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小 泉  誠

贈
る
も
の

withコロナでテレワークが必要になった人に届けたい、「大工の手」スマホスタンド（デザイン／小泉誠＋荻野照明）

「大工の手」のデザインを手がける
家具デザイナーの小泉誠は、木工技
術を習得した後、１９９０年 Koizumi 
Studio 設立。２００３年にはデザイ
ンを伝える場として「こいずみ道具
店」を開設。建築から箸置きまで生
活に関わる全てのデザインに関わり、
現在は日本全国のものづくりの現場
を駆け回り地域との協働を続けてい
る。２００５年より武蔵野美術大学空
間演出デザイン学科教授。２０１２年 
毎日デザイン賞受賞。２０１５年より
一般社団法人 わざわ座 代表理事。
２０１６年 日本クラフト展大賞。

　新型コロナウイルスで大きく生活が変わり、様々なストレスが生ま

れている。そんな時にデザイナーとして何ができるのかと考えたが、

大した案も浮かばず、少しでも身近な人が笑顔になればと思い、早め

のお中元を贈ってみた。子どもがいる家にはホットサンドが楽しくつ

くれる器具。大人の家族には美味しいお肉など。お中元とは年の折り

返しの節目で、この状況も早く折り返しになって欲しいとの思いも込

めている。そんな最中、工務店仲間からテレワークで使うスマホスタ

ンドをつくりたいとの相談があった。大工さんが現場の材料で心を込

めてつくるというもので、話を進めるうちに、半完成品にすれば自ら

手をかけることで愛着が湧くのでは！イベント時のノベルティーにも

いいね！「お中元」にしてみては！などと、とんとん拍子に話が進み

盛り上がった。お中元案は、贈答にそれなりのお金をかける工務店が、

そのお金を大工さんに託すという妙案。そんなこんなでスマホスタン

ドは、売るものではなく贈るものとして製品化決定。となると、大事

なのは贈られて迷惑にならないものづくり。便利と共に素敵じゃない

と使いたくないので、やっぱりデザインって大事なんだと思うのです。
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コンパクトなパーソナルデスク。部屋の中に部屋をつくり、集中して働いたり作業ができる
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特集

withコロナ期を生きる

工務店のための
補助金・助成金
活用ガイド
工務店の公的補助・助成制度活用状況独自アンケート調査

SUMUS・東郷博之さんに聞く
非常時の今だからこそ　制度活用で“新日常”に備える

006

008

012

申請支援のプロフェッショナルが教える
「補助金・助成金」の使い方　～コロナ対策編～

011
企業支援パート

withコロナ期で備えたい 5つの補助・助成制度活用ポイント014

事例❶ デジタル化・人材育成・働き方改革 アーキネット［奈良市］

事例❷ コロナ禍でも「新築増」「人材獲得」強化 住工房 森の音［岩手県雫石町］

022

024

工務店の補助・助成制度 活用事例

国の企業支援制度ピックアップ解説027

037 アフターコロナを生き抜く企業になるための
助成金活用４つのポイント 社労士　川島三佳

営業支援パート

国の住宅支援制度はやわかり解説045

055 非住宅分野の木造化・木質化支援事業解説
061 全国自治体の住宅関連補助・助成事業制度一覧
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148	 住まい手に聞く「リフォームの本音」 ＜DIGITAL移行＞	 ◉大菅	力
	 第69回　常連客が中心となった飲食店のリフォーム

［連載］ベンチマーク工務店事例

158	 弁護士秋野卓生の法律教室 ＜タブロイド移行＞	 ◉秋野卓生

162	 工務店ブランディング徹底解説 ＜タブロイド移行＞	 ◉塚本浩史

168	 木造住宅「耐久性向上」のレシピ ＜DIGITAL移行＞	 ◉大菅	力

［連載］すぐに役立つ Builder's Hack

002	 家＋具｜36　贈るもの	 ◉小泉	誠
176	 工務店女子座談会		＜DIGITAL移行＞	 ◉工務店女子＋編集部
178	 NOBEX工務店トレーニングジム		＜タブロイド移行＞	 ◉野辺公一

