各地で発送が進む特別定額給付金の申請害類＝愛知県で

さらに荻原氏は﹁役所の窓口

市と確誘した︒積算額はあくま は︑実質的な強制になりかねな
で目標と認識している﹂と語る︒い﹂と指摘する︒

ばかの自治体でも﹁十万円﹂

麗馴繊搬離搬剛灘酷刑燥醜畷燵

縄⁝謂埋同職掴鰭瑠⁝総⁝−⁝

l鷹灘薗鱗翻韻欝−脚

最大100％に拡充︒さら

川一都三県の警備会社十六 欄職能⁝⁝購⁝謂鯉書棚鵠叩棚門川哩的鯉謂lm0
社が加盟する一般社団法人 繊親憾翻棚籠朋欝鶉儲翻欝棚醗脚
﹁事業承継支援協会﹂の北

書類が複数あるなど︑面倒
⁝欄脚的欄腹碓捕獲惇0砧胸⁝柑憫欄間的
さを嘆く︒﹁経理担当の社
懸繕l護櫛儲凝剛l糧凝議
員でも記入は大変︒余裕が
ない会社はできるだけ早く
細脚脚脚溜腑欄欄的摘欄世間⁝間脳0撚脚用鵡川
資金を確保しなくてはなら
灘灘⁝盤部擬態撼憾灘瀦鞘鵠
ず︑支給まで待てない﹂
東京︑千葉︑茨城︑神奈

鱗鰯離籍鰯鰯糊

に助成額の上限も一人当た

胸脂性叩軸棚開梱砧間柄00的間的帖的溝川研世相哩

ーノくさ ︑ノしー ﹂なつ．APN ／農場idHで−一﹁ヽTへ小r−﹁−rt一

に占有許可を出せ﹂とあるのは︑
﹁＃塵界都は差別をやめて朝鮮
人犠牲者追悼式典に占有許可を
出せ﹂でした︒

付き合いのある銀行を通じ
て政府系金融機関から無利
息︑無担保で三千万円を借
りた︒七年かけて返済する
計画で﹁今年は例年よりう

り日額八千三百三十円から
同一万五千円に引き上げる
方針が決まった︒

原文雄・代表理事eeは

謂醗l報謝雑艶継親鴇嶽認識ZeI

けなくてはならない﹂と︑

るおうと思っていたが︑悪

石山さんは雇用調整助成

﹁経営が厳しくても雇用調

∴∴∵

い」と話す北原文雄iさん
⑮工事現場の路上で交通整理をす
る、はなまる警備保障の警備員
＝いずれも千葉県船橋市で

醤油冒

いい﹂と求める︒

い︒短期の資金繰りをより
速く支える仕組みがあれば

会社などは引き続き苦し

イベントが相次いで中止に
なっているとし﹁イベント
会場の警備を主に請け負う

縛繊鵜醸競競灘総

鱗灘縫雅籍擁毅溢鍛

掴推⁝帥⁝ 欄間欄間摺0Ⅷ掴憫欄撚欄的A13細欄的耽蔦

鵜欝l擬態藤避澱鶉⁝擬綴驚

鑓灘競粥擬離鰯鰯競

27割田工岬開脚矧矧矧剖矧
経信櫛親機鵠l誰撼l絹餅

灘認識冊親鶏鵜誰総轄

惟欄間〃Ⅵ欄脆欄0㈱0−1日的日周鵬書

議懸寵滋轢澱

と話す︒
緊急事態宣言は解除され 鵬的0⁝鴫A12的川棚欄間 ⁝川棚舶胸溝l糖小川A18閥All⁝
たものの︑北原さんは各地 灘親儲認溝帽l擬護輩篭絡凝
で今夏の花火大会など大型

敬遠されているのだろう﹂

で時間がかかるとみられ︑

助成金は申請しても支給ま

る中小の警備会社三千社に A12 Al︒講博0両栂的鴨Al50崩摺制帽州側的楠⁝彪脚⁝殴
闇騙灘憾憫灘瀾餓灘犠雛⁝欝型
案内をファクスしたが︑申
し込みはまだない︒北原さ
んは﹁中小の警備会社は自 的⁝欄的脚Al欄砧11脚⁝朝⁝前輪惟胴惟鴨ムー1講脚闇鯉
転車操業が多い︒雇用調整 騙脚緒l欝撚溜灘畿撚盛能離籍⁝

