新型コロナウイルス感染症における各支援制度
当所では、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けて
いる、または今後影響を受けることが予想される中小企業・小規模
事業者の皆様を対象に経営相談窓口を設置しております。

国の融資制度（日本政策金融公庫）
◆新型コロナウイルス対策マル経
〇対

象：商工会議所・商工会の経営指導を受けており、最近１ヶ月の売上高が前年又は
前々年同期と比較し、５％以上減少している小規模事業者の方
〇使 途：運転資金、設備資金
〇限度額：別枠で１千万円
〇期 間：設備１０年、運転７年以内（うち据置 設備資金４年以内、運転資金３年以内）
〇利 率：経営改善利率１．２１％（令和２年４月１日時点）
当所３年間、０．９％引き下げ（引き下げ後、当所と網走市より１年間の支払利子補給あり）
〇その他：無担保・無保証人

◆特別利子補給制度
〇対

〇期

象：上記特別貸付を利用し、下記要件を満たす場合、
個人事業主（フリーランス含む）⇒要件なし
小規模事業者（法人事業者）⇒売上高▲１５％減少
中小企業者⇒売上高▲２０％減少
間：借入後当初３年間、上限あり

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付

〇対 象：最近 1 ヶ月の売上高が前年又は前々年同期と比較し５％以上減少した方
〇使 途：運転資金、設備資金
〇限度額：中小企業３億円、国民事業６千万円
〇期 間：設備２０年、運転１５年以内（うち据置５年以内）
〇利 率：当初３年間 基準金利▲０．９％、４年目以降 基準金利
（中小企業 1.11％⇒0.21％、国民事業 1.36％⇒0.46％）
〇その他：無担保

北海道の融資制度

〒093-0013
北海道網走市南 3 条西 3 丁目
TEL 0152(43)3031
FAX 0152(43)6615
令和２年５月号

◆中小企業総合振興貸付、経済環境変化対応資金
〇対

象：コロナの影響を受けた事業者であり最近３ヶ月間の売上高等が、前年同期比で
５％以上減少している中小企業者等（セーフティネット保証等の運用緩和の適用あり）
〇使 途：事業資金
〇限度額：２億円
〇期 間：１０年以内（うち据置３年以内）
〇利 率：５年以内で１．０％、１０年以内で１．２％
〇その他：信用保証協会の保証付きとなります。

No.２９４
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
https://www.a-cci.or.jp
facebook ｱﾄﾞﾚｽ
https://www.facebook.
com/abashiricci
当所は経済産業省より、
※経営革新等支援機関
に認定されています。

網走市の融資制度
◆新型コロナウイルス関連肺炎の流行に伴う中小企業向け融資制度
〇対

象：新型コロナウイルス関連肺炎の発生による直接的又は間接的な影響を受けている事業者であって、最近
１ヶ月間の売上高が前年同期に比べ５％以上減少しており、かつ、その後２ヶ月間を含む３ヶ月間の売
上高等が前年同期比で５％以上減少することが見込まれるもの
〇使 途：経営安定資金（運転資金）
〇限度額：１千万円以内
〇利 率：利率１．００％、５年以内（うち据置１年以内）、利率１．２０％、１０年以内（うち据置１年以内）
〇担 保：取扱い金融機関の定めるところによる
〇その他：信用保証について必要により信用保証協会の保証付きとすることができる。保証付きとした場合の保証
料は、保証協会の定める率とし、期間内償還に係る保証料は中小企業者等の申請に基づきその全額を網
走市が補給する。

※ご相談・詳細等については、当所（☎０１５２－４３－３０３１）まで
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網走市における『新型コロナウイルス』調査結果について
令和２年（４月１日～４月６日）までの状況
当所では、
会員事業所を対象とした新型コロナウイルス感染症による現況調査を下記のとおり実施して
きました。
その中、全体の売上状況を昨年同期と比較して、売上減少
に影響があると答えた事業所は 51%（87 件）、影響ないと返
答したのは 49%（84 件）でした。
また、影響があると答えた事業所で「受注・キャンセル・
延期」数は 1,816 件、総被害額は 1 億 5445 万 4 千円となっ
ており、前年 3 月同期比を比較した結果、売上の減少割合
は約 35.9%減少となっています。
業種別の状況として、建設業では、売上減少に影響があると答えた割合は 14.7%、製造業では 47.4%、
小売・卸売業 74.4%、宿泊業 100%、飲食業 88.2%、サービス業 46.4%、金融・保険・不動産業 15.4％、そ
の他業種 61.9%となり、特に宿泊・飲食業に多大な影響が出ていることが確認できています。
◆業種別「売上減少額・キャンセル数」は下記のとおりです。

