
申請：
・申請書類は市のHPからダウンロードし、添付書類と合わせて郵送
・申請窓口は産業支援課応援金係 0896-28-6186 (平日8:30-17:15) 〒799-0497 四国中央市三島宮川4-6-55

四国中央市で事業を営んでいらっしゃる方々へ

【飲食店等経営維持応援事業】

○ 昨年4月16日以前に市内で事業所、店
舗を構え、市税滞納なく開業している 飲食、
タクシー、運転代行、クリーニング（除 取次
店）、旅行、旅館、酒販、食肉魚販売業者

○ ４月に対象業種が追加！水産加工業者、
冠婚葬祭業者、生花販売業者、製茶業者、
野菜果物販売業者

○ ５月に再追加！ 理容業者、美容業者、
あん摩マッサージ・はり・きゅう施術所、
柔道整復施術所、密接不可避業者（エ
ステサロン・ネイルサロン・整体等）

○ 雇用人数(パート等0.5人、代表者も 1 
人と数える)に応じて

15万円～100万円給付

○ 申請期限7月末

・ 時短要請に応じた夜に酒類を提供するお店に２段階の【時短協力金】が出ます。 さらに、国の【一時支援金】 (次ページ)の併給も可能です。
・ 時短協力金の受給者以外の事業者は、 【県･市連携 えひめ版応援金】は今年１月～５月の業況によって給付が可能となります。併給不可条件にご注意を
・【飲食店等経営維持応援事業】は、業種によって給付が可能となります。

○申請受付
【第一弾】5月20日以降【第二弾】6月1日以降

～今、事業支援制度が入りくんできました。 整理してお伝えします。 是非ご活用を！～

【県･市連携 えひめ版応援金】

○ 今年1月～5月のうち、いずれかの月の事業収入
の前（または前々）年同月比減少率で30％以上

○ 比較対象月の属する年の事業収入が個人120
万円以上、法人240万円以上

○ 法人：20万円、個人事業主：10万円 給付

○ 時短協力金、国の一時支援金、月次支援金の受
給者は対象外

○ 新規創業特例有り

○ ２０２1/令3年３月末までに納期を迎えた市税に
滞納がない、等条件有

○ 詳細決まり次第市のHPに掲示

【酒類提供飲食店への時短協力金】

○東予地域など（県の松山市以外）の酒類を提
供する飲食店の営業5～21時まで、酒類提供
11～20時30分までの時短要請に応じた場合
・４月２６日～ 5 月１９日の全期間時短
⇒第１弾協力金(24日分)の支給対象

・５月２０日～ 5 月３１日の全期間時短
⇒第２弾協力金（１２日分）の支給対象

○時短に応じた協力金は【中小企業】は前年度
又は前々年度の１日当たりの売上高に応じて
2万5千円～7万5千円／日。 【大企業】等は、１
日当たりの売上高の減少額を基に算出する方式
を選択可（上限20万円／日）

○ 国の一時支援金(次ページ)との併給が可能。
国の月次支援金との併給は不可

○その他詳細条件：市HP「愛媛県 営業時間短
縮等協力金 FAQ 松山市以外の市町」

西条市新田197-4   TEL 0897-47-1000
Fax 0897-47-1001 info@shiraishi.cc

(私の携帯は 080-5685-0025)衆議院議員

ご意見･ご相談はＱＲコードからＷｅｂで送信できます

2021.5.26



【一時支援金】【月次支援金】の申請

○ 申請前に「登録確認機関」の形式的な確認が
必要です。商工会議所、商工会は登録確認機関で
す。会員でしたら電話だけでの対応も可ですので
ご相談下さい。既に取引のある税理士等の場合も
同様です。

○ 電子申請のみ
・ 電話相談 0120-211-240 or 03-6629-0479

・ 申請サポート会場 予約制(ネットか0120-211-
240) 松山市三番町4-9-12 電算ﾋﾞﾙ

衆議院議員白石洋一 Tel 0897-47-1000    Fax 0897-47-1001   info@shiraishi.cc 

(緊急事態措置の影響緩和の為の)

【一時支援金】
(緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和の為の)

【月次支援金】
第3回緊急事態措置地域・まん延防止等重点措
置（愛媛県等）の飲食店と直接・間接取引がある
か、措置地域の外出・移動自粛の直接的影響に
より、今年４月以降の月の事業収入が対前年（ま
たは対前々年）比50％以上減の法人最大２０万
円, 個人最大１０万円給付

【時短協力金】の支給対象飲食店給付対象外

保存書類：時短営業の影響を示す書類として、
「時短営業の要請を受けた飲食店又はその間接
取引先（卸売市場、流通事業者等）との反復継
続した取引を示す「帳簿書類及び通帳」等。

第2回緊急事態措置地域の飲食店と直接・間接
取引があるか、宣言地域の外出・移動自粛の直
接的影響により、今年1～3月のいずれかの月
の事業収入が対前年（または対前々年）比
50％以上減の
法人最大60万円, 個人最大30万円給付

・ 【一時支援金】給付対象の影響の判定に、中
小企業庁資料
(https://www.meti.go.jp/covid-
19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf)を
参照下さい。V-RESASの利用方法の説明が
あります。

・ 四国中央市はv-resasでは最大がお正月の
20年１月第1週で第２回緊急事態宣言の１１
都府県では49.1%で50%に及びませんでし
た(私の確認： www.shiraishi.cc/v-
resas-yonchu.xlsx)。

よって、観光統計等の「他の統計データ」や独
⾃の「顧客調査(アンケート)の結果」にての確
認が必要です。

・ 一時支援金の申請は５月末締切 で、
仮登録･申込すれば２週間程度の延長
可能 です。とにかく申請送信して、後に修正する
のも一つの方法です。 但し、 【えひめ版応援金】で設け
ている重複給付禁止の条件にはご注意ください。

事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代
に合った事業の仕方に転換を
支援

https://jigyou-
saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

⽣産性⾰命推進事業 通常枠

①ものづくり補助金 最大1,000万円

（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセ

ス改善等のための設備投資等

補助率:
　中小1/2
　小規模2/3

②持続化補助金 最大50万円

補助率2/3

③ＩＴ導入補助金 最大450万円

補助率1/2

国産農林水産物等販路多様
化緊急対策事業
第三次募集!(6月22日締切)

https://hanrotay
ouka.jp/
電話相談
 0570-030525

コロナ対応
新ビジネスモデル補助金

四国中央商工会議所
0896-58-3530
土居町商工会
0896-74-5889

四国中央市:
伝統産業品等つくり手支
援

四:産業支援課
0896-28-6186

プレミアム付地域商品券
プレミアム付き地域商品券を販売(時期未定)
(市役所送付の世帯ごとに1人1枚購入引換券で購入)

市のHPよりダウンロードした用紙で取扱店
登録申請する
産業支援課  0896-28-6186

昨年4月1日以前に開業している水引、水引製品(金封、結納品、水引
工芸品)、伊予手すき和紙、書道用紙の製造･加工･卸売業者に、会社
50万円、個人事業主10万円給付

インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を
行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2

コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッ
チンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する
事業主（含 個人）を支援
補助率2/3　最大100万円を補助

 (小規模事業者の販路開
拓等の為の取組支援)

(感染防止対策費も一部支援)

補助率3/4

最大450万円

(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の
整備)

(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円)

補助率2/3

売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個
人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は
2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大
1,500万円上乗せ

低感染リスク型ビジネス枠
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) 生産性革命推進事業

ポータルサイト
https://seisansei.
smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金につ
いては各市の商工会
議所または商工会に
て対応可

最大1,000万円

補助率2/3

最大100万円

【事業の展開にかかわる各種補助金】
国、県、市がそれぞれ出していますが、事業再構築
補助金は予算１.1兆円の規模の非常に大きな制
度です。

・国の【一時支援金】は２回目の緊急事態宣言（今年1月～３月 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、栃木県、
岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県および福岡県）の影響緩和のもので、今年1～3月が対象。一方
・【月次支援金】は、３回目の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の影響緩和のもので、今年４月
以降が対象で、対象地域に愛媛県が入るので【一時支援金】よりも対象になる方が広がり、
四国中央市の事業者にも多く適用されます！ 双方の併給可能です。


３市

		家計 カケイ

		給付 キュウフ

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
ひとり親世帯分※要申請 　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン オヤ セタイ ブン ヨウ シンセイ		令和３年４月分の児童扶養手当受給者（この方は申請不要で受け取れます）ではなく、公的年金等を受給していることにより令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等）や、コロナ禍で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ：児童１人当たり一律５万円 トウ						コールセンター0120-400-903
四:こども課 0896-28-6027
新:子育て支援課 0897-65-1242
西:子育て支援係 0897-52-1370

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
低所得子育て世帯分　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン テイ ショトク コソダ セタイ ブン		上記以外の低所得子育て世帯向けの制度。現在、厚労省で制度設計中：児童１人当たり一律５万円 ジョウキ イガイ テイショトク コソダ セタイ ム セイド ゲンザイ コウロウショウ セイド セッケイ チュウ

				新型コロナ対応
休業支援金･給付金
休業手当相当を自ら申請
ﾊﾟｰﾄ･ﾊﾞｲﾄのシフト減も適用可
大企業非正規雇用にも適用拡大 シンガタ タイオウ キュウギョウ シエンキン キュウフキン キュウギョウ テアテ ソウトウ ミズカ シンセイ テキヨウ カ ダイキギョウ ヒ セイキ コヨウ テキヨウ カクダイ		休業期間中の休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者の申請で、休業前賃金の80%(日額最大9,900円)を休業実績に応じて給付。事業主の休業証明は必要だが、事業主が記入してくれない場合でも申請可能(後日、労働局が事業主に休業実績を確認します)
非正規雇用(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ･日々雇用、登録型派遣等)も半年以上、原則月4回以上勤務の方も含みます キュウギョウ テアテ ニチ サイダイ ゲンソク						申請用紙はHPよりダウンロードし県労働局に郵送申請。電子申請も可能に。
コールセンター 
0120-221-276 シンセイ ヨウシ ケン ロウドウ キョク ユウソウ シンセイ シンセイ カ ノウ

				住宅確保給付金

支給が終了した方へ３か月間再支給 ジュウタク カクホ キュウフキン		家賃相当額(3.2万円～5万円  世帯人数や月収により異なる)を3カ月～9カ月、3ケ月再支給可能。家主に給付。①離職・廃業か同程度まで収入機会減少　②直近の月の世帯収入合計額が、住民税非課税となる額の1/12＋家賃金額以下　③現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額以下　④求職活動を行うこと ヤチン ソウトウ ガク マンエン マンエン ゲツ ゲツ ゲツ サイシキュウ カノウ ヤヌシ イカ				社会福祉協議会 生活相談支援センター
四: 0896-28-6101
新: 0897-65-1240(生活福祉課 )
西: 0897-53-0870(社会福祉課内)
0898-64-2600(東予総合福祉センタ-) ヨン ニイ ニシ ナイ

				高校生等奨学給付金
家計急変の採用は随時！		高校生等がいる低所得世帯に教育費を給付
例　非課税世帯で公立高校：
(第一子)年額8万4,000円 (第二子以降)：年額12万9,700円						在籍校　または
県:高校教育課
　089-912-2951

				高等教育就学支援新制度
大学生等
家計急変の採用は随時！ コウトウ キョウイク シュウガク シエン シンセイド ダイガクセイ トウ		授業料等減免(年最大70万円)と給付型奨学金(年最大91万円) ネン サイダイ マンエン ネン サイダイ マンエン		まず文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度」を確認する。今、高校生(含 浪人生(２浪まで))か、大学生かによって、高校、大学、日本学生支援機構(JASSO)に申請 モンブ カガクショウ カクニン イマ コウコウセイ フク ダイガクセイ コウコウ ダイガク ニホン ガクセイ シエン キコウ シンセイ

				四新:
子育て応援券給付事業
 ヨン ニイ		国の「特別定額給付金」の対象とならない新生児(4/28～2021/新:3/31 四:12/31生)に5 万円分の応援券(紙おむつ等購入可能) シンセイジ ニイ ヨン ウマ トウ				四:こども課 0896-28-6027
新:子育て支援課 0897-65-1242 ヨン カ

				西:
乳児特別定額給付金
   　NEW! ニシ ニュウジ トクベツテイガク キュウフキン		国の「特別定額給付金」の対象とならない新生児(4/28～2021/4/1生)に5 万円給付 シンセイジ ウマ キュウフ				西:子育て支援課 0897-52-1370 ニシ

				新:
市営住宅の無償貸出 ニイ		対象者:会社を解雇等され、社宅や寮から退去を求められている新居浜市民対象、旧雇用促進住宅(松原町)･7 戸、家賃は無償   6 カ月間 タイショウ						新:建設部建築住宅課
0897-65-1277

		融資 ユウシ

				緊急小口資金

総合支援資金
２制度合計で
二人以上世帯最大200万円
単身世帯最大155万円 キンキュウ コグチ シキン ゴウケイ		最大20 万円 無利子 保証人不要
返済据置:1 年以内、償還期間 2 年以内  サイダイ マンエン ホショウニン フヨウ ヘンサイ スエオキ トシ イナイ ショウカン キカン トシ イナイ				四:社会福祉協議会 0896-28-6127
新:社会福祉協議会 0897-47-4976
西:社会福祉協議会(周布606-1) 0898-64-2600, 西条支所 0897-53-0873,  丹原支所 0898-76-2433,  小松支所 0898-72-6363
 ヨン

						2人以上世帯月最大20万円、単身世帯月最大15万円を3か月まで 無利子 保証人なし可能 返済据置:1 年以内 、償還期間: 10 年以内 所得状況に応じて免除可能  ９カ月迄貸付期間延長可 ニン イジョウ セタイ ツキ サイダイ マンエン タンシン セタイ ツキ サイダイ マンエン ゲツ ムリシ ホショウニン カノウ ショトク ジョウキョウ オウ メンジョ カノウ マデ カ

				
県:離職者緊急生活資金 ケン		
離職者1人当たり最大100万円 低利
融資期間:5年以内 サイダイ テイリ		制度について 県:労政雇用課 089－912－2500
窓口:四国労働金庫
四:三島支店 0896-24-3939
新:新居浜支店 0897-33-8567
西:西条支店 0897-56-2864 セイド マドグチ シ ミシマ シテン ニイ ニイハマ シテン サイ サイジョウ シテン

		減免･猶予等 ゲンメン ユウヨ トウ

				国民年金保険料 コクミン ネンキン ホケンリョウ		所得の急減や失業等 ショトク キュウゲン シツギョウ トウ		日本年金機構 新居浜事務所 　0897－35－1300
四:市民窓口センター年金担当 0896-28-6018
新:市民課 0897-65-1232
西:市民生活課 0897-52-1383 ニホン ネンキン キコウ ヨン シミン マドグチ ネンキン タントウ ニイ シミンカ

				介護保険料、国民健康保険料、市営住宅家賃、水道料金 カイゴ ホケンリョウ コクミン ケンコウ ホケン リョウ シエイ ジュウタク ヤチン ジョウスイドウ リョウキン				市役所代表電話からそれぞれの納付窓口につないでもらう シヤクショ ダイヒョウ デンワ

				電気、ガス料金 デンキ リョウキン				それぞれの納付窓口

				ＮＨＫ受信料 ジュシンリョウ				ＮＨＫナビダイヤル  0570-077-077

				携帯電話料金 ケイタイ デンワ リョウキン				各社2020年3月19日にニュースリリースしており、ＨＰをご覧ください カクシャ ネン ガツ ニチ ラン

				住宅ローン税額控除:住宅ローンで住宅の取得等をした場合、毎年のローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度 ジュウタク ゼイガク コウジョ		入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日( 注文住宅新築:2020年9月末、･分譲住宅･既存住宅取得や増改築:2020年11月末)までに契約が行われ、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とされる						伊予三島税務署
 0896-24-5410
新居浜税務署
 0897-33-4145
西条税務署
 0897-56-3290 ニイハマ ゼイムショ

