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特別号

インターネット通販に関するトラブルにご注意ください
新型コロナウイルスの影響により、インターネット通販の利用が広がる一方で、トラブルも増加しています。
被害に遭わないよう注意して利用しましょう。
•通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。事前に返品・解約の条件や販売事業者の連絡先を確認してください
•お金や個人情報の詐取等を目的とした詐欺的な通販サイトもあります。少しでも怪しいと思ったら利用しないでください
•「お試し」のつもりが、定期購入の契約になっていたため高額な料金を請求されたというトラブルが増えています。注文前
によく確認してください
•不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談してください

スミッシングにご注意ください
電話番号だけでメッセージを送ることができるSMSを悪用し、運送会社や銀行、携帯キャリアなどを装って個人にメッ
セージを送ってフィッシング詐欺を働く「スミッシング」が増加傾向にあります。
新型コロナウイルスの影響により、インターネット通販の利用が増えたため、宅配便の不在通知を装うケースが増えてい
るようです。
SMS内にあるURLを開くと、偽サイトへ誘導され不正アプリをインストールさせられたり、ID・パスワードや個人情報が
盗まれる可能性があります。
怪しいSMSを受信した場合はリンクを開かずに無視または削除し、万一サイトを開いてしまった場合は、個人情報やパ
スワードなどは絶対に入力しないよう注意してください。
また、日頃利用するサービスへのアクセスとログインには、メールやSMS内のリンクではなく、公式のスマートフォンアプ
リやブラウザのブックマークなどからアクセスするようにしてください。

広報誌「Together」の定期発刊（春号、夏号、秋・冬号）については、新型コロナウイルスの影響により、取材等が困難な状況と
なっていることから、休刊としています。発行を楽しみにしていただいているお客さまには大変申し訳なく思っています。
今回は、新型コロナウイルスに関する情報をメインにした「特別号」を発刊いたしました。定期版同様、プレゼント付きクイズも
掲載しておりますので、奮ってご応募ください。
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持続化給付金

家賃支援給付金

①賃貸借契約の存在を証明する書類（賃貸借契約書等）
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類
（通帳の表紙および支払い実績がわかる部分の写し、振込明細書等）

③売上減少を証明する書類（確定申告書、売上台帳等）
④身分証明書の写し（個人事業者のみ）

◆概要：農林水産省の補助により、ぐるなびが開設
した「ぐるなびFOODMALL」において、
生産者・卸等が出品する和牛肉等対象品
目の食材を最大50％OFFで飲食店が購
入できます。

◆期間：令和3年1月末まで（予定）
◆参加対象者：全国の生産者・卸等と飲食店
※事前登録が必要。登録料は無料。
※デリバリー等向けに新た
に取組みを始めるなどの
一定の条件があります。

令和2年5月～12月の間に①②のいずれかがあてはまる中堅・中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者
①1ヵ月の売上が前年同月比50%以上減少している
②連続する3ヵ月の売上の合計が前年同月比30%以上減少している

給付額＝申請時の直近1ヵ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の6倍
中堅・中小企業、小規模事業者　最大600万円
フリーランスを含む個人事業者　最大300万円

地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金です。

給付額＝前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上×12ヵ月）
中堅・中小企業、小規模事業者　上限200万円
フリーランスを含む個人事業者　上限100万円

売上が前年同月比50％以上減少している中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

①2019年（法人は前事業年度）確定申告書類の控え
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④身分証明書の写し（個人事業者のみ）

給付対象者

給 付 額

申 請 方 法

必 要 書 類

そ の 他

電子（オンライン）申請
※申請後、通常2週間程度で、給付通知書を発送／ご登録口座に入金されます。

令和3年1月15日まで申請が可能です。（取扱期間についてはご注意ください。）
詳細については、https://jizokuka-kyufu.go.jp/をご参照ください。

