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ふたつい

　新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」）が長期化し、感染が拡大する中、事業者
においては、感染症対策を徹底しながら「新しい生活様式」を実践し、継続していく必要があ
ります。とりわけお客様とのコミュニケーションのあり方については、新型コロナとの共存を
前提とした取組みが大切です。
　当会では国や県、市の新型コロナに関する補助金や給付金、
税制優遇など様々な支援策の情報についてタイムリーに発信
し、この困難を乗り越えるため、努力を重ねている事業者の力
になれるよう支援してまいります。

事業者と商工会が
一丸となって

新型コロナに打ち勝とう!!

新型コロ
ナウイルス

に

負けない！

検温付自動手指消毒器導入

飛沫防止パーテーション設置
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新型コロナウイルスに係る給付金申請もれはございませんか？
詳しくは商工会までお問い合わせください

各種給付金等 対象者 支給額 申請期限

持続化給付金（国）
売上が前年同月と比較し50％以
上減少

個人：最高100万円
法人：最高200万円

令和3年1月15日（金）

家賃支援給付金（国）

1ヵ月の売上が前年同月比50％
以上減少
または連続する3 ヵ月の売上高
が前年同月比30％以上減少

支給率2 ／ 3　6 ヵ月分
支給上限額（月額）
個人：25万円
法人：50万円

令和3年1月15日（金）

能代市事業継続支援金
売上が前年同月と比較し30％以
上減少

20万円 令和3年1月29日（金）

◎対　　象：下記の全てに該当すること
１．令和２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．令和元年度以前に課税された市税等（納期限：令和２年３月31日以前）の滞納がない
３．令和元年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、令和２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

◎交 付 額：.前年事業収入月平均額×１２×１０％－２００，０００円（千円未満切捨）
　　　　　　上限額　法人２００万円　個人事業者１００万円

※実質的に、前年（直前決算年度）の年間事業収入額が２０１万円以上でないと、交付金が算定
されません

◎申請方法：能代市商工港湾課へ郵送、または事前電話予約のうえ相談窓口へ
◎申請期限：令和３年１月２９日（金）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等の固定資産税が
令和３年度課税分に限り軽減されます。
◎対　　象：令和２年２月～ 10月までの任意の連続する３ヵ月間の事業収入が前年同期と比べて

３０％以上減少している中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産（土地や
住宅用の家屋は対象外）

◎軽減割合：事業収入の減少割合が３０％以上５０％未満の場合　➡　１／２
　　　　　　事業収入の減少割合が５０％以上の場合　　　　　　➡　全額
◎申告方法：商工会・税理士などの認定経営革新等支援機関に確認を受け、市役所へ申告

◎申告受付：令和３年１月４日（月）～令和３年２月１日（月）予定

　※認定に必要な書類

　・収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど）
　・特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書の写しなど）　・印鑑

　商工会での確認に数日かかる場合もありますので、お早めにご準備ください

担当：榊・呼子　

能代市長期影響継続事業者支援金

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置

商工通信ふたつい
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　11月８日（日）

に道の駅ふたつい

を会場に、県内小

規模事業者の販路

拡大支援を目的とした「商工会青年部地域応援物産展～

Impulseマルシェ～」を開催し、県内青年部事業所の特

産品を中心に販売いたしました。二ツ井町からは伊藤謙商

店のどぶろく「きみまちの詩」、県北パネルの「木のノート」

などを出品しました。

　今年の視察研修は

９月下旬に地元二ツ

井町の観光資源であ

るカヌー体験を行い

ました。カヌー初心

者が大半を占めて

いましたが、レク

チャーを受け、楽し

くカヌー体験を行う

事ができました。

　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、販路開拓等に取り組む費用を補助する
ものです。
◎対　　象：商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）.....常時使用する従業員５人以下
　　　　　　サービス業のうち宿泊業・娯楽業................常時使用する従業員２０人以下
　　　　　　製造業　その他.........................................常時使用する従業員２０人以下
◎補助金額：（上限）５０万円
◎補 助 率：２／３
◎応募締切：令和３年２月５日（金）

　中小企業・小規模事業者等が生産性向上に資する革新的サービス開発・試作
品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
◎対　　象：中小企業者　小規模事業者
◎補助金額：１００万円～１，０００万円
◎補 助 率：　中小企業１／２　小規模事業者２／３
◎応募締切：令和３年２月頃予定（第５次）

