
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制 度 主な内容・要件等 ここがポイント！ 

お金を
借りる 

政府系に加え 

民間の金融機関も 

【実質無利子】 

【無担保】の融資 

都道府県等による融資制度を活用して、民間金融機関

で、実質無利子・無担保・据置最大 5 年・保証料減免の

融資を実施。4,000 万円を融資上限とし、当初 3 年間

を金利補給期間（実質無利子）とする。4 年目以降は制

度融資所定金利。 

【対象】 

売上高等が 5%以上減少した場合、 保証料ゼロと実質

無利子で融資 （SN4 号・5 号・危機関連保証が要件） 

まずは、民間金融機関に直接お問い合わせ
ください。 
金融機関から市町村へセーフティネットに
ついての売上減少の認定申請を行い、その
認定書をもって保証協会との協議となりま
す。 

現在融資返済中なら・・ 

既往債務の 

借換
かりかえ

が可能 

日本公庫等の「コロナ特別貸付」「コロナマル経」等の

危機対応融資について、既存の特別貸付などに係る債

務を対象とした借換を可能とし、実質無利子化の対象。 

民間金融機関も信用保証付き既往債務も対象要件を満

たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換

が可能。 

コロナマル経等の要件「最近１カ月の売上高が前

年又は前々年比 5％以上減少している」であれば

検討を。 

借換することで、３年間実質無利子・低金利にな

る可能性があります。 

お金を
もらう 

売上が前年同月比 50％以上 

減少した・・・ 

 
 

持続化給付金  
 
 

※令和 3 年 1 月 15 日まで。 

申請漏れはありませんか？ 

【給付要件】 

新型コロナ感染症の影響により、売上が前年同月比

で 50％以上減少している事業者 

 

【給付額】最大で、法人 200 万円 個人 100 万円まで 

【計算方法】前年の総売上(事業収入) 

―(前年同月比▲50％月の売上×12 ヵ月)  

【申請期間】令和２年 5 月１日～令和 3 年 1 月 15 日 

この給付金は返済不要、使用の用途を問わな

いので、事業全般使えて給付後の実績報告も

ありません。 

PC、スマホで申込み、添付書類はスマホの写

真画像など手続きが簡素化されています。 

事業者の皆様には売上確認のため、直近まで

の会計整理を至急行うことをお勧めします。 

 

インターネットツールがない、操作が分から

ないなどのご相談も承っています。 

家賃の負担が大きい・・・ 

 

家賃支援給付金  
 

 

【給付要件】 

5 月～12 月において次のいずれかに該当する方。 

①1 カ月の売上が前年同月比で 50％以上減少 

②連続する 3 ヶ月の売上が前年同期比で 30％以上減少 

【給付額】法人は月額 50 万円、個人は月額 25 万円 

【申請期間】令和２年 7 月１4 日～令和 3 年 1 月 15 日 

 

 

売上が前年同月比 20％以上減

少していたら・・・ 

きたひろ 

事業者応援給付金 

 

※令和 2 年 7 月末日まで受付 

申請漏れはありませんか？ 

 

【対象者】新型コロナウイルスの影響により 3 月～6 月

のうち 1 月でも売上が 20％以上減少してい

る事業者。 

     ※会社規模は問いません 

【条件等】納期の到来した町税等を完納していること 

※納税期限が猶予されているものは含みません 

【支給額】一律 10 万円 

【申請期間】5 月 21 日（木）～7 月 31 日（金） 

申請窓口は北広島町商工会又は北広島町商

工観光課となっています。 

 

※商工観光課は道の駅舞ロードにあります。 

役場本庁内ではないのでお間違えなく。 

令和 2年 7月発行 
 
 

【新型コロナ対策関連】～各種支援制度のご紹介～ 

令和 2 年 5 月 20 日に第 14 回北広島町商工会通常総代会が開催されました。本年は新型

コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面決議及び少人数（各地区総代代表各 1 名・正

副会長・筆頭理事・事務局）のみでの開催となりました。 

前年度事業報告及び収支決算、本年度事業計画及び収支予算、定款の一部改正、欠員に

伴う役員の補欠専任について承認を受けました。新たな役員として、豊平地区より豊平建

設の古武家貴之さんが選任されました。議事終了後、次の方々が表彰を受けられました。 

【商工会等功労者】 佐々木美恵子 監事 

【 優良職員表彰 】 横谷 航 課長補佐 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受ける事業者の方に国・県・町の行政の実施する支援制度、厚生労働省管轄の助成金、経済産業省管

