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広島安芸商工会 会報
【新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援特集】

■経営に関する相談（毎月第２月曜日、第４木曜日 9：00～17：00）

開催日：５月…１１日(月)・２８日(木) ６月… ８日(月)・２５日(木)
専門家：中小企業診断士 渡貫 久 氏 ７月以降も随時開催予定

開催日：５月２０日(水)・ ２７日(水) ・６月１７日(水) ・２４日(水)・
専門家：社会保険労務士 伴 守 氏・小田 一成 氏（いずれか1名） ７月以降も随時開催予定

■雇用調整助成金に関する相談（毎月第３、第４水曜日 13：00～18：00）

【お申込み】広島安芸商工会 各支所へお電話にてお申込みください。

専門家による個別相談会の開催について

新型コロナウイルス対策として個別相談会を開催します。（完全予約制）
【開催場所】広島安芸商工会 本所（海田） 【相談時間】各１時間

■持続化給付金・協力支援金の申請に関する相談（10：00～17：00）

開催日：５月１２日(火)・１３日(水) ・１５日(金)・１８日以降は毎週 月、水、金（５月２９日まで）
※パソコンやインターネット環境がないため申請ができない方などが対象です。

■資金繰りについて（2P参照）

売上の減少幅が一定以上（小規模法人15％以上、中小企業20％以上、小規模個人事業者は要件なし）の

場合、民間金融機関や日本政策金融公庫で借入後3年間は実質無利子で借入が可能です。また、5月1日

からは、広島県の制度融資で、既存の信用保証付融資の借換 が可能となりました。

■従業員への休業手当に関する助成について（3P参照）

業務の減少等で従業員を休業させる場合は雇用調整助成金の活用をご検討ください。

⇒ 雇用調整助成金の申請について相談されたい方は商工会の無料相談会をご利用ください。

■持続化給付金について（4P、同封チラシ参照）

前年同月対比で、売上が50％以上減少している個人事業者に最大100万円、中小法人に最大200万円の

給付金が支給されます。申請はオンラインで行います。スマートフォンでも申請が可能です。

⇒ オンライン申請が出来ない方や画面操作が分からない方など、商工会までご相談ください。

■広島県感染拡大防止協力支援金について（4P、同封チラシ参照）

広島県の要請により休業された対象業種の事業者には、10万円～50万円の協力支援金が支給されます。

メールまたは郵送での申請となります。詳しくは広島県ホームページをご覧ください。

⇒ インターネット環境がない方など申請準備にお困りの方は、商工会までご相談ください。

■補助金・その他の支援情報について（5P～7P参照）

補助金や税制特例など、その他のコロナ対策支援について状況に合わせてご利用をご検討ください。

⇒ ご不明な点は、各相談窓口、または商工会までお問い合わせください。



■日本公庫「コロナ特別貸付」の現状

現在申込が殺到しており、融資を受けるまで1ヵ月程度かかっています。今まで取引がない事業者や業況に

よっては、それ以上の日数がかかりますので、余裕をもったスケジュールでお申込みください。

⇒ 「コロナ特別貸付」のお申込みは、広島安芸商工会で受付いたします。

決算書2期分、残高試算表（決算から半年以上経過の場合）、印鑑をご持参ください。

日本公庫との取引がない場合、全部事項証明書（法人）、運転免許証等が別途必要です。

【つなぎ融資を活用しましょう（②の場合）】

日本公庫のコロナ特別貸付を活用したいが、早期に運転資金が必要な場合は、民間金融機関からの「つな

ぎ融資」を検討しましょう。そのうえで、日本公庫から借り入れができたら、つなぎ融資を日本公庫で借

り換えましょう。（借換できるように、国から日本公庫に要請がされています）

2

資金繰りについて

国の支援策である無利子融資を活用して運転資金の確保をご検討ください。令和2年度の補正予算が成立
したことで、日本政策金融公庫（以下、日本公庫）だけでなく、民間金融機関でも無利子融資が受けられ
るようになりました。（一定割合の売上減少の要件あり。要審査）