［連載］オピニオン＆コラム

プラスワンは次号から
「ワンテーママガジン」に生まれ変わります！
本誌「新建ハウジング別冊付録プラスワン」は、毎月30日・月1回発行はそのまま
に、6月30日発行分から「ワンテーママガジン」としてリニューアル登場いたします。
毎月1つの特集テーマにしぼり、より深掘りしたノウハウや事例を一冊にしてお
届けします。7月号は〈新型コロナに負けない工務店経営		合本『住生活ビジネス
白書2020＋住宅産業大予測2020・改』〉を予定しております。「新建ハウジングプ
ラスワン」を長らくご愛読いただき、心より感謝申し上げます。リニューアル
後の「ワンテーママガジン」も、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

お知らせ
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国が新型コロナウイルスの影響を想定して示した「新しい生活様式」のもと、
感染予防に細心の注意を払いながらも、
大きなダメージを受けた社会や経済を立て直していく“ウィズコロナ期”は、これからが本番だ。
住宅業界も今後、営業活動がストップしたことによる影響、
家計が打撃を受けたことによる消費者の購買意欲の減退など、
様々な深刻な課題に向き合わなければならない。
そうした新型コロナへの対策として、国は中小企業を支援するための施策を打ち出している。
ウィズコロナ期を生きる工務店が知っておくべき法制度や補助金・助成金について、
経営にフォーカスした＜企業支援パート＞と、
住宅（家づくり）関連のメニューを主にまとめた＜営業支援パート＞に分けて解説する。
補助金・助成金を有効活用して自社の経営基盤強化を図ることが、
アフターコロナへのステップになるはずだ。

国が新型コロナウイルスの影響を想定して示した「新しい生活様式」のもと、

大きなダメージを受けた社会や経済を立て直していく“ウィズコロナ期”は、これからが本番だ。大きなダメージを受けた社会や経済を立て直していく“ウィズコロナ期”は、これからが本番だ。

そうした新型コロナへの対策として、国は中小企業を支援するための施策を打ち出している。そうした新型コロナへの対策として、国は中小企業を支援するための施策を打ち出している。
ウィズコロナ期を生きる工務店が知っておくべき法制度や補助金・助成金について、ウィズコロナ期を生きる工務店が知っておくべき法制度や補助金・助成金について、

住宅（家づくり）関連のメニューを主にまとめた＜営業支援パート＞に分けて解説する。

withコロナ期を生きる工務店のための

特集1

特集2

企業支援パート ▶ ▶ ▶ P.011

中小工務店の経営の助けになる公的補助・助成制
度を、新型コロナ対策として設けられた「特別枠」
を中心に掲載。社会保険労務士などのプロフェッ
ショナルによる解説や、実際に補助金・助成金を
活用している工務店事例を紹介する。

営業支援パート ▶ ▶ ▶ P.045

国の住宅支援制度のトレンドを「はやわかり解説」
で示し、非住宅分野の木造化・木質化支援事業の
動向を解説。都道府県および政令指定都市の住
宅関連補助・助成事業の一覧紹介も掲載。
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回答者データ
調査方法
インターネット

調査期間
2020年5月16日～20日

有効回答数
100（うち工務店など住宅会社は89）

業種

■工務店　■設計事務所　■リフォーム業　
■建設業　■住宅メーカー　■商社・流通
■建材住設メーカー　■住宅ネットワーク・コンサル
■不動産業　■その他

職種

■経営者　■役員・取締役　■営業　
■施工・現場管理　■大工・職人　■設計
■経理・総務　■広報・企画系　■その他

33.5%

17.3%

44.6%

36.0%

25.8.6%

18.0%

4.5%
6.7%

13.7%

6.5%

3.6%
8.6%

14.2%13.7%

13.2%

4.6% 従業員数

4.1%

3.0%
1.5%

11.7%
0.5%

1.4%

1.4%
2.9%

■0人　■1～5人　■6～10人
■11～30人　■31～50人　■51～100人
■101～200人　■201人以上

4.5%
3.4%

1.1%

新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために取り組む事業者に向け、
国の補助・助成制度では「特別枠」が設けられるなどの対策が随時進められている。

一方で、「活用したいが申請方法がわからない」など、
以前からあがっていた補助金・助成金活用に対する悩みも多く聞こえる。
そこで新建ハウジングでは、工務店の特別枠の活用状況などを独自調査。

結果を通じて見えてきたウィズコロナを生きる工務店の“リアル”を掲載する。

ウィズコロナを生きる工務店の

「補助・助成制度」

新型コロナ対策として設けられた
補助・助成制度を利用している？

活用状況独自アンケート調査

自社にどの制度が当てはまる
のかさえわかっていない。
こちらの勉強不足ではあるが、
プッシュ的な情報提供

を希望する。
（岡山県／工務店／経営者／40代）

1.

