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新型コロナウイルス感染症関連情報
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける企業を支援するため様々な施策が講じられています。
現在、制度の詳細を検討している施策もあり、情報は日々更新されていますのでホームページで確認して下さい。
新型コロナウイルス感染症関連（METI/経済産業省）
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

持続化給付金

家賃支援給付金

持続化補助金

ものづくり補助

IT導入補助

その他支援策

和歌山県ホームページ Wakayama Prefecture Web Site
新型コロナウイルス感染症に関連する情報について

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html

事業継続支援金

家賃支援金

事業継続推進事業

観光客あんしん受入環境整備事業
雇用調整助成金（新型コロナ特例）厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou̲roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
雇用調整助成
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コロナ関連の主な経済対策
※現在制度設計中の施策もありますので、最新の情報をご確認下さい。


（６月19日現在）

持続化補助金（一般型）
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。
■基本情報
１ 対
象：小規模事業者 等
２ 補助上限：50万円
３ 補 助 率：2/3
上記に加えて
・「事業再開枠」 補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）
・「特例事業者枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）
※創業事業者の特例（上限100万円への引上げ）
「事業再開枠」の取組は５月14日以降に実施した取組まで遡って補助。
■公募スケジュール
３回締切：令和２年10月２日
４回締切：令和３年２月５日
※詳しくは次のサイトでご確認下さい
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

持続化補助金（コロナ特別対応型）
小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。
■基本情報
１ 対
象：小規模事業者 等
２ 補助上限：100万円
３ 補 助 率：
（類型A）2/3、
（類型B又はC）3/4
類型A：サプライチェーンの毀損への対応
類型B：非対面型ビジネスモデルへの転換
類型C：テレワーク環境の整備
上記に加えて
・「事業再開枠」 補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）
・「特例事業者枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10）
※売上高が前年同月比▲20％以上減少した小規模事業者には概算払い支給も可。
※２月18日以降に実施した取組まで遡って補助。ただし、
「事業再開枠」の取組は５月14日以降
に実施した取組まで遡って補助。
■公募スケジュール
３回締切：令和２年８月７日
４回締切：令和２年10月２日
※詳しくは次のサイトでご確認下さい
全国商工会連合会 http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_t/

持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧と
していただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
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■給付対象の主な要件
（１）新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少している
事業者。
（２）2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事
業者。
■給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入）−（前年同月比▲50％月の売上×12カ月）
■申請サイト
「持続化給付金」の事務局HP https://www.jizokuka-kyufu.jp

家賃支援給付金
５月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃（賃料）の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」
を支給します。
■給付対象者
テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、５月～12
月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか１カ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
②連続する３カ月の売上高が前年同期比で30％以上減少
■給付額・給付率
給付率は2/3、給付上限（月額）は個人25万円、法人50万円とし、６カ月分の給付額に相当する額
を支給。複数店舗ある場合など家賃の総支払額が高い者を考慮して例外措置があります。

⇒法人は最大600万円

⇒個人事業者は最大300万円

※制度の詳細は現在検討中で、準備が整い次第、経済産業省HP等で公表されます。
経済産業省：https://www.meti.go.jp/covid-19/

和歌山県事業継続支援金（拡充）
新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下
支えし、再起の支援を図るための支援金です。
■給付対象の主な要件
県内に主たる事業所を有する事業所で国の持続化給付金の給付を受けている事業者。
※令和２年１月~５月創業枠拡充予定
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（表１）
支援金基準

５人以下

20万円

６人以上100人以下

30万円

101人以上300人以下

50万円

301人以上

令和 2 年7月1日

100万円

（１）国の持続化給付金給付額が上限額（法人200万円、個人事業者100万円）の場合は、表１の支援
金基準額が支援金交付額になります。
（２）国の持続化給付金給付額が上限額（法人200万円、個人事業者100万円）に満たない場合は、次
の算定式で支援金交付額を算出します。
〈算定式〉

■受付期間
令和3年2月28日まで
※詳しくは次のサイトでご確認下さい
和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html