⇒ まずは民間金融機関に相談しましょう。無利子以外にも利点があります。

【融資相談の進め方】※
①民間金融機関の融資で信用保証協会の特別枠（セーフティネット保証4号、5号）を活用する。

…信用保証枠が増えることで、より多くの融資を受けることが期待できます。

⇒ 5月1日よりセーフティーネット5号が「全業種対象」となりました。

②日本公庫のコロナ特別融資を活用する。

※既存借入先が日本公庫だけの場合②をお勧めします。

同封の「資金繰り支援内容一覧表（4/14時点）」でも各種資金繰り支援がご確認いただけます。

■運転資金の確保のために

【ポイント（①の場合）】

5月1日から、広島県の制度融資で「既存の信用保証付き融資の借換」ができるようになりました。

これにより、最長5年の元金据置（元金を支払わなくて良い）ができるため資金繰りに効果的です。

また、状況により実質無利子、保証料無料（3年間）が適用されます。

⇒ まずは、取引のある民間金融機関（メインバンク）にご相談ください。

■広島県「新型コロナウイルス感染症対応資金」（既存保証付融資借換用の商品です）

⇒ セーフティーネット保証4号・5号の認定を取得して利用しましょう。

【対象要件】

セーフティーネット保証４号、５号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満た

せば、保証料補助と利子補給を受けることが可能です。

【セーフティーネット保証の認定要件】

• 4号 … 売上が前年同月比で20％以上減少 ⇒ 借入債務100％を保証

• 5号 … 売上が前年同月比で 5％以上減少 ⇒ 借入債務80％を保証

【融資上限】3000万円 【担保】無担保 【融資期間】10年以内（据置期間：５年以内 ）

【保証料補助割合】 1/2 または 10/10 

【金利補給期間】 当初３年間、４年目以降は制度融資所定金利 （0.8％～1.2％）

⇒ 詳細は同封チラシをご覧ください。
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従業員への休業手当に関する助成について

【制度の概要】
コロナ対策としての雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金）は、4月1日～6月30日までの期間の特例措置
があります。前年同月対比で売上が5％以上下がっている場合、休業させた従業員へ給与の6割以上の休業
手当を支払ったら休業手当の最大90％が助成されます。（状況により支給率は異なります）

【特例措置のポイント】
• 6月30日までは事後申請が可能です。
• パート、アルバイトのみを雇用している事業者（雇用保険の対象従業員がいない事業者）も申請するこ

とが可能です。（週20時間以上のパート、アルバイトに雇用保険をかけていない場合や、労災保険に未
加入の場合は当制度のご利用は出来ません）

• 必要書類が簡素化されました。（就業規則等⇒雇入通知書、出勤簿⇒シフト表 など）
• ほぼ100％事後調査が実施されるようですので、提出書類以外の書類も整備しておく必要があります。

■制度概要・申請方法の確認について
① まずは、日本経済団体連合会が配信している動画を確認しましょう。雇用調整助成金の概要や申請方法

等について分かりやすく解説されています。

で検索

【動画の内容】
主に雇用調整助成金の申請に慣れていない事業主を対象に、（１）雇用調整助成金の趣旨（２）雇用調
整助成金の主な支給要件と特例措置の拡大について（３）支給申請の具体的な手順（４）雇用調整助成
金を活用した派遣労働者の雇用維持、の４つのパートに分けて解説されています。

② 厚生労働省サイトの雇用調整助成金のページに掲載されている「雇用調整助成金ガイドブック（簡易
版）」を確認のうえ、必要書類の準備、作成をしましょう。

で検索

③ 準備した書類を基に労働局に相談しましょう。書類が完成したら提出しましょう。
広島労働局職業安定部職業対策課 8：30～17：15（土日祝を除く）
（広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル4階 ℡：082－502－7832）

◎社労士によるコロナ対応のための相談ダイヤルもご利用ください。
℡：0570-07-4864 受付：平日11：00～14：00

■社会保険労務士による無料相談会の開催について

雇用調整助成金の申請にあたり、制度概要やポイント、注意点などについてご相談できます。

開催日時 ５月２０日（水）、２７日（水）、６月１７日（水）、２４日（水）

いずれも13：00～18：00

開催場所 広島安芸商工会 本所（海田）

参加者 事業主だけでなく、労働保険等の事務を行う方の同席をお勧めします。

必要書類 年度更新書類、賃金台帳、出勤簿（シフト表）、就業規則（作成されている場合）など

お申込み 広島安芸商工会の各支所に電話にてお申込みください。

その際、雇用状況、就業規則や労働関係書類の有無、休業計画などをお知らせください。

【お願い】
ご相談後は、ご自身で書類を作成していただくこととなります。前述の説明動画やガイ
ドブックなどを事前にご確認のうえ、雇用調整助成金の概要をご認識ください。その後
の事務対応を考慮したうえで、お申込みいただけますようお願いいたします。

