
 

 

 

 

 

 

      

 制 度 主な内容・要件等 ここがポイント！ 

売上が 
50％以上 
減少した 

 

持続化給付金 

（経済産業省） 

事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く

使える給付金を支給 

【要件等】 コロナの影響により、1 カ月の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 法人 200万円 個人 100万円まで 

※ただし、昨年１年間の売上からの減少分を上限 

【申請期間】令和２年 5月１日（金）～令和 3年 1月 15日（金） 

※ 申請はオンラインのみ。 

※ 備北商工会各支所でも申請支援できます。 

※ 庄原申請サポート会場（予約制：庄原グランドホテル 

☎0570-077-866）は 7/30をもって閉設。 

 

 

家賃支援給付金 

（経済産業省） 

売上の減少に直面する事業者の事業継続をささえるため、地代・

家賃（賃料など）の負担を軽減する給付金を給付 

【要件等】５～12月において以下のいずれかに該当する者 

①いずれか１カ月の売上高が前年同月比で 50％以上減少 

②連続する３ヶ月の売上高が前年同期比で 30％以上減少 

【給付額】支払賃料（月額） 法人 75万円以下  

個人 37.5万円以下の場合 

     直近 1カ月の支払賃料×給付率 2/3 × 6カ月分 

最大 法人 600万円 個人 300万円まで 

【申請期間】令和２年 7月 14日（火）～令和 3年 1月 15日（金） 

※ 申請はオンラインのみ。 

※ 地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事

業のために使用収益する土地建物の賃料が対象。 

※ 駐車場、資材置場等として事業に用する土地の賃料も対象。 

※ 賃貸人（かしぬし）と賃借人（かりぬし）が実質的に同

じ人物の取引（自己取引）、または夫婦や親子間の取引

（親族間取引）は給付額の算定には用いられません。 

※【添付書類】①賃貸借契約書の写し、②通帳の写し、 

③売上確認の書類の写し、④直近 3 カ月間の賃料の支

払い実績を証明する書類（領収書、振込明細書等） 

売上が 
30％～ 
50％未満 
減少した 

中小企業者等 

事業継続応援給付金 

（庄原市） 

国の「持続化給付金」の対象とならない事業者に対して、事業を継

続して頂くための給付金を支給 

【要件等】 コロナの影響により、1 カ月の売上が前年同月比で

30％以上 50％未満減少している事業者 

【給付額】 一律 10万円 

【申請期間】令和 2年 5月 22日(金)～8月 31日(月) 

※ 庄原市内に本店又は主たる事業所を有する事業者が 

対象 

※ 国の持続化給付金を申請した事業者は対象外 

※ 前年の確定申告における事業収入が 120万円未満の 

  事業者は対象外 

従業員を 
休業 
させた 

休業手当を支給した 

雇用調整助成金  
緊急雇用安定助成金 
（厚生労働省） 

事業主が休業手当を支払う場合、休業手当等の一部を助成 

【要件等】コロナの影響により最近１か月間の売上高または生産

量などが前年同月比５％以上減少  

【助成率】 休業手当等の最大 10/10 解雇ありは 4/5 

      （日額上限 15,000 円） 

【特例期間】令和２年 4月１日（水）～9月 30日（水） 

 

  

休業手当を支給していない  

休業支援金・給付金 

 （厚生労働省） 

 

コロナの影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休

業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方に対して、

当該労働者または事業主の申請により、支援金を労働者に支給 

【支援額】休業前賃金の 8割（日額上限 11,000円） 

【対象期間】令和 2年 4月 1日（水）～9月 30日（水） 

※ 申請は郵送のみ（オンライン申請を現在整備中） 

※ パート労働者、昼間学生アルバイトも対象 

※ 事業主による証明（支給要件確認書）が必要 

※【添付書類】①本人確認書類（運転免許証等） 

②振込口座確認書類（通帳コピー） 

③休業前と休業中の賃金台帳・給与明細 

感染予防
対策を 
した 

 
感染拡大防止補助金 

（庄原市） 

感染拡大の要望対応のため、事業者が自発的かつ新規に取り組む

設備導入や事業継続の経費を補助 

【補助額】最大 30万円（補助率 3/4） 申請 1回限り 

【対象期間】令和 2年 3月 1日（日）～9月 30日（水） 

【申請締切】令和 2年 12月 25日（金） 

対象経費例 （これは一例です） 

【消耗品】消毒用アルコール、マスク、パーテーション 

【印刷費】テイクアウトデリバリーなどのチラシ印刷 

【通信費】テレワーク等設備投資【手数料】営業許可取得 

【工事費】間仕切りの設置、【広告料】新聞・雑誌掲載費 

【備品購入費】空気清浄機、サーモグラフィー、パソコン 

【委託料】看板、のぼり等作成費【賃借料】車両リース料 

新たな 

取組みを 

始めたい 

販路開拓に 

 

