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本日はコロナ融資についてお話致します。コロナウイルスの第二波も

ピークアウトしたという話もありますが影響はこれからで、特に資金繰り
については、掛け払いのギャップもありますので、今後も影響は続くと見
ています。

今日は民間金融機関の無利子に絞り、7 月に制度も拡充された部分も含

めてお話します。

その前にコロナウイルスの影響について調べました。日本国内でコロナ

ウイルスによって７５兆円の損失があったと経済雑誌の記事もありました
が、企業の影響がどの程度出ているか、全国と茨城県内の調査結果は、今
年２月の段階では「既に影響が出ている」が約３割に対し、直近では約７
割にまでマイナスの影響が増大しています。

「今後マイナスになる」は、全国の２月は 63％でしたが 82％へ増加、茨城県内では若干低く、75％がマイナスの影響が

でる、との状況です。

特に今回のコロナウイルスは、業種的には宿泊・飲食・アパレルの３業種への影響が大きいといわれていますが、同じ

調査結果を業種別にすると一番影響が大きく出ているのが、旅館ホテル業。影響 100％です。2 番目が飲食業、そして家具
類小売業、輸送用機器ときて、服飾小売アパレルとなっています。

一方、プラスは所謂巣籠り需要の業種、上から各種商品小売、マスク消毒液のドラッグストア、テレワークの通信家電等々

がプラスの影響がでていると回答しています。

このようにコロナの影響は広汎にでていて、いまだに大きいことがわかりますが、この状況に対する国の支援策という

のが、資金繰りの民間金融機関による融資についてお話します。因みに今の国による支援策は大きく分けて 3 つ。
「資金繰り・給付金」として無利子融資
持続化給付金と家賃支援給付金

「経営環境の整備」としては「テレワーク用の設備導入支援」や、「BCP 策定の支援」
がでていて、
「設備投資、販路拡大」として生産性革新や税の優遇、猶予等々、たくさんの支援策が打ち出されていてホー

ムページも頻繁に更新されています。税理士の先生からアドバイスはでていると思いますが、詳細は経産省のホームページ
を参照してください。

ロータリー特別月間

9 月：基本的教育と識学向上月間
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1 月に政府系金融機関の政府公庫と商工中金で無利子の融資が始まりました。

5 月 1 日に別枠で、民間でも実質無利子の商品が取り扱えるようになりました。
金額は最大 80M ですが、実質無利子となるのは 40M まで、表面上は 1.3％

から機関に応じて 1.6％までと表面も低利の契約となりますが、当初 3 年間は年

1 回利子補給があり、保証料は全期間で全額補助、実質無コストの資金、返済も

当初 5 年は据え置きなので資金繰り上も、キャッシュの支出は見なくていいとい
うものです。資金使途も「経済の安定に必要な資金」ということで設備、運転と
もに OK となっています。

但し、対象となるためには、売上が前年比で減少していることを、市町村に申請して認定してもらうことが必要になります。

基本的には 15％以上減っていること。但し、小規模の個人事業者の場合は 5％減っていれば対象になります。また、小規模以外の
事業者の方でも 15％まで減らなくとも、5％減っていれば、先ほど最大 80M とありましたが、無利子の 40M 以外の枠、保証料の
み半分補助が出る枠の対象になります。また、創業間もない先や、店舗拡大等により単純比較ができない場合も、救済されるよう
な基準ができています。

参考までに、先ほどの小規模事業者の定義ですが、役員と家族を除いて、従業員が 5 人以下、業種によって 20 人以下の個人事

業主の方は、5％の減少で対象となります。

また、法人の場合は、中小企業の定義と同じです。資本金または、従業員の数で縛られます。

次に市町村の認定を受けるための、売上の減少率の計算の仕方ですが、いろいろ細かく定義されています。一番典型的なパター

ンですが、足元の一か月が対前年同月比で 15％以下になっていることが必要です。小規模個人事業主であれば５％以上減少でＯ
Ｋですが、法人の場合は 15％以上です。でも、今後２ヶ月をみた場合、やはり９月並みの売上で推移するだろうという見通しで
すので、１５％以上減少となり、無利子融資の認定を受けることが可能です。

ですが制度に合致して認定が通っても、各銀行・保証協会の審査がありますの

でお断りせざるを得ないケースも時折でることもあります。

今までの話をまとめると、利用には市町村の認定が必要ですが、常陽銀行では

無料の代理申請も行います。今後の売上が減少することが予想される場合でも利用
が可能です。取り扱いは現状では今年いっぱいの申し込みが可能です。特に７月に
限度額が１０Ｍ増額されていますので、６月以前に限度額いっぱい利用されている
方でも利用で利用できる状態になっていますので、政府系金融機関とは別枠ですの
で、検討してみて頂ければと思います。

ロータリー財団表彰

浦里浩司

会長
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つくば学園ロータアクトクラブ例会取材
9 月 14 日第一例会

