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立秋を前に︑まだまだ暑さ厳しい毎

レット大会は︑コロナ禍での屋外スポ

るよう鋭意努めて参ります︒

様と共に考え︑会員皆様のお力になれ

一日も早いコロナの終息を願うとと

なる可能性を孕んでいると思います︒

会も会員皆様と共に悩み︑共に考え活

もに︑アフターコロナを見据えて商工

新たな動きが見えてきました︑デジタ

動して参りたいと思いますので︑変わ

コロナ禍の中︑企業経営においても︑

ーツ大会の開催状況を検討し︑懇親会
致しました︒生憎の悪天候となってし

ル化︑リモート化の進展︑地方に対す

は取り止め︑表彰式のみ行う事で開催
まいましたが︑例年にも増して大勢の

らぬご支援︑ご協力をお願い致します︒

次回は出来るだけ快適なコンディシ

る関心︑兼業・副業への関心も高まり

ョンでプレーしたいと思いますので６

など新たな時代のビジネスチャンスに

ごしでしょうか︒一昨年に発生した新
月の開催時期につきましては︑今後再

皆様にご参加頂き誠にありがとうござ

型コロナ感染症は︑ウイルスの変異を
検討して行きたいと思います︒

いました︒

繰り返し︑３回のワクチン接種を経て

佐久穂町商工会第１７回通常総会 開催

日ですが︑会員の皆様にはいかがお過

も︑未だに感染拡大が止まらない状況

原案に対して 賛 191・否 0・無効 0
以上の結果、第 4 号議案は原案通り決定された

今後の大きなイベント事業としては︑

第４号議案 ● 令和 4 年度運営資金の借入限度額
（案）
及び借入先
（案）
に関する件

が続いています︒長引くコロナ禍の中︑

原案に対して 賛 191・否 0・無効 0
以上の結果、第 3 号議案は原案通り決定された

去る４月 日︑第 回通常総会を書面により開催し︑全議案ご
承認いただきました︒︑会員の皆様の書面議決へのご理解︑また︑
早期の書面議決書提出に御協力を頂いた事により︑無事全ての議
案におきまして別表の通り承認・決定されました︒皆様の御理解
・御協力に感謝申し上げます︒

第３号議案 ● 令和 4 年度会費の賦課基準
（案）及び納
入方法
（案）
承認に関する件

紅葉祭の開催がありますが︑県内のコ

原案に対して 賛 191・否 0・無効 0
以上の結果、第 2 号議案は原案通り承認された

会員の皆様にはご苦労が多い日々が続

開催状況等を勘案して検討して行きた

入資材に頼る所の多い日本の産業には︑

第２号議案 ● 令和 4 年度事業計画書
（案）並びに収支
予算書
（案）
の承認に関する件
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原案に対して 賛 191・否 0・無効 0
以上の結果、第 1 号議案は原案通り承認された

28

第１号議案 ● 令和 3 年度事業報告書、収支決算書及
び貸借対照表並びに財産目録の承認に関
する件（監査報告）

ロナの感染拡大状況︑近隣のイベント

会報上で失礼いたしますが︑被害に
いと思います︒

い中︑２月ロシアによるウクライナへ

商工会の活動もコロナ禍の中︑大き

多大な悪影響を及ぼす事が懸念される

営において悩み事がありましたら気軽

総会議事の経過と結果

いていると思います︒
あわれた皆様に心よりお見舞い申し上
本年度も︑コロナ被害にあわれた皆

の侵攻が始まり︑世界的にエネルギー

コロナの世界的感染拡大が収まらな

様には持続化給付金や様々な補助金の

価格の高騰︑資材価格の高騰︑品不足

げます︒

受給手続き︑テイクアウト容器の補助︑

の波が襲っています︒
さらに︑米国の利上げにより日本円

テイクアウト店の紹介など︑会員の皆
様への伴走型支援に力を入れて取り組

は 年ぶりの円安となっています︒輸

な制約を受けながら活動をして行かな

とともに︑物価上昇による国民生活の

んで行きます︒

ければならない現状ですが︑一方でコ

会員の皆様も業種︑業態に関わらず︑

苦難が予想されます︒

に商工会にご相談頂ければ幸いです︒

コロナ禍の中︑企業経営にご苦労の多

本年度は︑４月のツールド八ヶ岳が

出来るイベントから積極的活動をして

中止となり︑５月の通常総会は書面総

商工会も問題解決のために︑会員皆

い年となるかもしれませんが︑何か経

会となりましたが︑６月のゴルフ︑マ

行く事も重要であると思います︒

化して行くには︑ウィズコロナで活動

ロナ禍が３年も続き︑経済活動を活性
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のご報告と共に会員の皆様に町指定の

