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新型コロナ対応支援策のご案内

コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した
額を一括給付します。

新型コロナの影響で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％以上又は、30％～50％減少した事業者（中堅・中小・小規模事
業者、フリーランスを含む個人事業主）

対　　　象

※1：2018年11月～2019年3月、2019年11月～2020年3月、2020年11月～2021年3月のいずれかの期間
※2：2021年11月～2022年3月のいずれか基準期間と同じ月

経済産業省　事業復活支援金 50 万円個人最大 250 万円法人最大

給　付　 額

お問い合わせ先

以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

１．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している
　　※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
TEL：0120-60-3999　〈受付時間〉 9:00~21:00 （土日・祝日含む全日対応）

厚生労働省HP

対象となる事業主

厚生労働省　雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

2022年
3月31日まで
延長します

能代市環境産業部　商工労働課
TEL：0185-89-2186　

１．2021年1月1日及び申請日時点で、能代市内に住所を有する個人事業者（農業収入は対象外）または能
代市内に主たる事務所を有する法人

２．2020年度以前に課税された市税等（納期限：2021年3月31日以前）の滞納がない
３．2020年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
４．新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年7月～12月の間の連続した3ヵ月間の月平均売上額
が、前々年又は前年の同期間の月平均額と比較して30％以上減少している

※2020年2月～12月末までに創業した方、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者（フ
リーランス等）の方はご相談ください。

比較対象期間（2019年または2020年）の事業収入額の月平均額 × 12 × 5％ （千円未満切捨）
※事業収入額は、新型コロナウイルス関連支援金等を除いたものとなります。

お問い合わせ先

事業復活支援金事業センターコールセンター・電話予約窓口共通　
TEL：0120-789-140 / 03-6834-7593　〈受付時間〉 8:30~19:00 （土日・祝日含む全日対応）

お問い合わせ先

対　　　象

2022年3月18日(金)まで申  請  期  間 交付申請書に必要書類を添付し、郵送または事前に電話
予約のうえ相談窓口へ
（必要書類についてはお問い合わせください。）

申  請  方  法

能代市　2021年度下期　長期影響継続事業者支援金

2022年5月31日(火)まで申  請  期  間

アキタスクエア１F（秋田市中通4-14-16）※毎週土曜日・祝日はお休みです。
　申請サポート会場にご来場する前に、以下の①～③のご対応をお願いいたします。
　①申請仮登録ページ又は相談窓口で申請 I D の発行
　②必要書類の準備
　③登録確認機関での事前確認を受ける　

申請サポート会場

支　 給　 額
個人最大： 50万円　法人最大：100万円支 給 金 額

給付額 ＝（基準期間（※1）の売上高） ー（ 対象月（※2）の売上高）×5）

公式HP

新規

申請される方は事前確認が必要です。

電子申請のみとなります。
※以前に一時支援金または月次支援金を受給された方は、事前確認が不要になります。
　また、登録確認機関と「継続支援関係」に当たる方は、事前確認を簡略化することができます。
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商工会議所・商工会の管轄地域内で事業を営んでいる小規模事業者および特定非営利活動法人

機械装置費：補助事業計画の遂行に必要な機械装置等の購入に要する費用
広　報　費：ホームページ開設・パンフレット・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用
                          するために支払われる費用
開　発　費：新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、
　　　　　　改良、加工するために支払われる費用等

 小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。

新型コロナ感染防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行い、ポストコロナ
を踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援し、それに要する経費を補助します。

能代商工会議所　中小企業相談所　 TEL：0185-52-6341

＜一般型＞

上限50万円 公表され次第改めてご案内します。２／３

＜低感染リスク型ビジネス枠＞※電子申請のみ

上限100万円 ３／４ 第６回受付　2022年3月9日(水)17：00必着
機械装置等費：対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用等の事業の遂行に必要な機械装置の
　　　　　　　購入に要する経費
広　報　費：補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービスの取組をチラシ等で広報するために
　　　　　　　要する費用
開　発　費：感染拡大防止と事業継続を両立させるための新たなビジネスやサービスに関する新商
　　　　　　　品の試作開発に伴う原材料費等　　　　

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金

補 助 率

対 象 者

補 助 額 締　　切

締　　切

対象経費

対象経費

補 助 率補 助 額

お問い合わせ先

（一般型・低感染リスク型ビジネス枠）

※申請をされる方は当所へ事前にご相談ください。

秋田県新型コロナウイルス感染防止対策飲食店認証事務局　TEL：018-896-6622お問い合わせ先

飲食店感染予防環境整備支援事業費補助金（新型コロナ対策認証枠） 
次の全てを満たす事業者
○県内で客席を設けて食事等を提供する飲食店を営む中小企業者（宿泊業及び大企業を除く）
○上記の認証のための申請をしている者
※補助対象となる店舗は、県認証を取得するために設備を導入した店舗のみとなります。
上限額　１店舗あたり30万円（補助率：４／５以内）

