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“特集”コロナ対策「活用できる支援策」と「新しい生活様式」への対応

みしま会議所ニュース

2 02 0

旬の食材を活かした料理と
唎酒師の女将厳選の酒が楽しめる小料理居酒屋
＜創業支援＞

魚と野菜と酒 まるは

源兵衛川

・営業時間
・定 休 日
・席
数
・予
算

１８：００ ～ ２３：００（金・土曜２４：００）
月曜（日曜は不定休）
カウンター８席（他立ち飲みスペースあり）
お一人様 ５,０００円～

本町タワー裏手の飲食店が立ち並ぶ一角に昨年１１月に
オープンした “ まるは “ さん。
自慢の干物や、素材の味わいをそのまま楽しめる炙り野菜
など、旬の素材、手近な食材を、手間をかけずに使い、女将
こだわりのやさしい味わいの一品料理
と唎酒師でもある女将厳選の日本酒
や焼酎も常時１０種類以上用意され、
落ち着いた雰囲気の中、ゆったりと酔
いしれる至福の時間が堪能できるお
店です。
昨年 9 月に知り合いから「商工会
議所に行けば創業の相談に乗ってくれ
るよ。」と 地域とのつながりを模索し
ていた女将（代表）の 松本はるなさん
は M – ステに来所されました。
「都内ろばた焼き居酒屋の勤務時か

女将自ら仕入〆るサバ

三島信用金庫
本店営業部
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魚と野菜と酒
静岡中央銀行
三島支店

三石神社

まるは

静岡銀行

マックスバリュ
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三島大通り

P

ら日本の食文化に魅了され、飲食店を開くのが夢だった。和
食で健康、元気、癒しを感じて欲しい」と 創業への熱い思い
やこだわりなどをお聞きし、事業計画の確認から資金調達、
飲食店営業許可申請、仕入先の紹介、広報活動等について
面談を重ね、一つ一つ課題解決して
オープンを迎えました。開業後も M –

落ち着いたカジュアルな雰囲気

女将厳選のお酒たち

鉄道
路駅
箱根
広小
伊豆
三島

【 店 舗 情 報】
・住
所 三島市本町５ –１１ サンルン B 号
・電
話 ０５０– ３４６９– ４５８１

脂のりのりつぼ鯛の干物

ステでは、決算書及び確定申告書の
作成、新型コロナウイルス対策等を支
援し、現在ではテイクアウトにも取り
組んでいます。
M – ステでは、創業・経営革新・事
業継承を３本柱に、事業者の思いが
実現できるよう計画から実施、フォ
ローアップまでトータルで寄り添った
伴走支援を展開しています。経営のこ
とは M –ステまでお問い合わせ下さい。
（文：まちづくり課 石渡智英）

素材を活かした小料理

珍しい あったかポテサラ
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魚と野菜と酒 まるは
コロナ対策「活用できる支援策」と「新しい生活様式」への対応
持続化給付金特設会場
「みしま応縁袋」販売 /
夏季期間の
なりわい体験塾・放置竹林の伐採・川床事業開催中止のお知らせ
クールビズについて
会員さんいらっしゃい 小野建設株式会社 / くるま寿し /
当所では、
会員さんいらっしゃい 静岡コンサルタント株式会社
本年も地球温暖化対策や
活動報告
GW 特別相談窓口/ 青年部 オンラインミーティングzoom 活用
節電対策の一環として、
夏季期間の職員の軽装
青年部 飲食店応援プロジェクト みらい飯を実施！
（クールビズ）を実施しています。
information
小規模企業共済・倒産防止共済
期間：５月１日～９月３０日
何卒、ご理解ご協力の程、
「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
宜しくお願い申し上げます。
information
“ 赤い羽根 ” 新型コロナ対策フードバンク応援事業 /
国税庁からのお知せ / リサイクルゴミ啓発
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まだ間に合う！ 会員の皆様が「活用でき

