
 

 

今月のトピックス 

村松商工会報                          【令和２年５月１日発行（Vol.84）】 

  第４２回通常総代会の開催について 
 村松商工会「第42回通常総代会」を下記の日程で開催いた

します。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国・

県・県連からの指導により、この度の総代会は「書面議決に

よる開催」とさせていただく予定です。 

 総代の皆様には詳細について4月下旬にご案内しておりま

すので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

■日時：令和２年５月２６日(火) 午後3時00分～ 

■会場：村松商工会館（※書面開催の場合は来会不要です） 

■議題：⑴令和元年度一般会計収支更正予算書の承認について 

 ⑵令和元年度伴走型小規模事業者支援推進事業特別会計収支更生予

算書の承認について 
 ⑶令和元年度一般会計事業報告並びに収支決算書・貸借対照表・財
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事業：第42回通常総代会の開催について 

経営：新型コロナウイルス感染症対策個別相談会開催 

労務：雇用調整助成金等制度説明会開催 

特集：持続化給付金・事業継続のための対策 

情報：5月度予定・NICO事業紹介・税制措置等 

 
スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

産目録の承認について 
 ⑷令和元年度伴走型小規模事業者支援推進事業特別会計事業報告並

びに収支決算書・貸借対照表・財産目録の承認について 
 ⑸令和元年度青年部女性部特別会計事業報告並びに収支決算書・貸

借対照表・財産目録の承認について 

 ⑹令和元年度労働保険料特別会計収支状況の承認について 

 ⑺村松商工会定款の一部改正について 

 ⑻商工会災害助け合い基金制度の取組について 

 ⑼令和2年度一般会計事業計画並びに収支予算書(案)の決定について 

 ⑽令和2年度伴走型小規模事業者支援推進事業特別会計事業計画並び

に収支予算書(案)の決定について 

 ⑾令和2年度青年部女性部特別会計事業計画並びに収支予算書(案)の

決定について 

 ⑿令和2年度借入金最高限度額並びに借入先の決定について 

 新型コロナウイルス感染症による影響対策 
【特別融資制度・各種助成金に関する事業主向け相談会】 

 新型コロナウイルス感染症拡大により事業活動に支障をき

たしている事業者を対象に、現在国が公表している支援施策

に対応した個別相談会を4月に引き続き開催します。 

 資金繰りに関するご相談は日本政策金融公庫融資担当者の

「個別金融相談会」、休業に伴う助成金申請に関するご相談

は社会保険労務士による「個別労務相談会」と、経営に影響

を受けている内容に応じてぜひご活用ください。 

 5/27はよろず支援拠点個別経営相談会も同日開催いたしま

すので、そちらも併せてご利用ください。 

【個別金融相談会】（要事前予約） 

 ◆相談内容：新型コロナウイルス感染症特別貸付（無利子・  

      無担保融資）について 

 ◆応対者：㈱日本政策金融公庫新潟支店 

       融資担当職員 

【個別労務相談会】（要事前予約） 

 ◆相談内容：「雇用調整助成金」や 

 「保護者の休暇取得に対する助成金」 

 をはじめとした支援策について 

 ◆応対者：新潟働き方改革推進支援センター専門家（社会保険労務士） 

○日時：※先着順にて承りますので必ず事前予約をお願いします。 

                申込状況によりお受けできない場合はご了承ください。 

【2回目】５月２７日㈬ 13:00～17:00（1社60分程度） 

【3回目】６月２６日㈮ 13:00～17:00（1社60分程度）    

○会場：村松商工会館 相談室 

村松商工会主催 緊急労務対策セミナー 

 新型コロナウイルス感染症の影響拡大

に伴い、厚生労働省では雇用維持や休暇

取得支援を行う事業者に対する助成金制

度を拡充・創設するなどの支援措置を

行っており、雇用維持を図るための休業

手当に要した費用を助成する「雇用調整

助成金」については特に関心が高まっています。 

 本説明会ではその内容や申請のポイントについて分かりや

すくお伝えしますので、申請を検討されている方はもちろ

ん、この機会に制度の内容を知っておきたいという方もぜひ

ご参加ください。説明会終了後、申請手続きに関する個別相

談も承りますので、ご希望の方は併せてお申込みください。 

◆日時：令和２年５月１９日㈫ 14:00～15:00 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：社会保険労務士 辻川 明美 氏 