　平成３０年度税制改正で、令和２年分の
所得税確定申告から下記について変更とな
りました。事前の手続き（マイナンバー
カードの取得等）が必要になる場合があり
ますので、お早目の対応をお願いします。
詳しくは「国税庁ホームページ」をご確認
いただくか商工会へお問い合わせください。

《改正１》

　個人の方の所得税について
・青色申告特別控除額
　現行　６５万円　➡　改正後　５５万円
・基礎控除　　　　　　　　　　
　現行　３８万円　➡　改正後　４８万円

《改正２》

　改正後５５万円の青色申告特別控除の適
用要件に加えてe-Taxによる申告（電子申

告）を行うと、引き続き６５万円の青色申

告特別控除が受けられます。

青年部
活動報告

女性部
活動報告

小規模事業者持続化補助金（国）

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（一般型）（国）

商工通信ふたつい

令和2年分の
所得税確定申告から
青色申告特別控除額が
変更されます
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　11月17日開催の理事会並びに役員会で今年度
の「新春の集い」開催について協議したところ、
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止
することが決まりました。
　なお、例年同時開催しております優良従業員表
彰等につきましては、表彰式は行いませんが、表
彰状、記念品を事務局からお届けいたしますので
ご推薦くださいますようお願いいたします。

二ツ井町商工会

のしろ地域振興券換金
取扱事業所のみなさまへ

◎利用期間：令和２年１２月３１日（木）まで

◎換金期間：令和３年　１月２８日（木）まで

　毎週火曜日と木曜日　10：00～ 15：00

●日本政策金融公庫
　①普通貸付.......................... 1.21％～

　　（申込み内容により異なります）

　②経営改善貸付.................... 1.21％

　③教育ローン....................... 1.66％

●秋田県融資制度
　①一般貸付.......................... 2.15％

　②小規模振興資金................. 2.15％

　③経営安定資金.................... 1.75％

●能代市融資制度
　①マル能............................. 1.75％

　①マル能（小口）................... 1.55％
　　※小規模事業者には2年間1／２利子補給

〇商工会員数. ２４６事業所
. （定款会員９・特別会員10）

　・青年部数. ２９名（賛助会員含む）

　・女性部数. ４２名（賛助会員含む）

〇商工業者数. ４１４事業所

〇小規模事業者数. ３８７事業所

〇組織率. ５４. ８％

商工会の現状（11月末現在）

～商工会からのお知らせ～

新規会員のご紹介
事業所名 代表者 業種

桜庭商店 櫻庭　弘文 小売業

ルート２３８ 田中　郁也 特別会員

（株）ナカガワ 中川　洋一 特別会員

工房オバカサンズ 畑山　厚生 刺繍業

スナック グレース 淡路メリーグレース 飲食業

ライカ堂 田口　尚人 写真業

あきた白神農業協同組合 秋元　秀美 定款会員

スガワラ 菅原　隆文 サービス業

秋田ゼロックス（株）能代営業所 三戸　広光 特別会員

スナックふたご座 成田　光夫 飲食業

（有）米道ふたつい 桜田　善仁 農産物生産販売

KTY（株） 畑中　勝弥 ＩTサービス業

太平熔材（株）山田出張所 工藤　博一 小売業

藤田建材 藤田　幸人 特別会員

マキシム 佐藤ユリ子 飲食業

細川商店 細川　和雄 小売業

能代支所 TEL：0185-54-2377

コロナウイルスに打ち勝とう!!
保証協会ではコロナウイルスの影響で売上が減少した企業向けの

融資制度を創設！秋田の中小企業を全力でサポート致します！！

★制 度 名：国無利子・県無利子

★顧客負担：保証料負担ゼロ！金利負担ゼロ！ ※金利ゼロは３年間のみ

制度等の詳細は保証協会能代支所までお気軽にお問い合わせください

取扱期限令和２年１２月末日！

期限迫る！

商工会では会員を随時募集しております。
お知り合いで未加入の事業所がありましたら、是非事
務局までご紹介ください。

商 工 会 員 募 集 中 ！

商工通信ふたつい

金利情報（令和２年11月現在）

「新春の集い」開催中止について

秋田県の最低賃金改定


