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期待できる効果 詳細の方法論・情報など

①日本政策金融公庫
無利子・無担保で3年間1億円まで借りることができ

る。

4/2までの審査通過は申し込みに対して5割程度です。③の

信用保証協会のセーフティネット保証と同時並行で進めま

しょう

公庫ＨＰ https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

商工中金 https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html

日本政策投資銀行 https://www.dbj.jp/pdf/info/covid19-counter.pdf

③信用保証協会
融資枠を広げ、返済の保証をしてもらうことで借りや

すくなる

セーフティネット保証にかかわる信用保証協会の承諾率は

８割を超え、申込者の多くが審査を通過しています。公庫

に申請しに行く際に同時に進めましょう

解説ページ https://jfc-guide.com/news/17649/

紀陽銀行 https://www.kiyobank.co.jp/recommend/images/topics_covid19/001.pdf

きのくに信用金庫

⑤ビジネスローン・カードローン 金額は様々だが即日～で早い事業資金確保ができる
金利が高いので、早期返済が絶対。資金繰りの中で返済の

めどを明確にして借りることをオススメする
資金調達プロ https://shikin-pro.com/

①持続化給付金
最大中小企業200万円・個人事業主100万円もらえる

50％以上前年比で売上が下がっていれば申請。ただ、まだ

申請は始まっていないので短期の効果は期待できない期間

R2/5/1~R3/1/15迄

経産省 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

和歌山県）事業継続支援金
国からの持続化給付金をもらえた場合、県から追加で

給付される（20～100万円）

基準は国に準じる（申請書などのURLは右側）

申請書／宣誓書などが必要

※郵送でのやりとり※ほとんどのお店は20～30万円

従業員５人以下　20万円/　6～100人　30万円

期間　R2/5/15~R3/2/28迄

和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204233.html

特別家賃支援給付金（金額などは

まだ確定ではないです）

家賃補助を国から受けられる

※詳細はまだ決まっていないが、重要です

「家賃の３分の２相当を半年分支給」「具体的には中小・

小規模事業者は月５０万円、個人事業主については半分の

月２５万円をそれ

ぞれ上限」「中小・小規模事業者なら半年分で最大３００

万円となる」

和歌山県内事業者事業継続推進事

業

補助対象経費の2／3以内（ただし、上限100万円）

期間　R2/4/1～R2/12/31

※ 上記の期間内であれば、既に実施した事業も対象

になります。

例）飲食店メニューの多言語化、レジのキャッシュレス対

応、ネット販売システムの構築、デリバリーやテイクアウ

トの導入、工場における製造品の転換、新商品の開発、空

気清浄機の設置、商用車へのアクリルパーテーションの設

和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00204230.html

和歌山市プレミアム付飲食クーポ

ン事業補助金
和歌山市）上限１０万円　　R3/2/3迄

新型コロナウイルス感染症収束後の店内飲食だけでなく、

テイクアウトなどでも利用できる飲食クーポンを発行する

際のプレミアム分（お得部分）を補助します。

和歌山市商工振興課 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/518/tirasi.pdf

和歌山市中小企業サポート補助金
和歌山市）上限20万円（補助率1/2)　　R3/1/31迄も

しくは予算上限達成日迄

和歌山市内の中小企業者による既存の事業を拡充又は既存

の事業から異なる事業へ転換するために係る費用の一部を

補助します。

和歌山市商工振興課 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/371/tirasi.pdf

テイクアウト・デリバリー支援事

業補助金

和歌山市）上限10万円（補助率1/2)　　R3/1/31迄も

しくは予算上限達成日迄

外出自粛の影響下で、食品のテイクアウトやデリバリーを

行う、和歌山市に本店がある中小企業者（飲食業など）に

対し、初期投資やキャンペーンに要した経費を支援しま

す。

和歌山市商工振興課 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/161/chirasi5.pdf

②雇用調整助成金
従業員を休業させた時に、休業手当の90%（上限1人1

日8,330円）が助成される。

休業手当は平均賃金の6割以上（パートであれば4割以上、

正社員であればの支給が義務。助成されるのは2ヶ月以上先

になる。

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10702.html

雇用調整助成金申請サポート
ややこしい雇用調整助成金のサポートを無料でしても

らえます（訪問も可能）
- 和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/d00204221.html

③小学校等休校対応助成金
対象となる従業員を休業させた場合、支給した平均賃

金分の給与を全額補填してくれる。

10/10保証という言葉が独り歩きしているが、平均賃金分

（月額給与の6～7割程度）かつ上限8,330円までしか国は助

成しないので要注意。助成されるのは2ヶ月以上先になる。

厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

④現金10万円給付 誰もが現金10万円を受給できる
申請方法と受給時期が不透明。明確になれば、その際に事

業主・従業員共にもらえるチャンスがある
解説ページ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200410/k10012379971000.html

容器（店舗）

容器（ネット）

テイクアウトを開始する際の注意点です！ 和歌山市保健所 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/161/syokuhineisei.pdf

