
2020.7
2

　新型コロナウイルス感染症拡大により、飲食店の利用が落ち込んでいる状況を踏

まえ、利用者が応援したい飲食店の前払利用券を購入することにより、その飲食店

における当面の運転資金につなげるプレミアム付き前払券を福島県が発行します。
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７月１日現在　参加店

福島県委託事業

参加店募集!!がんばる地元の
飲食店応援券

①参加申込
参加申込書（ＨＰ）または

申込フォームから申し込む

②応援券の配布
申込枚数をお渡しします。

（配布枚数に上限あり）

③応援券の販売
取扱店でお客様に１枚1,000円で販売

④応援券の利用
お客様が応援券購入店で飲食代等の支払い

に利用

利用時に日付・サインをお願いし回収

利用期間　店頭販売～令和３年１月31日

⑤プレミアム分の請求
使用済みの応援券・請求書を提出

請求期間　�令和２年11月１日～

　　　　　令和３年２月28日
※�期間を過ぎた請求は応じられませんので
　ご注意ください。
※12月末までの請求は50枚単位です。

※請求は１社（者）２回まで

⑥プレミアム分の支払い
　取扱店の請求に基づき指定の口座に振込

新型コロナに負けずに頑張る地元の飲食店を応援

いわき商工会議所　

〒970-8026　いわき市平字田町120ラトブ６F　
☎0246-25-9151　0246-25-9155　E-mail：web@iwakicci.or.jp

申込先
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新型コロナウイルス感染症に関する主な経営支援策
□給付金・支援金

持続化給付金
前年同月比の売上▲50％以上減少の中堅・中小企業、小規模
事業者、個人事業者等に対して、法人200万以内、個人事業
者100万以内を給付。

持続化給付金事業
コールセンター
☎0120-115-570

福島県新型コロナウ
イルス感染症拡大防
止協力金・支援金

県の定める交付対象事業者の休業等に対し協力金10万円、県
内事業所賃貸（１か所）の場合は20万円、同（複数）は30万
円を支給。５／７以降も休業等継続、感染防止対策実施で10
万円支援。

福島県休業協力金・
給付金専用相談窓口
☎024-521-8575

福島県新型コロナウ
イルス感染症拡大防
止給付金

2020年４月または５月売上が前年同月比50％以上減少、国の
持続化給付金交付を受け、感染症防止策に取り組む事業者に
10万円給付。（※上記福島県新型コロナウイルス感染症拡大防
止協力金の交付対象者を除く）

福島県休業協力金・
給付金専用相談窓口
☎024-521-8575

いわき市店舗等
維持支援金

前年同月比で売上▲50％以上減少の中小・小規模事業所等に
対し、店舗ごとに月額賃料の１／２の６か月相当分を補助。
月額５万円(６か月で30万円）上限。

いわき市緊急経済対策
コールセンター
☎0246-35-6200

いわき市旅館業等
事業継続支援金

令和２年３月～５月で前年同月比▲50％以上の月がある旅館
業等事業者に、宿泊定員に応じて最大60万円給付。いわき観
光まちづくりビューロー、いわき市旅館ホテル業連絡協議会、
福島県旅館ホテル生活衛生同業組合に属する事業者。

いわき市観光
交流室観光事業課
☎0246-22-7477

□融資制度・雇用維持

コロナマル経融資

コロナ影響で直近１か月の売上が前年比▲５％以上の小規
模事業者が対象。融資枠1,000万円以内、当初３年間の利率
0.31％ (以降1.21％）。融資期間：運転７年以上(据置３年以
内)、設備10年以内(据置４年以内)。利子補給制度あり。

いわき商工会議所
本　　　所☎25-9151
小名浜支所☎53-5175
常 磐 支 所☎43-2757
勿 来 支 所☎63-6521

新型コロナウイルス
感染症特別貸付
(国民生活事業)

コロナ影響で前年比▲５％以上の売上が減少。
別枠6,000万円以内、3,000万円を限度に融資後３年目まで基
準金利－0.9％。融資期間：運転15年以内（据置５年以内）、
設備20年以内（据置５年以内）。特別利子補給制度あり。

