
関市新型コロナウイルス感染症緊急対策 第１弾

新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活に影響を受けている市民のみなさま、事業
活動に影響を受けている中小企業者等の皆さま等を支援するため、経済支援等の緊急対策を
実施します。また、今後の状況を見ながら、第２、第３の対策を進めます。

〈報道関係各位〉
令和2年３月18日

関 市

1

〈本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先〉
関市役所北庁舎３階 関市市長公室企画広報課 TEL：0575-23-9261

対策
１

～関の飲食店を応援します～

売り上げが減少した飲食店の利用を促進し、地域経済の活性化を促します！

雇 用 調 整 支 援 金
対策
２

～従業員の休業にかかる負担を軽減します～

休業手当に厚生労働省の雇用調整助成金を活用した場合、市が負担分を補助します。

対策
３

～生活者の家計を応援します～

家計に支障をきたしている世帯に対し、一時的な生活資金を無利子でお貸しします。

その他

生活支援資金貸付制度

【経済対策】
・関市信用保証料補給の対象拡大 ・ふるさと納税地域産品支援
・セーフティネット保証、危機管理保証の認定制度を開始
・市役所内多目的ショップを活用した物販支援・公共工事前倒し発注

【子育て対策】
・留守家庭児童教室の使用料半額免除

【高齢者対策】
・ロコトレ体操をYouTube配信 etc…

New!

up!

New!

「せきのお食事応援券」





新型コロナウイルス感染症にともなう影響調査 

市内飲食業者へのヒアリング調査結果 

 概 況                                                                

・実施日   ３月１７日（火） 

・対 象   飲食業 １１件   宿泊業 １件   

 

 現 状                             

・３月の大人数の予約（送別会、法事、宴会等）は全てキャンセル 

・旅行業者団体客は全てキャンセル 

・４月の歓送迎会等の予約が一切入らない 

・現在は、４人以下のお客様が多い 

・地域の会合、宴会が軒並みキャンセル 

・観光客が減っているので売上減少（板取） 

 

 調査結果                          

3 月 17 日現在 

事業者（参考例） 

 

売上額 

前年同期比 

キャンセル 

件数 

キャンセル 

人数 

キャンセル 

金額 

飲食業 A(宴会が主) 80％減少  約 1,500 人  

飲食業 B 60％減少 (3 月分)  6 件 300 人 150 万円 

飲食業 C 20％減少 30 件 200 人 80～90 万円 

飲食業 D(カフェ) 影響なし    

宿泊業 A 85～90％減少 (3 月分) 92 件 2,400 人 1,200 万円 

 

・飲食業  

売上額前年同期比平均   

5～20％減少 ４件 

30～50％減少 ３件 

60～80％減少 ２件           

※不明１件、影響なし１件 

-1-



 

市内企業等へのヒアリング調査結果 

概況 

・中国からの材料や部品の納入に遅延や停止が発生し工場が稼働できないなど、サ

プライチェーンへの影響が多くみられる

・海外からの観光客の減少や国内においても外出を控える傾向にあり、お土産品の

販売や飲食店の売り上げが減少している

・製造現場や営業活動において必要なマスクの確保が困難である

産業別（主なもの） 

刃物産業 

・観光向け商品（お土産）の受注が４～５割程度落ち込んだ

・中国からの部品の供給が停止している。２月納入予定が遅れており、３月末でも

納入の目途がない

・部品の調達を国内にシフトしたいが、金型や人件費が高額なためできない

食品メーカー 

・製造に必要なマスクが確保できない

・臨時休校により数名従業員が休んでいる

衣料メーカー 

・中国からの入荷が１月末からストップしている

・長期化すると、経営資金に影響がでる

飲料メーカー 

・テーマパークやジム向けのオリジナル飲料の受注が大幅に減少している

・従業員のマスクが後１～２カ月で底をつく、マスクがないと製造困難

物流 

・現時点では国内の物流に大きな影響を感じていない

・各社に出入りする集配作業員にマスクの着用、アルコール消毒など、メーカーに

決まりがあり、対応に苦慮している

・企業が準備したマスクは底をついた、従業員に個別に準備するようお願いしてい

る

商工会議所・東西商工会、金融機関（相談窓口として） 

・中国からの納入がストップし、製造出荷できない

・観光客の減少により、お土産品などの売り上げが減少している

・外出を控える傾向にあり、宴会の中止など売り上げが減少している

・観光バス、スポーツジムから売り上げ減少の相談が目立ってきた

・スーパー、飲食店からの相談が増加傾向にあり
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新型コロナウイルス感染症 緊急対策事業（企画広報課） 