となってしまいました︒先日支部総会

定の間隔で取り付けてある ｍ以上の

をしてくれます︒電球のソケットが一

東支部では今年度新たな事業所さん

っていきたいと思います︒

がら支部役員さんと共に支部活動を行

長を支え皆様のお力添えをいただきな

れました磯部靖と申します︒友野支部

この度︑東支部副支部長に選任さ

情勢などもありますが︑地域の振興︑

を立てております︒物価の高騰︑世界

イベントへの参加等も含めた事業計画

し合い︑今後の感染状況を見つつ地域

を踏まえ今年度の活動計画を役員で話

的に出始めております︒その様な状況

も徐々に開催されるなどの動きも全国

感染予防に努めつつ各イベントなど

ろうとしています︒実現できるかまだ

秋には青年部の皆さんが紅葉祭をや

いもんです︒

その明かりを見上げるのもなかなかい

ンボリの明かりが風物詩になっており︑

ら５月初旬の桜が咲く時期は︑夜はボ

の枝に吊るしていきます︒４月中旬か

ボンボリを手際よく取付け︑脚立で木

ゴミ袋をお配りさせていただきました︒ ケーブルを地面に伸ばします︒電球と

の加入をいただき︑役員十名の体制で

東支部

八千穂支部の支部長をおおせつかりま
新年度をスタートさせました︒

支部報告

した大栄建設㈱の三石博明です︒一昨
ス感染症も終息願うばかりですが︑こ

なかなか収束に至らない新型コロナ

義な支部活動が出来ればと願っていま

活性化や会員の皆様との交流など有意

西支部も全面バックアップで青年部を

はっきりしていませんが︑やるならば

り︑当然佐久穂いいずらのお祭りもな

ま す ね︒ 高 野 町 の 祇 園 祭 も 中 止 と な

︵西支部長

︵諏訪神社にて行われたボンボリ事業集合写真︶

高見澤 義光︶

ウイルスの影響によりここ二年ほど支

今年度は︑そろそろ安全運転からウ

いため︑寂しい状態でこの記事を書い

お手伝いする予定です︒

の２年間日常生活において様々な制限

靖︶

部の活動も規模の縮小を余儀なくされ︑ す︒皆様よろしくお願いいたします︒
磯部

本年度の支部通常総会も紙面での開催

︵東副支部長

を強いられる毎日でした︒結果︑商工

西支部

イズコロナを意識して少し前進しよう

ています︒昨年も含め西支部で行った

西支部も他支部と同様でこれといっ

と計画しています︒この夏には職場交

行事といえば⁝︒御明神さんの桜並木

ら開かれた懇親の席での各役員さんか

流ソフトボールも開催予定です︒支部

た事業は行っておりません︒新型コロ

懇親旅行も慎重に計画をして開催する

に取り付けるボンボリぐらいでしょう

らの近況報告や情報交換が貴重なもの

予定です︒出来るかどうかはわかりま

か︒参加して頂けるメンバーはほぼ固

ナウイルスの影響はまだまだ続いてい

せんが︑先に希望を持って役員さんと

定されてきましたが︑皆さん慣れたも
指示や割振りをしなくても黙々と作業

んでその時自分で出来る作業を見つけ︑
︵八千穂支部長 三石 博明︶

共に安全に開催できるよう準備を進め
さい︒

て参りますので楽しみにしていてくだ

となっています︒

でも︑支部役員会の折にささやかなが

ていないのが現状です︒そのような中

この一年記憶に残るような活動が出来

はことごとく取りやめになってしまい︑

得ない状況です︒支部旅行やイベント

会活動においても安全運転をせざるを

み な さ ん こ ん に ち は︑ 昨 年 度 よ り

年の冬から始まった新型コロナウイル

八千穂支部
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女性部
昨年女性部長をお受けしてから︑女性
部の運営が難しい時期もありましたが︑
部員︑事務局の皆様の御協力いただいた
おかげで︑乗り越えることができました︒
町・佐久支部・県連と山積みする行事
等に追われており︑皆様の御協力なしに
は進めていくことが出来ません︒今後共
部員の皆様の積極的かつ前向きな活動協
力をよろしくお願いいたします︒