先月号でもコロナウィルスに対する支援策を紹介いたしましたが、その後も
を紹介いたしますので、 利用したい支

◇活用できる支援策◇
Ⅰ.「チラシ配布」「店舗改装」な どで売上増加を目指したい
小規模事業者持続化補助金（一般型・コロナ型）

小規模事業者等が当所のサポートを受け経営計画を策定し、地道な販路開拓
等に取り組む費用の２／３もしくは３／４（補助上限額５０万円もしくは
１００万円）を国が補助してくれます。
※一般型：補助限度額５０万円、コロナ型：１００万円

補助額

50 万円 or100 万円
( 補助率 2/3 or 3/4)

補助対象者
小規模事業者であること
商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）

常時使用する従業員の数

５人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数

２０人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数

２０人以下

対象となる取り組みの例
【一般型：補助上限額５０万円 ( 補助率２／３)】
◇広告宣伝（チラシの作成や看板等の設置）
◇集客力を高めるための店舗改装
◇ IT をした業務効率化（ホームページの開設等） ◇商談会・展示会等への出展
◇新たな商品・サービス提供のための設備導入
【コロナ型：補助上限額１００万円（補助率２／３ or ３／４）】
補助対象経費の６分の１以上が、以下のいずれか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（補助率２／３）
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換（補助率３／４）
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
Ｃ：テレワーク環境の整備（補助率３／４）
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも１回以上、テレワークを実施する必要があります。

新型コロナウィルス感染症にかかる一般型の審査優遇について
新型コロナウィルス感染症による売上減少等の影響を受けた事
業所には、一般型の応募では審査時に加点されます。必要書類
がございますので、該当する場合にはご相談ください。
※本補助金の申請には、事前に商工会議所の確認が必要となり
ます。右記締切日前に余裕を持ってご相談ください。

公募スケジュール（一般型）
第３回受付締切 ▶︎令和２年１０月２日（金）
第４回受付締切 ▶︎令和３年 ２月５日（金）
公募スケジュール（コロナ型）
第３回受付締切 ▶令和２年 ８月７日（金）
第４回受付締切 ▶令和３年１０月２日（土）
※いずれも第１・２回受付は終了しました。

Ⅱ . 雇用を維持したいが給与の支払いが心配
4 ／１〜６／３０の期間中、従業員の賃金等が最大１００％助成されます！
雇用調整助成金
コロナウィルス感染症の影響で従業員に一時的に休業してもらい、雇用維持を図った場合に休業手当・賃金等の一
部が助成されます。

利用条件

以下のすべてを満たすもの
・雇用保険適用事業所で直近１ヶ月の売上高が前年同月比５％以上減少していること。
・労使間の協定により休業を行うこと。
・休業している従業員に対し平均賃金の６/１０以上支払うこと。
・１ヶ月の休業日数が所定労働日数の１/４０以上であること。（※４）
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６/ １現在の情報です。

きる支援策」と「新しい生活様式」へ の対応

も様々な支援策が出ております。今月号でも会員の皆様が活用しやすい最新の支援策
援策がございましたら当所までご連絡ください。

助 成 率

中小企業４/ ５（但し、解雇等を行わない場合９/１０）（※５）【上限額８，３３０円 / 日】
更に、以下の 2 つの要件を満たす場合は助成率が１００％に拡充（対象期間 4/1 〜 6/30）
1．静岡県が行う休業・短縮営業の要請を求められた事業者が、これに従って休業等を行っ
ていること
2．「労働者の休業に対し１００％の休業手当を支払っていること」若しくは「上限額
（８，
３３０円以上）の 休業手当を支払っていること（但し、支払金額が平均賃金の 60％
以上である場合に限る）」

支給限度日数

４月１日～６月３０日の３か月分＋１００日

対象となる従業員

全従業員対象（アルバイト等も含む）

※ 4：大企業は１/30 以上。※ 5：大企業は２/ ３。但し解雇を行わない場合３/４。

Ⅲ . 静岡県内の農林水産品を扱う事業者向け
静岡県内の農林水産品を扱う農林業業者や加工品業者の販売を支援してくれます！
静岡県産品消費回復緊急対策

静岡県が静岡県内の農林水産物やそれを使用した加工品の販売促進のため、複数の WEB サイトに出店します。県
内産の農林水産物を扱う方や加工業者は、ぜひご活用ください。

