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「地域企業経営支援金」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企

業者の事業継続を支援するため、感染症対策等に取組みながら事業継続を図ろうとする中小企業者に対し、

支給される支援金です。 

本会では、大槌町内に店舗、事業所が所在する中小企業者を対象に、令和 3 年 4 月 12 日(月)より申請

の受付を開始いたしました。 

大槌町内においても新型コロナウイルス感染症による事業者への影響が大きく、多数の申請が見込まれ

ていることから下記の通り説明会を開催することとしました。 

つきましては、必要書類等を整備のうえ、ご参加くださいますようお願いいたします。 

１．日時 令和 3 年 4 月 19 日（月） 9：30～/11：00～/13：30～/15：30～ 

     令和 3 年 4 月 20 日（火） 9：30～/11：00～/13：30～/15：30～ 

各回 1 時間程度、すべて同じ内容となります。 

２．場所 大槌商工会館 2 階研修室 

３．定員 各回 10 名程度 

４．参加方法 事前申し込み不要です。開始時刻までにお集まりください。 

５．ご用意いただくもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<対象要件> 

 

個人事業主・法人とも共通 

 はんこ（法人の場合は会社印） 

 筆記用具 

 電卓 

 振込先口座情報がわかる通帳等の写し 

個人事業主の方 法人企業の方 

 令和 2 年分の所得税確定申告書（税務署

収受印または電子申告受信通知） 

 
法人事業確定申告書 

 青色申告書（1～4 枚）または 

（白色）収支内訳書（1～2 枚） 

 
法人事業概況説明書（2 枚） 

 売上減少要件を満たすことがわかる書類

（今年の売上台帳又は前年の申告書） 

 売上減少要件を満たすことがわかる書

類（今年の売上台帳又は前年の申告書） 

 本人確認書類（運転免許証等）  履歴事項全部証明書 

大 槌 商 工 会 

令和３年度会報  N o . １ 

 上閉伊郡大槌町新町 38‐1 

ＴＥＬ：０１９３－４２－２５３６ 

ＦＡＸ：０１９３－４２－３４２４ 

発行日：令和３年４月 14 日 

地域企業経営支援金説明会のご案内 
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<対象業種> 
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本会では、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請における事前確認を行います。 

持続化給付金では多数の不正受給があったため、一時支援金においては、商工団体や金融機関、

税理士などによって事業の実態があるかどうか、給付対象の基準となる証憑書類があるかどうか等

を確認することとなり、本会においてはその事前確認機関として登録されました。 

 

一時支援金の事前確認について 
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申請に必要な書類と保存が必要な書類は以下の通りです。持続化給付金とは違い、事前確認用の

書類と申請用の書類がそれぞれ必要になります。 
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<一時支援金申請方法> 
 

①一時支援金ホームページ(https://ichijishienkin.go.jp/)にアクセスして仮登録画面でメールア

ドレス、電話番号を入れて申請 ID を発行します。 

② 本会で事前確認を行いますので、ご予約をお願いいたします。 

③ 事前確認を行います。必要書類をご用意ください。会員の方は電話での事前確認が可能です。

なお、非会員の方も事前確認を受け付けますが、原則対面によって確認いたします。 

④ 事前確認を行ったうえで、一時支援金ホームページに再度アクセスし、申請を行ってください。 

 

 
 

 

<商工会からのお願い> 

一時支援金は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき 2021 年 1 月 7 日に発令さ

れた新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）に伴う飲食店

の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく

減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対し

て、緊急事態宣言の影響が特に大きい 2021 年 1 月から同年 3 月までの期間における影響

を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正

に給付することを目的としています。 

岩手県及び大槌町においては、緊急事態宣言が発令されておりませんが、緊急事態宣言地

域との取引がある事業者や観光産業とその関連産業、事業者等において影響は少なからずあ

ったものと推測されます。 

しかしながらも本町のように緊急事態宣言地域外にあった場合、書類やデータを根拠とし

て緊急事態宣言の影響から 50％以上の売上減少となった場合が給付対象であること、地域コ

ミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外であることか

ら慎重なご判断をお願いいたします。 

なお、本会事務局としてもウェブサイト等に示されている資料が現在の判断基準となって

おり、あくまでも「可能性がある」としかお話しすることができません。 

つきましては個別具体的な事項の判断をしかねますので、必ず下記の一時支援金事務局へ

お問い合わせいただきますようお願いいたします。 
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 大槌町内 30 店舗のほか、岩手県内各地の飲食店で使える「いわて

まんぷくイートチケット」は令和 3 年 5 月 31 日（月）まで販売し

ております。在庫はまだまだあります。 

 大槌町で販売しているところ： 

・シーサイドタウンマストさん  

サービスカウンター 

 営業時間 9：00～19：00 

 ・大槌商工会 

 販売時間 9：00～15：00（平日のみ） 

 いわてまんぷくイートチケットの利用期間は令和 3 年 6 月 30 日

（水）までとなります。 

 