青年部
新型コロナウイルス禍
で始まった任期も一年が
経過しました︒長野県内
でも緊急事態宣言が発令

とした上で︑どうしたら

来場される方たちに楽し

んでいただけるのかを話

し合い︑計画を練ってい

ます︒

今まで誰も経験したこ

え︑冷静な判断をしなければなりませ

を行うにあたっては︑周りの状況を考

コロナ
とのない
with
時代での任期です︒事業

粛を余儀なくされる︑そんな一年とな

ん︒先ずは自身の予防から気を使い︑

され︑各種イベントの自
りました︒我ら青年部も︑感染症対策

小池 学︶

の難しさから︑こどもみこし︑紅葉祭

ん︒出入り口
の明確化︑会
場内でのごみ
の処置︑県外
からの人の往
来︑出店ブー
ス内での対策
など︑予防対
策をしっかり

︵青年部長

などの集客型イベントの開催を断念し

部員総会で挨拶をする
小池青年部長

コロナでの事業推進を行ってい
with
きたいと思います︒
ました︒やろうとしても阻まれる︑そ
んなもどかしさと葛藤しながらの難し
い決断でした︒
ンも三回目の接種が進み︑各種イベン

そんなコロナ禍ですが︑対抗ワクチ

※５月からの花壇作業には大勢の皆様にご参加

トの自粛が緩和ムードとなってきまし

女性部事業について
頂き︑花もきれいに咲いております︒イルミ

ればなりませ

感染症対策を行ったうえで行動しなけ

今まで通りにやることは出来ず︑必ず

す︒しかし︑今までやっていたことを

祭の開催に向け話し合いを進めていま

た︒現在︑青年部では︑今年度の紅葉
月に佐久穂町での

として７月の関東ブロック大会︵山梨県︶に

代表の富士見町商工会さんが︑長野県の代表

した︒その中で最優秀賞に選ばれた南信地区

県大会に参加し︑各自の主張発表を行ないま

県大会へ進出︒各地域から選ばれた発表者が

に長和町商工会の発表者が選ばれ︑その後の

開催しました︒主張発表大会の東信地区代表

※県連では︑５月に通常総会・主張発表大会を

ご参加をお願い致します︒

開催となりますので︑大勢の皆様の御協力︑

※佐久支部の親睦事業は︑

結果により設置する事となりました︒

ネーション設置の件は︑部員へのアンケート

（ベゴニア、サルビア等のお花を植えました）

出場されました︒全国大会︵宮城県︶の主張

卒業される髙見澤部員からのご挨拶

１１

発表大会は︑ 月に開催される予定です︒

（総会終了後の全体写真）

︵女性部長 出浦 幸恵︶

︵花植え作業終了後の集合写真︶
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アップ !
入可能に
金
購
助
も
補
C
新規枠で
今年は P

ものづくり補助金

経営革新計画が審査に加点
大型の設備投資等に！

（試作品）
開発
対象となる取組み ①新製品
（経営革新の類型） ③新サービス開発

く

一般型〈通常枠〉
従業員数 5 人以下
5 ～ 20人

事業再構築補助金

②新たな生産方式の導入
④新たな提供方式の導入

中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

飲食業
喫茶店経営

➡飲食スペースを縮小
し、新たにコーヒー豆
や焼き菓子のテイクア
ウト販売を実施。

100～1,250万円

令和 4 年度は、応募期間を約 2 か月、審査期間を 1 か月として、9 月・
12 月・3 月の四半期ごとに採択発表を行う予定。

➡グリーン課題の解決
に資する取組として EV
向け部品製造の事業を
新規に立上げ。

補助対象
財産権導入に要する経費）
、外注費（加工、設計等）
、広告宣伝費・販売
経費の例 促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）、研修費（教育訓練費等）等

【注】補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費は補助対象外です。

小規模事業者持続化補助金

IT 導入補助金

業務効率化の取組みに！
インボイス制度の準備に！

販路開拓・広告宣伝・設備投資
売上拡大の取り組みに！

商品パッケージの開発、ちらしの作成、設備の購入、HP・通
販サイトの作成、店舗改装など

「給与・勤怠」「3D CAD」「電子カルテ」、
「予約管理」「顧客管理」等、インボイス制度に対応した「決
裁」ソフトとそれを利用するための PC、POS レジ、プリンター、スキャナー及び複合機器 等

補助上限額 補助率 2/3

タイプ

50 万円
200 万円
100 万円

補助上限額（補助率）

通常枠
デジタル化基盤導入枠
会計 受発注
受発注 決裁
決裁 EC
EC
〈ITツール〉会計

30～450万円（1/2）

上記 IT ツールの使用に資する場合に申請可能

20 名以下
【対 象】小規模事業者 常時使用する従業員数
商業・サービス業は 5 名以下
【公募締切】 第 9 回 2022年9月中旬、第10回 2022年12 月上旬