事業内容

静岡県が複数の WEB サイト（3 サイト以上）に仮想店舗を出店し県産品を販売。
出店する WEB サイトによっては、出品者は有料となる場合があります。

出品条件

詳細はまだ決まっておりませんが、静岡県内の農林水産物やそれを使用した加工品が出品でき
る予定です。１, ０００商品を目標としております。6 月上旬から出品物の募集開始予定です。

WEB サイト開設期間

令和 2 年 6 月下旬～１２月までの半年間。
この期間中に割引キャンペーンを実施予定。割引額は静岡県で負担する予定。

◇「新しい生活様式」に対応するために事業所が取り組むこと◇
様々な業種で「新しい生活様式」に対応していかなければならないですが、ここでは飲食店を例に取組むべきことを例
にあげます。

3 密にならない対策
・テーブルの配置を検討しましょう。
・店舗に合わせてお客様同士の間隔を空けるテーブル・イスの配置を検討しましょう。
・店内を換気しましょう。
（できれば対角線上にある窓を開けて換気をしましょう。）
・レジカウンターに透明の間仕切りなどを設置しましょう。

店内の清掃
・手がよく触れるところは、アルコール消毒しましょう。（ドアノブ、テーブル、メニュー等は、定期的にアルコー
ル消毒）
・食器などは界面活性剤を含む台所用洗剤で洗いましょう。共通で使うトングなども定期的に洗い交換しましょう。

お客様への対応
・入店をお待ちいただく場合もイスは間隔をあけて設置しましょう。順番が来たら振動するベルを導入すれば、
300m 程度離れていても順番が来たことが分かりますので、車の中で待って頂くこともできます。
・入店時にはアルコール消毒、できれば検温にもご協力頂きましょう。

従業員への対応
・毎日検温をしましょう。37. 5 度以上の従業員は勤務させないようにしましょう。
・マスクは鼻と口が隠れるようにして、常に着用しましょう。
・レジ、パソコン、電話機など別の従業員が使用するタイミングで都度消毒しましょう。
・可能な限り従業員の休憩時間をずらし、濃厚接触となる機会を減らしましょう。 （文：経営支援課

新型コロナウイルスに関するご相談は

三島商工会議所まで
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塩谷洋司）

電話 055– 975–4441

経 営 支 援
当所ＴＭＯホールが

“ 持続化給付金サポート会場 ” となっています！
完全予約制：会場番号２２１０
持続化給付金の電子申請ができない方向けのサポート会場が、期間限定で当所ＴＭＯホールに
設置されています。
設置期間： 令和２年５月２８日（木）～７月３１日（金）まで
※６月末まで毎日開催、７月は土曜日のみ休み
受付時間： ９：００～１７：００まで
会
場： 三島商工会議所 １階 ＴＭＯホール
予約方法： ホームページ（三島会場専用）https://counter.jizokuka-kyufu.jp/JK-36
専用ナビダイヤル 0120-835-130（24 時間受付）
オペレーター対応ダイヤル 0570-077-866（毎日 9:00 ～ 18:00）
※お電話で予約の際は上記会場番号が必要です。

持続化給付金とは？
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えし、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

を支給します 。

持続化給付金 HP

給付額

中小法人等は 200万円 、 個人事業者等は 100万円
※ただし、昨年１年間の売上からの減少分を上限とします。

■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入） -（前年同月比▲50％月の売上×12ヶ月）

支給対象
◆新型コロナウイルス感染症の影響により、

売上が前年同月比で50％以上減少している者。

◆資本金10億円以上の大企業を除き、

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを
含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人
など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
（文：中小企業相談所長 小島信之）
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ま ち づ く り
# おうち時間を楽しもう！