日本政策金融公庫
いわき支店
☎0246-25-7251

県中小企業制度資金
新型コロナウイルス
対策特別資金
(実質無利子型)

対象：売上高減少　要：市町村認定書
①個 人 事 業 主��▲５％以上�保証料ゼロ
②小・中規模事業者��▲５％以上�保証料負担１／２
③小・中規模事業者��▲15％以上�保証料ゼロ
融資枠：いずれも運転・設備3,000万円。融資利率：いずれ
も当初３年間無利子。融資期間：10年以内（据置５年以内）。

普通銀行・信用金庫・信
用組合・政府系金融機関
など、問合せはお近くの
各金融機関

雇用調整助成金

事業所の休業手当、賃金等の一部助成。特例期間の延長
（４／１～９／30）。特例期間の助成率：中小４／５、大企
業２／３(解雇等行わない場合：中小企業10／10、大企業
３／４)。日額上限15,000円。

ハローワークいわき
☎0246-23-1421

雇用調整助成金
特別相談会

社会保険労務士など専門家による雇用調整助成金の制度・申
請等に関する特別相談会を開催(毎週火・水・金)。事前予約制、
相談無料。７月も継続実施。

いわき商工会議所
☎0246-25-9151

□新型コロナ対応型補助金

小規模事業者
持続化補助金
(コロナ特別対応型)

小規模事業者の経営計画に基づき実施する、コロナ対応への
投資を含む販路拡大等の取り組みを支援。補助率２／３ある
いは３／４、補助上限100万円。事業再開に向けた感染防止
対策への定額補助（上限50万円）が拡充。

いわき商工会議所
本　　　所☎25-9151
小名浜支所☎53-5175
常 磐 支 所☎43-2757
勿 来 支 所☎63-6521

ＩＴ導入補助金
テレワーク導入などＩＴツール導入による中小・小規模事業
者の業務効率化、生産性向上を支援。（特別枠：補助率２／３、
補助上限450万円）

ＩＴ導入支援事業
コールセンター
☎0570-666-424

ものづくり・商業・
サービス補助金

中小・小規模事業者の新商品・サービス開発、生産プロセス
改善等、設備投資を支援。(特別枠：補助率�Ａ類型２／３、Ｂ・
Ｃ類型３／４、補助上限1,000万円)

ものづくり補助金事務局
☎050-8880-4053

※各種施策・制度の情報は、日々更新されますので、詳細は各相談窓口にご確認ください。
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　平六町目に平火力発電所への食料品、資材供給を目的に大
正～昭和初期に創業。近隣住民及び飲食店を顧客とし、地域
根差した酒販店となっている。県内の地酒やワインなど品揃
えが豊富で、業界内での評判も高い。

コロナの影響
　４月に有名芸能人が新型コロナ感染症で亡くなってから需
要が大幅に落ち込み、飲食店への卸が90％強減少。ネット販
売で売上を維持してきたが非常に厳しい状況だった。６月現
在は約50％まで回復してきた。一方、東京圏の需要が落ちた
ことで、都市部に流れていた福島県内の有名な地酒が県内に
流れるようになり、当店でも「若清水」（平田村・若清水酒
造）や「風が吹く」（会津美里町・白井酒造）等、入手困難

だった日本酒も取り扱えるよう
になった。
　そこで当店では小規模事業者
持続化補助金（コロナ特別対応
型）を使用、交付決定となり、
今後100万円の補助を受け、日
本酒の最適な温度で保管できる
大型保冷庫を設置する予定。店
主の矢吹伸二氏は「飲食店と連
携し、いわきの飲食業界を盛り
上げていきたい」と話している。

商工会議所との関わり
　富士フイルムの副社長だった髙橋俊雄
氏を講師に迎えた「企業活性化プロジェ
クト」に参加し、中期計画を練り上げる
等経営の腕を磨いた。また各種補助金等
の情報提供や書き方等の支援を受けた。
矢吹店主は「商工会議所とともに今後も
経営を学んでいきたい」と話す。