認定の受け方等、
地元の自治体HPを見ても

よくわからない。
（東京都／工務店／経営者／60代）

23.6%

23.6%

52.8%

利用している

検討しているが、
まだ利用していない

利用しておらず、
今後も予定はない

日々内容が変化するので、
情報収集に苦戦している。
（愛知県／工務店／役員／40代）

利用している利用している利用している

スピードが遅い。
（広島県／工務店／役員／40代）

持続化給付金は
5月1日に申請したが、
いまだに入金がなく
書類不備の連絡もない。

（岐阜県／工務店／経営者／50代）

Q.

2006plusone_P008-009,P028-035.indd   8 2020/05/25   17:33
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  「新型コロナ対策として設けられた補
助・助成制度を利用しているか」との
問いに対し、「利用している」は
23.6％と4分の1以下という結果に。
一方で「今後も利用する予定はない」
との回答は過半数となった。
公的な企業支援制度の理解度と利用
状況を尋ねた設問では、「持続化給付
金」が理解度・利用度ともにトップ
で、「理解している」と回答した人は8
割に及んだ。「IT導入補助金」と「雇
用調整助成金」の理解度はともに6割

超。一方で、「理解し、利用している」
との回答は、持続化給付金以外は全て
20％以下と低調な結果となった。
公的制度に関する情報収集方法は、
昨年の同特集の調査では「セミナーで
学ぶ」が最も多かったが、今回の調査
では「新聞などのメディアを読んで学
ぶ」が55.1％でトップに。「金融機関
の担当者に聞く」は、前回は5.6％
だったが、今回は43.8％となり2番
目に多い。情報収集の動線に新型コロ
ナの影響が見てとれる。

公的制度の情報収集方法ベスト5
新聞や業界誌、ニュースサイトなど
のメディアを読んで学ぶ55.1%

金融機関の担当者に聞く43.8%

各省庁のホームページを直接見る42.7%

顧問の会計士・税理士・社会保険労務士に聞く39.3%

同業者の人づてのネットワークで知る（口コミ、SNS投稿など）33.7%

1位
2位
3位
4位
5位

Q.公的な企業支援制度の理解＆利用状況は？

持続化給付金

IT導入補助金

小規模事業者持続化補助金

ものづくり補助金

事業承継補助金

雇用調整助成金

テレワーク助成金

働き方改革推進支援助成金
「労働時間短縮・年休促進支援コース」

働き方改革推進支援助成金
「職場意識改善特例コース」

建設事業主等に対する助成金

小学校休業等対応助成金

キャリアアップ助成金

人材開発支援助成金

人材確保等支援助成金
（コース問わず）
両立支援等助成金
（コース問わず）

100806040200

内容を理解しており、実際に利用中 内容は理解しているが、利用はしていない
あまり内容を理解しておらず、利用もしていない 聞いたこともない

29.2% 52.8% 14.6%
3.4%

18.0%

46.1%

25.8%

36.0%

16.9%

32.6%

27.0%

22.5%

19.1%

22.5%

14.6%

15.7%

19.1%

14.6%

50.6%

31.5%

48.3%

48.3%

47.2%

46.1%

42.7%

44.9%

40.4%

40.4%

39.3%

49.4%

42.7%

42.7%

24.7%

11.2%

20.2%

14.6%

29.2%

18.0%

27.0%

31.5%

39.3%

33.7%

21.3%

30.3%

37.1%

42.7%

24.7%

6.7%

6.7%

11.2%

5.6%

1.1%

3.4%

3.4%

1.1%

1.1%

3.4%

4.5%

1.1%
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特集 1

申請支援のプロフェッショナルが教える

「補助金・助成金」
の使い方

～コロナ対策編～

工務店の補助・助成制度 活用事例

これまで補助・助成制度を積極的に利用してこなかった工務店にとって、ふだん以
上に目まぐるしく情報が更新されるコロナ対策関連の補助・助成制度は、よりハー
ドルが高いものに感じられるだろう。本パートでは、工務店の補助金・助成金の申
請支援サポートなどを数多く手がけてきたSUMUS（スムーズ）の東郷博之さん
に、申請に不慣れな工務店でも利用可能な補助・助成制度活用のポイントを解説
してもらう。

