
　会員の皆様には、当会事業運営につきまし
て平素より深いご理解とご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。
　去る 5月 20日に開催されました「小川町
商工会第 62回通常総代会」に於きましては、
ご出席頂いた総代皆様の慎重審議により、全
ての提出議案にご承認を賜りました事をご報

告申し上げますとともに心より感謝申し上げます。
　さて、令和3年度も引き続きコロナ禍にあり、大変厳しい状
況の中、各事業所様に於かれましては新たな対応に追われたこ
とと存じます。
　当会と致しましては、会員の皆様に寄り添い、出来うる限り
お役に立てるよう努力して参りました。結果、厳しい状況の中
ではありましたが「経営革新計画」の承認数は目標 16件に対
して 25件という大きな実績を上げることが出来ました。それ
に伴う補助金や助成金、資金支援などもご提案させていただき
ました。
　また新規会員数も純増 25事業所の加入を頂き、会員組織率
は61.8 パーセント迄上がりました。
　イベント事業に就きまして、「七夕まつり」は通常開催は出

来なかったものの、地域文化の伝統継承、地域事業所支援の形
式で町と共同開催いたしました。
　「商工祭」は、感染症対策を徹底し、会員企業様の販路開拓
や事業所支援に重点を置き実施いたしました。
　以上の結果前年度は、会員様からのご期待に応える一定の評
価を頂けたものと実感いたしております。
　令和4年度は、ウクライナ情勢の影響を受け、原油、小麦製
品を中心に全ての原材料の高騰、円安等社会経済要因も加わり
厳しい状況が続くものと予想されますが、会員事業所様の「稼
げる力」の向上を目指し、前年に引き続き経営革新や補助金
採択に向けた事業計画の策定などのお手伝い、またカーボン
ニュートラル、DXの推進、事業再構築への取り組みに対して
精一杯のご支援を講じて参る所存でございます。
　また会員企業様向けに専門家による「お困りごと相談会」を
毎月第1～第 4水曜日に商工会隣の石蔵NESTo に於いて実施
して参ります。お気軽に商工会迄ご相談ください。
　なお「第74回七夕まつり」については規模を縮小して開催
準備を進めております。「商工祭」も会員事業者様の販路拡大
を目的に企画致しております。
　本年度も職員一同一丸となり支援サービスの向上に努め、会
員事業所様のお役に立てる小川町商工会を目指して参ります。
本年度も昨年にも増してのご理解とご協力を賜ります様心より
お願い申し上げます。

会長挨拶
小川町商工会  会長　松岡　良治
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　商工会では「コロナに関連する売上げ減少が発

生している事業所を対象とした融資」の個別相談

会を実施します。

　当日は日本政策金融公庫の担当者に直接相談で

き、融資の仕掛を速やかにいたします。

　先着順ですので資金繰りをご検討の方は是非、

ご利用ください！

　通常の設備投資や、運転資金繰りの相談も歓迎

いたします。

日　時　6月 16日 ( 木 )
　　　　10時～、11時～、13時～、14時～、　

　　　　15時～（５枠）

会　場　リリックおがわ　２階会議室４
持ち物　２期分の決算書

申込み　別添えの申込書に必要事項を記入し、
　　　　商工会へ提出ください

ご注意！　実質無利子融資を受けるためには一定の基準が御座います。
　　　　　不明な点は商工会へご相談ください！！

コロナ特別融資（実質無利子・低利）
個別相談会を開催します

支援金・補助金案内 
～内容や申請方法など少しでも気になりましたらお問い合わせください !! ～

小川町
◎小川町経営革新等チャレンジ応援補助金
　経営革新計画に基づき、新たな事業の創出を中心に行う計画に対し補助を行います。

①　経営革新計画策定奨励金：5万円（定額）
②　計画に基づく実行事業
補 助 率：３分の２
補 助 額：上限 30万円から上限 80万円まで（計画の内容により異なります）
申請期限：2023年 2月 20日（月）まで　

県
◎経営革新デジタル活用支援事業補助金（第 2回）

　令和 3年度に承認された（変更承認を含む）経営革新計画に基づき、デジタル技術を活用した計画
を実行する際の費用を補助します。
　※コロナ以前と比較し売上が減少しており、デジタル技術を活用して事業再構築に取り組む中小企

業等が対象です。

補 助 率：2分の 1

補 助 額：上限 150万円（ただし、補助対象事業費は 100万円以上とする）

申請期限：2022年 6月 30日（木）まで

　※ 2022 年 4月から 9月末までに経営革新計画の承認を受けた方を対象とした、第 3回の公募も行
われる予定です。
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　定期健康診断は労働安全衛生法で実施が義務
付けられております。働き方改革で長時間労働
の是正が問われている現在、健康診断は従業員
の健康管理の基本であり、さらにその重要性が
増しています。
　この機会に当会主催の健康診断をご活用くだ
さい。

日　時　令和 4 年 8 月 30 日（火）
　　　　9 時 30 分～ 15 時 30 分まで
　　　　　※ 12 時 30 分から 14 時までは
　　　　　　休憩となります。

会　場　小川中央公民館　1 階

費　用　定期健康診断（法定項目）
　　　　7,370 円（お一人様）
　　　　詳細は同封の書類をご確認ください。

　1 月から 6 月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付
期限は下記の通りです。納付が遅れると不納付加算税と延滞税等がか
かる場合がありますので早めに準備しましょう。

