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美濃商工会通常総会について
＊本年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、通常総会は書面による議決権行使での開催
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と致しました。
＊書面議決書が届きましたら、同封の総会資料を審査の上５月２５日（月）までにご返信下さい。

※美濃青色申告会総会についても書面議決にて執り行われます。

益田市・益田市議会へ要望書提出 ～中小・小規模事業者へ緊急対応を要望！～
３月 16 日、益田商工会議所と共同で、新型コロナウイルス感染
症に伴う中小・小規模事業所へ緊急対応の支援要望を、山本益田市

～島根県の経済動向～ 4 月公表分抜粋

長と益田市議会中島議長へ行いました。
新型コロナウイルスの影響は、リーマンショックを超える経済的
ダメージが深刻化しています。益田市においても様々な業種に影響
がでており、事業承継の大きな妨げとなるため、緊急対応として
以下の項目の要望書を提出しました。

佐々木会長と大畑副会頭から
山本市長へ要望書提出

1.中小・小規模事業者への資金繰り支援について
2.過剰な不安を払拭するため、市民に向けたメッセージの発信について
3.公共工事の柔軟な対応について
佐々木会長と大畑副会頭から
中島議長へ要望書提出

4.収束後の経済回復対策について

地域を元気に！みんなに元気！プレミアム商品券販売！
４月２７日～５月１日の４日間（祝日を除く）
、
「美都・匹見共通お買物券」を活用
し、地域経済の活性化と家計負担の緩和を目的に、美都・匹見町の加盟店で利用でき
るプレミアム付き商品券を美濃商工会にて販売しました。商品券は、１組６千円分を
５千円で 1 名あたり 3 組まで購入でき、初日から多くのお客様が販売所に訪れてご
購入いただきました。商品券の有効期限は 6 ヶ月です。また 10 月末までお買物券
換金時の手数料(3％)についても免除となっておりますので、回収の際はすみやかに
商工会へお持ちください。

益田市内建築状況（R2 年 2 月～3 月）
新築

2月

3月

専用住宅
その他
合計
専用住宅
その他
合計

件数
7
3
10
5
2
7

益田県土整備事務所・益田市建築課 調

増築・改築

面積（㎡）
834.21
2426.21
3260.42
573.39
517.90
1091.29

件数
1
1
2
0
0
0

面積（㎡）
153.88
590.57
744.45
0
0
0

合計
件数
8
4
12
5
2
7

看板寄贈式

われました。この看板は匹見町産の広葉樹を利用した統一看板を作成し匹

面積（㎡）
988.09
3016.78
4004.87
573.39
517.90
1091.29

見町内の事業所や、公共施設に掲げてもらうことで広葉樹の町としての匹
見町を広くＰＲし、地元木材の利用促進につなげることを目的に、益田市と
商工会が共同で製作し配布されました。
看板の揮毫は映画「高津川」の出演俳優で書家としても活動する緒方幹太
さんにより手掛けられました。町内の事業所を代表して食堂などを経営す
山本市長と河野さん
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3 月 31 日、匹見町産のカエデやケヤキなどで
作った木製看板の贈呈式が匹見タウンホールにて行

る「大将」の河野益江さんと山本市長により店先に設置されました。
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小規模事業者持続化補助金のご案内

新型コロナウイルス感染症に関する緊急経済対策 フローチャート
このフローチャートは R2.5.11 時点で国が発表した緊急経済対策を参考に美濃商工会が独自に作成したもので、すべての
支援策を網羅したものではございません。また、情勢によって制度の変更の可能性があります。

雇用を維持したい

雇用調整助成金 【厚生労働省】
休業を余儀なくされた事業主に対して、休業に係る人件費の一部を補助

休業する
必要がある

小学校休業等対応助成金 【厚生労働省】
小学校等臨時休業等に伴い、子どもの世話をするため、賃金全額支給の特別休暇を取得させた

販路開拓のチャンスです！最大５０万円の補助金！

受付締切

第１回締切：令和２年 ３月３1 日（火）※終了しました
第２回締切：令和２年 ６月 ５日（金）
第３回締切：令和２年１０月 ２日（金）
第４回締切：令和３年 ２月 ５日（金）
※申請には商工会が作成する「事業支援計画書」が必要となりますので、時間の余裕を持ってご相談ください。

