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新型コロナウイルス感染症に伴う
おもな支援策一覧

2020年5月13日時点の情報

2020年 度 で 特 に 厳 し い月（1～12月）
の売上が前年比50%減の場合、年換算
した減収額を給付
上限：中小200万円、個人企業100万円
WEB申請：
https://www.jizokuka‐kyufu.jp/
パソコン・スマホが無い方、
操作がわか
らない方の申請は、後日全国各地にサ
ポート会場を設置する予定
（予約制）
申請期間：
令和2年5月1日～令和3年1月15日

掲載サイト
経済産業省
持続化給付金コールセンター
℡0120‐115‐570
9:00～17:00（土日祝含む）
https://www.meti.go.jp/
covid-19/index.html#90

営業自粛などで
業績が悪化
売上が半減した

持続化
給付金

県の要請に応じ
4/25～5/6
休業または
時間短縮営業した

★1事業者あたり30万円
（県内に所在する事業所が複数事業所
新型コロナ の場合60万円）対象業種・非対象業種
ウイルス感染 あり。
症拡大防止 申請受付 令和2年5月7日～6月15日
詳細・申請様式は下記参照
協力金
https://www.pref.akita.lg.jp/page
s/archive/49212

電子申請・郵送・持参による
申請
令和2年5月7日～6月15日
申請サイト：https://skantan.jp/toppage-akitat/top/municipalitySelection
_initDisplay.action

国の持続化給付
金対象外となり
20％～50％
未満の売上減少
となった

国 の 持 続 化 給 付金対 象 外 と な り、か
つ、令 和2年2月～4月の い ず れ か1か
月の 売 上 が 前 年 同 期比20％ 以 上～
50％未満の事業所に、減少幅に応じ最
大20万円を支給（2店舗以上運営の場
合は最大40万円）
申請期間：令和2年5/11～8/11

掲載サイト
大仙市新型コロナウイル
ス対策支援相談室（大曲武
道館内）
℡0187-63-5050
https://www.city.daisen
.lg.jp/docs/2020050400
016/

休業・時短助成（中小なら最大10分の9※10/10を

掲載サイト
厚生労働省
コールセンター
℡0120-60-3999
9:00～21:00（土日祝含む）
▼様式（雇用調整・緊急雇
用安定）
https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/bu
nya/koyouchouseijoseik
in_20200410_forms.html
▼申請はガイドブック参照
https://www.mhlw.go.jp
/content/000625731.pdf

給付

（もらえる）

従業員に休んで
もらう場合

3
1

経営維持
臨時
給付金

雇用調整助成金 議論中）雇用保険加入従業員の平均賃金×協定の

・コロナ特例
・緊急雇用安定助成金

休業補償率もしくは上限8,330円※雇用保険未加
入者は別途緊急雇用安定助成金

小学校等休校で労働者が有給休暇取得の
場合1日あたり8,330円を上限に賃金相当
額を助成

従業員に子供が
いる場合

小学校休業等
対応助成金

フリーランスで
子供がいる場合

小学校休業等対 小学校等休校で休業したフリーランス
応支援金
1日あたり4,100円(定額)を助成

CTによる
による
画像診断

インプラント／ホワイトニング

タ ケ ダ 歯 科

ご自身の大切な歯を失って、悩んでいませんか。
秋
秋田
田イ
イン
ンプ
プラ
ラ ント
ント クリ
クリニ
ニック
ック
ぜひ当院へご相談ください。

2

ワンデー
インプラント

自由 1本 インプラント 25万円〜
診療
各種クレジット・ローン取扱

※標準的な金額です。
（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

エイジングケア
料金

インプラント

3

「歯科治療水
安全施設」認定
● ホワイトニング …16,500円〜44,000円
● ヒアルロン酸エイジングケア …1本
● ボトックス

44,000円
…（初回）1ヶ所 22,000円〜

※標準的な金額です。
（自由診療）詳細については医師にお尋ねください。

■大仙市飯田字大道端3-1
■電
話／0187-62-6480
■休 診 日／水曜日・日曜日・祝日
■診療時間／9時〜12時、
14時〜19時
■Ｕ Ｒ Ｌ／ http://www.hiro418.net/

一般
歯科
矯正
歯科

来院される方が安心して治療を受けることが
できるよう、安全安心な治療環境の中、高い技 小児
術レベル・深い専門知識・豊富な経験をもつ専 歯科
門医が心をこめて対応致します。

完全個室のオペ室設置
CAD/CAMシステム導入 !