「みしま応縁袋」販売

新型コロナウイルスの感染防止対策等で、ご自宅で過ごす時間が増えています。
「このおうち時間を少しでも快適に過ごして頂きたい！」そんな思いから M – ステでは、三島の商店主選りすぐり商
品を組み合わせた『みしま応縁袋』を販売しました。
商品は事前予約制、お渡しは南二日町広場駐車場で受け渡しドライブスルー方式で三密を避けることができるよう、
工夫しました。
５月１５日（金）
、１６日（土）、２２日（金）、２３日（土）の 計４日間 全１１種類の商品を９２７セット販売しました。
好評で締め切りを待たずに予約を終了しなければいけない商品もあり、お客様からはまた実施してほしいというお
声をいただきました。
第２弾として、６月にも実施します。
（予約は締切ました） 今後も当所は地域と企業の応援団として、三島を盛り
上げていきます。
（文：まちづくり課 片山富美子）

三島野菜を美味しくバーニャのセット

こだわりパンの詰合せ

親子で絵本読み聞かせのセット

ドライブスルーで受渡し

車に乗車したまま受渡し

イベント中止のお知らせ
当所の右記事業は新型コロナウイルス症拡大防止対策とし
て今年度中止となりました。
来年度は開催を予定しておりますので、ご理解頂けますよ
う、お願い申し上げます。 （文：まちづくり課 片山富美子）

なりわい体験塾 ( 昨年の様子）

竹伐採（昨年の様子）
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・みしまなりわい体験塾
・放置竹林活用プロジェクト
・放置竹林活用プロジェクト

放置竹林の伐採
川床事業

川床ディナー（昨年の様子）

今月の 会 員さんいらっしゃい！

創業１００周年 小野建設株式会社

東

海

道

本

線

22

大場川

社 〒411– 0801 静岡県三島市谷田６０–３

三島市立東小

本

T E L：0 55 – 971 – 2 02 0
FA X：0 55 – 975 – 770 0

マックスバリュ

小野建設株式会社

1

URL:https://www.ono-ken.co.jp/

道

海

東

三島谷田局

三島警察署

代表取締役 小野

徹氏

～「With」共に、その先の未来へ ～
小野建設（株）の 創業は、大正９年新潟県中魚沼郡津南町の小野組から始ま
ります。その後、地下鉄銀座線の工事を請負東京へ。再び新潟県へ戻り今の
糸魚川市に移りました。そして昭和２３年４月に「中島飛行機三島工場」の請
負により三島へ。初代創業者小野惣太氏の人徳は、各種資料や本人の記した
回顧記からも読み取れ、
「地域社会に、安心してまかされる誠実な請負人がい
て、本当に良かった―苦難の道ではあっても、そういう会社を作って社会に
貢献する」を確固たる理念のもと起業されました。二代小野金彌氏そして現
在の三代小野徹氏へと社長を歴任し今、創業１００周年を迎えました。
これを記念し、５月２８日社会福祉法人静岡恵明学園へ寄付金百万円の贈
呈式を執り行いました。これは小野

小野建設㈱社屋

徹 社長が、当会議所の会員企業から募

る「若者活躍支援資金」の趣旨に賛同されたことと、社憲「社会に光を

人

生に夢を」の理念によるものです。
また、恵明の子どもたちの進学を支援したいとの強い思いは、先代の故小
野金彌氏が恵明学園の役員を長くされていたことから、恵明のイベントには
折に触れ小野建設（株）が協力をしていることも所以の一つです。
「地域と共に誠実に社会に尽くす」―まさに、そのために創られた会社が小

