
 

 

        

        感染拡大防止補助金 

        （庄原市） 

雇用維持支援 

助成金 

（庄原市） 

新型コロナウイルス感染拡大の予防対応等のため、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た

めの取り組みに対して必要な経費を補助。 

新型コロナウイルス感染症により、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に取り

組む市内の事業者に対し助成金を交付。 

【支給対象者】 

市内に主たる事務所もしくは事業所を置く中小企業者、

個人事業主または市内支援団体等 

（但し 2020 年 3 月 31 日以前から営業している事業者） 
 
【補助金額】 補助上限額 30 万円 （補助率 3/4） 

【支給対象者（抜粋）】 

①令和 2 年 6～8 月までのいずれかひと月の売上が 

前年同月比で 20％以上の減少になっている 

②売上減少があった月の前月までに 3 カ月以上操業し

ている 

③前年の確定申告における事業収入が 120 万円以上ある 

④4 月 1 日から申請日までに被用者を解雇していない 

⑤申請日以降 6 カ月以上雇用を維持する意思がある 

 

【給付額】※「被用者」とは雇用保険被保険者（2 カ月以上） 

Ａ.市内の事業所に勤務する被用者が 1 人以上いる場合 

売上減少率 30%以上    被用者数×10 万円 

売上減少率 20 以上 30%未満 被用者数×10 万円×2/3 
 

Ｂ.被用者がいない事業者の場合 

売上減少率 30%以上    1 事業者につき 5 万円 

売上減少率 20 以上 30%未満 1 事業者につき 3 万 3 千円 
 

Ｃ.被用者がなく専従者給与を支払っている場合（個人） 

売上減少率 30%以上    一律 10 万円 

売上減少率 20 以上 30%未満 一律 6 万 6 千円 
 
助成金上限額  

売上減少率 30％以上    1,000 万円 

 売上減少率 20 以上 30%未満 666 万 6 千円 

 
【対象経費】 

令和２年 3 月１日(日)～９月 30 日（水）までに 

購入又は工事等を実施した経費 

消 耗 品 

消毒用アルコール、ナイロン手袋、マスク、除菌スプ

レー、除菌シート、飛沫感染防止用パーテーション、

体温計、テイクアウトデリバリー用の食器類・提げ

袋・お手拭きなど 

通信運搬費 テイクアウトデリバリーメニューなどのチラシ印刷 

広 告 料 
テイクアウトデリバリー事業等を PR するための広

告掲載費（新聞・雑誌等） 

手 数 料 事業体の取組に必要な営業許可などの取得経費 

委 託 料 
チラシ等印刷物の制作委託費、PR 動画作製委託費、 

WEBサイト等作成委託費、看板・POP・のぼり作成費 

工 事 費 

テイクアウト用小窓、ショーウィンドー、調理室の間

仕切りの設置、タクシーなどの間仕切り設置、車両改

造費、ドライブスルー化工事など 

備品購入費 
空気清浄機、消毒液生成器、サーモグラフィー、パソ

コン、キャッシュレス用カードリーダーなど 

賃 借 料 対象期間中の車両リース料など 

【申請期限】令和２年 12 月 25 日（金）（消印有効） 【申請期限】令和２年 9 月 30 日（水）（消印有効） 

【添付書類】 

法人) ・前事業年度の確定申告書（別表一（一）） 

個人) ・令和元年分の確定申告書（第一表） 

共通) ・通帳の写し 

・身分証明書の写し（免許証、マイナンバーカード） 

・領収書（レシート可）の写し 

※ 品目・金額がわかるもの 

・その他（市が必要と認める書類） 

【添付書類】 

法人) ・前事業年度の確定申告書（別表一（一）） 

   ・事業概況説明書 

   ・登記事項証明書 

個人) ・令和元年分の確定申告書（第一表） 

   ・青色申告決算書 

   ・身分証明書の写し（免許証、マイナンバーカード） 

共通) ・対象月の売上台帳等の写し 

   ・通帳の写し 

・（被用者がいる場合）被用者資料 

【問い合わせ・申請書提出先】 

庄原市役所 商工観光課 商工振興係（TEL 0824-73-1178） 

庄原市役所 各支所 地域振興室 産業建設係 

備北商工会 本所・各支所（本所 TEL 0824-82-2904）  

備北商工会 第38号 

 

事業用のマスク、 

パーテーション、 

空気清浄機等を 

買いましたか？ 

 

 

6 月～8 月間の 

ひと月の売上が 

20％以上ダウン 

していませんか？ 

 