の窓口を設置︒首都圏にあ

成金の申請を支援するため

繊鰯懇繋離籍躍

協会は先月︑雇用調整助 瀾綴鵜畿灘l避耀穫蕊瀧擁護

惟欄⁝鑓陥蛇的沌閥似建側鰐的塩湖慨掴調川⁝講叫

脇鮪蟻鱗繊鰯酪鵬寵擬

轄灘擬態覇離籍

鱗繊報懸灘撥寵縦

鑑識寵競総統鰯

くなる一方だ﹂とこぼす︒
新型コロナの緊急経済対
策には︑国が事業者を支援
する﹁雇用調整助成金﹂が

整助成金を利用しない事業

る︒国は四月以降︑中小企
業の助成率を三分の二から

ある︒解雇や雇い止めを防

が︑従業員の休業手当を示

金の申請を準備中という

事業者が従業員を休業させ
た上で雇い続けた場合︑国
が休業手当の一部を助成す

をあてにした動きが出ている︒ は給付金などの申請や相談で大

比で三割減った︒石山さん
は﹁他の工事現場の仕事を
従業員たちの間で回してや
りくりしている﹂と明か

︒
す
新型コロナの影響がなけ
れば︑今年は九月中旬まで
東京五輪・パラリンピック
の会場周辺の交通誘導など
大口の仕事があるはずだっ
た︒だが五輪延期でそうし
た仕事がキャンセルに︒石

ぐため︑ひと月の売り上げ

者は少なくない﹂とみる︒

山さんは﹁仕事が減って

す書類を含め申請に必要な

が前年より5％以上減った
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も︑従業員に給料を払い続

①「大型イベント中止などの影響
を受ける琶備会社は今後も厳し

﹁緊急事態宣言が解除さ
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千葉の警備会社仕事激減﹁支給待てない﹂
∴∴

れても仕事は少ないまま︒

ているが厳しい﹂︒警備会
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中小企業苦境でも使えず

∴∴

何とか従業員の雇用を守っ

社﹁はなまる警備保障﹂
︵千葉県松戸市︶の石山弘
師社長︵六一〇はため息をつ
︒
く

垂京都や千葉県で工事現
場やパチンコ店の警備員の
仕事を請け負い︑アルバイ
ト約二百三十人を雇う︒緊
急事態宣言後︑営業を自粛
するパチンコ店が相次いだ

∴∴
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影響で仕事が激減︒四月と
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閤「手続き複担「時間かかる」
8雇用調整助成

l量妄

（第3程郵便爛可）ユクエ0．シ舞、∴∴壷∴≒

まで引き上げることも盛り

厚労省によると︑新型コ

ロナ関連の解雇や雇い止め
は二十一日時点で見込みも
含め累計一万八百三十五人
で︑今月に入り七千人以上

したアイデアを支援する仕

川110推日商−槌同湖細目⁝鵡縦軸的牛用開竺

0Al鯉龍燥柱繕

喋操縦11的43砧的O dTl

醗競撥轍離籍

組みも必要だ﹂と説く∵つ

社会保険労務士の佐藤敦

規氏は﹁政府による支援の

蹴鞠騰

鰯務蘇鰯

スピードは遅いと言わざる
l髄鞘擬謙抑鵜的
を得ない︒そもそも中小企
業向けに複数ある支援策の 鯉暁鐘仰∴頂絹−縮減溜綱−担閤塙
広報が不足している﹂と課 脚籍616翻
題を挙げる︒
佐藤氏は︑雇用調整助成

金のほかに︑売り上げが半
減した中小企業に最大二百

⁝⁝綾は諸鰭碓Ⅷ⁝⁝鵬晴間鵜川摘楠叩聴講︒

⁝肋苗胴囲南的緒川11Al胸瑠璃周惟0⁝用0噌

にくいとし﹁行政の縦割り 擬毅畷髄鞘讃躍務鷹麟親鸞

譲灘漑譲辣TA︒鰹滋

溺間脚観l肋惚戦績脳髄鰯鰯携撚

Ⅷ日間肋間帖鵬棚棚硝細腰陸路欄鵬⁝脚開館脚雄鯉絹

鰯糊財経羅織機輔弼臆

を排し︑支援策のメニュー
を分かりやすく示して利用
日用小鰭鮒圃場川聞細AIg鵡川君国脚⁝間鴇⁝
につなげる工夫が必要だ﹂ 撥 媚 態 欝 熊 髄 慨 遼 麒 麟 鱗

と話し︑こう続けた︒﹁今

からでも申請窓口の業務に

あたる職員を増やすなど︑

⁝灘親機鰯鶉綴

すぐできる対策を取らない

醗醜弼鵜蹴礪親臨剛

と︑解雇が広がり失業者
欄間叩⁝0脚鵬⁝胴部胴的腰日照錨蟻川⁝購周W掘
がさらに増える恐れもあ 騙綴灘灘肌緋鶴瑞穂網糖鑑脳

﹂
る

朋欄餌欄鵬脚幽門鵬噂謝講縞0層掴0燥極脳感
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上
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′レ王事