矢 吹 量 一 酒 店

店主おすすめの日本酒

・若 清 水（本醸生原酒） 2,720円（税込み）

・風が吹く（特別純米酒） 2,970円（同）

・自然郷７（純米吟醸）　 2,985円（同）

・会 津 娘 （芳醇純米酒）3,300円（同）

☎0246-22-3223

お店の営業再開しました!
いわきの食文化を支える和食料亭

　平レンガ通り沿いにある料亭「田町平安」。長年修業を積んできた社長が丹

精込めて作る、季節の旬の食材を活かした和食料理は絶品です。「和食で社会

を豊かにしたい」、次代を担う子供たちの食育活動にも情熱を注ぐ、和食のプ

ロフェッショナル。これからも、いわきの食文化を守っていきます。

コロナに負けない！和食惣菜テイクアウト展開
　新型コロナウイルスの影響に直面する中、地域に根付く料亭を守りたい、料理人として出来ることは何か、
和食で元気、健康を届けたい、社長の気持ちは膨らんでいきました。本格的な和食を家庭で！新たな事業と
して、和の惣菜・弁当のテイクアウトに取り組みました。プロの料理技術、刺身盛など鮮魚料理の惣菜提供は
料亭ならではです。食卓を彩る田町平安の逸品料理、ぜひともプロの味をご堪能ください。

商工会議所と共に頑張る！
　今回の事業は、商工会議所の事業計画
作成支援を受け、小規模事業者持続化補
助金（コロナ特別対応型）を活用。これ
からも、共に経営向上、お客様の声に応
える事業展開に取り組んでいきます。

田町 平安　
代表取締役�鈴木�伸明
いわき市平字田町74大貞ビル２Ｆ
☎0246-21-0121

田 町 平 安

社長オススメ
お持ち帰り お品書き

☆ 季節の刺身盛り ￥2,000～
☆ 平安名物煮魚 1人前
 ・銀鱈 ¥700
 ・羅臼産釣りキンキ ¥3,000
☆ 揚げ物盛り 2人前 ¥1,600
☆ 寿司おまかせ握り 6貫 ¥1,200
☆ 五穀味鳥 焼き鳥重 ¥800

コ ロ ナ 禍 か ら の 回 復 に 取 り 組 む 企 業



珈琲焙煎所ぼうし（ぼうしコーヒー）

いわきチョコレート

2020.7
5

コ ロ ナ 禍 か ら の 回 復 に 取 り 組 む 企 業

　フランスの塩ショコラに感銘し小名
浜地区に「世界一の美味しくて驚きの
塩チョコを作ろう」と2006年創業。創
業以来、全国菓子博覧会名誉総裁賞、
東北初の百貨店推奨ブランド認定、ふ
くしま特産品コンクール優秀賞等数多
くの賞を受賞している。

コロナ影響と経営の意思決定
　４～５月に取引先であるイオンやＪＲ関連ショップの休業が相次ぎ、
卸部門が大打撃を受けた。６月にはようやく50％台を回復。諦めず「今
しかできないことをやろう」と奮起し、商品開発とコロナの影響前に
進んでいた計画の準備を進めた。計画はＪＲいわき駅構内への新店舗
出店で、今秋にオープンする予定。
　また栁沼大介社長は「（コロナは）リモートワー
ク促進を伴ったことから今後、ビジネスマン向
けのお土産品・品揃えの概念を見極める必要が
ある」と分析。３月に採択を受けた小規模事業
者持続化補助金（一般型）を使用した商品開発
で商品ラインアップの強化を図っている。これ
まで県内の農家や自治体と組みさまざまなヒッ
ト商品を手掛けており、現在は太平櫻酒造の純
米酒「いわきろまん」を使用した「福島銘醸ショ
コラ」を開発中。７月中の発売を目指している。

