︽本年度重点事業︾
一︑商工会組織率向上
︵会員増強運動︶
と指導体制の強化
一︑経営発達支援計画に基づく伴走型経営支援の実施
一︑小規模事業者持続化等補助金申請の支援
一︑新たな販路・需要開拓の支援
一︑経営革新支援事業への取り組み強化
一︑茨城県制度融資認定業務の円滑化・迅速化

令和四年度
優良従業員表彰式

５月 日通常総代会席上にて永
年勤続優良従業員表彰式を開催し
ました︒
今年度は茨城県知事賞を１名︑
茨城県産業戦略部長賞を４名︑そ
れぞれ地域産業の発展に尽くされ
た功績により表彰されました︒
また︑表彰者を代表して︑先勝
ドレス株式会社の松本さよ様が謝
辞を行いました︒
おめでとうございます︒

〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3 Tel.029-892-2603 Fax.029-892-4964
ホームページ http://www.inashiki.or.jp メール mail@inashiki.or.jp

●稲敷市商工会

一︑自治金融あっせん業務の円滑なる推進

表彰されたみなさん
おめでとう
ございます。

一︑専門家相談事業の拡充︵弁護士・司法書士・税理士・労務士等︶
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一︑商工会報
﹁いなしき﹂
の発行

全議案満場一致で原案通り可決承認

令和

4

年度

第18回

五月十九日︑筧信太郎稲敷市
長をはじめ︑細谷典幸茨城県議
会議員︑篠田純一稲敷市議会議
長︑根本和伸稲敷市地域振興部
長︑軽部修稲敷市企画監兼産業
振興課長︑中島臣哉稲敷市まち
づくり推進課長︑各金融機関江
戸崎支店長他︑多数の来賓ご臨
席のもと︑稲敷市江戸崎公民館
大集会室において︑第十八回稲
敷市商工会通常総代会を開催い
たしました︒
総代会には︑総代一一〇名の
うち七十二名︵委任状含む︶が
出席︒永年勤続優良従業員表彰
に続き︑桜川支部の坂本一男氏
を議長に選出︑令和三年度事業
報告・収支決算及び商品券事業
特別会計決算五議案並びにえど
さき笑遊館指定管理特別会計決
算について原案通り承認︑令和
四年度事業計画・収支予算及び
商品券事業・地域キャッシュレ
ス推進事業等特別会計予算四議
案︑その他提出議案について︑
原案通り可決・決定されまし
た︒
議長/坂本一男氏

Vol.
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稲敷市商工会 会報

発 行 日：2022年６月12日
商工会員数：889名（令和４年６月１日現在）
発 行 者：稲敷市商工会 髙須耕一
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第７回

稲敷市創業者・後継者育成塾

夢への第一歩！
受講生募集
７月下旬より募集予定
めざせ独立創業！

当事業は、集中講座を通し、創業又は事業承継して成功するために必要な「経営」
「財務」
「人材育成」
「販路開拓」
の知識を学ぶことができる内容となっております。
受講した方は、稲敷市創業支援事業計画に基づき『特定創業支援事業者』として証明書が発行され以下の優遇
措置が受けることが出来ます。（全日程受講された方が対象）
①創業関連保証を創業の６ヶ月前から
受けることができます。
②株式会社等を設立する際の登記にか
かる登録免許税が半分に軽減。
（資本金の 0.7％→0.35％、最低税額
15 万円→7.5 万円）
③稲敷市独自の優遇措置が受けられま
す。（創業補助金・利子補給・保証料
補給）

対象者

創業予定の方
創業に興味のある方
創業後５年未満の方
事業後継者の方 など

稲敷創業者・後継者育成塾

プログラム内容

●創業者・後継者セミナー テーマ（２時間）
▶夢を実現する創業

創業の心構え・創業で失敗しないために・創業のステップと準備

●創業者・後継者育成塾 テーマ（各２時間）

▶夢を形にするビジネスプラン
なぜビジネスプランが必要か・ビジネスプラン
の全体像・ビジネスプラン作成のポイント。

▶おさえておきたい経理の話②
勘定科目について・経理処理について・決算
書、確定申告書の作成について。

▶ビジネスプラン作成①〜マーケティング戦略〜
経営に必要なマーケティングの知識・市場分析
と販路開拓のポイント。

▶社会保険、労働保険の基礎知識
社会保険について・労働保険について。

▶ビジネスプラン作成②〜財務戦略〜
経営に必要な数字の知識・必要資金の算定と収
支計画。
▶ビジネスプラン作成③〜プラン作成〜
ビジネスプランの作成。
▶おさえておきたい経理の話①
確定申告とは・開業時に必要な届出について・
所得税・人税・消費税について。