※2

➡衣料品のネット販売
やサブスクリプション形
式のサービス事業に業
態を転換。

建物費（建物の建築・改修等）
、機械装置・システム構築費、技術導入費（知的

【公募締切】 第 11 次／ 2022 年 8 月 18 日（木）

※１

製造業
ガソリン車向け部品製造

補助額 従業員数 20人以下 ： 100万円〜2,000万円 補助率 中小企業 （6,000 万円超は ）
従業員数 21〜50人 ： 100万円〜4,000万円
中堅企業 （4,000 万円超は ）

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

タイプ

小売業
衣服販売業

【通常枠】

【補助対象経費】

通常枠
特別枠 賃金引き上げ※ 1、創業他
インボイス枠※ 2

国の補助金情報

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会
の変化に対応するため、企業の思い切った
事業再構築を支援

100～ 750万円
100～1,000万円

21人以上

令和４年 . 8. 1

要チェック

補助上限額（補助率 1/2）
（小規模事業者 2/3）

タイプ

ほ

↓

〈PC・プリンター等〉
〈POS レジ・券売機〉

第11回 2023年2月下旬

5 ～350万円
（2/3 または 1/2）
～10万円（1/2）
～20万円（1/2）

【公募締切】※公募締切後、約１ヶ月後に交付決定

事業場内最低賃金を地域別最低賃金（広島県 899 円）より +30 円以上とすること。
すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より +30 円を達成している場合は、事
業場内最低賃金より +30 円以上とする必要あり。
2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間が一度でも免税事
業者であったまたは免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書
発行事業者の登録の確認が出来たもの

通常枠
デジタル化基盤導入枠

第４次／令和 4年８月８日（月）
第８次／令和 4年８月８日（月）

たが︑佐久穂町商工会職員の皆様方

度活用で︑分からない事ばかりでし

高野町で家電

のご提案と電気

小売店を営むで

のお困り事へのサポート︑さらには

から親身になってご指導︑ご助言頂

ん き ラ ン ド・ オ

協力業者と連携したリフォームのご

けたことにより︑無事に採択された

カ ム ラ で す︒ よ

提案といった︑地域の皆様の駆け込

と思います︒国︑町からの補助を合

り快適な暮らし

み寺的な位置付けになれるよう︑技

わせると︑投資額の５分の４が補助

「小規模事業者
持続化補助金」
でんきランド
・オカムラ

南澤 芳保
やすくなった︒﹂﹁田舎の電気屋さん

からオシャレな町の電気屋さんにな

ったね！﹂などなど嬉しい声を聞く

ことができました︒また︑ホームペ

ージの問い合わせ窓口からの利用も

始まり︑新規客の入口が広くなった

ことを実感しています︒どうしても

町の電気屋さんというのは入りづら

いというイメージがあるのでＳＮＳ

からの発信を使い︑地域の皆様によ

り近い存在に感じてもらえたらなっ

て思っております︒

持続化補助金制度は︑初めての制

新型コロナウイルス感染症の影響

術を磨き︑知識を習得して幅広いご

やウクライナ問題などにより︑まだ

されることから︑資金の持ち出しも

当店では︑インターネット通販の

まだ先行きの見通しがつかない状況

依頼にスピーディに対応できるよう

台頭︑商圏内の人口減少︑商圏内へ

が続いておりますが︑今後も補助金

少なく投資出来るので︑活用して良

の量販店参入等外部環境の変化に対

等を積極的に活用しながら︑新たな

な﹁地域の頼れる電気屋さん！﹂を

応する為︑持続化補助金制度を活用

取り組みを実施し︑事業拡大を図っ

かったと思います︒

し︑①店の重要スペースである談話

目指しております︒

スペースに︑商談テーブルやキッズ

ていきたいと思っております︒

〜商工会から〜 この様に小規模事業者
持続化補助金は事業主様の﹁やりたい﹂
を後押しする補助金と言えます︒まずは
佐久穂町商工会までお問合せください︒

スペースの導入︑②自社のホームペ

ージがなかった為︑新たにホームペ

ージを作成しました︒積極的な投資

を実施したことで︑ご来店のお客様

の 反 響 も 良 く︑﹁ 店 内 が 広 く な り 見

商工会補助金活用事例紹介

商工会報 さ

令和４年 . 8. 1

（但し 12 月 5 日㈪の一日公庫は午前 10 時〜午後 4 時）

佐久穂町商工会本所

法律相談会

■経営上のトラブルは法律相談で
解決してみてはいかがでしょうか。

相談時間
相談会場

令和 4 年 10 月 14 日
（金）

12 月 16 日
（金）
令和 5 年 1 月 27 日
（金）
午後３時〜５時

対応／土屋 準 弁護士

佐久穂町商工会本所

（12 月 16 日（金）は浅科商工会）

★「起業したいけど何から手を付ければいいの？」
構えから経
経営者としての心
★「今までの経験を生かして独立・開業したい」
販売 促進
営計 画の 立て方、
★「事業承継をしたので経営者としてやるべきことを学びたい」 の考 え方、資 金計 画など創
な知 識に
践的
★「すでに開業しているけどビジネスプランを見つめなおしたい」 業に 役立 つ実
できます。
ついて幅広く学習
★「経営の基本を身につけ、人脈を広げる場が欲しい」