口腔
外科
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国、県、市などが行っている新型コロナウイルス感染症対策に関する主な支援策をまとめました。
ご不明な点等ございましたら、大曲商工会議所までお問い合わせください。TEL 0187-62-1262

売上が
前年同月
比５％以
上減少し
た

公庫

▼新型コロナウイルス感染症特別貸付

コロナの影響で前年同月比5％以上の売上減少
3年間金利0.9％引下げ3年間実質無利子（要件あり）
無利子・無担保 限度額6,000万円 運転資金最長15年返済
（内据え置き最大5年）

公庫

無担保

掲載サイト
https://www.jfc.go.jp/
日本政策金融公庫
秋田支店
℡018-832-5641
9:00～17:00
（土日祝除く）

▼小規模事業者経営改善資金（マル経）
前年同月比5％以上の売上減少
限度額 別枠1,000万円
3年間金利0.9％引き下げ 7年以内返済据置3年
現在商工会議所の会員（6か月以上）である
小規模事業者に限る

通常の経営安定資金とは別枠の経営安定資金

貸付

（かりる）

売上が
前年同期
比５％～
20％
以上減少
した
ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯ
ﾄ保証
（4・5号）
または
危機関連
保証必要

秋田県

無担保
一部無利子
無保証料

▼新型コロナウイルス感染症対策枠
直近３か月の売上が前年同期比減少
限度額5,000万円 10年以内 据置2年
金利1.35％
（セーフティネット4号1.15％）
保証料0.35%
～1.40％
（セーフティネット4号0.68％ 5号0.56％）
▼危機関連枠
最近1か月の売上前年同期比15％以上減少かつ、
その
後の2か月を含む3か月の売上前年同期比15％以上減
少見込
限度額5,000万円
（上記コロナ枠と別枠）
10年以内 据置2年 金利1.15％ 保証料なし
▼危機対策枠
最近1か月の売上前年同期比5％以上減少かつ、
その後
2か月を含む3か月の売上前年同期比5％以上減少
限度額3,000万円 10年以内 据置5年 保証料なし
3年間金利なし
4年目以降危機関連保証・4号1.15％ 5号1.35％

掲載サイト
秋田県
https://www.pref.akit
a.lg.jp/pages/archive
/47236#loan

▼大仙市中小企業振興資金(マル仙緊急対策)

大仙市

無担保・無
保証料
一部無利子

セーフティネット保証4号又は5号の認定を受けてい
る事業者2,000万円 保証料なし 金利0.5％市負担
10年以内据置1年

▼経営維持特別小口融資関連事業（マル仙再興支援）
300万円 上記マル仙緊急対策とはさらに別枠
金利・保証料無し 10年返済 据置3年
セーフティネット4号・5号、危機関連保証の認定が必要

掲載サイト
大仙市
https://www.city.dai
sen.lg.jp/docs/20200
50700123/

ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ保証
（4・5号）
・危機関連保証・
・
・大仙市企業商工課に認定申請

※4号＝指定地域にて売上前年同月比20％以上減少かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上前年同期比20％以上減少見込
※5号＝指定業種にて最近3か月間の売上高等が前年同期比で5％以上減少
※危機関連＝指定案件に起因して最近1か月間の売上前年同月比15％以上減少かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上前
年同期比15％以上減少見込。
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2020050700123/#セーフティネット