				特定不妊治療費助成事業
(21年1月より 2回目以降も30万円,子ども1人につき最大6回,事実婚も対象に, 所得制限撤廃と拡充) ネン ガツ カイ メ イコウ マンエン コ ヒトリ サイダイ カイ ジジツコン タイショウ ショトク セイゲン テッパイ カクジュウ		年齢要件を緩和 ①対象者 治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→ 「44歳未満」②６回の通算回数：初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が「40歳未満」→「41歳未満」 カイ						県:保健福祉部健康増進課 
089-912-2400 ケン

				法テラスの無料法律相談 ホウ ムリョウ ホウリツ ソウダン		1つの問題につき3回まで、1回30分間程度、無料での法律相談						0570-078374
平日９-21時,土曜 9-17時 ヘイジツ ジ ドヨウ ジ



		事業 ジギョウ

		給付 キュウフ

				酒類提供飲食店への時短協力金: 
東予地域など（松山市以外）の酒類を提供する飲食店の営業5～21時まで、酒類提供11～20時30分までの時短要請　NEW カクジュウ		時短期間は４月２６日（月）～５月１９日（水）の２４日間。時短に応じた協力金は【中小企業】は前年度又は前々年度の１日当たりの売上高に応じて2万5千円～7万5千円／日。【大企業】等は、１日当たりの売上高の減少額を基に算出する方式を選択可（上限20万円／日）。 ジタン ジタン オウ						県:産業政策課

四:産業支援課 　 0896-28-6186
新:緊急経済対策室 0897-65-1584
西:経済対策支援室(地域創生ｾﾝﾀｰ内)
(代表0897-56-5151)から ケン サンギョウ セイサクカ ヨン サンギョウ シエン カ シン キンキュウ ケイザイ タイサクシツ ニシ ケイザイ タイサク シエン シツ チイキ ソウセイ ナイ ダイヒョウ

				県･市町連携えひめ版応援金
※市の上乗せ等ありえる
 ケン シマチ レンケイ バン オウエン キン シ ウワノ トウ		上の時短協力金の対象にはなっていない事業主向けの支援制度が準備中。対象は１月～５月のうち、任意の月の売り上げが前（前々）年同月比で３０％以上減少した事業者。時短協力金支給店はこちらの制度は対象外。中小企業２０万円、個人事業主１０万円給付 チュウショウキギョウ マンエン コジンジギョウヌシ マンエン キュウフ

				緊急事態宣言の影響緩和の為の
一時支援金
給付対象の判定に、中小企業庁資料を参照下さい(V-RESASの利用等) キンキュウ ジタイ センゲン エイキョウ カンワ タメ イチジ シエンキン キュウフ タイショウ ハンテイ チュウショウ キギョウチョウ シリョウ サンショウ クダ リヨウ トウ		緊急事態措置地域の飲食店と直接・間接取引があるか、措置地域の外出・移動自粛の直接的影響により、本年1～3月のいずれかの月の売上が対前年比（または対前々年比）50％以上減の自営・中小事業者
法人最大60万円,　個人最大30万円給付 　申請前に登録確認機関の形式的な確認(電話可)が必要 ソチ ソチ チョクセツ テキ ジエイ						電子申請のみ　電話相談 0120-211-240　申請サポート会場 予約制(ネットか0120-211-240)： 松山市三番町4-9-12電算ﾋﾞﾙ

				事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に合った事業の仕方に転換を支援		売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大1,500万円上乗せ ジギョウヌシ フク コジン トウ						https://jigyou-saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可


				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ

				
雇用調整助成金

雇用と生活を守る為の
主力の制度  コヨウ チョウセイ ジョセイキン コヨウ セイカツ マモ タメ シュリョク セイド		従業員を休業させ(休業協定書)、休業手当(直近3カ月賃金の最低6割)を払った場合、1人1日最大15,000円の事業主への原資の給付 ジュウギョウイン キュウギョウ キュウギョウ キョウテイショ キュウギョウ テアテ チョッキン ゲツ チンギン サイテイ ワリ ハラ バアイ ニン サイダイ エン ジギョウヌシ ゲンシ キュウフ				各市のハローワーク
四:0896-24-5770
新:0897-34-7100
西:0897-56-3015
または愛媛労働局 助成金センター 
　089－987－6370 
電子申請も可能です ヨン ニイ サイ シンセイ カノウ

				産業雇用安定助成金
在籍出向で雇用維持&人材活用 サンギョウ コヨウ アンテイ ジョセイキン ザイセキ シュッコウ コヨウ イジ ジンザイ カツヨウ		出向中の費用を出向元･先双方に最大中小 ９/10、大企業 3/4助成
(日額最大12,000円(出向元・先の計))
さらに出向に係る初期費用1人当たり最大15万円助成 シュッコウチュウ ヒヨウ シュッコウ モト サキ ソウホウ サイダイ チュウショウ ダイキギョウ ジョセイ ニチガク サイダイ エン シュッコウ モト サキ ケイ シュッコウ カカ ショキ ヒヨウ ヒトリ ア サイダイ マンエン ジョセイ						各市のハローワーク カクシ

				トライアル雇用助成金
コロナで離職を余儀なくされた方を雇うのを支援 コヨウ ジョセイキン リショク ヨギ カタ ヤト シエン		ハローワークを通じてコロナ禍で実質失業した人を雇う場合, 3か月の試行雇用期間中,一人当たり月額４万円助成(短時間労働は月額2.5万円) ツウ ワザワイ ジッシツ シツギョウ ヒト ヤト バアイ ゲツ シコウ コヨウ キカンチュウ ヒトリ ア ゲツガク マンエン ジョセイ タンジカン ロウドウ ゲツガク マンエン						各市のハローワーク カクシ

				小学校休校等対応助成金/支援金 子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休む場合も対象 保護者申請も可に ショウガッコウ キュウコウ トウ タイオウ ジョセイキン シエンキン ゴウ タイショウ ホゴシャ シンセイ カ		小学校保育園等の休校や、子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休むことが必要で、会社が従業員を有給で休業させた場合、従業員1人1日最大15,000円、フリ-ランス1人1日定額7,500円給付 ショウガッコウ ホイクエン トウ キュウコウ コ ショウジョウ カンセン カイシャ ユウキュウ キュウギョウ バアイ ジュウギョウイン テイガク キュウフ						学校等休業助成金受付センターに申請 0120-60-3999 ガッコウ トウ キュウギョウ ジョセイキン ウケツケ シンセイ

				
母性健康管理措置による
休暇取得支援助成金		対コロナの母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者（含 非正規）に５日以上の有給（賃金の6割以上）休暇（年次有給休暇を除く）を取得させた企業に給付  1人:休暇5～20日未満 25万円, 20日毎に15万円加算 最大100万円 タイ フク ニチ イジョウ チンギン ワリ イジョウ ヒトリ キュウカ ミマン ゴト サイダイ マンエン						愛媛労働局 
089-935-5222

				両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）のコロナ対応特例		コロナ対応として労働者が有給休暇を取得して家族の介護を行う中小企業事業主を支援。労働者１人当たり 休暇日数が合計５日以上10日未満 20万円。休暇日数が合計10日以上 35万円。１企業上限５人 ジョウゲン						愛媛労働局 雇用環境・均等室
089-935-5222

				国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業
第三次募集!(5月) コクサン ノウリン スイサンブツナド ハンロ タヨウカ キンキュウ タイサク ジギョウ ダイ ボシュウ ガツ		インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2 サイダイ オク エン キュウフ ホジョ リツ						https://hanrotayouka.jp/
電話相談 
 0570-030525  デンワ

				コロナ対応
新ビジネスモデル補助金　  NEW！		コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッチンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する事業主（含 個人）を支援

補助率2/3　最大100万円を補助  ハンバイ ケイシキ トウ ジギョウヌシ フク コジン						四国中央商工会議所
 0896-58-3530 
土居町商工会 
  0896-74-5889
新居浜商工会議所
 0897-33-5581　
西条商工会議所
  0897-56-2200
周桑商工会  
  0898-68-7244

				四国中央市:飲食店等
経営維持応援事業

対象業種が追加！ ヨン インショク テン ケイエイ イジ オウエン ジギョウ		昨年4月16日以前に開業している飲食、タクシー、運転代行、クリーニング、旅行、旅館、酒販、食肉魚販売業者、さらに水産加工業者、冠婚葬祭業者、生花販売業者、製茶業者、野菜果物販売業者に、雇用人数(代表者も 1 人と数える)に応じて15万円～100万円給付　申請期限５月末 サクネン ガツ ニチ イゼン カイギョウ インショク ウンテン ダイコウ リョコウ リョカン シュハン ショクニク サカナ ハンバイ ギョウシャ コヨウ ニンズウ カゾ オウ マンエン マンエン キュウフ シンセイ キゲン マツ						四:産業支援課  0896-28-6186

				四国中央市:
伝統産業品等つくり手支援  ヨン インショク テン ナド デントウ サンギョウ ヒン ナド テ シエン		昨年4月1日以前に開業している水引、水引製品(金封、結納品、水引工芸品)、伊予手すき和紙、書道用紙の製造･加工･卸売業者に、会社50万円、個人事業主10万円給付 サクネン ガツ ニチ イゼン カイギョウ ミズ ヒ ミズヒキ セイヒン ミズヒキ コウゲイヒン イヨ テ ワシ ショドウヨウシ セイゾウ カコウ オロシウ ギョウシャ カイシャ マン エン コジン ジギョウヌシ マン エン キュウフ						四:産業支援課  0896-28-6186

				新居浜市版
飲食店取引事業者支援
  NEW! ニイハマ シ ハン インショク テン トリヒキ ジギョウ シャ シエン		飲食店と日常取引のある市内事業者で、コロナ禍で今年年１～３月いずれかの月売上が、前（前々）年同月比50％以上減
※新居浜市プレミアム商品券の取扱店舗に登録していないことが条件
60業者(のみ!)に20万円給付 ニチジョウ ギョウシャ シャ マンエン キュウフ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:　
新ビジネスチャレンジ支援
NEW！ ニイ シン シエン		商工会議所の指導による経営計画策定し、新ビジネスに取り組む事業経費に対し　最大50万円(補助率2/3) 10件限り ショウコウカイギショ シドウ ケイエイ ケイカク サクテイ シン ト ク ジギョウ ケイヒ タイ ケン カギ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:
事業再構築促進支援
NEW！ ニイ ジギョウ サイコウチク ソクシン シエン		国の「事業再構築補助金」の申請に必要な事業計画策定の経費に対し　最大10万円　30件限り クニ ジギョウサイコウチク ホジョキン シンセイ ヒツヨウ ジギョウケイカク サクテイ ケイヒ タイ サイダイ マンエン ケン カギ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:
中小企業振興助成制度
一般の制度だがコロナ対応も対象になりうる ニイ イッパン セイド タイオウ タイショウ		共同施設設置事業(最大9,000万円)、事業所設置事業(最大1,000万円)、空き店舗活用事業(最大100万円)、新製品開発事業(最大200万円)、共同研究事業(最大100万円)、倒産防止対策事業(最大50万円と最大9.6万円)、人材養成事業(最大100万円)、市場開拓及び催物等事業(最大100万円)、インターネットショップ等活用販路拡大事業(最大20万円)、生産性向上機器導入事業(最大200万円)、ＩＴ・ＩｏＴ導入事業(最大200万円)、雇用促進事業(最大100万円)、人材確保事業(最大30万円)、労働環境改善事業(最大30万円)、女性活躍環境整備推進事業(最大500万円)						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:　 市外から新居浜市内へ
サテライトオフィス誘致支援 ニイ ユウチ シエン		① サテライトオフィスの整備に給付最大1,000万円(補助率3/4)
② サテライトオフィス入居経費に給付最大1,440万円(補助率3/4)						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				西: 中小企業等(含 医療福祉)
チャレンジ事業費補助金
NEW! ニシ チュウショウ キギョウトウ フク イリョウ フクシ ヒ ホジョキン		①新事業展開支援事業（経営力向上・国外市場開拓）(最大100万円)、②新事業展開支援事業（国内市場開拓・業態転換・ ブランド構築）(最大50万円)、③専門家活用支援事業(最大10万円)、④人材確保支援事業(最大30万円)
※条件：申請前の直近6か月間のうち、売上高が低い3か月の合計売上高が、コロナ前の同3か月と比較して10％以上減少している。補助率いずれも2/3 ダイ						産業振興課 SICS内
 0897-53-0010
 サンギョウ シンコウカ ナイ

				西:
地域産業競争力強化事業
一般の制度だがコロナ対応も対象になりうる ニシ チイキ サンギョウ キョウソウリョク キョウカ ジギョウ イッパン セイド タイオウ タイショウ		市内中小企業、農林漁業者等　①成長産業等参入事業(最大200万円)、②販路開拓事業(最大50万円)、③人材育成事業(最大20万円)、④知的財産権取得事業(最大30万円)、⑤商店街空き店舗活用事業(最大30万円) 補助率いずれも1/2 シナイ チュウショウキギョウ ノウリン ギョギョウシャ トウ						①～④
産業振興課 SICS内
　0897-53-0010
⑤産業振興課
　0897-52-1482 サンギョウ シンコウカ ナイ

		減免 ゲンメン

				
中小企業経営強化税制 		テレワーク用設備投資額の即時償却または7%相当額(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除。経営力向上計画の事前認定が必要 ヨウ セツビ トウシ ガク ソクジ ショウキャク シホンキン マンエン イカ ホウジン ケイエイリョク コウジョウ ケイカク ジゼン ニンテイ ヒツヨウ				各市の税務署
経営力向上計画の認定は商工会議所･商工会等 カクシ ゼイムショ ショウコウ カイギショ ショウコウカイ トウ						伊予三島税務署 0896-24-5410
経営力向上計画の認定は商工会議所･商工会等 イヨ ミシマ ゼイムショ ショウコウ カイギショ ショウコウカイ トウ

				所得税上、会社が従業員に支払うテレワーク対応の手当を、一部非課税にする扱い ショトクゼイ ジョウ カイシャ シハラ タイオウ テアテ イチブ ヒカゼイ アツカ		テレワーク(在宅勤務)に関わる通信費や電気料金対応の会社から従業員に支払われる手当について、「実費相当額を精算する方法」であれば一部、給与としての課税ではなく、非課税扱いとする タイオウ カイシャ ジュウギョウイン シハラ テアテ イチブ キュウヨ アツカ						国税庁HP「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」 コクゼイチョウ				西条税務署 0897-56-3290
経営力向上計画の認定は商工会議所･商工会等 サイジョウ ゼイムショ ショウコウ カイギショ ショウコウカイ トウ

		融資 ユウシ

				
日本政策金融公庫
　(日本公庫)

3次補正で国民4,000万円→6,000万円、中小･危機2億円→3億円に無利子枠が広がりました(審査はあります) ニホン セイサク キンユウ コウコ ニホン コウコ		実質無利子･無担保融資
国民事業(新居浜支店) 最大6,000万円、中小事業(松山支店)最大3億円、農林漁業事業(松山支店)最大1,200万円
既往債務の無利子への借り換えも可能
商工中金も、日本公庫中小事業の貸付とほぼ同内容 ジッシツ ムリシ ムタンポ ユウシ コクミン ジギョウ ニイハマ シテン サイダイ マンエン チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン サイダイ オクエン ジギョウ マツヤマ シテン キオウ サイム ムリシ カ カ カノウ ショウコウ チュウキン ニホン コウコ チュウショウ ジギョウ カシツケ ドウ ナイヨウ				
日本政策金融公庫新居浜支店
(新居浜郵便局奥隣り)0897-33-9101

