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　恒例の「新春のつどい」を下記のとおり開催いたします。
　つきましては、皆様と共に新春を祝し新年の更なる飛躍の糧としたく、年明け早々にご多忙と
は存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

　　　
2021年

　　　１月５日(火)　18：00～19：00（受付開始16：30）
※検温等の実施に伴い、入場時の混雑が予想されますので、
　なるべくお早めにお越しください。

　　　150名　　先着順。定員になり次第受付終了
申込〆切　12月７日(月) 17：00まで

　　　プラザ都（能代市柳町9-23）

　　　5,000円　申込書と併せて参加費をお支払いいただいて受付となります。
＊FAX等にて申込書を送りいただいても、参加費のお支払いがない場
合、定員に含まれません。

新型コロナ感染対策について
・今回は新型コロナ感染症拡大防止のため当所会員事業所のみに限り、１事業所１
名のみとさせていただきます。
・検温時37度5分を超える方は恐れ入りますがご参加いただけませんのであらかじ
めご了承ください。その場合、お帰りの際に参加券と折り詰め・お酒の引換をさ
せていただきます。
・会場入場前に手指消毒を行うほか、各所に消毒液を設置いたします。
・お越しいただく方は必ずマスクの着用をお願いいたします。
・会場内ではテーブルを設置せず、乾杯をはじめ飲食の提供はございません。お帰
りの際に折り詰めとお酒をお渡しします。

中 止 の 判 断
　2021年１月４日までに能代保健所管内（能代山本郡内）で新型コロナ感染者が
発生した場合、中止とさせていただきます。
　中止が決定した場合、その旨を北羽新報ならびに能代商工会議所ホームページ等
にてお知らせいたします。
　なお、すでに参加費をお支払いいただいた方々には、参加券と引き換えで折り詰
めとお酒を配布いたします。あらかじめご了承ください。

【お申込み・お問い合わせ】

能代商工会議所　新春のつどい担当　TEL0185-52-6341（９：00～17：00）

（　　　　　　　）
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　個人最大 300万円　法人最大 600万円家賃支援給付金

一律20万円

家賃支援給付金
対　象　①②すべてを満たす事業者
①今年の５月～12月の売上高について、１ヵ月で前年同月比▲50％以上減少または、連続する３ヵ月の合計
　で前年同期比▲30%以上減少している
②自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払いがある
申請期限　2021年１月15日（金）まで
お問い合わせ先　家賃支援給付金コールセンター TEL0120-653-930

　個人最大 300万円　法人最大 600万円

対　象　新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比▲30％以上減少している市内事業者
＊窓口申請する際は、事前予約が必要です。
申請期限　2021年１月15日（金）まで
お問い合わせ先　能代市商工港湾課　TEL0185-89-2186

能代市事業継続支援金能代市事業継続支援金 一律20万円申請はお済みですか？

対　象　下記の全てに該当すること
１．2020年１月１日及び申請日時点で、能代市内に住所を有する個人事業者（農業収入は対象外）または
　　能代市内に主たる事業所を有する法人
２．2019年度以前に課税された市税等（納期限：2020年３月31日以前）の滞納がない
３．2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
４．新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年３月～12月の間の連続した６ヵ月間の月平均売上額が、
　　前年同期間の月平均額と比較して30％以上減少している
必要書類　
・支援金申請書　　・納税証明書(支援金用)　　←市役所税務課にて発行
〔個人の場合〕・確定申告書（＊青色申告の場合、決算書の１、２ページ）
〔法人の場合〕・法人税確定申告書、法人事業概況説明書の１、２ページ
　＊受領印又はe-Tax通知が無い場合、税務署で発行する納税証明書が必要です。
・今年３月以降の売上台帳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・申請者(法人名)の通帳の写し(表紙と１，２ページ目の両方)　　・本人の確認書
交付額　前年事業収入月平均額×12×10％－20万円(千円未満切捨)　　受付期間　2021年１月29日(金)まで
申請方法　交付申請書に必要書類添付し、郵送または事前予約のうえ相談窓口へ
お問い合わせ先　能代市商工港湾課　TEL0185-89-2186