【業種別の意見】
建 設 業：今のところ影響ないが資材の調達に支障をきたす可能性あり。
製 造 業：通常使用している消耗品（マスク・ペーパータオル等）が手に入りづらい。
小売・卸売業：来客が無いような状況。今後、消費の冷え込みによる買い控え等売上減が懸念される。
飲 食 業：2 月中旬以降から 5-6 月分までの予約はキャンセル。営業しても人が来ない。
サービス業：取引先の売上減に伴い経費節減をしている。材料の配送が遅れている。
金融・保険・不動産：マスク、消毒液等の購入で経費が若干増加。客足減少。
その他業種：コロナウイルス感染を懸念する人もいて顧客の動きが鈍い。児童のいる職員の休職。

○調査対象期間
・令和２年４月１日（水）～令和２年４月６日（月）
○調査対象
・会員企業の建設業（150 件）
、製造業（61 件）
、卸売業・小売業（219 件）
、宿泊業（22 件）飲食業
（93 件）、サービス業（158 件）
、その他業種（177 件）の 880 社を調査対象とした。
○調査方法
・調査対象に調査票を送付し、ＦＡＸ、メール、郵送による返信で回答を受ける。
○回収結果 全 172 件（建設業 34 件、製造業 19 件、卸売・小売業 39 件、宿泊業１件、飲食業 17 件、
サービス業 28 件、金融・保険・不動産 13 件、その他業種 21 件）
当所では、会員事業所を対象に継続して「新型コロナウイルス」調査を実施しております。
詳細および今後の調査結果については、当所ホームページ（https://www.a-cci.or.jp）に掲載してお
りますので、ご参照願います。
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◎持続化給付金とは
・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て、事業の継続を下支えし、
再起の糧としていただくため、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。）
■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）
（上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討中）

●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。
また、医療法人、農業法人、ＮＰＯ法人、社会福祉法人など、会社以外の法人について
も幅広く対象となります。

◆持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ!
〇前年同月比▲５０％月の対象期間はいつですか？
・２０２０年１月から２０２０年１２月のうち、２０１９年同月比で売上が５０％以上減少
したひと月について、事業者の方に選択いただきます。１回のみ申請可。
〇申請・給付はいつから始まりますか？
・補正予算の成立後１週間程度で申請受付を開始します。
（※申請者の銀行口座に振り込み）
電子申請の場合、申請後、２週間程度で給付することを想定。
〇申請に必要な情報について
・法人の方、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。
・個人事業主の方、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。
※③については法人、個人事業主ともに様式は問いません。今後、変更・追加の可能性が
あります。
〇申請方法の仕方について
・Ｗｅｂ上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支
援（必要情報の入力等）を行う窓口を順次設置します。
※申請にあたり、ＧビズＩＤを取得する必要はありません。
※ご相談・詳細等については、当所（☎０１５２‐４３‐３０３１）まで
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厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の流行で国内外が未曽有の危機に直面する
中、国民の生命を守るため、感染拡大の防止に取り組むとともに、医療提供体制、福祉サ
ービスの確保等に最優先で取り組み、最前線で奮闘する医療、福祉の現場を全力で支える
他、雇用・国民生活への影響を最小限にとどめるべく、これまでにない雇用の維持、生活
の支援、資金繰り支援等を行い、感染収束後の反転・功勢に備えます。

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発
・病床の確保、医療機器導入の支援など医療提供体制の整備
・治療薬・ワクチン等の開発・普及促進、PCR検査体制の強化等
・マスク、消毒液等の衛生資材の確保、医療機関、福祉施設等への提供
・福祉施設における感染症拡大防止策
・水際対策の強化
・障害者、外国人等への情報発信機能等の強化
・地域における学校臨時休業等のまん延防止策のサポート
・福祉サービス提供体制の確保

（２）雇用の維持と事業の継続
・雇用調整助成金の特例措置の拡大
・内定取消者への就職支援、求職者支援訓練の拡充等
・国民健康保険等の保険料減免等
・個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施
・住居を失うおそれのある困窮者への支援の拡充等
・感染防止対策等による高年齢労働者の職場環境整備
・生活衛生関係営業者、医療・福祉事業者への強力な資金繰り対策

（３）強靭な経済構造の構築
・テレワーク等の推進
・医薬品安定確保を図るため、医薬品原薬等の国内製造拠点の整備のための
製造設備の支援

■新型コロナウイルスが発生した際の対応について
１、従業員の感染予防策の徹底

①従業員に自己管理及び速やかな報告を要請する。
②事業所内において感染予防策を徹底する。

２、患者発生時の患者、濃厚接触者への対応
①感染者発生の把握、報告及び周知。
②濃厚接触者の確定及び対応。

３、施設設備等の消毒

①保健所が必要と判断した場合には感染者が勤務した区域の消毒を行う。
②緊急を要する場合には感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所
を中心にアルコール又は次亜塩素酸ナトリウムで拭き取り等を行う。