創業塾： 9/13 ㈫ 20㈫ 27㈫
10/4 ㈫ 18 ㈫ （全 5 回）
個別相談会：10/21㈮
時 間／18:00 〜 21:00（個別相談会は 13:00 〜 17:00）
場 所／佐久穂町商工会本所（TEL ８６−２２７５）

対象者／ サラリーマン、学生、主婦、団塊の世代、農林漁業者で加工品開発
を考えている方など、創業に興味をお持ちの方
事業承継により新たに代表に就任された方
創業後５年未満の方 など

受講料／無 料
定 員／２０名（先着順）
講 師／中小企業診断士 坂本 篤彦 氏

【講師プロフィール】 ビジネス・コア・コンサルティング 代表
昭和６２年大学卒業後に日本マクドナルド㈱入社。関東地区本部ファースト・ア
シスタント・マネージャーを経て、平成３年、東京商工会議所に入所。同会議所
ベンチャー支援センターにて、ベンチャー企業の事業展開支援や、中小企業のＭ＆Ａサポート事業の企画・立案
および事業運営に携わる。同会議所の調査役を経て平成 14 年にビシネス・コア・コンサルティングを設立する。
現在は、創業・ベンチャーの事業展開支援など実践型のコンサルティング、中小企業向けのオーダーメイド幹部・
社員向け研修を業とする。独自の内容と豊富な事例、特徴ある体型と分かりやすい語り口でファンをつかみ、
元気の出るコンサルタント として東奔西走の毎日を送っている。

主催／佐久穂町商工会 （本所☎ 86-2275)

佐久穂町では町内での起業・創業者を応援します!!

起業や独立︑商売に興味があ
る方や経営について知りたい方
を募集します

相談日

夢の実現への第一歩を！

本セミナーを受講し、佐久穂町商工会の支援のもと創業計画書を策定して、佐久穂町から「特
定創業支援を受けた創業者」として認定を受けた上で佐久穂町内において創業する方、若しく
は同認定を受けた創業後 5 年以内の方には、下記の特典と町独自の補助金があります。

１）登記にかかる登録免許税の軽減（創業者又は創業後 5 年を経過していない個人）
２）創業関連保証の枠が拡充＋対象期間の前倒し
※各種優遇措置等は変更
３）新創業融資制度（日本政策金融公庫）での優遇
になる場合があります
４）厚労省の実施する生涯現役起業支援助成金の対象者に該当
ので、最新の情報はお

佐久穂町の創業関連補助金制度の概要
名 称

内

空き店舗等
賃料補助

空き店舗等
改修費用補助
初期投資
支援事業

容

問い合わせください。
補助金額等

空き店舗や空き家を借りて創業する場合に
賃料の一部を補助します。

・創業の日から５年間
・賃料月額の ¹⁄₃ 以内、上限３万円

空き店舗や空き家で創業する場合に、改修
費用の一部を補助します。

・対象経費の ¹⁄₂ 以内
・上限 30 万円（１回限り）

新規で店舗等を建設し創業する場合の設備
等の導入に係る経費の一部を補助します。

・対象経費の ¹⁄₂ 以内、上限30万円（１回限り）とし、地方税法（昭和25年
法律第226号）
第 341 条第１項第４号に規定する償却資産を対象とする。

※創業計画書をはじめとする各種書類の提出、商工会への加入と推薦が必要になります。
また本補助金は遡及しての適用・交付は出来ませんのでご了承ください。

佐久穂町民以外の方の受講も歓迎いたします！

受講生募集

※このようなとき、ご相談下さい !! 債権回収、事業承継、
金銭賃貸、クレーム、契約他 経営に関するトラブル

令和４年

相談会場

午後１時〜４時

５日間の集中講座と個別相談会で

令和４年

相談時間

8 月 10 日
（水）
9月 9日
（金）
10 月 7 日
（金）
11 月 10 日
（木）
12 月 5 日
（月）
令和 5 年 1 月 10 日
（水）
令和 4 年

（6）

創業塾

相談日

■日本政策金融公庫による融資相談会

ほ

佐久穂町

金融相談会

く

裏面も
ご覧下さい

【 事業環境変化対応型支援事業 】

新型コロナウィルスに負けない!