発行目的

 新型コロナウイルス感染症により売り上げが減少した飲食店の利用を促進することで

地域経済の活性化を促します。また、プレミアム率が高い食事券の販売により、市民の消

費マインドを喚起します。

食事券概要

（１）対 象 者：市内在住者

（２）内 容：7,000 円分の食事券を 5,000 円で販売する。（1,000 円券×7 枚で 1 冊） 
※プレミアム率４０％

　1 人何冊でも購入できる（ただし 1 回 5 冊まで）。購入には身分証明が必要です。

※販売予定数は 15,000 冊 （予定冊数終了で販売を終了する）

（３）対象店舗：市内飲食店のみで利用できる。※飲食店は市への登録が必要

（４）販売期間：4 月半ばから 7 月末まで 
（５）販売場所：関市役所、地域事務所など 

（６）食事券利用期間：4 月半ばから 7 月末まで 
（７）事 業 費：114,500 千円  

 主な内容 歳入  商品券売上代金  75,000 千円 
  歳出  商品券利用代金 105,000 千円 

商品券印刷    4,950 千円 

～プチおまけ～ 食事券１冊につき、関市指定ごみ袋（燃やせるごみ）を１枚プレゼント！ 

登録店募集

「せきのお食事応援券」を利用できる、登録店を募集します。 

・関市内において営業する飲食店、もしくは仕出し屋であること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条に規定する営業を行っていないこと。

・その他市長が認める店舗

＜参考＞飲食店件数（商工会議所、商工会登録店舗のみ） 

・関商工会議所 124 店舗 西商工会議所 37店舗 東商工会議所 13店舗

計 174 店舗

～ 関の飲食店を応援します ～ 

「せきのお食事応援券」を発行します！

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

関市役所北庁舎２階 市長公室企画広報課 TEL：0575-23-7014 FAX：0575-23-7744 

対策
１
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従業員の休業にかかる負担を軽減します！

雇 用 調 整 支 援 金

事業主の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀
なくされた事業主の方が、従業員を一時的に休業させ、支払った
休業手当に厚生労働省の雇用調整助成金を活用した場合に、市が
中小企業・小規模事業者の負担分を補助します。

対象事業者
市内に事業所を有する事業者で、次に掲げる要件をすべて満たす
もの。

①中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条第1項
に規定する中小企業者であること。

②市内で現に事業活動を行っていること。
③雇用調整助成金の支給決定を受けていること。
④市税の滞納がないこと。

※関市支援金補助率の考え方
「雇用調整助成金」の支給金額を助成率（3分の2）で割り返した額に3分の1を乗
じて得た額を補助。

その他
①「雇用調整助成金」の支給決定が申請要件

②本補助金の申請には、「雇用調整助成金」の各種申請
書類の写しが必要となります。

お問い合せ先 関市役所商工課（北庁舎2階）
TEL：0575-23-6752
Mail：shoko@city.seki.lg.jp

助成内容 国助成額 関市支援金

休業手当にかかる事業主
の負担額に対する助成

2/3
※上限8,330円

1/3
※上限4,165円

※国が設定する12,495円（国の上限額8,330円を助成率2/3で割り返した額）を国・
市により全額カバー

対策
２
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担当課：福祉政策課 (２３－７７４８) 
  

     関市新型コロナウイルス緊急対策事業 生活支援資金貸付制度 

 
 新型コロナウイルス対策の影響で収入が減少し、家計に支障をきたしている世帯に対し、一時
的な生活資金を無利子で貸し付けます。 
 

１ 対象者     以下のすべての条件に該当する方 

・令和元年１１月及び１２月の月額収入（総支給額から税金、社会保険料
を除いた額）の平均額と比較して、直近の月額収入が２／３以下に減少
したこと 

・世帯全体の令和元年１１月及び１２月の月額収入の平均額が、生活保護
基準額の２倍以下の世帯に属すること 

・市内に引き続き３か月以上住所を有すること 
・市税等を完納していること 
・以下の条件を満たす連帯保証人がいること 
  ・県内に住所を有する者 
  ・市税等を完納している者 
  ・貸し付けた金額について十分な償還能力を有すると市長が認める者 
・他の公的な各種支援制度がいずれも利用できないこと 

 
２ 貸付額(限度額) ３０万円（１０万円×３か月） 
 
３ 借入・返済   無利子、償還期間３年以内（貸付後１年間据置） 
 
４ 申請受付期間  令和２年４月１日（水）から６月３０日（火）まで 
 
５ その他     ・市民生活への影響を考慮し、貸付額を引き上げ又は申請受付期間を延長

する場合がある 
・雇用形態（正規、非正規）や就業状況（被雇用、個人事業主）は問わない 
・新型コロナウイルスの影響によることの確認は、本人の申し出による 
・被雇用者の月額収入の確認は、雇用者が発行した給与明細による 
・個人事業主等の月額収入の確認は、本人の申し出（契約先の支払明細等）
による 