中小事業松山支店 089-943-1231
農林水産事業松山支店 089-933-3371
商工中金 松山支店 089-921-9151 ニイハマ ユウビンキョク オク ドナ チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン ノウリン スイサン ジギョウ マツヤマ シテン

				
民間金融機関が融資し、県信用保証協会が保証をし、それに国や自治体が利子等補給する仕組み

3次補正でセーフティネット保証は4,000万円→6,000万円に無利子枠が広がりました(審査はあります)
 シンヨウ クニ ジチタイ シク ホショウ シンサ		実質無利子･無担保融資
セーフティネット保証4号(売上20%以上減)･5号(売上5%以上減)、危機関連保証(売上15%以上減)と、民間融資に、利子･保証料補給をして最大6,000万円無利子にする。
既往債務の無利子への借り換えも可能 
 ホショウ ゴウ ウリアゲ イジョウ ゲン ゴウ キキ カンレン ホショウ ミンカン ユウシ リシ ホショウリョウ ホキュウ サイダイ マンエン ムリシ				融資:民間金融機関
保証:愛媛県信用保証協会新居浜支所
(商工会館2Ｆ) 0897-33-8282
条件認定:
四:産業支援課 0896-28-6186
新:産業振興課 0897-65-1260
西:産業振興課 0897-52-1482 ホショウ ニイハマ シショ ショウコウ カイカン ジョウケン ニンテイ ヨン ニイ

						県:
感染症対策資金   無利子額を上記に追加。合計で最大6,000万円
 ケン カンセンショウ タイサク シキン ムリシ ガク ジョウキ ツイカ ゴウケイ サイダイ				県:経済労働部産業支援局経営支援課 089-912-2481

						西:
中小企業経営安定化資金 無利子額最大1,000万円追加 チュウショウ キギョウ				民間金融機関が融資、県保証協会がセーフティネット信用保証、市がそれに利子等補給
西:産業振興課 0897-52-1482 シ リシ トウ ホキュウ

						低利融資
新:中小企業緊急経営資金  
(直近3ヵ月売上３％以上減) 最大1,000万円
  (完済後融資500万円迄の保証料助成)
西:中小企業振興資金  最大500万円  テイリ ユウシ ニイ ニシ チュウショウ キギョウ シンコウ シキン サイダイ マンエン				民間金融機関が融資、県保証協会が保証、市が利子等補給
新:新居浜商工会議所 0897-33-5581 
西:産業振興課 0897-52-1482 ニイ ニシ

				福祉医療関係施設向け
独立行政法人福祉医療機構 フクシ ム		無利子も含む低利融資				０１２０－３４３－８６３
または ０３－３４３８－０４０３

				資本性資⾦供給･資本増強⽀援(中⼩･⼩規模事業者に)
2次補正予算1兆2,442億円 ホセイ ヨサン		 ⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中⼩機構出資の官⺠連携のファンドによる出資や債権買取等を実施				日本政策金融公庫 中小事業 松山支店 
　089-943-1231
商工中金 松山支店 089-921-9151 
中小企業基盤整備機構 03-3433-8811

				
金融機関等への返済猶予 キンユウ キカン トウ ヘンサイ ユウヨ		金融庁はじめ財務省、経産省から所管金融機関に対し資金繰り支援要請を累次行っており、なかでも能動的･プッシュ型で資金繰り支援の為の条件変更も推奨している キンユウチョウ ザイムショウ ケイサンショウ ショカン キンユウ キカン タイ シキン グ シエン ヨウセイ ルイジ オコナ ノウドウテキ ガタ シキン グ シエン タメ ジョウケン ヘンコウ スイショウ						借入先金融機関 カリイ サキ キンユウ キカン

		猶予等 ユウヨ トウ

				Go To Eat 
(ゴーツーイート)キャンペーン
プレミアム付き飲食券
飲食店対象 インショク ケン		額面より２割安く(購入数制限なし)購入し、加盟飲食店で使用（１２月末迄の予定）。飲食券はスーパー・郵便局等で販売(第１弾終了。第２弾未定) ワリ ヤス ガツ マツ マデ ヨテイ ダイ ダン シュウリョウ ダイニ ダン ミテイ				加盟希望の飲食店は最寄りの商工会・商工会議所に連絡し（WEBエントリー可）,申込書を入手し,申請。加盟店は農水省指定の感染症対策を実施しその店頭ツールを掲示する

				Go To Travel
(ゴーツートラベル)キャンペーン
地域クーポン
土産･飲食･観光施設･交通 チイキ ミヤゲ カンコウ シセツ コウツウ		【全国停止中】金券。旅行代金の15％相当額を地域共通クーポンとして旅行者に配布。一人一泊あたり6,000円が上限（日帰り旅行は3,000円が上限）。紙クーポンと電子クーポンがある ゼンコク テイシ チュウ				取扱希望の店舗はオンラインで申込
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
但し、飲食店のGo Toトラベルの登録には、Go To Eat　の登録が必要。登録後にステッカーやポスターを店頭等に掲示する

				四:
プレミアム付地域商品券
　  NEW！ ヨン ツキ チイキ ショウヒンケン		プレミアム付き地域商品券を販売(時期未定)
(市役所送付の世帯ごとに1人1枚購入引換券で購入) ツ チイキ ショウヒン ケン ハンバイ ジキ ミテイ シヤクショ ソウフ コウニュウ				市のHPよりダウンロードした用紙で取扱店登録申請する
産業支援課  0896-28-6186 シ ヨウシ シンセイ

				新:
プレミアム付地域商品券
    (そうりゃ新居浜)
　  NEW！ シン ツキ チイキ ショウヒンケン ニイハマ		・プレミアム付き地域商品券を6月から販売
(市役所送付の世帯ごとに1人1枚購入引換券で購入)

・加盟店舗に対して感染症対策備品(アクリル板など）や消耗品(消毒液など）購入費 1店舗10万円支給 ツ チイキ ショウヒン ケン ガツ ハンバイ シヤクショ ソウフ コウニュウ ヒ						新居浜商工会議所 0897-65-1151 ニイハマ ショウコウ カイギショ

				西:
プレミアム付地域商品券
　  NEW！ ニシ ツキ チイキ ショウヒンケン		プレミアム付き電子商品券と紙商品券販売(時期未定) ツ デンシ ショウヒンケン カミ ショウヒン ケン ハンバイ ジキミテイ				西条商工会議所 0897-47-0088
周桑商工会 0898-68-7244 サイジョウ ショウコウ カイギショ シュウソウ ショウコウカイ







西条

		家計 カケイ

		給付 キュウフ

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
ひとり親世帯分※要申請 　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン オヤ セタイ ブン ヨウ シンセイ		令和３年４月分の児童扶養手当受給者（この方は申請不要で受け取れます）ではなく、公的年金等を受給していることにより令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等）や、コロナ禍で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ：児童１人当たり一律５万円 トウ						コールセンター0120-400-903
四:こども課 0896-28-6027
新:子育て支援課 0897-65-1242
西:子育て支援係 0897-52-1370

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
低所得子育て世帯分　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン テイ ショトク コソダ セタイ ブン		上記以外の低所得子育て世帯向けの制度。現在、厚労省で制度設計中：児童１人当たり一律５万円 ジョウキ イガイ テイショトク コソダ セタイ ム セイド ゲンザイ コウロウショウ セイド セッケイ チュウ

				新型コロナ対応
休業支援金･給付金
休業手当相当を自ら申請
ﾊﾟｰﾄ･ﾊﾞｲﾄのシフト減も適用可
大企業非正規雇用にも適用拡大 シンガタ タイオウ キュウギョウ シエンキン キュウフキン キュウギョウ テアテ ソウトウ ミズカ シンセイ テキヨウ カ ダイキギョウ ヒ セイキ コヨウ テキヨウ カクダイ		休業期間中の休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者の申請で、休業前賃金の80%(日額最大9,900円)を休業実績に応じて給付。事業主の休業証明は必要だが、事業主が記入してくれない場合でも申請可能(後日、労働局が事業主に休業実績を確認します)
非正規雇用(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ･日々雇用、登録型派遣等)も半年以上、原則月4回以上勤務の方も含みます キュウギョウ テアテ ニチ サイダイ ゲンソク						申請用紙はHPよりダウンロードし県労働局に郵送申請。電子申請も可能に。
コールセンター 
0120-221-276 シンセイ ヨウシ ケン ロウドウ キョク ユウソウ シンセイ シンセイ カ ノウ

				住宅確保給付金

支給が終了した方へ３か月間再支給 ジュウタク カクホ キュウフキン		家賃相当額(3.2万円～5万円  世帯人数や月収により異なる)を3カ月～9カ月、3ケ月再支給可能。家主に給付。①離職・廃業か同程度まで収入機会減少　②直近の月の世帯収入合計額が、住民税非課税となる額の1/12＋家賃金額以下　③現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額以下　④求職活動を行うこと ヤチン ソウトウ ガク マンエン マンエン ゲツ ゲツ ゲツ サイシキュウ カノウ ヤヌシ イカ				社会福祉協議会 生活相談支援センター
0897-53-0870(市役所 社会福祉課内)
0898-64-2600(東予総合福祉センタ-) シヤクショ ナイ

				高校生等奨学給付金
家計急変の採用は随時！		高校生等がいる低所得世帯に教育費を給付
例　非課税世帯で公立高校：
(第一子)年額8万4,000円 (第二子以降)：年額12万9,700円						在籍校　または
県:高校教育課
　089-912-2951

				高等教育就学支援新制度
大学生等
家計急変の採用は随時！ コウトウ キョウイク シュウガク シエン シンセイド ダイガクセイ トウ		授業料等減免(年最大70万円)と給付型奨学金(年最大91万円) ネン サイダイ マンエン ネン サイダイ マンエン		まず文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度」を確認する。今、高校生(含 浪人生(２浪まで))か、大学生かによって、高校、大学、日本学生支援機構(JASSO)に申請 モンブ カガクショウ カクニン イマ コウコウセイ フク ダイガクセイ コウコウ ダイガク ニホン ガクセイ シエン キコウ シンセイ

				西:
乳児特別定額給付金
   　NEW! ニシ ニュウジ トクベツテイガク キュウフキン		国の「特別定額給付金」の対象とならない新生児(4/28～2021/4/1生)に5 万円給付 シンセイジ ウマ キュウフ				西:子育て支援課 0897-52-1370 ニシ

		融資 ユウシ

				緊急小口資金

総合支援資金
２制度合計で
二人以上世帯最大200万円
単身世帯最大155万円 キンキュウ コグチ シキン ゴウケイ		最大20 万円 無利子 保証人不要
返済据置:1 年以内、償還期間 2 年以内  サイダイ マンエン ホショウニン フヨウ ヘンサイ スエオキ トシ イナイ ショウカン キカン トシ イナイ				西条市 社会福祉協議会(周布606-1) 0898-64-2600, 
　西条支所 0897-53-0873,  
　丹原支所 0898-76-2433,  
　小松支所 0898-72-6363

						2人以上世帯月最大20万円、単身世帯月最大15万円を3か月まで 無利子 保証人なし可能 返済据置:1 年以内 、償還期間: 10 年以内 所得状況に応じて免除可能  ９カ月迄貸付期間延長可 ニン イジョウ セタイ ツキ サイダイ マンエン タンシン セタイ ツキ サイダイ マンエン ゲツ ムリシ ホショウニン カノウ ショトク ジョウキョウ オウ メンジョ カノウ マデ カ

				
県:離職者緊急生活資金 ケン		離職者1人当たり最大100万円 低利
融資期間:5年以内 サイダイ テイリ		制度について 県:労政雇用課 089－912－2500
窓口:四国労働金庫西条支店 0897-56-2864 セイド マドグチ サイジョウ シテン

		減免･猶予等 ゲンメン ユウヨ トウ

				
国民年金保険料 コクミン ネンキン ホケンリョウ		所得の急減や失業等 ショトク キュウゲン シツギョウ トウ		日本年金機構 新居浜事務所 　0897－35－1300
西条市 市民生活課 0897-52-1383 ニホン ネンキン キコウ

				介護保険料、国民健康保険料、市営住宅家賃、水道料金 カイゴ ホケンリョウ コクミン ケンコウ ホケン リョウ シエイ ジュウタク ヤチン ジョウスイドウ リョウキン				市役所代表電話からそれぞれの納付窓口につないでもらう シヤクショ ダイヒョウ デンワ

				電気、ガス料金 デンキ リョウキン				それぞれの納付窓口								c

				ＮＨＫ受信料 ジュシンリョウ				ＮＨＫナビダイヤル  0570-077-077

				携帯電話料金 ケイタイ デンワ リョウキン				各社2020年3月19日にニュースリリースしており、ＨＰをご覧ください カクシャ ネン ガツ ニチ ラン

				住宅ローン税額控除:住宅ローンで住宅の取得等をした場合、毎年のローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度 ジュウタク ゼイガク コウジョ		入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日( 注文住宅新築:2020年9月末、･分譲住宅･既存住宅取得や増改築:2020年11月末)までに契約が行われ、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とされる						西条税務署
 0897-56-3290

				特定不妊治療費助成事業
(21年1月より 2回目以降も30万円,子ども1人につき最大6回,事実婚も対象に, 所得制限撤廃と拡充) ネン ガツ カイ メ イコウ マンエン コ ヒトリ サイダイ カイ ジジツコン タイショウ ショトク セイゲン テッパイ カクジュウ		年齢要件を緩和 ①対象者 治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→ 「44歳未満」②６回の通算回数：初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が「40歳未満」→「41歳未満」 カイ						県:保健福祉部健康増進課 
089-912-2400 ケン

				法テラスの無料法律相談 ホウ ムリョウ ホウリツ ソウダン		1つの問題につき3回まで、1回30分間程度、無料での法律相談						0570-078374
平日９-21時,土曜 9-17時 ヘイジツ ジ ドヨウ ジ



		事業 ジギョウ

		給付 キュウフ

				酒類提供飲食店への時短協力金: 
東予地域など（松山市以外）の酒類を提供する飲食店の営業5～21時まで、酒類提供11～20時30分までの時短要請　NEW カクジュウ		時短期間は４月２６日（月）～５月１９日（水）の２４日間。時短に応じた協力金は【中小企業】は前年度又は前々年度の１日当たりの売上高に応じて2万5千円～7万5千円／日。【大企業】等は、１日当たりの売上高の減少額を基に算出する方式を選択可（上限20万円／日）。 ジタン ジタン オウ						県:産業政策課

西:経済対策支援室(地域創生ｾﾝﾀｰ内)
(代表0897-56-5151)から ケン サンギョウ セイサクカ ニシ ケイザイ タイサク シエン シツ チイキ ソウセイ ナイ ダイヒョウ

				県･市町連携えひめ版応援金
※市の上乗せ等ありえる
 ケン シマチ レンケイ バン オウエン キン シ ウワノ トウ		上の時短協力金の対象にはなっていない事業主向けの支援制度が準備中。対象は１月～５月のうち、任意の月の売り上げが前（前々）年同月比で３０％以上減少した事業者。時短協力金支給店はこちらの制度は対象外。中小企業２０万円、個人事業主１０万円給付 チュウショウキギョウ マンエン コジンジギョウヌシ マンエン キュウフ