経団連オンライン講座 新型コロナウイルス対策

厚生労働省 雇用調整助成金

■雇用調整助成金（緊急雇用安定助成金）について
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持続化給付金・広島県感染拡大防止協力支援金について

■持続化給付金の申請について
感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、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持続化給付金が支給されます。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、

作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入（売上）を得ている法人・個人の方が対象となります。
⇒制度概要、申請方法については、同封の持続化給付金パンフレットをご確認ください。

で検索

【申請ができない場合】
持続化給付金はインターネットでの申請となります。インターネット環境がない方や、事業所にインター
ネット申請できる方がいないなど、お困りの方は広島安芸商工会が申請をサポートします。

■広島県感染拡大防止協力支援金の申請について
緊急事態措置期間中（令和２年４月22日から５月６日まで）に休業等の要請に全面的に協力をいただい
た中小企業者等に対し，県と市町の連携による協力支援金が支給されます。
⇒制度概要、申請方法については、同封の感染拡大防止協力支援金チラシをご確認ください。

で検索

【必要書類】
•直近の確定申告書，及び直近（該当月：令和２年３月又は４月など）の月末締め帳簿
•対象施設の運営にあたり，法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等
•本人確認書類

（法人）法人代表者の運転免許証，パスポート，保険証等の書類
（個人）運転免許証，パスポート，保険証等の書類
•休業や営業時間短縮の状況が分かる書類

休業等を告知するホームページ・ＳＮＳ画面のコピー，店頭ポスターの写真，チラシ，DM など
•通帳コピー（表紙をめくった次のページ（銀行コード，店 番，口座番号などの掲載ページ））
•雇用者がいることが分かる書類（雇用者のいる事業者として申請する場合）

【ポイント】
•４月22日から５月６日までのすべての日において休業や時間短縮営業している必要があります。
•必要書類のうち確定申告書について、電子申告されている個人事業者（広島安芸商工会に申告を依頼さ
れている方）は、受信通知（メール詳細）のコピーも必要となります。
•休業等の状況が分かる書類については、休業する各施設の名称や状況 （休業の期間，営業時間の変
更）がわかるように写真を撮るなどが必要です。（複数施設の場合はそのすべてが必要です）
•雇用者のいる事業者の場合、次のいずれかの書類（コピー可）が必要です。（例）雇用契約書，労働者
名簿，賃金台帳，出勤簿，シフト表 など
•申請はメールまたは郵送で行います。
•申請用紙は広島県ホームページからダウンロードできます。できない場合は商工会にご相談ください。

【申請ができない場合】
インターネット環境がない方や、書類がダウンロードできない場合など、お困りの方は広島安芸商工会が
サポートします。

■申請サポートについて（事前予約をお願いします）

持続化給付金・広島県感染拡大防止協力支援機の申請に関するサポートは専門担当者が行います。
時間調整や必要書類の確認などございますので、事前にご連絡をお願いします。

日時：5月12日(火)・13日(水) 10：00～17：00 場所：広島安芸商工会 本所（海田）

持続化給付金

広島県 協力支援金
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補助金について

■生産性革命推進事業（各種補助金）

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、前向きな投資を行う事業者のための補助金です。
「通常枠」でも新型コロナウイルス感染症で影響を受けていることを条件に、 優先的に採択する措置が
講じられる場合があります。 詳細は、下記の中小機構ポータルサイトからご確認ください。

で検索 https://seisansei.smrj.go.jp/

＜お問い合わせ先＞中小企業基盤整備機構 企画部 生産性革命推進事業室 03-6459-0866

◎各補助金の具体的内容

中小企業 生産性革命推進事業

1. ものづくり・商業・サービス補助金（対象：中小企業・小規模事業者）

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するものです。
なお、採択には「経営革新計画」「事業継続力強化計画」等の加点取得が重要となります。

補助上限：原則1,000万円 補助率：中小1/2、小規模2/3 （特別枠は一律2/3）
※特別枠では、補助対象に広告宣伝・販売促進費も追加されます。

＜想定される活用例＞
・部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
・感染症の影響のある取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する など

＜公募スケジュール（2次締切）＞ ※通常枠・特別枠共通
申請締切：５月20日（水）17時 （以後も3次・4次...と、締切・審査が継続されます）

＜お問い合わせ先＞ ものづくり補助金事務局 http://portal.monodukuri-hojo.jp/

2. 小規模事業者持続化補助金（対象：小規模事業者）

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取り組みを支援するものです。

①持続化補助（通常型）
対象：小規模事業者 等 補助上限：50万円 補助率：2/3
※感染症の影響によって売上が減少した事業者等を審査において加点
※創業事業者の特例（上限100万円への引上げ）の要件緩和

