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持続化給付金等の申請受付について／経済産業省・福知山市 

【申請受付中】 

 

 

コロナに負けるな！補助金で売上アップ 【申請受付中】 

小規模事業者持続化補助金【通常型／コロナ特別対応型】 

 

■福知山市小規模事業者等持続化支援事業 

 

国の持続化給付金の対象にならない市内の小規模事業 

者（法人及び個人）に最大 50 万円を市が独自に給付支 

援します。 

 

【給付額】 小規模事業者（法人及び個人）５０万円 
【申請期間】 令和 2 年 7 月 31 日（金）まで 

■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▲30％以上～▲50％未満の月の

売上×12 か月） 

※詳細は、ホームページでご確認いただくか、商工会までお問合せ下さい。 

福知山市：https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/ 

 
■国の持続化給付金 

新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受ける事業者に対し

て、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための、 

事業全般に広く使える給付金を支給します。 

 
【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。 

【申請期間】 令和３年 1 月 15 日まで 

■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 か月） 

中小企業庁：https://www.chusho.meti.go.jp/ 

 
 

 

『ふくちやま食べる応援』事業！【参加店募集中】 

好評につきクーポン増刷！ 

福知山市は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を 

受けている市内飲食店等のテイクアウト・宅配商品に関 

する情報発信を行い、商品購入額に応じて観光推奨土産 

品及びクーポン券（割引代金）を配布する飲食店等応援 

事業を展開しています。 

現在の登録店舗 113店舗、8 月 31 日（月）まで登録店を募集中です。 

 

【事業内容】 
・観光協会 HP・市 HP にて店舗情報を無料掲載します。 

・登録店舗利用客にはテイクアウト・宅配商品 1000 円購入ごとに引換券

１枚を配布します。引換券５枚で観光推奨土産品及び登録店舗で使用でき

るクーポン券（500 円×２枚）をプレゼントします。（福知山観光協会に

て引換） 

・地場産の食材、もしくは市内の小売店（大型店舗・チェーン店を除く）か

ら食材を仕入れ使用する登録店舗には 50000 円の協力金をお支払いし

ます。 

【対象事業者】 
・福知山市内で飲食店・スイーツ店を営む中小企業・小規模事業者 

【申請要件】 
・新型コロナウィルス感染症の影響により売り上げが減少していること 

・食品衛生法による営業許可（飲食店営業、喫茶営業、菓子製造業）を受け

ている事業者 

【実施期間】 
・令和 2年 5 月 22 日（金）～9月 30 日（水） 

【登録店募集期間】 
・令和 2年 5 月 11 日（月）～8月 31 日（月） 

 

 

「いがいと福知山応援グルメ」で検索し登録してください。 

いがいと福知山：https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/ 

 