会議所との連携
　同社は小規模事業者持続化補助金を
５回連続採択の支援を持つ商工会議所
で申請補助を実施している。また「企
業活性化プロジェクト」にも参加し、
半年間戦略を構築、中長期計画を練り
上げる等、経営を深く学んだ。
　栁沼社長は「今、中長期計画通りに
動けている。計画の重要性が身に染み
て分かった」とし、会議所に対し「経
営について情報交換等を行いお互い成
長したい」との思いを語った。

社長のおすすめ商品

・ めひかり塩チョコ（４個入）
540円（税込）

・ エゴマの米飴キャラメル（10個入）
540円（税込）

・ いわきサンシャイント
マトのビスコッティ

　（60g）   540円（税込）
・ ふくしま銘醸ショコラ
「太平櫻いわきろまん」
（４個入）

1,080円（税込）

コロナに負けない！
　ＪＲ植田駅の正面に店を構える珈琲焙煎所ぼうしは、高品
質で本格的なスペシャルティコーヒーを楽しめるお店です。
代表である坪井さんはアドバンスド・コーヒーマイスターの
資格を持ち、専門的な知識と確かな焙煎・抽出技術で、店舗
での販売に限らず数多くのイベントへの出店実績があります。
　新型コロナの影響では、２月下旬頃より客足が減り始め、
３月にはイベントも全てキャンセルになり、100万円以上の売
上見込みを失いました。何より、イベント出店からネット販売へとつな
げる商圏拡大戦略も進めていただけに、大きな機会損失を被りました。
　今後は、この商圏拡大戦略をさらにパワーアップさせるため、より多
くのお客様にスペシャルティコーヒーを味わってもらう機会頻度を多く
していく予定です。

小規模事業者こそ商工会議所を活用！
　商工会議所では、事業拡大のための商品開発や販路開拓、経営戦略

の構築など、様々な支援を受けることができます。
ぼうしコーヒーでも、平成30年度にはいわき市中
小企業・小規模企業経営発達補助金でオリジナルブレンド「ハワイアンブレンド」
を開発し、2,000袋以上を販売しました。
　また、新型コロナの影響を受ける事業者のための「小規模事業者持続化補助金（コ
ロナ特別対応型）」では、ＰＲ用動画作成による新規顧客獲得、店舗改装によるテ
イクアウトサービスの強化を図る予定です。

お中元にぴったり！な
無添加クラフトコーヒー

（いわき市ふるさと納税返礼品）

ネット通販
※ ギフト用の箱もございます。

https://boushicoffee.
thebase.in/

珈琲焙煎所ぼうし
☎0246-88-9388

☎0246-53-5265
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　新型コロナウイルス感染拡大に伴う首都圏等を含む往来自粛要請が６月19日に解除され、

いわき市内の観光施設や店舗が、少しずつではあるが回復の兆しを見せ始めている。いわき

の観光のマザーシップであるスパリゾートハワイアンズは７月１日に再オープンし、初日の

１日は再開を待ちわびた多くの客が詰めかけた。

　市内の他の観光施設や店舗もマスク着用を促し、熱を測り３密を避けるなどウイルス対策

を徹底しながら、新たな企画を実施する等、新型コロナウイルス感染症拡大による売上の落

ち込みから脱却すべく、工夫しながらの営業が続いている。

特 集 新 型 コ ロ ナ か ら の 復 興 に
向けていわきの観光が再開!!

