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　向珠算教室は40年以上の歴史がある教室で、そろばん
に情熱を注ぎ続けている向栄子先生が子供たちの将来の
為、子供たちの笑顔の為に日々授業を行っています。
　この時代に多くの生徒を集める向珠算教室には、子供た
ちの心を掴む秘訣があります。向先生が手作りした可愛い
ストラップや生徒の誕生日には欠かさずプレゼントする刺
繍付きのタオルなど、向先生の溢れんばかりのサービス精

神に子供たちも大満足して
います。
　そんな子供たちに混ざっ
て教室でそろばんをはじい
ているのは前回2月に商工
会が主催する検定試験で
1級に合格した山下妙子さ
んです。驚くべきことに山下

さんは昨年12月まで現役で
そろばんを使って経理の仕事をさ
れていたそうです。「小学生の頃
からそろばんを使い続けているの
で今更電卓は使えない」とのこと。
　「なにより自分がそろばんを好
きだから続けられる」と向先生は
言います。皆さんもお子さんの習
い事としてそろばんはいかがで
しょうか。
　ちなみに向珠算教室（野火止
教室）は月～日までやっていて、
好きな曜日・好きな時間、どれだ
け居ても月6,000円（教材費別）
です！

地域密着そろばん教室
～そろばん学習でヒラメキを鍛えよう～

（野火止教室）新座市野火止4-5-16
（東北教室）新座市東北2-2-5

☎048-479-9708

向珠算教室
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不定休〈東北教室は火・木定休〉

※料金は全て消費税を含みます。

クラス 試験日 受付開始日 応募締切日

1～3級
2020年 6 月21日
2020年 9 月13日
2021年 2 月21日

2020年 4 月９日
2020年 7 月９日
2020年12月10日

2020年 5 月15日
2020年 8 月14日
2021年 1 月25日

クラス 試験日 受付開始日 応募締切日
1～3級
1～3級
2・3級

2020年 6月14日
2020年１１月15日
2021年 2月28日

2020年 4 月13日
2020年 9 月14日
2021年１月６日

2020年 5 月 8 日
2020年１０月 9 日
2021年 1 月15日
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〈簿記検定〉

〈福祉環境コーディネーター検定･カラーコーディネーター検定･ビジネス実務法務検定〉

〈全国商工会珠算検定〉
1級 2,140円
2級 1,600円
3級 1,380円

■珠算検定受験料

■簿記検定受験料

BATIC（国際会計）検定・ECO（環境社会）検定・販売士検定等の詳細については、
東京商工会議所ホームページまたは、検定センター TEL 03-3989-0777にてご確認下さい。

1級 8,180円
2級 5,050円
3級 3,180円

◆簿記検定においては問ごとの得点及び合計点が記載された成績証明書を受験した方全員に
個別発送します。併願希望の場合、級ごとに成績証明書発行手数料がかかります。

※新型コロナウイルス感染防止のため、上記日程は変更になることがあります。予めご了承ください。

新座市商工会
☎048-478-0055

©新座市ゾウキリン

＼加盟店登録・手続き等に関する費用は一切かかりません！／

☆登録は「つかえるお店」と「もらえるお店」
（両方の登録も大歓迎です）☆

「アトム通貨がつかえる」お店として
登録していただいた店舗では、１馬
力＝１円として扱っていただくか、独
自のサービスをご提供ください（※
お受け取りいただいた換金期限内のアト
ム通貨は、商工会で換金いたします）

アトム通貨の理念に沿ったプロジェ
クト（サービス）であれば、事務局よ
りアトム通貨を購入し、お客様に配
布することができ、地域貢献店舗と
してＰＲできます（例：「レジ袋辞退の方
に50馬力進呈」）

加盟店である
パティスリーリアントの三田さん

　加盟店としてご
参加頂ける場合
は、４月に発送さ
せて頂いた加盟
店申込書に必要
事項を記入の上、
商工会までＦＡＸ
を頂くか、ご連絡
下さい。

新規取扱い加盟店大募集！
「アトム通貨」は、地域コミュニティーを育み、街を活性化する地域通貨です。
アトム通貨の理念にご賛同頂ける会員の皆様なら業種を問わずご参加頂けます。
●過年度のアトム通貨【平成２２年（第7期）～平成３１年（第16期）】については、使用・換金が出来ません。