精密射出プラスチック成形・金型設計製作
3Dプリンター品製作

大仙市角間川町字中木内244-1
TEL：0187-65-2477 FAX：0187-65-2488
HP:http://www.furuyamold.com/

関連会社

有限会社 エフ・エム・デー
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（支払延長）

収入が減少（前年同月比▲20％以
上）した事業者は、
無担保かつ延滞税なしで納税を猶
予

各地域の税務署
大曲税務署
℡ 0187-62-2191

今年の固定資産
税支払い猶予、
来年は減免した
い

固定資産税

2020年の2月～10月の任意の連続3
か月の売上が前年同月比減少率30％
以上の場合
来年2021年度分½～全額減免。
2020
年は納税猶予可能。

減免→大仙市税務課
猶予→大仙市債権管理課
℡ 0187-63-1111

社会保険料が支
払えない

健康保険料
事業の休止や著しい損失があった
厚生年金保 場合に納付を猶予
険料

大仙エール
飯スタート
アップ事業

支援
事業

第271号

法人税
消費税

法人税や消費税
などの納税が難
しい

猶予

おおまがり

飲食店
ホテル
旅館等
向け

飲食店
プリペイド
チケット
支援事業
（実施予定）

建設コンサルタント・補償コンサルタント・一級建築士事務所

株式会社 都市整備
大曲環境事業所
大仙市大曲飯田町19番9号
TEL.０１８７-６２-２３１９
FAX.０１８７-６２-２３９１

新型コロナの影響を受ける市内の飲
食店やホテル・旅館等のテイクアウ
トを応援。
テイクアウト・デリバリー
に必要な消耗品（容器・箸・おしぼり
等）
や広告費に対し補助する。
補助率：10/10
上限：5万円
申請期間：
令和2年5月11日～令和3年3月1日

有効期間内にそのお店での食事代
として利用できる飲食店のプリペ
イドチケットの前売りを支援。テイ
クアウトでも利用可。チケット印刷
等準備は大曲商工会議所と大仙市
商工会が行う。
内容：5千円（1千円×5枚綴り）
お店への配布開始時期：6/1～（予
定）
販売方法：参加店舗での店頭販売
有効期間：令和2年7/1～12/31

健康保険協会・組合
日本年金機構
大曲年金事務所
℡ 0187-63-2296

掲載サイト
大仙市
℡ 0187-63-1111
https://www.city.dai
sen.lg.jp/docs/20200
50700062/
メール申請可能

大曲商工会議所
（旧大曲市内管轄）
℡ 0187-62-1262
大仙市商工会本所
（旧大曲市以外の地域）
℡ 0187-75-1041

給排水・衛生・冷暖房・空調設備

代表取締役

遠田 博士

秋田県大仙市大曲須和町1丁目3番58号
ＴＥＬ 0187−63−0399番㈹
ＦＡＸ 0187−63−3375番
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新参与からのあいさつ
「身近で頼られる地域振興局」を目指して
この４月から仙北地域振興局長に就任いたしました
石川です。大曲商工会議所、そして会員の皆様におかれ
ましては、日頃より、県政の推進に格別の御理解と御協
力を賜り、心から御礼を申し上げます。この度、大曲商工
会議所参与の拝命を機に、この街で事業活動をされる皆
様とともに地域経済を一層活性化させていくという思
いを強くしているところであります。
さて、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症が
様々な面に深刻な影響を及ぼしている中でのスタート
となりました。当面の最重要課題は、この感染拡大の防
止と経済活動の縮小等への対応であります。私たち一人
ひとりが自己へのウイルス感染を回避すると同時に他
人に感染させることのないよう、十分留意して行動する
ことが重要であります。
また、経済活動の縮小等により、当地域でも宿泊・飲食
業をはじめとする幅広い業種で深刻な影響が生じてき

ております。急速な売上げの減少
に直面する個人事業主や中小企業
の 経 営 者 の 皆 様 に 対 し て、寄 り
添った支援の必要性を強く感じて
おり、大曲商工会議所や地元の大
仙市等とも協力しながら、このよ
秋田県仙北地域
振興局 局長
うな時節だからこそ「身近で頼ら
れる地域振興局」を目指していき
石川 聡
たいと考えております。事業継続
等のための支援策の活用相談など、是非これまで以上に
当局を積極的に御活用ください。局一丸となって、皆様
の御期待に応えられるよう取り組んでまいります。
結びに、この難局を官民一体となって乗り切り、その
先にある当地域のＶ字回復と一層の発展を目指すとと
もに、大曲商工会議所の益々の御発展と皆様の御健勝を
御祈念申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。

「頑張る中小企業」を応援します！
この４月に大曲支所に赴任しました佐藤と申します。
出身は大仙市藤木です。また、大曲支所への勤務は14年
ぶり２回目の勤務となります。赴任から間もありません
が、以前と変わらない風景を見つけては懐かしさを覚え
ると共に、市街地の綺麗な街並みを見るにつけ、その変
化に時の流れを強く感じています。
現在、コロナウイルス感染症の影響により世界的に未
曾有の事態に直面しています。近年、保証協会では、金融
支援のみならず、企業訪問による情報収集・提供や創業
者向けのセミナー開催、専門家派遣事業などを始めとし
たいわゆる経営支援にも注力してきました。しかしなが
ら、今年度は当面の間、経営支援に係る業務は休止・縮小
し、イベント中止や外出自粛、サプライチェーンの寸断
等の影響による売上減少に苦慮されている中小企業の
皆様への金融支援を最優先事項として全力で取り組ん
で参ります。保証協会では、行政の協力も得て、この難局
秋田県大仙市若竹町二六番一九号
八重寿銘醸株式会社
お酒は二十歳になってから