小規模事業者  

持続化補助金  

（経済産業省） 

小規模事業者が商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、 

その計画に沿って行う地道な販路開拓等の取組を支援 

区 分 一般型 コロナ特別枠※ 

補助額 最大 50万円 最大 100万円 

補助率 
2/3 

類型 A    2/3 

類型 B又は C 3/4 

申請締切 10月 2日、2月 5日 8月 7日、10月 2日 
 

 

 

 

 

 

 

 

こんな時は商工会までご相談ください 

補助金を活用して資金の一部を調達しませんか？ 

☑ 自社サービス・製品の広告宣伝をしたい 

☑ ホームページを変更したい、通販サイトを作りたい 

☑ 事務や業務を効率化するためソフトを入れたい 

☑ 設備を導入して時間を短縮、安定化を図りたい 

☑ 新サービスを始めるための機器を購入したい 

 

 

 

 

設備投資に 

 

ものづくり・商業・サービス

補助金 

（経済産業省） 

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 

  区 分 一般型 コロナ特別枠※ 

補助額 最大 1,000 万円 最大 1,000 万円 

補助率 中小   1/2 

小規模 2/3 

類型 A    2/3 

類型 B又は C 3/4 

申請締切 8月 3日（月）、11月頃、2月頃 
 

業務効率化に 

ＩＴ導入補助金 

（経済産業省） 

IT ツール導入による業務効率化を支援  

  区 分 一般型 コロナ特別枠※ 

補助額 30～450万円 30～450万円 

補助率 
1/2 

類型 A    2/3 

類型 B又は C 3/4 

申請締切 7月 31日（金）、8月 31日（月） 
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7/14申請開始 

 

7/10申請開始 

 

※補助額や補助率が優遇される「コロナ特別枠」は 

補助対象経費の 1/6以上が下記のいずれかの要件に 

合致する投資であることが要件です。 

類型 A．サプライチェーンの毀損への対応 

類型 B．非対面型ビジネスモデルへの転換 

類型 C．テレワーク環境の整備 

 

備北商工会では業種や経営実態に合わせて、支援制

度のマッチングを行い、申請書作成、事業の実施、完

了まで伴走支援でサポートを行っています。コロナ関

連の相談は 500件を超え、多くの方が支援制度を活用

されています。支所での面談、スマホ等を使ったオン

ライン相談も受付けていますのでぜひご利用下さい。 

社会保険労務士への 

「雇用調整助成金」申請書類作成委託

費用を補助します（庄原市） 

【補助額】最大 10万円 【補助率】10/10 

【問い合わせ】庄原市商工観光課 ☎73-1178 

 

 農業の方もご相談ください  

経営継続補助金（農林水産省）NEW 
農協、森林組合、漁協等の「支援機関」による計画 

作成・申請から実施までの伴走支援を受けた、経営 

の継続に向けた取組を支援。 

【対 象】農林漁業を営む個人又は法人 

【補助額】最大 100 万円【補助率】3/4 

【申請締切】10月中旬 

 

 

 

NEW 当給付金受給事業者は、 

事業用の NHK放送受信料 

2カ月分が免除になります 

※ 給付通知書のコピーが必要です  

☎0824-82-2904 
８：30～17：15（土日祝休） 



               

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

旅行代金が割引される観光需要喚起事業 

GoToトラベル参加希望業者は登録を！ 

厳しい経営環境にある宿泊事業者を支援する施策が、国と広島県から創設されています。 

GoToトラベル事業は宿泊業だけでなく、飲食業、小売業、観光施設の方も事業対象者となります。 

需要喚起事業のGoTo キャンペーンにはトラベル以外に「Go Toイート」「Go To イベント」などが 

予定されており、詳細は今後順次発表となりますので情報に留意し各社対応をお願いします。 

名称  GoTo トラベル事業  宿泊事業者支援事業補助金 

制度 

国内宿泊、日帰りツアー代金の 50％を支

援。50％の内訳は 35％が旅行代金、残り

15％が旅先での買い物・飲食等に使える

「地域共通クーポン」を配る。 

広島県内の宿泊事業者を対象に、「宿泊割引 

プラン」を造成する際の割引相当額を補助。 

 