申  請  期  限

対　象　者

補 助 金 額

認証制度申請と補助金申請は、同時に行う必要があります。

秋田県新型コロナウイルス対策飲食店認証制度について

申 請 は
お済みですか？

2022年2月28日 ㈪　※締切日　17：00必着認証制度・補助金申請ともに

※認証制度のみの申請も可能です。

秋田県新型コロナウイルス対策飲食店認証制度　申請期限迫る！



 ※ネット試験も実施しております。 
      https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html

回数 級 日　程 受験料（税込）

161回

162回

163回

１級・２級・３級 2022年  　6月12日㈰ 1級　7,850円

2級　4,720円

3級　2,850円

１級・２級・３級 2022年　11月20日㈰

２級・３級 2023年  　2月26日㈰

●簿記検定

●リテールマーケティング（販売士）検定
※ネット試験にて施行しております。詳細は下記のURL をご覧下さい。https://www.kentei.ne.jp/retailsalse      

回数 日　程 受験料（税込）

225回

226回

227回

2022年  　6月26日㈰ 　1級　 2,340円

　2級　 1,730円

　3級　 1,530円

4～6級  1,020円

2022年　10月23日㈰

2023年  　2月12日㈰

●珠算検定

 【お申し込み・お問い合わせ先】
能代商工会議所　各検定担当　TEL：52-6341

「秋田県版新型コロナ安心システム」をご活用ください!!

お問い合わせ先 県保健・疾病対策課 ☎018-860-1422 美の国あきたネット

取扱店舗募集！
【例】　○大型店含む小売業全般  ○飲食業（居酒屋、スナック含む）  ○建設業
　　　○サービス業（ホテル、介護施設、タクシー等）※パチンコ店不可
※支店・営業所等、換金を本社一括で行う場合でも各支店・営業所ごとに登録が
　必要です。
※登録に際して、能代商工会議所または二ツ井町商工会の非会員の方は、営業
　が確認できるもの（営業許可証等）が必要になります。

能代市・能代商工会議所・二ツ井町商工会HPより申込書を入手
いただき、メール、FAXまたは郵送（２月２１日（月）必着）のいず
れかでお申し込みください。
能代商工会議所メールアドレス ： n-tokutoku@shirakami.or.jp
二ツ井町商工会メールアドレス ： futatui@skr-akita.or.jp
※電話でのお申込みは、ご遠慮ください。
※申込書類は、能代商工会議所及び二ツ井町商工会にも
　用意しております。

商品券の販売開始は４月中旬を予定しております。

能代商工会議所 TEL ： 0185-52-6341
FAX ： 0185-55-2233
URL https://noshiro-cci.jp/

二ツ井町商工会 TEL ： 0185-73-2953
FAX ： 0185-73-6001
URL https://futatui.jp/

募集期間：２月２１日㈪必着！！
商品券販売は４月中旬予定です。

〒016-0831　能代市元町11-7 〒018-3155　能代市二ツ井町字比井野33

HP
QR

HP
QR

事業所のみなさまへ 県民のみなさまへ
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エス エヌ アイ
●パソコン 販売・設定・修理・メンテナンス
●ネットワーク構築 配線・無線 設定
●ネットワークカメラ 販売・設置・設定
●パソコン周辺機器 販売・設定

〒 秋田県能代市上町

2022年度　検定試験のご案内

能代市内で営業している事業所で、下記の業種を営む事業所が
登録ができます。 ※個人との取引または役務の提供を行う業種

登録・換金無料

登　録　資　格 申　込　方　法
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 【お問い合わせ先】能代商工会議所（共済福引き担当）　TEL：52-6341

確定申告と納税期限

金融・記帳・労
務で

経営サポート
！ 夜 間 個 別相談会 のご 案 内

2022年 3月15日㈫所得税および復興特別所得税・贈与税

消費税および地方消費税（個人事業者）

振替日
４月21日㈭

振替日
４月26日㈫2022年 3月31日㈭

能代商工会議所共済制度

大福引き大会 中止のお知らせ

　１月１５日（土）の北羽新報で延期をお知らせしておりました「大福引き
大会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、誠に残念ではあ
りますが「中止」することといたしました。
　当所共済制度にご加入の皆様には、何卒ご理解のほどよろしくお願い
申し上げます。

　年度末に向けた資金等の融資や、確定申告等の記帳に関する相談会を夜間に開催いたしますので、
ご希望の方は、事前に当所までお申し込み下さい。

■対象者 ・記帳の相談は個人事業所で税理士や他団体の指導を受けていない方。
 ・金融や労務の相談は法人事業所も可能です。
■当日ご用意して頂く物　・決算申告相談の場合／収支内容の分かる物、その他決算申告に必要な物
　　　　　　　　　　　  ・金融相談の場合／２期分の決算申告書・借入明細返済表
                                  ・その他相談に必要な物
■相談員　商工会議所職員（経営指導員・記帳担当職員等）

