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01 事業復活支援金のご案内

03 確定申告は期限内に！

新型コロナウイルス感染症による大きな影響を受ける
事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、
５か月分の売上減少額を基準に算定した給付金が支給さ
れます。
対象は、新型コロナウイルス感染症の影響で、２０２１年
１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年
１１月～２０２１年３月までの間の任意の同じ月の売上高と比
較して、５０％以上または３０～５０％減少した、中堅・中小・
小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主等の事業
者です。
申請には、アカウントの登録や必要書類の準備、登録
確認機関での事前確認（面談）などが必要となります。
なお、過去に一時支援金または月次支援金を受給して
いる場合は、同一申請ＩＤを用いることができ、事前確認
を受けずに申請まで進めます。
また、本会は事前確認の登録機関となっておりますが、
事前確認は予約制となっております。本会の会員事業所
に限り、電話にて事前確認をおこなうことができますの
で、申請をお考えの方は、まずは各支所へお電話ください。
詳細は、事業復活支援金ＨＰにてご確認ください。

売 上
減少率
▲５０％
以上
▲３０％
～５０％

個 人
事業主
５０万円
３０万円

確定申告の準備はお済みでしょうか？
申告書の提出及び納税は、必ず期限内に行いましょう。
期限間近になると、提出窓口等も込み合うことが予想され
ます。お早めにご準備ください。また、マイナンバーの提出
も必要ですので、ご注意ください。
なお、本会税務相談所会員の方につきましては、通常の
申告期限内での受付を行っています。その他確定申告に関
する税務署への相談は、長崎市のＮＢＣ別館で行われてい
ます。
（税務署窓口では提出の受付のみです）。
１．申告書提出及び納税期限
●所得税：令和４年３月１５日（火）まで
●消費税及び地方消費税：令和４年３月３１日（木）まで
※新型コロナウイルス感染症の影響により申告するこ
とが困難であった方については、同年４月１５日（金）
までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長
することができます。
※詳細は国税庁ＨＰでご確認ください。
２．振替納税を利用されている方の振替日
●所得税：令和４年４月２１日（木）
●消費税及び地方消費税：令和４年４月２６日（火）

（給付上限額）
法
人
年間売上高 年間売上高 年間売上高
１億円超～
１億円以下
５億円超
５億円以下
１００万円
６０万円

１５０万円
９０万円

地域商業活性化事業

04 ～おとなり STAMP クーポン事業～

２５０万円

昨年１２月から本年１月末まで、
「おとなりスタンプ」加盟
店の中から５７事業所が参加する「おとなりクーポン」キャ
ンペーンを実施いたしました。
本キャンペーンでは、ライ
ン公式アカウントを活用し、非接触型のクーポン券とし
て、管内を中心とした消費者の皆様に、クーポンの配布を
行いました。
「クーポンをきっかけに新規のお客様が来店した。」など
の前向きなご意見や、初めての取り組みだったため、
「全体
の流れがよくわからない。」
「特に高齢のお客様にはわかり
にくく、店舗での説明に時間を取られた。」
「認知度がまだ
低い」などのご意見も頂戴しました。
今回いただいた様々なご意見や、反省点を踏まえた上
で、次年度以降の事業に繋げていけるよう事務局でも引き
続き努力して参ります。

１５０万円

会員登録届出事項の変更

02 について

事業所名、企業形態（個人・株式・有限など）、代表者名、
所在地等の届出事項に変更があった場合、または事業を廃
止された場合には届出の提出が必要です。令和４年３月ま
での変更は、お早めにお知らせください。
また、４月１日以降の任意脱退は令和４年
度分の年会費がかかりますのでご注意く
ださい。
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とぎつ活性化協力

フレッシュマンを即戦力に！

05 クーポン券 【第２弾】 報告

07 新入社員研修を開催します！！

令和３年７月３１日（土）より販売・使用を開始した「とぎ
つ活性化協力クーポン券第２弾」は１１月３０日（火）に使用
期間が終了し、１２月２７日（月）には換金期限を迎えました。
販売及び換金状況は以下のとおりです。