利用 

対象者 

東京都が目的地の旅行は対象外 

東京都に居住する方の旅行も対象外 

7/上～2/28 広島県在住者 

8/１～2/28 中国地方5県及び愛媛県在住者 

補助 

内容 

7月 22日～ 

旅行代金の割引 35％ 

【補助額上限】 

宿泊１人 2 万円 

日帰り旅行１人 1 万円 

※連泊、利用回数に制限なし 

※修学、職場旅行も対象 

対象 

①パック旅行 

②宿泊のみ 

③寝台フェリー 

 や寝台列車 

割引前宿泊プランの販売額 

（一部抜粋） 

補助額 

（１人当たり） 

2万円以上 1万円 

15,000 円～16,000円未満 7,500円 

1万円未満 5,000円以内 

※宿泊者本人には最低 1,000円の負担あり 

※入湯税は「割引前の宿泊プランの販売額」対象外 

【補助額上限】 

施設収容人数 100人以上 375万円 

100人未満 150万円 

民泊施設      37万 5,000円 

9月以降～ 

クーポンの配布 15％ 

①紙媒体（商品券）②電子媒体 

※旅行先の都道府県+隣接都

道府県において旅行期間中

に限って使用可能。 

対象 

旅先の土産店 

飲食店 

観光施設 

交通機関 

 

実施 

期間 

令和 2年 7 月 22日～ 

登録完了した事業所から順次取扱 

令和 2 年 7月上旬（交付決定事業者から順次取

扱） ～令和 3年 2月 28日（日曜日） 

申請 

方法 

インターネットでの申請を行う。 

公式サイトは 7/31開設予定。 

GoToトラベル事業仮設コールセンター 

☎ 03-3548-0531 

申請書類を作成し、事務局まで提出。 

広島県観光誘客促進事業事務局 

広島市中区立町 1-24有信ビル６階 

☎ 082-221-7261 

マイナポイント事業 

9月 1日スタート！ 
令和 2年 6月末で終了した「キャッシュレス・ポイント還元

事業」の参加店舗は約１１５万店となり、対象となる中小約

200万店の過半数を超えました。また全年代の消費者の８割前

後が「今後もキャッシュレスを利用したい」と回答するなど、普

及に一定の成果が見受けられました。 

9月から新たに始まる「マイナポイント事業」は、マイナンバ

ーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築、そし

て消費の活性化を目的とした総務省の事業です。 

この事業はキャッシュレス決済手段（○○Pay など）にチャージ

すると、チャージ金額の 25％分がマイナポイントとして還元。還

元の最大額は 5,000円分まで、つまり 2万円のチャージ金額 

までが対象です。マイナポイントは、そのままキャッシュレス決済

で利用できます。 

前回のポイント還元制度と異なる主な点は以下の通りです。 

①マイナンバーカードを使った事前登録が必要 

②登録できるキャッシュレス決済手段は 1種類だけ 

③キャッシュレス決済店舗の事前登録手続きはなし 

今回も中小店舗に対し、キャッシュレス決済端末導入の支援制

度があり、キャッシュレス決済事業者を通じて、端末本体を負担

なしで導入できます。「GoToトラベル」の地域共通クーポンに

も電子媒体が予定されており、まだ導入されてない店舗はこの機

会にご検討ください。 

決済事業者の手数料や入金サイクル等が 

経産省HPに公表されています（一部抜粋） 

事業者名 決済手数料（R2.7.1～） 入金サイクル 

PayPay(株) 0.00％ 
R3.9.30 まで無料 

以後は未定 

①月 1 回（無料） 

②都度（105 円） 

LINEPay(株) 0.00％ 
R3. 8.1より 

2.45％(税別) 

①月 1 回（無料） 

 

