。また、
緊急事態宣言が発令されることを想定し、
在宅勤務体制を確立するためのハードウェ
ア機器など100万円以上の設備投資を進め、
緊急事態宣言発令とともに在宅勤務とシフ

ト勤務を併用しています。それらの対策に
より、政府より求められている人との接触
割合7〜 8割の削減を達成しました。
　また、派遣社員との契約更新を含め、雇
用の維持による社会への貢献を継続してい
ます。
　緊急事態宣言解除後も一斉に勤務体制を
戻すのではなく、在宅勤務・シフト勤務・
時差出勤を併用して運営し、今後も感染拡
大状況を注視しながら、状況に応じた対応
をして参ります。

・感染者発生時の濃厚接触者抑制のため本部近隣ビルに仮事務所を設置し、事務所・人員を分散

・社員密集による感染リスク回避のため、在宅勤務/シフト勤務により出社率抑制

・在宅勤務の環境整備（対象者全員にパソコン、携帯支給）

・出社時も就業時間短縮/オフピーク通勤の適用でリスク抑制

・通退勤時および執務中のマスク着用

・社内入室時の手指のアルコール消毒実行

・自宅での健康チェック、毎日の検温

組合事務局・（株）ＮＧＰ　本部事務所のおもな感染対策

NGP本部事務所入口には、アルコール消毒液ディス
ペンサーを設置するとともに、感染対策への協力を
呼びかける張り紙を掲示

事務所内の様子。出社した職員は席を一つ空け、ソーシャルディスタンスを確保 普段会議室として利用している場所を、仮設事務所として運営



NGP日本自動車リサイクル事業協同組合事務局
〒108-0074　東京都港区高輪3丁目25番33号　長田ビル2F
TEL:03-5475-1208　FAX:03-5475-1209
https://www.ngp.gr.jp/

株式会社NGP
〒108-0074　東京都港区高輪3丁目25番33号　長田ビル2F
TEL:03-5475-1200　FAX:03-5475-1201
https://www.ngp.co.jp/

FSC® 森林認証紙、ノン VOC インキ（石油系溶剤 0％）など印刷資材と製造工程が環境に
配慮されたグリーンプリンティング認定工場にて、印刷事業において発生する CO₂ 全てを
カーボンオフセット（相殺）した「ゼロカーボンプリント」で印刷しています。

　新型コロナウイルスの感染拡大が社会
へ大きな影響を及ぼす中、人や機材を運
搬する自動車、そして地域の自動車社会
を守る整備業界が、国民生活を維持する
上で必要不可欠な存在であることが改め
て認識されています。その整備業界を支
援する我々自動車リサイクル事業におい
ても、地域の自動車社会の安心・安全を
守る一助となるべく、徹底した感染予防
対策を実施した上、事業を継続していま
す。
　このほど組合員各社から感染予防策の
事例が届きましたので、その一部を紹介
します。地域の自動車社会を守るため、
自動車アフターマーケット業界全体で情
報を共有し、「新たな日常」の中での事
業活動の姿を構築していきたいと思いま
す。

NGP組合員各社の感染予防策

徹底した感染予防策で地域の自動車整備業界を支える
NGP組合員
かわら版

令和2年5月3日、有限会社プロス（北海道江別市）代表取締役　上田秀徳様の御尊父様、上田正男様がご逝去されました（90歳）。 
謹んでご冥福をお祈り申上げます。訃報

フロントの席と席の間に、間仕切りを設置

来店者との飛沫感染防止シートの設置

入口をこまめに除菌

 お客様との接客時の風景

大型のプラズマクラスターの設置

フロントのシフト勤務の実施で、ソーシャルディスタンスを確保

通常時 現在