②持続化補助（コロナ特別対応型）…2月18日以降に実施した取り組みまで遡って補助
対象：小規模事業者 等 補助上限：100万円 補助率：2/3
※売上高が前年同月比▲20％以上減少した小規模事業者で、補助金の早期受領 を希望する事業者に、

補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の 1/2（最大50万円）を即時支給する。

＜公募スケジュール＞
①2次締切：6月 5日（金）当日消印有効
②1次締切：5月15日（金）必着（以後も3次・4次...と、締切・審査が継続されます）

持続化補助金の応募方法等の詳細は、広島県商工会連合会のサイトよりご確認ください。

で検索

【申請書類の提出、作成について】
②の1次締切（ 5月15日（金）必着）については事業者が作成したものについて受付いたします。
それ以降の申請書類の作成については、経営に関する個別相談会をご利用ください。

＜お問い合わせ先＞ 広島安芸商工会 各支所にご相談ください。

広島県商工会連合会 持続化補助金
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3. ＩＴ導入補助金（対象：中小企業・小規模事業者）

ＩＴツール導入による業務効率化等を支援する補助金です。5月からベンダー・ツール登録を開始し、
同時に補助事業者の申請受付を開始します。※当補助金の申請はＩＴベンダーを通じて行います。

補助額：30～450万円 補助率：1/2（特別枠は、2/3）
※通常枠でも、テレワークの導入に取り組む場合は審査において加点があります。

＜想定される活用例＞
・在宅勤務制度を新たに導入するためテレワークに利用できる業務効率化 ツール等を導入する。など
※特別枠に限り、PC・タブレット等のハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象

＜公募スケジュール＞
申請開始：5月11日（月） 申請締切：5月29日（金）17時
※2次締切後も申請受付を継続。当年度内に9月、12月に締切、審査、交付決定を行います。

ＩＴ導入補助金の詳細は、一般社団法人サービスデザイン推進協議会のサイトでご確認ください。

で検索

＜お問い合わせ先＞ 一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 0570-666-424 

■中小企業、個人事業主、フリーランスが下請け取引等で不当な扱いを受けた場合

… 下請かけこみ寺にご相談ください 0120-418-618

■経営資源引継ぎ・事業再編支援

中小企業の貴重な経営資源や、雇用・技術を次世代へ引き継ぎ、地域のサプ ライチェーンを維持するた
め、新型コロナウイルスの影響を受けている後継者不在事業者の経営資源引継ぎや事業再編を後押し｡

＜経営資源引継ぎ補助金＞
第三者承継時に負担となる、士業専門家の活用に係る費用（仲介手数料・デューデリジェンス費用、
企業概要書作成費用等）、経営資源の一部を引き継ぐ際の譲渡側の廃業費用を補助します。

＜「プッシュ型」の第三者承継支援＞
新型コロナウイルスの影響で、事業引継ぎ支援センターへ相談に来ることが困難な事業者や、第三者
承継に関心のある者に対するM&A出張相談等を通じたプッシュ型の第三者承継支援を実施します。

＜お問合せ先＞ 中小企業庁 事業環境部 財務課 03-3501-5803 （商工会が窓口となり対応します）

■個人向け緊急小口資金等の特例（いずれも無利子、返済期間はご確認ください）
①新型コロナウイルスによる休業等で一時的に資金が必要な方への貸付…10万円or20万円
②失業されて生活に困窮された方への貸付…月15～20万円（3ヵ月以内）
【お問い合わせ・お申込み】お住まいの市町の社会福祉協議会

ＩＴ導入補助金

その他の支援情報について
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■テレワークの推進について

ポータルサイトで、テレワーク関連情報、先進企業の導入事例が紹介されています。
導入に関する助成金、全額損金算入などの税制面の優遇措置もありますので、以下のサイトでご確認
ください。

で検索

＜お問い合わせ・相談先＞
テレワーク相談センター（厚生労働省）…無料相談が可能です。
0120-91-6479 ／ 03-5577-4724 ／ 03-5577-4734 メール：sodan@japan-telework.or.jp

■納税猶予・納付期限の延長（延滞税・利子税は発生しません）
新型コロナウイルスの影響で申告、納税が困難な場合に、所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税等
の申告、納付期限の延長が可能です。さらに、前年同月比で売上20％以上減少の場合、原則すべての
税金について1年間の納税猶予が可能です。