■日時　2月24日㈭・3月3日㈭・3月10日㈭  17時30分～20時
■会場　能代商工会館3階多目的ホールB

お申し込み・お問い合わせ先　　中小企業相談所 TEL：0185-52-6341

事前に
お申込みが
　必要です。　

　延期しておりました能代商工会議所女性会 「新春講演会」は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、「中止」することといたしました。

　何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ先：能代商工会議所女性会
TEL：0185-52-6341

　2/18（金）に能代市「旧料亭金勇」にて開催を

予定しておりました「つるの会」は中止となりま

したので、お知らせ申し上げます。

ー つるの会中止のお知らせ ー

お問い合わせ先：秋田川反芸妓を応援する会
　　　　　　 TEL018-827-3241

能代商工会議所女性会   
新春講演会　中止のお知らせ

　1月16日（日）の北羽新報に中止の広

告掲載をしておりましたが、今回の「確

定申告説明会」は、残念ながら中止となり

ましたことを改めてお知らせいたします。

お問い合わせ先：能代商工会議所　中小企業相談所
　　　　　　　  TEL0185-52-6341

青色申告（営業）のための確定申告説明会
中止のお知らせ
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名刺・ハガキ類
24時間スマート納品挑戦中！

マスコットキャラクター
みちのくん

☎

ボ
ク
の
看
板
が

　 

め
じ
る
し
だ
よ
！

国道
101号線

加盟店

〒016-0897 秋田県能代市昭南町６の１　5 0185-54-1359

名刺・封筒・伝票印刷承り
ます。

印刷の専門店
さついん せん もん てん

個人の方でも企業の方でも、印刷のことなら印刷専門店の当社にご相談ください。

（0185）54-3706

は
ん
こ

ゴ
ム
印

はじめ
  ました

受付中!!

春が待ち遠しいですね！
天空の不夜城カレンダー販売中

ホームページ：http://www.noshiro-yeg.jp

　1月5日（水）プラザ都にて「新春のつどい」を開催し、会員をはじめ、行政、
経済界などから約100名にご参加頂きました。今年は新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から規模を縮小し開催しました。
　広幡会頭より、「新型コロナウイルスにより、
約2年の間、企業活動や人々の行動が制限され、
経済活動に大きなダメージを与えました。一日で
も早く終息し、安心して生活できる社会になって
いくことを願いたい。」との挨拶がありました。
　その後、参加者の方々は、年頭の挨拶を交わし
親交を深め、新年の幕明けとなりました。

　昨年11月11日から12月31日まで開催しました
「のしろYEG巡りスタンプラリー」の抽選会をオン
ライン中継にて開催しました。
会員が集まり盛大に開催する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、少人数での抽選
会となりました。
　当青年部 田中秀範会長、ビジネス研鑽委員会メン
バーによる抽選を行い、２コースの抽選を無事終え
ることができました。
　今回の企画により、多くの方々に能代YEGについ
て知っていただく機会となました。
　今回ご参加していただきました方々には心より
御礼申し上げます。

　12月22日（水）プラザ都にて、秋田県理事の陶山　
さなえ氏を講師にお迎えし、講演会を開催いたしま
した。「女性活躍推進に向けた取組」と題し、秋田県内
における取組事例を交え、ご講演いただきました。
　12月28日（火）には毎年恒例のフラワーアレンジ
メント講習会を開催いたしました。７名が参加し、会
員の永沢典子さんよりご指導いただき、新しい年を
迎えるお正月のお花が完成しました。

会
員
募
集
中
!!

女性会
だより
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会員短信
〔新入会員〕
◇ナイトオアシス圭
　代表者：桐越　圭一
　部　会：観光サービス部会
　住　所：能代市柳町13-65　ナガオカビル２F
　電　話：090-7063-1013
◇スナック　ジュ・テーム
　代表者：小野　知伊子
　部　会：観光サービス部会
　住　所：能代市西通町１－２５　壱番館ビル2F
　電　話：0185-55-0072

月日 行　　　事 会場 時間

金融相談
中小企業相談所新春講演会
ネットショップ開設セミナー
夜間個別相談会
夜間個別相談会
金融相談

10：30
15：00
14：00
17：30
17：30
10：30

新型コロナウイルス感染症も年末には、終息に向かうのではないかと思えたが、変異株
オミクロン株の強力な感染力によってまたたく間に全国に拡大し、各地でのイベント等
に影響が出ている。マスクの正しい着用、こまめな手洗い（手指消毒）、密接・密集・密
閉の回避などの基本的な感染対策を行い、普通の生活が早く戻ることを切に願いたい。