				緊急事態宣言の影響緩和の為の
一時支援金
給付対象の判定に、中小企業庁資料を参照下さい(V-RESASの利用等) キンキュウ ジタイ センゲン エイキョウ カンワ タメ イチジ シエンキン キュウフ タイショウ ハンテイ チュウショウ キギョウチョウ シリョウ サンショウ クダ リヨウ トウ		緊急事態措置地域の飲食店と直接・間接取引があるか、措置地域の外出・移動自粛の直接的影響により、本年1～3月のいずれかの月の売上が対前年比（または対前々年比）50％以上減の自営・中小事業者
法人最大60万円,　個人最大30万円給付 　申請前に登録確認機関の形式的な確認(電話可)が必要 ソチ ソチ チョクセツ テキ ジエイ						電子申請のみ　電話相談 0120-211-240　申請サポート会場 予約制(ネットか0120-211-240)： 松山市三番町4-9-12電算ﾋﾞﾙ

				事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に合った事業の仕方に転換を支援		売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大1,500万円上乗せ ジギョウヌシ フク コジン トウ						https://jigyou-saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可


				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ

				
雇用調整助成金

雇用と生活を守る為の
主力の制度 コヨウ チョウセイ ジョセイキン コヨウ セイカツ マモ タメ シュリョク セイド		従業員を休業させ(休業協定書)、休業手当(直近3カ月賃金の最低6割)を払った場合、1人1日最大15,000円の事業主への原資の給付 ジュウギョウイン キュウギョウ キュウギョウ キョウテイショ キュウギョウ テアテ チョッキン ゲツ チンギン サイテイ ワリ ハラ バアイ ニン サイダイ エン ジギョウヌシ ゲンシ キュウフ				ハローワーク西条
　0897-56-3015
または愛媛労働局 助成金センター 
　089－987－6370 
電子申請も可能です サイジョウ シンセイ カノウ

				産業雇用安定助成金
在籍出向で雇用維持&人材活用 サンギョウ コヨウ アンテイ ジョセイキン ザイセキ シュッコウ コヨウ イジ ジンザイ カツヨウ		出向中の費用を出向元･先双方に最大中小 ９/10、大企業 3/4助成
(日額最大12,000円(出向元・先の計))
さらに出向に係る初期費用1人当たり最大15万円助成 シュッコウチュウ ヒヨウ シュッコウ モト サキ ソウホウ サイダイ チュウショウ ダイキギョウ ジョセイ ニチガク サイダイ エン シュッコウ モト サキ ケイ シュッコウ カカ ショキ ヒヨウ ヒトリ ア サイダイ マンエン ジョセイ						各市のハローワーク カクシ

				トライアル雇用助成金
コロナで離職を余儀なくされた方を雇うのを支援 コヨウ ジョセイキン リショク ヨギ カタ ヤト シエン		ハローワークを通じてコロナ禍で実質失業した人を雇う場合, 3か月の試行雇用期間中,一人当たり月額４万円助成(短時間労働は月額2.5万円) ツウ ワザワイ ジッシツ シツギョウ ヒト ヤト バアイ ゲツ シコウ コヨウ キカンチュウ ヒトリ ア ゲツガク マンエン ジョセイ タンジカン ロウドウ ゲツガク マンエン						各市のハローワーク カクシ

				小学校休校等対応助成金/支援金 子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休む場合も対象 保護者申請も可に ショウガッコウ キュウコウ トウ タイオウ ジョセイキン シエンキン ゴウ タイショウ ホゴシャ シンセイ カ		小学校保育園等の休校や、子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休むことが必要で、会社が従業員を有給で休業させた場合、従業員1人1日最大15,000円、フリ-ランス1人1日定額7,500円給付 ショウガッコウ ホイクエン トウ キュウコウ コ ショウジョウ カンセン カイシャ ユウキュウ キュウギョウ バアイ ジュウギョウイン テイガク キュウフ						学校等休業助成金受付センターに申請 0120-60-3999 ガッコウ トウ キュウギョウ ジョセイキン ウケツケ シンセイ

				
母性健康管理措置による
休暇取得支援助成金		対コロナの母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者（含 非正規）に５日以上の有給（賃金の6割以上）休暇（年次有給休暇を除く）を取得させた企業に給付  1人:休暇5～20日未満 25万円, 20日毎に15万円加算 最大100万円 タイ フク ニチ イジョウ チンギン ワリ イジョウ ヒトリ キュウカ ミマン ゴト サイダイ マンエン						愛媛労働局 
089-935-5222

				両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）のコロナ対応特例		コロナ対応として労働者が有給休暇を取得して家族の介護を行う中小企業事業主を支援。労働者１人当たり 休暇日数が合計５日以上10日未満 20万円。休暇日数が合計10日以上 35万円。１企業上限５人 ジョウゲン						愛媛労働局 雇用環境・均等室
089-935-5222

				国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業
第三次募集!(6月22日締切) コクサン ノウリン スイサンブツナド ハンロ タヨウカ キンキュウ タイサク ジギョウ ダイ ボシュウ ガツ ニチ シメキリ		インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2 サイダイ オク エン キュウフ ホジョ リツ						https://hanrotayouka.jp/
電話相談 0570-030525  デンワ

				コロナ対応
新ビジネスモデル補助金　  NEW！		コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッチンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する事業主（含 個人）を支援
補助率2/3　最大100万円を補助 						西条商工会議所  
　0897-56-2200
周桑商工会
　0898-68-7244

				西: 中小企業等(含 医療福祉)
チャレンジ事業費補助金
NEW! ニシ チュウショウ キギョウトウ フク イリョウ フクシ ヒ ホジョキン		①新事業展開支援事業（経営力向上・国外市場開拓）(最大100万円)、②新事業展開支援事業（国内市場開拓・業態転換・ ブランド構築）(最大50万円)、③専門家活用支援事業(最大10万円)、④人材確保支援事業(最大30万円)
※条件：申請前の直近6か月間のうち、売上高が低い3か月の合計売上高が、コロナ前の同3か月と比較して10％以上減少している。補助率いずれも2/3 ダイ						産業振興課 SICS内
 0897-53-0010
 サンギョウ シンコウカ ナイ

				西:
地域産業競争力強化事業
一般の制度だがコロナ対応も対象になりうる ニシ チイキ サンギョウ キョウソウリョク キョウカ ジギョウ イッパン セイド タイオウ タイショウ		市内中小企業、農林漁業者等　①成長産業等参入事業(最大200万円)、②販路開拓事業(最大50万円)、③人材育成事業(最大20万円)、④知的財産権取得事業(最大30万円)、⑤商店街空き店舗活用事業(最大30万円) 補助率いずれも1/2 シナイ チュウショウキギョウ ノウリン ギョギョウシャ トウ						①～④
産業振興課 SICS内
　0897-53-0010
⑤産業振興課
　0897-52-1482 サンギョウ シンコウカ ナイ

		減免 ゲンメン

				
中小企業経営強化税制 		テレワーク用設備投資額の即時償却または7%相当額(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除。経営力向上計画の事前認定が必要 ヨウ セツビ トウシ ガク ソクジ ショウキャク シホンキン マンエン イカ ホウジン ケイエイリョク コウジョウ ケイカク ジゼン ニンテイ ヒツヨウ				西条税務署 0897-56-3290
経営力向上計画の認定は商工会議所･商工会等 サイジョウ ゼイムショ ショウコウ カイギショ ショウコウカイ トウ

				所得税上、会社が従業員に支払うテレワーク対応の手当を、一部非課税にする扱い ショトクゼイ ジョウ カイシャ シハラ タイオウ テアテ イチブ ヒカゼイ アツカ		テレワーク(在宅勤務)に関わる通信費や電気料金対応の会社から従業員に支払われる手当について、「実費相当額を精算する方法」であれば一部、給与としての課税ではなく、非課税扱いとする タイオウ カイシャ ジュウギョウイン シハラ テアテ イチブ キュウヨ アツカ						国税庁HP「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」 コクゼイチョウ

		融資 ユウシ

				
日本政策金融公庫
　(日本公庫)

3次補正で国民4,000万円→6,000万円、中小･危機2億円→3億円に無利子枠が広がりました(審査はあります) ニホン セイサク キンユウ コウコ ニホン コウコ		実質無利子･無担保融資
国民事業(新居浜支店) 最大6,000万円、中小事業(松山支店)最大3億円、農林漁業事業(松山支店)最大1,200万円
既往債務の無利子への借り換えも可能
商工中金も、日本公庫中小事業の貸付とほぼ同内容 ジッシツ ムリシ ムタンポ ユウシ コクミン ジギョウ ニイハマ シテン サイダイ マンエン チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン サイダイ オクエン ジギョウ マツヤマ シテン キオウ サイム ムリシ カ カ カノウ ショウコウ チュウキン ニホン コウコ チュウショウ ジギョウ カシツケ ドウ ナイヨウ				
日本政策金融公庫新居浜支店
(新居浜郵便局奥隣り)0897-33-9101

中小事業松山支店 089-943-1231
農林水産事業松山支店 089-933-3371
商工中金 松山支店 089-921-9151 ニイハマ ユウビンキョク オク ドナ チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン ノウリン スイサン ジギョウ マツヤマ シテン

				
民間金融機関が融資し、県信用保証協会が保証をし、それに国や自治体が利子等補給する仕組み

3次補正でセーフティネット保証は4,000万円→6,000万円に無利子枠が広がりました(審査はあります)
 シンヨウ クニ ジチタイ シク ホショウ シンサ		実質無利子･無担保融資
セーフティネット保証4号(売上20%以上減)･5号(売上5%以上減)、危機関連保証(売上15%以上減)と、民間融資に、利子･保証料補給をして最大6,000万円無利子にする。
既往債務の無利子への借り換えも可能 
 ホショウ ゴウ ウリアゲ イジョウ ゲン ゴウ キキ カンレン ホショウ ミンカン ユウシ リシ ホショウリョウ ホキュウ サイダイ マンエン ムリシ				融資:民間金融機関
保証:愛媛県信用保証協会新居浜支所
(商工会館2Ｆ) 0897-33-8282
条件認定:
西条市 産業振興課 0897-52-1482 ホショウ ニイハマ シショ ショウコウ カイカン ジョウケン ニンテイ

						県:
感染症対策資金   無利子額を上記に追加。合計で最大6,000万円
 ケン カンセンショウ タイサク シキン ムリシ ガク ジョウキ ツイカ ゴウケイ サイダイ				県:経済労働部産業支援局経営支援課 089-912-2481

						西条市 
中小企業経営安定化資金 無利子額最大1,000万円追加 チュウショウ キギョウ				民間金融機関が融資、県保証協会がセーフティネット信用保証、市がそれに利子等補給
西条市 産業振興課 0897-52-1482 シ リシ トウ ホキュウ

						西条市 
中小企業振興資金  
　最大500万円 低利融資 チュウショウ キギョウ シンコウ シキン サイダイ マンエン				民間金融機関が融資、県保証協会が保証、市が利子等補給
西条市 産業振興課 0897-52-1482

				福祉医療関係施設向け
独立行政法人福祉医療機構 フクシ ム		無利子も含む低利融資				０１２０－３４３－８６３
または ０３－３４３８－０４０３

				資本性資⾦供給･資本増強⽀援(中⼩･⼩規模事業者に)
2次補正予算1兆2,442億円 ホセイ ヨサン		 ⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中⼩機構出資の官⺠連携のファンドによる出資や債権買取等を実施				日本政策金融公庫 中小事業 松山支店 
　089-943-1231
商工中金 松山支店 089-921-9151 
中小企業基盤整備機構 03-3433-8811

				
金融機関等への返済猶予 キンユウ キカン トウ ヘンサイ ユウヨ		金融庁はじめ財務省、経産省から所管金融機関に対し資金繰り支援要請を累次行っており、なかでも能動的･プッシュ型で資金繰り支援の為の条件変更も推奨している キンユウチョウ ザイムショウ ケイサンショウ ショカン キンユウ キカン タイ シキン グ シエン ヨウセイ ルイジ オコナ ノウドウテキ ガタ シキン グ シエン タメ ジョウケン ヘンコウ スイショウ						借入先金融機関 カリイ サキ キンユウ キカン

		猶予等 ユウヨ トウ

				Go To Eat 
(ゴーツーイート)キャンペーン
プレミアム付き飲食券
飲食店対象 インショク ケン		額面より２割安く(購入数制限なし)購入し、加盟飲食店で使用（１２月末迄の予定）。飲食券はスーパー・郵便局等で販売(第１弾終了。第２弾未定) ワリ ヤス ガツ マツ マデ ヨテイ ダイ ダン シュウリョウ ダイニ ダン ミテイ				加盟希望の飲食店は最寄りの商工会・商工会議所に連絡し（WEBエントリー可）,申込書を入手し,申請。加盟店は農水省指定の感染症対策を実施しその店頭ツールを掲示する

				Go To Travel
(ゴーツートラベル)キャンペーン
地域クーポン
土産･飲食･観光施設･交通 チイキ ミヤゲ カンコウ シセツ コウツウ		【全国停止中】金券。旅行代金の15％相当額を地域共通クーポンとして旅行者に配布。一人一泊あたり6,000円が上限（日帰り旅行は3,000円が上限）。紙クーポンと電子クーポンがある				取扱希望の店舗はオンラインで申込
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
但し、飲食店のGo Toトラベルの登録には、Go To Eat　の登録が必要。登録後にステッカーやポスターを店頭等に掲示する

				西:
プレミアム付地域商品券
　  NEW！ ニシ ツキ チイキ ショウヒンケン		プレミアム付き電子商品券と紙商品券販売(時期未定) ツ デンシ ショウヒンケン カミ ショウヒン ケン ハンバイ ジキミテイ				西条商工会議所 0897-47-0088
周桑商工会 0898-68-7244 サイジョウ ショウコウ カイギショ シュウソウ ショウコウカイ



				★★★



				事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に合った事業の仕方に転換を支援		売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大1,500万円上乗せ ジギョウヌシ フク コジン トウ						https://jigyou-saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可


				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ

				国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業
第三次募集!(6月22日締切) コクサン ノウリン スイサンブツナド ハンロ タヨウカ キンキュウ タイサク ジギョウ ダイ ボシュウ ガツ ニチ シメキリ		インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2 サイダイ オク エン キュウフ ホジョ リツ						https://hanrotayouka.jp/
電話相談 0570-030525  デンワ

				コロナ対応
新ビジネスモデル補助金		コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッチンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する事業主（含 個人）を支援
補助率2/3　最大100万円を補助 						西条商工会議所  
　0897-56-2200
周桑商工会
　0898-68-7244

				 中小企業等(含 医療福祉)
チャレンジ事業費補助金 チュウショウ キギョウトウ フク イリョウ フクシ ヒ ホジョキン		①新事業展開支援事業（経営力向上・国外市場開拓）(最大100万円)、②新事業展開支援事業（国内市場開拓・業態転換・ ブランド構築）(最大50万円)、③専門家活用支援事業(最大10万円)、④人材確保支援事業(最大30万円)
※条件：申請前の直近6か月間のうち、売上高が低い3か月の合計売上高が、コロナ前の同3か月と比較して10％以上減少している。補助率いずれも2/3 ダイ						産業振興課 SICS内
 0897-53-0010
 サンギョウ シンコウカ ナイ

				
地域産業競争力強化事業
一般の制度だがコロナ対応も対象になりうる チイキ サンギョウ キョウソウリョク キョウカ ジギョウ イッパン セイド タイオウ タイショウ		市内中小企業、農林漁業者等　①成長産業等参入事業(最大200万円)、②販路開拓事業(最大50万円)、③人材育成事業(最大20万円)、④知的財産権取得事業(最大30万円)、⑤商店街空き店舗活用事業(最大30万円) 補助率いずれも1/2 シナイ チュウショウキギョウ ノウリン ギョギョウシャ トウ						①～④
産業振興課 SICS内
　0897-53-0010
⑤産業振興課
　0897-52-1482 サンギョウ シンコウカ ナイ