＜お問い合わせ・相談先＞ 国税…税務署 地方税…市町

■欠損金の繰り戻し還付の特例
資本金１億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度納付した法人税の一部還付が
できます。この度、適用対象が資本金10億円以下の中堅企業にも拡大されました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰戻しによ
る法人税額の還付を2年前までの納税分を対象に受けられる場合があります。

■固定資産税等の軽減について（対象資産：土地、事業用家屋、償却資産）

＜お問い合わせ先＞ 固定資産税等の軽減相談窓口 ： 0570－077322

■厚生年金保険料等の猶予について
厚生年金保険、国民健康保険等の保険料（税）の猶予が認められる場合があります
＜お問い合わせ先＞ 年金事務所、市町の担当窓口

■電気・ガス料金の支払猶予等について
＜お問い合わせ先＞ ご契約されている電気・ガス事業者

テレワーク総合ポータルサイトテレワーク情報サイト

①納税の猶予について

固定資産税・都市計画税について、要件を満たした場合に納税が猶予・減免されます。

＜納税猶予の要件＞
今年2月～納付期限までの任意の1ヶ月以上の収入が前年同期比で概ね20％以上減少している。

②納税の軽減・免除について

中小企業・小規模事業者の保有する建物や設備等の、来年（2021年）の固定資産税・都市計画税を、
事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1／2とします。

＜軽減・免除の要件＞
今年2月～10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が対前年で以下の減少率の場合、翌年の固定
資産税が軽減・免除されます。

＜軽減率＞
50％以上減少：免除 30％以上50％未満：1/2に軽減

※賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じた結果、事業収入が減少した中小事業者も対象です。
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今後の主な行事

行事 日時 場所

第12回 通常総代会（書面決議） 【決議日】5月19日(火) 広島安芸商工会

第12回 青年部定時総会（書面決議） 【決議日】5月21日(木) 広島安芸商工会

第12回 女性部通常総会（書面決議） 【決議日】4月30日(木) 実施済 広島安芸商工会

金融審議会（13：30） 5月13日(水)・6月10日(水) 広島安芸商工会

広島安芸商工会 TEL：822-3728 FAX：822-0924

船越支所 TEL 823-2754  FAX 823-2793
海田支所 TEL 822-3728 FAX 822-0924
坂支所 TEL 885-1200 FAX 884-2331
URL http://hiroshima-aki.net/ e-mail  hiroshima-aki@hint.or.jp

 

新規会員募集中

令和2年度 通常総代会・青年部、女性部総会、その他事業について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度の総代会は書面決議となりました。

青年部、女性部の総会も書面決議とさせていただきます。

また、事業者の皆様への感染リスクを最小限に抑えるため、今後の事業については、当面の間、

実施しないこととさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

社員教育にWEBセミナーを活用してみませんか?

WEBセミナーは会員限定のインターネット・セミナーです。インター
ネットで映像コンテンツを視聴することにより、さまざまな経営情報
が取得できます。

セミナーや集合研修ができない今、WEBセミナーを上手に活用しま
しょう。コロナウイルス関連支援策、テレワークに活用できる情報、
社員研修など幅広いコンテンツをご利用いただけます。

上記はWEBセミナーコンテンツのごく一部です。 常時約600タイトルのセミナーがご利用いただけます。

＜ご利用方法＞
広島安芸商工会ホームページ「http://hiroshima-aki.net/」にアクセスのうえ、以下の IDとパスワードを入
力して下さい。

【お願い】会員専用サービスのため、外部へのID、パスワードの提供はお控えください。

ID：s3935 パスワード：3728

【海田町】町内のテイクアウト・デリバリーが可能なお店の掲載について

海田町のホームページでは、町内のテイクアウト（持ち帰り）、デリバリー（配送）が可能な飲食店を紹介

しています。外出自粛要請が出ている今、ご自宅や職場でお店の味を楽しんでみてはいかがですか?

で検索

【掲載申込】広島安芸商工会 海田支所 までご連絡ください。

海田町 テイクアウト デリバリー

【注目セミナー】
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様への支援策 〜緊急解説！
・テレワーク時代のスタンダード「Zoomミーティング」活用セミナー
・新型コロナウイルスによる雇用関係助成金の活用、小学校休業等助成金について
・ものづくり補助金にチャレンジ！
・小規模事業者持続化補助金にチャレンジ！

http://hiroshima-aki.net/
http://hiroshima-aki.net/