４、業務の継続

①重要業務の継続。
②その他、必要なことは別途定めておく。

※詳細、お問合せ等については、当所（☎０１５２－４３－３０３１）まで
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また、お店で扱う各商品はお

取引エリアを拡大し、北海道全

ーや小売店、学校、病院以外に

械を導入。卸先も市内のスーパ

市内の福祉に役立てほしいと思

である。そのような事から網走

方々からご愛顧いただいたお陰

ここまで来れたのは、市民の

周年を迎えることができた。

客様に飽きられないよう試行錯

域（札幌・旭川・稚内・紋別・

い、令和２年３月４日、網走市

準をクリアするために新たな機

誤を繰り返しながら、製品向上

遠軽・常呂・北見・美幌・津別

に百万円を寄付させていただき

創業一世紀 食生活を通じ地域の一員として
㈲久保食品
社会貢献を目指す

に努めてきたそうです。

・女満別・清里・斜里・中標津

豆本来の旨味や風味を残すこと

きされています。

・網走）

も勤めている他、「今後も多く

特に豆腐や油揚げなどは、大
が一番のポイントであることか

また、最盛期には市内に８件

のお客様に美味しいと言っても

ました」とのこと。

創業は現社長の祖父、久保得

ら、今でも昔ながらのにがりを

あった豆腐店も年々減少し、現

地域の企業と取り引

三郎氏が網走市内で雑貨店と豆

使って造ることが美味しさの秘

商品づくりに力を注ぎたい」と

現在、同社には代表のご子息

腐店を経営しておりましたが、

代表曰く「古来より豆腐は長

らえるように従業員やパートの

年に逝去。

年

月、法人化して

在市内で製造販売しているのは

昭和
その後、雑貨店はやめて婿で
ある久保利春氏が２代目として
当時は、全国に約５万件、市

る現代表、久保豊次氏が３代目

この時に２代目のご子息であ

に役立つ機能性食品であるため

心臓病、肥満などの予防や抑制

寿食と言われており高血圧や癌、 お話してくれました。

内に８件程の豆腐製造販売店が

免疫を上げるためにも是非、多

ありました。
油揚げ等を製造しており、冬の

また、道産大豆・有機大豆を

在の場所に工場も新設しました。

して、食生活を通じ地域の一員

（創る喜びと自己実現を目標と

また、当社の企業理念である

くの人に食べていただきたい。

寒い時期には、手を悴ませなが

使用した商品を製造するために

として社会に貢献する）に則っ

同年の

ら家族全員で、お客様のニーズ

道産食品と有機加工食品の認証

てきたからこそ、当社は創業百

お店では豆腐メインに蒟蒻や

に応えるため製造販売に力を注

を取得。年々厳しくなる衛生基

月には、旧工場から現

代表取締役に就任。

㈲久保食品とされました。

昭和

訣で、そこに熟練された技術が

１４

同社のみとなってしまいました。 方々と一緒に努力を重ね、良い

久 保 豊 次 氏
必要であるとのこと。

代表取締役

豆腐店を引き継ぎました。

１０
１２
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㈲久保食品
いでこられたそうです。

昭和６１年１２月に工場新築

６１

３４

全ての食品等取扱事業者の皆様へ

２０２１年６月よりＨＡＣＣＰが義務化されます！
ＨＡＣＣＰとは、Hazard Analysis and Critical Control Point の略で、危害分析
重要管理点と訳され、ＨＡは（危険分析）は原材料や製造工程の中で「何が危害となる
のか」を事前に明確にすることで、ＣＣＰは品質管理を行う上で「この管理ポイントの
ミスによって不良品が出来てしまう管理項目」のことです。
ＨＡＣＣＰは、安全で衛生的な食品を製造するための管理方法のひとつで、問題の
ある製品の出荷を未然に防ぐことが可能なシステムです。

１．ＨＡＣＣＰの考えを取り入れた衛生管理！

対象となる事業者は法令で下記のとおり定められており、各業界団体が作成する手引
書を参考に簡略化されたアプローチによる衛生管理を行うこととなっています。
①併設された店舗で全部又は大部分を小売販売する業者
②飲食店営業又は喫茶店営業等を行うもの
③容器包装に入れられた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する事業者
④一般衛生管理のみの対応で管理可能な業種
（食品の取扱に従事する者の数が５０人

未満である事業場等）

２．ＨＡＣＣＰを導入するメリットの一例！
・クレームやロス率が下がり、品質のバラつきが少なくなった。
・取引先からの評価が上がった。
・衛生管理のポイントを明確にして、記録も残すことで、従業員の経験やカンに頼らな
い、安定した安全な製品が作れるようになった。
・工程ごとに確認すべきことが明確になった。
・従業員のモチベーションが上がり現場の状況が把握しやすくなった。