				
プレミアム付地域商品券
 ツキ チイキ ショウヒンケン		プレミアム付き電子商品券と紙商品券販売(時期未定) ツ デンシ ショウヒンケン カミ ショウヒン ケン ハンバイ ジキミテイ				西条商工会議所 0897-47-0088
周桑商工会 0898-68-7244 サイジョウ ショウコウ カイギショ シュウソウ ショウコウカイ







新居浜

		家計 カケイ

		給付 キュウフ

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
ひとり親世帯分※要申請 　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン オヤ セタイ ブン ヨウ シンセイ		令和３年４月分の児童扶養手当受給者（この方は申請不要で受け取れます）ではなく、公的年金等を受給していることにより令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等）や、コロナ禍で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ：児童１人当たり一律５万円 トウ						コールセンター0120-400-903
四:こども課 0896-28-6027
新:子育て支援課 0897-65-1242
西:子育て支援係 0897-52-1370

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
低所得子育て世帯分　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン テイ ショトク コソダ セタイ ブン		上記以外の低所得子育て世帯向けの制度。現在、厚労省で制度設計中：児童１人当たり一律５万円 ジョウキ イガイ テイショトク コソダ セタイ ム セイド ゲンザイ コウロウショウ セイド セッケイ チュウ

				新型コロナ対応
休業支援金･給付金
休業手当相当を自ら申請
ﾊﾟｰﾄ･ﾊﾞｲﾄのシフト減も適用可
大企業非正規雇用にも適用拡大 シンガタ タイオウ キュウギョウ シエンキン キュウフキン キュウギョウ テアテ ソウトウ ミズカ シンセイ テキヨウ カ ダイキギョウ ヒ セイキ コヨウ テキヨウ カクダイ		休業期間中の休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者の申請で、休業前賃金の80%(日額最大9,900円)を休業実績に応じて給付。事業主の休業証明は必要だが、事業主が記入してくれない場合でも申請可能(後日、労働局が事業主に休業実績を確認します)
非正規雇用(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ･日々雇用、登録型派遣等)も半年以上、原則月4回以上勤務の方も含みます キュウギョウ テアテ ニチ サイダイ ゲンソク						申請用紙はHPよりダウンロードし県労働局に郵送申請。電子申請も可能に。
コールセンター 
0120-221-276 シンセイ ヨウシ ケン ロウドウ キョク ユウソウ シンセイ シンセイ カ ノウ

				住宅確保給付金

支給が終了した方へ３か月間再支給 ジュウタク カクホ キュウフキン		家賃相当額(3.2万円～5万円  世帯人数や月収により異なる)を3カ月～9カ月、3ケ月再支給可能。家主に給付。①離職・廃業か同程度まで収入機会減少　②直近の月の世帯収入合計額が、住民税非課税となる額の1/12＋家賃金額以下　③現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額以下　④求職活動を行うこと ヤチン ソウトウ ガク マンエン マンエン ゲツ ゲツ ゲツ サイシキュウ カノウ ヤヌシ イカ						社会福祉協議会 生活相談支援センター
新居浜市生活福祉課  0897-65-1240

				高校生等奨学給付金
家計急変の採用は随時！		高校生等がいる低所得世帯に教育費を給付
例　非課税世帯で公立高校：
(第一子)年額8万4,000円 (第二子以降)：年額12万9,700円						在籍校　または
県:高校教育課
　089-912-2951

				高等教育就学支援新制度
大学生等
家計急変の採用は随時！ コウトウ キョウイク シュウガク シエン シンセイド ダイガクセイ トウ		授業料等減免(年最大70万円)と給付型奨学金(年最大91万円) ネン サイダイ マンエン ネン サイダイ マンエン		まず文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度」を確認する。今、高校生(含 浪人生(２浪まで))か、大学生かによって、高校、大学、日本学生支援機構(JASSO)に申請 モンブ カガクショウ カクニン イマ コウコウセイ フク ダイガクセイ コウコウ ダイガク ニホン ガクセイ シエン キコウ シンセイ

				新居浜市 
子育て応援券給付事業
		国の「特別定額給付金」の対象とならない新生児(4/28～2021/3/31生)に5 万円分の応援券(紙おむつ等購入可能) シンセイジ ウマ トウ				新居浜市 子育て支援課 0897-65-1242

				新居浜市 
市営住宅の無償貸出		対象者:会社を解雇等され、社宅や寮から退去を求められている新居浜市民対象、旧雇用促進住宅(松原町)･7 戸、家賃は無償   6 カ月間 タイショウ						新:建設部建築住宅課
0897-65-1277

		融資 ユウシ

				緊急小口資金

総合支援資金
２制度合計で
二人以上世帯最大200万円
単身世帯最大155万円 キンキュウ コグチ シキン ゴウケイ		最大20 万円 無利子 保証人不要
返済据置:1 年以内、償還期間 2 年以内  サイダイ マンエン ホショウニン フヨウ ヘンサイ スエオキ トシ イナイ ショウカン キカン トシ イナイ				新居浜市
社会福祉協議会 0897-47-4976
（新居浜総合福祉センター）
 ニイハマ ソウゴウ フクシ

						2人以上世帯月最大20万円、単身世帯月最大15万円を3か月まで 無利子 保証人なし可能 返済据置:1 年以内 、償還期間: 10 年以内 所得状況に応じて免除可能  ９カ月迄貸付期間延長可 ニン イジョウ セタイ ツキ サイダイ マンエン タンシン セタイ ツキ サイダイ マンエン ゲツ ムリシ ホショウニン カノウ ショトク ジョウキョウ オウ メンジョ カノウ マデ カ

				
県:離職者緊急生活資金 ケン		離職者1人当たり最大100万円 低利
融資期間:5年以内 サイダイ テイリ		制度について 県:労政雇用課 089－912－2500
窓口:四国労働金庫 新居浜支店 0897-33-8567 セイド マドグチ ニイハマ シテン

		減免･猶予等 ゲンメン ユウヨ トウ

				
国民年金保険料 コクミン ネンキン ホケンリョウ		所得の急減や失業等 ショトク キュウゲン シツギョウ トウ		日本年金機構 新居浜事務所 　0897－35－1300
新居浜市 市民課 0897-65-1232 ニホン ネンキン キコウ シミンカ

				介護保険料、国民健康保険料、市営住宅家賃 カイゴ ホケンリョウ コクミン ケンコウ ホケン リョウ シエイ ジュウタク ヤチン				市役所代表電話からそれぞれの納付窓口につないでもらう シヤクショ ダイヒョウ デンワ

				電気、ガス料金 デンキ リョウキン				それぞれの納付窓口

				ＮＨＫ受信料 ジュシンリョウ				ＮＨＫナビダイヤル  0570-077-077

				携帯電話料金 ケイタイ デンワ リョウキン				各社2020年3月19日にニュースリリースしており、ＨＰをご覧ください カクシャ ネン ガツ ニチ ラン

				住宅ローン税額控除:住宅ローンで住宅の取得等をした場合、毎年のローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度 ジュウタク ゼイガク コウジョ		入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日( 注文住宅新築:2020年9月末、･分譲住宅･既存住宅取得や増改築:2020年11月末)までに契約が行われ、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とされる						新居浜税務署
 0897-33-4145 ニイハマ ゼイムショ

				特定不妊治療費助成事業
(21年1月より 2回目以降も30万円,子ども1人につき最大6回,事実婚も対象に, 所得制限撤廃と拡充) ネン ガツ カイ メ イコウ マンエン コ ヒトリ サイダイ カイ ジジツコン タイショウ ショトク セイゲン テッパイ カクジュウ		年齢要件を緩和 ①対象者 治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→ 「44歳未満」②６回の通算回数：初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が「40歳未満」→「41歳未満」 カイ						県:保健福祉部健康増進課 
089-912-2400 ケン

				法テラスの無料法律相談 ホウ ムリョウ ホウリツ ソウダン		1つの問題につき3回まで、1回30分間程度、無料での法律相談						0570-078374
平日９-21時,土曜 9-17時 ヘイジツ ジ ドヨウ ジ



		事業 ジギョウ

		給付 キュウフ

				酒類提供飲食店への時短協力金: 
東予地域など（松山市以外）の酒類を提供する飲食店の営業5～21時まで、酒類提供11～20時30分までの時短要請　NEW カクジュウ		時短期間は４月２６日（月）～５月１９日（水）の２４日間。時短に応じた協力金は【中小企業】は前年度又は前々年度の１日当たりの売上高に応じて2万5千円～7万5千円／日。【大企業】等は、１日当たりの売上高の減少額を基に算出する方式を選択可（上限20万円／日）。 ジタン ジタン オウ						県:産業政策課

四:産業支援課 　 0896-28-6186
新:緊急経済対策室 0897-65-1584
西:経済対策支援室(地域創生ｾﾝﾀｰ内)
(代表0897-56-5151)から ケン サンギョウ セイサクカ ヨン サンギョウ シエン カ シン キンキュウ ケイザイ タイサクシツ ニシ ケイザイ タイサク シエン シツ チイキ ソウセイ ナイ ダイヒョウ

				県･市町連携えひめ版応援金
※市の上乗せ等ありえる
 ケン シマチ レンケイ バン オウエン キン シ ウワノ トウ		上の時短協力金の対象にはなっていない事業主向けの支援制度が準備中。対象は１月～５月のうち、任意の月の売り上げが前（前々）年同月比で３０％以上減少した事業者。時短協力金支給店はこちらの制度は対象外。中小企業２０万円、個人事業主１０万円給付 チュウショウキギョウ マンエン コジンジギョウヌシ マンエン キュウフ

				緊急事態宣言の影響緩和の為の
一時支援金
給付対象の判定に、中小企業庁資料を参照下さい(V-RESASの利用等) キンキュウ ジタイ センゲン エイキョウ カンワ タメ イチジ シエンキン キュウフ タイショウ ハンテイ チュウショウ キギョウチョウ シリョウ サンショウ クダ リヨウ トウ		緊急事態措置地域の飲食店と直接・間接取引があるか、措置地域の外出・移動自粛の直接的影響により、本年1～3月のいずれかの月の売上が対前年比（または対前々年比）50％以上減の自営・中小事業者
法人最大60万円,　個人最大30万円給付 　申請前に登録確認機関の形式的な確認(電話可)が必要 ソチ ソチ チョクセツ テキ ジエイ						電子申請のみ　電話相談 0120-211-240　申請サポート会場 予約制(ネットか0120-211-240)： 松山市三番町4-9-12電算ﾋﾞﾙ

				事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に合った事業の仕方に転換を支援		売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大1,500万円上乗せ ジギョウヌシ フク コジン トウ						https://jigyou-saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可


				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ

				
雇用調整助成金

雇用と生活を守る為の
主力の制度 コヨウ チョウセイ ジョセイキン コヨウ セイカツ マモ タメ シュリョク セイド		従業員を休業させ(休業協定書)、休業手当(直近3カ月賃金の最低6割)を払った場合、1人1日最大15,000円の事業主への原資の給付 ジュウギョウイン キュウギョウ キュウギョウ キョウテイショ キュウギョウ テアテ チョッキン ゲツ チンギン サイテイ ワリ ハラ バアイ ニン サイダイ エン ジギョウヌシ ゲンシ キュウフ				新居浜ハローワーク
   0897-34-7100
または愛媛労働局 助成金センター 
　089－987－6370 
電子申請も可能です シンセイ カノウ

				産業雇用安定助成金
在籍出向で雇用維持&人材活用 サンギョウ コヨウ アンテイ ジョセイキン ザイセキ シュッコウ コヨウ イジ ジンザイ カツヨウ		出向中の費用を出向元･先双方に最大中小 ９/10、大企業 3/4助成
(日額最大12,000円(出向元・先の計))
さらに出向に係る初期費用1人当たり最大15万円助成 シュッコウチュウ ヒヨウ シュッコウ モト サキ ソウホウ サイダイ チュウショウ ダイキギョウ ジョセイ ニチガク サイダイ エン シュッコウ モト サキ ケイ シュッコウ カカ ショキ ヒヨウ ヒトリ ア サイダイ マンエン ジョセイ						各市のハローワーク カクシ

				トライアル雇用助成金
コロナで離職を余儀なくされた方を雇うのを支援 コヨウ ジョセイキン リショク ヨギ カタ ヤト シエン		ハローワークを通じてコロナ禍で実質失業した人を雇う場合, 3か月の試行雇用期間中,一人当たり月額４万円助成(短時間労働は月額2.5万円) ツウ ワザワイ ジッシツ シツギョウ ヒト ヤト バアイ ゲツ シコウ コヨウ キカンチュウ ヒトリ ア ゲツガク マンエン ジョセイ タンジカン ロウドウ ゲツガク マンエン						各市のハローワーク カクシ

				小学校休校等対応助成金/支援金 子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休む場合も対象 保護者申請も可に ショウガッコウ キュウコウ トウ タイオウ ジョセイキン シエンキン ゴウ タイショウ ホゴシャ シンセイ カ		小学校保育園等の休校や、子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休むことが必要で、会社が従業員を有給で休業させた場合、従業員1人1日最大15,000円、フリ-ランス1人1日定額7,500円給付 ショウガッコウ ホイクエン トウ キュウコウ コ ショウジョウ カンセン カイシャ ユウキュウ キュウギョウ バアイ ジュウギョウイン テイガク キュウフ						学校等休業助成金受付センターに申請 0120-60-3999 ガッコウ トウ キュウギョウ ジョセイキン ウケツケ シンセイ

				
母性健康管理措置による
休暇取得支援助成金		対コロナの母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者（含 非正規）に５日以上の有給（賃金の6割以上）休暇（年次有給休暇を除く）を取得させた企業に給付  1人:休暇5～20日未満 25万円, 20日毎に15万円加算 最大100万円 タイ フク ニチ イジョウ チンギン ワリ イジョウ ヒトリ キュウカ ミマン ゴト サイダイ マンエン						愛媛労働局 
089-935-5222

				両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）のコロナ対応特例		コロナ対応として労働者が有給休暇を取得して家族の介護を行う中小企業事業主を支援。労働者１人当たり 休暇日数が合計５日以上10日未満 20万円。休暇日数が合計10日以上 35万円。１企業上限５人 ジョウゲン						愛媛労働局 雇用環境・均等室
089-935-5222

				国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業
第三次募集!(6月22日締切) コクサン ノウリン スイサンブツナド ハンロ タヨウカ キンキュウ タイサク ジギョウ ダイ ボシュウ ガツ ニチ シメキリ		インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2 サイダイ オク エン キュウフ ホジョ リツ						https://hanrotayouka.jp/
電話相談 
 0570-030525  デンワ

				コロナ対応
新ビジネスモデル補助金　  NEW！		コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッチンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する事業主（含 個人）を支援
補助率2/3　最大100万円を補助  ハンバイ ケイシキ トウ ジギョウヌシ フク コジン						新居浜商工会議所 0897-33-5581　

