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［URL］http://www.higashine-shokokai.org/

会員数

　今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、書面決議が行われ５月21日、全ての議案が原案どおり承認されました。

決　算　事　項

1
2
3
4

補助金収入
会費手数料収入
受託料収入
前期繰越収支差額
　　　収　入　合　計

36,712,350
29,734,022
200,000 
7,184,815
73,831,187

科　　目 金　　額

1
2
3
4
5

経営改善普及事業指導職員設置費
経営改善普及事業指導事業費
地域総合振興事業費
受託料支出
管理費
繰越収支差額
　　　支　出　合　計

35,254,322
8,708,184
9,799,027
200,000 

13,026,208
6,843,446
73,831,187

科　　目 金　　額

（単位：円）令和元年度　収支決算書

1
2
3
4

補助金収入
会費手数料収入
受託料収入
前期繰越収支差額
　　　収　入　合　計

34,001,701
27,874,853

10,000
6,843,446
68,730,000

科　　目 金　　額

1
2
3
4
5
6

経営改善普及事業指導職員設置費
経営改善普及事業指導事業費
地域総合振興事業費
受託料支出
管理費
予備費
　　　支　出　合　計

31,452,842
12,271,910
10,110,000

10,000
14,711,000
174,248 

68,730,000

科　　目 金　　額

（単位：円）

（令和2年3月31日 現在）

令和２年度　収支予算書

会員の内訳

　東根市商工会の役員補充において、女性部副部長　牧野佳代子氏が理事に選任されました。なお、任期は前任者の残任期間
になります。

支　部　別 支　部
407
東　根

209
神　町

81
温　泉

46
長　瀞

78
小田島

78
大　富

52
東　郷

21
高　崎

19
団体等

991
合　計

会員数業 種 別 業　種
361
商業

185
建設業

69
工業

357
サービス業

19
団体等

991
合計

【会員満足向上運動スローガン】

「　商工会は行きます！　聞きます！　提案します！　」「　商工会は行きます！　聞きます！　提案します！　」

1．経営改善普及事業の支援強化を図る 
2．組織率の維持と財源基盤の強化を図る
3．経営計画策定支援の強化を図る

4．地域経済の活性化に資する事業推進を図る
5．後継者育成と事業承継支援の推進を図る
6．創業支援の推進を図る
7．行政並びに関係諸団体との連携強化を図る

　新型コロナウイルス発生に伴う国・県・市の経済対策に対し、市内の経済団体とともに緊急に要望活動を実施し、小規模事
業者の厳しい経営環境を打破するため、運転資金等の支援を金融機関等と連携を図り、早急な支援を伴走型で行います。ま
た、地域における起業希望者への創業や資金計画を支援し、地道な販路開拓等に取り組む小規模事業者には、補助金等の効果
的な支援を伴走型で行います。
　さらに、地域貢献事業や振興事業では、各機関との連携や協力のもと各種イベントを実施し、交流人口増加により地域経済
が豊かになるための事業を展開して参ります。

基本方針（一部抜粋）基本方針（一部抜粋）

重 点 事 業

令和２年度東根市商工会通常総代会（書面決議）
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〒990-8580 山形市城南一丁目１番１号 霞城セントラル13階
TEL 023－647－2380　FAX 023－647－2382山形県火災共済協同組合

地震への備えは大丈夫ですか？
火災共済のご契約に
　地震危険補償特約をセットできます！

などにより損害が生じた場合に倒壊倒壊 火災火災 津波津波 な噴火噴火地震による
損害規模に応じて、地震共済金をお支払いします。

【　国 の 支 援　】

給 付 金

特集【新型コロナウイルス感染症　事業者支援施策関連情報】特集【新型コロナウイルス感染症　事業者支援施策関連情報】

資 金 繰 り

①持続化給付金①持続化給付金

　新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている事
業者に対して、事業全般に使える給付金が支給される制度
です。パソコンやスマートフォンからの電子申請に加え
て、申請サポート窓口（要予約）が開設されております。