轄の各種補助金や給付金、政府系・民間金融機関の融資制度など多くの施策が打ち出されています。自社の状況にあった制度を活用してこ

の難局に立ち向かっていきましょう！！商工会では有資格専門家（中小企業診断士・社労士）による支援窓口を設置しておりますのでご活

用ください。もちろん、商工会は随時相談を受け付けておりますのでお問合せください。  ※専門家相談窓口カレンダーは別紙参照 



 

アフター
コロナに
向けた取
り組み 

 

販路開拓を検討中 

 

持続化補助金  

「コロナ特別枠」 

小規模事業者がコロナの影響を乗り越えるために行う
販路開拓の取組を支援 
【補助額】最大 100 万円（補助率 3/4） 
【申請締切】 第３回８月７日、第 4 回１０月２日 

※「コロナ特別枠」の申請要件は補助対象経費の 1/6 以

上が下記の要件に合致する投資であること。 
A．サプライチェーンの毀損への対応 
B．非対面型ビジネスモデルへの転換 
C．テレワーク環境の整備 

A.B.C への取組について 1/6 以上の投資が
条件。補助率も 2/3 から 3/4 に拡充されて
います。 
持続化補助金「コロナ特別枠」では、売上が
前年同月比▲20％の場合、特例として概算払
いによる即時支給（50％まで）が可能になり
ました。 

新たに「事業再開枠」が設置され、事業の再
開・継続に必要なコロナウイルス感染症対策
（マスク、透明ビニール、消毒液、ウイルス
除去装置など）に対する定額（10/10）の補
助が加算されます。  
 
※上限は持続化補助金の補助金申請額又は
50 万円何れか低い方 

持続化補助金  

「一般型」 

小規模事業者が行う販路開拓の取組を支援 

【補助額】最大  50 万円（補助率 2/3） 

【申請締切】 第３回 10 月 2 日（金） 

       第 4 回  2 月５日（金） 

テレワーク・IT 導入で生産

性を向上させたい 

ＩＴ導入補助金 

「コロナ特別枠」 

従業員がテレワークを実践できるような環境を整備  

【補助額】30～450 万円 (補助率 2/3) 

※補助金公募前に導入したＩＴツールも対象 

※ＰＣ・タブレットのレンタル費用も初めて補助対象 

【申請締切】9 月、12 月予定 

テレワークとは在宅勤務やモバイルワーク
など、「情報通信技術を活用した場所や時間
にとらわれない柔軟な働き方」です。ソフト
ウエア費、導入関連費、ハードウェアレンタ
ル費が対象です。 
IT 導入補助金は IT 危機を導入する事業者
（ベンダー）が限られていますのでまずはベ
ンダー事業者とコンタクトをとることが必
要です。 

IT 導入補助金・ものづくり補助金については
申請が電子申請のみとなっております。申請
を行うためには、様々な行政サービスを
gBizID プライムアカウントの取得が必須と
なっています。 
申請を行ってから承認さまで 2 週間程度か
かるので早めの取得をお勧めします。 

生産設備等への投資を検討

中なら 

ものづくり・商業・サービス

補助金 

「コロナ特別枠」 

コロナの影響を乗り越えるために行う新製品・サービ

ス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援 

【補助額】最大 1,000 万円（補助率 2/3） 

【申請締切】8 月 3 日（月） 

※11 月、令和 3 年 2 月も公募予定 

雇用を 
守る 

休業した際、従業員に休業手

当を支給し雇用を維持 

雇用調整助成金 
 

コロナの影響により従業員を休ませる又は時短させた

際に支払う休業手当に対する助成 

【上限】一人一日 15,000 円上限（最大 10/10） 

申請書類が大幅に簡素化され、助成額が
8,330 円から 15,000 円に増額されました。 
※休業手当を 60％以上支払っている必要が

あります。 

小学校休業等に伴う保護者

（従業員）の休暇取得を奨励 

 