				新居浜市版
飲食店取引事業者支援
NEW! ニイハマ シ ハン インショク テン トリヒキ ジギョウ シャ シエン		飲食店と日常取引のある市内事業者で、コロナ禍で今年年１～３月いずれかの月売上が、前（前々）年同月比50％以上減
※新居浜市プレミアム商品券の取扱店舗に登録していないことが条件
60業者(のみ!)に20万円給付 ニチジョウ ギョウシャ シャ マンエン キュウフ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:　
新ビジネスチャレンジ支援
NEW！ ニイ シン シエン		商工会議所の指導による経営計画策定し、新ビジネスに取り組む事業経費に対し　最大50万円(補助率2/3) 10件限り ショウコウカイギショ シドウ ケイエイ ケイカク サクテイ シン ト ク ジギョウ ケイヒ タイ ケン カギ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:
事業再構築促進支援
NEW！ ニイ ジギョウ サイコウチク ソクシン シエン		国の「事業再構築補助金」の申請に必要な事業計画策定の経費に対し　最大10万円　30件限り クニ ジギョウサイコウチク ホジョキン シンセイ ヒツヨウ ジギョウケイカク サクテイ ケイヒ タイ サイダイ マンエン ケン カギ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:
中小企業振興助成制度
一般の制度だがコロナ対応も対象になりうる ニイ イッパン セイド タイオウ タイショウ		共同施設設置事業(最大9,000万円)、事業所設置事業(最大1,000万円)、空き店舗活用事業(最大100万円)、新製品開発事業(最大200万円)、共同研究事業(最大100万円)、倒産防止対策事業(最大50万円と最大9.6万円)、人材養成事業(最大100万円)、市場開拓及び催物等事業(最大100万円)、インターネットショップ等活用販路拡大事業(最大20万円)、生産性向上機器導入事業(最大200万円)、ＩＴ・ＩｏＴ導入事業(最大200万円)、雇用促進事業(最大100万円)、人材確保事業(最大30万円)、労働環境改善事業(最大30万円)、女性活躍環境整備推進事業(最大500万円)						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				新:　 市外から新居浜市内へ
サテライトオフィス誘致支援 ニイ ユウチ シエン		① サテライトオフィスの整備に給付最大1,000万円(補助率3/4)
② サテライトオフィス入居経費に給付最大1,440万円(補助率3/4)						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

		減免 ゲンメン

				
中小企業経営強化税制 		テレワーク用設備投資額の即時償却または7%相当額(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除。経営力向上計画の事前認定が必要 ヨウ セツビ トウシ ガク ソクジ ショウキャク シホンキン マンエン イカ ホウジン ケイエイリョク コウジョウ ケイカク ジゼン ニンテイ ヒツヨウ				新居浜税務署　0897-33-4145
経営力向上計画の認定は商工会議所 0897-33-5581 ニイハマ ゼイムショ ショウコウ カイギショ

				所得税上、会社が従業員に支払うテレワーク対応の手当を、一部非課税にする扱い ショトクゼイ ジョウ カイシャ シハラ タイオウ テアテ イチブ ヒカゼイ アツカ		テレワーク(在宅勤務)に関わる通信費や電気料金対応の会社から従業員に支払われる手当について、「実費相当額を精算する方法」であれば一部、給与としての課税ではなく、非課税扱いとする タイオウ カイシャ ジュウギョウイン シハラ テアテ イチブ キュウヨ アツカ						国税庁HP「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」 コクゼイチョウ

		融資 ユウシ

				
日本政策金融公庫
　(日本公庫)

3次補正で国民4,000万円→6,000万円、中小･危機2億円→3億円に無利子枠が広がりました(審査はあります) ニホン セイサク キンユウ コウコ ニホン コウコ		実質無利子･無担保融資
国民事業(新居浜支店) 最大6,000万円、中小事業(松山支店)最大3億円、農林漁業事業(松山支店)最大1,200万円
既往債務の無利子への借り換えも可能
商工中金も、日本公庫中小事業の貸付とほぼ同内容 ジッシツ ムリシ ムタンポ ユウシ コクミン ジギョウ ニイハマ シテン サイダイ マンエン チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン サイダイ オクエン ジギョウ マツヤマ シテン キオウ サイム ムリシ カ カ カノウ ショウコウ チュウキン ニホン コウコ チュウショウ ジギョウ カシツケ ドウ ナイヨウ				
日本政策金融公庫新居浜支店
(新居浜郵便局奥隣り)0897-33-9101

中小事業松山支店 089-943-1231
農林水産事業松山支店 089-933-3371
商工中金 松山支店 089-921-9151 ニイハマ ユウビンキョク オク ドナ チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン ノウリン スイサン ジギョウ マツヤマ シテン

				
民間金融機関が融資し、県信用保証協会が保証をし、それに国や自治体が利子等補給する仕組み

2次補正でセーフティネット保証は3,000万円→4,000万円に無利子枠が広がりました(審査はあります)
 シンヨウ クニ ジチタイ シク ホショウ		実質無利子･無担保融資
セーフティネット保証4号(売上20%以上減)･5号(売上5%以上減)、危機関連保証(売上15%以上減)と、民間融資に、利子･保証料補給をして最大6,000万円無利子にする。
既往債務の無利子への借り換えも可能 
 ホショウ ゴウ ウリアゲ イジョウ ゲン ゴウ キキ カンレン ホショウ ミンカン ユウシ リシ ホショウリョウ ホキュウ サイダイ マンエン ムリシ				融資:民間金融機関
保証:愛媛県信用保証協会新居浜支所
(商工会館2Ｆ) 0897-33-8282
条件認定:
新居浜市 産業振興課 0897-65-1260
 ホショウ ニイハマ シショ ショウコウ カイカン ジョウケン ニンテイ

						県:
感染症対策資金   無利子額を上記に追加。合計で最大6,000万円
 ケン カンセンショウ タイサク シキン ムリシ ガク ジョウキ ツイカ ゴウケイ サイダイ				県:経済労働部産業支援局経営支援課 089-912-2481

						新居浜市 中小企業緊急経営資金  
　最大1,000万円 低利融資
      (完済後融資500万円迄の保証料助成) サイダイ マンエン テイリ ユウシ				民間金融機関が融資、県保証協会が保証、市が利子等補給
新居浜商工会議所 0897-33-5581 

				福祉医療関係施設向け
独立行政法人福祉医療機構 フクシ ム		無利子も含む低利融資				０１２０－３４３－８６３
または ０３－３４３８－０４０３

				資本性資⾦供給･資本増強⽀援(中⼩･⼩規模事業者に)
2次補正予算1兆2,442億円 ホセイ ヨサン		 ⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中⼩機構出資の官⺠連携のファンドによる出資や債権買取等を実施				日本政策金融公庫 中小事業 松山支店 
　089-943-1231
商工中金 松山支店 089-921-9151 
中小企業基盤整備機構 03-3433-8811

				
金融機関等への返済猶予 キンユウ キカン トウ ヘンサイ ユウヨ		金融庁はじめ財務省、経産省から所管金融機関に対し資金繰り支援要請を累次行っており、なかでも能動的･プッシュ型で資金繰り支援の為の条件変更も推奨している キンユウチョウ ザイムショウ ケイサンショウ ショカン キンユウ キカン タイ シキン グ シエン ヨウセイ ルイジ オコナ ノウドウテキ ガタ シキン グ シエン タメ ジョウケン ヘンコウ スイショウ						借入先金融機関 カリイ サキ キンユウ キカン

		猶予等 ユウヨ トウ

				Go To Eat 
(ゴーツーイート)キャンペーン
プレミアム付き飲食券
飲食店対象 インショク ケン		額面より２割安く(購入数制限なし)購入し、加盟飲食店で使用（１２月末迄の予定）。飲食券はスーパー・郵便局等で販売(第１弾終了。第２弾未定) ワリ ヤス ガツ マツ マデ ヨテイ ダイ ダン シュウリョウ ダイニ ダン ミテイ				加盟希望の飲食店は最寄りの商工会・商工会議所に連絡し（WEBエントリー可）,申込書を入手し,申請。加盟店は農水省指定の感染症対策を実施しその店頭ツールを掲示する

				Go To Travel
(ゴーツートラベル)キャンペーン
地域クーポン
土産･飲食･観光施設･交通 チイキ ミヤゲ カンコウ シセツ コウツウ		【全国停止中】金券。旅行代金の15％相当額を地域共通クーポンとして旅行者に配布。一人一泊あたり6,000円が上限（日帰り旅行は3,000円が上限）。紙クーポンと電子クーポンがある				取扱希望の店舗はオンラインで申込
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
但し、飲食店のGo Toトラベルの登録には、Go To Eat　の登録が必要。登録後にステッカーやポスターを店頭等に掲示する

				新:
プレミアム付地域商品券
    (そうりゃ新居浜) ニイ ツキ チイキ ショウヒンケン ニイハマ		・プレミアム付き地域商品券を6月から販売
(市役所送付の世帯ごとに1人1枚購入引換券で購入)

・加盟店舗に対して感染症対策備品(アクリル板など）や消耗品(消毒液など）購入費 1店舗10万円支給 ツ チイキ ショウヒン ケン ガツ ハンバイ シヤクショ ソウフ コウニュウ ヒ						新居浜商工会議所 0897-65-1151 ニイハマ ショウコウ カイギショ



				★★★



				事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に合った事業の仕方に転換を支援		売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大1,500万円上乗せ ジギョウヌシ フク コジン トウ						https://jigyou-saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可


				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ

				国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業
第三次募集!(6月22日締切) コクサン ノウリン スイサンブツナド ハンロ タヨウカ キンキュウ タイサク ジギョウ ダイ ボシュウ ガツ ニチ シメキリ		インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2 サイダイ オク エン キュウフ ホジョ リツ						https://hanrotayouka.jp/
電話相談 
 0570-030525  デンワ

				コロナ対応
新ビジネスモデル補助金		コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッチンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する事業主（含 個人）を支援
補助率2/3　最大100万円を補助  ハンバイ ケイシキ トウ ジギョウヌシ フク コジン						新居浜商工会議所 0897-33-5581　

				
新ビジネスチャレンジ支援 シン シエン		商工会議所の指導による経営計画策定し、新ビジネスに取り組む事業経費に対し　最大50万円(補助率2/3) 10件限り ショウコウカイギショ シドウ ケイエイ ケイカク サクテイ シン ト ク ジギョウ ケイヒ タイ ケン カギ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				
事業再構築促進支援 ジギョウ サイコウチク ソクシン シエン		国の「事業再構築補助金」の申請に必要な事業計画策定の経費に対し　最大10万円　30件限り クニ ジギョウサイコウチク ホジョキン シンセイ ヒツヨウ ジギョウケイカク サクテイ ケイヒ タイ サイダイ マンエン ケン カギ						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				
中小企業振興助成制度
一般の制度だがコロナ対応も対象になりうる イッパン セイド タイオウ タイショウ		共同施設設置事業(最大9,000万円)、事業所設置事業(最大1,000万円)、空き店舗活用事業(最大100万円)、新製品開発事業(最大200万円)、共同研究事業(最大100万円)、倒産防止対策事業(最大50万円と最大9.6万円)、人材養成事業(最大100万円)、市場開拓及び催物等事業(最大100万円)、インターネットショップ等活用販路拡大事業(最大20万円)、生産性向上機器導入事業(最大200万円)、ＩＴ・ＩｏＴ導入事業(最大200万円)、雇用促進事業(最大100万円)、人材確保事業(最大30万円)、労働環境改善事業(最大30万円)、女性活躍環境整備推進事業(最大500万円)						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				　 市外から新居浜市内へ
サテライトオフィス誘致支援 ユウチ シエン		① サテライトオフィスの整備に給付最大1,000万円(補助率3/4)
② サテライトオフィス入居経費に給付最大1,440万円(補助率3/4)						新:産業振興課
0897-65-1260 サンギョウ シンコウカ

				プレミアム付地域商品券
    (そうりゃ新居浜) ツキ チイキ ショウヒンケン ニイハマ		・プレミアム付き地域商品券を6月から販売
(市役所送付の世帯ごとに1人1枚購入引換券で購入)

・加盟店舗に対して感染症対策備品(アクリル板など）や消耗品(消毒液など）購入費 1店舗10万円支給 ツ チイキ ショウヒン ケン ガツ ハンバイ シヤクショ ソウフ コウニュウ ヒ						新居浜商工会議所 0897-65-1151 ニイハマ ショウコウ カイギショ







四中



		家計 カケイ

		給付 キュウフ

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
ひとり親世帯分※要申請 　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン オヤ セタイ ブン ヨウ シンセイ		令和３年４月分の児童扶養手当受給者（この方は申請不要で受け取れます）ではなく、公的年金等を受給していることにより令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等）や、コロナ禍で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 ：児童１人当たり一律５万円 トウ						コールセンター0120-400-903
四:こども課 0896-28-6027
新:子育て支援課 0897-65-1242
西:子育て支援係 0897-52-1370

				低所得子育て世帯生活支援特別給付金:
低所得子育て世帯分　  NEW！ テイ ショトク コソダ セタイ セイカツ シエン トクベツ キュウフキン テイ ショトク コソダ セタイ ブン		上記以外の低所得子育て世帯向けの制度。現在、厚労省で制度設計中：児童１人当たり一律５万円 ジョウキ イガイ テイショトク コソダ セタイ ム セイド ゲンザイ コウロウショウ セイド セッケイ チュウ

				新型コロナ対応
休業支援金･給付金
休業手当相当を自ら申請
ﾊﾟｰﾄ･ﾊﾞｲﾄのシフト減も適用可
大企業非正規雇用にも適用拡大 シンガタ タイオウ キュウギョウ シエンキン キュウフキン キュウギョウ テアテ ソウトウ ミズカ シンセイ テキヨウ カ ダイキギョウ ヒ セイキ コヨウ テキヨウ カクダイ		休業期間中の休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者に対し、当該労働者の申請で、休業前賃金の80%(日額最大9,900円)を休業実績に応じて給付。事業主の休業証明は必要だが、事業主が記入してくれない場合でも申請可能(後日、労働局が事業主に休業実績を確認します)
非正規雇用(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ･日々雇用、登録型派遣等)も半年以上、原則月4回以上勤務の方も含みます キュウギョウ テアテ ニチ サイダイ ゲンソク						申請用紙はHPよりダウンロードし県労働局に郵送申請。電子申請も可能に。
コールセンター 
0120-221-276 シンセイ ヨウシ ケン ロウドウ キョク ユウソウ シンセイ シンセイ カ ノウ

				住宅確保給付金

支給が終了した方へ３か月間再支給 ジュウタク カクホ キュウフキン		家賃相当額(3.2万円～5万円  世帯人数や月収により異なる)を3カ月～9カ月、3ケ月再支給可能。家主に給付。①離職・廃業か同程度まで収入機会減少　②直近の月の世帯収入合計額が、住民税非課税となる額の1/12＋家賃金額以下　③現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額以下　④求職活動を行うこと ヤチン ソウトウ ガク マンエン マンエン ゲツ ゲツ ゲツ サイシキュウ カノウ ヤヌシ イカ						四国中央市 社会福祉協議会 
生活相談支援センター 0896-28-6101 シコクチュウオウシ

				高校生等奨学給付金
家計急変の採用は随時！		高校生等がいる低所得世帯に教育費を給付
例　非課税世帯で公立高校：
(第一子)年額8万4,000円 (第二子以降)：年額12万9,700円						在籍校　または
県:高校教育課
　089-912-2951

				高等教育就学支援新制度
大学生等
家計急変の採用は随時！ コウトウ キョウイク シュウガク シエン シンセイド ダイガクセイ トウ		授業料等減免(年最大70万円)と給付型奨学金(年最大91万円) ネン サイダイ マンエン ネン サイダイ マンエン		まず文部科学省HP「高等教育の修学支援新制度」を確認する。今、高校生(含 浪人生(２浪まで))か、大学生かによって、高校、大学、日本学生支援機構(JASSO)に申請 モンブ カガクショウ カクニン イマ コウコウセイ フク ダイガクセイ コウコウ ダイガク ニホン ガクセイ シエン キコウ シンセイ