場合、事業主に 10/10 助成

IT 導入補助金 【経済産業省】
「特別枠」にてテレワーク導入や業務改善の費用について補助率を 1/2→2/3 に拡充。
PC・タブレットリース料も対象に。（購入費は対象外）

資金繰りに困っている

政府系金融機関による融資 【国】
売上が５％以上減少している方が対象。限度額 6000 万円。期間運転 15 年（据置５年）基準金利

対象となる取り組み例
◇新たな顧客獲得のため、チラシを作成・配布したい ◇集客力を高めるために店舗を改装したい
◇新たな販路を求めて展示会へ出展したい

◇ホームページを作成して事業をＰＲしたい

※公募要領などの詳細は商⼯会までお問合せください。

だが（当初３年間は-0.9％）、別途利子補給が実施され３年間実質無利子となる。

融資を
受けたい

民間金融機関による信用保証融資 【国・県】
売上が 20％減少している方
→

限度額 3000 万円。期間 10 年（据置 5 年）3 年間無利息・保証料負担なし
別枠で 8000 万円

期間 12 年（据置 3 年）3 年間無利息・保証料負担なし

売上が 5％～15％減少している方
→

受けたい

振替納税ご利用の方へ
～口座からの振替日のお知らせ～

①令和元年分申告所得税

5 月 15 日(金)

②令和元年分消費税(個人事業者) 5 月 19 日(火)

限度額 3000 万円。期間 10 年（据置 5 年）減少率により利息・保証料変化
別枠で 8000 万円

給付を

税務

期間 12 年（据置 3 年）3 年間無利息・保証料負担なし

新型コロナウイルスに便乗した詐欺などの各種犯罪に注意してください！

持続化給付金 【経済産業省】
ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少している事業所に売上減少分 個人事業主に上限

〇保証金名目等で現金を振り込ませる融資保証金詐欺

100 万円、法人に上限 200 万円給付

〇市役所職員や金融機関職員をかたり、補助金や助成金などの内容でキャッシュカードなどをだましとるもの

納税等の猶予 【国】

〇「マスク 50 枚」等の身に覚えのない注文に対して支払いを求める内容のメールなど

20％以上売り上げが減少した事業者に無担保・延滞金なしで法人税・消費税・固定資産税等の納
税猶予

税金等軽減
を受けたい

設備・建物等の固定資産税・都市計画税（2021 年度課税分）について半減又は全額免除

欠損金の繰戻還付 【経済産業省】
新たな取組を進めたい

資本金１億円超 10 億円以下の事業所において前年度が黒字決算で当該年度が赤字の場合に
前年度分の法人税を還付

ものづくり補助金 【経済産業省】
コロナ特別枠を設け影響を受けた事業所に加点あり
新たな取組で売
上を上げたい

屋

固定資産税等の軽減

持続化補助金 【経済産業省】
コロナ対策として非対面型ビジネスモデル転換や、テレワーク環境整備等に取り組む事業所に上
限（50 万円→100 万円）拡充

国・県・市のコロナウイルス対策は継続的に拡充されています。美濃商工会では相談窓口を設置して常時相談に応じています。
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◆記帳専任職員
◆ひとこと

い わも と

ひ ろ こ

岩本

洋子

◆居住地

益田市安富町

５月 より美 濃商工 会匹見 支所に 勤務させ ていた だくこと にな りました。
子育て がひと段落 したの を機に何か 新しい ことに挑 戦したい と思ってお り、
この 度自らそ の道を 切り開く ことがで き嬉し く思って います。 前職では JA
しまね 美都支店の 窓口で 金融担当を してお りました 。美都地 区の皆様に は多
大なる ご厚情を賜 りまし たこと心よ りお礼 申し上げ ます。引 き続きどう ぞ宜
しくお 願いいたし ます。 匹見地区の 皆様と は、初め て一緒に お仕事させ てい
ただきますが、一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
いつまでも初心の心を忘れず日々努力し、感謝の気持ちを忘れず日々笑顔で、
皆様のお役に立てるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
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どうぞよろしく
お願いします！