福知山市テナント家賃支援事業給付金 【新規事業】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の 

事業継続を下支えするため、家賃の軽減を図ります。 

【対 象 者】 

① 国の「持続化給付金」、京都府の「休業要請対象事業者支援給付金」、福

知山市の「小規模事業者等持続化支援事業給付金」「休業事業者応援事

業支援金」のいずれかの給付金・支援金を受けていること 

② 市税に滞納がない、または新型コロナウイルス感染症により市税の徴収

猶予の特例を受けていること 

③ 対象施設で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること 

【給付金の額】 

① 対象施設の令和 2年 4月分と 5 月分の賃料 

②  一カ月あたり上限 15万円（千円未満切捨て、消費税は除く） 

【申請期限】 令和 2 年 9 月 30 日（水）まで 

※詳細は、同封していますチラシをご確認ください。 

京都府 〔新規事業〕 

新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金 

【補助上限】  50 万円（コロナ特別対応型 100 万円）  

【補助率】   2／3 （コロナ特別対応型  3/4）  

【公募締切】  

 ・令和 2 年  8 月 7 日［金］（コロナ型）  

 ・令和 2 年 10 月 2 日［金］（通常型及びコロナ型）  

 ・令和 3 年  2 月 5 日［金］（通常型）  

【補助金活用例】  

 ・飲食業／店舗改装、トイレ洋式化、座敷をテーブル席に  

 ・小売業／ネット販売、什器入替え、商談スペース設置  

 ・製造業／設備投資、商談会出展  

 ・建築業／内覧会開催、チラ制作  

【コロナ特別対応型の要件】  

 A：サプライチェーンの毀損への対応 

 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     

【補助対象者】 
 京都府内に事業所を所有する 

・中小企業者 ・小規模事業者・個人事業者 ・ＮＰＯ 

【補助上限・補助率】 
■中小企業者等事業再出発支援補助金（感染防止対策） 

・補助上限：１０万円 ・補助率 １０/１０ 

■中小企業者等緊急応援補助金（感染防止対策・業務改善及び売上向上） 

・補助上限：２０万円（中小企業 ３０万円） 

・補助率 ：２/３（中小企業 １/２） 

 

 

【事業実施期間】 
 ・令和２年４月１日（水）～８月３１日（月） 

【受付期間】 
 ・令和２年６月１６日（火）～９月１５日（火） 

【補助対象経費】 
■「新しい生活様式」への感染拡大防止ガイドラインの趣旨に沿った取組 

・アクリル板・透明ビニールカーテンの設置 

・店舗・オフィスや作業場の配置変更等に要する経費 など 

 ■業務改善・売上向上につながる取組 

  ・宅配やテイクアウトの導入に要する経費 

  ・省エネ型保冷庫等の購入経費  

 ・チラシ制作配布やホームページ改修に要する経費 ほか 

京都府：https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/shienseido.html 

 

 

国の「家賃支援給付金」詳細決定！！ 

同封のチラシをご確認ください。 

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/promotion/
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/shienseido.html


 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年度通常総代会は書面議決により全て承認！ 

新型コロナウイルス感染拡大防止、地域中小企業の経営基盤の強化及び経営

再建の観点から、異常事態の早期回復が最優先であるとの認識から、令和２年

度通常総代会を書面議決をもって開催しました。 

総代の皆様に書面議決書を送付し議決権の行使をお願いし下記の提出議案す

べての承認をいただきましたのでご報告します。 

記 

第１号議案：定款の一部改正の件 

第２号議案：運営規約の一部改正の件 

第３号議案：令和元年度事業報告及び決算承認の件 

第４号議案：令和２年度事業計画（案）及び予算（案）決定の件 

第５号議案：令和２年度借入金最高限度額及び借入先決定の件 

「雇用助成金」無料ＷＥＢセミナーのご案内 

～「雇用助成金」申請に関するお悩みを解消！～ 

会員事業所の皆様 

 緊急事態宣言が解除され、移動自粛も全面解除されましたが、第 2 波、第

3 波が懸念されています。新型コロナウイルス感染拡大に係ります支援施策

につきましては、今後も追加及び変更等が行われることが予想されます。 

商工会からその都度情報提供をしますので、書面及びホームページで定期

的なチェックをお願いします。 

 また、経営に関することならどんなことでも結構ですので、商工会に遠慮

なくお問合せください。ともにこの難局を乗り越えましょう！！ 

  ■本  所   TEL ５６―５１５１ 

  ■三和支所   TEL ５８―３６６７ 

  ■夜久野支所 TEL ３７－０００１ 

令和２年度中小企業知恵の経営ステップアップ事業 【申請受付中】 

経営改善などに繋がる取組み（事業）を支援します！ 申請受付は７/１（水）から 

福知山市商工会では、厳しい経営環境にある中小企業の方々を支援する

「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」を実施しています。 

これは、中小企業応援隊の支援策として、本事業の主旨に沿って皆さん

が実施される取組（事業）に必要な経費の一部を補助し応援しようとする

ものです。 

 

■対象となる方                                                                            

福知山市内に事業所等を有し、福知山市商工会の中小企業応援隊員の支

援を受けている中小企業等 

 