新座市商工会
☎０４８-４７８-００５５　ＦＡＸ ０４８-４７８-００４８第17期アトム通貨です♫

▲教室の入口と向先生

資金繰り支援 埼玉県制度融資

日本政策
金融公庫

販路開拓支援 小規模事業者持続化補助金

お問い合わせ・お申込は新座市商工会まで
お問い合わせ 新座市商工会または
 日本政策金融公庫浦和支店まで
 https://www.jfc.go.jp/

お問い合わせ　新座市商工会

　小規模事業者が、商工会の助言を受
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を補助します。補助上限額
は原則５０万円。
※小規模事業者とは、会社及び個人事業主で
あり、常時使用する従業員の数が製造業その
他で２０人以下、卸・小売、サービス業で５人
以下の事業者です。

各省庁の支援策をご案内します

事業所名　神蔵-KAGURA- ㈱丸武
代 表 者　忰山　舞
所 在 地　新座市野火止3-9-5
電話番号　048-478-0734
事業内容　作業服小売業

新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ

6,000万円（別枠）

設備資金 20年以内（うち据置期間5年以内）
運転資金 15年以内（うち据置期間5年以内）
無担保

基準利率

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

経営あんしん資金
経営安定資金

災害復旧関連 特定業種関連

対象者
要　件

市町村発行
の認定書

融資限度額

融資利率
（以内）

保証料率
（以内）

融資期間

売上高等が
前年同期比で

設備・運転資金

売上高等が
前年同期比で

売上高等が
前年同期比で

15％以上減少 5％以上減少 減少又は
減少見込

20％以上減少

（危機関連保証利用）

（セーフティネット保証利用）

※経済産業大臣が
　指定する業種の
　方向け

必要 必要 不要

1億6,000万円

年0.5％ 年0.6％ 年0.8％

年0.8％

1年超10年以内
（据置3年以内※）

1年超10年以内
（据置3年以内）

1年超10年以内
（据置3年以内）

年0.68％ 年0.45～1.64％
（財務状況による）

運転資金
1億円

運転資金
1億円

ご利用いただける方

資金のお使いみち 

融資限度額

ご返済期間

担　　　保

利  率 （年）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況
悪化を来している方であって、次の1または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

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および運転資金

ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率
-0.9％(注)、4年目以降は基準利率
基準利率-0.9％の部分に対して当初3年間、利子補給され実質
無利子（一定の条件あり）　