昭和 25 年大場川中村橋完成

野建設（株）であり、社業の建設工事のみならず、社会福祉にも力を注いで、
地域の発展のために貢献されています。
大きな節目を迎えた令和２年３月に、これからの百年に向け、
「『With』共に、
その先の未来へ」を新たなキャッチフレーズとして、さらに一層、社会のお
役に立つよう努めていきたいと小野社長は熱く語ります。
小野建設（株）データ：三島市谷田の本社と３営業所、３社の関連会社をもち従
業員８６名。大正 9 年創業以来 100 年の歴史と伝統に支えられた技術と実績を
誇る総合建設企業です。お客様の心を大切にすべての工事にあらゆる努力を惜し
みません。どうぞお気軽にご相談ください。

右から小野社長、杉村理事長、石渡会頭

昭和 29 年 創業者小
野惣太氏が考案した
（文：事務局次長 鈴木智子）
デリッキ

小野社長から恵明杉村理事長へ贈呈
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昭和 53 年頃
小学生が描いた
クレーン車

二代小野金彌氏と恵明学園地鎮祭にて

今月の 会 員さんいらっしゃい！

くるま寿し

Honda Cars
伊豆縦貫自動車道

電

三島芙蓉台簡易局
クリエイト

渡辺整形外科

話 0 55 – 9 8 6 – 6 8 3 6

大場川

営 業 時 間 １１：３０ ～ １４：００（ランチ）
１７：００ ～ ２３：００（ディナー）

ENEOS

北上小

〒411– 0044 三島市徳倉９０２–１０

三島萩
I.C

くるま寿し
21

定 休 日 毎週月曜日
店舗外観

「本物の江戸前寿司を気軽に楽しんでいただきたい。
この思いは今も昔も変わりません。
」
三島市徳倉で店舗を構えるくるま寿しさんは昭和４７年に代表の梅田宏一さ
んが創業したお寿司屋さんです。
梅田さんは「本物の江戸前寿司を気軽に楽しんでいただきたい。」と の思い
から創業し、その思いは今も経営理念として従業員に受け継がれています。
その思いは価格にも表れています。高級食材以外は 1 貫１００円からとなっ
ており、時価表示は一切行っていません。
また、修業時代に洋食店での勤務経験から、お寿司以外にもバーニャカウ
ダー等季節の食材を使った洋食を提供することもあります。
商品開発にも熱心な梅田さんは八丈島の郷土料理である「島寿」をアレン
ジした「三島寿し」を平成２３年に開発、この取組みは静岡県経営革新計画の
承認を受けました。
梅田さんは「昨年１１月に店舗を改築し、皆様のお越しを心からお待ちして
おります。コロナウイルスの関係で大変ですが、是非一度当店の寿しを召し
上がってください」と意気込みを語っています。
なお、
くるま寿しさんでは出前も行っております。お気軽にお問合せ下さい。
（文：経営支援課 市川 顕）

皆様のお越しをお待ちしております

当店自慢の三島寿し

店内風景

セットメニュー

ランチメニュー（11:30 ～ 14:00）

特上寿しセット
2,300 円
鉄火丼（汁物付） 1,200 円
（汁物・茶碗蒸し・デザート付き） ちらし丼（汁物付） 1,200 円
上寿しセット
1,600 円
にぎり（汁物付） 1,300 円
（汁物・茶碗蒸し・デザート付き） ☆茶碗蒸し・デザートセット＋200円
（全て税別）
個室もご用意しています
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今月の 会 員さんいらっしゃい！
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大場川

静岡コンサルタント株式会社

伊豆箱根鉄道
中郷中
大場

森崎祐治氏

～「人間社会の基盤を支えること」
更なる技術力、人間力の向上を図る～
道路や橋、上下水道、ダムといった社会資本は高度経済成長と共に急速に
整備されましたが、５０年以上が経過し「老朽化」が始まっています。膨大な
社会資本ストックの維持、管理、更新が防災減災と共に大きな課題となって
おり、静岡コンサルタント㈱はこうした社会資本の計画、設計、測量、地質
調査等の専門技術サービスにより社会基盤の整備、維持、管理に貢献してい
ます。
健全な社会基盤づくりは健全な職場からと、従業員が健康で意欲的に働け