▶人材の視点から経営を学ぶ
「人材」の基礎知識・経営を管理する。
▶開業のための資金計画
資金調達方法と借入時の審査ポイント。
▶ビジネスプランの発表
ビジネスプラン発表・ビジネスプランの伝え方。
詳しくは後日新聞折り込み・広報等で詳細
（申込）をお知らせいたします。

事業計画作成個別相談会 〜各種補助金申請に役立つ〜
この相談会は、自社の経営分析を通して、経営における強み・弱みを把握し、事業計画書・経営計画書を作成、
販路開拓・売上向上を目指す内容となっております。
さらに、【小規模事業者持続化補助金】・【経営革新計画】・【事業継続力強化計画】などの申請を支援いたし
ます。また、過去の計画作成者にはフォローアップによる個別支援を実施いたします。

６月▶1・8・15・22・29日の全日、水曜日
７月▶6・13・20・27日の全日、水曜日
時 間 ① 9：30〜11：00 ②11：00〜12：30
③13：30〜15：00 ④15：00〜16：30
内 容 【事業計画書作成】各種補助金申請書作成の個別支援
【フォローアップ】過去の採択者に対する個別支援
会 場 稲敷市商工会館
受講料 無料
期 間

講 師

遠藤

陽介氏（中小企業診断士）

●対 象：商工会会員 ●定 員：２０名（申込順）
●受講料：無料
●持ち物：保存用メディア（USB メモリ等）
●申 込：個別時間割を組みますので、お電話にて
お申し込みください。
◎お問い合わせ・お申し込み先
稲敷市商工会／担当：小杉 TEL 029-892-2603

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取り組みを支援するもので以下の４種類が予定され
ています。
赤字などの業績が厳しい中でも、賃上げ等に取組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む事業者向けに特別枠
を創設し、補助率や上限額を引き上げます。
また、後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業を支援する特別枠、免税事業者からインボイス発行事業者に
転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を創設し、上限枠を引き上げます。
●補助対象者
小規模事業者（卸売・小売・サービス業▶５人以下）
（製造・建設・宿泊業等▶20人以下）
●補助対象
小規模事業者が事業計画を作成して取り組む
販路開拓等
●第９回公募開始
令和４年９月中旬予定（年度内に複数回公募予定）

申請類型

補助上限額

通常型

50万円

賃金引上げ・卒業枠
（賃上げや事業規模の拡大）

200万円

創業・後継者支援枠
（創業や後継ぎ候補者の新たな取組）

200万円

インボイス枠
（インボイス発行事業者への転換）

100万円

補助率

2/3
賃金引上げ枠の赤字
事業者は3/4

※補助金申請には、事業計画の作成が必要となります。上記、「事業計画作成個別支援会」をご活用ください。
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新会員紹介
部

会

（順不同敬称略）（令和4年5月31日現在）

名

事

業

所

名

所

在

地

建 設 業 部 会

有限会社小倉組

稲敷市佐原下手口１５７１−２

建 設 業 部 会

松本工務店

稲敷市江戸崎甲３３９３

工

株式会社ヤマイチ

稲敷市神宮寺３４５

サービス業部会

ていだハウスクリーニング

稲敷市光葉４−１３６

サービス業部会

縁 〜 enishi 〜

稲敷市町田６９８−４

サービス業部会

ＳＭＩＬＥ

稲敷市高田４４１

業

部

会

ＤＯＧ

自治金融のご案内 事業資金は、低利な自治金融をご利用ください。
資金使途

融資期間

融資利率

連帯保証人

運転資金／設備資金

7年以内

年1,11％

原則法人代表者のみ

※貸付利率は令和4年6月1日現在。
経済情勢により変わります。

（個人事業主の方は原則不要）

融資限度額

返済方法

信用保証料率

担

1,000万円

元金均等分割払い

年0.45％〜年1.90％

必要に応じて

※詳しくは、商工会金融担当にお問い合わせください。
※融資に関しましては、金融機関及び当協会の審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。

日本公庫のサービスを
もっと身近に！

保

（令和４年6月１日現在）

国民生活事業

「日本公庫ダイレクト」は
お客さまと日本公庫をつなぐ
お客さま（会員）専用のオンライン窓口です。

「事業資金」
や
「国の教
育ローン」
の借入申込
がオンラインで
完結

各種証明書を
オンラインで
すぐに入手

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
！

お取引状況を
オンラインで
すぐに確認

日本公庫からの
各種おすすめ情報を
メールで確認

公庫）

0120-154-505

※音声ガイダンスが流れた後に「１」を選択してください。※受付時間：平日9時〜19時

3

会
員
登
録
無
料
！

所在地の
都道府県で開催される
セミナー情報の
確認や参加申込

（行こうよ！

事業資金相談ダイヤル

簡
単
な
お
手
続
き
で
︑

日本公庫ダイレクトの詳細や
会員登録は
日本公庫ダイレクト

検索
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稲敷市 初 稲敷市応援キャンペーン !

