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【無断転載禁止】

新 型 コロナ ウイル ス 感 染 症 拡 大 の 影 響 を 受 け て い る 事 業 者 を 全 力 で 支 援します

相模 原商工会議所は３つの柱 「政 策要望活動」「経営支援活動」「地域振 興活動」 を通じて相模 原を元気にしていきます。

新型コロナウイルス感染症に対する２回目の経済対策を要望
る事業者に対する、事業継続
と雇用維持のための、市独自
の給付金の支給
▽

売り上げ等が大幅に減少して
いる飲食店等に対する家賃
補助（借主・貸主）の実施

▽

全 市的な飲食店・小売店等
の事業継続に資する、クラウ
ドファンディングを活用した
事業への支援

▽

飲食店のテイクアウト紹介や

ナウイルス感染症の影響により
厳しい経営環境にある、市内中
小・小規模事業者の事業継続
と雇用維持のために、本村賢太
郎相模原市長に対し、2 回目と

新型コロナウイルス感染拡大
が続いており、全国に緊急事態

証料・利子減免制度」
（国）
に対

動に甚大な影響をもたらしていま

する市制度融資の柔軟な対応

す。特に経営が厳しい中小・小
規模事業者にとっては、
国や県の
緊急経済対策だけでは十分とは

係団体と連携し、国・県・市に

や雇用の維持に取り組む事業者

対し事業継続・雇用維持のた
めに働きかけてまいります。

コロナウイルス対策で総額 33

模事業者への給付金の交付

億 6 千万円の緊急支援策（5 月

「商業者団体等支援補助金」

補正予算案）を発表しました。

新型コロナウイルス感染症の

この支援策の中では、初めて

拡大防止への取組みや買物

市内事業者等への支援金が設

客の呼び戻しのために実 施

けられました。

する商店街等の取組みに対

発表された支援策は、当商工

する支援

会議所の要望が実現された内
容となりました。

各支 援 策の詳細は分かり次

「小規模事業者臨時給付金」 第、当商工会議所ホームページ
国の持続化給付金の対象外

等でお知らせいたします。

「信用保証付き融資における保

宣言が発令され、市内の経済活

なる要望書の提出をしました。 言えない状況があり、事業継続
今後、日本商工会議所などの関

促進のための事業への支援

で、売上が減少している小規

テレワーク導入に係る支援

▽

相模原商工会議所
（杉岡芳樹
会頭）は 4 月 27 日、新型コロ

デリバリーサービス等、利用

相模原市は 5 月 11 日、新型

▽

本村市長（左）に要望書を渡す杉岡会頭（右）

市・緊急支援策に要望内容が早期に実現
▽

より大きな影 響を受けてい

▽

▽

新型コロナウイルス感染症に

（国助成制度と連動した市に
よる費用補助等）
他３項目
要望書は当商工会議所ホー

などに更なる支援

ムページのトップ

と施策の拡充が

ページ内→情 報

不可欠であり、次

→提言・要 望活

のとおりの要望を

動にてご 覧いた

いたしました。

だけます。

3月10日（火）1回目の緊急経済対策を要望

いよいよ相模原でも クラウドファンディングプロジェクト始動！

▶

『ミラチケ サガミハラ』参加店舗とチケット購入者を募集中！
「近い将 来」、新型コ

大が収束し、相模原市
内で心置きなく飲食を
楽しむことができる日を
楽しみに、今は、「食べ
たつもり」「飲んだつも
り」で食事券（チケット）
を購 入することで、み
んなで相模原の飲食店
を応 援 するプ ロジェク
ト。それがクラウドファ
ンディングプロジェクト
『ミラチケ サガミハラ』 主催：ミラチケサガミハラ実行委員会 後援：相模原市
です。
いま、飲食店を元気にするこ
とと、コロナ禍収 束後の賑わ
いに繋げていくことを目的とし
ています。

資金調達を実施します。
なお、参加店舗は 6 月上旬
まで募集を行います。
また、チケットの購入は 6 月

具 体 的 にはクラウドファン

22 日までお申し込みを受け付

ディングサービスを活用し食事

けます。この機会に是非ご 利

券購入型と寄付型の 2 類型で

用ください。

ご利用は︑右記の２つの方法があります︒

ロナウイルス感 染 症 拡

お申し込みは
こちらから！

問合せ：相模原商工会議所 経営支援課
☎042-753-8135 ✉keieisien@sagamihara-cci.or.jp
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者を全力で支援します。

