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○無利子・無担保融資について 

日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び

「特別利子補給制度」を併用することで実質的に無利子（3年間）

となります。 

「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」 

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業

者で次のいずれかに該当する方。 

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5％以

上減少した方。 

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次

のいずれかと比較して5％以上減少している方。【A 過去3ヶ月の平

均売上高。B 令和元年12月売上高。C 令和元年10月～12月の売上

高平均額。】 

【金利】融資後3年間0.9％の金利引き下げ4年目以降基準金利 

「特別利子補給制度」 

 上記「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により融資を受け

た事業所のうち、下記の要件を満たす方。 

 ①個人事業主：要件無し。②小規模事業者（法人事業者）：売

上高▲15％減少。③中小企業者：売上高▲20％減少 

利子補給期間は借入後3年間 

○新型コロナウイルス対策マル経について 

日本政策金融公庫のマル経融資についても金利引き下げの特例措

置が行われます。 

【ご利用頂ける方】既存のマル経融資の条件に加え、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年

と比較して5％以上減少している小規模事業者 

【資金の使いみち】運転資金、設備資金【融資限度額】別枠1000

万円【金利】1.21％（令和2年3月12日現在）より当初3年間▲0.9％引き下げ 

なお、商工会では新年度予算にマル経融資利子補給を組み入れる予定です。  

○県制度融資について 

県では、売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者向

けに、「経営安定資金（大臣指定等貸付・災害復旧関連）」や「経営

安定資金（大臣指定等貸付・特定業種関連）」、「経営あんしん資金（新

型コロナウイルス特例）」等の埼玉県制度融資を設けています。 

商工会では、状況に応じた融資の紹介、斡旋をさせて頂きます。

詳しくは、商工会へご相談ください。 

 

※ 日本政策金融公庫の融資、県制度融資、ともに未確定な箇所

もございます。詳細については、伊奈町商工会または各金融機関に

ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

伊奈町商工会では、このたび、新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえ、日本政策金融公庫と連携して緊急に金融相談日を設

定し、次のとおり「緊急一日公庫」を開催します。 

当日は、公庫から担当者が当商工会に来所し、事業資金につい

てご相談をお受けいたします。 

事業資金をご希望の方は、是非この機会にご相談下さいますよ

うご案内いたします。 

・と き ３月２５日（水）午前１０時～午後４時（予約制） 

・ところ 伊奈町商工会館 

※「一日公庫」の相談を希望の方は、当商工会（担当：荻原・

鈴木）へご一報ください。調整させていいただきます。 

 

 

 

【開催期間】      

令和２年５月９日（土）～５月３１日（日） 

※開花状況により変更の場合あり 

 午前１０時～午後４時（まつり開催時間） 

 午前９時～午後６時（バラ園開園時間） 

【会 場】 伊奈町制施行記念公園 伊奈町小針内宿７３２－１ 

【イベント日】 

・５月９日（土）     

伊奈町魅力発信大使「スリジエ」中丸葵さん撮影会、 

警察車両展示、ポニーふれあい、フラダンス、日光さる軍団 

・５月１０日（日）    

ポニーふれあい、ローズウェディング、 

ミニコンサート（町立伊奈中学校吹奏楽部）、日光さる軍団 

・５月１６日（土）    

市町村観光物産展、花苗販売、バラ栽培相談会、バラ園ガイドツ

アー、竹とんぼ教室、よさこいソーラン、和太鼓演舞、手話コー

ラス、日光さる軍団、ゆるキャラ大集合、ライトアップ 

・５月１７日（日） 

市町村観光物産展、花苗販売、バラ栽培相談会、バラ園ガイドツ

アー、いなニューシャトル運行、竹とんぼ教室、フラダンス、日

光さる軍団、ゆるキャラ大集合、ライトアップ 

・５月２３日（土）    

バラ栽培相談会、バラ園ガイドツアー、スカイマスター（高所作

業車）乗車体験（200 円）、警察車両展示、和太鼓演舞、よさこい

ソーラン、日光さる軍団 

・５月２４日（日） 

バラ栽培相談会、スカイマスター（高所作業車）乗車体験（200

円）、カスタムカー展示、ダンス・和太鼓演奏、剣舞、バトン・

ポンポン演技、日光さる軍団 

・５月３０日（土）   

ミニコンサート（県立伊奈学園総合高等学校吹奏楽部）、日光さる軍団  

・５月３１日（日）   

日光さる軍団     

【問い合わせ】一般社団法人伊奈町観光協会 TEL:048-724-1055 

1.経営安定資金（大臣

指定等貸付・災害復旧

関連・セーフティネッ

ト 4 号要件） 

新型コロナウイルスによる影響を受け、最近 1 か月及び

その後 2 か月を含む 3 か月の売上高が前年同期と比べて

20％以上減少している（見込み）方向けの（年 1.0％以内）

資金 

●申込みには市町村長の認定書が必要です。 

2.経営安定資金（大臣

指定等貸付・特定業種

関連） 

最近3か月の売上高等が前年同期と比べて5％以上減少し

ている（見込み場合も可）方向けの（年 1.1％以内）資金 

●申込みには市町村長の認定書が必要です。 

●国の指定した業種に属する事業を行っている必要があ

ります。 

●売上高減少の理由は問いません。 

3.経営あんしん資金

（新型コロナウイルス

特例） 

新型コロナウイルスによる影響を受け、最近 1 か月の売

上高や利益率が前年同月と比べて減少している方や、今後

減少が見込まれる方向けの（年 1.3％以内）資金 

 

 



 

 