事業再構築支援とは
—これまで自社でやってこなかったことへのチャレンジ—

Zoom 使用

令和 2 年からの新型コロナウイルス感染症は、日本経済に甚大な影響を及ぼしました。蔓延から 2 年半経過しましたが、コロナ前
の経済活動を取り戻すには程遠く、未だ心配が尽きません。このような中、国は様々な支援策を打ち出しております。その中で、「事
業再構築補助金」は 2 年目の政策であり、今現在 2 回公募が行われ、今年度中にあと数回公募予定です。本セミナーでは事業再構築
補助金について分かりやすく解説いたします。コロナ禍で新たなチャレンジを検討されている事業所さまはぜひご参加ください。

令和 4 年 ９月 5 日（月）14:00～16:00
Ideal Works 代表取締役
中小企業診断士
い で

講座内容

■ コロナ関連支援策を分類すると

み ゆ き

井手 美由樹氏

■ 事業再構築補助金とは

＜講師プロフィール＞

■ 事業再構築とは

靴小売チェーン店勤務を経て、平成９
年、中小企業診断士登録を機に、経営コ

■ 申請に向けて（電子申請、ＧビズＩＤ取得 等）

ンサルタントとして独立。ミラサポ登録
専門家。そのほか各地の商工業団体など

■ 事業計画作成で求められていること

に専門家として登録。横浜市を拠点に創
業支援、新規事業開発支援、企業再生支

■ 採択のポイント・事例紹介

援、組織活性化等のコンサルティング、
研修・セミナー講師、執筆活動を行う。

※最新の情報提供のため変更になる可能性がございます。

無 料

受講料

定 員

定 員 20 各

受講料
会
場

佐久穂町商工会

申込方法

下記申込用紙に必要事項をご記入の上、FAX 又は電話にて 8 月 30 日（火）迄にお申し込み下さい。

申込方法

佐久穂町高野町 561-1

問合せ・申込先

南牧村商工会（℡:96-2134）またはお近くの商工会

主 催:臼田町商工会、佐久穂町商工会、小海町商工会、南相木村商工会、北相木村商工会、川上村商工会、
南牧村商工会、⾧野県商工会連合会
※ZOOM で受講を希望される方は、必ずメールアドレスをご記入下さい。（後日、メールにて ID/PW をお伝えします。）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当日は検温・手指消毒・マスク着用のご協力をお願い致します。
※新型コロナウイルス感染症の影響によりセミナー開催を中止する場合もございます。予めご了承ください。
（切り取らずにこのまま送信してください）
（切り取らずにこのまま送信してください）

南牧村商工会（FAX:91-4350）またはお近くの商工会まで

「事業再構築支援セミナー」参加申込書

事業所名

ＴＥＬ

所在地

ＦＡＸ

希望する方に〇をつけてください
受講者名

会場で（佐久穂町商工会館）
メール
アドレス

ZOOM
＠

記入頂いた個人情報につきましては、講演会に開催に係る受講者名簿の作成、出欠確認、講演会運営等に関する目的のみ使用します。

新入会員紹介
髙見澤

怜

上田信用金庫 臼田支店
支店長

日頃は色々な面で佐久穂町商工会の
皆様には大変お世話になっております︒
しんきん臼田支店です︒
この度は︑貴会のお仲間に加えて頂
そして会員の皆様をはじめ︑佐久穂

き光栄です︒ありがとうございます︒
町の皆様にも多くご利用を頂いており
ます事︑心より感謝申し上げます︒
﹁同じ金融機関でも︑銀行さんとしん
きんさんって何が違うの⁝？﹂と︑よ

