こんなとき

こんなとき

支援制度

支援制度

支援内容

支援内容

相談窓口

相談窓口

売上が前年同月比50％以上減少
売上が前年同月比
した企業 50％以上減少した企業
（資本金10億円以上の大企業を除く）
（資本金10億円以上の大企業を除く）

○法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内
○法人は200万円以内、個人事業主は100万円以内
【申請期間】令和3年1月15日まで
【申請期間】令和3年1月15日まで
中小企業庁持続化給付金コールセンター
中小企業庁持続化給付金コールセンター
※電子申請です。
※電子申請です。
☎0120-115-570
☎0120-115-570
寺井地区公民館 3階 「申請サポートキャラバン隊」
寺井地区公民館 3階派遣会場開設
「申請サポートキャラバン隊」 派遣会場開設
能美市商工会 相談室 「申請サポート窓口」
能美市商工会
開設
相談室 「申請サポート窓口」
【表面参考】
開設
【表面参考】

国の「持続化給付金」を受けた事業者
国の「持続化給付金」を受けた事業者

○法人 一律50万円、個人事業主
○法人
一律20万円
一律50万円、個人事業主 一律20万円
※国の持続化給付通知書を活用
※国の持続化給付通知書を活用

売上高が前年同月比50％以上減少
売上高が前年同月比
又は、連続す
50％以上減少又は、連続す

る3ヶ月の売上高が前年同期比30％以上減
る3ヶ月の売上高が前年同期比30％以上減
少する中小企業等
少する中小企業等

石川県事業者支援ワンストップコールセンター
石川県事業者支援ワンストップコールセンター
☎076-225-1920
☎076-225-1920

○直近の家賃（月額）に基づき算出される給付額の6ヶ月分を支援
○直近の家賃（月額）に基づき算出される給付額の6ヶ月分を支援
・法人：家賃×2/3（※1）×6ヶ月分＝最大600万円（上限100万円/月）
・法人：家賃×2/3（※1）×6ヶ月分＝最大600万円（上限100万円/月）
（※1）但し、支払家賃75万円/月を超える部分は1/3
（※1）但し、支払家賃75万円/月を超える部分は1/3
中小企業庁
・個人事業主：家賃×2/3（※2）×6ヶ月分＝最大300万円（上限50万円/月）
・個人事業主：家賃×2/3（※2）×6ヶ月分＝最大300万円（上限50万円/月）
（※2）但し、支払家賃37.5万円/つきを超える部分は1/3
（※2）但し、支払家賃37.5万円/つきを超える部分は1/3

国の「家賃支援給付金」を受けた事業者
国の「家賃支援給付金」を受けた事業者

○中小企業 最大150万円、個人事業主
○中小企業
最大75万円
最大150万円、個人事業主 最大75万円
※国の家賃支援給付金決定通知書を活用
※国の家賃支援給付金決定通知書を活用

売上が前年同月比30％～50％未満減少
売上が前年同月比している生
30％～50％未満減少している生
活必需品の販売事業者
活必需品の販売事業者

○中小企業及び個人事業者 1事業者/10万円
○中小企業及び個人事業者 1事業者/10万円
能美市産業交流部商工課
【申請期間】7月31日まで
【申請期間】7月31日まで
☎0761-58-2254
※国の持続化給付金と重複して給付を受けることはできません。
※国の持続化給付金と重複して給付を受けることはできません。

最近1ヶ月の売上が前年同期比
最近1ヶ月の売上が前年同期比
5％以上減少し、休
5％以上減少し、休
業手当を支払い、従業員を一時的に休業
業手当を支払い、従業員を一時的に休業
させ
させ
た企業
た企業

石川労働局 職業対策課
○休業手当相当額に対して中小企業は4/5、大企業は2/3
○休業手当相当額に対して中小企業は4/5、大企業は2/3
☎076-265-4428
解雇を行わなかった場合 中小企業は10/10、大企業は3/4
解雇を行わなかった場合 中小企業は10/10、大企業は3/4
【助成額上限】15,000円/人・日 【助成額上限】15,000円/人・日
ハローワーク小松
申請には期限があります。 ※能美市商工会にて専門家の個別相談を受け付けます。
申請には期限があります。 ※能美市商工会にて専門家の個別相談を受け付けます。
☎0761-24-8609

小学校等の休校により子供の世話を行う労働者に対
小学校等の休校により子供の世話を行う労働者に対
し、有休の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除
し、有休の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除
く）を与えた企業

く）を与えた企業

中小企業庁

石川県事業者支援ワンストップコールセンター
石川県事業者支援ワンストップコールセンター
☎076-225-1920
☎076-225-1920
能美市産業交流部商工課
☎0761-58-2254
石川労働局 職業対策課
☎076-265-4428
ハローワーク小松
☎0761-24-8609

○雇用主：休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額に対して10/10助成
○雇用主：休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額に対して10/10助成
【助成額上限】対象労働者15,000円/人・日
【助成額上限】対象労働者15,000円/人・日
（4月1日以降の休暇に限る）
（4月1日以降の休暇に限る）
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
☎0120-60-3999
☎0120-60-3999
○委託を受けて個人で仕事をする方：就業できなかった日について
○委託を受けて個人で仕事をする方：就業できなかった日について
【助成上限額】対象労働者7,500円/人・日
【助成上限額】対象労働者7,500円/人・日
（4月1日以降の休暇に限る）
（4月1日以降の休暇に限る）