◆対象事業者
◎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％以上減少している事業者

◎中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事
業者

◆給付額
法人：200万円、個人事業主：100万円
※ただし、昨年１年間の売上からの減少分が上限

◆給付額算出方法
前年の総売上（事業収入）―（前年同月比▲50％月の売
上×12ヶ月）

②マル経融資
　「一般枠・新型コロナウイルス対策特別枠」
②マル経融資
　「一般枠・新型コロナウイルス対策特別枠」

　日本政策金融公庫から無担保・無保証・低金利の融資を
受けられる「マル経融資」に、新型コロナウイルスの影響
を受けている小規模事業者を対象とした特別枠が設けられ
ました。

◆融資限度額及び返済期間
　一般枠：2,000万円
　　　　　運転７年以内（据置１年以内）
　　　　　設備10年以内（据置２年以内）
　特別枠：1,000万円
　　　　　運転７年以内（据置３年以内）
　　　　　設備10年以内（据置４年以内）

◆利　率（2020年５月19日現在）
　一般枠：運転・設備1.21％
　特別枠：運転・設備0.31%（当初３年間▲0.9％）

◆ご融資対象
　個人事業主または、法人で常時使用する従業員が下記
の事業者

◎商業・サービス業：５人以下
◎製造業・建設業・その他：20人以下
　※最近1年以上事業を営み、商工会の経営指導を受けてい
る事（原則６ヶ月）

◆特別枠適用要件
　最近１ヶ月の売上高が前年または前々年と比較して
５％以上減少している小規模事業者

③日本政策金融公庫
　　「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
③日本政策金融公庫
　　「新型コロナウイルス感染症特別貸付」

　日本政策金融公庫の融資制度に、新型コロナウイルスの
影響を受けている事業者を対象とした特別貸付（無担保・
無保証・低金利）が設けられました。

◆融資限度額
　中小事業：３億円　　　
　国民事業：6,000万円

◆返済期間：設備20年以内
　　　　　　運転15年以内（据置5年以内）

◆利　率（2020年５月19日現在）
　中小事業：1.11％→0.21％（当初3年間▲0.9%）
　国民事業：1.36％→0.46％（当初3年間▲0.9%）

◆融資対象
　最近１ヶ月の売上高が前年または前々年と比較して
５％以上減少している事業者

④特別利子補給制度④特別利子補給制度

　日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス関連融資によ
り借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事
業者などに対して利子補給を行います。

◆対象要件
　個人事業主：要件なし
　小規模事業者（法人）：売上高▲15％減少
　中小企業者：売上高▲20％減少

◆利子補給期間
　借入後３年以内
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【　東根市の支援　】

【　山形県の支援　】

資 金 繰 り

　新型コロナウイルス感染症により影響を受け、関連融資
を借入する事業者に対して利子補給を行います。

◆対象事業者（既存事業者）
◎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20％以上減少している事業者

◆利子補給対象融資額
　1,000万円以内

◆利子補給率
　年利率2.0％、または借入利率のいずれか低い方

◆利子補給期間
　借入後５年以内

④東根市商工業みらい応援利子補給補助事業
　　　　　　　　　　　　　　（特例措置）
④東根市商工業みらい応援利子補給補助事業
　　　　　　　　　　　　　　（特例措置）

補 助 金
③商業活性化事業費補助制度
　　　　　（新型コロナウイルス対策事業）
③商業活性化事業費補助制度
　　　　　（新型コロナウイルス対策事業）

　通常の本制度に加え、新型コロナウイルス感染防止や宅
配サービス・テイクアウト等に取り組む市内商業店舗に対
して補助金を交付します。

◆補助対象事業
⑴宅配サービス等環境整備事業
　補助率：4/5　補助上限額：20万円
　新規又は、拡充して行う宅配サービスやテイクアウ
ト、オンラインショッピング参入等の事業

⑵新型コロナウイルス感染防止対策事業
　補助率：4/5　補助上限額20万円
　新型コロナウイルス感染防止のため、ビニールカー
テンや換気設備等を整備する事業で、事業規模が５万
円以上のもの