アクアマリンふくしま いわき・ら・ら・ミュウ

ポレポレシネマズ小名浜スパリゾートハワイアンズ
　スパリゾートハワイアンズでは３月の売上が約９割（以

下％、割合はいずれも昨年同月比）減少し、井上社長（当時）

が「再開を見越し、今できることを」と休館中は社員教育

や再開へ向けた施設修理・新設に取り組んだ。約３カ月ぶ

りに営業再開した同施設では、マスク着用や検温等新型コ

ロナウイルス感染症防止策を徹底。来場者に安心して楽し

める対策を最優先した。フラガールショーでもダンサーの

数や座席数を絞る対策を行っている。スタッフは「今後も

お客様、従業員、関係者の安全を重視した運営を徹底する」

と話す。再開初日に

家族とともに訪れた

横浜市の男性（50代）

は「今まで来たいと

思っていた。子供が

とても喜んでいる」

と笑顔を見せた。

　環境水族館「アクアマリンふくしま」では５月の

再オープンから６月まで平日は４割、休日は７割の

来場者数となっている。平日に多かった団体客の減

少が痛手だという。開館20周年を迎えることから

企画の充実

を図るほか、

YouTubeで 飼

育員の解説を

流す等、人を

集めない展示

や企画につい

ても模索して

いる。

　いわき市や茨城県北部を商圏とする映画館

「ポレポレシネマズ」は５月末の再開以降、

約▲90％台が続いた。６月に入り徐々に来場

者が増え６月現在は約50％まで回復した。土

日に限れば、席数を半分に減らしており満席

の作品も多くなってきたという。夏人気作品

の映画が多いことから、全興連の指針に従い

ながら極力３密を避け、集客をＰＲする難し

い対応が求められているという。

　観光物産センター「いわき・ら・ら・ミュウ」は

４月から休業した影響で売上は大幅減、▲90％と

なっていた。６月は約50％まで回復したが、平日の

団体客が戻らず、市内の客をターゲットに転換。い

わき域外に関

しては９月ま

で自粛モード

とする一方、

市内関連企業

と連携した取

り組みで域内

需要の掘り起

こしを狙う。
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ヘレナリゾートいわき

いわき湯本温泉

ワンダーファーム
　ヘレナリゾートいわきで

はゴルフの早朝プレーや屋

外での事業を中心に据え集

客を図った効果があり、客

数は伸びたものの、レスト

ランの休止等感染症対策を

実施したため、客単価が減

少し売上は前年比60％にとどまった。５、６月の宿泊事業

売上は前年度30％だったが、他事業の収益でカバー。６月

上旬より徐々に客足も回復してきた状況。１日から９月30

日までは夏の体験乗馬キャンペーン期間となっており、初

めての方でも安心な税込5,000円のプランを用意している。

お問合せは電話（0246-77-1161）へ。また、いわき市民限

定のＢＢＱ宿泊プランも10月31日まで実施中。手ぶらで手

軽に楽しめる本格ＢＢＱが翌朝の朝食もセットで４名１室

利用で一人10,000円から。

同社は「家族や仲間、同僚

とリラックスしたお時間を

過ごしたいという方にオス

スメ」と話している。お問

合せは電話（0246-63-7700）

へ。

　いわき湯本温泉旅館協同組合によると、所属する21旅館・施設の４月の来館

者数は14％、５月は８％を切る状況となった。スパリゾートハワイアンズが再

開したことから、連携を取り利用客の増加を図る。

　またじょうばん街工房では集客へ向け、「い

わき湯本温泉歩き愛（あるきめ）です！」を６

月末より、開催している。３密を避けたウオーキングイベントで、歩きながら

地域の自然や史跡等の街並みに触れる。８月末まで毎週火木土日実施予定で、

参加者には手ぬぐいや温泉日帰り入浴券等のプレゼントを用意している。問い

合わせはいわき商工会議所常磐支所（電話0246-43-2757）へ。

　ワンダー

ファームでは

レストランが

休業してお

り、大幅に売

上が減少した

ものの４月は

30％、５月50％、６月は60％と徐々に売上が

回復してきている。観光バスの団体客の大幅

な減少を農産加工事業（ＯＥＭ）でカバーし

た。６月19日以降、来客数が増えてきたほ

か、旅行業者からの問い合わせが増えてきて

いるという。７月３日より安全策を徹底した

ビュッフェランチの営業再開や、屋外でのＢ

ＢＱなどで客

足の回復を狙

う。

第371回常議員会を開催7/3
　いわき商工会議所の第371回常

議員会は７月３日、いわきワシン

トンホテルで開かれ、令和元年度

事業報告並びに収支決算等、全４

議案を承認した。関係者ら約40名

が出席した。

　小野栄重会頭が「厳しい状況だ

が、事業所の継続を徹底的に支援

する」とあいさつ。審議に移り令

和元年度事業報告・収支決算や常

議員の補充選任、第107回通常議

員総会開催、新規会員加入の議案

４件を承認した。事業報告・収支

決算と常議員の補充選任の２件

については30日に開催する第107

回通常議員総会に上程する。
通常総会へ向け審議を行う出席者たち
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新型コロナで進むビジネスのネット化に備えよう

