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　GoToEatキャンペーンは、プレミアム付き食事券を発行することで新型コロナウイルス感染拡大の影響を　GoToEatキャンペーンは、プレミアム付き食事券を発行することで新型コロナウイルス感染拡大の影響を

受けた飲食店の需要を喚起するキャンペーンです。25％のプレミアムを付けた食事券（1セット 10,000円受けた飲食店の需要を喚起するキャンペーンです。25％のプレミアムを付けた食事券（1セット 10,000円

で12,500円分の食事券の購入）が発行され、福島県内の食事券利用加盟店舗で使用することができます。で12,500円分の食事券の購入）が発行され、福島県内の食事券利用加盟店舗で使用することができます。

　当所での販売が始まりましたので、ぜひご利用ください！　当所での販売が始まりましたので、ぜひご利用ください！

ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン　ＧｏＴｏトラベル地域共通クーポン　

宿泊または日帰りの国内旅行の際に配布され、旅行先で使える「地域共通クーポン」は、店舗ごとに登録が必要で宿泊または日帰りの国内旅行の際に配布され、旅行先で使える「地域共通クーポン」は、店舗ごとに登録が必要で

す。詳しくは、「GoToトラベル事業」Webサイトよりご確認ください。す。詳しくは、「GoToトラベル事業」Webサイトよりご確認ください。

【加盟店登録申請方法】【加盟店登録申請方法】

Webまたは郵送（FAX不可）※申請書類については、特設WebサイトよりダウンロードくださいWebまたは郵送（FAX不可）※申請書類については、特設Webサイトよりダウンロードください

ＧｏＴｏＥａｔ食事券ＧｏＴｏＥａｔ食事券

各飲食店舗等でお客様が食事券を利用して飲食サービスを受けるためには、店舗ごとに事前登録が必要です。各飲食店舗等でお客様が食事券を利用して飲食サービスを受けるためには、店舗ごとに事前登録が必要です。

詳しくは、「GoToEatふくしまキャンペーン」Webサイトよりご確認ください。詳しくは、「GoToEatふくしまキャンペーン」Webサイトよりご確認ください。

【加盟店登録申請方法】【加盟店登録申請方法】

Webまたは郵送（FAX不可）※申請書類については、下記のいずれかより入手くださいWebまたは郵送（FAX不可）※申請書類については、下記のいずれかより入手ください

①特設Webサイトにてダウンロード①特設Webサイトにてダウンロード

②白河商工会議所にて配布②白河商工会議所にて配布

【加盟登録申請期限】2021年1月15日（金）まで【加盟登録申請期限】2021年1月15日（金）まで

「ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンふくしま」 プレミアム食事券「ＧｏＴｏＥａｔキャンペーンふくしま」 プレミアム食事券
第 1 期食事券の販売を開始しました！第 1 期食事券の販売を開始しました！

「ＧｏＴｏキャンペーン」 加盟店登録は随時募集中！！「ＧｏＴｏキャンペーン」 加盟店登録は随時募集中！！

【販売価格】【販売価格】

　1セット　10,000円（1,000円券×10枚+500円券×5枚/15枚綴り）　1セット　10,000円（1,000円券×10枚+500円券×5枚/15枚綴り）

　※お1人様1回2セット（20,000円）まで　※お1人様1回2セット（20,000円）まで

【販売期間】【販売期間】

　◇販売期間：2020年11月2日（月）～2021年1月31日（日）　◇販売期間：2020年11月2日（月）～2021年1月31日（日）

　　※当所では平日のみ9時～17時まで販売、なくなり次第終了　　※当所では平日のみ9時～17時まで販売、なくなり次第終了

　◇利用期間：購入日～2021年3月31日（水）まで　◇利用期間：購入日～2021年3月31日（水）まで

【販売場所】【販売場所】

　一部の商工会議所、福島県内8信用金庫各支店、New Days KIOSKなど　一部の商工会議所、福島県内8信用金庫各支店、New Days KIOSKなど

　※詳しくはGo To Eatキャンペーンふくしま特設サイトでご確認ください　※詳しくはGo To Eatキャンペーンふくしま特設サイトでご確認ください

【販売対象】【販売対象】

　福島県民はじめ他県から福島県に訪れた方　福島県民はじめ他県から福島県に訪れた方

【その他】【その他】

　食事券の購入の際は、感染症予防対策を実施の上、ご来場をお願いいたします　食事券の購入の際は、感染症予防対策を実施の上、ご来場をお願いいたします
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家賃支援給付金のご案内家賃支援給付金のご案内