れ︑おかげさまで今年︑当金庫は創立

きながら︑東信地区の皆様のに支えら

援や地域活性化のお手伝いをさせて頂

地域密着型金融機関として︑地元の応

りました︒

教わる傍ら︑子育ての日々を送ってお

てからは︑義母の補助者として仕事を

って主人と出会い︑こちらにお嫁に来

ホームに務めておりました︒ご縁があ

が強めの︑あっさりしたラーメンにな

介豚骨のＷスープになっており︑魚介

いた所になります︒当店の特徴は︑魚

以前に味千ラーメン様が営業なさって

て頂きます︒出店場所は︑宿岩地区で︑

周年を迎えます︒

りますようよろしくお願い申し上げま

でございますので︑ご指導ご鞭撻を賜

う微力ではありますが精励いたす所存

づくりや地元の発展にも貢献できるよ

機関を目指し︑佐久穂町の皆様の幸せ

これからも身近で相談しやすい金融

を心より感謝致します︒

なお客様のおかげで︑今日が在ること

係者の皆様︑そしてご利用下さる大切

しかし︑近隣の同士やご指導頂く各関

情報サービス業は︑今までとはまる

鶏の唐揚げ︑だし巻き玉子等幅広く取

みに定番のチャーシューや辛味ネギ︑

子様ラーメン︑アルコール類︑おつま

な場面に緊張することも多々あります︒ つけ麺︑担々麺︑小学生以下限定のお

で畑違いの仕事です︒難しく︑不慣れ

り扱っております︒お酒とおつまみの

も取組んで参ります︒どうぞ宜しくお

る様に一期一会の気持ちで︑これから

立ち寄れ︑親しまれる簡易郵便局とな

変わりつつありますが︑誰もが気軽に

時代の変化と共にお客様のニーズも

開業したばかりの若輩者で至らぬ点も

すがお店の紹介をさせて頂きました︒

家族にも最適です︒簡単ではございま

もありますので小さいお子様連れのご

みのお客様も大歓迎です︒小上がり席

メニューは︑醤油︑味噌ラーメン︑

っております︒

す︒

四ッ谷簡易郵便局

あるかと思いますが︑御指導ご鞭撻の

程︑宜しくお願いいたします︒

願い致します︒

田中は︑佐久穂町が地元で︑木内の

油井 寿美子

麺屋天神
月より開業及び

田中大輔・木内竜也
この度︑令和３年

佐久穂町商工会に入会させて頂きまし
た︑麺屋天神です︒当店は︑田中大輔
・木内竜也の両名の共同経営で行なっ

地元は佐久市中込ですが︑母親の出身

ています︒
四ッ谷簡易郵便局長の油井と申しま

地が佐久穂町であり︑とてもゆかりの

く お 客 様 に 尋 ね ら れ ま す が︑
﹃営業エ
す︒前任局長の義母の跡を継ぎ︑昨年

（店舗外観）

９月に受託者となりました︒前職は地

リアが地元のみ﹄と法律で定められて

100

ある地です︒簡単にお店の紹介をさせ

（ 店 舗 外 観と味 噌ラーメン）

（支店外観）

年︶に設立以来︑ 元秋田で介護福祉士として︑グループ
11

いる事が私ども信用金庫の特徴になり
ます︒
１９２２年︵大正

12

令和４年 . 8. 1

ほ
く
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対象となる事業者について

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響を受けた中小企業者等
aa

第６波経営継続支援金

個人事業主
●個人事業主とは、事業を行う個人であって、主たる収入が給与・年金・不動
産等でない方をいいます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上減少している
佐久穂町内事業者へ、事業継続のための支援金を支給します。

【支援金額】

「主たる収入」：1年の収入の半分以上が「事業収入」であること。
「事業収入」 ：確定申告書内の「収入金額等」欄にある【事業】の項目に該当する収入。

※申請は１回のみ、使途制限なしで受給できます。

中小企業者・小規模事業者

※個人事業主の方も下記に該当すれば対象となります。

●中小企業者・小規模事業者とは、資本金の額又は常時使用する
従業員数が下表に定める規模の方です。

【対象者】
１．国の「事業復活支援金」の給付を受けていない者
２．佐久穂町内の中小企業者又は小規模事業者
●法人は、佐久穂町内に主たる事業所を有するもの。
●個人事業主は、町内に住所及び事業所を有するもの。
●平成３１年４月１日以前から町内で事業活動を行っているもの。
３. 令和３年１１月から令和４年３月までのいずれかの月の売上高が、
平成３０年１１月から令和３年３月の間の任意の同じ月と比較して
２０％以上３０％未満減少している事業者

中小企業者

うち小規模事業者

主たる事業の業種
資本金の額

常時使用する
従業員数

常時使用する
従業員数

製造業・建設業・運送業
造業 建設業 運送
その他の業種
（下段３業種を除く）

３億円以下

２１人以上
３００人以下

２０人以下

卸売業

１億円以下

６人以上１００人以下

サービス業

５千万円以下

６人以上１００人以下

小売業

５千万円以下

６人以上５０人以下

５人以下

※売上に補助金・寄付金等は含みませんが、対象月中に時短要請等に応じて

対象となりうる方

おり、それに伴う協力金等を受給する場合は、対象月の事業収入に加えます。

【必要書類】：申請書の他に以下の書類が必要です
申請書の他に以下の書類が必要です
①
①
②
②
③
③
④
④
⑤
⑤
⑥
⑥

町内に事業所があることを証明する書類
町内に事業所があることを証明する書類
平成３１年の売上高がわかる確定申告書等の写し
平成３１年の売上高がわかる確定申告書等の写し
売上の減少が確認できる書類（帳簿の写し等）
売上の減少が確認できる書類（帳簿の写し等）
事業概要が分かるもの（定款・営業許可証等）
事業概要が分かるもの（定款・営業許可証等）
振込先口座の通帳の写し
振込先口座の通帳の写し
本人確認書類（運転免許証の写し等）
本人確認書類（運転免許証の写し等）※個人事業者のみ
※個人事業者のみ