ト レ ン ド 通 信

渡辺　和博／わたなべ・かずひろ

　1986年筑波大学大学院理工学研究科修士

課程修了。同年日本経済新聞社入社。全国

各地のものづくり企業、自治体、地域商社

やＤＭＯなどを取材、地域に持続的に稼げ

るビジネスをつくることをテーマにした著

書『地方発ヒットを生む逆算発想のものづく

り』がある。全国の商工会議所などで地域

活性化や名産品開発を支援する講演などを

実施している。

日経ＢＰ社「日経ビジネス」

シニアエディター　

渡辺 和博 氏

　新型コロナウイルス感染症の拡大により世の中の

ビジネスは大きな影響を受けています。飲食業、小

売り・サービス業をはじめ、まったく商売にならな

い人も多くいらっしゃると思います。とにかくここ

はさまざまな支援を利用してなんとか生き残るしか

ありません。

　今回の出来事は、ゆるやかに起きていたビジネス

のやり方を大きく変化させる側面もあります。その

一つがインターネット活用の拡大です。いろいろな

地域の私の知り合いの飲食店でも、これまで取り組

んでいなかった持ち帰りメニューをつくり、ネット

通販できる商品開発、コアなファンとのつながりを

強める方策、新規客を呼び込むための情報発信など、

慣れないパソコンと向き合いながらネット活用を始

めるところが増えています。

　今回は、時代の変わり目にネットを活用し、お客

さんのニーズと向き合ってピンチを切り抜けたとい

う話題を紹介します。　

　高知県に高知競馬という地方競馬があります。人

口減もあって利用者はどんどん減り、2008年にはか

つて220億円あった年間売り上げが38億8000万円に

まで落ち込み、赤字に転落しました。それが、19年

には、前年より140億円増えて570億円と大きく成長

し、過去最高を記録しました。現在は無観客でレー

スを開催して好調に売り上げを伸ばしているそうで

す。かつてハルウララという連戦連敗の競走馬が所

属していたことくらいしか話題がなかった地方競馬

がここまで回復できたのは、（１）インターネット

時代になって馬券が全国から買えるようになったこ

と、（２）全国のコアなファンに向けた商品企画に

取り組んだこと、（３）地元の客向けにファミリー

や女性が行きやすい環境を整え、魅力的なイベント

を実施したことが挙げられます。

　ネットで商品が売れるなら、大市場から遠い地方

にあるというデメリットはさほど不利になりませ

ん。面白いのは全国からファンを引き付けるために

あえて他の競馬場のレースが終わった後にレースを

開催したり、地元の成績が良くない馬ばかりが走る

レースを企画したりしたことです。これは予想が難

しいため高配当が期待できると人気を呼びました。

地方にあってマイナーな存在ゆえに、そこに所属す

る競走馬のことが良く知られていないというマイナ

スをプラスに変えた発想がありました。

　一方でリアルに足を運べる地元の観客に対して

は、トイレをきれいにしたり「カレーフェスタ」と

いった食のイベントを実施したり、女性やファミ

リーが遊びに行っても楽しい場所に改善しました。

　高知競馬のＶ字回復からは、ネット活用とネット

の先にある、よりコアなお客さんのニーズや消費ス

タイルを考えて商品やサービス内容を見直すこと、

ネット以外の直接顔が見えるお客さんについては、

ターゲットを広げてリピーターを増やす工夫を凝ら

すことなどのヒントが得られます。今回の事態は乗

り切るだけでも大変ですが、その先には、ビジネス

シーンに広くネット活用が進んだ世界が常識になっ

ているはずです。
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中小・小規模事業者への新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援について