株式会社 小松煙火工業

本社★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字宮林6
TEL.0187・68・2625／FAX.68・4193
工場★〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中田宮東345
TEL.0187・68・2161
E-mail：kfw1885pyro@lily.ocn.ne.jp

を乗り越えるための低利保証制度
を順次創設しています。今後も大
曲商工会議所や金融機関との連携
を密にし、迅速・丁寧な保証対応に
て資金繰りの下支えを強力に行う
ことで、不透明な情勢下でも事業 秋田県信用保証協会
大曲支所 支所長
維持のため「頑張る中小企業」を応
援します。
佐藤 寛
大曲商工会議所におかれまして
は、地域活性化、中心市街地活性化等のための諸活動に
おいて目覚ましいご活躍をなされています。現在の状況
下では、その活動に制約が生じることも想定されますが、
１日も早く事態が収束し、会員の皆様との交流の機会が
増えていくことを心待ちにしています。これから、どう
ぞよろしくお願いします。

1,296（税込）

（内消費税118円）
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「大曲の夜空に」
４月１日付で大曲郵便局長として着任いたしました

に、しかし力強く断言します。同時

畠山賢と申します。前任はお隣の横手郵便局長でした。

に眩いばかりの色鮮やかな閃光が

各地を回りまして、福島県に赴任すれば「東北コンプ

飛び散り、頭上に舞い降りてくる。

リート」となります。

『生きている』という確信的で揺る

出身は、秋田県八郎潟町です。ここ十数年来、毎年「全

ぎない言葉が主人公の魂に響き、

国花火競技大会」は観覧させていただいております。本

かねてから心に宿していた帰郷を

大会の圧倒的存在感は別格ですが、各季節の「花火の章」

決意する。主人公の意思が淀みな

も何度か拝見しております。中でも一昨年の「秋の章」は

く、こちら側に浸透してきました。

今も脳裏にしっかりと深く残っております。

日本郵便株式会社
大曲郵便局 局長

畠山

賢

現在、世情は不透明・混沌の中にあります。今改めて、

一つだけ一際独創的で特徴的な物語朗読劇スタイル

主人公の故郷での活躍と飛躍を心から祈りながら、鮮や

の作品がありました。大曲出身の主人公が花火大会を機

かな閃光の透徹さと確信的意思と何気ない日常の大切

会に帰省して、父親と他界した祖父母の想い出とともに

さを想起し、そして噛み締めます。

自身の将来像を語り合うストーリー仕立てのものです。

我が社のDNAは「地域とともに」という言葉に凝縮さ

父が言う。
「花火を観ていると『生きている』ということ

れています。大曲エリアのために我が社として出来るこ

を実感するよ。一筋の光が天空に立ち昇って、一拍を置

とを全力で取り組んでまいります。どうぞ会員の皆さま

いて一気に大輪を咲かせる」父は感慨を込め、呟くよう

宜しくお願いいたします。

整理
番号

希望職種

資格等

ハローワーク大曲

求職者情報

令和2年5月1日発行
住

職歴・経験等

所

希望月収

（パートの場合は時給）

1

・保育士
・保育士
・保育園にて0歳〜6歳児の担当経験あり
子供に関わる仕事 ・幼稚園教諭免許（専修・1種・2種）

・約7年

大仙市

１５万円

2

・施設介護員
・ケアワーカー

・介護福祉士

・介護施設で介護業務全般

・約4年半

大仙市

１５万円

3

・経理事務員
・総務事務員

・日商簿記1級
・危険物取扱者（乙種）
・第一種衛生管理者

・経理、総務に関する事務全般

・約40年
（令和2年3月
Aターン）

大仙市

２０万円

4

・医療事務員
・接客・給仕

・調理師
・メディカルクラーク（医療事務技
・飲食店店員
能審査）
・日商PC検定3級（ワード）

・約2年半

仙北市

１４万円

・大型自動車免許
・大型特殊自動車免許
・玉掛技能者
・アーク溶接技能者
・高所作業車運転技能者

・約6年

大仙市

１５万円

5 ・内装工

・建築内装工

※求職活動中のため、お問い合わせを頂いた時点で既に就職が決まっている場合も
ございますが、ご容赦ください。

★求職者情報に関するお問い合わせは、ハローワーク大曲・紹介部門
担当：足達まで（☎0187−63−0335）

文具・ＯＡ機器・スチール家具

秋田県知事許可（般―02）第10905号

株式会社
本

ビジネス秋田

社 〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3-11
（0187）
（0187）
TEL
63-0765㈹・FAX
63-0764