				四国中央市:
子育て応援券給付事業
 ヨン コク チュウオウシ		国の「特別定額給付金」の対象とならない新生児(4/28～2021/12/31生)に5 万円分の応援券(紙おむつ等購入可能) シンセイジ ウマ トウ				四国中央市
こども課 0896-28-6027 ヨン コク チュウオウシ カ

		融資 ユウシ

				緊急小口資金

総合支援資金
２制度合計で
二人以上世帯最大200万円
単身世帯最大155万円 キンキュウ コグチ シキン ゴウケイ		最大20 万円 無利子 保証人不要
返済据置:1 年以内、償還期間 2 年以内  サイダイ マンエン ホショウニン フヨウ ヘンサイ スエオキ トシ イナイ ショウカン キカン トシ イナイ				四国中央市 
社会福祉協議会 0896-28-6127
（福祉会館）
 フクシ カイカン

						2人以上世帯月最大20万円、単身世帯月最大15万円を3か月まで 無利子 保証人なし可能 返済据置:1 年以内 、償還期間: 10 年以内 所得状況に応じて免除可能  ９カ月迄貸付期間延長可 ニン イジョウ セタイ ツキ サイダイ マンエン タンシン セタイ ツキ サイダイ マンエン ゲツ ムリシ ホショウニン カノウ ショトク ジョウキョウ オウ メンジョ カノウ マデ カ

				
県:離職者緊急生活資金 ケン		
離職者1人当たり最大100万円 低利
融資期間:5年以内 サイダイ テイリ		制度について 県:労政雇用課 089－912－2500
窓口:四国労働金庫三島支店 0896-24-3939 セイド マドグチ ミシマ シテン

		減免･猶予等 ゲンメン ユウヨ トウ

				
国民年金保険料 コクミン ネンキン ホケンリョウ		所得の急減や失業等 ショトク キュウゲン シツギョウ トウ		日本年金機構 新居浜事務所 　0897－35－1300
四国中央市 市民窓口センター年金担当 0896-28-6018 ニホン ネンキン キコウ ヨン コク チュウオウシ シミン マドグチ ネンキン タントウ

				介護保険料、国民健康保険料、市営住宅家賃、水道料金 カイゴ ホケンリョウ コクミン ケンコウ ホケン リョウ シエイ ジュウタク ヤチン ジョウスイドウ リョウキン				市役所代表電話 0896-28-6000からそれぞれの納付窓口につないでもらう シヤクショ ダイヒョウ デンワ

				電気、ガス料金 デンキ リョウキン				それぞれの納付窓口

				ＮＨＫ受信料 ジュシンリョウ				ＮＨＫナビダイヤル  0570-077-077

				携帯電話料金 ケイタイ デンワ リョウキン				各社2020年3月19日にニュースリリースしており、ＨＰをご覧ください カクシャ ネン ガツ ニチ ラン

				住宅ローン税額控除:住宅ローンで住宅の取得等をした場合、毎年のローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度 ジュウタク ゼイガク コウジョ		入居が期限(2020年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日( 注文住宅新築:2020年9月末、･分譲住宅･既存住宅取得や増改築:2020年11月末)までに契約が行われ、2021年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象とされる						伊予三島税務署
 0896-24-5410

				特定不妊治療費助成事業
(21年1月より 2回目以降も30万円,子ども1人につき最大6回,事実婚も対象に, 所得制限撤廃と拡充) ネン ガツ カイ メ イコウ マンエン コ ヒトリ サイダイ カイ ジジツコン タイショウ ショトク セイゲン テッパイ カクジュウ		年齢要件を緩和 ①対象者 治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」→ 「44歳未満」②６回の通算回数：初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が「40歳未満」→「41歳未満」 カイ						県:保健福祉部健康増進課 
089-912-2400 ケン

				法テラスの無料法律相談 ホウ ムリョウ ホウリツ ソウダン		1つの問題につき3回まで、1回30分間程度、無料での法律相談						0570-078374
平日９-21時,土曜 9-17時 ヘイジツ ジ ドヨウ ジ



		事業 ジギョウ

		給付 キュウフ

				酒類提供飲食店への時短協力金: 
東予地域など（松山市以外）の酒類を提供する飲食店の営業5～21時まで、酒類提供11～20時30分までの時短要請　NEW カクジュウ		時短期間は４月２６日（月）～５月１９日（水）の２４日間。時短に応じた協力金は【中小企業】は前年度又は前々年度の１日当たりの売上高に応じて2万5千円～7万5千円／日。【大企業】等は、１日当たりの売上高の減少額を基に算出する方式を選択可（上限20万円／日）。 ジタン ジタン オウ						県:産業政策課

四:産業支援課 　 0896-28-6186
新:緊急経済対策室 0897-65-1584
西:経済対策支援室(地域創生ｾﾝﾀｰ内)
(代表0897-56-5151)から ケン サンギョウ セイサクカ ヨン サンギョウ シエン カ シン キンキュウ ケイザイ タイサクシツ ニシ ケイザイ タイサク シエン シツ チイキ ソウセイ ナイ ダイヒョウ

				県･市町連携えひめ版応援金
※市の上乗せ等ありえる
 ケン シマチ レンケイ バン オウエン キン シ ウワノ トウ		上の時短協力金の対象にはなっていない事業主向けの支援制度が準備中。対象は１月～５月のうち、任意の月の売り上げが前（前々）年同月比で３０％以上減少した事業者。時短協力金支給店はこちらの制度は対象外。中小企業２０万円、個人事業主１０万円給付 チュウショウキギョウ マンエン コジンジギョウヌシ マンエン キュウフ

				緊急事態宣言の影響緩和の為の
一時支援金
給付対象の判定に、中小企業庁資料を参照下さい(V-RESASの利用等) キンキュウ ジタイ センゲン エイキョウ カンワ タメ イチジ シエンキン キュウフ タイショウ ハンテイ チュウショウ キギョウチョウ シリョウ サンショウ クダ リヨウ トウ		緊急事態措置地域の飲食店と直接・間接取引があるか、措置地域の外出・移動自粛の直接的影響により、本年1～3月のいずれかの月の売上が対前年比（または対前々年比）50％以上減の自営・中小事業者
法人最大60万円,　個人最大30万円給付 　申請前に登録確認機関の形式的な確認(電話可)が必要 ソチ ソチ チョクセツ テキ ジエイ						電子申請のみ　電話相談 0120-211-240　申請サポート会場 予約制(ネットか0120-211-240)： 松山市三番町4-9-12電算ﾋﾞﾙ

				事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に合った事業の仕方に転換を支援		売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大1,500万円上乗せ ジギョウヌシ フク コジン トウ						https://jigyou-saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可


				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ

				
雇用調整助成金

雇用と生活を守る為の
主力の制度 コヨウ チョウセイ ジョセイキン コヨウ セイカツ マモ タメ シュリョク セイド		従業員を休業させ(休業協定書)、休業手当(直近3カ月賃金の最低6割)を払った場合、1人1日最大15,000円の事業主への原資の給付 ジュウギョウイン キュウギョウ キュウギョウ キョウテイショ キュウギョウ テアテ チョッキン ゲツ チンギン サイテイ ワリ ハラ バアイ ニン サイダイ エン ジギョウヌシ ゲンシ キュウフ				ハローワーク四国中央市 
    0896-24-5770
または愛媛労働局 助成金センター 
　089－987－6370 
電子申請も可能です シンセイ カノウ

				産業雇用安定助成金
在籍出向で雇用維持&人材活用 サンギョウ コヨウ アンテイ ジョセイキン ザイセキ シュッコウ コヨウ イジ ジンザイ カツヨウ		出向中の費用を出向元･先双方に最大中小 ９/10、大企業 3/4助成
(日額最大12,000円(出向元・先の計))
さらに出向に係る初期費用1人当たり最大15万円助成 シュッコウチュウ ヒヨウ シュッコウ モト サキ ソウホウ サイダイ チュウショウ ダイキギョウ ジョセイ ニチガク サイダイ エン シュッコウ モト サキ ケイ シュッコウ カカ ショキ ヒヨウ ヒトリ ア サイダイ マンエン ジョセイ						各市のハローワーク カクシ

				トライアル雇用助成金
コロナで離職を余儀なくされた方を雇うのを支援 コヨウ ジョセイキン リショク ヨギ カタ ヤト シエン		ハローワークを通じてコロナ禍で実質失業した人を雇う場合, 3か月の試行雇用期間中,一人当たり月額４万円助成(短時間労働は月額2.5万円) ツウ ワザワイ ジッシツ シツギョウ ヒト ヤト バアイ ゲツ シコウ コヨウ キカンチュウ ヒトリ ア ゲツガク マンエン ジョセイ タンジカン ロウドウ ゲツガク マンエン						各市のハローワーク カクシ

				小学校休校等対応助成金/支援金 子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休む場合も対象 保護者申請も可に ショウガッコウ キュウコウ トウ タイオウ ジョセイキン シエンキン ゴウ タイショウ ホゴシャ シンセイ カ		小学校保育園等の休校や、子どもの症状がコロナ感染のおそれあるとされ休むことが必要で、会社が従業員を有給で休業させた場合、従業員1人1日最大15,000円、フリ-ランス1人1日定額7,500円給付 ショウガッコウ ホイクエン トウ キュウコウ コ ショウジョウ カンセン カイシャ ユウキュウ キュウギョウ バアイ ジュウギョウイン テイガク キュウフ						学校等休業助成金受付センターに申請 0120-60-3999 ガッコウ トウ キュウギョウ ジョセイキン ウケツケ シンセイ

				
母性健康管理措置による
休暇取得支援助成金		対コロナの母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者（含 非正規）に５日以上の有給（賃金の6割以上）休暇（年次有給休暇を除く）を取得させた企業に給付  1人:休暇5～20日未満 25万円, 20日毎に15万円加算 最大100万円 タイ フク ニチ イジョウ チンギン ワリ イジョウ ヒトリ キュウカ ミマン ゴト サイダイ マンエン						愛媛労働局 
089-935-5222

				両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）のコロナ対応特例		コロナ対応として労働者が有給休暇を取得して家族の介護を行う中小企業事業主を支援。労働者１人当たり 休暇日数が合計５日以上10日未満 20万円。休暇日数が合計10日以上 35万円。１企業上限５人 ジョウゲン						愛媛労働局 雇用環境・均等室
089-935-5222

				国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業
第三次募集!(6月22日締切) コクサン ノウリン スイサンブツナド ハンロ タヨウカ キンキュウ タイサク ジギョウ ダイ ボシュウ ガツ ニチ シメキリ		インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2 サイダイ オク エン キュウフ ホジョ リツ						https://hanrotayouka.jp/
電話相談 
 0570-030525  デンワ

				コロナ対応
新ビジネスモデル補助金　  NEW！		コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッチンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する事業主（含 個人）を支援
補助率2/3　最大100万円を補助  ハンバイ ケイシキ トウ ジギョウヌシ フク コジン						四国中央商工会議所 0896-58-3530 
土居町商工会    0896-74-5889

				四国中央市:飲食店等
経営維持応援事業

対象業種が追加！ ヨン インショク テン ケイエイ イジ オウエン ジギョウ		昨年4月16日以前に開業している飲食、タクシー、運転代行、クリーニング、旅行、旅館、酒販、食肉魚販売業者、さらに水産加工業者、冠婚葬祭業者、生花販売業者、製茶業者、野菜果物販売業者に、雇用人数(代表者も 1 人と数える)に応じて15万円～100万円給付　申請期限５月末 サクネン ガツ ニチ イゼン カイギョウ インショク ウンテン ダイコウ リョコウ リョカン シュハン ショクニク サカナ ハンバイ ギョウシャ コヨウ ニンズウ カゾ オウ マンエン マンエン キュウフ シンセイ キゲン マツ						四:産業支援課  0896-28-6186

				四国中央市:
伝統産業品等つくり手支援  ヨン インショク テン ナド デントウ サンギョウ ヒン ナド テ シエン		昨年4月1日以前に開業している水引、水引製品(金封、結納品、水引工芸品)、伊予手すき和紙、書道用紙の製造･加工･卸売業者に、会社50万円、個人事業主10万円給付 サクネン ガツ ニチ イゼン カイギョウ ミズ ヒ ミズヒキ セイヒン ミズヒキ コウゲイヒン イヨ テ ワシ ショドウヨウシ セイゾウ カコウ オロシウ ギョウシャ カイシャ マン エン コジン ジギョウヌシ マン エン キュウフ						四:産業支援課  0896-28-6186

		減免 ゲンメン

				
中小企業経営強化税制 		テレワーク用設備投資額の即時償却または7%相当額(資本金3,000万円以下の法人は10%)の税額控除。経営力向上計画の事前認定が必要 ヨウ セツビ トウシ ガク ソクジ ショウキャク シホンキン マンエン イカ ホウジン ケイエイリョク コウジョウ ケイカク ジゼン ニンテイ ヒツヨウ				伊予三島税務署 0896-24-5410
経営力向上計画の認定は商工会議所･商工会等 イヨ ミシマ ゼイムショ ショウコウ カイギショ ショウコウカイ トウ

				所得税上、会社が従業員に支払うテレワーク対応の手当を、一部非課税にする扱い ショトクゼイ ジョウ カイシャ シハラ タイオウ テアテ イチブ ヒカゼイ アツカ		テレワーク(在宅勤務)に関わる通信費や電気料金対応の会社から従業員に支払われる手当について、「実費相当額を精算する方法」であれば一部、給与としての課税ではなく、非課税扱いとする タイオウ カイシャ ジュウギョウイン シハラ テアテ イチブ キュウヨ アツカ						国税庁HP「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」 コクゼイチョウ

		融資 ユウシ

				
日本政策金融公庫
　(日本公庫)

3次補正で国民4,000万円→6,000万円、中小･危機2億円→3億円に無利子枠が広がりました(審査はあります) ニホン セイサク キンユウ コウコ ニホン コウコ		実質無利子･無担保融資
国民事業(新居浜支店) 最大6,000万円、中小事業(松山支店)最大3億円、農林漁業事業(松山支店)最大1,200万円
既往債務の無利子への借り換えも可能
商工中金も、日本公庫中小事業の貸付とほぼ同内容 ジッシツ ムリシ ムタンポ ユウシ コクミン ジギョウ ニイハマ シテン サイダイ マンエン チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン サイダイ オクエン ジギョウ マツヤマ シテン キオウ サイム ムリシ カ カ カノウ ショウコウ チュウキン ニホン コウコ チュウショウ ジギョウ カシツケ ドウ ナイヨウ				
日本政策金融公庫新居浜支店
(新居浜郵便局奥隣り)0897-33-9101

中小事業松山支店 089-943-1231
農林水産事業松山支店 089-933-3371
商工中金 松山支店 089-921-9151 ニイハマ ユウビンキョク オク ドナ チュウショウ ジギョウ マツヤマ シテン ノウリン スイサン ジギョウ マツヤマ シテン

				
民間金融機関が融資し、県信用保証協会が保証をし、それに国や自治体が利子等補給する仕組み

3次補正でセーフティネット保証は4,000万円→6,000万円に無利子枠が広がりました(審査はあります)
 シンヨウ クニ ジチタイ シク ホショウ		実質無利子･無担保融資
セーフティネット保証4号(売上20%以上減)･5号(売上5%以上減)、危機関連保証(売上15%以上減)と、民間融資に、利子･保証料補給をして最大6,000万円無利子にする。
既往債務の無利子への借り換えも可能 
 ホショウ ゴウ ウリアゲ イジョウ ゲン ゴウ キキ カンレン ホショウ ミンカン ユウシ リシ ホショウリョウ ホキュウ サイダイ マンエン ムリシ				融資:民間金融機関
保証:愛媛県信用保証協会新居浜支所
(商工会館2Ｆ) 0897-33-8282
条件認定:
四国中央市 産業支援課 0896-28-6186
 ホショウ ニイハマ シショ ショウコウ カイカン ジョウケン ニンテイ