項目 内　　容

給付対象者

給 付 額

申 請 方 法

必 要 書 類

そ の 他

電子（オンライン）申請

令和3年1月15日まで申請が可能です。（取扱期間についてはご注意ください。）

項目 内　　容

事業全般に広く使える給付金です。

農林水産物の販路の多角化推進事業 全国の生産者・卸等と飲食店をつなぎ販路の多角化を
支援するものです。

新型コロナウイルス感染症に関する支援策の紹介
（2020年11月1日現在の情報に基づき掲載しています。）

詳細については、https://yachin-shien.go.jp/をご参照ください。

【イメージ】通常販売価格1,000円の産品の場合 ※補助金額上限以内の商品を購入した場合の例

ECサイト
ぐるなび

FOODMALL
生産者
卸等

①「通常価格」で
出品

通常価格
で販売

お得に
購入可能

⑤お振込み
（￥1,000+配送料（全額）から
クレジットカード手数料を引いた額）

⑥補助
（￥500+配送料（半額））

農林水産省

④商品発送（飲食店へ直接発送）

詳細については、https://foodmall.gnavi.co.jp/about/をご参照ください。

②販売

③「通常価格」の最大半額
で購入

クレジットカード決済（￥500+配送料（半額））
飲食店

https://yachin-shien.go.jp/


秋から冬にかけて「新型コロナウイルス」が再び流行するのではないかと懸念されています。
厚生労働省から公表されている新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」実践例を参考に、感染拡大を
予防しましょう。

教えてホッピー 新しい生活様式

●人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
●会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
●外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。
ただし、夏場は、熱中症に十分注意する。
●家に帰ったらまず手や顔を洗う。人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。
●手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可）。
※高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理をより厳重にする。

●感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
●発症したときのため、誰とどこで会ったかをメモにする。接触確認アプリの活用も。
●地域の感染状況に注意する。

●まめに手洗い・手指消毒
●咳エチケットの徹底
●こまめに換気
●身体的距離の確保
● 「３密」の回避（密集、密接、密閉）
●一人ひとりの健康状態に応じた運動や食事、禁煙等、適切な生活習慣の理解・実行
●毎朝の体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養

●公園はすいた時間、場所を選ぶ
●筋トレやヨガは、十分に人との間隔をもしくは
　自宅で動画を活用
●ジョギングは少人数で
●すれ違うときは距離をとるマナー
●予約制を利用してゆったりと
●狭い部屋での長居は無用
●歌や応援は、十分な距離かオンライン

●接触確認アプリの活用を
●発熱や風邪の症状がある場合は参加しない

●テレワークやローテーション勤務
●時差通勤でゆったりと
●オフィスはひろびろと
●会議はオンライン
●対面での打合せは換気とマスク

一人ひとりの基本的感染対策
感染防止の３つの基本
１

移動に関する感染対策

日常生活を営む上での基本的生活様式２

日常生活の各場面別の生活様式３
買い物
●通販も利用
●１人または少人数ですいた時間に
●電子決済の利用
●計画をたてて素早く済ます
●サンプルなど展示品への接触は控えめに
●レジに並ぶときは、前後にスペース

娯楽、スポーツ等

公共交通機関の利用
●会話は控えめに
●混んでいる時間帯は避けて
●徒歩や自転車利用も併用する

食事
●持ち帰りや出前、デリバリーも
●屋外空間で気持ちよく
●大皿は避けて、料理は個々に
●対面ではなく横並びで座ろう
●料理に集中、おしゃべりは控えめに
●お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて

イベント等への参加

４ 働き方の新しいスタイル

①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

厚生労働省ホームページ　新しい生活様式の実践例より



“頭の体操”しませんか？

なんでも応募欄

＜クイズのご応募やご意見は、お葉書、ホームページ、E-mail、FAXで受付しています。＞

お名前： お電話番号：

ご住所： 〒

ホームページURL ： https://www.hyogokenshin.co.jp/together/together.html　E-mail：webmaster@hyogokenshin.co.jp
FAX ： ０７８－３９１－６３３３
住　所 ： 〒650‐0023 神戸市中央区栄町通3‐4‐17　兵庫県信用組合　総合企画部   山之井・亀田まで