和歌山県内事業者事業継続推進事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業等の事業継続を幅広く支援するための補助
制度です。
■基本情報
１ 対象：中小企業・小規模事業者 等
２ 補助上限：100万円
３ 補助率：2/3
■補助の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者が対象となります。
① 県内に事務所又は事業所を有する者
② 令和２年２月から５月までの期間におけるいずれかの月の売上高が、前年同月等と比べて20％
以上減少した者
※令和2年2月~5月創業者拡充予定
■補助対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響により減少した売上高を回復させるため、又は新型コロナウイル
ス感染症の拡大を防止するために実施する、次の事業が対象です。
① 事業継続のための事業
② 危機的状況を乗り越えるための事業
③ 安全・安心を確保するための事業
■受付期間
令和2年8月31日まで延長。
※詳しくは次のサイトでご確認下さい
和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204230.html
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和歌山県の新規支援策
※現在、制度設計中のため内容が変更されることがあります。和歌山県のホームページで最新の情
報をご確認下さい。
和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html
１ 家賃支援金
国の家賃支援給付金の給付を受けた事業者に対し、原則、家賃
（月額）
の1/6相当額を６カ月分支給
※県支給額：国支給額の1/4相当額
２ 和歌山県観光客あんしん受入環境整備事業
観光客に安心して訪れてもらう観光地づくりを目指し、観光関連事業者が実施する持続的な感
染拡大防止等に大規模な投資を伴う施設の整備等に要する経費を補助
■補 助 率：中小企業・小規模事業者3/4
大企業2/3
■補助上限：1,000万円

新型コロナウイルス対策マル経融資
小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経）は、商工会の経営指導員による経営指導を受けた
小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。
■新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、
別枠1,000万円の範囲内で当初３年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。
加えて、据置期間を運転資金で３年以内、設備資金で4年以内に延長する。
■ご利用いただける方
最近１か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
■資金の使いみち
運転資金、設備資金
■融資限度額
別枠1,000万円
■金利
経営改善利率1.21%（令和２年６月18日時点）より当初３年間、▲0.9%引下げ。
※要件により、当初３年間の特別利子補給制度（実質無利子）があります。
※その他、新型コロナウイルス感染症特別貸付や県制度融資などの融資制度があります。

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・出向・教育訓練を実施し
た際に、その費用を一部助成する制度です。
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの
拡充措置が図られています。
■受給額の引き上げ  １人あたり日額8,330円⇒15,000円（すでに受給した方・申請済みの方にも適用
されます）
■助成率の拡充
 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助
成率が10／10に引き上げ。
■緊急対応期間の延長 令和２年４月１日〜６月30日 ⇨ 終期を９月30日まで延長。
※詳しくは次のサイトでご確認下さい。
厚生労働省：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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「いなカフェ」
紹介冊子
紀美野町商工会
紀美野町商工会（畠山博充
会長）は、町内の魅力的な飲
食店やベーカリーなどを紹介
した冊子「いなカフェ散歩」
を発行した。
山あいにある同町は行列の
できる飲食店が点在するカフ
ェの街として、県内のみなら
ず、大阪や兵庫の女性客を中
心に人気を集めている。
冊子には、山の上にあるカ
フェ、ログハウスのベーカリ
ーをはじめ、玄米菜食のラン
チ食堂、果物や野菜のジェラ
ート店、フレンチ、イタリア
ン、ピザ店、蕎麦屋など多彩
な店舗を１ページごとに写真

を交えてＨ 年の前回より３
店舗増えた 店舗を紹介して
おり、ＱＲコードに併せ巻末
には各店舗の所在地を示した
地図も掲載している。
サイズは、女性のハンドバ
ッグに入るようにコンパクト
サイズに作成し、阪和道の紀
ノ川と岸和田のサービスエリ
アや道の駅などで無料で配布
しており、同町の観光協会の
ホームページからもダウンロ
ードできる。
同 商 工 会 は、
「新 型 コ ロ ナ
ウイルス感染症が、落ち着い
たら、ぜ
ひ紀美野
町に足を
運んでほ
しい」と
話してい
る。

21 28

図書館やカフェが今後オープン
される。また、３階の会議室は
災害時の避難場所としての機能
も備えている。
北村忠治商工会長は「同施設
内への移転により地域の情報を
観光客等に伝えやすくなる。こ
れからも湯
浅の魅力を
全国各地に
発信して地
域発展に寄
与していき
たい」と語
った。

株式会社近畿日本ツーリスト関西

観光庁長官登録旅行業第2039号

〒640-8044 和歌山市板屋町22
（和歌山中央通りビル２階）
営業時間9:15〜18:00
（月〜金曜日） 支店長 中 尾 一 之
（土日祝日はお休みです）

☎073−431−7224

和 歌 山 支 店

ばあむエールで
商店応援

れたお店など幅広く紹介して
いく予定です。
開始当初は「こういうの待
ってました！」という声をい
ただいたり、紹介したお店の
方から「新しいお客さんが来
てくれるようになったよ」と
喜びの声をいただきました。
また、青年部員と地域の事
業者とのコミュニケーション
ツールにもなっており、取材
時にお互いの商売の話題や、
コロナの商工会支援情報を共
有したりと、横のつながりを
作る良いきっかけになってい
ます。
成 田 部 長 は、「今 は 青 年 部
が得意とする楽しいイベント
で町を盛り上げることが難し
い状況ですが、次への準備期
間ととらえ、お店とお客様、
そして事業者同士をつなげる
役割を担っていければと思っ
ています」と話しています。