新年度に向けて、新入社員を迎える企業も多いことと
思います。新社会人の方々からは、「学生から社会人とな
るための準備を整えたい」といった意見が、また受け入
れる企業からは「即戦力として活躍して欲しい！」といっ
た期待や、「新入社員研修の内容に悩む……」といったお
悩みを聞く機会も少なくありません。
そこで、毎年ご好評いただいている新入社員研修を令
和４年度も開催いたします。
この研修は専門講師による講義や模擬実習など、基礎
から社員教育を行うカリキュラムで実施いたします。中
小企業が単独では実施しづらいロールプレイやディス
カッションも複数事業所が集まることで実現できます。
加えて、業種を越えた人脈を作ることが出来るため、社
会人としてのスタートアップに最適です。
研修内容などの詳細は同封のチラシをご覧ください。

■発行 ・ 販売実績
発行冊数
販売冊数
販売率
３９，９００冊
３１，３４７冊
発行総額
販売総額
７８．５６％
３９９，０００千円 ３１３，４７０千円
■換金実績
全体
Ａ券
Ｂ券
合計
換金額
２５０，５２６千円 ６１，９７４千円 ３１２，５００千円
換金率
９９．９０％
９８．８５％
９９．６９％
■利用実績
合計
全体
うち大型店 うち大型店以外
換金額
２１２，５５３千円 ９９，９４７千円 ３１２，５００千円
利用率
６８．０２％
３１．９８％
１００％

日 時：令和４年４月６日（水） １３ ： ００～１７ ： ００
場 所：西そのぎ商工会 時津支所３階研修室
対 象：新入社員及び若手社員（入社３年程度まで）
テーマ：新たな時代に求められる
社会人の心構えと印象管理
講 師：人財教育 / 印象マネジメント
ＡＮＩＥＬ代表 大渡 絹代 氏
申込締切：令和４年３月２３日（水）

販売率は、７８．５６％、未換金及び未使用分が全体の０．３１％
ありましたが、コロナ禍において、時津町の活性化に大い
に繋がりました。
商品券のご利用及びご協力、ありがとうございました。

伴走型小規模事業者支援

08 推進事業の取組状況

06 まごころ共済のご案内

今年で５年目となる経営発達支援計画事業では、事業者
の経営課題の抽出と課題解決に向けて伴走型小規模事業
者推進事業に取り組んでいます。
専門家派遣による伴走型支援では、延べ５４の事業者に
対して、合計６９回の指導を実施し、経営状況分析支援、事
業計画策定支援、事業計画策定後のフォローアップなどを
行いました。
需要開拓支援では、これまで伴走型支援で商品開発や販
路開拓等に取り組んできた事業者の中から、７社が令和３
年１０月９日～１１日におくんち広場（長崎市元船町・夢彩
都横）で開催された「Ｒ２０６ドライブスルー＆マーケット」
に出展しました。
また、３社が令和３年１１月１０日～１１日にマリンメッセ福
岡 ( 福岡市 ) で開催された、小売・中食・外食業者を中心
とした九州最大規模の商談会「ＦＯＯＤＳＴＹＬＥ Ｋｙｕｓｈｕ
２０２１」に出展しました。
出展した事業者に対しては販売方法の支援、専門家によ
る商品ディスプレイ及び効果的なレイアウトにおける指
導等を行い、販売活動や商談を側面から支援しました。

