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～商工情報伊奈のデザインが新しくなりました～
より読みやすい会報誌で、最新の情報をお届けします

お買い物券 de スクラッチ事業を実施します！！
【実施期間９月１４日～９月３０日まで】

見本

↓↓詳細は裏面の掲載記事をご覧ください↓↓

固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃

新たな販路開拓を目指す方は、ぜひご相談ください

の負担を軽減することを目的として、テナント事業

小規模事業者が事業計画を策定して取り組む販

者に対して「家賃支援給付金」が創設されました。

路拡大等に補助額上限 50 万円（コロナ特別対応型：

【給付対象者】

100 万円）補助率 2/3 または、3/4 の支援がありま

個人事業主、中小小規模事業者等であって、5 月
～12 月において次のいずれかに該当する者
①いずれか 1 か月の売上高が前年同月比で 50％
以上減少
②連続する 3 か月の売上高が前年同月比で 30％以
上減少

す。
計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会の指
導・助言を受けられます。町内でも 50 を超える事
業者が採択を受けております。
詳しくは、伊奈町商工会ホームページ、埼玉県商
工会連合会ホームページをご確認ください。

【給付額】
算定方法に従って、月額給付額（上限：個人 50 万
円、法人 100 万円）の 6 倍、最大個人 300 万円、法
人 600 万円を受給できます。
【申請の期間及び手続き】
2020 年 7 月 14 日～2021 年 1 月 15 日までの間で
開設される「家賃支援給付金」HP へアクセスして申
請手続きを行います。
※詳細は、経済産業省 HP をご確認ください。

●概要
持続化給付金は、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対象に、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて事業収入（売上）が前
年（前期）よりも 50%以上減少している（比較は 1
か月分）事業者に対して支払われる給付金です。
●給付額

伊奈町では、新型コロナウイルス感染症の影響

中 小 法 人 等：最大 200 万円

を受け、厳しい経営環境に置かれている町内の中

個人事業者等：最大 100 万円

小企業者に応援給付金を交付しています。
（一律 5

●申請方法

万円）

（パソコンやスマートフォンなどの電子申請、また

本給付金は、1 事業者につき 1 回限りの交付と
なります。詳細は、同時送付の別紙案内及び申請
書をご確認下さい。
【↓問い合わせ先↓】

は申請サポート会場にて申請）
●申請期限
令和３年１月１５日まで

伊奈町元気まちづくり課 事業者応援給付金担当

※詳細は、持続化給付金の申請用 HP をご確認くだ

電話 721-2111（内線 2234,2235）

さい。
（https://www.jizokuka-kyufu.jp/）

※商工会では「家賃支援給付金」
・
「持続化給付金」
・
「伊奈町中小企業者応援給付金」
の申請支援サポート（無料）を行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

「経営革新計画」承認に取り組みませんか
経営革新計画とは、
「新たな取り組み」の事業計画を策

「雇用調整助成金」や「働き方改革」
に関する個別相談会の開催
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調