湯浅町商工会は６月１日から
湯浅駅前複合施設「湯浅えき蔵」
に移転した。
同施設は新たな町の玄関口と
して観光や地域の交流の場とし
てまちの賑わいを創出してい
く。施設内は１階に商工会のほ
か、レンタサイクルの貸出など
観光案内機能をもった観光交流
センターが併設され、２階には

湯浅町商工会

おしゃれな店を紹介した
「いなカフェ散歩」

新たに建設された
「湯浅えき蔵」

駅前複合施設
「湯浅 えき蔵」
に移転
会員制交流サイト（SNS）で紹介された
「ばあむエール」

南紀くろしお商工会青年部

南紀くろしお商工会青年部
（成田雅史部長、部員 人）
に は、『ば あ む』と い う 青 年
部員が自ら取材し、記事を作
る広報誌があります。新型コ
ロナウイルスの影響を受け観
光のまち・那智勝浦町でも観
光客が減少し、宿泊業や飲食
業など多くの業種が影響を受
けています。コロナ禍におい
て、青年部として何かできな
いかと考え、出てきたアイデ
アが、普段は青年部イベント
の報告や新店舗の紹介などを
広報誌に代わり、ＳＮＳで情
報発信をすることでした。
『ばあむエール』は、おう
ち時間を過ごす方を応援する
お店と、営業中のお店を応援
するお客さまをつなげる企画
で、 月 日から不定期でお
うち時間を楽しむためのモノ
やコトを提供するお店を会員
制交流サイト（ＳＮＳ）で紹
介しています。飲食店のテイ
クアウト紹介がメインになり
ますが、その他にも生花店や
ゲストハウスのオンライン宿
泊など、地域のお店の情報を
発信し、これまでに 号（
件分）が発信されています。
緊急事態宣言が解除され、店
舗の営業形態も変わってきた
ので、今後は、営業を再開さ
4
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経営 ポイント
アドバイス