❶アーキネット［奈良市］　 ▶ ▶ ▶ P.022

❷住工房森の音［岩手県雫石町］　▶ ▶ ▶ P.024

実例から学ぼう！

20200530_plusone06_p010.indd   10 2020/05/21   11:16 p006-025.indd   11 2020/05/26   11:13
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　新型コロナウイルスは、またたくまに
世界中に広まり、人命だけでなく経済に
も大きな打撃を与えています。最近は国
や地方自治体が救済措置としてさまざま
な助成金・給付金制度を創設・実行してお
り、ニュース等でもよく名前を聞くように
なりました。こうした制度の多くは、実は
コロナ禍よりも前から存在しています。
　そもそも補助金や助成金は、国が
掲げる政策に基づき、あるべき姿に向
かって経営革新を進める企業を後押し
するための制度です。これまで私も、
さまざまな仕事を経験してきた中で、
補助金・助成金の活用の度合いに、大企
業と中小企業で大きな落差があること
を感じてきました。大企業にとって補
助金・助成金の活用は当たり前で、多く
が社内に「人事労務部」などの専属部署
を持ち、毎年数億～数十億円を受給す
るのが当たり前。一方、中小企業では、
制度の知識不足や作業手間への敬遠な
どのさまざまな理由で、今までに一度
も受給したことがないという工務店さ
んも少なくないのが現状です。
　実際に、工務店さんの日常業務のな
かで、何にどのぐらいの補助金・助成
金が利用できるのかをシミュレーショ
ンしたのが［囲み］です。弊社が昨年
2019年末からコンサルティングをし
ている工務店さんでは、すでに４月末
時点で450万円の補助金・助成金受給

が決まりました。さらに６月以降も、継
続的に交付申請をする予定。コロナ関
連の助成を含めると、初年度で900万
円程度を受給できる見込みです。
　こんな話をすると、「何でもいいから
今すぐもらえる補助金・助成金を申請
したい」という経営者の方も時々いらっ
しゃいます。ただ、お金目当てで活用
することは非常に危険です。
　というのも、補助金や助成金を受給
するということは、もらった会社もそ
れなりの設備投資や雇用を求められ、
それらを生かす経営能力が求められる
からです。逆に考えると、しっかりとし
た能力を持つ経営者が、自社の成長に
必要な設備投資や人材採用をしようと
するときに、活用できる補助金・助成金
を知らずに全てを自力で補うことは、
非常にもったいないとも言えます。
　新型コロナウイルスによる経済
ショックを最小限に抑えるため、各種
の補助金・助成金で要件緩和や補助率
拡充、上限額引き上げがされています。
この機会に制度に慣れ、改革を加速す
るためのツールとして積極的に活用し
ていただければと思います。

全ての工務店が
申請できる制度も

　新型コロナウイルスの影響が出始め
た２月以降、弊社には「コロナ対策で

活用できる補助金・助成金はないか？」
という問い合わせが多く寄せられまし
た。3月中旬ごろからは定番の補助金・
助成金の公募が始まり、その中でもコ
ロナ対策の特例で、対象要件の緩和や、
補助率・上限額の引き上げが次々と発
表されています。
　これまで一度も補助金や助成金を申
請したことがなくても、今年度は少な
くとも「持続化給付金」「雇用調整助成
金」「テレワーク助成金」（正式名称：働
き方改革推進助成金「テレワークコー
ス」）の３つは、全ての工務店さんが申
請してほしいと思います。
　現在、緊急事態宣言は少しずつ解除
に向かっていますが、今後ワクチンや
治療薬が普及するまでに第二波、第三
波が起きれば、私たちの生活や仕事に
も影響が出続けます。国や各都道府県
では随時、現行制度の拡充や制度の新
設がなされる可能性がありますので、
首相官邸や経産省、厚労省などのホー
ムページで最新情報を把握して、活用
していただければと思います。