ドローンによる測量

る職場づくりを目指しています。業種的に残業が多くなり勝ちだけに、従来
から従業員の健康管理に気を配り、健康診断の充実、働き方改革等に努めて
きました。２０１７年「健康経営」 の 機運が高まる中、 第１回「健康経営優良
法人」に 申請したところ、キャノンをはじめ錚々たる企業と共に認定。「とり
あえず今までやってきたことを申請書に記入してみました」と 森崎祐治社長は
語ります。
当所と三島市が連携・推進する健康経営事業にも積極的に参加し、歩く距
離を競う「ウォーキング（王者）測歩選手権」で は、企業の部で優勝、併せて保
健師の指導による健康改善でも成果を上げています。フットサルクラブ、テ 三島スカイウォークの許認可申請等を担当
ニス部、競走部、ゴルフ部等社内スポーツ活動を奨励し、森崎社長自ら駅伝チー
ムの一員となり三島市や函南町の大会では毎回アンカーを務めています。
また、社会貢献活動にも意欲的で、清掃活動、献血、中・高生の職場体験、
義援金等、全社一丸となって取り組んでいます。
道路、堤防、公園等公共施設の整備を通した社会への貢献に留まらず、健
康経営の推進、ＣＳＲ活動等の取り組みは、地域におけるホワイト企業として
の存在感を示しています。

（文：事務局長 小川雄司）
測歩選手権

駅伝大会に参加

アンカーは森崎社長

楽寿園の清掃ボランティア活動
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企業の部優勝

働き方の見直し・改善のための「カエル会議」

活 動 報 告
GW 期間中「緊急経営相談窓口」を
開設しました！

「新しい生活様式」に対応
青年部では各会議をオンラインで開催

三島商工会議所では、ゴールデンウィーク期間中の 5
月 4 日（月）～ ６日（水）ま での 3 日間、新型コロナウイ
ルスの影響により影響を受けている事業所の皆様を対象
に、
「緊急経営相談窓口」を 開設しました。
融資や持続化給付金など、各種支援策について多くの
ご相談をいただきました。現在は通常通り平日のみご相
談を承っています。ぜひご利用ください。
（文：経営支援課 麻谷暢恵）

５月に開催された当所青年部の正副会長会議や役員
会、各委員会ではコロナウィルス感染症拡大予防のため、
オンラインでミーティングができる ZOOM を活用し開催
いたしました。参加メンバーは自宅や事務所などからオ
ンラインで会議に参加し、協議事項について意見を交わ
しました。
コロナウィルス感染症の収束は不透明ですが、青年部
では今後も必要に応じオンラインでの会議を行い「新し
い生活様式」に対応していきます。
（文：経営支援課 塩谷洋司）

相談の様子

青年部オンライン会議

～三島の飲食店をクラウドファンディングで応援～

飲食店応援プロジェクト
青年部では、三島の飲食店を応援しようとクラウド
ファンディングによる応援を５月２５日
（月）～ ６月１２日
（金）にかけて実施しました。
この飲食店応援プロジェクトは、新型コロナウイルス
感染拡大の影響により、地域のにぎわいや交流を支えて
きた多くの飲食店が経営悪化に直面しており、その火を
消さないため、飲食代金を先払いすることで運転資金の
一部に充ててもらえるよう、三島市内外の方々にクラウ
ドファンディング型の応援を呼び掛けるプロジェクトで
す。応援者に対しては、お礼としてコロナ収束後に使え
る応援したい店舗の食事券に２０％のプレミアムをつけ
るなど、応援者にとっても有意義なプロジェクトとなっ
ています。
先だって募集した参加飲食店の数は１４３店舗にのぼ
り、その中から応援したい店舗を指定する形で応援金を
募りましたが、13,474,000 円（６月２日現在）の 応援
金を募ることができました。今後は、9 月１日（火）～ 令
和３年２月２８日（日）の 半年の間に、応援者の皆様には
食事券をご利用いただきます。
早く以前のように、また安心してみんなで楽しく外食
できますように！
（文：経営支援課 池谷太郎）
11