新型コロナ関連支援策のご案内

確定申告書には受領印又は
e-Tax受信通知が必要

持続化給付金 個人最大 100万円　法人最大 200万円持続化給付金

能代市長期影響継続事業者支援金能代市長期影響継続事業者支援金

個人最大 100万円　法人最大 200万円

個人最大 100万円　法人最大 200万円個人最大 100万円　法人最大 200万円

対　象　今年のひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している方
申請期限　2021年１月15日（金）まで
申請方法　電子申請
電子申請が困難な方向けに、当所会館３階にて申請サポートキャラバン隊が11月12日（木）～25日（水）まで申
請サポートを行います。事前予約が必要なため、下記までお電話をお願いします。
電話予約　TEL0120-279-292　IP電話：03-6832-6631　詳しくは経済産業省HPをご覧ください。
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小規模事業者持続化補助金（一般型、コロナ特別対応型）

　
　◆手続きの期限等

　◆補助対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者および一定
　の要件を満たした特定非営利活動法人
　【小規模事業者の基準】

　※特定非営利活動法人は「製造業その他」の従業員基準を用います。

◆対象となる事業
策定した「経営計画」に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する地道な販路開
拓等（生産性の向上）のための取組、あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務
効率化（生産性向上）のための取組であること。
《補助対象となり得る取組事例》
（１）地道な販路開拓等（生産性の向上）の取組について
　　　○新商品を陳列するための棚の購入　○新たな販促用チラシの作成、送付
　　　○新たな販促用ＰＲ（マスコミ媒体での広告、ウェブサイトの広告）など
（２）業務効率化（生産性向上）の取組について
　　　○新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する　など

◆対象となる事業
上記に加え、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
　　　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
　　　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：テレワーク環境の設備
　　　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。

◆補助率・補助額

※また、業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組（事業再開枠）を行う場合は、定額補助
　（10/10）・上限50万円を上乗せいたします。なお、事業再開枠は、採択になった方が対象となります。
　（詳細は公募要領をご確認ください。）

小規模事業者持続化補助金（一般型、コロナ特別対応型）

申請書類一式の送付締切

補助事業の実施期間

今後の予定

業種　
常時使用する
従業員の数

商業・サービス業
（宿泊業・娯楽業以外）

５人以下

サービス業のうち
宿泊業・娯楽業

20人以下

製造業
その他

20人以下

一般型（第４回受付）
2021年 ２月 ５日（金）消印有効

交付決定日から
2021年１１月３０日（火）まで

第５回以降順次受付予定

コロナ特別対応型（第５回受付）
2020年１２月１０日（木）必着

交付決定日から
2021年１０月３１日（日）まで
第５回受付にて終了

補助率

補助上限額

一般型

補助対象経費の２/３以内

50万円（75万円未満の場合は、
その２/３の金額を補助します。）

コロナ特別対応型
【Ａ類型】補助対象経費の２/３以内　　
【Ｂ・Ｃ類型】補助対象経費の３/４以内
100万円（ただし、共同事業の場合は、補
助上限額が最大1,000万円となります。）　

◆補助対象経費
機械装置等費、広報費、展示
会等出展費、旅費、開発費、
資料購入費、雑役務費、借料、
専門家謝金、専門家旅費、設
備処分費（補助対象経費総額
の１/２が上限）、委託費、外
注費
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申請をご検討の方は必ず事前にご連絡ください。

お申込み・お問い合わせ　中小企業相談所　TEL.0185－52－6342

地 域 密 着 がんばる秋田の企業を応援します

〒010－0923 秋田市旭北錦町1－47　県商工会館
TEL.018－864－3320　FAX.018－864－3335

理事長　村　岡　淑　郎

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）
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使用期限は　12月31日（木）　まで
のしろ地域振興券の期限が近づいています

※なお、新型コロナウイルス等の影響によって、延期または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

【お申込み】中小企業相談所　ＴＥＬ：0185-52-6342

働き方改革セミナー ～テレワークについて～
 開催日 時　間  テーマ・内容 講　師

 11月27日（金） 14：00～16：00 テーマ：働き方改革とテレワークの導入について 網代 武人 氏 
  定員：30名 ※終了後、個別相談会を開催3名まで（要予約） （ビジネスイノベーション部長）