給 付 金

②緊急経営改善支援交付金②緊急経営改善支援交付金

　４月25日（土）～５月10日（日）の期間において山形県の営
業自粛要請に対し、協力した事業者について東根市が独自
に上乗せします。

◆支援金対象者
　山形県の自粛要請対象業種であって協力した事業者

◆支給額
　事業規模にかかわらず一律10万円

◆申請窓口
東根市役所２階商工観光課（窓口又は郵送にて申請）
　※窓口申請は土日祝日を除く8：30～17：15

①事業継続給付金①事業継続給付金

　国の持続化給付金の要件（売上減少が前年同月比50％以
上）には満たないものの、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響を受けた事業者の事業継続を応援する東根市独自の
制度です。

◆給付額
　中小法人等：30万円
　個人事業主：20万円
　※ただし、昨年１年間の売上からの減少分が上限

給 付 金
①緊急経営改善支援金①緊急経営改善支援金

　４月25日（土）～５月
10日（日）の期間におい
て営業自粛要請に対
し、協力した事業者
について支援金を交
付します。

◆支援金対象者
　自粛要請対象業種であって協力した事業者

◆支給額
　法人：20万円　個人：10万円（事業所を賃借している
場合は20万円）

◆申請窓口
　東根市役所２階商工観光課（窓口又は郵送にて申請）
※窓口申請は土日祝日を除く8：30～17：15
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　解約せずに貯蓄積立金を払出することができます。
お困りの際はお問合せください。

　12ヶ月分以上前納していただくことで、
掛金の２％が割引となります。

　全国約100万事業所の商工会員の加入により、低料率が適用さ
れています。掛け捨て保険ではありますが、１年ごとの収支に応
じて配当金があります。積み立てられた配当金は10年後に一括で
お返しします。

商工会で扱っている共済のご紹介です

積立タイプの
生命共済

＊ご契約中の方＊

死亡保障と
貯蓄がセットの商工貯蓄共済
一部払出制度をご活用下さい一部払出制度をご活用下さい

＊お得です＊ 掛金前納割引制度掛金前納割引制度 ＊お得です＊ 保険料率は団体割引でお得保険料率は団体割引でお得

保障期間は10年間! 掛金月々１口2,500円! 満期更新の方は健康情報告知不要!

掛金前納割引制度 保険料率は団体割引でお得

商工会費の前期分の納期は６月３０日（火）です。　
※口座振替の方は６月２３日（火）が振替日です。
　あらかじめ残高の確認をお願い致します。　
※住所、事務所、代表者名、従業員数等に変更があった
場合はお知らせください。

商工会費納入のお願い商工会費納入のお願い商工会費納入のお願い商工会費納入のお願い商工会費納入のお願い

うどんすきやき　つんつるてん 菅　　政樹 大　富 飲食業
冨樫塗装 冨樫　大介 東　根 塗装工事業
㈱やまがた鳳凰倶楽部 鈴木　克也 小田島 果樹作農業
ゼータゲート 佐伯　　司 神　町 自転車小売業
㈱のびのび 齋藤　蓉子 東　根 保育園
梅津青果 梅津　久吉 長　瀞 青果物卸売業
キッチンまごころ 元木　弓絵 東　根 配達飲食サービス業
BSLID 渡邉　顕幸 高　崎 無店舗小売業
(合)翼 結城　陽介 東　根 土木工事業
東北電力㈱最上村山営業所 関野　博朗  その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
ウィザード 荒井俊太郎 神　町 その他の自動車整備業
ojohn 高橋　勇貴 東　根 専門サービス業
㈱ティースタイル 齋藤　竜也 長　瀞 中古自動車小売業
Barber bell 鈴木　　淳 神　町 理容業

事　業　所　名 代表者名 支　部 業　　　　　　種

新会員紹介新会員紹介新会員紹介新会員紹介新会員紹介 （令和元年11月23日～令和２年４月27日加入受付・承諾分）よろしくお願いします（令和元年11月23日～令和２年４月27日加入受付・承諾分）よろしくお願いします

職員異動のお知らせ職員異動のお知らせ職員異動のお知らせ職員異動のお知らせ職員異動のお知らせ
≪新規採用≫
　　経営指導員　植松　　郷
　　経営支援員　堀米ひな姫
　
≪退　　職≫
　　経営指導員　村岡　義幸


