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令和３年分決算の状況報告

01 ～本会税務相談所集計データより～

る一方、飲食業においては、プラス２６％と大幅増となってい
ます。要因としては、県の営業時間短縮による協力金をはじ
め、コロナ関連支援金等国・地方自治体の手厚い支援等もあ
り、売上高においては、減少したものの結果的に増収となっ
た事業所が多く見受けられます。
一方で、長与支所管内においては、卸売業、小売業ともに増
収となっており、特に小売業については、プラス６％の伸び率
で、業種・業態による需要格差等の要因もあり、大幅増収の
一方大幅減収となった事業所が混在し、明暗が分かれる形と
なっています。
また、飲食業については、マイナス０．４％とほぼ横ばいで、
時津支所管内同様コロナ関連支援金等の受給により、全体的
に微減に留まっています。

本会税務相談所では、時津地区１６１件、長与地区１７０件の確
定申告を行い、前年より引き続き申告した事業所について、
令和３年分の概況を以下のとおり分析します。
なお、今年も昨年に引き続き、新型コロナウイルス関連の
各種給付金・助成金等を受給された事業所が多数あり、その
受給額を含めた売上高との比較となるため、純粋な売上高比
較とは異なることを申し添えます。
【時津支所管内】
●対前年伸び率プラス４．７％
時津支所管内における全業種平均売上高が１，５１５万円で昨
年平均１，４４７万円より４．７％の伸び。
（図１参照）
業種別では、卸売業、小売業、サービス業の３業種が減少。上
昇した業種は、製造業、建設業、飲食業、不動産業（貸家業）の４
業種でした。特に小売業における下げ幅が大きく、対象企業
の６割超がマイナスとなっており、うち約５割が２０％以上の
下げ幅となっています。

今年度においても昨年度同様、感染予防対策を講じながら
の営業活動を余儀なくされることが予想され、会員事業所に
おかれましても、まだまだ厳しい状況が続くことが考えられ
ます。
本会といたしましても、資金繰りをはじめとする経営全般
に関するご相談に引き続き対応して参りますのでお問合せ
ください。
また、時津町、長与町においては、事業継続支援給付金の受
付が開始されます。詳細については、３面の記事や各町ＨＰを
ご確認ください。

【長与支所管内】
●対前年伸び率マイナス２．５％
長与支所管内では、全業種平均売上高が１，１９０万円で、昨年
平均１，２２０万円より２．５％のマイナス。
（図２参照）
業種別では、建設業、サービス業、飲食業の３業種が減少。上
昇した業種は、卸売業、小売業、製造業、不動産業（貸家業）の４
業種となっています。
特に建設業における下げ幅が最も大きく、対象企業の４．５
割がマイナスとなっており、うち６割弱が２０％以上の下げ幅
となっています。
●製造業・不動産業は両支所管内ともに増収
特に製造業については、両支所管内ともに伸びている状況
で、時津・長与両支所管内で５割超が増収となっており、特に
時津町においては、８．５％と大幅に伸びており、昨年とは真逆
の結果となり、改善傾向にあることが考えられます。
●サービス業は両支所管内ともに減収
一方で、サービス業については、両支所管内ともに減収と
なっていますが、特に長与支所管内においては、マイナス８％
と大幅減となっています。主な要因としては、理美容、クリー
ニング業といった生活関連サービスの減収が顕著となって
おり、コロナ禍における外出自粛等による需要の減少が一因
となっていることが考えられます。
●卸売・小売・飲食業は、両支所管内で真逆の結果に
時津支所管内では、卸売業、小売業ともに減収となってい
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「経営発達支援計画」が

02 第５回理事会報告

05 国の認定を受けました！！

３月２５日（金）に令和３年度第５回理事会を開催しました。
議案審議では、６件の会員加入承認のほか、一般会計収
支補正予算や、各種内部規程の改正などの審議を行い、い
ずれも原案のとおり承認されました。
また、令和４年度の通常総会開催方法についても協議を
行いましたが、新型コロナウイルス感染症の影響は未だに
続いており、今後の状況についても現時点では見通しが立
たないことから、総会開催方法については、昨年と同様に、
書面決議による議決権の行使をお願いすることとなりま
した。詳細については後日文書にてお知らせいたします。

本会が今後５年間で取組む「経営発達支援計画」が、３月
１８日に国の認定を受けました。
計画遂行にあたり事業の評価及び見直しをするための
体制を整えた上で、引き続き、以下の内容で小規模事業者
支援に邁進して参ります。