　クイズ正解者の方の中から抽選で、加古川の恵みが育んだ豊
かな風味「加古川一番摘み海苔詰合せ」を10名様にプレゼント！
＜〆切：令和3年1月15日＞
※①ハガキに貼付して郵送　②ＦＡＸで送信　③当組合職員へ手渡し
④webmaster@hyogokenshin.co.jp 宛必要事項を記載して送信、いず
れかの方法でご応募ください。

本誌へのご意見・ご感想や皆さまの趣味、
笑い話など何でも結構です。

もぎたてニュースで取り上げて欲しい
話題・テーマがございましたらご記入
ください。
※例：パワースポット、ハイキングなど

※ご記入いただいた個人情報は、賞品の発送、個人を特定しない本誌掲載資料および業務改善に必要な場合にのみ利用させていただきます。

連絡先・応募先はこちら

TOGETHER QUIZ

（個人名をご記入ください。）

こたえ【選択肢】

□にあてはまるものは選択肢のうちどれでしょうか？

①purple　②pink　③brown

TogetherVol.56クイズの答え

①purple

たくさんのご応募ありがとうございました。

※当選者の発表は、前号プ
レゼント（但馬牛製品詰合
せ）の発送をもって
代えさせて
いただきました。

①冬
②夏
③秋

【選択肢】

玄→ →至
↓
瓜

越
↓

2020年11月　特別号

プレゼント！
加古川沖で収穫する海苔は山
の栄養がたっぷり含まれます。
そのため、黒々とした風味豊
かな海苔に仕上がります。
今回は『加古川一番摘み海
苔詰め合わせ』を10名様に
プレゼント。
最高峰の原料を使用した加
古川海苔を是非ご堪能くだ
さい。

☆利率は初回お預入時のみとなります。自動継続後の適用利率は、初回満期日以降、その時点の店頭表示利率が適用されます。
☆累計預入れ限度額は1,000万円以下のお取扱いとさせていただきます。
☆初めてのお預入時には、本人確認資料（運転免許証等）とご印鑑をお持ちください。
☆ATMでのお預入れは、本キャンペーンの対象となりません。
☆中途解約の場合、預入期間に応じた当組合所定の利率となります。
☆平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、お支払いする利息に対して、20.315%
　（復興特別所得税課税後）の税金がかかります。
☆この預金は、預金保険制度の付保対象預金です。
☆お取扱期間中であっても募集目標に達した場合は、取扱いを終了させていただきます。
☆経済情勢の変動により、お取扱期間の途中であっても取扱内容を変更する場合があります。

「けんしん がんばろう ひょうご 定期預金」は、お預入れ残高の0.02%（上限500万円）を当組合営業店所在地
の自治体へ寄付させていただく新型コロナ対策応援預金となっています。（お客さまの負担はございません。）

ご利用いただける方

預 　 入 　 期 　 間

預 　 入 　 金 　 額

お　預　入　利　率

個人のお客さま

1年（自動継続扱い、証書式・通帳式）

お一人さま、10万円以上1,000万円以下

年0.08%（税引後　年0.063%）

加古川の恵みが育んだ豊かな風味
加古川一番摘み海苔詰合せ

＜寄付金付SDGs応援定期預金＞

そ の 他

お取扱期間　令和2年11月11日（水）～令和3年3月31日（水）

答

内容：焼のり1個、味のり2個
　　 （板のり6枚分8切48枚入り×3）

※写真はイメージですえ～っと…

問  題

red  orange  yellow  green  blue  indigo □

問  題

虹の7色です。

□にあてはまるものは選択肢のうちどれでしょうか？

＜寄付金付SDGs応援定期預金＞

がんばろう ひょうご 定期預金
募集総額
250億円

（令和2年11月11日現在）
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