創業個別相談会（オンラインによる個別相談会）
 開催日 時　間  テーマ・内容 講　師

 12月 6日（日） 9：00～（予約制） テーマ：創業前・創業後に関する個別相談会 橋本 泉 氏  
 12月 7日（月） ※原則１人につき3時間 対象者：創業塾受講者等  （中小企業診断士）

経営支援セミナー（オンラインによるセミナー）
 開催日 時　間  テーマ・内容 講　師

 　 14：00～16：00 テーマ：今からでもできる売上ＵＰの方法 渋谷 雄大 氏 12月18日（金） 定員：30名 ※終了後、個別相談会を開催（要予約） （中小企業診断士）
   
ウィズコロナセミナー
 開催日 時　間  テーマ・内容 講　師

 2021年1月26日（火） 
14：00～16：00 テーマ：インボイス制度について（仮） 星 叡 氏 

  定員：30名 ※終了後、個別相談会を開催（要予約） （税理士）

使用期限は　12月31日（木）　まで
のしろ地域振興券の期限が近づいています

～のしろ地域振興券　取扱事業所のみなさまへ～

【換金場所】能代商工会議所または二ツ井町商工会

【換金期限】2021年1月28日㈭まで　期間内の毎週火曜日と木曜日(祝日の場合は翌営業日）
【受付時間】午前10：00～午後3：00
【持 ち 物】受領した振興券（※1）、来所される方の印鑑（シャチハタ可）、取扱事業所番号（※2）
【換金方法】その場で持参された当該金額分の小切手を振り出しします。

◎振興券は100枚ごとに束ねたものと100枚未満の端数分を分けてご持参ください。
（※1）・振興券裏面に取扱事業所名の記入又は押印がないものは換金できません。
　　　・振興券は事前にミシン目から切り離してください。

（※2）登録時に発行した『 N 』又は『 F 』から始まる、登録申込書に記入されている番号です。
  

振興券の換金は週２回の小切手振出 手数料
無　料

※会場は全て能代商工会館です
受講・相談料　無料セミナー開催一覧

地 域 密 着 がんばる秋田の企業を応援します

〒010－0923 秋田市旭北錦町1－47　県商工会館
TEL.018－864－3320　FAX.018－864－3335

理事長　村　岡　淑　郎

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）
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Go　To　ト ラ ベ ル

あらゆる印刷物お気軽にご相談下さい。
●名刺　●はがき　●伝票　●封筒　●飲食店用メニュー　●カード（ポイント・メンバーズ等）
●パンフレット　●シール　●包装紙　●チラシ　●ポスター（B2：515mm×728mmまで）
●大判ポスター（最大1.2m×20mまで　少ロット用）

〒016-0806　能代市清助町2-2　tel.0185-54-6633　fax.0185-54-6606
URL  http://www.hamanasu.co.jp/　E-mail  ogp@hamanasu.co.jp

Go　To　ト ラ ベ ル
事業者の方へ

旅行者には旅行代金の15％が「地域共通クーポン（※）」として配布され、登録店舗で利用されます。
店舗登録は Go To トラベルキャンペーンサイトから申請することができます。
飲食店の方は地域共通クーポン取扱店舗に登録する際、Go To Eat キャンペーンの加盟店登録が必
要です。（詳しくは右のページをご覧ください。）
換金：紙クーポンは換金用伝票に記入して郵送で行います。
　　　（換金用伝票はHPより入手することができます。）
　　　電子クーポンはクーポンの利用をもって自動的に換金請求されます。

詳しくは国土交通省-観光庁HPをご覧ください。

一 般 の 方 へ
◯　国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35％を割引
◯　加えて、宿泊・日帰り旅行代金の15％相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与
◯　国の支援額（旅行代金割引＋地域共通クーポン）は、１人１泊あたり２万円が上限
　　（日帰り旅行は、１万円が上限）
◯　連泊制限や利用回数の制限なし

※地域共通クーポンとは
・旅行先の都道府県＋隣接都道府県の土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関
　などにおいて、旅行期間中に限って使用可能
・１枚1,000円単位で発行する紙クーポン（商品券）と電子クーポンがあります。