令和４年度労働保険

03 年度更新について

年度更新の時期が来ました。労働保険料の対象期間は、
４月１日から翌年３月３１日までです。
保険料額は、すべての労働者に支払った賃金総額 × 保
険料率（原則）です。
申告・納付手続き期間は、６月１日（水）～７月１１日（月）
までです。
但し、商工会に事務委託をしている事業所は、事務組合
指定の期日までに必要書類の提出が必要ですのでご注意
ください。
詳細は、４月中旬に「労働保険年度更新に関するご案内」
を送付しますので、内容をご確認のうえご対応ください。
ご不明な点は、商工会・長崎労働局・労働基準監督署・
公共職業安定所（ハローワーク）等にお問い合わせください。

04 貯蓄共済のご案内
「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。
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

◆経営発達支援事業の実施期間
令和４年４月１日～令和９年３月３１日
◆目標の達成方針
「儲かる企業づくり」、
「儲かる地域づくり」を本会の理念
とし、今後５年間で地域内の小規模事業者から、売上増加
事業者数を合計２５者、利益率３％以上増加の事業者を合計
３者の輩出を目指します。
①小規模事業者の中長期的な経営計画を実現する。
②小規模小売業、飲食業、サービス業等のシェア拡大を
実現する。
③地域の特色を活かした商品開発と販路拡大を実現する。
◆事業内容
①地域経済動向の調査
・地域の経済動向分析
・中小企業景況調査
・売上動向調査
②需要動向調査
・食料品製造業等需要動向調査
・飲食・小売事業者向けの消費者需要動向調査
③経営状況の分析
・経営分析セミナーの開催
・外部専門家との連携による経営分析
④事業計画策定支援
・ＤＸ推進に関するセミナーの開催、ＩＴ専門家派遣の実施
・事業計画策定セミナーの開催
⑤新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
・商談会・物産展への出展支援
・工業に対するビジネスマッチング支援
・商業・サービス業に対するＳＮＳ活用、
ＥＣサイト活
用等の支援
・事業者のＤＸ化に向けた取り組み支援

令和３年分確定申告

06 振替日のご案内

令和４年４月より、従来の１０年満期型に加え５年満期型
の加入プランが追加され、６６歳から７０歳の方も積立・死
亡補償を備えられるようになりました。
補償内容は従来の５５歳～６５歳の方と同条件となります。
共済掛金：１口２，０００円
加入期間：５年満期
死亡保険金：２５万円
詳しくは、商工会へお気軽にお尋ねください。
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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の振替日は
下記のとおりです。振替納税をご利用されている方は、口
座の確認をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限の延
長を申請された方や、ｅ-Ｔａｘの接続障害により期限内の
申告等が困難であった方は、納付期限・振替日が変更され
ておりますので、詳細は国税庁ＨＰにてご確認ください。
申告所得税及び
復興特別所得税

消費税及び
地方消費税

確 定 申 告

４月２１日 （木）

４月２６日（火）

確定申告延納

５月３１日 （火）

時短要請協力金のご案内

09 （長与町）

07 事業復活支援金のご案内
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。
（給付上限額）
売 上
減少率
▲５０％
以上
▲３０％
～５０％

個 人
事業主

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

５０万円

１００万円

１５０万円

２５０万円

３０万円

６０万円

９０万円

１５０万円

【長与町のみ】
飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金
（令和４年２月１４日～３月６日要請分）の申請は、令和４年４月
２０日（水）までです。
申請は必着となっておりますのでご注意ください。
※なお、時津町の申請受付は終了しております。
お問合せ：
長与町役場 産業振興課 ０９５-８０１-５８３６
営業時間短縮要請協力金コールセンター ０５０-８８８１-３８９９

ネット de 記帳システムが

10 新システムへ！

現在、税務相談所会員の方にご利用いただいております
会計システム「ネットｄｅ記帳」が、４月からは、新システム
「商工会クラウド／ＭＡ１」に変更になります。
新システムへの変更にともない「データ移行」
「環境整備
の設定」が必要となりますので、
対象会員事業所の方には個別に
対応いたします。
なお、
「 ＭＡ１」の詳細や、利用
方法等は改めて個別にご案内い
たします。