は﹁雇用調整助成金の使い
勝手の悪さは解消されてい
ない﹂と指摘する︒
宮原氏は︑特に新型コロ
ナの影響が大きい観光︑飲

弼糠継
舛ナ肋ク ー ー
潤鵬憎

弦二姓鮒7

や︑休業要請に応じた企業 機認轡継灘爛憫櫛瀾綴鵜鰯幻
に都道府県が払う協力金な 離鯛組織醐縄細緻蘭繊
どが乱立して全体像が見え

万円を払う持続化給付金

紹韻瀞溝9

算案では︑従業員一人当た
りの上限を日額一万五千円
込んだ︒安倍晋三首相は同
日の政府・与党政策懇談会
で﹁事業と雇用は何として

も増えた︒
では︑失業者を増やさな
いためにどんな対策が必要
なのか︒

企業が負担する社会保険料
の支払いの猶予をさらに広
げるなど思いきった対策が

求められる﹂と話す︒
さらに︑コロナ禍で仕事
が減った企業の中で従業員

籠蓋綴矧 機械

申請あきらめ廃業・倒産
厚生労働省によると︑事
業者による雇用調整助成金
の申請は二十六日時点で計
五万九百五十四件︒そのう
ち二万六千五百七件の支給
が決まった︒一方︑全国の
労嘲局やハローワークなど
に寄せられた事業者からの
相談は二十一日時点で計三

日本大の安藤至大教授

食︑小売りなど中小の事業
者を中心に︑助成金の申請
をあきらめる事業者も出て
いるとみる︒﹁自力での申
請が難しければ︑社会保険

労務士など専門家に手続き
を頼る方法もある︒だが中
小・零細企業はこうした専

門家にもつながれないま
ま︑申請をあきらめて廃業

や倒産に追い込まれてしま

が元の企業に在籍したま
ま︑同業他社に出向する

28）」い起首態三ら半きほ一

う恐れもある﹂と話す︒

実際︑すでに中小企業の
経営破綻は増えており︑雇
用情勢も悪化している︒
東京商工リサーチの調べ
では︑新型コロナ関連の経
営破綻は二十五日までに宿
泊業や飲食業など百七十六
件︒この集計は負債一千万
円未満の零細企業の倒産は
含んでおらず︑情報部の坂
田芳博課長は﹁実際はさら

﹁従業員シェアリング﹂の

9（ドレ禍う死り旬カが行ず
亨歩感てのも状、か月でをか

一−もへ．．﹂．⊃〃U．一一〇

8肇配だ会読堅駆 21ズナビ仮ま下一と流わ

︵労働経済学︶は﹁東京な
どば外出自粛がしばらくの
聞続くため︑飲食店などす
ぐに状況が改善しない業種
もある﹂と指摘︒﹁雇用調
整助成金の手続きをいくら
簡素化しても︑短期の資金
繰りに困る中小・零細企業
のなかには従業員の解雇に

に多くの企業が破綻に追い

取り組みもあるとし﹁こう

Jゞ二

えは＼lで語さで首

流れるケースは出てくる︒

込まれている﹂と危ぶむ︒

＋ノ．D

け−「世るず社ドにつせ今相

十七万六千四百四件に上

も守り抜く﹂と強調した︒
だが厚労省が二十日に始
めたオンライン申請は︑受
け付け開始からわずか一時
間でシステムトラブルが発
生して停止︒﹁再開のめど
が立たない﹂ ︵雇用開発企
画課︶状況で︑必要な企業
に行き届かない問題は続い
ている︒
こうした事態に︑日本弁
護士連合会で中小企業支援
に取り組む宮原一束弁護士

短期資金繰り・支える仕組みを

支援策乱立﹁分かりやすく示して﹂

一二﹂十一二へ二つ．一﹂一．し一L︶一LLヽ︐﹁コ

いしは考だ降ムすと束半倍

わい

る︒相談から申請︑支給決
定まで至るのは︑ほんの一
部にすぎない︒
厚労省はこれまで︑助成
率の弦充に加え︑申請で必
要な書類を一部不要にする
など手続きの簡素化も進め
た︒二十七日に閣議決定さ
れた本年度の第二次補正予

参院予算委で答弁する安倍

首相︒﹁雇用調整助成金
の日額上限を引き上げる方
針を表明した＝今月日日

ー⊃ヽ 邑﹁皐へ ﹂十一謡い﹂﹈可ヽヽノモー一 〇

がる算相だ目白？だぼカ ￣
なら点がつ以粛 」収月安

（翻認可）
ユ0ユ0シ細
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新
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新型コロナ相談37万件支給決定は2万6000件