定し、県に承認を受けるものです。

整助成金の特例措置内容や制度についての疑問

・コロナ禍で今後の事業について考えている、見直した

点、働き方改革の取り組み方や業務の見直しなど

い。

の相談を無料で専門相談員（社会保険労務士）が

・新たな製品・商品を販売したい。

お受けいたします。

など、お考えの方は、ぜひ商工会にご相談ください。
当会より無料で専門家の派遣を受けることもできます。

----------------経営革新のメリット----------------

○雇用調整助成金の申請方法や制度内容
○時間外労働の上限規制への対応
○年５日間の年次有給休暇の取得義務化への対応

■専門家（中小企業診断士等）の支援を受けて自社の事

○働き方改革に関する助成金の紹介

業計画書（３～５年）を作成する事が出来ます。

など労務管理や働き方の見直しに関する様々なご

■自社が抱える悩みや上手くいかないことを整理し、問

相談に応じます。

題の解決方法を考えます。

なお、相談会は、7 月 30 日（木）、8 月 6（木）、

■頭に浮かんだアイデアを書面に落とすことで、やるべ

20 日（木）、9 月 3 日（木）、17 日（木）、

きことの整理がつきます。

10 月 1 日（木）
、15 日（木）、29 日（木）午後

■自社の「理念」
「目標」を考えること

２時～４時の間、行っております。

で、自社の存在意義を確認できます。

ご相談申込み・問合せは、伊奈町商工会（電話７
２２－３７５１）まで。

詳しくは、伊奈町商工会事務局まで
（℡722-3751 担当：鈴木・荻原）

新しい QR 決済システム
JPQR オンライン説明会のご案内
JPQR とは、国内の決済サービス（○○Pay）が個別に
発行していた「QR コード/バーコード」の規格を統一化
して、ひとつの QR コード/バーコードである「JPQR」に
まとめる取り組みです。１枚の QR コード（JPQR）で複
数社の決済に対応します。
オンライン説明会はどなたでも参加可能です。
７月 20 日（月）14：00～15：00
７月 27 日（月）14：00～15：00
8 月 4 日（火）14：00～15：00
インターネット「総務省 JPQR」で検索ください。

商工会員のための共済制度のご案内
少額の掛け金からはじめられます！
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。

伊奈町商工会事業のご案内
健 康 診 断 を 実 施 し ま す
伊奈町商工会労務委員会では、町のご協力を
いただき従業員健康診断を実施します。
伊奈町及び伊奈町商工会では新型コロナウイルス感染症
の深刻な影響を受けた飲食店、小売店を支援することを目

要項を同封しましたのでお早めにお申し込
み下さい。

的に「おうち de グルメ事業」を実施いたしました。参加
店でテイクアウトやデリバリーの注文をすると使用できる
クーポン券付きチラシを全戸配布や新聞折込するなどし
て、また参加店を商工会ホームページに掲載し、参加店を

一人親方労災保険に加入しましょう
一人親方（建設業）の皆様も国の労災保険の特別

大々的に PR いたしました。

加入に、伊奈町商工会で加入できます。もしもの時

商工会では今後も新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込

のために加入しておきましょう。

んだ消費を喚起し、事業者を支援する取り組みを実施して

詳しくはお問い合わせください。

まいります。

お買い物券 de スクラッチ事業のご案内
伊奈町商工会では新型コロナウイルス感染症の影響
緩和に向けた経済対策の一環としてお買い物券 de ス
クラッチ事業を実施します。
実施期間中に参加店で伊奈町内共通お買い物券を使
用してお買い物をされたお客様に、５００円の伊奈町内
共通お買い物券が当たるスクラッチくじを差しあげま
す。詳しくは９月掲載の商工会ホームページをご覧くだ
さい。

【実施期間９月１４日～９月３０日まで】

コロナ対策支援により予算拡充！！
～建設業者の皆様、ぜひご利用ください～
お客様（伊奈町民）への奨励金制度
商工会では、町内経済の活性化を図るた
め、町内又は会員の建設業者にリフォーム等
の工事を発注する町民に対し、施工代の一部
を助成しております。町内のお客様がいらっ
しゃいましたら、ぜひご利用ください。
尚、コロナウイルス対策支援として、本年
度は予算枠を増加いたしました。
予定数に到達次第終了となりますので予め
ご了承ください。
詳しくは商工会ＨＰをご覧ください。

『ウ ィ ズ コ ロ ナ の 経 営 戦 略 セ ミ ナ ー』
ナーを開催致します。会員の皆様是非ご参加下さい。

２０２０楽しいな～商工フェスティバル～
「 中 止 の お 知 ら せ 」

【日 時】令和２年９月１６日（水）

１０月２５日（日）に開催を予定しておりま

経営情報委員会（委員長

深見英利）では標記セミ

午後４時～午後５時３０分（質疑応答含）

した、
「２０２０楽しいな～商工フェスティバ

【会 場】伊奈町商工会館２階会議室

ル～」は、新型コロナウイルスの感染拡大防止

【講 師】中小企業診断士 田中大介氏

の観点から「中止」とさせて頂きました。

【受講料】無料

※詳細は同時配布の案内をご覧下さい。

関係する皆様には大変心苦しく存じますが、
何卒ご理解を賜りたくお願い申し上げます。