６ 事業費（予算額） １５,０００千円 

対策３ 
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その他の対策（市単独分） 

 
＜経済対策＞     

１ 関市信用保証料補給の対象拡大  （担当:商工課） 
 ・関市信用保証料補給の融資枠を 500 万円から 2000万円へ拡大しました。 
   
２ セーフティネット保証・危機管理保証の認定制度の開始 （担当：商工課） 
 ・売上が減少した中小企業者の保証限度額の別枠化をする制度を利用するための認定を

始めました。 
※申請状況：セーフティネット保証 17 件・危機管理保証 1件、（資料：次ページ） 

  
３ 市役所内の多目的ショップでの物販による支援  （担当：商工課） 
 ・売上げが低下している事業者を応援するために、関市役所アトリウムの多目的ショップ

を無料で貸し出します。 
  ※売上実績 3 月 16日 7 万円、3 月 17 日 ６万円  
 
４ ふるさと納税における地域産品の支援  （担当：企画広報課） 

 ・ふるさと納税サイト（ふるさとチョイス）において、売上低下の影響を受けた産品の奨
励を行います。    

    
５ 公共工事の前倒し発注  （担当：土木課ほか） 

 ・道路工事等の公共事業の発注を前倒しします。 
※6月までの工事発注額を当初の発注計画額より７％分前倒しします。 

   事業費ベースで約 1 億 9,６００万円の前倒しとなります。 
 
＜子育て支援＞ 

留守家庭児童教室の使用料の半額免除 （担当：教育総務課） 
 ・小中学校の臨時休校に伴い、留守家庭児童教室の使用料を半額にします。 

（3月 3 日～3月 26日） 
  なお、半額免除に関する申請などの手続きを不要にします。 
 ※料金：3月 3日～3月 26 日までの使用料  

午前 8 時～午後 7 時の利用の場合 15,000 円 →減額後 7,500円 
 
＜高齢者支援＞ 

 ロコトレ体操を YouTube（ユーチューブ）で発信 （担当課：高齢福祉課） 

 ・家にいてもロコトレ体操ができるように、YouTube・関市公式アカウントチャンネルで
動画を発信します。ご家族の方と一緒にロコトレ体操を行えるよう奨励します。 
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＜広報＞ 

「新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ」を全戸配布  （担当：企画広報課） 

  ・感染予防、支援制度などをまとめた資料を、4 月号の広報せきと同時に配布します。 
  ・今後も継続して支援制度等をまとめた資料を配布していきます。。 
 
＜申請窓口など＞ 

・子ども福祉医療費受給者証（新小学校１年生）の更新を郵送の申請とします。 
・市県民税の申告期限を令和２年４月１６日(木)まで延長します。 

 
＜物資支援＞ 

 ・市の備蓄マスクを市内医療及び歯科医療機関へ貸し出しました。 
  ※209 箱（1万 450 枚）を提供、今後も在庫状況を見ながら継続していきます。 
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新型コロナウイルス感染症に伴う資金繰り支援等 
 

≪資金繰り支援≫ 
 

新型コロナウイルス感染症の被害を受けた中小企業者・小規模事業者に、信用保証協会の一般保証とは別枠の

保証の対象とする資金繰り支援制度です。本支援制度は市区町村長が認定を行います。 

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。 

 

【イメージ図】 

 

 

 

≪無利子・無担保融資≫ 
 

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者（フリーランスを含

む）に対し、融資枠別枠の制度を創設。 

新型コロナウイルス感染症特別貸付（無担保）及び特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。 

【新型コロナウイルス感染症特別貸付 お問い合わせ先】 

日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル：0120-154-505 

【特別利子補給制度 お問い合わせ先】 

中小企業金融相談窓口：03-3501-1544 

 セーフティネット保証 4 号 

（3/2 から受付開始） 

危機関連保証 

（3/13 から受付開始） 

要件 

（抜粋） 

・最近 1 か月の売上高等が前年同月に比して

20％以上減少。 

かつ、その後 2 か月を含む 3 か月間の売上

高等が前年同期に比して 20％以上減少す

ることが見込まれること。 

・最近 1 か月の売上高等が前年同月に比して

15％以上減少。 

かつ、その後 2 か月を含む 3 か月間の売上

高等が前年同期に比して 15％以上減少す

ることが見込まれること。 

受付状況 

（3/17時点） 

17 件 1 件 

対象融資例 新型コロナウイルス感染症対策資金 

（岐阜県中小企業資金融資） 

危機関連対応資金 

（岐阜県中小企業資金融資） 

 申込期間 令和 2 年 3 月 5 日（木）から 

令和 2 年 6 月 30 日（火）まで 

令和 2 年 3 月 13 日（金）から 

令和 3 年 1 月 31 日（日）まで 

 融資限度額 運転・設備 8,000 万円 運転・設備 1 億円 

 償還期間 運転資金  7 年以内（据置 1 年） 

設備資金  10 年以内（据置 1 年） 

運転資金  7 年以内（据置 1 年） 

設備資金  10 年以内（据置 1 年） 

 融資利率 年 1.0％ 年 1.0％ 

 信用保証料 事業者負担 年 0.5％ 事業者負担 年 0.6％ 

 申込先 県内各金融機関 県内各金融機関 

関市信用保証

料補給制度 

対象融資 2,000 万円までの信用保証料額 

※資金使途は運転資金 

対象融資 2,000 万円までの信用保証料額 

※資金使途は運転資金 

セーフティネット保証枠 

（2.8 億円） 

危機関連保証枠 

（2.8 億円） 

一般保証枠 

（2.8 億円） 

お問い合わせ先 
関市役所産業経済部商工課 
TEL:0575-23-6752 
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