小学校休業等対応助成金 

コロナの影響で学校等が休校したことにより休暇を余

儀なくされた従業員に対して通常の有給休暇とは別に

特別な有給扱いとした事業者に対して助成 

【補助額】15,000 円上限 

【適用日】令和 2 年 2 月 27 日～９月 30 日の間 

【申請締切】12 月 28 日（月） 

雇用関連の助成金は厚生労働省管轄でハロ

ーワークが窓口となります。 

ハローワーク可部 TEL 082-815-8609 

ピンチを 

チャンスに 

伴走支援 

地域通貨ユート 
換金手数料無料化 

地域通貨ユートを対象期間中は換金手数料０％としま

すので期間中の販促活動等にもご活用ください。 

 

【手数料０期間】 7 月 1 日（水）～ 3 月 1 日（月） 

令和２年度の地域通貨ユート販売予定 

令和２年９月１日～ 

販売総額 ２億円 プレミアム 10％ 

使用期限 12 月末日まで 

販売方法は予約制で１人１０万円まで購入

いただけます。 

伴走型小規模事業者支援推進

事業 

 

経営計画作成等支援 

会員事業者の皆様がコロナウイルスを乗り越えて事業

を再開できる取組を計画書という形にする支援を行っ

ていきます。上記補補助金なども経営・事業計画あって

のこととなりますのでまずは商工会までお問い合わせ

ください。 

※内容により無料で専門家派遣も行いながら経営支援

し、会員企業の皆様と一緒に取り組んでいきます。 

支援メニュー 

・経営計画策定セミナー及び策定支援 

・事業承継セミナー及び個別相談 

・計画策定後のフォローアップ 

・店頭販売の事前セミナー 

・買ってもらいやすい商品改良 

・北広島町ブランドについての勉強会 

国・県の制度を活用した 

 

専門家派遣制度 

経営課題を解決するため国・県の制度を活用し、無料で

3 回まで各分野の専門家を派遣する制度があります。 

商工会から派遣申請を行い、同行支援いたしますので

ご活用ください。 

ミラサポを利用した専門家派遣にはログイ

ン ID・パスワードと企業登録が必要です。 

インターネットで「ミラサポプラス」と検索。 

政府公認の中小企業支援サイトですのでよ

り速い事業者向けの情報が入手できます。 

いまさら聞けない・・・ 

小規模事業者経営改善貸付（通称：マル経）とは？ 

対象者：商工会の支援を 6 カ月以上受けている小規模事業者 
融資限度額：2,000 万円 
返済期間：運転資金： 7 年以内（据置 1 年以内）   

設備資金：10 年以内（据置 2 年以内） 
利率：一律 1.21％（令和 2 年７月１日現在） 
保証人・担保不要 
※利用には商工会（マル経審査会）の推薦が必要となります。 

 

 

★新型コロナマル経★ 

今回のコロナウイルスの影響により前年同月比で５％以上減少し

ていれば、新型コロナマル経（別枠 1,000 万円）が利用できます。 

条件を満たせば 3 年間基準金利から－0.9％されます。さらに、

15％以上減少している場合は期間中の残り 0.31％についても利

子補給制度が適用されるため、実質無利子となります。 

また、すでにマル経を利用されている方についても一本化するこ

とが可能です。 



 

 

  今回のコロナウイルスの影響を受け、申請手続きはかなり簡素化されました。とは言え、

雇用形態や事業規模により支給対象や助成率、手当額の計算、所定労働日数の確認など煩

雑な事務処理が求められます。そこで、広島県では雇用調整助成金の申請手続き等に係る

費用を補助する制度が新設されました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持続化給付金 

申請サポートキャラバン隊が北広島町にやってくる！ 
 

 

持続化給付金申請について、スマートフォン、タブレット、パソコン等インター
ネットでの申請となり、便利になった一方、インターネットに不慣れな方などご自
身で電子申請を行うのが難しいという声があります。商工会も事業者の方と一緒に
申請をサポートしておりますが、この度、臨時の申請サポート会場が北広島町に開
設されることとなりました。 

まだ申請が済んでおらず、申請が困難な方はぜ是非この機会をご活用ください。 
 
開催日程：令和 2 年 8 月 5 日（水）～8 月 10 日（月・祝） 
     9 時 00 分～17 時 00 分（最終受付 16 時）  

※最終日のみ 9 時 00 分～15 時 00 分まで（最終受付 14 時まで） 
会  場：千代田産業振興センター（北広島町商工会本所） 
準 備 物：個人と法人で若干資料が異なります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回理事会で加入承諾された方 