　近年にない大雪で毎日雪かきに負われている方も多いのではないでしょうか？冬将軍も残り１ヶ月
といったところだと思いますが、屋根の雪下ろしや除排雪時の転倒、落雪によるケガのニュースもた
びたび聞かれます、十分に注意して欲しい。春はもうすぐそこです。　　　　　　　　　（三木正己）

●プロフィール
　昨年の3月に訪問専門のマッサージ会社として「訪問

マッサージAiの助」を立ち上げ、施設や在宅介護者へ

「訪問マッサージ」を提供。

   11月に新店舗への移転を機に、「リラクゼーション

サロンAiの助」を併設しました。

●お店で力を入れているところ
　「訪問マッサージAiの助」では、脳卒中やさまざまな疾

病による後遺症に悩む方々へのマッサージを行なってお

ります。（同意書があれば健康保険が適用になります。）

　「リラクゼーションサロンAiの助」では、ストレッチを

メインとした「ボディーケアストレッチ」を行い、筋肉の

伸縮を感じてもらいながら疲れを癒していただけます。

（完全予約制） 

●お客様へのメッセージ
　店舗に来れる方も、来れない方も、様々な方法で癒した

いという思いで開設しました。

わからないこと、不明な点はお気軽にお問合せください。

　　　　　　　　　　Aiの助
（代表者　三沢　義将）
〒016-0016 能代市字機織轌ノ目100－３
TEL:0185-74-7577
HP:https://ai-no-suke.com
E-meil:info@ai-no-suke.com

訪問マッサージ・リラクゼーションサロン

33 月月

住　所：能代市上町6番6号 　TEL                                      0185‒52‒0545  　FAX 0185‒52‒2345

TEL                                      0185‒70‒1955  　FAX 0185‒70‒1977

月日 行　　　事 会場 時間

第 224 回珠算能力検定試験
金融相談
夜間個別相談会
第 160 回日商簿記検定試験

9：00
10：30
17：30
9：00

22 月月

13日㈰
15日㈫
24日㈭
27日㈰

能代商工会館
能代商工会館
能代商工会館
能代商工会館

1日㈫
1日㈫
3日㈭
3日㈭
10日㈭
15日㈫

能代商工会館
オンライン
プラザ都

能代商工会館
能代商工会館
能代商工会館
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マル経融資制度のご案内 マル経融資制度とは小規模事業者を対象とした
『無担保・無保証・低金利』の融資制度です。

お問い合わせ先　中小企業相談所　☎0185－52－6341

　

⑴申込月の第３週目までに下記の書類を
ご持参のうえ当所へ来所下さい。
　①直近２期分の決算書・確定申告書
　②直近試算表
③現在の借入返済表など
※決算期が２期に満たない場合はご相談下さい。

⑵融資担当による事業概況の聞き取り　

⑶申込月の翌月にマル経審査会の開催

⑷日本政策金融公庫による審査

⑸融資決定後、借入契約書の提出

⑹日本政策金融公庫より申込月の翌月末頃
に指定の口座へ入金

度
程
半
月
か
１
約
で
短
最
で
ま
金
入

（注）なお、コロナ枠の一部対象者は、特別利子補給制度
　　　により融資後３年間は実質無利子となります。

ご融資までの流れ
金　額

2,000万円

上記と別枠で
1,000万円

返済期間
（うち据置期間）

利率（年）
運転
資金

設備
資金

７年
（１年） 1.21％10年

（２年）

上記利率より
－0.9％
（注）

７年
（３年）

10年
（４年）

※2022年
　2月1日現在

　新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、３月末日まで会館の貸出しをお休みしております。
　また、お越しの際、１階窓口にて受付対応を致しております。皆様には大変ご不便をおかけしておりますが、
どうぞご理解の程よろしくお願い申し上げます。

能代商工会館　会館貸出しおよび窓口対応について

　私はやさしい風ショートステイを数年前に一度退職し、その後縁があり、またやさしい風でお世話にな
っています。
　最初は介護員として就職しましたが、現在は生活相談員として、各ケアマネージャー様から入所の問い
合わせを頂き事前調査として病院やご自宅に伺い、利用者様がどんなケアを必要としているかお話を伺い
施設でのケアプランを作成したり契約を行っています。
　まだ、生活相談員としての日が浅いため、覚えることがたくさんあり日々努力しています。
　利用者様、ご家族様が必要とする介護を提供していけたらと思い、これからも業務を行っていきたいと
思います。

●職業：介護相談業務          　●住所：能代市向田表6-2　●ＴＥＬ：0185-70-1955　●ＦＡＸ：0185-70-1977

株式会社　やさしい風  に勤務する 　「小林 滉矢」 です。
こ   ばやし こう  や

ナイ
スガイ
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