ドライバーのあなた、もしもの時、自動車の任意保険に
入っているから安心だと思っていませんか？
もしあなたが人身事故の加害者になってしまったら・・・
香典料やお見舞いの費用など多額の自己負担が必要にな
る場合があります！
また、事業上で従業員さんや車両が多いほどそのリスク
は高まります。相手側に対する道義的責任（誠意）について
の補償は任意保険では必ずしも十分とはいえません。
●こんな時にお支払いします
・歩行者を跳ねて死亡事故を起こした
・追突事故を起こした
・自分が追突された（※契約者に全く過失がない場合）
・自損事故を起こした
・出会いがしらの事故を起こした
・対物事故を起こした
※それぞれ条件あり
●掛金年額
自家用乗用自動車：１０，０００円
自家用軽乗用自動車：５,５００円
更にこの共済は、人身事故の被害者になった場合も保険
料が支払われる制度となっており、スピーディに契約者に
保険料をお渡しできるものとなっています。
万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートして
くれる県共済のまごころ共済（自動車事故費用共済）にぜ
ひ加入をご検討ください！！
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長崎県農商工連携ファンド

09 事業助成金のご案内

12 貯蓄共済のご案内

長崎県内の中小企業者と農林漁業者が連携し、お互いの
強みを活かした新商品の開発・販路開拓への取り組みへ
助成されます。
詳細は、同封のチラシをご確認ください。

「１つの掛金で３つの備え」
商工貯蓄共済は「資金蓄積」「生命事故の保障」「融資
のあっせん」の３つの特色を組み合わせた、商工会員の
ための共済制度です。

応募期間：令和４年１月２４日（月）～４月１３日（水）
対
象：
①長崎県内の中小企業者と農林漁業者との連携体
②長崎県内の特定非営利法人と農林漁業者との連携体
対象事業：県内の農林水産物を利用した新商品の開発、
販路開拓へ取り組む事業
助成限度額：３００万円
助 成 率：２/３以内

加入資格：商工会会員とその家族及び従業員
被保険者：６歳～６５歳まで
＊成約については、告知内容による
共済掛金：１口２,０００円
加入期間：１０年満期
＊更新時は健康状態にかかわらず継続可
詳しくは、商工会へお気軽にお尋ねください。

13 小規模企業共済のご案内

ナガサキ地域未来投資促進

10 ファンド事業募集開始のご案内

国がつくった経営者のための退職金制度です。

下記４つの分野を支援重点分野として、県内の中小企業
者等が長崎県の強みを活かして経営の革新や創業を行う
取り組みへ助成されます。

〔加入対象〕
●小売 ・ 卸売 ・ サービス業等の従業員５人以下の企業
※旅館 ・ 娯楽業は除く
●農林漁業 ・ 製造業 ・ 建設業 ・ 運送業 ・ 旅館業 ・ 娯楽業
等の従業員２０人以下の企業

募集期間：令和４年１月２４日（月）～４月８日（金）１７時必着
※予め申請前にご相談・ご連絡が必要です。
支援重点分野：
①成長ものづくり分野 ②環境・エネルギー関連分野
③第４次産業革命分野 ④食料品製造業分野
問 合 せ：公益財団法人 長崎県産業振興財団
研究開発推進グループ
０９５７－５２－１１３８

〔お得ポイント〕
①掛金は、全額所得控除
掛金は月額１,０００円～７０,０００円の範囲（５００円単位）で
自由に選べます。
②受取時も税制メリットあり
・ 共済金は、廃業や退職時の他、６５歳以上で１８０カ月以
上掛金を納付した方も「老齢給付」として受け取ることが
できます。
・ 受け取りは、 「一括」「分割」「一括と分割の併用」がある一
方税制のメリットがあります。
一括受取 → 退職所得扱い
分割受取 → 公的年金等の雑所得扱い
③資金に困ったら、、、
事業資金に困った場合、掛金納付月数により、掛金の７割～
９割の範囲内で貸付制度がご利用できます。
将来年金だけでは不安という方、ゆとりある老後のため
にぜひ加入をご検討ください。