ワン

コロナへの備えと
これからの経営
税理士・中小企業診断士
社会保険労務士・行政書士

実

氏
〒640̶8152 和歌山市十番丁19番地
wajima十番丁 5階
☎073（428）8151 info@mizuki-acc.jp

水城会計事務所（経営革新等支援機関）

水 城

き姿勢についてお話したいと思います。

その前に基本となる経営者としてのとるべ

考パターンをお示ししたいと思います。

乗り切っていけば良いかについての一つの参

有効利用なども含めてどうやってこの難局を

今回は、政府から出されている公的制度の

つけていかねばなりません。

が無事に航海できるように必死に生き筋を見

断を重ね、選択と実行によって会社という船

は会社を率いる役目として情報収集と状況判

こうした歴史的な出来事にあっても経営者

した。

ろん日ごろの経済活動も大ダメージを受けま

私たちの命、生活に多大な影響を与え、もち

ウイルスに人々はまさしく翻弄されました。

地球上に猛威をふるっている目に見えない

心からお悔やみ申し上げます。

らお祈り申し上げます。又ご遺族の皆様には

ってお亡くなりになった方々のご冥福を心か

まずこの度、新型コロナウイルス感染によ

専門家に聞く

を上げることです。売上を上げてお金を獲得

とでは従業員は助かりませんし、取引先やお

しまいがちです。しかし、経営者がそんなこ

し、諦めてしまい、頭も体も動かなくなって

訳の分からないことが起きると人は、絶望

用保証協会、県内の民間金融機関、どこに行

せん。今回は、日本政策金融公庫、そして信

を調達できないときは「借りる」しかありま

はどうするか？そう、輸血です。自力でお金

感染で一旦急落してしまいました。こんな時

い最重要活動です。その売上が今回のコロナ

はチャンス、変化はチャンスです。皆、同じ

識に基づいたものになっていきます。ピンチ

境を作ってからということでした。

まずは資金手当てを万全にして安心できる環

お仕事することは当たり前のことですが、

『お仕事しましょう』

客様にも迷惑をかけてしまいます。嘘でもカ

時代の同じ条件下での経済活動です。

することは会社が生きていくうえで欠かせな

ラ元気でも前向きにやっていく姿勢、やって

ってもコロナ対策融資ということで無利子の

非常時にあって経営者のとるべき姿勢

いこうといった姿勢を見せることが何よりも

融資制度を揃えて待ってくれています。とり

にある情報です。従業員さんからの現場情報、

すが、もう一つの方が大事です。それは自社

の情報すなわち政府の公的支援などの情報で

行動は情報収集と分析です。一つは世間から

なものなのだと肚が座ったら、次にとるべき

これは自社にとっての避けがたい運命みたい

そぞろになっていき、悪循環に陥る危険性が

症状が起き、経営が窮屈になり、経営判断も

そしてお金が少なくなってくるとまさに貧血

社には血液ともいえるお金が絶対に必要です。

いい、そんなアドバイスも行っています。会

ても三年間の無利子期間が過ぎたら返したら

りることをお奨めしています。もし使わなく

もしれませんが、よほどの余裕がなければ借

あえず今は大丈夫、といった経営者もいるか

たことでも「コロナのせいで…」といえば少々

変化こそがチャンス、今まで変えられなかっ

を打ち始めています。ピンチこそがチャンス、

い経営者はもうすでに次から次へと新しい手

だスタイルに変わっていかねばなりません。

はり経営を進化させこの新しい環境になじん

ものです。今回の痛い経験を得た私たちはや

できるそうです。経営も同じように考えたい

で人の体は勝手に進化し、抗体を作ることが

ワクチン（少量のウイルス）を入れること

この先のお仕事は随分と変わっていく新常

大事です。

お客様の状況に関する情報、商品の動きにつ

あります。まずは半年一年を見越して「借り

そして、この難局に立ち向かっていくのだ、

いての傾向、仕入先からの動向、物流の情報、

市からの補助金など、数多くの施策が出てき

りましょう。商売の原点とはお客様の喜びと

らう」で落ち着いたら、商売の原点に立ち返

ない事実です。自社のことが「借りる」「も

を開発していかねばならないことはまぎれも

観を持ったお客様に喜ばれる商品、サービス

ばならない、新しい常識のもとで新しい価値

冗談はさておき、私たちは変わっていかね

資金調達によって安心感を取り戻した素早

銀行さんからの情報等々。

のことは通用します（笑）。

『もらいましょう』

ご検討下さい。

る」何なら「少し多めに借りる」ことをぜひ

特に大事なのは従業員さんからの現場情報
（現場はどうなっているのか？働き方に与え
る影響は何か？どう対策すればいいのか？）
とお客様の状況（商品を買って下さっている

ています。また、家賃補助金も出てきました。

幸せです。コロナで一瞬自分のことばかりに

今回は、持続化給付金、雇用調整助成金、県、

こうした「もらえる」補助金は条件に該当し

なってしまったかもしれません。大丈夫です。

のか？どんな商品が売れ始めたのか？）の収

の情報を収集し分析し、機敏に手をうって事

ないか、申請できないか、すべて調べ上げて

いち早く冷静さを取り戻し、お客様への愛を

集とそれに基づいて手を打つことです。

態を好転させていく気力は経営者にとって何

（商工会さんに確認してもらって）申請する

こうして早く理性を取り戻し、冷静に現場

よりも大切な基本姿勢といえます。

ち（水城会計事務所の社員総勢１７人）が今

っていく参考パターンをお示しします。私た

ることになっています（要件、期間など要確

整助成金で一人一日最大一万五千円支給され

も人件費です。その人件費については雇用調

会社の中で一番大きい経費はなんといって

ません。

隆々と発展していかれることはまちがいあり

常識の世にあっても従業員の皆さんと共に

再びベースに経営を立て直していかれれば新

ことです。

回のことで事業者の皆様にお話ししているパ

では、これからはこの難局に対して乗り切

ターンでもあります。それは、『借りましょう』

まずは「借り」そして「もらう」ことで会

認ですが）
。

社の、事業の命をつないでいって下さい。そ
して最後は「お仕事しましょう」です。

お問い合わせは、
お近くの商工会または
県商工会連合会へ

『もらいましょう』
『お仕事しましょう』です。

『借りましょう』
会社はお金が有れば続けていけます。会社
にとって最たる資金調達は何といっても売上
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商工会の共済で確かな安心を
！
！
●商工貯蓄共済