感染拡大防止策を充実
感染拡大防止策を充実
させたい小規模事業者
させたい小規模事業者

○小規模事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支
○小規模事業者が営業継続・再開に向け導入する感染拡大防止のための取り組みを支
援
援
【補助上限額】50万円
【補助上限額】50万円
【補助率】4/5
【補助率】4/5
石川県事業者支援ワンストップコールセンター
石川県事業者支援ワンストップコールセンター
【申請期間】7月1日～9月30日まで
【申請期間】7月1日～9月30日まで
☎076-225-1920
☎076-225-1920

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
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みたい小規模事業
を行いながら販路開拓等に取り組みたい小規模事業
者
者

能美市商工会経営支援課
○「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレ
○「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレ
☎0761-58-4230
ワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組む経費の一部を補助
ワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組む経費の一部を補助
【補助額上限】100万円 【補助率】2/3または3/4
【補助額上限】100万円 【補助率】2/3または3/4
【第3締切 8/7、第4締切 10/2】
【第3締切 8/7、第4締切 10/2】

コロナ時代に適応する3蜜防止・遠隔ビジネス等
コロナ時代に適応する3蜜防止・遠隔ビジネス等
の設備投資をしたい中小企業等
の設備投資をしたい中小企業等

○対象経費：設備導入費 等 ○対象経費：設備導入費 等
【補助上限額】600万円 【補助率】3/4
【補助上限額】600万円 【補助率】3/4

コロナ時代の新たな需要をビジネスチャンス
コロナ時代の新たな需要を
としたい
ビジネスチャンスとしたい
事業者
事業者

○新製品開発支援
○新技術開発支援

最近2週間から1ヶ月の売上が前年同期比
最近2週間から1ヶ月
20％以
の売上が前年同期比20％以
上減少した又は、セーフティネット保証4号、5号危機関
上減少した又は、セーフティネット保証4号、5号危機関
連保証の認定を受ける中小企業等
連保証の認定を受ける中小企業等

最近1ヶ月の売上が前年又は前々年同月比
最近1ヶ月の売上
5％以
が前年又は前々年同月比5％以
上減少した中小企業、小規模事業者
上減少した中小企業、小規模事業者

税制上の猶予等について

税制上の猶予等について

能美市商工会経営支援課
☎0761-58-4230

石川県商工労働部産業政策課 石川県商工労働部産業政策課
☎076-225-1513
☎076-225-1513
【補助上限額】200万円
○新製品開発支援
【補助率】4/5
【補助上限額】200万円
【補助上限額】1千万円
○新技術開発支援
【補助率】4/5
【補助上限額】1千万円

【補助率】4/5
【補助率】4/5

石川県商工労働部経営支援課 石川県商工労働部経営支援課
○融資限度額 8千万円
○融資限度額 8千万円
☎076-225-1522
☎076-225-1522
○利子 1.00％（3千万円（※）以内は当初3年間無利子）
○利子 1.00％（3千万円（※）以内は当初3年間無利子）
○返済期間 10年以内（元金の措置5年以内）
○返済期間 10年以内（元金の措置5年以内）
能美市商工会経営支援課
能美市商工会経営支援課
※危機関連保証利用時の措置5年以内は3千万円以内に限る
※危機関連保証利用時の措置5年以内は3千万円以内に限る
☎0761-58-4230
☎0761-58-4230
○融資限度額 中小企業3億円、小規模事業者6千万円
○融資限度額 中小企業3億円、小規模事業者6千万円
○利子 中小1.11％（当初3年間0.21％）
○利子 中小1.11％（当初3年間0.21％）
小規模1.36％（当初3年間0.46％）
小規模1.36％（当初3年間0.46％）
日本政策金融公庫 小松支店 日本政策金融公庫 小松支店
○返済期間 15年以内（元金の措置5年以内）
○返済期間 15年以内（元金の措置5年以内）
☎0761-21-9101
☎0761-21-9101
※売上減少幅が一定水準を超える場合は当初3年間無利子
※売上減少幅が一定水準を超える場合は当初3年間無利子
能美市商工会経営支援課
○融資限度額 1千万円
○融資限度額 1千万円
☎0761-58-4230
○利子 1.21％（当初3年間0.31％）
○利子 1.21％（当初3年間0.31％）
○返済期間 7年以内（元金の措置3年以内）
○返済期間 7年以内（元金の措置3年以内）
※売上減少幅が一定水準を超える場合は当初3年間無利子
※売上減少幅が一定水準を超える場合は当初3年間無利子

能美市商工会経営支援課
☎0761-58-4230

国税…国税局猶予相談センター
国税…国税局猶予相談センター
☎0120-948-364 （又は最寄りの税務署）
☎0120-948-364 （又は最寄りの税務署）
県税…石川県総務部総務課 県税…石川県総務部総務課
☎076-225-1271
☎076-225-1271
市税…能美市市民生活部債務管理課
市税…能美市市民生活部債務管理課
☎0761-58-2207
社会保険料…小松年金事務所
☎0761-58-2207
社会保険料…小松年金事務所
☎0761-24-1791
☎0761-24-1791