１．最近1ヵ月の売上高が前年また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

●雇用調整助成金の特例措置　詳細は、厚生労働省 雇用調整助成金  で検索
●国税の納付の猶予制度　　　詳細は、国税庁  で検索　　　　　

笑顔でお話する忰山社長と西奥店長
持続化補助金を活用した店頭の広告サインの前にて

ムコウ エイコ

カセヤマ マイ

（４月２日現在の情報です）

※危機関連保障2年・セーフティネット保障3年

中止

中止
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TMG
サテライトクリニック朝霞台

旧）朝霞台中央総合病院ドック健診センターと統合しました

℡048（452）7700㈹
〒351-0021 埼玉県朝霞市西弁財1-8-21

クリニック

訪問看護ステーション 居宅介護支援事業所 療養通所介護

人工透析
人間ドック

巡回健診

一般内科・腎臓内科・婦人科

協会けんぽ健康保険（日帰りドック・生活習慣病予防健診）指定
各健康保険組合指定・四市人間ドック指定（朝霞市・新座市・志木市・和光市）

最新鋭レントゲン装置（リアルタイムデジタルラジオグラフィティ装置
搭載車）による出張巡回健診を行なっております。

24床・送迎あり

お問い合わせ▷℡048（466）8066

お問い合わせ▷℡048（423）6936

お問い合わせ▷℡048（466）8066

【併設事業所】

（社福）埼玉福祉会.就労継続支援B型事業所
農福連携事業『低カリウム野菜専門野菜工場』

お野菜のカリウムを削減した葉物野菜を僕たち私たちが
一生懸命に心を込めて安心・安全・安定、生産販売致します。

株式会社 ユニット・UNIT.CO.LTD
生産圃場：埼玉県新座市馬場4-3-28　CEO 圃場責任者：小野

＊事業企画＊栽培指導＊設備設営＊事業運営＊低カリウム野菜肥料等のご相談は、『株式会社ユニット』

お 電 話：090-6609-8003

労務コーナー 青年部コーナー 女性部コーナー

5月・6月の主な行事予定

お問い合わせ・資料請求については新座市商工会（ＴＥＬ 048-478-0055）担当まで

※新型コロナウイルス感染防止のため、上記予定は変更になることが
　あります。予めご了承ください。

５月１日㊎
３日㊐
４日㊊
５日㊋
６日㊌
８日㊎
10日㊐
19日㊋
20日㊌
26日㊋
29日㊎
30日㊏
31日㊐

６月３日㊌
５日㊍
６日㊏
７日㊐
10日㊌
16日㊋
19日㊎
21日㊐
24日㊌
25日㊍
26日㊎
27日㊏

八十八夜
憲法記念日
みどりの日
こどもの日/立夏
振替休日
記帳相談日
母の日
月例こくきん事業資金・創業支援相談会 中止
第59回通常総代会
記帳相談日
フォークリフト運転技能講習会 中止
フォークリフト運転技能講習会 中止
フォークリフト運転技能講習会 中止

記帳相談日
芒種
フォークリフト運転技能講習会 中止
フォークリフト運転技能講習会 中止
商工会法施工記念日
月例こくきん事業資金・創業支援相談会 中止
記帳相談日
父の日/夏至
一般健康診断（巡回） 中止
一般健康診断（巡回） 中止
一般健康診断（会館） 中止
一般健康診断（会館） 中止

労働保険料並びに
一般拠出金の申告・納付
について

\令和２年４月１日から/

　今年度の労働保険（雇用保険・労災保
険）年度更新及び石綿健康被害救済法
の一般拠出金の申告・納付は、令和２年
６月1日から令和２年７月１０日までです。
　申告書・納付書は令和２年５月末発送
予定です。同封の記入例を参考に、期間
中お早めの手続きをお願い致します。

　６５歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、
経過措置として平成２９年１月１日から令和２年３月３１日までの間
は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。
　令和２年４月１日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用
保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

※保険年度の初日（４月１日）において満６４歳以上
である労働者であって、雇用保険の一般被保険
者となっている方を指します。

月例日本政策金融公庫（こくきん）個別相談会の
５月からの予定
　下記の日程で日本政策金融公庫の担当職員が事業資金の相談をお受け致します。ただし、開催日が急遽変更にな
る場合もありますので事前にお問合せください。

場所：新座市商工会館
時間：午前10時～正午までの２時間　

 令和2年 5月１9日／6月１６日／7月２1日／8月１8日／9月１５日／10月20日／11月１７日／12月15日
（各日火曜日）

　今年度の総会は新型コロナウイルス感染拡大防止の
為、書面議決となりました。無事に部員の皆様の過半
数の賛成を頂きましたので、今年度の正副部長、専務常
任委員、監査委員の方々を下記にてご報告させて頂き
ます。

　令和2年度は「繋がる」をテーマに事業を展開してま
いりますので、より一層のご協力をお願い致します。

部　長 並木　大介（㈱並木産業）
副部長 杉山　　洋（㈲タクシン電材）
副部長 関根　裕之（裕建工業）
副部長 並木　祐太（㈲丸並商会）
専務常任委員 野島　泰雄（㈲シゲノ）
監査委員 石井　将貴（㈲キーンカンパニー）
監査委員 鴨田　早苗（イル・ソーレ）
監査委員 髙橋　清造（髙橋建材㈱）

℡ 048-478-0055

令和2年度役員と事業計画が決まる
～青年部通常総会が開催されました～

　令和２年度の通常総会は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、書面にて議決を行うことになりました。
　詳しくは、郵送いたします書類をご確認ください。
　よろしくお願い申し上げます。

お問い合せは ＴＥＬ０４８-４７８-００５５
新座市商工会女性部 担当まで

女性部員募集中！
あなたも新しい仲間作りを始めませんか？

通常総会についてすべての雇用保険被保険者について
雇用保険料の納付が必要となります

青年部に加入しませんか？

安心の材料をご提供します。
国が準備したセーフティネット 市内の飲食事業者を応援します！ 

　埼玉県では、
新型コロナウイ
ルス感染症の
感染拡大防止
対策により影響
を受けている県
内宿泊・飲食事業者を応援するため、「埼玉県お持ち帰り
グルメ応援サイト」を開設しました。

　右記の二次元コードを読み取り、サイトで「新
座市」をご確認ください。
　本会の会員様もどんどん登録を始めています。
デリバリー・テイクアウトを手掛けている飲食業
の会員様はぜひご登録をお願いします。
まずは新座市商工会まで　℡０４８-４７８‒００５５

https://chocotabi-saitama.jp/takeout-saitama/

～デリバリー・テイクアウトを手掛けている
　　　　　　飲食業の会員様はぜひご登録を！！～

詳しくは、厚生労働省のHPをご確認
ください

御不明な点は、最寄りの都道府県労働局に
お問い合わせください

※5月・6月の相談会は新型コロナウイルスの影響により中止となりました。
　お電話でのご相談は随時お受けしております。 新座市商工会（ＴＥＬ 048-478-0055）
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お問い合わせ▷℡048（466）8066