みらい飯を実施！

少しでも早くみなさんと乾杯できる日がきますように！

information
小規模企業共済・倒産防止共済に加入して
将来の備えをしませんか？（節税効果もあります）
小規模企業共済

倒産防止共済

小規模企業経営者のための
退職金制度です！

もしものときの資金調達。
しっかりサポートします！
・掛金は月 5,000 円～ 200,000 円の範囲で設定可能
・取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難
となったときに貸付可能

・掛金は月 1,000 円～ 70,000 円の範囲で設定可能
・共済金は、退職・廃業時等に受取可能
・共済金の受給権は差し押さえ禁止

「回収困難となった売掛金債権等の額」と
「掛金総額の１０倍に相当する額（最高８, ０００万円）」の
いずれか少ない額」

・納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付可能
・共済金の受取り方法
一括…「退職所得扱い」

・共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」
ただし、共済金の貸付けを受けると貸付額の１０分の１に
相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます

分割…「公的年金等の雑所得扱い」

※新型コロナウイルス感染症にかかる
小規模企業共済制度・倒産防止共済制度の特例措置について
＜小規模企業共済＞
１．特例緊急経営安定貸付けの実施（借入額：50 万円～ 2,000 万円 ※掛金納付月数に応じて、掛金の７～９割）
〈要件：新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1 か月の売上高が前年又は前々年度
の同期と比較して 5％以上減少した、貸付資格を有するすべてのご契約者様〉

２．契約者貸付けの延滞利子の免除（延滞利子を１年間免除可能）
〈要件：令和２年４月７日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化
したことにより、１か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して５％以上減少したご契約者様〉

３．掛金の納付期限の延長等 （契約者様からの申し出により、令和２年 11 月までの掛金の請求を延長可能）
〈要件：新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、１か月の売上高が前年又は前々年度
の同期と比較して５％以上減少したご契約者様〉

４．分割共済金受給者の一括支給（繰上支給）対応
〈要件：新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、１か月の売上高が前年又は前々年度
の同期と比較して５％以上減少した、分割共済金の受給者様〉

＜倒産防止共済＞
１．共済金の償還（返済）期日の繰下げ
申し出により、償還期日を繰下げ、償還を６か月間停止もしくは遅らせることが可能

２．
一時貸付金の返済猶予
令和２年４月７日以前に借り入れた場合…令和２年４月７日以降に約定返済日を迎える一時貸付金について
ご希望により約定返済日から６か月間返済を猶予
令和２年４月７日以降に借り入れた場合…新規（令和２年４月７日～令和３年４月７日まで）で借り入れた
一時金についてご希望により約定返済日から６か月間返済を猶予

３．掛金の納付期限の延長等
（a）掛止め （b）掛金月額を減額 （c）掛金の納付期限を延長
詳細は中小機構 HP をご確認ください URL: https://www.smrj.go.jp/
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（文：経営支援課 宮下智克）

ト レ ンド 通 信

「新型コロナで進むビジネスのネット化に備えよう」
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。

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

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

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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日経ＢＰ社「日経ビジネス」シニアエディター
渡辺 和博

◇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。

information
“ 赤い羽根 ” 新型コロナ対策
フードバンク応援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ

国税庁からのお知らせ

フードバンク事業を通じて食品を届け、多くの子供や
困窮している方々を支えます。無償で食品を届けるため
の寄付にご協力を！
募金期間 令和２年５月８日～９月３０日
募金方法 ［寄付金］※寄付には、税制優遇措置があります。
①ネット募金：クレジットカード等による寄付
https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/362/
②銀行振込による寄付

〇税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後
であっても消費税の課税事業者を選択（やめる）こと
ができます。
〇特定事業者（コロナウイルスにより経営に影響を受け
た事業者）に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消
費賃借契約書のうち、令和３年１月３１日までに作成
されるものについて印紙税が非課税となります。
〇青色欠損金の繰戻し還付制度について、資本金の額が
１億円超１０億円以下の法人も利用可能となりました。