大　東　銀　行

　いわき商工会議所の金融・都市開発業部会では、グローバル化やデジタ

ル化によって複雑化した経済を紐解くとともに、有用な金融商品を理解し、

経営に役立てて頂くため、金融機関と連携した「経済トレンド便」をお届

けしています。

　同企画は市内の証券を含めた金融機関14社の協力のもと、実施致します。
経済トレンド便

金融・都市開発業部会
金融機関リレー掲載

【令和第９回】大東銀行

　新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除されましたが、引き続き感染拡大防止対策は必要であり、また事業者の
皆さんを取り巻く環境が改善されたわけではありません。
　政府においても事業者に対する各種支援を実施しております。今回はそういった各種支援策をご紹介いたしますので、
是非ご活用ください。

制度概要

種類 事業者のお悩み 支　援　策 支　　援　　内　　容

貸 付
・�売上減で資金繰りが厳
しい

実質無利子・
無担保融資

4,000万円まで３年間無利子、最長５年間元本据置
５月から民間金融機関でも利用可に

給 付

・�売上が半分以下で事業
の継続が苦しい

持続化給付金
中小法人等�最大200万円
フリーランス含む個人事業者�最大100万円

・�家賃の支払いが苦しい 家賃支援給付金 中小企業等�最大600万円����個人事業者等�最大300万円

助 成

・雇用を維持できない 雇用調整助成金
休業手当100％で雇用維持なら中小は都道府県の休業要請

を受けた場合�最大10割�助成

・�事業再開に向けた投資
をしたい

持続化補助金 小規模事業者に�最大150万円�を補助

猶予・
減免

・�売上減で税、社会保険
料が苦しい

国税、地方税、
社会保険料の納付猶予

売上が一定程度減少の場合、１年間、無担保かつ延滞税
なし�で猶予

・�売上減で固定資産税が
払えない

固定資産税・
都市計画税の減免

売上が一定程度減少の場合、来年度は�２分の１または
ゼロに減免

※内閣府ＨＰから引用

貸付制度について

　福島県における「実質無利子・無担保融資」について詳しくご紹介します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新型コロナウイルス対策特別資金（実質無利子型）概要

✓ 対象者（※市町村の認定が必要となります）

対　象　者 売上高等減少 利 子 補 給 保　証　料

① 個人事業主（小規模に限る） ▲５％以上 ３年間100％ (国) 事業者負担ゼロ

② 小・中規模事業者（①を除く) ▲５％以上 ３年間100％ (県) 事業者負担１/ ２

③ 小・中規模事業者（①を除く) ▲15％以上 ３年間100％ (国) 事業者負担ゼロ

✓ 融資限度額　　4,000万円（運転資金、設備資金）

　　������������条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担になります。

✓ 融 資 期 間　　10年以内（うち据置５年以内)

✓ 融 資 利 率　　当初３年間無利子（固定　年1.5％以内)

✓ 保 証 料 率　　上記対象者①、③は全期間保証料率ゼロ　�上記対象者②は、全期間保証料１/２
✓ 取 扱 期 間　　令和２年５月１日から12月31日受付分まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響がいつまで続くのかは残念ながら分かりません。そういった状況で
あるからこそ、実質無利子、保証料負担ゼロの本制度を活用し、運転資金を確保しておくことは有効です。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着いたとしても、今後私たちの生活や事業活動は新型コロナウイルスを意
識した新しい様式が求められます。そういった新しい事業展開が必要とされる社会へ対応するためには資金や準備期間が
必要となりますので、本制度の据置期間最大５年を利用することで、資金だけでなく準備期間における返済に対する不安
を解消することが可能です。
　手続きにあたっては、市町村の認定申請からお申込み、融資に至るまで金融機関がワンストップで迅速に対応します。
　まずはお気軽にご相談ください。

3,000万円から拡大されました