☆

20,000円の
旅行商品を選ぶ

支払額は13,000円
（旅行代金割引は7,000円）

地域共通クーポンによる還元
3,000円（旅行代金の15％）

ＳＴ
ＥＰ１ ＳＴ

ＥＰ２ ＳＴ
ＥＰ３

お問い合わせ先：TEL0570-002-442　
　　　　　　　　IP電話03-6636-9457　10時～19時　年中無休 

お問い合わせ先：TEL0570-017-345　
　　　　　　　　IP電話03-6747-3986　10時～19時　年中無休

1人1泊 20,000円の場合
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あらゆる印刷物お気軽にご相談下さい。
●名刺　●はがき　●伝票　●封筒　●飲食店用メニュー　●カード（ポイント・メンバーズ等）
●パンフレット　●シール　●包装紙　●チラシ　●ポスター（B2：515mm×728mmまで）
●大判ポスター（最大1.2m×20mまで　少ロット用）

〒016-0806　能代市清助町2-2　tel.0185-54-6633　fax.0185-54-6606
URL  http://www.hamanasu.co.jp/　E-mail  ogp@hamanasu.co.jp

－リモートワーク、リモート授業に対応－
いつでもどこでもインターネット環境を実現します

ポケット wi-fi　30GB・50GB　3,980円/月（税別）
※その他ユニバーサル料、初回事務手続料がかかります
※電波環境より一部利用のできない地域があります　　

お問合せください
能代市元町11－7　能代商工会館1階
TEL：0185-89-1755

～食　事　券～

購 入 方 法

利 用 方 法

～オンライン飲食予約～

飲食店の皆さんへ
食べて、秋田を応援しよう！

5,000円分の食事券が

4,000円で買える！

キャンペーンGo To EatGo To Eat

Go To Eat キャンペーンコールセンター
0570-029-200

25％
お得

購 入 窓 口 一 覧

金融機関（本店・県内全支店） 秋田銀行、北都銀行
スーパー
（秋田県内） ※マックスバリュエクスプレスを除く

マックスバリュ、イオン

コンビニ
（秋田県内） KIOSK

●利用可能施設／飲食店の一覧は専用ウェブサイトをご覧ください。
※記載の情報は10月19日現在の情報です。

◆販売期限：2021年１月31日㈰まで
◆使用期限：2021年３月31日㈬まで
◆購入限度：特になし（１回の購入は５セットまで）

Go To Eat キャンペーンの取扱店舗になるには、加
盟店登録が必要です。
次のいずれかの方法で申請できます。
①インターネット　②郵送　③ＦＡＸ
換金　受け取った食事券を郵送して行います。
　詳しくは「Go To Eat キャンペーン秋田お食事券
公式HP」をご覧ください。

それぞれの予約サイトにて登録手続きが必要です。
また、予約内容によって手数料がかかる場合があり
ます。詳しくは Go To Eat キャンペーン公式HPを
ご覧ください。

申込期間：2021年２月26日㈮まで

◆キャンペーン実施期間
　ポイント付与期間：～2021年１月31日㈰まで
　ポイント消費期限：2021年３月31日㈬まで
◆付与されるポイント
　昼食時間（7：00～14：59）：500円分
　夕食時間（15：00～6：59）：1,000円分

◆ポイント付与条件
①キャンペーン対象店にオンライン予約し、来店す
ること。

②１回の食事でひとりあたり
　昼食の場合　500円以上
　夕食の場合　1,000円以上
　の利用が必要です。

お問い
合わせ

［受付時間］10：00-17：00

Go To Eat キャンペーン秋田事務局
050-3183-0216お問い

合わせ
［受付時間］10：00-17：00※土・日・祝日を除く

お得なお食事券 オンライン予約によるポイント付与

食　事　券 オンライン予約
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増加 変わらない 減少

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ

やさしい風 上町センター

やさしい風 ショートステイ
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）
住　所：能代市字向田表６番地２（鶴形、富根方面Y字路、吾作ラーメン様筋向かい）
TEL0185－70－1955  FAX0185－70－1977