秋田支店 〒010-1431 秋田市仁井田二ツ屋一丁目11-41斉勇ビル2F
美郷支店 〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字荒町20-1
仙北支店 〒014-0326 秋田県仙北市角館町山根6

商工会議所 News

第271号

おおまがり

［７］

アクサ生命保険株式会社
秋田支社 横手営業所
〒013-0021 横手市大町7-18
TEL 0182-33-0702

横手商工会議所会館4F

〈技術と信頼〉
総合建設業・鋼構造物工事業
設 計・施 工

ＡＬＳＯＫ秋田株式会社
代表取締役

齋 藤

靖

本社・工場 大仙市大曲西根字西道地野502番地2
TEL0187（68）2288 FAX0187（68）4488

代表取締役

田中 拓美

秋田県大仙市若竹町23−70
ＴＥＬ（0187）63−2233
ＦＡＸ（0187）63−2236

本
社 ： 秋田市卸町四丁目９番２号
TEL ０１８-８８８-２３００ FAX ０１８-８８８-１１１０
大仙支社 ： 大仙市下深井字新百年１５４番４号
TEL ０１８７-６３-８１９９ FAX ０１８7-６３-８３３９
受付時間 ： 平日 ０９：００～１７：４５

商工会議所 News

［８］

新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため

下記の検定試験を中止いたします。

6月14日
（日） 第155回簿記検定
6月28日
（日） 珠算能力検定

7月11日
（土） 第86回リテールマーケ
ティング検定
※８月以降の各検定試験につきましては、
決定次第ご連絡いたします。

【編集後記】
依然として新型コロナウイルス感染症の脅威が続いており、
日常生活のみならず社会経済活動にも甚大な影響を及ぼして
おります。
しかし、不要不急の外出自粛や「３つの密」を避ける行動な
どが浸透し、確実に世間の、そして一人一人の感染症に対する
意識が高くなっているのを感じます。
この一人一人の意識の継続が、現状を確実に変えていくこ
と、そして一日も早い終息に着実につながっていくものと信
じております。
５月は、国の持続化給付金・特別定額給付金、県の休業協力
金、市の経営維持臨時給付金など様々な申請が始まっており
ます。
また、各融資制度おいても、セーフティネット４・５号認定
または危機関連保証による緊急枠が追加施行されており支援
策が拡充されております。
情報は多種多様で、常に変化していきますが、日々注視しな
がら会員の皆様への支援に努めて参ります。
（Ｈ・Ｆ）

おおまがり

第271号

青年部だより

令和2年度青年部三役のご紹介
会

長

新任
佐 藤

商工団体
推薦保証
詳しくは商工会議所または保証協会へ
信用保証と経営支援で秋田の企業を応援します

大曲支所 ℡ 0187-63-1811

地震に備える共済
取り扱いしております

休業対応応援共済
地震危険補償共済
地震危険補償特約

（火災共済契約に付帯する特約）

（ゴシン㈱）

副 会 長

再任

齋

藤

健太郎

副 会 長

再任

髙

根

聡

副 会 長

新任

熊

谷

公

副 会 長

新任

吉

野

健

志

専務理事

新任

荒屋鋪

栄

明

（響屋大曲煙火㈱）

（秋田ゼロックス㈱大仙営業所）
（㈱クマガイフーズ）
（吉野石材店）
（㈱丸栄商事）

皆様どうぞよろしくお願いいたします。
今回同封した各種ご案内
・会員企業短期経済観測調査ご協力のお願い
・大仙市経営維持臨時給付金のお知らせ
・秋田県立大曲支援学校からのお知らせ
・秋田働き方改革推進支援センター出張相談会の
ご案内
・ポリテクセンター秋田からのお知らせ
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商工会議所と連携して資金調達をお手伝い

渉