相模原商工会議所の要望実現 国の持続化給付金

相模原市内の申請サポート会場
市立産業会館に
国の持続化給付金（給付額：中小
法人等上限 200 万円、個人事業主
等上限 100 万円）の申請について
は、既に電子申請が開始されていま
すがご自身で電子申請を行うことが
困難な方のために設置する「申請サ
ポート会場」の市内会場について、商
工会議所では、国への会場提供を相
模原市に要望したところ、市立産業
会館に設置し、5 月 28 日から開設
されました。

経営上お悩みがありましたら相模原商工会議所へお気軽にご相談ください

要・電話予約：０４２−７５３−８１３５

専門家による無料経営相談窓口

好評実施中

①Web 予約
「持続化給付金」の事務局ホームペ
ージより御予約ください。※トップペー
ジの「申請サポート会場」から予約ペ
ージに移動、予約する会場を選択し、
必要事項を記入の上、「来訪予約」を
クリックすることで予約が完了。
②電話予約（自動）

「申請サポート会場 受付専用ダイ
ヤル」までお電話ください。自動ガイ
ダンスで、予約方法を案内します。

申請サポート会場は、新型コロナウ

イルス感染防止のため、完全事前予約
制となっています。

※その際、予約する会場の【会場番
号】が必要になります。
市立産業会館

事前予約の方法
「申請サポート会場」は、新型コロナ
ウイルス感染防止のため、完全事前予
約制としております。予約をお取りい
ただいた上で、会場までお越しくださ
い。事前に御予約のない方について

住所：相模原市中央区中央 3-12-1
会場番号：1412
予約電話番号：0120-835-130
（24 時間受付）
「申請サポート会場 電話予約窓口
ート会場の予約を受け付けます。

予約方法は、①Weｂ予約、②電話
予約（自動）、③電話予約（オペレータ

受付時間：9 時〜 18 時
（平日、土日祝日）

申 請 サポート会 場 に御 持 参 する書 類 」は 事 前にご 確 認ください 。

新型コロナウイルス感染症関連
融資

売上減で
融資を受けたい
資金繰りに
困っている

無利子・無担保融資

（新型コロナウイルス感染症特別貸付）

新型コロナウイルス対策
マル経融資

額２,０００万）
からの借換も可能になりました。
コロナ対策に関する小規模事業者の資金調達を、
一層応援します！

〇制度概要
【要件】

最近１か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

【使途】

運転資金・設備資金

【金利】

当初３年間０．３１、以後１．２１（令和２年５月８日現在）

【その他】

ご利用には商工会議所の経営指導を原則６か月以上受ける等、所定の要件があります。

※当初３年間は特別利子補給制度の対象として、実質無利子化。
【お問い合わせ】経営支援課☎０４２―７５３―８１３５・南支所☎０４２―７４６―３６１９

各省庁・自治体 主な事業者向け支援策

新型コロナウイルス感染症対応資金

（神奈川県中小企業制度融資）

当商工会議所が推薦する日本政策金融公庫の無担保・無保証融資制度であるマル経融資（小規模事業者経営
改善資金）
。
このたび特例制度である新型コロナウィルス対策マル経融資が、令和２年度補正予算成立を受け、売

【融資限度額】 別枠１，０００万円

電話番号：0570-077-866

ー対応）の 3 パターンがあります。

「新型コロナウイルス対策マル経融資」
開始
上高急減等の一定要件により当初３年間は実質無利子化の対象制度となり、併せて一般型マル経融資（融資限度

③電話予約（オペレーター対応）

は、御来場を固くお断りさせていただ （オペレーター対応）」にて、申請サポ
きます。

実質無利子化、
借換可能

民間金融機関を通じた資金繰り支援
※利用にはセーフティネット4 号、5 号、危機関連保証いずれかの認定
が必要。条件を満たせば当初３年間実質無利子。
信用力や担保に依らず一律金利。
融資後 3 年間まで 0.9％の金利引き下げ。
小規模事業者経営改善資金融資（マル経）の
通常金利から利下げ。