住　所：能代市上町６番６号  TEL0185－52－0545  FAX0185－52－2345

訪問介護・福祉用具
上町ディーサービス・障害者自立支援介護サービス

単独型短期入所　生活介護施設（定員40名）

中小企業景況調査結果（2020年７月～９月）
　当所では、標記の調査を実施いたしました。結果は下記の通りとなります。

※DI…ディフュージョン・インデックス。前年同期比または前期比で、「好転」と回答した企業比率から
　「悪化」と回答した企業比率を引いた数値。

　　概　況（全業種）
◎「売上」「採算」及び「採算の来期の見通し」について
　「売上」は増加した事業所が14.1％に対し、減少した事業所は61.9％で▲47.8ポイント、「採算」
面では、増加が9.8％に対し減少は56.2％で▲46.4ポイント、「採算の来期の見通し」では増加と予想
した事業所が9.8％に対して、減少すると予想した事業所が56.2％で▲46.4ポイントであった。
　この３項目のＤＩ値について前期（2020年4月～6月）と比較すると、「売上」＋11.8ポイント、
「採算」＋9.9ポイント、「採算の来期の見通し」＋13.8ポイントであった。前期の調査と比較する
と、売上面ではサービス業を除いた４業種のＤＩ値が回復し、特に建設業の回復が大きかった。サービ
ス業は▲9.6ポイントＤＩ値が悪化した。採算面では、すべての業種に改善の傾向が見られた。
　今期の経営上の問題点として、前回に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少や需
要の停滞があり、特に卸売業と小売業での声が多かった。また、製造業・建設業は熟練技術者・従業員
の確保難、サービス業は利用者ニーズの変化への対応、人件費の増加であることが伺えた。

売上ＤＩ

 全　業　種 -47.8% -46.4% -48.6% 20.5% 18.9%

 製　造　業 -44.1% -50.0% -51.5% 14.7% 11.8%

 建　設　業 -21.0% -42.1% -26.3% 22.2% 27.8%

 卸　売　業 -64.3% -57.1% -57.1% 42.9% 30.8%

 小　売　業 -56.0% -40.0% -52.0% 24.0% 8.0%

 サービス業 -57.2% -45.0% -55.0% 9.5% 28.6%

採算ＤＩ 来期の見通
ＤＩ

今期の設備
投資実施

来期の設備
投資計画

全業種平均

※前期…2020年4月～6月
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会員の窓

●プロフィール…
　2009年３月に中国居酒屋ニーハオとして開店し、
2013年12月に能代市旧料亭金勇の隣に店舗を移転、
そして、2020年９月に店名を「中国料理　耀熙（らき）」
に変更し、西大瀬にお店を構えました。
●お店で力を入れていること…
　今までは居酒屋として営業していましたが、現在は、
お昼にはランチメニュー（スープ・デザート付、ライス
大盛無料）夜は予約制のコース料理でお一人様3,000
円コース・5,000円コース・それ以上のコースから選ぶ
ことができ、本場中国料理の味を日本人の口になじみ
やすく提供しております。貸し切りは15人以上から承
り、宴会も30人までは可能です。（ご相談していただけ
ればいかようにも対応いたします。） 
●お客様へのメッセージ…
　席はテーブル席、小上がり、個室があり、トイレには
ベビーシートを設置しております。駐車場は20台まで
対応可能です。おすすめのジュースは杏仁、くるみ、さ
んざです。のしろ地域振興券・秋田県の飲食券・Go To 
Eat 使用可能ですので、ぜひお越しください。

中国料理　耀熙（らき）
（代表者　五十嵐　征男）
〒016ー0855 能代市西大瀬35ー1
TEL・FAX 0185ー55ー3433
営業時間／昼11：00～14：30（ラストオーダー14：00）
　　　　　夜17：30～21：00（ラストオーダー20：30）
定休日　日曜日

11月11月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間
 
15日㈰

 第156回日商簿記検定試験　 能代山本広域交流センター 09：00
  創業塾　 能代商工会館 09：00
 17日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30
 27日㈮ テレワークセミナー 能代商工会館 14：00
 29日㈰ 第71回秋田県県北珠算競技大会 能代市総合体育館 09：00