■補助対象経費の例                                                                     

 中小企業応援隊（商工会経営支援員）の伴走支援により、経営安定と成

長に向けた中小企業等が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工

夫を凝らした取組及び売上向上を目指す取組。 

◆経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費など 

・展示会出店費用、ブース造作料 

・のぼり旗等の作成経費 

・新聞折込、チラシ作成、広報誌等掲載、ホームページ作成に係る経費 

・集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等の購入経費 

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費 

・作業効率を向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新 

◆創業・第二創業に係る経費  

  

 

■事業実施期間                                                                         

令和２年４月１日（水）から令和３年１月２９日（金）までの間に実施す 

る中小企業等の経営改善に繋がる工夫を凝らした取組（事業）が対象です。 

※補助金交付決定前に事業着手（契約行為、発注等）をする場合は、事前

着手届の提出が必要となります。 

 

■補助金の内容                                                                              

項目 対象 補助率 補助上限 

経営改善型 
小規模企業 ３分の２ 200,000 円 

中小企業 ２分の１ 300,000 円 

起業支援型 
創業予定者及び 

創業 5年以内の中小企業等 
３分の２ 200,000 円 

※なお、補助金は、予算の範囲内で交付されますので、採択されても希望さ

れた金額の全額が交付されるとは限りません。 

 

■募集期間                                                                                

・令和２年７月１日（水）～令和２年７月３１日（金）  

             

 

 

 

「雇用助成金って何？」「申請書の作り方が分からない！！」このような

皆様のお悩みを解消してしていただけるセミナーです。 

また、ＷＥＢセミナーを受講された方を対象に、社会保険労務士が個別

の相談に応じる無料アドバイザー相談制度もあります。 

 

■ＷＥＢセミナー開催スケジュール（7 月分） 

 ・13 日（月）14：30～15：45 

 ・17 日（金）10：30～11：45 

 ・20 日（月）14：30～15：45 

 ・27 日（月）14：30～15：45 

 ・31 日（金）10：30～11：45 

 

※中小企業事業者向け及び 8 月以降開催スケジュールは下記のホームペー

ジでご確認ください。 

http://www.pref.kyoto.jp/rosei/websemina0508.html 

 

国の「雇用助成金」の助

成基準や対象が大幅に

拡充されています。 
夏イベント中止のお知らせ！ 

 
 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、青年部事業及び各町で開催

予定の下記の夏イベントが中止となりました。次年度での盛大な開催を期

待しています。 

・商工会青年部事業：こども映画まつり（7 月中旬） 

・大江町：鬼力の由良川夏まつり（8 月上旬） 

・三和町：みわ夏まつり（8 月中旬） 

・夜久野町：やくの高原まつり（8月下旬） 

衆議院議員 本田太郎 氏 来所！ 

 6 月 26 日（金）に、衆議院議員の本田太郎氏が来所され、正副会長と

新型コロナウイルスの影響による商売への現状把握と支援施策について1

時間にわたり懇談されました。 

 本田氏からは国の施策と現状について説明があり、業界により対応策に

違いがあるため、業種ごとのきめ細かい支援を実施するにあたっての提案

を行い、全力で経済復興を図っていきたいとの心強い発言がありました。 

また、正副会長からは、自社を含めた会員事業所の現状について説明し、

地方自治体への財政支援、GoTo キャンペーン 

等経済循環施策の継続的な実施等に加え、第 2 

波・第 3 波対応へのスピード感と分かりやすい 

施策の普及促進を要望しました。 

  

  

福知山市商工会オリジナル版 

「知恵の経営ステップアップ事業補助金ミニ」を同時公募！！ 

■補助額：費用の２/３の補助で、上限１０万円 

■募集期間：令和 2 年 7 月 1 日（水）～7 月 31 日（金） 

■補助対象経費等は、中小企業知恵の経営ステップアップ事業に準ずる 

 

http://www.pref.kyoto.jp/rosei/websemina0508.html