「特別利子
補給制度」
と併用で
実質的な
無利子化

災害等特別支援資金

民間金融機関を通じた資金繰り支援。
令和３年度３月分まで実質無利子。

売上減50％以上

持続化給付金

新型コロナの影響でひと月の売上が前年同月比 50％以上減少した場合、
法人 200 万円・個人事業主 100 万円を支給（上限あり）。

売上減30〜50％未満

相模原市 小規模事業者
臨時給付金

原則、売上が前年同月比 30％以上 50％未満減少している小規模事業
者への給付金。

（相模原市中小企業融資制度）

給付金

給付金を受け取りたい

給付金を受け取りたい

休業に協力した

テレワーク
休業補償・

給付金を受け取りたい

従業員を
休業させたい
休校で有給休暇
を取らせたい
テレワークを
導入したい

補助金

非対面型ビジネスや、
ITサービス導入、
感染防止対策をしたい

神奈川県 新型コロナウイルス
感染症拡大防止協力金（第 2 弾）

雇用調整助成金

（新型コロナウイルス感染症特例措置）

小学校休業等対応助成金

（事業者向け・フリーランス向け）

働き方改革推進支援助成金

（テレワークコース等）

神奈川県 再起支援型補助金

新製品開発等で
設備投資をしたい

ものづくり補助金

販路開拓を
したい

小規模事業者
持続化補助金

業務効率化のため
ITツールを導入したい

Ｉ
Ｔ導入補助金

新型コロナの
影響を受け
『特別枠』
を開設

※補助対象経費の1/6以上が
A 〜 Cいずれかの要件に合
致する投資であること

Ａ: サプライチェーン
毀損への対応
B: 非対面型ビジネス
モデルへの転換
C: テレワーク環境の
整備

神奈川県の要請に応じて休業又は夜間営業時間を短縮した中小企業及
び個人事業主等、
または県からの要請はないが感染症拡大防止のため
自主的に休業した中小企業及び個人事業主等に対し、
10 万円を交付。
新型コロナの影響で従業員を休業等させた際、休業手当の最大全額
（上限額あり）
を助成。4 〜 6 月は緊急対応期間として各要件を緩和中。
小学校等休校に伴い、従業員に子供の世話を行うため有給の休暇を取
得させた事業主へ、休暇中支払った賃金相当額を助成。
フリーランスには、一定の要件のもと1 日当たり一定額を助成。
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、
テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成。
新型コロナにより影響を受けている中小企業者に対して、非対面型ビ
ジネスモデル構築、感染症拡大防止、
Ｉ
Ｔサービス導入、生産設備等導
入、
ビジネスモデル転換などに要する経費の一部を補助。
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。
【通常枠】補助上限 1,000 万円、補助率 1/2（中小）・2/3（小規模）
【特別枠】補助上限 1,000 万円、補助率 2/3（中小）・2/3（小規模）
※特別枠は補助対象経費に広告宣伝・販売促進費も追加。

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。

【通常枠】補助上限 50 万円、補助率 2/3
【特別枠】補助上限 100 万円、補助率 2/3

ITツール導入による業務効率化等を支援。

【通常枠】補助上限 30 〜 450 万円、補助率 1/2
【特別枠】補助上限 30 〜 450 万円、補助率 2/3 ※ハードウェアレンタルも対象

令和２年５月 20 日現在

神奈川県信用保証協会 相模原支店
TEL:042-752-0575
日本政策金融公庫 厚木支店
TEL:046-222-3315
相模原商工会議所 経営支援課
TEL:042-753-8135
相模原市 産業支援課
TEL:042-769-8237
中小企業庁
持続化給付金事業コールセンター
TEL:0120-115-570（03-6831-0613）
相模原市 産業支援課
TEL:042-769-8293
神奈川県 新型コロナウイルス感染症ダイヤル
TEL:045-285-0536（050-1744-5875）
神奈川労働局 神奈川助成金センター
TEL:045-650-2801
学校等休業助成金 相談コールセンター
TEL:0120-60-3999
テレワーク相談センター
（厚生労働省）
TEL:0120-91-6479
神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金班
TEL:070-1187-0382 ／ 070-1187-1304 ／ 070-1187-0464
TEL:070-1187-0549 ／ 070-1187-0564

ものづくり補助金事務局サポートセンター
TEL:050-8880-4053
相模原商工会議所 経営支援課
TEL:042-753-8135
（一社）
サービスデザイン推進協議会
TEL:0570-666-424

※表中では
「新型コロナウイルス感染症」
（COVID-19）
を便宜的に
「新型コロナ」
と表記しています。

※ご申請にあたっては各窓口にて詳細をご確認ください。

掲載の支援策は日々更新されております。最新情報は相模原商工会議所HPにてご確認ください。
https://www.sagamihara-cci.or.jp/covid-19