　「家賃支援給付金」は、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、

売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的と

して、賃借人（かりぬし）である事業者に対して給付金を支給するものです。

家賃給付金詳細はこちら

（経済産業省ＨＰ）▶

【給付対象者】テナント事業者のうち、以下の①～③すべてを満たす事業所

　①中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等

　②本年５月～１２月の売上高について以下のどちらかを満たす事業所

　　・いずれか１ヶ月で前年同月比５０％以上減少

　　・連続する３ヶ月の合計で前年同期比３０％以上減少

　③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

【給付額】法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給

【算定方法】申請時の直近１ヶ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の６倍

　　　　　　※申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。

【必要書類】

　①自署の誓約書

　②売上に関する書類…2019年度の確定申告書（押印または受診通知があるもの）、売上が減った月の売上台帳

　③賃貸借契約に関する書類…賃貸借契約書の写し、直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類）

　④口座情報に関する書類…給付金の振込先がわかる通帳の写し等の書類）

　⑤本人確認に関する書類…個人事業主の場合

　※申請に係る書類については、特設Webサイトよりダウンロードください　※申請に係る書類については、特設Webサイトよりダウンロードください

【申請方法】パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、

　　　　　　WEB上で申請の手続きとなります

【申請期間】令和3年1月15日（金）まで

【その他】不明な点は、家賃支援給付金コールセンター（0120-653-930）へお問合せください

経営者の個人保証について、相談する専門家はいますか？

無料で、弁護士などの専門家からアドバイスを受けられます。

「経営者保証の提供なしで融資を受けたい」、「経営者保証を

提供している既存の借入金について保証を外したい」、「債務

整理を行うが、保証債務が個人資産を上回っている」等の課題

がある場合は、専門家派遣を無料で3回までご利用いただけま

す。是非、お気軽にお問合せください。

＜経営者保証に関するガイドライン事務局＞

TEL：03-6262-5075　URL：https://hosho.go.jp/

E-mail：keieisha_hosho@pasona.co.jp

「経営者保証に関するガイドライン」専門家派遣のご案内「経営者保証に関するガイドライン」専門家派遣のご案内
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アクサ生命保険株式会社
郡山支社　白河営業所　
〒961-0957 福島県白河市道場小路96-5　白河商工会議所会館2Ｆ　 
TEL 0248-23-4143  FAX 0248-23-4952

新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置について新型コロナウイルス感染症の影響による固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等を対象に、令和3年度課税に

限り、事業用家屋及び償却資産の固定資産税について負担が軽減されます。

【対象者】

　中小事業者等（ただし、大企業の子会社等を除く)）

【対象資産】

　事業用家屋及び償却資産

【必要書類】

・申告には認定経営革新等支援機関※が発行する証明等

が必要になります。

・令和３年２月１日(月)までに必要書類を添えて白河市税

務課へ申請をしてください。

※認定経営革新等支援機関、必要書類等については、白

河市または当所までお問い合わせください。

白河市　☎2２-1111（税務課）

白河商工会議所　☎23-3101

問

令和 2 年 2 月～ 10 月までの任意の連続する

3 ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
軽減率

５０％以上減少 全額

３０％以上５０％未満減少 ２分の１

【軽減率】

中小企業相談所　☎23-3101問

当所では、白河青色申

告会のご協力のもと、青

色申告に関する相談会を

開催します。本相談会は

個人事業主の方が対象で、

経営指導員等が相談に応

じます。

【開催日】

　11月4日、11日、

　18日、25日の

　毎週水曜日(4日間)

【時間】

　10時～１４時

（１２～１３時は除く）

【相談会場】

　白河商工会議所または

　白河青色申告会

青色申告記帳指導実務
　 相談会のご案内

令和２年（2020 年）分所得税確定申告から令和２年（2020 年）分所得税確定申告から
が変わります！！が変わります！！青色申告特別控除額青色申告特別控除額

基礎控除額基礎控除額
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専門相談のご案内  要予約

内　容 相 談 機 関 日　　時

無料法律相談 吉川幸雄弁護士
11月10日(火)

13時～15時

金融相談

日本政策金融公庫
郡山支店国民生活事業

11月11日(水)

10時30分～正午

日本政策金融公庫
福島支店中小企業事業

11月１2日(木)

13時～15時

雇用調整助成金

個別相談　他

福島県働き方改革

支援センター

毎週金曜日

13時～17時

● 2020年度　白河商工会議所各種検定試験施行日●

◎申込方法：所定の申込用紙に必要な事項を記入の上、受験料を添えてお申込下さい。

検定試験名・級等 施行日 申込受付期間 受験料（税込）

簿　記 第15７回 ２月２８日(日)
１月1４日(木)～

１月２９日(金)