ゆうちょ銀行窓口（※振込料金免除）
ゆうちょ銀行振替口座：00800 – 6 – 5560
加入者名：社会福祉法人静岡県共同募金会
※通信欄に「新型コロナ対策」
と記入
他行から
口座番号：ゆうちょ銀行

〇期限までに申告・納付が難しい方は簡易な方法で期限
延長が可能です。（法人・個人の全ての方が対象）
〇国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に
申請することにより納税が猶予されます。
更に
特例制度
事業等に係る収入に相当（概ね２割以上）の減少が
あった方は、１年間、 国税の納付を猶予することが
できます。（担保の提供は不要。延滞税もかかりません。）

〇八九店

当座）0005560

（これまでは資本金額１億円以下の法人などが対象）

口座名義：社会福祉法人静岡県共同募金会
［食品の寄付］物品寄付を受入れ、フードバンク
を通じて必要な方へお届けします。

〇テレワーク等のための設備投資が中小企業経営強化税
制の対象となりました。
ご質問・ご不明な点は
最寄りの税務署に
お問い合わせください。

詳細は国税庁 H P を
ご確認ください

問合せ先 社会福祉法人静岡県共同募金会
電話 054 – 254 – 5212

それ、本当にゴミですか？ 資源を大切にしましょう！
ごみ集積所に出される燃えるゴミの中には、まだまだ多くのミックス古紙が含まれています（推計約 2,000ｔ）。燃
えるゴミとして出されたミックス古紙は、焼却処理されてしまいます。
ミックス古紙を分別して資源古紙として出していただくと、資源を有効利用できるだけでなく、製紙業者に売り払
うことで、市の収入となり、公共サービスの充実にもつながります。
今一度、ご家庭や事務所でのミックス古紙の分別徹底を従業員の皆さまへお知らせ下さい。

ビニール付ティッシュペーパーの箱

セロハン付き空封筒

ホチキス、クリップどめされた紙

注意

ミックス古紙を集積所に出せる
のは、少量排出事業者制度に登録
している事業所のみです。
そのほかの事業所は各々で分別
とリサイクルをしましょう。
ぜひ、ご家庭でご協力ください。
紙製郵便物

紙袋・包装紙類
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（文：まちづくり課

片山富美子）

経済産業省

関東経済産業局

委託事業

静岡県事業引継ぎ支援センターにご相談ください。
静岡県事業引継ぎ支援センターは、
国が運営している公的窓口です。
日頃より「後継者がいない」などの
事業承継問題で悩んでいる経営者の皆様、
無料で相談をお受けしますので
お気軽にお越しください。

毎月、第２水曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 三島商工会議所 4階【E】会議室（9時～17時）
毎月、第1・3水曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 浜松商工会議所 3階302会議室（9時～17時）
毎月、第２火曜日に相談会を開催いたします。
場所 ● 島田市産業支援センター 相談室（9時～12時）
会場

日程

三島会場

第２水曜日

８日（水）

第１水曜日

１日（水）

第３水曜日
第２火曜日

浜松会場
島田会場

７月

８月

９月

１０月

９日（水）

１４日（水）

５日（水）

２日（水）

７日（水）

１５日（水）

１９日（水）

１６日（水）

２１日（水）

１４日（火）

１１日（火）

８日（火）

１３日（火）

・静岡会場（静岡商工会議所）は随時。

※詳しくは、当センターHPもしくは、TELにてご確認下さい。

静岡県事業引継ぎ支援センター（静岡商工会議所会館2階）
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-

工事期間中は、仮店舗にてご不便・ご迷惑を
お掛けしたことをお詫び申し上げます。
今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2
2
9

-

体感いただける空間としてリニューアルを実施いたしました。

http://www.mishima-cci.or.jp

レクサス沼津は、居心地が良く、レクサスの世界観を

-

平素より格別のご愛顧にあずかり、誠にありがとうございます。

静岡県三島市一番町

２０２０年５月１３日リニューアルオープン