インターンシップの

11 受け入れを行いました！
商工会本所では、２月２１日から２月２８日までの間、長崎
外国語大学からインターンシップの受け入れを行いました。
今回インターンシップ実習を受けたのは、同大学の外国
語学部英語学科２年生の岳野礼美さん。岳野さんは５日間
にわたって、商工会でのパソコンを使っての集計業務など
の事務作業のほか、管内の会員事業所への巡回を行い、長
与町内では、マックスバリュ長与中央店の店内とバック
ヤードの見学や、プレタポルテロワールでは経営者の橋口
氏から「まちゼミ」についての説明を受けました。
また、時津町の株式会社出口工業では会社の事業内容や
工場の見学を行ない、実際の製造現場の様子も体験しまし
た。
５日間の短い期間でしたが、岳野さんも「インターンシッ
プの実習を通して学んだことを、これからの学生生活や就
職活動に活かしていきたい」と、今回のインターンシップ
の体験が、将来の就職に対する意識と意欲の向上に繫がっ
た様子でした。

事業継続支援給付金のご案内
08 （長与町 ・ 時津町）
長与町・時津町の各町では、県下全域への県独自の特別
警戒警報の発令及びまん延防止等重点措置区域の適用に
より、経営に影響を受けられた町内の事業者に支援を行い
ます。
対 象 者 : 令和４年１月１７日時点において、町内に本社が
存在し事業を行っている法人又は、町内に住民
登録があり事業を行っている個人事業主で
あって、国の事業復活支援金の対象となってお
らず、令和４年１月から３月に係る長崎県内の営
業時間短縮要請協力金又は他市町が実施する
同様の支援金を受給していない（しない）こと。
対象月等：令和４年１月、２月または３月の事業収入が対前
年同月比（または対前々年、対前々々年）２０％
以上３０％未満減少していること。
※３０％以上減少している場合は、本支援金の対象とは
ならず、国の事業復活支援金の対象となります。
申請期限：令和４年４月８日（金）～６月７日（火）
お問合せ：長与町役場産業振興課
時津町役場産業振興課

０９５-８０１-５８３６
０９５-８８２-３８０１
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12 口座振替のお知らせ

異動のごあいさつ
見出し

令和４年度第１回会費等の口座振替日は、５月１６日（月）
です。
年払いを希望されている場合は、５月に令和４年度分が
一括振替となりますのでご注意ください。
事前に残高の確認をお願いいたします。

4月の行事予定
6 日（水）
新入社員研修

19 日（火）
金融審査委員会

8 日（金）
マル経融資申込期限

25 日（月）
第 1 回理事会

西そのぎ商工会では、公式ＬＩＮＥ
Ｆａｃｅｂｏｏｋで最新情
時津支所主事
小川 真理華 ・
西海市商工会へ異動
報を発信しています。ぜひ登録をお願いします！
この度、４月１日付けで西海市商工
会へ異動することとなりました。
赴任して２年間という短い間ではご
ざいましたが、会員の皆様方には大変
お世話になりました。
新任地でも、西そのぎ商工会で学ん
だことを活かし、精一杯頑張ります。
今後も、
皆様のますますのご発展をお祈り申し上げます。

令和４年度 事務局機構図
総

18 日（月）
女性部総会
青年部総会（予定）

長 川口

23 日（月）
通常総会

課

長 岩本憲一郎
任 林田 紀子
事 宮﨑英里子

経営支援課
課

長 堀

指
義昭

憲一郎

義己

24 日（火）
金融審査委員会

13 日（金）
マル経融資申込期限

事務局長 岩本

会

5月の行事予定

課
主
主

務

係 長
主 任
主 事
相談員
相談員
業
係
主
主
主
主

振
事業所名

代表者名

平野
平野 輝治
とくし丸 松本 ＹＨＰＰ 松本
泊建設
泊

業種

地区

輝治 貸店舗業
寛 移動販売(スーパー)
和繁 新築・リフォーム業

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

課

長与町
本川内郷
時津町
久留里郷
時津町
左底郷

興

課

長 田中

振
良作

導

係
主
主

務
長
任
事
事
事
興

係
岩永真起子
平野 夕貴
平田 怜也
村川 典子
松永 由美
係
堤 美穂子
硯川
学
山﨑 絵理
蒲地 容子
堀切るり子
係

長 廣吉
任 橋爪
事 今村

優子
麗昂
未来

長 与 支 所

利率(年利)
2.07% ～
1.22%
0.27% ～
0.32% ～
1.65%
1.95%
2.00%
2.00%
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支所長
係 長
主 任
主 任
主 事
相談員

田中 良作
堤 美穂子
硯川
学
橋爪 麗昂
堀切るり子
村川 典子