補助・助成制度は
組織を変えるツールにも

　補助金・助成金を活用するもうひと
つのメリット。それが「補助金・助成金
の活用は、会社組織を大胆に変えてい
くツールになる」ということです。

新型コロナウイルス感染拡大により経済的に打撃を受けている事業者に対して、国や地方自治体では現在、数多くの
補助・助成制度を用意して救済を行っている。例年は補助・助成制度を活用していない工務店も、この機にさまざまな
制度を活用し、自社の職場環境改善や市場競争力向上に努めたい。地域工務店向けの公的支援制度活用のアドバイス
や申請代行、経営コンサルティングなどを行っているSUMUS（スムーズ）コンサルティング部副部長・東郷博之さん
に、ウィズコロナ期、その先のアフターコロナ期に備えるための制度活用のポイントを聞いた。

非常時の今だからこそ
制度活用で“新日常”に備える

全ての工務店が
申請できる制度も

補助・助成制度は
組織を変えるツールにも

SUMUS・東郷博之さんに聞く
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　補助金や助成金は、国の政策を色濃
く反映しており、毎年発表される制度
を“定点観測”すると、制度の背景にあ
る「政策の方向性」が見えてきます。そ
うした情報をこまめに工務店経営者に
伝えると、経営者は自社の経営方針を
徐々に調整することができ、「今年はど
んな制度を使おうか？」と考える毎年
の決算期になるころには、かなり明確
な答えが出ていることが多いのです。
　また、補助・助成制度の動向を把握す
ることは、経営方針を決めるヒントに
なるだけでなく、ストレートに「社員の

働きやすい環境をつくれる」メリット
も大きいと思います。
　例えば、介護や子育てと仕事を両
立できる体制整備、年率２％の賃上
げ、有給制度を活用した社員旅行体制
など。改善を積み重ねることで社内ス
タッフのモチベーションが高まり、社
員の定着や、新たな人材を確保するう
えでも強みになり、活用できる助成金
の選択肢もさらに広がっていきます。
助成制度と組織運営を良い形でスパイ
ラルアップできる工務店が増えれば、
私もうれしく思います。

SUMUS（スムーズ）◉ 全国500社以上の工務店の経営サポート
を専門とする会社。2015年の設立から補助金・助成金の申請代行
を開始。グループの社労士事務所とともに５年間で500社・８億
円超を申請代行する。昨年は申請200件のうち採択された割合は
85％超。労務管理システム「SUMUS®WORK」の自社開発も行う。

SUMUS コンサルティング部 副部長・東郷博之さん

一条工務店で営業職や、官公庁で原子力損害賠償紛争解決の手
続き業務なども担った経験を持つコンサルタント。現在SUMUS
で、全国150社以上の工務店の助成金申請サポートをはじめ、「人
事・組織・労務」を改善し、働き方の改革を推進している。宅地建物
取引士、行政書士、ワークスタイルコーディネーター。

・モデルハウスを建築する 1000万円
・HPや営業ツールを制作する 450万円
・給与制度を見直す 225万円
・新たに2人、人材を採用する 114万円
・ショールームをリフォームする 100万円

・SNS広告を始める 50万円
・勤務時間を見直す 80万～100万円
・従業員の退職がない 57万円
・健康診断をする 38万円

［囲み］ 制度活用シーンのシミュレーション

①持続化給付金 （最大200万円）
②雇用調整助成金 （8330円／人 ※5月22日現在）
③働き方改革推進助成金「テレワークコース」 （最大300万円）
④IT導入補助金 （最大450万円）
⑤小規模事業持続化補助金 （最大100万円）

ウィズコロナ期で活用したい補助金・助成金

④人材確保等支援助成金
（人事評価改善等助成コース）
・制度導入助成（50万円／社）
・目標達成助成（80万円／社）
⑤両立支援等助成金

・出生時両立支援コース
85.5万円／社※男性社員の
育児休業）

①キャリアアップ助成金
・正社員コース（57万円×人数）
②キャリアアップ助成金

・健康診断制度コース（38万円／社）
・賃金規定等共通化コース （57万円／社）
・諸手当制度共通化コース （38万円／社）
③働き方改革推進支援助成金

・労働時間短縮・年休促進支援コース（100万円／社）

アフターコロナ期に備えて活用したい競争力向上助成金

5選

5選
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withコロナ期で備えたい

5つの補助・助成金制度
活用ポイント
新型コロナウイルス感染拡大の影響で消費活動が停滞し、
住宅業界でも顧客の購買意欲の低下を嘆く声が多く出ている。

ここ数カ月の停滞が今後の新築・リフォーム受注にどのような影響をもたらすのか、いまだ予想がつかない。
そんな状況を乗り越え、少しでも自社の資金繰りを良い方向に導く助けとなる、