Ⓒ
稲敷市

キャッシュレスで 最大
開催
期間︐22年

戻って
くる！

(コード支払い)

9/1（木）▶︐22年 9/30（金）

期間中、auPAY( コード支払い )・d 払いのいずれかをご利用
【1 決済サービス事業者あたり】
1 回あたりの上限：2,000 円相当（不課税）、5,000 円相当（不課税）／期間
2 つの決済サービス併用利用で、最大 10,000 円相当付与される
キャンペーン
コールセンター

0120-125-086

受付時間

2022年6月9日〜2022年8月31日9:00〜18:00/平日のみ
2022年9月1日〜2022年9月30日9:00〜18:00/土日祝含む

専従者・従業員のいる方へ 源泉所得税個別相談会のご案内
●開催期間／令和４年７月１日（金）から７月11日（月） 【ご持参いただくもの】
（但し、土曜日・日曜日を除く）
□専従者・従業員等への給料の支払額
（１月から６月）
が
源泉税納付
期限は
午前１０時から午後４時
わかるもの。
７月11日（月） □扶養控除等を受ける方は、扶養家族の名前・生年月日を
●場所／稲敷市商工会
です。
お調べください。
電話 ０２９（８９２）２６０３
※源泉税納付は重要な手続きですので、期間内に必ず行ってください。
※源泉税が０円の場合も納付書の提出は必要となります。

社会に貢献する

青 年 部

第53回茨城県商工青年の主張発表会

第53回茨城県商工青年の主張発表会に稲敷市商工会青
年部を代表して稲敷市商工会青年部副部長の(株)平野鉄筋
平野和之氏が出場する運びとなりました。
【仕事・地域・青年部】に対しての熱い思いを発表致しま
すので、皆様応援よろしくお願い致します
●日時：令和４年７月 13 日（水）開会 13:00 〜（受付 12:00 〜）
●場所：つくば市（つくば国際会議場）
12：00〜 発表順抽選（発表者全員）
12：30〜 一般受付
13：00〜 開会のことば（県連会長挨拶、県青連会長挨拶、来賓挨拶）
審査委員紹介
13：30〜 主張発表８名
15：20〜 審査集計
15：50〜 表彰式 順位発表、審査講評（審査委員長）
表彰
16：20 閉会のことば

青年部員募集！

稲敷市商工会青年部では経営者、後継者としての資質向上を目的
とした様々な事業や地域貢献事業などを実施しております。
また、地域事業者との仲間づくりの場として是非ご活用ください。
＜主な事業＞○INASHIKI カップリングパーティー事業（地域貢献
事業）○稲敷 BASS トーナメント（観光事業）○チューリップ祭り
への協力 ○いなしき夏まつり花火大会への協力 ○野球大会（親睦
事業）○ゴルフ大会（親睦事業）
●資格①商工会の会員で４5歳までの経営者・後継者・従業員
②青年部活動に賛同いただける方●年会費／8,000円（初年度は
無料です）●お問い合わせ／稲敷市商工会／担当：大熊まで

□税務署より、送付された納付書
□必要な場合がありますので、
印鑑
（認印可）
をご持参ください。

がんばります!! 女

性 部

事業報告
令和４年５月
16日に通常総会
を開催しまし
た。総会には部
員86名のうち52
名（委任状含む）が出席し、令和３年度事業報告並びに収
支決算について原案通り承認、令和４年度事業計画並びに
収支予算については原案通り可決決定されました。
また、同日にゴキブリ駆除講習会を開催しました。コロ
ナ禍で２年間開催を見送っていましたが、今年度は無事開
催することができました。部員の皆様は２年間のブランク
も感じさせず、作業がサクサクと進み、あっという間にゴ
キブリ団子を完成させてしまいました。部員の皆様の手際
の良さに驚くばかりです！
気づけばきれいに片付け
まで終わっていて、女性部
のチームワークの良さを感
じました。これで今年のゴ
キブリ対策は万全です！

女性部員募集！

仲間の輪を広げて稲敷市を盛り上げませんか！？
業種が違う方とも交流がもてますよ！！
●資格①商工会の会員もしくはその配偶者または会員の親族で事
業に従事している方②年齢制限なし●年会費／3,000円
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