　　　　　納付期限：令和４年 7 月 11 日 ( 月）
◆納付書の書き方等で不明な点がございましたら商工会にご相談くだ
　さい。ご相談の際は、令和 4 年分所得税源泉徴収簿、納付書、扶養
　控除等申告書をお持ちください。

　令和４年度の商工会費の口座引落日は下記の通りです。
　前日までに預金残高の確認をお願い致します。

　前期　6 月 20 日 （月）　　　後期　11 月 18 日（金）
〈商工会費を現金でお支払いの方へお知らせ〉
　会費請求書をご郵送させて頂きます。指定の口座へお振り込み頂く
か、商工会事務所へお持ちいただくようお願い致します。
※会員皆様の利便性を考慮し、会費口座振替をお勧めしております。
　ご希望の方はお問い合せ下さい。

～小川町商工会主催～

健康診断を実施します
～労働者の健康確保のために～

令和４年分所得税及び
復興特別所得税の納期特例について

商工会費口座振替のお知らせ

　令和 4 年度の事業がスタートしましたが、本年度青年部で
は国の補助金を活用し「事業計画策定事業」を一年間通して
実施いたします。コロナ禍で集客を伴うイベントが開催しに
くいこと、先行きの見えない今をどう乗り越えていくか、こ
れらの状況を踏まえて例年とは違った事業も行っていきます。
　地域を盛り上げつつ、自社のことも部の活動を通して見つ
め直していきます。

青年部 女性部
～ビジネスコミュニティ型補助事業が完結しました～
　３月下旬に手漉き和紙製品の試
作を３種つくりました。
額装、照明、タペストリーを基に
消費者アンケートを実施し、今後
どのように魅力ある製品とするか
アンケート結果を基に検証します。

～女性部向け事業相談～
　業種ごとに異なる事業の相談事を、無料の専門家派遣制度を
活用して解決へ！除々に、各事業の進展に活用が進んでいます。

～女性部員 大募集中！～
  自店や小川町を、女性の感性と
行動力で鮮やかに彩りましょう！
研修や諸活動を通じて女性部員同
士の交流を図り、新たに学んだり
喜びを分かち合える場所が「女性
部」です。現在 23 名在籍中！あ
なたの想いも、女性部みんなで叶
えてみませんか？！

自らの事業を見つめなおす機会に !!
ビジネスコミュニティ型
持続化補助金の採択を受ける

完成した手漉き和紙活用の試作品

会議後の集合写真

令和３年12月９日～令和４年４月25日員 紹 介会新
事業所 事業所代表者名 代表者名地　区 地　区主な事業内容 主な事業内容

Paryo

三進工業㈲

（同）吉合戸

エス TECH ㈱

そば処　勝呂

大谷　エミ子

松栄庵

帆ヲ晴レ

左官こはる工房

信栄商事㈱

合同会社福寿

六文銭

（株）折勝

（有）シグナリス

美容室しゃぼん

トゥヴァ文化研究所

島田　　梢

安斎　一彦

長谷川幸夫

大木　　桂

山崎　　茂

大谷エミ子

松本　雅基

平井　悠也

中村　　萌

宍戸　政信

豊田　孝子

眞田　和美

渡邉　琢也

小林　郁夫

内田百合子

澤田香緒里

腰　越

中　爪

上古寺

青　山

勝　呂

増　尾

高　谷

勝　呂

大　塚

小　川

みどりが丘

小　川

高　谷

大　塚

青　山

腰　越

製造（サムゲタン）

手摺、金属製造

林業（原木）

木製建具（障子、建具）

飲食（そば）

不動産賃貸

飲食（そば、うどん）

飲食（コーヒー、焼菓子）

左官

保険代理業

居宅介護支援事業

飲食店

食品関連資材卸売

コンピュータープログラム全般

美容室

楽器演奏、語学講座

１

２

３

４

５

６

７

８

9

10

11

12

13

14

15

16

4 月 23日（土）には、第 54回定時総会を開催しました。
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　事務所内の３密を避けるため、ご来会時には事前のご予約をお
願いしております。事前予約のない場合は長らくお待ちいただく
場合がございます。
　また、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの期間、お昼
休み休業を実施させていただきます。皆様には大変ご迷惑をおか
けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【相談時間帯】午前９時３０分～午前１１時３０分・午後１時３０分～午後５時
【業務停止時間帯】正午～午後１時

来会によるご相談は、
事前予約を
お願いします。

　令和５年１０月１日より、課税事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、仕入先などから受け取

った適格請求書などと仕入れの事実を記載した帳簿の保存が求められます。

※ただし、インボイス制度導入後、一定期間は経過措置が設けられます。適格請求書を発行するためには税務署長の登録を受け
た課税事業者（適格請求書発行事業者）に限られます。

～免税事業者も無関係ではありません‼～
インボイス（適格請求書等保存方式）制度のご案内

◎インボイスの保存が仕入税額控除

　の要件となります。

◎インボイスを発行するためには登

　録申請が必要です。

◎免税事業者は登録申請ができません。

◎請求書などの記載事項が増えます。

免税事業者からの仕入控除経過措置
　インボイスがない課税取引については、期間の経過に応じて一定の金額を仕入税額として控除することができ
ます。

※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、一定の要件を満たした帳簿の保存が必要です。

適格請求書の記載事項・記載の留意点

インボイス制度が導入されると…

開催日：令和４年９月９日（金）
　　　　14：00 ～ 16：00
場　所：小川町立中央公民館
講　師：佐々木  三雄　税理士

※詳細は同封のチラシをご覧ください。

セミナーのご案内

消費税インボイス制度
準備・対策セミナー