公的な支援制度5つの活用時のポイントを解説する。

制度❶  持続化給付金  ▶ ▶ ▶ P.014

制度❷  雇用調整助成金  ▶ ▶ ▶ P.016

制度❸  小規模事業持続化補助金 ▶ ▶ ▶ P.019

制度❹  IT導入補助金  ▶ ▶ ▶ P.020

制度❺  ものづくり補助金  ▶ ▶ ▶ P.021

右頁の持続化給付金の試算シミュレーション表による試算例

※「持続化給付金」公式サイト資料をもとに編集部で作成

■【標準】給付額の算定シート

1 【決算月】を選択して下さい⇒ 3

2 対象月の属する事業年度の
直前の事業年度の事業収入

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間事業収入

500,000 400,000 300,000 400,000 400,000 400,000 500,000 400,000 400,000 300,000 300,000 200,000 4,500,000

3 対象月の事業年度の事業収入
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 年間事業収入

150,000 100,000 250,000

4 前年同月比 30% 25%

5 算定式（10 万円未満は切り捨て）

S: 給付額（S=A-Bx12） 2,000,000

A: 対象月の属する事業年度の
直前の事業年度の年間事業収入 4,500,000

B: 対象月の月間事業収入 100,000

入力手順
① 決算月を選択
② 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入を入力
③  対象月の事業年度の事業収入を入力
④  給付額を算出
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前年同月比で売上50％以上減企業に
最大200万円給付

持続化給付金

　5月1日から申請受付が始まった「持
続化給付金」は、2月以降の売上が前年
同月比で50％以上減少した企業に対
し、中小法人等で200万円、個人事業
主で100万円を上限に現金が給付され
るという制度。今回の新型コロナによ
る影響が受注件数にどこまで響くか、
まだめどが立っていない工務店も多い
が、12月までの売上減少が給付対象と
なるため、この機会に一度試算表をつ
くり、状況推移を把握しておきたい。
　申請はウェブ上での電子申請が原則。
書類作成が大幅に簡素化されているた
め、ポイントさえつかめれば、ふだん補
助・助成制度になじみがない工務店でも
比較的簡単に申請可能だ。全国に申請
サポート会場も順次開設されているた
め、ぜひこの機会に挑戦してほしい。

対象月の選び方に注意

　給付のイメージは次の通り。例えば、
年間新築4棟、年商1億円のＡ工務店
の場合。2019年4月の売上が1000
万円だったのに対し、2020年4月が
400万円になったとすれば、前年同月
比60％減少となる。この月を基準に給
付金を計算すれば、1億円－（400万円
×12）＝5200万円。上限の200万円
が給付されることになる。

　その企業の売上がどれだけ落ち込ん
だか、給付金額の算出根拠となる「対
象月」、2020年1月～ 12月から、事
業者が自ら選ぶことになっている。減
少月が複数月続いている場合は、対象
月を「前年同月比の減少率が最も大き
い月」ではなく、「2020年の売上額が
最も小さい月」を選ぶと、給付額を最
大にできる。

試算シミュレーション表で
自社の今後を把握

　飲食・サービス業と比べ、平時の売
上金額が大きい工務店にとって、「最
大200万円」という給付額は売上減
少分を到底補填できる額ではないか
もしれない。しかし「給付金」という形
態は、融資のような返済が不要で、か
つ補助金などのように使途が限定され
ず、各社の事情に応じて自由に使える
という点はありがたい。現時点では前
年同月比の売上減少が３～４割減少に
とどまっている企業でも、今年12月ま
でのどれかの月で前年同月比の売上が
50％以上減少していれば給付対象とな
る。持続化給付金の公式サイトでは試
算シミュレーション表をダウンロード
できるため、自社に当てはめてみて検
討しておきたい。

対象月の選び方に注意

試算シミュレーション表で
自社の今後を把握

「持続化給付金」の
制度概要は

本誌32ページに記載

■A工務店の給付例

2019年の総売上：1億円
2019年4月の売上：1000万円
2020年4月の売上：400万円
▶前年同月比60％減少

この月を基準に給付金を計算
１億円－（400万円×12カ月）＝5200万円
▶上限200万円が支給される
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