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◆本日 1/31から事業復活支援金スタート 

       申請用パソコンを事務室に設置しました 
新型コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援する事業復活支援金の申請が始まりま

した。当商工会議所では、事業所等にオンライン環境がない方でも申請できるよう、事務室

内に専用パソコンを設置していますので、お気軽にご相談ください。給付対象や申請の流れ、

必要書類などの詳細については別紙リーフレットをご参照ください。 

※詳しくは、当商工会議所 （担当／明間・山本・大橋）まで。 

 

◆事業再構築補助金 第５回公募開始 ～3/24(木)締切～ 
新分野展開や業種転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた

規模の拡大等を目指す企業等の新たな挑戦を支援します。 

【申請必須要件】 

① ２０２０年４月以降の連続する６カ月間のうち、任意の３カ月の合計売上高が、新型

コロナ以前の同３カ月と比較して１０％以上減少しており、２０２０年１０月以降の

連続する６カ月間のうち、任意の３カ月の合計売上高が、新型コロナ以前の同３カ月

と比較して５％以上減少していること。 

② 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に

取り組むこと。 

③ 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均３.０％(一部５.０％)以上増加、ま

たは従業員一人当たり付加価値額の年率３％(一部５.０％)以上増加の達成。 

【対象経費】 

  建物費、機械装置・システム構築費、外注費、広告宣伝費・販売促進費、研修費等 

【補助額・補助率(通常枠／中小企業)】 

  補助額 １００万円～８,０００万円(従業員数に応じて)  補助率 ２／３ 

【申請締切】令和４年３月２４日 （木）１８:００まで 

※申請方法は電子申請のみとなります。※電子申請には「ＧビズＩＤプライムアカウント」 

の取得が必要です。https://www.jgrants-portal.go.jp/ 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間）まで。 

 

◆まん延防止等重点措置に伴う要請にご協力ください 
国による「まん延防止等重点措置」の適用を受け、新潟県内全域を対象に飲食店に対する

営業時間短縮および酒類提供の禁止などの要請が行われています。また、営業時間短縮に全

面的にご協力いただいた飲食店等に対して協力金が支給されます。 

※詳しくは、加茂市のホームページをご覧ください。 
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◆『加茂の美味しいを届けよう』プロジェクト 2022 

       テイクアウトメニュー予約販売会 開催！ 
◇メニュー等の詳細は、後日発行の折り込みチラシをご覧ください◇ 

  当商工会議所では、飲食店並びに飲食小売店の支援に取り組んでいますが、弁当や惣菜、

パンや菓子の詰め合わせ、地酒等の販売イベントを企画いたしました。今回は予約制となっ

ていますので、会場で長時間お待ちいただかなくても、安心してお買い求めいただけます。 

販売メニューや予約方法等につきましては、後日、チラシを折り込みますので、そちらを

ご確認ください。どうぞ、ご自宅で『加茂の美味しい』をご堪能ください！ 

  【引換時間】第１回目 令和４年２月２５日（金）１７時～１９時 

        第２回目 令和４年２月２６日（土）１１時～１３時 

  【引換場所】加茂市産業センター１階ロビー 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大瀧、星野）まで。 

 

◆所得税確定申告の受付は３月１５日(火)まで！ 
      ～申告書・決算書等は当所でも提出できます～ 

令和３年分の確定申告用紙は送付されませんのでご注意を！ 

確定申告関係書類は当所窓口にありますので、ご連絡ください。 

  〇決算書関係は３月１５日（火）午前中までに当所窓口へお持ちください。 

  〇印鑑、マイナンバー確認書類をご持参ください。 

＊税務署へ提出する申告書にはマイナンバーの記載と写しの添付が必要です。マイナ

ンバーカードをお持ちでない方は、通知カードと運転免許証などの身元確認書類の写

しを一緒に提出してください。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉、横山、大橋）まで。 
 

◆所得税・消費税 無料納税相談会 ～予約制～ 
○日  時  ２月２８日(月)、３月１日(火)９:３０～１５:３０ 

  ○申込方法  電話で空き状況をご確認のうえ、お申し込みください。 

ご希望の時間に添えない場合がありますが何卒ご了承ください。 

  ○当日ご持参いただくもの 

①申告関係書類 ②前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控え 

    ③各種控除証明書、源泉徴収票 ④印鑑 ⑤マイナンバーカード等 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉、横山、大橋）まで。 

◆三条税務署 署外申告会場開設のお知らせ 
確定申告期間中は、下記会場で所得税・個人消費税・贈与税の申告・相談対応をいたしま

す。また、新型コロナウイルス感染リスク軽減のため、確定申告会場の入場には、当日配付

又は国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントから事前に取得した「入場整理券」が必要となります。 

  ○開設期間 ２月１４日（月）～３月１５日（火） 

        ９：００～１６：００（土日祝日は除く） 

        ※３０分ごとの整理券を配布します 

  ○場  所 燕三条地場産業振興センターリサーチコア ６階研修室 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／渡邉、横山、大橋）まで。 
国税庁ＬＩＮＥ 