   （㈱さくら人事労務サポート 代表取締役） 

◆申込：村松商工会へお申し込みください。     

新型コロナウイルス感染症の影響による労働者の休業支援 

雇用調整助成金等に関する制度説明会 

参加 
無料 

主催年金事務所 会 場 相談日 時 間 

新潟東年金事務所 

（025-283-1014）  
五泉市福祉会館  21㈭  10:00～15:00  

５月の年金相談のご案内 



 村松商工会報 

持続化給付金に関するお知らせ（経済産業省） 

持続化給付金とは？ 
新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受け

る事業者に対し支給される、事業全般に使える給付金です。 

給付額…法人は200万円、個人事業者は100万円 

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 

■売上減少分の計算方法 

 前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲50%月の売上

×12ヶ月） 

支給対象…◆新型コロナウイルス感染症の影響により、売

上が前年同月比で50%以上減少している者。 

◆資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、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広く対象と

します。 

相談ダイヤル…中小企業 金融・給付金相談窓口 

 0570-783183（平日・休日9:00～17:00） 

前年同月比▲50％月の対象期間 
2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上

が50%以上減少したひと月（事業者が選択する） 

申請に必要な情報 
【法人】①法人番号 ②2019年の確定申告書類の控え 

    ③減収月の事業収入額を示した帳簿等 

【個人事業主】①本人確認書類  

 ②2019年の確定申告書類の控え  

   ③減収月の事業収入額を示した帳簿等 

※令和2年4月16日時点での情報となります。申請に係る詳

細は補正予算の成立後に確定しますので、ご留意ください。 

 
【クラスター（集団）発生を避け、事業を継続するために】 “３密”を避けるために店舗ができる対策 

①「換気の悪い密閉空間」の対策 

 実店舗は通常営業をしていると密閉空間になりがちです。

窓を少し開けておく、または定期的に窓を開けて空気の入替

を行うことはすぐにできる対策です。立地上窓が開けられな

い場合は、個室があれば部屋ごとのドアを開けておく、来店

が少ない時間帯でも定期的にドアを開けるなど自店でできる

対策をとり、できるだけ外気を取り込みましょう。 

 その際は「理由付きの掲示」を必ずセットで行います。

「新型コロナウイルス対策の換気のため、窓やドアを定期的

に開けています」などのアナウンスをするのです。寒いから

といって窓をすぐに閉めてしまうお客さまがいれば、店舗側

が対策していても意味がありません。理由を示すことは来店

客の行動を変え、安心にもつながります。 

②「多数が集まる密閉場所」の対策 

 人と人との間隔を空けてご案内する、時間制の貸切営業を

呼びかけるなど、「空いていること」を逆手にとった宣伝も

効果的です。逆に需要がが高まり混雑している場合は、あえ

て入店制限をするなどの工夫も必要です。 

 「（お店が）空いていますので（お客さま）は少人数でご

ゆっくりと利用いただけます」など、利用者目線で案内する

ことも一つの方法です。さらに安全対策についても案内すれ

ば、来店者側の受け取り方も変わってくるでしょう。 

③「間近で会話や発声をする密接場面」の対策 
 依然としてマスクは入手困難のため、接客時の会話での唾

や咳による飛散を防ぐためなら、大型のハンカチやバンダ

ナ、布マスクで口元を覆うことでも防げます。意外にも腕で

口を覆うなどの咳エチケットをしている人はあまり見かけな

いので、習慣づいていない行為に咄嗟に対応できない人も多

いかと思います。花粉症の従業員がいるなど、必要な理由が

あれば接客時にこうした代用品の使用も検討してください。 

④かかった経費は必ず記録・保存を！ 
 今回の新型コロナウイルス対策でかかった費用は記録し、

全て保存しておくことをお勧めします。新型コロナウイルス

対策に使ったものであれば、もし今後関連する特例措置が取

られたときに、対象となる可能性もあります。レシートや領

収書を保存しておくことはもちろん、無い場合でも購入日

時、場所、目的、金額は記録しておくことが重要です。 

 また、給付金や融資の申込をする際は必ず売上高の証明が

必要になります。時間が空いた時に帳簿整理を進めておけ

ば、スムーズに手続きを行うことができます。 

 全国に緊急事態宣言が発令されるなど、状況は日々変わっ

ていきますので、各種支援策にぜひご注目ください。 
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５月の行事予定 

7㈭ 県連理事会（書面議決） 新潟県商工会館 

8㈮ 新津法人会理事会 新潟市秋葉区 

11㈪ 
商業部会運営委員会 

村松建設業㈿健康診断（～12㈫） 

村松商工会館 

村松建設会館 

13㈬ 県青連通常総会（書面議決） 新潟県商工会館 

15㈮ 村松建設業㈿通常総会 村松建設会館 

19㈫ 雇用調整助成金等制度説明会 村松商工会館 

22㈮ 県連通常総会（書面議決） 新潟市中央区 

26㈫ 第42回通常総代会 村松商工会館 

27㈬ 

新型コロナウイルス影響対策個別

相談会（金融・労務） 

よろず支援拠点個別経営相談会 

県女性連通常総会（書面議決） 

村松商工会館 

 