＜大槌町内でいわてまんぷくイートチケットが使えるお店＞ 

七福食堂 
大槌町本町 1-13-3 

TEL：0193-42-4023 

Chari Café 
大槌町末広町 12-14 

TEL：0193-27-5888 

さんずろ家 
大槌町吉里吉里 13-9-22 

TEL：0193-44-2413 

自然派厨房 凛々家 
大槌町吉里吉里 1-3-53 

TEL：0193-44-2366 

麺匠 Tokishirazu 

/Bar しえるぶる 
大槌町本町 1-1 

TEL：090-4055-9700 

居酒屋ゑびす 
大槌町大町 4-9 

TEL：080-3334-0434 

大光そば 
大槌町大町 3-5 

TEL：090-3144-3847 

喫茶 夢宇民 
大槌町末広町 12-2 

TEL：0193-42-5693 

和風喫茶 芳苑 
大槌町末広町 3-6 

TEL：0193-42-3381 

割烹 岩戸 
大槌町大ケ口 2-3-39 

TEL：0193-42-3357 

母ちゃんハウスだぁすこ沿岸店 

大槌町大槌 16-28 

TEL：0193-42-8151 

居酒屋翔龍丸 
大槌町大町 6-18 

TEL：090-1069-0485 

どんりゅう庵 
大槌町本町 1-17 

TEL：0193-41-1777 

よりみちそばみち 
大槌町本町 4-20 

TEL：0193-42-7527 

ばぁばキッチン 
大槌町本町 1-13-5 

TEL：090-2791-4033 

食道園 
大槌町本町 1-13-2 

TEL：090-7796-4541 

おかめ食堂 
大槌町本町 1-13-1 

TEL：090-2791-4033 

大槌のかき小屋 初栄丸 
大槌町本町 1-13-6 

TEL：080-5738-9011 

中華一 
大槌町本町 1-13-7 

TEL：0193-27-5880 

居酒屋味鮮 
大槌町本町 1-13-8 

TEL：080-5228-1797 

ジャズ喫茶クイン 
大槌町本町 1-13-9 

TEL：0193-42-3252 

スナック ラリー 
大槌町末広町 12-18 

TEL：090-1069-2811 

フィッシュ 
大槌町末広町 3-15 

TEL：0193-42-4067 

あづまや 
大槌町吉里吉里 2-1-1 

TEL：0193-44-2986 

瀬里奈 
大槌町大槌 22-63-1 

TEL：0193-41-1230 

末広食堂 
大槌町上町 2-4 

TEL：080-2819-3160 

あるご 
大槌町小鎚 27-3-4 

TEL：0193-42-8078 

焼肉だいまる 
大槌町小鎚 27-3-4 

TEL：0193-42-8111 

このさん食堂 
大槌町小鎚 27-3-4 

TEL：0193-42-3118 

三陸味処千勝 
大槌町小鎚 27-3-4 

TEL：0193-42-6540 

 

いわてまんぷくイートチケットの販売期限と使用期限について 
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 新型コロナウイルス感染症の影響で外出の自粛等によって血液供給が不足しております。 

 そこで大槌商工会青年部では献血バスを呼び、協力することといたしました。 

 

 
ご協力いただきました皆様には粗品を進呈いたします。当日のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

令和３年４月入会 

（一社）おらが大槌夢広場（末広町） 

代表理事 神谷 未生 さん 

サービス業（施設指定管理ほか） 

令和 3年４月入会 

あぶらめ丸（吉里吉里） 

代表 中本 健太 さん 

雑貨小売業他 

 

献血にご協力ください。 

新規会員のご紹介 
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 経営戦略策定のプロ、マネジメント・ストーリー 代表 阿部敏雄氏を招聘し、企業・事業者の

経営計画策定を支援します。 

 

個別指導会でできること： 

 ・そもそも経営計画って何だろう、どう作ればよいの？を解決します。 

 ・経営計画を作ったら何かメリットあるの？を事例を交えて紹介します。 

 ・○○っていう設備を入れたいんだけど…を資金調達、スケジュール等詳しく解説します。 

 ・今こんな商品考えているんだけど…の具現化をお手伝いします。 

 ・農業、水産業の六次化も支援範囲です。 

 さらに…！！！ 

・持続化補助金って、何を書けばいいの？をヒアリングしてプロがアドバイスします。 

・ものづくり補助金採択の近道や今話題の事業再構築補助金についてもプロが伝授します。 

・事業承継を始めたい方、事業の磨き上げをお手伝いします。 

 

対象：経営計画の策定に関心がある大槌商工会会員の中小企業者等 

   すでに計画を持っている大槌商工会会員の中小企業者等 

 

日時：令和 3 年 5 月 11 日（火） 9：30～16：30 

   令和 3 年 5 月 12 日（水） 9：30～16：30 

    

定員：両日４者（先着順） 

 

申込方法：下記をご記入の上、このページをそのまま FAX いただくか、電話で事務局までご連絡

ください。 

 

 

経営計画策定支援個別指導会参加申込票 
宛先：FAX（0193-42-3424） 

 

事業者名・参加者氏名  連絡先電話番号 

希望日時に〇を付し、聞きたいことをご記入の上、送付してください 

5/11 9：30 11：00 13：30 15：00 

5/12 9：30 11：00 13：30 15：00 

聞きたい 

こと  

経営計画策定支援個別指導会のお知らせ 