お問い合わせ▷℡048（423）6936

お問い合わせ▷℡048（466）8066

【併設事業所】

（社福）埼玉福祉会.就労継続支援B型事業所
農福連携事業『低カリウム野菜専門野菜工場』

お野菜のカリウムを削減した葉物野菜を僕たち私たちが
一生懸命に心を込めて安心・安全・安定、生産販売致します。

株式会社 ユニット・UNIT.CO.LTD
生産圃場：埼玉県新座市馬場4-3-28　CEO 圃場責任者：小野

＊事業企画＊栽培指導＊設備設営＊事業運営＊低カリウム野菜肥料等のご相談は、『株式会社ユニット』

お 電 話：090-6609-8003

労務コーナー 青年部コーナー 女性部コーナー

5月・6月の主な行事予定

お問い合わせ・資料請求については新座市商工会（ＴＥＬ 048-478-0055）担当まで

※新型コロナウイルス感染防止のため、上記予定は変更になることが
　あります。予めご了承ください。

５月１日㊎
３日㊐
４日㊊
５日㊋
６日㊌
８日㊎
10日㊐
19日㊋
20日㊌
26日㊋
29日㊎
30日㊏
31日㊐

６月３日㊌
５日㊍
６日㊏
７日㊐
10日㊌
16日㊋
19日㊎
21日㊐
24日㊌
25日㊍
26日㊎
27日㊏

八十八夜
憲法記念日
みどりの日
こどもの日/立夏
振替休日
記帳相談日
母の日
月例こくきん事業資金・創業支援相談会 中止
第59回通常総代会
記帳相談日
フォークリフト運転技能講習会 中止
フォークリフト運転技能講習会 中止
フォークリフト運転技能講習会 中止

記帳相談日
芒種
フォークリフト運転技能講習会 中止
フォークリフト運転技能講習会 中止
商工会法施工記念日
月例こくきん事業資金・創業支援相談会 中止
記帳相談日
父の日/夏至
一般健康診断（巡回） 中止
一般健康診断（巡回） 中止
一般健康診断（会館） 中止
一般健康診断（会館） 中止

労働保険料並びに
一般拠出金の申告・納付
について

\令和２年４月１日から/

　今年度の労働保険（雇用保険・労災保
険）年度更新及び石綿健康被害救済法
の一般拠出金の申告・納付は、令和２年
６月1日から令和２年７月１０日までです。
　申告書・納付書は令和２年５月末発送
予定です。同封の記入例を参考に、期間
中お早めの手続きをお願い致します。

　６５歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、
経過措置として平成２９年１月１日から令和２年３月３１日までの間
は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。
　令和２年４月１日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用
保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

※保険年度の初日（４月１日）において満６４歳以上
である労働者であって、雇用保険の一般被保険
者となっている方を指します。

月例日本政策金融公庫（こくきん）個別相談会の
５月からの予定
　下記の日程で日本政策金融公庫の担当職員が事業資金の相談をお受け致します。ただし、開催日が急遽変更にな
る場合もありますので事前にお問合せください。

場所：新座市商工会館
時間：午前10時～正午までの２時間　

 令和2年 5月１9日／6月１６日／7月２1日／8月１8日／9月１５日／10月20日／11月１７日／12月15日
（各日火曜日）

　今年度の総会は新型コロナウイルス感染拡大防止の
為、書面議決となりました。無事に部員の皆様の過半
数の賛成を頂きましたので、今年度の正副部長、専務常
任委員、監査委員の方々を下記にてご報告させて頂き
ます。

　令和2年度は「繋がる」をテーマに事業を展開してま
いりますので、より一層のご協力をお願い致します。

部　長 並木　大介（㈱並木産業）
副部長 杉山　　洋（㈲タクシン電材）
副部長 関根　裕之（裕建工業）
副部長 並木　祐太（㈲丸並商会）
専務常任委員 野島　泰雄（㈲シゲノ）
監査委員 石井　将貴（㈲キーンカンパニー）
監査委員 鴨田　早苗（イル・ソーレ）
監査委員 髙橋　清造（髙橋建材㈱）