町観光協会主催によるバラ

まつりが５月に開催されます

（日程の詳細は表面記事を参

照）伊奈町商工会では、販売

促進を支援するため、この期

間中会場にテント２張りを設

置し、そこで自店（社）の商

品を販売するスペースを設け

ます。出店を希望する会員さ

んは、４月２０日（月）までに事務局までお申し出ください。なお、

出店に際し、手数料等の費用はかかりません。 

※販売については、自店（社）でご対応お願いいたします。 

 

 

 

このたび、令和２年３月２８日（土）から４月１２日（日）まで、

無線山KDDIの森にて開催を予定しておりました「さくらまつり」

は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため開催を中止すること

といたしました。 

これに伴い、令和２年３月１１日（水）から当面の間、無線山桜

並木駐車場はすべて閉鎖されます。また、飲食を伴う宴会も当面の

間は、お控えください。なお、少人数の散策時においても、マスク

着用や咳エチケットなどの感染拡大防止に努めるようお願いいたし

ます。 

心待ちにされていた皆さまには、大変申し訳ございませんが、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

問い合わせ 一般社団法人伊奈町観光協会  

TEL：０４８－７２４－１０５５ 

 

 

２月下旬～３月中旬の間に開催を予定しておりました地区懇談会

につきましては、国内外での新型コロナウイルス（COVID-19）の

感染症拡大の防止のため、参加される会員様の安全を考慮し、「中止」

とさせていただきました。（下郷・栄地区のみ２月２２日に開催） 

中止の判断に際しましては、急なご案内となり、多くの方に大変

ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともにご理

解・ご協力を賜りましたことに厚くお礼申し上げます。 

 

 

商工会では、埼玉県の「地域支え合いの仕組み推進事業」として

「いな ささえあいサービス」を行っています。 

商工会に登録しているボランティア（サポーター会員）が、手伝

いの必要な高齢者等（利用会員）に家事などの手伝いを行い、その

謝礼を地域商品券（伊奈町内共通お買い物券）で受け取り、地域の

商店で買い物をしていただく仕組みです。 

利用会員、サポーター会員を随時募集しています。 

ちょっとしたお手伝いが共助社会をささえます！ 

ご協力お願いいたします。 

●利用時間  平日９時～１６時 

●利用料   １時間あたり６００円 

●利用会員（手助けが必要な方） 

 ・町内在住の高齢者、子育て中の方等 

●サポーター会員（サービスを提供する方） 

 ・社会福祉に理解があり、協力できる方 

 ・※謝礼として、サービス提供１時間につき「伊奈町内共通お買

い物券」（額面５００円）を１枚受け取ることができます 

●受けられるサービスの内容 

 部屋の掃除、買い物、庭の草取り、話し相手等 

スポット利用、継続利用どちらでもご相談ください。 

ゴミ出し等時間の短いお手伝いについては「３～４回で１時間換算」

など柔軟に対応いたします。 

 

 

 

伊奈町商工会ではドコモショップ伊奈学園店と連携して、スマホ

を便利に使ってもらうための相談会を開催します。 

キャッシュレスが始まり、スマホの利用方法が益々広がってきま

した。お得な、便利な、そして安全な使い方、どんなご相談にも無

料で応じます。 

 

日 時 第１回 令和２年３月２５日（水） １１時～１７時 

    第２回 令和２年４月２２日（水） １１時～１７時 

会 場 伊奈町商工会会議室（小室 9454-1 役場東隣り） 

対象者 伊奈町在住・在勤・在学の方 

（中学生以下は保護者の方同伴） 

申込み できるだけ、事前に電話でお申込み下さい。 

問合せ (伊奈町商工会 電話 722-3751) 

 

 

 

新型コロナウイルスの影響により、会員事業所様におかれまし

ても様々な悪影響が出ており危惧しているところでありますが、

今般、伊奈町より、町役場職員の昼食について、弁当・出前等を

積極的に庁舎内職員に案内したい旨のご厚意のお話しを頂きま

した。 

つきましては、町役場への昼食（弁当・出前等）配達を希望さ

れる事業所様を募集させて頂きますので、次の事項について、３

月２５日(水)までに商工会にファクスにてご回答下さいますよ

うお願い致します。ご回答後、頂いたメニュー等を役場に提供致

します。 

〇回答頂きたい事項〇 

・事業所名 ・電話番号 ・事業所所在地  

・配達可能メニュー（形式は問いません） 

 

 

 

 

本事業は、小規模事業者が商工会の助言等を受けて経営計画を作

成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の２／３

（補助上限額原則５０万円）を補助するものです。また、今回は新

型コロナウイルスの影響を受けている事業所に対する加点もござい

ます。 

申請の際に、経営計画書等の添付が求められますが、商工会にて

相談、作成支援いたしますので申請を検討されている事業所様につ

きましてはお早めに商工会（Tel.722－3751）にご相談下さい。 

詳細、公募要領は、埼玉県商工会連合会 HPをご確認ください。 

 

 

 

 

月額一口 3,000円。「貯蓄共済」・「医療共済」・「ガン共済」商工会

員のための共済を揃えました。会員のニーズに合わせてお選び下さ

い。 

商工貯蓄共済 

月額１口 3,000円で「保障・貯蓄・低利な融資」を目的とした

商工会会員のための共済です。 

商工医療共済 

災害（事故）・病気による死亡、障害の保障に加えて、災害（事

故）・病気の入院、災害（事故）・病気の手術の医療保障を目

的とした商工会会員のための共済です。 

商工ガン共済 

ガンによる入院、手術、先進医療等の高額治療費の負担軽減を

目的とした商工会会員のための商工ガン共済です。 

●お問い合わせは、伊奈町商工会（担当：鈴木）までお願いいた

します。 

 

 

 

 

http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/tyotiku/index.htm
http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/iryou/index.htm
http://www.syokoukai.or.jp/kyosai/gan/index.htm