くらしを豊にするボドケ例会

暮らしを豊にするボドケ例会が、つくばカピオリハーサル室１で開催されまし
た。アクトクラブ会員 6 名とゲスト 6 名（大人 2 名子供 4 名）、飯泉委員長出席
のもと、おもしろいボードゲームを行いました。はじめは少し緊張気味だった
子供たちもアクト会員と一緒にボードゲームを行っていくうちに打ち解けて楽
しくゲームを行っていました。
このボードゲームがかなり面白いルールで
行うゲームでしたので、是非ロータリークラ
ブ の方も家族などとやっていただくと楽しむことができるのではないかなと思います。
コロナ禍の中、みなさまご参加ありがとうございました。

9 月 25 日

第二例会

良書を薦める会

今回は松本清張賞を受賞された千葉ともこ様を講師でお招きし、講和をおこな
いました。
実際に本にするまでに実際に行ったこと、
講師の本に対する想いなどを教えていただ
きました。また、ロータアクト会員と木村幹
事からのお薦めの本の発表も、みんな印象に
残る感想文とその本の特徴、作者から読み取
る面白さなどを、発表していただきました。
改めて、活字の大切さや、本を読むことの
大切さを教えていただきました。

ニコニコ BOX
猪瀬

博

会員

前回の例会ドタキャンしてしまいました申し訳ありませんでした

菅原

俊

会員

キングカズこと三浦知良が J 1 最長出場記録を更新！！同じ 53 歳としてうれしーーーーーい！！

村上

憲範会員

林

康夫

会員

先週 10 日間ほど北海道旅行に行ってきました
奥さんへの誕生日のお花ありがとうございました

田中

芳和会員

しばらく欠席続きで申し訳ありませんでした。来月より可能な限り参加させていただきます。

木村

英博会員

本日は大変勉強になりました。浦里会長がどうしてもやりたかった卓話♡小河原さんありがとうございます。
感謝♡レッツトライワンチームで♡

長瀨

行弘会員

ダイエットをしようと昨日から野菜とプロテインだけにしていましたが、美味しそうなローストビーフ重を
完食してしまいました。嗚呼ダイエットは明日から

浦里

浩司会員

小河原会員、卓話ありがとうございました。ロータリーの友情での特別融資お願いしたいものです（笑）
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無断欠勤ゼロ・出席率向上を目指して
会員数

出席数

欠席数

無断欠席数

出席免除数

メイクゲスト

出席率

89

64

33

0

4

2

77.64%

プログラム予告
10 月 01 日 11：00 〜 12：00

第 4 回理事会

10 月 01 日 12：30 〜 13：30

例会

10 月 08 日 12：30 〜 13：30

例会・ガバナー補佐事前訪問・卓話「ガバナー補佐

10 月 15 日 12：30 〜 13：30

移動例会
講師

会場：別館「昴西」20-21 年度役員・理事、プログラム委員長、親睦活動委員長

会場：別館「昴中」・会長挨拶・「米山月間に因んで」 米山奨学会委員長卓話 ※会員奥様誕生・結婚祝、9 月ニコニコ大賞発表
会場：ホテルグランド東雲

招待卓話

石井早苗様」
演題「仕事帰りにちょっと一杯の生活は正解だった：脳科学からのエピデンス」

東邦大学医学部名誉教授 / セロトニン Dojo 代表

有田秀穂氏

10 月 22 日 休会 休会（定款細則第 6 条第 1 節により）
10 月 29 日 11：00 〜 17：30

ガバナー公式訪問例会

・11：00 〜 12：00
〜 16：00

会場：別館

ガバナーとの協議会（役員のみ参加）・12：30 〜 13：30

クラブ協議会（会長・幹事、各委員会委員長参加）・16：30 〜 17：30

ガバナー公式訪問例会（全会員参加）※例会終了後写真撮影・14：00

懇談会（全会員参加）後日、スケジュールを配布

つくばオールロータリアン FaceBook 同好会は、つくばの３クラブのロータリアンとローターアクト、インターアクトの 情報
などを FaceBook 上で共有しています。皆様、ぜひご活用ください。
つくば学園・つくばシティ・つくばサンライズ・ローターアクト
公開
https://www.facebook.com/tsukubagakuenrc/?fref=ts
非公開 https://www.facebook.com/groups/1482018048750125/?fref=ts

公開 QR コード

非公開 QR コード

友好クラブ
第 2650 地区

京都山城ロータリークラブ
2020-21 年度

Ｒ I テーマ

http://www.kyoto-yamashiro-rc.com/
第２８２０地区

ホルガー・クナークＲＩ会長

2020-21 年度池田

正純ガバナー

地区スローガン

ロータリアンのイノベーション・磨こう人間力！
https://www.rotary.org/ja

http://www.rid2820.jp/

４つのテスト
１．真実かどうか
３．好意と友情を深めるか

２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

つくば学園ロータリークラブ
ホームページもご覧ください
http://www.46gama.com/

つくば学園ロータリークラブ 『レッツトライ！

ワンチームで』

〒 305-0051 茨城県つくば市二の宮 1-10-1 ヴェルドミール 105 号室
電話 029-858-0100
FAX 029-858-0101

例会日：木曜日 １２：３０〜１３：３０
例会場：ホテル日航つくば

茨城県つくば市吾妻１丁目１３６４−１