11 団体生命傷害共済のご案内
この共済は、会員・従業員の皆様とご家族の生活保障を
目的としており、割安な掛金で大きな保障が得られます。
疾病死亡、災害死亡はもとより、不慮の事故による入院及
び身体の障害も保証します。是非ご加入ください。
●保証内容
・不慮の事故による死亡・高度障害【障害死亡・高度障害
共済金】
・疾病による死亡・高度障害【死亡・高度障害共済金】
・不慮の事故による障害（程度により変動あり）
【後遺障害
共済金】
・不慮の事故による５日以上の入院【入院共済金】
・不慮の事故による７日以上の通院に【通院見舞共済金】

商業部会視察研修の

14 実施見送りについて

２月７日に実施を予定しておりました「商業部会視察研
修日帰りバスツアー（松浦編）」は、新型コロナウイルス感
染拡大の影響により、今年度の実施を見送りました。
参加のお申込みをされていた方につきましては、ご理解
をいただき、誠にありがとうございました。
なお、本研修は、来年度時期を見て実施予定ですので、改
めてご案内させていただきます。

●加入資格
・会員事業所の事業主・役員及びその従業員（家族従業員
含む）で、満１５歳以上満６０歳未満の方。ただし、加入日現
在正常に就業されている方、健康で日常生活を営んでい
る方に限ります。
・更新される場合は、７０歳未満までご継続いただけます。
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C L O SEUP
長与 居酒屋ゴンちゃん
五島出身の店長が厳選した地魚が売りの居酒屋です。
船に乗って養われた目と腕で捌いたお魚はお客様にも
大評判。
串に鍋、五島うどんに特製ラーメン。さらには季節の料
理。不愛想な店長が用意する品々はおいしさと愛情がとま
りません。
家族や友人に仲間たちと、ゴンちゃんで美味しいお酒と
料理はいかがでしょう。

０９５(８１４)５８７５
１８ ： ００～２４ ： ００

池原
45

日曜日

㈱井石
㈲帯田建設

長与町吉無田郷２０５８－３

時津 （有）植田瓦工業
時代のニーズに合わせた屋根造り
↑防災瓦へのリフォームも増えています！おすすめです！↑

明治時代から左官職人として建設業に従事してきました。
６代目となる現在は、瓦葺き職人１３人を有し、代々受
け継がれてきた自慢の技と、近代技術を融合させた新し
い屋根造りで、１００年たっても丈夫な瓦屋根を目指して
います。
屋根のことならなんでもお気軽にご相談ください。

０９５(８８２)１３０９
https://uedakawara.com/
８ ： ００～１７ ： ００
日曜日
時津町西時津郷３０１－６

15 支援金 ・ 協力金お問合せ先
【事業復活支援金】
・コールセンター
ＴＥＬ： ０１２０－７８９－１４０
・申請サポート会場
※コールセンターよりご予約ください
場所：長崎県長崎市筑後町４－１０

ご相談は事前にご予約ください！

ＮＤＪ企画
ＨＡＰＰＹ
林田設計企画

代表者名

22 日（火）
金融審査委員会
時津担当
松永 由美

業種

平塚健一郎 無人航空機(ドローン)
堀井 裕司 理容業
林田 孝男 建築設計業

西そのぎ商工会
ＬＩＮＥ
公式アカウント

7 日（月）
働き方改革相談窓口
11 日（金）
マル経融資申込期限

【飲食店等に対する営業時間短縮要請】
・時津町役場産業振興課
ＴＥＬ： ８８２－３８０１
・長与町役場産業振興課
ＴＥＬ： ８０１－５８３６

事業所名

3月の行事予定

長与担当
村川 典子

地区

25 日（金）
第 5 回理事会

制度の種類
㈱日本政策金融公庫
普通貸付
小規模事業者経営改善貸付
新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症関連経営改善貸付
長崎県
創業バックアップ資金
経営安定資金（長期資金）
長与町（利子補給制度あり）
小規模企業振興資金
小規模企業創業支援資金

時津町
浦郷
時津町
浜田郷
時津町
浦郷

友だち
募集中
4

利率(年利)
2.06% ～
1.21%
0.26% ～
0.31% ～
1.65%
1.95%
2.00%
2.00%