３．ＨＡＣＣＰ方式と従来方式との違い！

原材料の受入から最終製品までの各工程ごとに、微生物による汚染や異物の混入など
の危害を予測した上で、危害の防止に繋がる特に重要な工程を連続的・継続的に監視し
記録することにより、製品の安全性を確保する衛生管理手法です。
これまでの最終製品の抜き取り検査に比べて、より効果的に安全性に問題のある製品
の出荷を防止できます。

◆ＨＡＣＣＰの詳細については、厚生労働省ＨＰサイトに掲載。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

※相談は当所でも承っておりますので、☎0152－43－3031 までご連絡下さい！
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新入会員さんのご紹介
～ ご入会ありがとうございました ～

事業所名

住

所

バ カ ラ

網走市南３条西１丁目マロニエビル２F

あみさい

網走市南３条西２丁目第３ツカサビル１F

業

種

飲食業
（スナック）
飲食業

当所人材不足対策支援事業

地元就労者拡大に向けた紹介動画を公開中‼

当所経営委員会（委員長‐大谷義則）では、中小企業者の就労者推進に向けた取り組みの
一つとして地域の高校生や大学生等に向けて、網走で働く魅力を発信する紹介動画を制作し、
公開しましたので、お知らせいたします。
今後においても、地元就労者の拡大を推し進めるとともに本動画をユーチューブ（ｙｏｕ
ｔｕｂｅ）やＳＮＳを含むインターネットでの配信サービスに加え、市内の高校生や大学生等
に対し、網走で働く魅力を少しでも感じていただけるよう広く活用して参ります。
また、当所で運営している求人サイト「ジョブボードあばしり」への求人掲載も随時受付中
ですので、是非、従業員採用手段の一つとして検討願います。
※詳細については、当所（☎４３－３０３１）まで

あばしりオホーツク夏まつり開催中止のお知らせ
夏 ま つ り 実 行 委 員 会 で は 、 「 第 74 回 あ ば し り オ ホ ー ツ ク 夏 ま つ り 」
（ ７ 月 16 日（ 木 ）～ 7 月 19 日（ 日 ）４ 日 間 ）の 開 催 に つ い て 、 ４ 月 ２ ２
日（水）同実行委員会を開催し協議した結果、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、本年開催する予定であった夏まつりの全行事を中
止させていただくこととなりました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
－ あばしりオホーツク夏まつり実行委員会 －
実行委員長
北 村 讓 二
※詳細については、当所（☎４３－３０３１）まで
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網走商工会議所 ５月の事業スケジュール
◆ ８日（金） 網走商工会議所青年部役員会
◆１８日（月） 三役会議
網走商工会議所青年部通常総会

◆２７日（水） 網走地方青色青色申告会連合
会役員会・通常総会
ＢＣＰ研修

会員事業所およびドライバーの安全意識高揚と交通事故防止を
図るため、本年も標記セーフティーラリー２０２０の参加申込に
ご協力よろしくお願いいたします。
昨年は全道で１５万６，６６０人にご参加いただき、無事故、
無違反の達成率が１５万１，７１４人（９６．８％）と道内にお
ける交通事故抑止や事故により発生する経済的損失に大きく貢献
されています。
また、無事故・無違反達成者の中から抽選で約５，０００人に
賞品が当たる他、参加者全員に運転記録証明書（１年間の事故・違
参加申込書用紙
反の記録）が送付させてれます。
なお、申し込み・詳細につきましては、同封のパンフレットをご覧下さい。
１、申込期間 令和２年５月１日（金）～６月３０日（火）まで
※参加申込については、直接、ゆうちょ銀行又は郵便局にて受付け下さい。
令和２年７月１日（水）～１０月３１日（土）までの 4 か月間

２、実施期間
３、お問合せ先

網走商工会議所（担当

大西）Ｔ Ｅ Ｌ
ＦＡＸ

４３－３０３１
４３－６６１５

当所の会員拡大（組織力向上）にご協力を‼
☆新入会員様のご紹介をお願い致します‼
当所では、網走地域において事業を営む方々の意見を集約し、要望活動や各種事業を実施
している他、地域振興や社会福祉の推進を図る他、企業における経営・税金・金融等、会員
事業所の経営上の悩みをサポートする様々なサービスなどを行っています。
地域の力が商工会議所の力になり、地域経済の力となります。
是非、この機会に未加入事業所の情報提供およびご推薦についてご協力願います。
■入会資格
・個人、法人の規模、業種を問わず原則として網走地区内に事業所を置く事業者の方、
またはそれ以外の事業所で本所趣旨にご賛同される方。
また、地域経済に寄与される産業として、医療、福祉、宗教法人、士業サービス等の
方々についてもご加入することができます。
※お申込み、お問合せは当所（４３－３０３１）担当 大西まで
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