のぼり

POP掲示 https://www.mdl-media.jp/takeout-delivery-pop/

チラシ・ポスティン

グ

Googleマイビジネ

スのカテゴリ登録
https://hypebeast.com/jp/2020/4/google-maps-update-restaurant-delivery-highlights-info

方法 参考URL

お金を増やす

借りる

②商工中金・日本政策投資銀行
無利子・無担保で3年間1億円まで借りることができ

る。

同上（①の日本政策金融事の併用は可能。が、商工中金

と、日本政策投信銀行はどちらか一方でしか借りることは

もらう

稼ぐ

テイクアウト

④銀行・信用金庫の新型コロナウ

イルス感染症対応特別融資
？

取引実績と業績・信用があれば、素早く借り入れが可能。

なければ時間がかかり現実的ではない。政府系金融機関同

？

メニューや弁当のテイクアウトを開始する。

店頭でテイクアウトが販売していることを分かるようにす

る（リアル）

テイクアウト販売していることを分かるようにする（ネッ

ト）
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ＳＮＳ発信

和歌山テイクアウト http://wakayamabuylocal.com/

EPARK https://tabelog-takeout.com/

iToGo https://itogo.jp/

期限付酒類小売業免

許の付与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf

国税局 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm

出前館

楽天デリバリー

グラフィット電動バ

イク
https://glafit.com/news/fooddelivery_taiyo/

相互タクシー https://www.w-sogo.co.jp/sogo-otasuke

BASE https://thebase.in/

STORES.JP https://stores.jp/

バイト！ 時給1000円×労働時間

いざ自主休業を決断、あるいは余儀なくされているのであ

れば、最後の手段として自身もバイトするしかない。物

流・流通系のバイト、ピザなどデリバリー系のバイトは積

極採用中である

タウンワーク https://townwork.net/oosaka/

在庫を減らす
店舗の食材在庫を徹底して減らす。在庫が販売されて

減った分だけ現金が増える。

徹底して減らすことで廃棄ロスも減り、発注の手間（人件

費）も減る。販売機会ロスの問題はもはやこの際2の次であ

る。食材を絞り込めばさらに効果あり。

不要なものを売る 売却金額の分だけ手に入る
不要な調理器具・皿などを売ってしまう。ただし、金額は

あまり期待できない。
テンポス和歌山 https://www.tenpos.com/kaitori/

現金のみ決済にする
クレジットカード・電子マネーの支払サイト遅延がな

くなる。引かれる手数料(3～5%）がなくなる。

資金繰りに苦戦している店舗はすぐにやるべき。お客様の

理解を求めよう。

手数料が決済手数料の5％だけになっている、クラウドファ

ンディング（campfire,readyfor,makuake等）で応援を募る

campfireの支援プロ

グラム
https://help.camp-fire.jp/hc/ja/articles/360040309611

先払い予約アプリを活用する さきめし https://peraichi.com/landing_pages/view/sakimeshi

未来の食事券・予約券をアナログで常連様に販売する

賃料減額を依頼する
減額してくれた額そのまま現金余裕が生まれる。難し

ければ猶予を依頼

オーナーは基本的に応じてくれない。が、ダメ元で書面を

送る、その後、アポを取ってみよう。面識あるオーナーに

は直接連絡をしよう。減額した賃料は損金算入できるよう

になったので追い風

減額交渉の解説 https://www.felicite-kobe.net/column/archives/661

原価を下げる
ロスを少なく、単価を抑えることで数%程度は改善可

能

メニューを絞るand食材共有化を徹底して図ることで、食材

回転を確保し鮮度を維持すると共に、廃棄を減らす。賞味

期限が短く、高い原価のものを使わない。

水光熱費を減らす 数千円～数万円程度
食材管理の冷蔵庫を集約して、他のものは電源をＯＦＦに

する。自粛の場合は、完全にブレーカーごと落とす。
和歌山電力 https://w-epco.co.jp/

（自身の生活費を減らす） 5万円～10万円
自分の家を引き払い店の中に住む。食費はすべて店内の食

材を使う。

お金を増やす

稼ぐ

テイクアウト ？
テイクアウト販売していることを分かるようにする（ネッ

ト）

テイクアウトが利便性高く利用できるようにする（スマホ

ネット注文）

テイクアウトの商材を増やす。

①酒（飲食店が小売可能に。一般小売で売っていないワインや日本酒、

あるいはスーパーより安くなるサワーなどを販売することで売上確保の

可能性あり。国税局に、免許取得のため4月10日から申請の受け付けが

始まった。）②素材販売（肉・魚・野菜）など。市場にいくような方な

ら良い品をリーズナブルに出せるはず③物販（消毒用アルコールなど飲

食店だからこそ手に入りやすいものを売る。）

デリバリー ？

デリバリーサービスを活用する。小商圏なら自前でチャリ

デリバリーも検討。和歌山は自社配送が基本。グラフィッ

ト社が、デリバリー事業者向けに無償レンタル開始してお

ります

ネット通販 ？
生鮮食品(魚・肉）、加工品などが主力商品の場合、ネット

通販も可能。初期費用が掛からないＡＳＰサービス

資産を金にする

入金を早くする

未来の売上を得る ？

お金を減らさない コストを減らす
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