						県:
感染症対策資金   無利子額を上記に追加。合計で最大6,000万円
 ケン カンセンショウ タイサク シキン ムリシ ガク ジョウキ ツイカ ゴウケイ サイダイ				県:経済労働部産業支援局経営支援課 089-912-2481

				福祉医療関係施設向け
独立行政法人福祉医療機構 フクシ ム		無利子も含む低利融資				０１２０－３４３－８６３
または ０３－３４３８－０４０３

				資本性資⾦供給･資本増強⽀援(中⼩･⼩規模事業者に)
2次補正予算1兆2,442億円 ホセイ ヨサン		 ⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中⼩機構出資の官⺠連携のファンドによる出資や債権買取等を実施				日本政策金融公庫 中小事業 松山支店 
　089-943-1231
商工中金 松山支店 089-921-9151 
中小企業基盤整備機構 03-3433-8811

				
金融機関等への返済猶予 キンユウ キカン トウ ヘンサイ ユウヨ		金融庁はじめ財務省、経産省から所管金融機関に対し資金繰り支援要請を累次行っており、なかでも能動的･プッシュ型で資金繰り支援の為の条件変更も推奨している キンユウチョウ ザイムショウ ケイサンショウ ショカン キンユウ キカン タイ シキン グ シエン ヨウセイ ルイジ オコナ ノウドウテキ ガタ シキン グ シエン タメ ジョウケン ヘンコウ スイショウ						借入先金融機関 カリイ サキ キンユウ キカン

		猶予等 ユウヨ トウ

				Go To Eat 
(ゴーツーイート)キャンペーン
プレミアム付き飲食券
飲食店対象 インショク ケン		額面より２割安く(購入数制限なし)購入し、加盟飲食店で使用（１２月末迄の予定）。飲食券はスーパー・郵便局等で販売(第１弾終了。第２弾未定) ワリ ヤス ガツ マツ マデ ヨテイ ダイ ダン シュウリョウ ダイニ ダン ミテイ				加盟希望の飲食店は最寄りの商工会・商工会議所に連絡し（WEBエントリー可）,申込書を入手し,申請。加盟店は農水省指定の感染症対策を実施しその店頭ツールを掲示する

				Go To Travel
(ゴーツートラベル)キャンペーン
地域クーポン
土産･飲食･観光施設･交通 チイキ ミヤゲ カンコウ シセツ コウツウ		【全国停止中】金券。旅行代金の15％相当額を地域共通クーポンとして旅行者に配布。一人一泊あたり6,000円が上限（日帰り旅行は3,000円が上限）。紙クーポンと電子クーポンがある ゼンコク テイシ チュウ				取扱希望の店舗はオンラインで申込
https://biz.goto.jata-net.or.jp/
但し、飲食店のGo Toトラベルの登録には、Go To Eat　の登録が必要。登録後にステッカーやポスターを店頭等に掲示する

				四:
プレミアム付地域商品券
NEW！ ヨン ツキ チイキ ショウヒンケン		プレミアム付き地域商品券を販売(時期未定)
(市役所送付の世帯ごとに1人1枚購入引換券で購入) ツ チイキ ショウヒン ケン ハンバイ ジキ ミテイ シヤクショ ソウフ コウニュウ				市のHPよりダウンロードした用紙で取扱店登録申請する
産業支援課  0896-28-6186 シ ヨウシ シンセイ



				★★★



				事業再構築補助金
ポストコロナ・ウィズコロナ時代に合った事業の仕方に転換を支援		売上（任意の３か月）がコロナ前比で10%以上減少の事業主(含個人)
事業計画を商工会議所等の認定経営革新支援機関や金融機関と策定
■通常枠:新分野展開や業態転換等の支出の最大１億円までを中小は2/3、中堅は1/2補助
■特別枠:上記に加えて「新たな一時金」の条件に合う企業は最大1,500万円上乗せ ジギョウヌシ フク コジン トウ						https://jigyou-saikouchiku.jp/
電子申請のみ
コールセンター:
0570-012-088

				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター:
03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可


				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ

				国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業
第三次募集!(6月22日締切) コクサン ノウリン スイサンブツナド ハンロ タヨウカ キンキュウ タイサク ジギョウ ダイ ボシュウ ガツ ニチ シメキリ		インターネットやデリバリー、給食やこども食堂への食材提供の取組を行う場合の経費を最大1億円給付 補助率1/2 サイダイ オク エン キュウフ ホジョ リツ						https://hanrotayouka.jp/
電話相談 
 0570-030525  デンワ

				コロナ対応
新ビジネスモデル補助金		コロナによる社会経済環境の変化に応じた新しいビジネスモデル（キッチンカ―、ネット販売、ドライブイン形式でのテイクアウト等）の展開する事業主（含 個人）を支援
補助率2/3　最大100万円を補助  ハンバイ ケイシキ トウ ジギョウヌシ フク コジン						四国中央商工会議所 0896-58-3530 
土居町商工会    0896-74-5889

				四国中央市:
伝統産業品等つくり手支援  ヨン インショク テン ナド デントウ サンギョウ ヒン ナド テ シエン		昨年4月1日以前に開業している水引、水引製品(金封、結納品、水引工芸品)、伊予手すき和紙、書道用紙の製造･加工･卸売業者に、会社50万円、個人事業主10万円給付 サクネン ガツ ニチ イゼン カイギョウ ミズ ヒ ミズヒキ セイヒン ミズヒキ コウゲイヒン イヨ テ ワシ ショドウヨウシ セイゾウ カコウ オロシウ ギョウシャ カイシャ マン エン コジン ジギョウヌシ マン エン キュウフ						四:産業支援課  0896-28-6186

				プレミアム付地域商品券 ツキ チイキ ショウヒンケン		プレミアム付き地域商品券を販売(時期未定)
(市役所送付の世帯ごとに1人1枚購入引換券で購入) ツ チイキ ショウヒン ケン ハンバイ ジキ ミテイ シヤクショ ソウフ コウニュウ				市のHPよりダウンロードした用紙で取扱店登録申請する
産業支援課  0896-28-6186 シ ヨウシ シンセイ







ワクチン

		西条市のワクチン接種の流れ サイジョウシ セッシュ ナガ

				問合せ:0570-031-105		接種券 　　　→ セッシュ ケン		予約 (含む２回目接種)　　　→ ヨヤク フク カイメ セッシュ		接種 セッシュ

						市役所から発送 シヤクショ ハッソウ		コールセンター(0570-031-105)か、
病院の窓口･電話、または
ウェブ(西条市HPから) ビョウイン マドグチ デンワ サイジョウシ		･医療機関での個別接種中心
･施設接種も実施(4月より)
･補完的に集団接種も検討 イリョウ キカン コベツ セッシュ チュウシン シセツ セッシュ ジッシ ガツ ホカン テキ シュウダン セッシュ ケントウ

				あなたの年齢

				高齢者(６５才以上)
(昭和32年4月1日以前生まれ) コウレイシャ ウ		75才以上は4月23日以降郵送 サイ イジョウ ガツ ニチ イコウ ユウソウ		5月10日受付開始 ガツ ニチ ウケツケ カイシ		75才以上は5月17日から サイ イジョウ ガツ ニチ

				１６才～６４才 サイ サイ		未定 ミテイ		未定 ミテイ		･高齢者施設職員、基礎疾患がある人等優先
･時期は未定 コウレイシャ シセツ ショクイン キソシッカン ヒト トウ ユウセン ジキ ミテイ

				最優先である医療従事者・救急隊員等は県等から連絡がありますので、そちらに従ってください。

				予約 西条コールセンター: 0570 - 031 -105 : 受付時間 9時～19時    （土・日・祝日含む） ヨヤク サイジョウ ド フク

				ウェブ予約　https://vaccines.sciseed.jp/saijo（西条市HPからでもアクセス可） ヨヤク カ



		新居浜市のワクチン接種の流れ ニイハマシ セッシュ ナガ

				問合せ:089-909-4860		接種券 　　　→ セッシュ ケン		予約 (含む２回目接種)　　　→ ヨヤク フク カイメ セッシュ		接種 セッシュ

						市役所から発送 シヤクショ ハッソウ		コールセンター(089-909-4860)に電話
（５月18日よりウェブ予約開始） デンワ ガツ ニチ ヨヤク カイシ		・医療機関での個別接種を軸に、施設接種、集団接種を併用
・集団接種はリーガロイヤルで５月下旬より(準備中) イリョウキカン コベツ セッシュ ジク シセツ セッシュ シュウダン セッシュ ヘイヨウ シュウダン セッシュ ガツ ゲジュン ジュンビチュウ

				あなたの年齢

				高齢者(６５才以上)
(昭和32年4月1日以前生まれ) コウレイシャ ウ		75才以上は4月23日郵送 サイ イジョウ ガツ ニチ ユウソウ		受付中　１０ケタの券番号が必要 ウケツケ チュウ ケン バンゴウ ヒツヨウ		高齢者施設入所者・職員優先
75才以上は5月10日以降 ショクイン サイ イジョウ イコウ

				１６才～６４才 サイ サイ		未定 ミテイ		未定 ミテイ		高齢者施設職員、基礎疾患がある人等優先
時期は未定 コウレイシャ シセツ ショクイン キソシッカン ヒト トウ ユウセン ジキ ミテイ

				最優先である医療従事者・救急隊員等は県等から連絡がありますので、そちらに従ってください。 サイユウセン イリョウジュウジシャ キュウキュウタイイン トウ ケン トウ レンラク シタガ

				予約 新居浜コールセンター: 089-909-4860 :受付時間 8:30～19時    （土・日・祝日含む） ヨヤク ニイハマ ド フク



		四国中央市のワクチン接種の流れ シコクチュウオウシ セッシュ ナガ

						接種券（クーポン券）→ セッシュ ケン ケン		予約 (含む２回目接種)　　　→ ヨヤク フク カイメ セッシュ		接種 セッシュ

						
市役所から発送 シヤクショ ハッソウ		予約センター(0570-057-089)に電話、または
市のHPの「コロナワクチンナビ」より ヨヤク デンワ シ		医療機関での個別接種を軸に、施設での集団接種を併用 イリョウキカン コベツ セッシュ ジク シセツ シュウダン セッシュ ヘイヨウ

				あなたの年齢

				高齢者(６５才以上)
(昭和32年4月1日以前生まれ) コウレイシャ ウ		４月5日送付 ガツ ニチ ソウフ		5月18日から ガツ ニチ		･高齢者施設入所者･職員優先
　　(４月19日開始)
･一般高齢者は5月24日から イッパン コウレイシャ ガツ カ

				１６才～６４才 サイ サイ		未定 ミテイ		未定 ミテイ		基礎疾患がある人等優先
時期は未定 キソシッカン ヒト トウ ユウセン ジキ ミテイ

				最優先である医療従事者・救急隊員等は県等から連絡がありますので、そちらに従ってください。 サイユウセン イリョウジュウジシャ キュウキュウタイイン トウ ケン トウ レンラク シタガ

				予約センター: 0570-057-089 :受付時間 月～金曜：9時～19時     土曜：9時～17時（日・祝日は休み）







生産性革命

				
⽣産性⾰命推進事業 特別枠

2次補正で予算1,000億円拡充しました

①ものづくり･商業･サ-ビス補助:設備投資向け

②持続化補助金
　　:販路開拓向け


③ＩＴ導入補助

　特別枠は昨年一旦終了したが、通常枠は申請可能
 トクベツワク ム キン ハンロ カイタク ム トクベツ ワク サクネン イッタン シュウリョウ ツウジョウ ワク シンセイ カノウ		生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に給付

■特別枠：3つの補助事業に共通 :補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること
類型Ａ:サプライチェーンの毀損への対応:顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
類型Ｂ:非対面型ビジネスモデルへの転換:非対面･遠隔でサ-ビス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備･システム投資を行うこと
類型Ｃ:テレワーク環境の整備:従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
■事業再開枠:業種別ガイドライン等に基づく以下の感染防止対策費
消毒、マスク、清掃、飛沫防止対策、換気設備、その他衛生管理、掲示･アナウンス キュウフ				①ものづくり･商業･サ-ビス補助
類型Ａ,Ｂ,Ｃ:最大1,000万円
事業再開枠: 50万円
→ものづくり補助金事務局への電子申請または
愛媛県中小企業団体中央会
　089-955-7150
http://portal.monodukuri-hojo.jp

②持続化補助
類型Ａ,Ｂ,Ｃ:最大100万円
事業再開枠: 50万円
→各市の商工会議所または商工会に申請

③ＩＴ導入補助
類型Ａ,Ｂ,Ｃ:30～450万円
→一般社団法人サ-ビスデザイン推進協議会に申請
　0570-666-424
https://www.it-hojo.jp ルイケイ サイダイ カイギショ ショウコウカイ シンセイ ドウニュウ ホジョ シンセイ



				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠　
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ				生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター：03-6837-5929

②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可



				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
　中小1/2
　小規模2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率2/3 ホジョリツ



				⽣産性⾰命推進事業		通常枠 ツウジョウ ワク		低感染リスク型ビジネス枠
(対人接触機会の減少､感染防止に資する) テイ カンセン ガタ ワク タイジン セッショク キカイ ゲンショウ カンセン ボウシ シ		生産性革命推進事業ポータルサイト 
https://seisansei.smrj.go.jp
コールセンター：03-6837-5929



②持続化補助金については各市の商工会議所または商工会にて対応可



 タイオウ

				①ものづくり補助金 ホジョキン		最大1,000万円 サイダイ マンエン		最大1,000万円 サイダイ マンエン

				（設備導入、システム構築）
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等		補助率:
 中小    1/2
 小規模 2/3 ホジョリツ チュウショウ ショウキボ		補助率 2/3 ホジョリツ

				②持続化補助金		最大50万円 サイダイ マンエン		最大100万円 サイダイ マンエン

				 (小規模事業者の販路開拓等の為の取組支援) ショウキボ ジギョウシャ タメ トリクミ シエン		補助率 2/3 ホジョリツ		(感染防止対策費も一部支援) カンセン ボウシ タイサク ヒ イチブ シエン

								補助率 3/4 ホジョリツ

				③ＩＴ導入補助金 キン		最大450万円 サイダイ マンエン		最大450万円 サイダイ マンエン

				(ITﾂｰﾙ導入やﾃﾚﾜｰｸ環境の整備) ドウニュウ カンキョウ セイビ		補助率 1/2 ホジョリツ		(ﾃﾚﾜｰｸ対応類型は最大150万円) タイオウ ルイケイ サイダイ マンエン

								補助率 2/3 ホジョリツ







モレは 

		愛媛3区の皆様 ご検討のモレはありませんか？ エヒメ ク ミナサマ ケントウ						第2次補正予算の内容も含んだ申請の必要なコロナ支援制度一覧

								2020年6月3日時点 ネン ガツ ニチ ジテン

				代表電話 :愛媛県庁( 089-941-2111) 県事務所 ( 0897-56-1300)  四国中央市役所( 0896-28-6000)  新居浜市役所( 0897-65-1234)  西条市役所(0897-56-5151)  ダイヒョウ デンワ エヒメケン チョウ ケン ジム ショ ヤクショ ヤクショ サイジョウシ ヤクショ

						白石洋一3区事務所 0897-47-1000  国会事務所 03-3508-7244 info@shiraishi.cc (本人 080-5685-0025) シライシ ヨウイチ

						凡例 県:愛媛県 四:四国中央市  新:新居浜市  西:西条市  市:3市全て  その他は国
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