●会社（株式会社・合名会社・合資会社 ・合同会社・有限会社） ●個人事業主

【交付申請期限】

●農業法人（会社法の会社・又は有限会社に限る）

令和４年

対象とならない方

８月３１日（水）

●一般社団法人・公益法人・一般財団法人・公益財団法人・社会福祉法人・特定非営
利活動法人

まで

●農事組合法人 ●学校法人 ●政治団体 ●宗教法人 ●風営法適用事業者
●組合（農業協同組合・生活協同組合・中小企業等協同組合法に基づく組合等）又は
有限責任事業組合

＜申請先＞ 佐久穂町商工会 電話：０２６７-８６-２２７５
【受付時間 】 平日 ９時～１７時

●佐久穂町暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者
●国「事業復活支援金」を受給された者及び申請する者

＜お問い合わせ＞
佐久穂町商工会又は役場産業振興課商工観光係 ８６－１５５３

●その他支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者

＜令和４年度の雇用保険料率＞（赤字は変更部分）

令和４年度

○令和４年４月１日〜 令和４年９月３０日

雇用保険料率のご案内

①
労働者負担

②
事業主負担

一般の事業

3/1,000

（３年度）

3/1,000

農林水産・清酒製造の事業※

4/1,000

負担者

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令

和４年３月 30 日に国会で成立しました。令和

４年４月１日から令和５年３月 31 日までの雇
用保険料率は以下のとおりです。
◆

·令和４年４月から、事業主負担の保険料率
が変更になります。
·令和４年 10 月から、労働者負担・事業主負
担の保険料率が変更になります。
·年度の途中から保険料率が変更となります
ので、ご注意ください。
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業の種類

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

①＋②
雇用保険料率

失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

6.5/1,000

3/1,000

3.5/1,000

6/1,000

3/1,000

3/1,000

9/1,000

7.5/1,000

4/1,000

3.5/1,000

11.5/1,000

9.5/1,000

（３年度）

4/1,000

7/1,000

4/1,000

3/1,000

11/1,000

建設の事業

4/1,000

8.5/1,000

4/1,000

4.5/1,000

12.5/1,000

（３年度）

4/1,000

8/1,000

4/1,000

4/1,000

12/1,000

（枠内の下段は令和３年度の雇用保険料率）

○令和４年１０月１日〜 令和５年３月３１日
負担者
事業の種類

①
労働者負担

②
事業主負担

（失業等給付・育児休業
給付の保険料率のみ）

失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

①＋②
雇用保険料率

一般の事業

５/1,000

8.5/1,000

５/1,000 3.5/1,000

13.5/1,000

農林水産・清酒製造の事業※

６/1,000

9.5/1,000

６/1,000 3.5/1,000

15.5/1,000

建設の事業

６/1,000

10.5/1,000

６/1,000 4.5/1,000

16.5/1,000

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については
一般の事業の率が適用されます。

専門家派遣制度 （エキスパートバンク）

年３回まで無料

クとは
エキスパートバン

あなたの経営をサポート！エキスパートバンク専門家のアドバイスを受けてみませんか？

エキスパートバンクは、さまざまな問
題に直面する小規模事業者の皆さん
の経営・技術強化を支援する制度で
す。小規模事業者の皆さんからのご
要望に応じて、長野県商工会連合会
に登録されたエキスパート（専門家）
を直接事業所に派遣し、具体的・実
践的なアドバイスによって問題の解
決に役立てていただくものです。

⒈費用は無料です。※１企業３回までの訪問指導が無料で受けられます。

お気軽に ⒉小規模事業者が対象です。
ご利用
商業・サービス業では常用の従業員が５名以下の企業、
ください
その他の事業は常用の従業員が 20 名以下の企業が対象です。
⒊専門家を直接派遣しご相談に応じます。企業秘密は厳守します！
あらゆる業種で・ ・ ・ ・

こんなときに ·ＩＴを導入した経営をおこないたい。·コストダウンをはかりたい。
お役に ·店舗改装を行いたい。·商品デザインを見直したい。
立ちます！ ·事業の転換をしたい、事業を多角化したい。·経営ビジョンをつくりたい。
·新製品の開発についてアドバイスが欲しい。 など