℡ 048-478-0055

令和2年度役員と事業計画が決まる
～青年部通常総会が開催されました～

　令和２年度の通常総会は、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、書面にて議決を行うことになりました。
　詳しくは、郵送いたします書類をご確認ください。
　よろしくお願い申し上げます。

お問い合せは ＴＥＬ０４８-４７８-００５５
新座市商工会女性部 担当まで

女性部員募集中！
あなたも新しい仲間作りを始めませんか？

通常総会についてすべての雇用保険被保険者について
雇用保険料の納付が必要となります

青年部に加入しませんか？

安心の材料をご提供します。
国が準備したセーフティネット 市内の飲食事業者を応援します！ 

　埼玉県では、
新型コロナウイ
ルス感染症の
感染拡大防止
対策により影響
を受けている県
内宿泊・飲食事業者を応援するため、「埼玉県お持ち帰り
グルメ応援サイト」を開設しました。

　右記の二次元コードを読み取り、サイトで「新
座市」をご確認ください。
　本会の会員様もどんどん登録を始めています。
デリバリー・テイクアウトを手掛けている飲食業
の会員様はぜひご登録をお願いします。
まずは新座市商工会まで　℡０４８-４７８‒００５５

https://chocotabi-saitama.jp/takeout-saitama/

～デリバリー・テイクアウトを手掛けている
　　　　　　飲食業の会員様はぜひご登録を！！～

詳しくは、厚生労働省のHPをご確認
ください

御不明な点は、最寄りの都道府県労働局に
お問い合わせください

※5月・6月の相談会は新型コロナウイルスの影響により中止となりました。
　お電話でのご相談は随時お受けしております。 新座市商工会（ＴＥＬ 048-478-0055）
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　向珠算教室は40年以上の歴史がある教室で、そろばん
に情熱を注ぎ続けている向栄子先生が子供たちの将来の
為、子供たちの笑顔の為に日々授業を行っています。
　この時代に多くの生徒を集める向珠算教室には、子供た
ちの心を掴む秘訣があります。向先生が手作りした可愛い
ストラップや生徒の誕生日には欠かさずプレゼントする刺
繍付きのタオルなど、向先生の溢れんばかりのサービス精

神に子供たちも大満足して
います。
　そんな子供たちに混ざっ
て教室でそろばんをはじい
ているのは前回2月に商工
会が主催する検定試験で
1級に合格した山下妙子さ
んです。驚くべきことに山下

さんは昨年12月まで現役で
そろばんを使って経理の仕事をさ
れていたそうです。「小学生の頃
からそろばんを使い続けているの
で今更電卓は使えない」とのこと。
　「なにより自分がそろばんを好
きだから続けられる」と向先生は
言います。皆さんもお子さんの習
い事としてそろばんはいかがで
しょうか。
　ちなみに向珠算教室（野火止
教室）は月～日までやっていて、
好きな曜日・好きな時間、どれだ
け居ても月6,000円（教材費別）
です！

地域密着そろばん教室
～そろばん学習でヒラメキを鍛えよう～

（野火止教室）新座市野火止4-5-16
（東北教室）新座市東北2-2-5

☎048-479-9708

向珠算教室
向　栄子

◀
生
徒
へ
の

　プ
レ
ゼ
ン
ト
の一部

不定休〈東北教室は火・木定休〉

※料金は全て消費税を含みます。

クラス 試験日 受付開始日 応募締切日

1～3級
2020年 6 月21日
2020年 9 月13日
2021年 2 月21日

2020年 4 月９日
2020年 7 月９日
2020年12月10日

2020年 5 月15日
2020年 8 月14日
2021年 1 月25日

クラス 試験日 受付開始日 応募締切日
1～3級
1～3級
2・3級

2020年 6月14日
2020年１１月15日
2021年 2月28日

2020年 4 月13日
2020年 9 月14日
2021年１月６日

2020年 5 月 8 日
2020年１０月 9 日
2021年 1 月15日

2
0
2
0
年
度 

各
種
検
定
日
程
案
内

〈簿記検定〉

〈福祉環境コーディネーター検定･カラーコーディネーター検定･ビジネス実務法務検定〉

〈全国商工会珠算検定〉
1級 2,140円
2級 1,600円
3級 1,380円

■珠算検定受験料

■簿記検定受験料

BATIC（国際会計）検定・ECO（環境社会）検定・販売士検定等の詳細については、
東京商工会議所ホームページまたは、検定センター TEL 03-3989-0777にてご確認下さい。