備北商工会労働保険事務組合の事務委

託事業所には、被用者資料を用意しま

すので、商工会までご相談ください。 

だより 

■西城本所／庄原市西城町西城 197-3  
■口和支所／庄原市口和町永田 495-10  
■高野支所／庄原市高野町新市 676-5  
■比和支所／庄原市比和町比和 792-2  
■総領支所／庄原市総領町下領家 1-3   

TEL：0824-82-2904 
TEL：0824-89-2325  
TEL：0824-86-2011  
TEL：0824-85-2330  
TEL：0824-88-2127   



 

 

この補助金は小規模事業者の販路開拓の取組みに対し 

一般型    最高  50 万円（補助率 2/3） 

コロナ特別枠 最高 100 万円（補助率 2/3～3/4） 

補助するものです。現在公募中ですので、「販路開拓」に

つながるアイデアをお持ちの方は、商工会までご相談く

ださい。（詳しい内容は別添のチラシをご覧ください） 
 

令和 2 年 3 月～8 月の持続化補助金採択事業者 

事業者名 事業計画名 

農機具のお店 てご屋 
新規修理機械導入により現場対応力
を高めて顧客満足度アップ 

企業組合 
モーモーあいすらんど 

通販サイト開設による非接触型販売
方式の導入 

ステーションルナ 加齢による髪の悩みに特化した 
サービスで、販路開拓と単価アップ 

 

 

 

備北商工会では 11 月販売のギフトセット「備北もん冬

ギフト」に商品を提供して頂ける事業者を募集します。 

6 月販売の夏ギフトは「コロナ特別版」とし過去最高の計

718 セットの売上となりました。年末の売上アップや、広

告宣伝（庄原市全戸新聞折込）に活用してみませんか？ 

数量の限定販売や、冷凍・冷蔵食

品も可能です。初めての挑戦も

大歓迎ですのでお気軽にご相談

ください。別添の申込書に記入

し、商工会までご提出ください。 

【問合わせ】備北商工会 山元 前田 ☎0824-82-2904 

  
備北もんフェア inおのみち 

中止のご案内 

     

備北もん冬ギフト 

クラウドファンディングとは、「ネットを通じて不特定多数の人から少額ずつ資金を調達する」ことを指します。 

金融機関からの借入に変わる新たな資金調達として近年注目されており、新商品開発のテストマーケティングの場 

としての有用性も備えています。この度、広島県観光連盟の実施する「HIT ひろしま観光応援プロジェクト」に 

参画した備北商工会管内 5 事業者が挑戦中です。挑戦したいと思う事業者の方は、ぜひ商工会までご相談ください。 

出品事業者大募集！ 

乗って守ろう芸備線！ 

備後西城駅 EKINAKA 

応援プロジェクト！ 

ジビエドッグと 
カレーセット券 1,000 円 

リターン例 

西城町観光協会 

 目標額100,000 円 
 

地元住民から愛され続けた

ジェラートをネットを 

通じて全国に届けたい 

クッキーサンドジェラート 
６個入他   3,000 円 

 目標額300,000 円 
 

リターン例 

100年受け継がれた伝統の 

製法！昔ながらの手づくり 

こんにゃくを後世に残したい 

鮎の里御膳ペアチケット
5,000 円 

㈲総領こんにゃく

有 

 目標額1,000,000 円 
 

リターン例 

体験型レンタル農地

「猫のひたい」事業 

スタートアップ 

こんにゃく 7 種セット
2,000 円 

㈱ 高瀬の湯 

 目標額1,000,000 円 
 

リターン例 

1 日リフト券 5 枚組
15,000 円 

スノーリゾート猫山 

スキー場がピンチ！ 

冬の文化を守りたい！ 

㈱ ＢＴＭ 

 目標額3,000,000 円 
 

リターン例 

観 光 応 援 
プロジェクト  

https://camp-fire.jp/ 

令和 2 年 11 月開催を予定して

おりました「備北もんフェア in お

のみち」ですが、「新型コロナウイ

ルス感染症」拡大防止の観点から

やむなく中止することを決定しま

した。何卒ご理解の上ご容赦賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

  

事業継続力強化計画 
ＢＣＰ作成セミナー 

広島県商工会連合会主催 

日 時 10 月 7 日(水)14:00～16:00 

場 所 三次グランドホテル 

受講料 無 料（定員 20 名） 

申 込ＦＡＸまたは電話にて申込下さい 

（受講申込書を同封しています） 

 

 

自然災害から会社を守る計画作りの

ノウハウを 120 分で学べます 事業に役立つ情報をお届け 

お問い合わせも LINE から 

商工会員の皆様へ 

LINE アプリから 

友だち追加をお願いします 

備北商工会 