公式アカウント 
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１年６カ月 

通算１年６カ月 

◆傷病手当金の支給期間が通算化されました 
〇令和４年１月１日より傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して１年６カ月

に達する日まで」対象になりました。 

〇支給期間中に働くなど、傷病手当が支給されない期間がある場合は、支給開始日から起

算して１年６カ月を超えても、繰り越して支給できます。 

＜支給期間の考え方＞ 

現行の支給期間 

出勤 欠勤 欠勤 出勤 欠勤 出勤 欠勤 

 待期期間 支給 不支給 支給 不支給 不支給 

       

 

改正後の支給期間 

出勤 欠勤 欠勤 出勤 欠勤 出勤 欠勤 

 待期期間 支給 不支給 支給 不支給 支給 

       

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／横山）まで。  

 

◆小規模企業共済のご案内～退職金の準備を中小機構がお手伝いします～ 

掛金は増減自由!しかも年額掛金が所得税から全額控除!! 
［加入資格］常時使用する従業員数が２０名以下（商業・サービス業５名以下）の個人事業 

主または会社役員の方が対象です。 

    ※個人事業主の「共同経営者（配偶者専従者、後継予定者）」も加入できます。 

［掛  金］１,０００円から７０,０００円の範囲内で自由に設定可能。 

      （例えば…月 15,000円×12カ月＝180,000円 ⇒ 全額所得控除） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／大橋）まで。 

 

◆高濃度ＰＣＢ廃棄物使用製品の処分期限が迫っています 
  ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）は、電気機械中に絶縁油として使用されていたものですが、

人体に有害な化学物質です。これを含む電気機械等は、国の法律に基づき、期限までに処分

しなければなりません。 

  当所では、事業所が保有するＰＣＢ含有電気機器等の判別・分析するコーディネーター業

者（電気主任技術者、分析事業者）を紹介していますので、ご相談ください（有料）。 

 

 

 

 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／山本）まで。 

療養期間 療養期間 療養期間 

療養期間 療養期間 療養期間 

支給開始日から起 

算して１年６カ月 

経過後は不支給 

支給開始日から通 

算して１年６カ月 

まで支給 

【高濃度ＰＣＢ廃棄物の廃棄物使用製品の処分期限】 

 〇変圧器・コンデンサー等 令和４年３月３１日まで  

 

※処分場は大変込み合っ
ていますので、早めの対
応をお薦めします。 
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◆新型コロナの影響を受ける事業者を支援！ 
マル経融資をご利用ください 

営業車入替・備品調達、諸経費支払い… etc 柔軟に対応！  
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上高または過去６カ月（最近１

カ月を含む）の平均売上高が前４年いずれかの年の同期と比較して５％以上減少している方

のために制度が拡充されています。 

 

 

 

 

 

 
 

◎対 象 企 業 常時使用する従業員が商業・サービス業：５人以下 

           〃      製造業・建設業・その他：２０人以下 

◎融資限度額 １,０００万円（既存マル経融資とは別枠で借入可能） 

◎返 済 期 間 運転資金７年(据置３年以内) 設備１０年(据置４年以内) 

  ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／明間、山本、大橋）まで。 

◆健康診断のご案内 ～会員特別受診料補助あり～ 

〇健康診断→受診料一部補助   〇人間ドック→１名につき 2,000円補助 

※当所会員事業所の役員、従業員、家族従業員が対象です。 

 ※詳しくは、当商工会議所 TEL:52-1740（担当／横山）まで。 

◆会議所２月の主な行事予定 

１日（火） 

・第３四半期業務・会計監査   10:00～ 

４日（金） 

・正副会頭会議         12:00～ 

５日（土） 

・日商ＰＣ検定 

・電子会計実務検定   10:30～ 

７日（月） 

・マル経審査会         12:00～ 

８日（火） 

 ・商業部会役員会        12:00～ 

１４日（月） 

・小規模企業振興委員会     12:00～ 

１５日（火） 

 ・木工木材部会役員会      12:00～                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

１６日（水） 

 ・鉄工部会役員会       12:00～ 

１８日（金） 

 ・常議員会          12:00～ 

２１日（月） 

 ・諸業部会役員会       12:00～ 

 ・メンタルヘルスセミナー   14:00～ 

２２日（火） 

 ・サービス部会役員会     14:00～ 

２５日（金）～２６日（土） 

 ・テイクアウトメニュー販売会(予約制) 

２７日（日） 

 ・第 160回簿記検定       9:00～ 

２８日（月）～３月１日（火） 

 ・青色申告納税相談       9:30～ 
 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場：加茂市産業センター） 

（一社）新潟県労働衛生医学協会 

TEL:025-370-1960 
２／２１ (月)(午前の部のみ) ９：００～１１：３０ 

担保なし・保証人なし・保証料なし 
 
 
 
※３年間分の利子相当額を一括で助成する特別利子補給制度を受けることで 

当初３年間は実質無利子でご利用いただけます。 

※４年目以降は通常金利（１月３１日現在 1.21％） 

1.21％-0.9％＝0.31％  