(株)メルペイ 0.00％ 
R3. 7.1より 

2.60％(税別） 

①月 1 回 ②月 2 回 

1万円未満 手数料 200円 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の

縮小を余儀なくされながらも、自ら雇用する者の雇

用維持を図り、今後の新型コロナウイルス感染症の

第二波、第三波に備えつつ、事業縮小や廃業や倒産

による解雇者、失業者を出さないための努力を行っ

ている事業者に対し、助成金を給付します。 

対象となる事業者については、各種要件がありま

す。（要件抜粋：令和２年６月～８月のいずれか一

月の売上が前年同月比で 20％以上減少しているこ

となど） 

申請期間は令和２年 7月 30日（木）～令和２年

９月 30日（水）（消印有効）です。詳しい要件、

申請書類やガイダンスは近日中に 

庄原市 HPで公開予定です。 

自社商品（食品・雑貨）を 

通販サイトに登録しませんか？ 
コロナによる影響で、通信販売やお取り寄せの

ニーズが高まっています。ネット掲載料が多数無

料（販売手数料あり）のショッピングサイトが創

設されており、新規でネット通販を始めたい方

や、すでに自社ＥＣサイトをお持ちの事業者の方

は、利用されてはいかがでしょうか。商工会もサ

ポートしますのでお問い合わせください。 

 

 

 

ひろしまモール 

(株)中国新聞社が運営 

47CLUBと連携 

 

 

 

ニッポンセレクト 

全国商工会連合会が運営 

Amazon・楽天・PayPay 

モール・LINEギフト等と連携 
 

備北もん夏ギフトのご報告 
今年の「備北もん夏ギフト」は、売上高

低下と過剰在庫に悩まされている事業者を

支援する「コロナ特別版」とし、従来の

「備北特産品」1セットの他に、各社自慢

の商品 8セットを加えた合計 9セット（各

3,500円）を販売。6月 13日～30日間で販売数 718個、

売上金額 251万円を記録、過去 12年で最高の売上高となり

ました。ＤＭや新聞折込、SNS、中国新聞での宣伝活動を行

い、今回初めてネット販売やキャッシュレス決済を取り入れ

利便性を高めたことも売上拡大の一因ですが、何より「コロ

ナ特別版」の趣旨に賛同し購入頂いた商工会員、地域の方々

のお力添えが一番の原動力になりました。この場を借りて厚

く御礼申し上げます。商工会には「内容が多くて驚いた」「大

変美味しかった」との感想が多数寄せられ、出品事業者から

も予想を上回る注文に感謝の言葉を頂きました。次回の備北

もんギフトは年末です。次はあなたの自慢の商品を出品して

みませんか？申込みお待ちしています。 

 ◆会員満足度の向上 

  ・個々の経営課題の把握と情報提供 

  ・経営計画作成などによる経営持続化支援 

  ・リスクマネジメントの提案・推進 

 ◆活力に満ちた庄原の創生 

  ・新たな需要開拓支援 

  ・地域産業資源の活用促進 

  ・関係機関と連携した地域経済振興の促進 

 ◆商工会の機能強化 

  ・経営支援能力の向上と事務体制の整備 

  ・部会等の機能強化 

  ・支援機関としての機能強化 

 備北商工会の活動は「あなたにとことん！」 

をスローガンに掲げ、以下の３つの活動指針の 

実現・達成に向けて諸事業を展開していきます。 

  

（上程議案） 

第１号議案 令和元年度事業報告書・収支決算書・貸借対照表 

及び財産目録承認の件（監査報告） 

第２号議案 令和２年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）

承認の件 

第３号議案 令和２年度借入金最高限度額（案）及び借入先 

金融機関（案）承認の件 

第４号議案 備北商工会定款の一部改正（案）承認の件 

第５号議案 辞任に伴う役員の補欠選任に関する件 

令和２年５月２２日（金）備北商工会本所にて、第１４回通常総代会が開催され、本人出席１２名、書面決議書

による出席者６３名により、提出議案について審議されました。 

 𠮷野留弘副会長（総領地区）の開会のことばにつづいて、石川芳秀会長（西城地区）のあいさつで始まった総代

会は、丸山公輝理事（西城地区）が議長に選任されて議事が進行し、上程した第１号議案から第５号議案はすべて

原案どおり承認可決されました。 その後、福歳年行副会長（口和地区）の閉会のことばで総代会を終了しました。 

 貞岡 勉 理事  澁川直樹 理事     ※任期は前任者の残任期間  

 前任の岩滝篤行様、松浦 昇様には商工会のためにご尽力賜り誠にありがとうございました。 

 

新役員紹介 
（口和地区） 

 

近日中 

公 開 

雇用維持支援 
助成金（庄原市） 

国 県 