1212月 行 事 予　定行 事 予　定
月日 行　　事 会　場 時間
 11日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30
 16日㈰ 創業個別相談会　 能代商工会館 09：00
 17日㈪ 創業個別相談会 能代商工会館 09：00
 15日㈫ 金融相談 能代商工会館 10：30
 18日㈮ 経営支援セミナー 能代商工会館 14：00

会 員 短 信
〔事業所名・住所変更〕
　○中国料理　耀熙
　　事業所名　新　中国料理　耀熙
　　　　　　　旧　ニーハオ
　　住所　新　能代市西大瀬35-1
　　　　　旧　能代市柳町13-8
〔住所・ F A X変更〕
　○(株)ライズ総業
   　住所　新　能代市浅内字横道32-3
　　　　　旧　能代市寿域長根41-1　S3-4
   　FAX　新　(0185)74-5444
　　　　　旧　(0185)55-5046
〔合併・統合〕
　○一般財団法人　東北電気保安協会
　　事業所名　新　一般財団法人　東北電気保安協会
　　　　　　　　　秋田事業所
　　　　　　　旧　一般財団法人　東北電気保安協会
　　　　　　　　　能代事業所
　　住所　新　秋田市寺内字三千刈36-3
　　　　　旧　能代市字不老岱56-10
   　TEL　新　(018)863-6355
　　　　　旧　(0185)52-7395
   　FAX　新　(018)824-5792
　　　　　旧　(0185)53-5316

　だんだんと寒くなり、冬を迎えようとしています。
　紅葉の見ごろが過ぎ始めておりますが、まだまだ旬
の食べ物が増える季節でもあります。
　また、例年インフルエンザが流行する季節ですが、

今年は新型コロナウイルスの感染防止にも努めなければなりませ
ん。すでに実施されていると思いますが、手洗い、うがいを行い、忘
れがちな屋内の喚起も適度に行っていきましょう。
　感染症予防に努めながら行楽シーズンを楽しめたらと思ってい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　（高崎　祐弥）



Information

※１　基準利率は、国民生活事業1.26％～、中小企業事業1.11％～（2020年11月2日時点）
※２　利子補給制度は、融資後３年間までとなり、３年経過後は基準利率となります。
◎審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます

お問い合わせ　中小企業相談所　TEL0185－52－6342
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業　種：土木建設機械・資材販売業
住　所：能代市浅内字横道19-1
ＴＥＬ：0185-54-3258
ＦＡＸ：0185-54-8397
Ｈ　Ｐ：www.kowakikai.co.jp

いまだち だいき

幸和機械（株）　に勤務する

です。

　入社４年目です。前職は税理士補助の仕事に就き、
取引先の経理・税務のチェック等々をしていました
が、会社の経理・総務の仕事に触れて興味を持ち、
30歳という人生の節目を迎え思い切って転職で地
元にある幸和機械（株）に入社しました。
　取引先との入出金確認・伝票作成や請求書の支払
等をこなしながらも、保険の手続き等々覚えるべき
ことが沢山ありますが、やり甲斐を感じています。
   当社では、建設・林業用の機械やハウス・資材等
の販売・修理・リースを行っておりますので御用の
方は是非ともお声掛けください。

「今立 大貴」

ご利用いただ　ける方　　　　　　　

お使いみち

融資限度額

返済期間
（うち据置期間）

利率（年）
（※１）

担　　保 無担保

●新型コロナウイルス感染症特別貸付のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって
次の（１）又は（２）のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展する
ことが見込まれる方
（１）最近１ヵ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して５％以上減少している方
（２）業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合は、最近１ヵ月の売上高が次のいずれか

と比較して５％以上減少している方
　　　① 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含みます。）の平均売上高
　　　② 令和元年12月の売上高
　　　③ 令和元年10月から12月の平均売上高　　●利子補給制度あり（※２）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び
運転資金

国民生活事業　8,000万円　　中小企業事業　6億円　（いずれも別枠）

設備資金20 年以内（５年以内）  
運転資金15 年以内（５年以内）

　　　　4,000万円以内の部分　

　　　　4,000万円を超える部分

　　　　2億円以内の部分

　　　　2億円を超える部分

国民生活
事業

中小企業
事業

当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率

基準利率（※1）

当初３年間：基準利率－0.9％　３年経過後：基準利率

基準利率（※1）