(株)吉田土木  吉田 勇 さん 建設業（法人成り） 

和 鉄 工  上田和志 さん 機械修理業 

寺田幸信 さん 建築設計業 

和 田 建 築 和田龍一 さん 建築業 

アトリエユアン 池田裕一 さん 服飾デザイン販売業 

北広島町商工会（本所） 

〒731-1533 

広島県山県郡北広島町有田 1234-1 

ＴＥＬ：0826-72-2380 ＦＡＸ：0826-72-5770 

大朝支所 TEL050-5812-2576 FAX0826-82-2890 

豊平支所 TEL050-5812-4036 FAX0826-83-0318 

芸北支所 TEL050-5812-2633 FAX0826-35-0184 

ＵＲＬ：http://www.kitahiroshima-sci.com/ 

商工会ＨＰと Facebook で旬な情報を提供しています。 

ページへのイイねをお願いします。 

Facebook ページ➡➡➡➡ 

 

 

 

 

小規模企業共済 ってご存じですか？ 

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時

の生活資金などのために積み立て、退職金として

受け取れる「小規模企業共済制度」。掛金が全額
・ ・

所

得控除できるなどの税制メリットに加え、いざと

いう時事業資金の借入れもできる、おトクで安心

な「退職金制度」です。掛け金も月額 1,000 円～

70,000 円まで幅広く、途中で変更することもでき

ます。 

北広島町では商工会を含めた各機関で協力して北広島町内の事業者を応援しよう！という思いから
『きたひろ応援プロジェクト』を立ち上げました。観光客や来町者の減少により売り上げが減少してい
る中、今だからこそ町民に町内で消費してもらうことで一体感の創出と持続可能な地域を創ることを目
的としています。 
飲食店支援 
（第１弾）…お弁当プロジェクト 7/8 まで 

（第２弾）…アトリウム de テイクアウト in 北広島町役場 7/15～ 

      役場本庁の入り口（アトリウム）で毎週水曜日に飲食店や仕出し店のお弁当やパン・菓子製造業を 

対象に販売の為に開放し、新たな販売機会を創出。役場職員だけでなく、一般の方も利用いただけ 

ます。出店に興味をお持ちの方は商工会又は役場まちづくり推進課までご連絡ください。 

 

特産品販売支援 
      オールきたひろ支え愛の「輪」プロジェクト 

      北広島町の特産品等販売事業者（商工会や道の駅等）の取り扱う商品を詰め合わせたギフトセット 

の郵送料を補助して個店の売上に貢献する事業。商工会の夏ギフトの申込は７月３０日までです 

が、道の駅等では８月１０日まで販売しています。大切な人に地域の逸品を贈ってみましょう！ 
 

新規商工会員さんのご紹介 
 

申請書 ネット申請の為不要 ネット申請の為不要

確定申告書 確定申告書第1表（税務署の収受印のあるもの） 法人税申告書 別表１（税務署の収受印のあるもの）

決算書

（前年の売上が分かる資料）
1枚目・2枚目 法人概況説明書（２枚目まで）

帳簿（該当月） 売上帳（50％減収月） 売上帳　（50％減収月）

本人確認書 免許証（両面）又はマイナンバーカード 法人番号

振込先の通帳 通帳表・表紙を開いた1ページ目 通帳表・表紙を開いた1ページ目

電子申告の受信通知 電子申告した場合はメール詳細など 電子申告した場合はメール詳細など

添付資料等一覧 個人事業主 法人

 

補助対象経費：社会保険険労務士への申請書類作成委託費用等 

※すでに支払い済の費用でも可 

補助率：10/10※上限額 10 万円 

受付期間：6 月 9 日（火）～2 月 28 日（日）郵送のみ 

必要書類：社労士からの領収証等 

お問合わせ：広島県商工労働局雇用労働政策課 TEL082-513-2838 

雇用調整助成金って知って

いるけど申請手続きが煩雑

で大変なんでしょ・・・？ 

顧問労務士はついていない

し・・・高いんでしょう？ 

 

制度内容・様式 

毎月第４水曜日に放送されるきたひろネット番組 

「とことん商工会」で事業所紹介してみませんか？ 

取材希望の方は商工会までお問合わせください。 

http://www.kitahiroshima-sci.com/