1級 8,180円
2級 5,050円
3級 3,180円

◆簿記検定においては問ごとの得点及び合計点が記載された成績証明書を受験した方全員に
個別発送します。併願希望の場合、級ごとに成績証明書発行手数料がかかります。

※新型コロナウイルス感染防止のため、上記日程は変更になることがあります。予めご了承ください。

新座市商工会
☎048-478-0055

©新座市ゾウキリン

＼加盟店登録・手続き等に関する費用は一切かかりません！／

☆登録は「つかえるお店」と「もらえるお店」
（両方の登録も大歓迎です）☆

「アトム通貨がつかえる」お店として
登録していただいた店舗では、１馬
力＝１円として扱っていただくか、独
自のサービスをご提供ください（※
お受け取りいただいた換金期限内のアト
ム通貨は、商工会で換金いたします）

アトム通貨の理念に沿ったプロジェ
クト（サービス）であれば、事務局よ
りアトム通貨を購入し、お客様に配
布することができ、地域貢献店舗と
してＰＲできます（例：「レジ袋辞退の方
に50馬力進呈」）

加盟店である
パティスリーリアントの三田さん

　加盟店としてご
参加頂ける場合
は、４月に発送さ
せて頂いた加盟
店申込書に必要
事項を記入の上、
商工会までＦＡＸ
を頂くか、ご連絡
下さい。

新規取扱い加盟店大募集！
「アトム通貨」は、地域コミュニティーを育み、街を活性化する地域通貨です。
アトム通貨の理念にご賛同頂ける会員の皆様なら業種を問わずご参加頂けます。
●過年度のアトム通貨【平成２２年（第7期）～平成３１年（第16期）】については、使用・換金が出来ません。

新座市商工会
☎０４８-４７８-００５５　ＦＡＸ ０４８-４７８-００４８第17期アトム通貨です♫

▲教室の入口と向先生

資金繰り支援 埼玉県制度融資

日本政策
金融公庫

販路開拓支援 小規模事業者持続化補助金

お問い合わせ・お申込は新座市商工会まで
お問い合わせ 新座市商工会または
 日本政策金融公庫浦和支店まで
 https://www.jfc.go.jp/

お問い合わせ　新座市商工会

　小規模事業者が、商工会の助言を受
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を補助します。補助上限額
は原則５０万円。
※小規模事業者とは、会社及び個人事業主で
あり、常時使用する従業員の数が製造業その
他で２０人以下、卸・小売、サービス業で５人
以下の事業者です。

各省庁の支援策をご案内します

事業所名　神蔵-KAGURA- ㈱丸武
代 表 者　忰山　舞
所 在 地　新座市野火止3-9-5
電話番号　048-478-0734
事業内容　作業服小売業

新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ

6,000万円（別枠）

設備資金 20年以内（うち据置期間5年以内）
運転資金 15年以内（うち据置期間5年以内）
無担保

基準利率

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

経営あんしん資金
経営安定資金

災害復旧関連 特定業種関連

対象者
要　件

市町村発行
の認定書

融資限度額

融資利率
（以内）

保証料率
（以内）

融資期間

売上高等が
前年同期比で

設備・運転資金

売上高等が
前年同期比で

売上高等が
前年同期比で

15％以上減少 5％以上減少 減少又は
減少見込

20％以上減少

（危機関連保証利用）

（セーフティネット保証利用）

※経済産業大臣が
　指定する業種の
　方向け

必要 必要 不要

1億6,000万円

年0.5％ 年0.6％ 年0.8％

年0.8％

1年超10年以内
（据置3年以内※）

1年超10年以内
（据置3年以内）

1年超10年以内
（据置3年以内）

年0.68％ 年0.45～1.64％
（財務状況による）

運転資金
1億円

運転資金
1億円

ご利用いただける方

資金のお使いみち 

融資限度額

ご返済期間

担　　　保

利  率 （年）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況
悪化を来している方であって、次の1または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

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および運転資金

ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率
-0.9％(注)、4年目以降は基準利率
基準利率-0.9％の部分に対して当初3年間、利子補給され実質
無利子（一定の条件あり）　

１．最近1ヵ月の売上高が前年また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

●雇用調整助成金の特例措置　詳細は、厚生労働省 雇用調整助成金  で検索
●国税の納付の猶予制度　　　詳細は、国税庁  で検索　　　　　

笑顔でお話する忰山社長と西奥店長
持続化補助金を活用した店頭の広告サインの前にて

ムコウ エイコ

カセヤマ マイ

（４月２日現在の情報です）

※危機関連保障2年・セーフティネット保障3年

中止

中止