村松商工会館 

新潟県商工会館 

※上記の予定は新型コロナウイルス感染症の動向により変更

となる場合があります。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急経済対策における主な税制上の措置 

日本政策金融公庫貸付利率（令和2年4月1日現在） 

◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

    運転資金：５年以内/2.16～2.45％ 

    設備資金：10年以内/2.16～2.45％ 

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付…貸付限度額 別枠6,000万円 

    3,000万円以内：当初3年間0.46%  3年経過後1.36% 

    3,000万円超：1.36% 

    運転：15年以内 設備：20年以内（ともに据置5年以内）    

◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

    運転資金：７年以内/1.21％ 

    設備資金：10年以内/1.21％ 

 

 

 

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入

促進を行っています。皆様の周りで商工会に未加入の方や

新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられました

ら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。  

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導内容等

のご説明に伺いますので、商工会までお知らせください。 

商工会員募集へのご協力のお願い 

村松商工会＆新潟県よろず支援拠点 

無料経営個別相談会（５月開催分） 

 村松商工会と新潟県よろず支援拠点（公財にいがた産業創

造機構）の共催による経営個別相談会を開催します。売上拡

大、経営改善、商品開発、創業、新型コロナウイルスによる

経営への影響など、様々な経営課題に関する相談に専門家が

対応します。（事前に予約が必要となります。）相談は無

料、秘密厳守で行います。 

■日時：令和２年５月２７日㈬ 

 13:30～16:00（１社45分） 

 ※5/20㈬までにお申込みください。 

■相談員：辰喜 太輔 氏 

 （税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

国 
 

 
 

 
 

税 

納税の猶予制度 

の特例 

新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2

月以降の任意の期間（1ヶ月以上）において、

事業等に係る収入が前年同期比おおむね20%

以上減少し、一時の納税が困難と認められる場

合に、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を

猶予する特例を設ける。 
国 

 

税 

消費税の課税事 

業者選択届出書 

等の提出に係る 

特例  

新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年2

月1日から令和3年1月31日までの期間のうち、

任意の期間（1ヵ月以上）の収入が前年同期比

おおむね50%以上減少した事業者が、申告期

限までに申請書を提出し、税務署長の承認を受

けた場合は、課税期間開始後でも消費税の課税

事業者を選択またはやめることができる特例を

設ける。この特例で課税事業者を選択した課税

期間の翌課税期間において、課税事業者の選択

をやめることも可能 。 
欠損金の繰戻し 

による還付の特 

例  

資本金1億円超10億円以下の法人も青色欠損金

の繰戻し還付が受けられる特例を設ける。令和

2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終

了する各事業年度に生じた欠損金額について適

用する。ただし、大規模法人の100%子会社な

どは除く。  
特別貸付けに係 

る契約書の印紙 

税の非課税  

公的・民間金融機関等が新型コロナウイルス感

染症でその経営に影響を受けた事業者に対して

行う特別な貸付けに係る契約書の印紙税を非課

税とする。  

テレワーク等の 

ための中小企業 

の設備投資税制  

中小企業経営強化税制の特定経営力向上設備等

の対象に、テレワーク等のための設備投資に係

る新たな類型としてデジタル化設備を追加す

る。遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれか

に該当する設備で、機械装置、工具、器具備

品、建物附属設備、ソフトウェア。  

中小事業者等が 

所有の償却資産 

等に係る固定資 

産税等の軽減措 

置 

中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋

に係る固定資産税および都市計画税について、

令和3年度分に限り、売上高が一定以上減少し

ている場合、負担を2分の１またはゼロとす

る。原則として業種は限定しない。令和3年1

月31日までに認定経営革新支援機関等の認定

を受けて各市町村に申告した者に適用する。 

地 

方 

税 

中止等されたイ 

ベントに係る入 

場料等の払戻請 

求権を放棄した 

者への寄附金控 

除の適用 

政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツ

に係る一定のイベント等を中止等した主催者に

対し、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄し

た場合には、当該放棄した金額（上限20万

円）について、所得税における寄附金控除（所

得控除または税額控除）の対象とする。 

生産性革命の実 

現に向けた固定 

資産税の特例措 

置の拡充・延長 

生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定

資産税の特例措置の適用対象に、一定の事業用

家屋と構築物を加える。また、生産性向上特別

措置法の改正を前提に、適用期限を令和4年度

まで2年延長する。 

住宅ローン控除 

の適用要件の弾 

力化 

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建

設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合

でも、期限内に入居したのと同様の住宅ローン

控除を受けられるよう適用要件を弾力化する。 

自動車税・軽自 

動車税環境性能 

割の臨時的軽減 

の延長 

自家用乗用車（登録車と軽自動車）を取得した

場合、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性

能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期

限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得

を対象とする。 
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