1 級：7,850円

２級：4,720円

３級：2,850円

販売士 第 8 7 回 2月17日(水)
1月14日(木)～

1月2６日(火)
３級：4,200円

珠　算 第22１回 ２月１４日(日)
1月5日(火)～

1月20日(水)
※期間短縮の可能性あり

１級：2,340円

２級：1,730円

３級：1,530円

LOBO調査は、地域や中小企業が「肌で感じる足元の景況感」を全国約3,900社に毎

月調査しているものです。当所では20社の会員事業所にご協力いただいております。

業況の全産業DIは△0.6と、前月比-0.1ポイント下落している。業種別にみると、卸売業で前月比+0.2

ポイント上昇、一方で建設業が前月比-0.3ポイント、小売業が-0.2ポイント下落している。製造業、サ

ービス業においては横ばいであった。

規模別にみると、小規模事業者では横ばい、それ以外では前月比+0.1ポイント上昇している。

DI＝（好転と回答した割合）－（悪化と回答した割合）

白河商工会議所管内の業種別業況

商工会議所 LOBO調査 2020年１０月調査結果

建設業 製造業 卸売業 小売業 サービス業

https://cci-lobo.jcci.or.jp/
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「陽はまた昇るプロジェクト第二弾」「陽はまた昇るプロジェクト第二弾」

大曲から元気玉～夜空に想い・願いの花が咲く～花火を打ち上げます！！大曲から元気玉～夜空に想い・願いの花が咲く～花火を打ち上げます！！
　白河商工会議所青年部では、平成２３年３月に東日本大震災復興事業とし『陽はまた昇るプロジェクト』を立ち上げ、今

年度は、新型コロナウイルスとの闘いに打ち勝つべく、『陽はまた昇るプロジェクト』～第二弾～を宣言し、個人、各企業、

各団体が力を合わせ地域経済の低迷を払拭するための活動を展開し、白河市の危機的状況からの脱却を目指します。

　今回、会議所管轄区域の小中高校から疫病退散への願いを込めたメッセージを短冊型のシールに記入してもらい、それを

貼った尺玉を打ち上げる「大曲から元気玉　～夜空に想い・願いの花が咲く～」と題して打上花火事業を行います。多くの

方々に見て頂けるように当日はYouTubeでのライブ配信も行いますので、そちらもお楽しみ下さい！

【日時】11月13日（金）18：35～18：45（約10分間を予定）
【場所】会場付近の密を避けるため非公開
【YouTube】「白河商工会議所青年部　花火」で検索

方々に見て頂けるように当日はYouTubeでのライブ配信も行いますので、そちらもお楽しみ下さい！

小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型第５回受付分公募受付中！小規模事業者持続化補助金コロナ特別対応型第５回受付分公募受付中！
　小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更

（働き方改革や被用者 保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等）等に対応するため、小規模事業者等が取り組

む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上

と持続的発展を図ることを目的とします。さらに、今回の公募にあたっては、新型コロナウイルスが事業環境に与

える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

内　容

補助率 A 類型　 ２／３以内、B・C 類型３／４以内

補助上限 １００万円

応募締切 /

郵送先

２０２０年１２月１０日（木）【郵送：必着】

郵送先：〒１５１－８７９９　代々木郵便局留め

　　　　【コロナ型】日本商工会議所小規模事業者持続化補助金事務局

補助事業の　　　
実施期間

交付決定日（※２０２０年２月１８日まで遡及可能）から２０２１年１０月３１日（日）まで

実績報告書
提出期限

２０２１年１１月１０日（水）

備考
コロナ特別対応型、特別枠は補助対象経費の１／６以上が、下記のいずれかの要件に合致すること
A 類型：サプライチェーンの毀損への対応、B 類型：非対面型ビジネスモデルへの転換、
C 類型：テレワーク環境の整備

次亜塩素酸水無償配布中次亜塩素酸水無償配布中

当所では、市内事業者等を対象に除

菌効果の期待ができる次亜塩素酸水の

無償配布を行っております。次亜塩素

酸水は、モノの表面を十分な量で濡す

ことでコロナウイルスにも有効です。

【配布場所】白河商工会議所
【配布時間】平日9時～１７時
【来所時の注意】
・洗浄済ボトル容器(金属不可)を持参
下さい
・配布量は１回当たり500ml程度と
します

詳細はこちら▶