●全国商工会会員福祉共済

１口の掛金は２，
０００円。 少ない掛金でふえる貯蓄！
♪

掛金・加入期間
１口月額２，
０００円（１０年満期・
５年満期・
１０年保障重視）
加入資格
商工会会員及びその家族並びに従業員が加入出来ます。
貯蓄積立金と利息
毎月の掛金から年１回生命保険料と経費を差し引き、残りの
掛金は加入者積立金となり加入期間中利息を付けて複利計
算します。
（平成３０年４月１日から利率は年０．
１５％です。）
積立金仮払い制度
急な資金が必要となった時、
解約手続きをせずに、
積立金の一
部を仮払いできます。
（１万円単位でご利用いただけます。）
付属保険
わずかな保険料で交通傷害保険を付けることができます。
交通保険料は、
１口につき、
年間１，
１７０円です。

♪
♪

♪

♪

●新型医療共済
全ての入院が対象で、日帰り入院からの充実保障！
○
○
○

万が一「死亡」した場合には、
１００万円をお支払いします。
配偶者やお子さまもご加入いただけます。
簡単な告知のみでお申込みいただきます。
プラン

プラン

プラン

プラン

入院給付金日額

8,000円 7,000円 5,000円 3,000円

死亡保険金

100万円

契 約 年 齢

15歳〜69歳
（継続加入は79歳まで） 0歳〜22歳

※掛金は年齢・プランにより異なります。
サポート① 電話による２４時間健康相談サービス 相談無料
サポート② 医師の手配・紹介サービス
サポート③ メンタルヘルスサポートサービス
通話無料
是非ご活用ください。
（http://www.t‑pec.co.jp)

「けが」の補償の▲コースに個人賠償責任保険（最高 2 億円）
・熱中症の補償が自動付帯！
○個人賠償責任保険でご家族全員の賠償事故をカバーします。
・自転車を運転中、あやまって他人と接触してケガをさせた。
・買物中、あやまって商品を落として割ってしまった。
・飼い犬が散歩中に他人に噛みつきケガをさせてしまった。など
○日常生活や業務中に熱中症になったときにも補償します。

「病気」の補償

「けが」の補償

けがに付帯

満６歳〜８
０歳

けがによる死亡･後遺障害､入
院､手術､通院を補償します。

満６歳〜７
４歳

＋ ●医療特約（１，０００円）

●傷害プラン
▲２，
０００円コース
▲３，
０００円コース
▲４，
０００円コース
●傷害ライトプラン（１，
０００円）
●シニア傷害プラン（２，
０００円）

「がん」の補償
満６歳〜７
４歳

がん･けが･疾病による入院､手術等
を補償します。

●トータル｢がん｣プラン（３，
０００円）
●シニアトータル｢がん｣プラン
（６，
０００円）
●シンプル｢がん｣プラン（３，
０００円）
●シニアシンプル｢がん｣プラン
（６，
０００円）

疾病による入院､手術等
を補償します。

●シニア医療特約（１，
０００円）

「生命」の保障
６歳〜６
５歳

死亡･高度障害を大きく保障
します。

●共済金 １，
０００万円（2口）
〜６，
０００万円（12口）
●割安な掛金で更に配当
が受け取れます。
●掛金は、年齢･性別に
より異なります。
熱中症の補償が新しく
追加！ ライフプランに
応じて、加入プランをご検
討ください。

詳しくは、ご加入の商工会または県商工会連合会までお問い合わせください。
和歌山県商工会連合会 ０７３−４３２−４６６１

県青連・県女連

通 常 総 会

30

全議案可決承認

県商工会青年部連合会及び県商工会女性部
連合会は、令和２年度通常総会を開催した。
（県青連：５月 日開催、県女連：４月 日
開催）
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を考
慮し、両会とも書面決議による開催となった
が、令和元年度の決算報告や令和２年度事業
計画など全議案が原案通り可決承認された。
新年度の事業については、今後の新型コロ
ナウイルスの影響状況を注視しながら実施し
ていく予定である。
24

令和２年度

労働保険年度更新 ８月末まで延期
詳しくは、お近くの商工会又は和歌山労働局労
働保険徴収室（０７３・４８８・１１０２）まで
お問い合わせください。

レジ袋有料化 2020年7月1日
スタート
レジ袋削減にご協力下さい

環境問題
解決の
第一歩

【対象となる事業者】
プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となりま
す。主な業種が小売業ではない事業者 ( 製造業やサービス業 ) であっても、
事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。
【対象となるごみ袋】
有料化の対象となるのは、購入した
商品を持ち運ぶために用いる、持ち手
のついたプラスチック製買物袋です。
【価格設定】
価格も売り上げの使途も、事業者自ら設定することとなります。
ただし、1 枚あたりの価格が 1 円未満になるような価格設定をすることは
有料化にあたりません。
【レジ袋有料化に関する問合せ先】
制度概要
などの詳
細はこち
ら

