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新型コロナ対応支援策のご案内

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

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

事業復活支援金事業コールセンター・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

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

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

事前確認で
必要な書類

1．本人確認書類（個人事業者等、法人代表者）例）マイナンバーカード（オモテ面）運転免許証（両面）
　※法人の方は、履歴事項全部証明書が必要です。
2．確定申告書類の控え　
　・（中小法人等の場合）2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
　・（個人事業者の場合）2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
　※確定申告書の控えに収受日付の押印又は、受診通知メールのいずれも存在しない場合には、
　　提出する確定申告書類の年度の「納税証明書」をご準備ください。
3．2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類（売上台帳、請求書、領収書など）
4．2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
5．法人代表者または個人事業者等の本人が自署した宣言・同意書

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。

確定申告には受領印
又はe-tax受信通知が
必要です
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納税猶予・納付期限の延長

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金（一般型）
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。
上限50万円 公表され次第改めてご案内します。２／３補 助 率

対 象 者

補 助 額 締　　切
対象経費

対象事業

※申請をされる方は当所へ事前にご相談ください。

能代商工会議所　中小企業相談所　TEL：0185-52-6341お問い合わせ先

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

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 

支　 給　 額
個人最大： 50万円　法人最大：100万円支 給 金 額

締 切 間 近 ! !

ほけんの
ファームズ

本　　店：〒016-0014　秋田県能代市落合字上前田 123-3
                     TEL.0185-55-1234/ FAX.0185-55-3009
秋田ミサワ支店：〒010-0932　秋田県秋田市川元開和町 13-49
                     TEL.018-823-2460/ FAX.018-888-2124

ファームズ株式会社（旧 株式会社増田保険サービス）

㈱増田保険サービスは、社名をファームズ㈱に変更いたしました。

1. 厚生年金保険料等について
　　納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付猶予特例終了後も厚生年金保険料の納付が困難な場合は、猶予
　制度を受けられることがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　【お問い合わせ先】最寄りの年金事務所

2. 国民健康保険、介護保険料等について　　　　　　　　
　　新型コロナウイルス感染症の発生に伴う影響を考慮し、下記のとおり国民健康保険等関係の事務取扱・徴収猶予
　が認められる場合があります。　　　　
　　・届け出・申告期間を経過した者の取扱い
　　　　国民健康保険等の資格取得・喪失、住所変更等の届出・申告について、感染拡大を防止も踏まえ、やむを得
　　　ない理由による届出等の遅延を認めることがあります。
　　・保険料の徴収猶予
　　　　特別な理由があるものについては、保険者の判断で、保険料の徴収猶予を行うことが可能とされています。
　【お問い合わせ先】お住まいの市区町村　担当部課まで

3. 電気・ガス料金の支払猶予等について
　　個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払に困難な事情が
　ある方に対しては、そのおかれた状況に配慮し、料金未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払
　の猶予が認められる場合があります。
　【お問い合わせ先】　ご契約の各事業者まで



お問い合わせ先：能 代 税 務 署    TEL：0185-52-6111
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確定申告納付等個別延長のご案内

申告所得税および復興特別所得税・贈与税

　2021年分（令和3年分）の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響で申告が困難な人を
対象として、4月15日までの間、簡易な方法での申告、納付期限の延長を申請できるようになりました。

　＜通　　常＞2022年3月15日（火）　　振替日4月21日（木）
　＜延長期限＞2022年4月15日（金）

消費税および地方消費税（個人事業者）

　＜通　　常＞2022年3月31日（木）　　振替日4月26日（火）
　＜延長期限＞2022年4月15日（金）

【書面提出】
申告書の右上余白に「新型コロナウイルス
による申告・納付期限延長申請」と記載。
【e-Tax】
申告書の所定の欄に「新型コロナウイルス
による申告・納付期限延長申請」と入力。
※「延長申請書」の作成、提出の必要はありません。

☆延長する上で必要な事項☆

　能代商工会議所の正副会頭・部会長等で組織する「能代の地域振興を考える有志の会」は、NUMO学習支援事業を活用
して「地域特性を生かした地域振興策」と「地層処分事業(HLW)」について勉強しています。
　昨年4月と6月には一般社団法人石炭フロンティア機構 (JCOAL) 職員等を講師にリモート勉強会を、11月には帝京大学
経済学部の徳増教授等を講師に招き、勉強会を開催しました。予定では、今年1月20日に幌延への施設見学を、1月26日に
は第4回勉強会を行う考えでしたが、折しも急激に拡大した新型コロナウイルス感染症により実施を断念し、来年度へ延期
することにしました。
　今年度実施した勉強会の概要は次のとおりです。
＜4月28日の勉強会＞
　2020年10月に国の方針として2050年カーボンニュートラルが宣言され、石炭火力をはじめとした火力発電政策の抜本
的な転換が必要になっていることから、「石炭火力の低・脱炭素化」の総論として、「クリーンコールテクノロジー」について勉
強しました。
　石炭火力のCO2排出量削減対策として、短期的には「高効率化」・「混焼」が、中期的には「CCS」・「CCUS」がある。石炭は調
達や地政学リスク・価格等において非常に優れた燃料資源であり、石油・天然ガスに比べCO2排出量は高いが、エネルギー
ミックスの観点から石炭火力を直ちに廃止できる状況にないとのことでした。
＜6月30日の勉強会＞
　前回に続き、石炭火力の低脱炭素化の各論として、「バイオマス混焼」と「CCS」について勉強しました。
　バイオマス混焼は、CO2削減には海外ではなく国内産バイオマスが望まれるが、供給量の拡大が困難・価格が高い等の
難点があるとのことでした。また、CCSについては、苫小牧CCS実証試験における成果を通じ、CCSと次の段階であるCCUS (カ
ーボンリサイクル)の知識を深めました。
＜11月25日の勉強会＞
　現在、能代市で新たな産業団地の開発が検討されていることを受け、カーボンニュートラルの考えを取り入れ企業誘致を
図る「スマート産業団地構想」をテーマに、これまでにない「産業団地のあり方」および能代市における構想実現に向けた道
筋等について勉強しました。
また、北海道2町村における対話の場の開催状況などを通じ、HLWに関する知識や動向等を勉強しました。
＜まとめ＞
　私たち「能代の地域振興を考える有志の会」は、当地域の将来をつなぐ地域振興策を検討するため、 今後も勉強を続けて
いきます。 特に、「スマート産業団地構想」はカーポンニュートラル時代に合致した企業誘数を目指すものであり、是非、 本市
で実現できるよう検討を進めたいと考えています。
　また、HLWが我が国において取り組まなければならない事業の一つであることの認識をより深める勉強も続けて行きた
いと考えています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以 上

「能代の地域振興を考える有志の会」2021年度活動レポート

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

医療法人   佳 聖 会 み な み 歯 科
理事長　深 川 聖 彦 能代市河戸川大須賀52-3 ☎52-8117

訪問歯科診療 ご自宅・施設へ伺います。
スマホ 能代訪問歯科 みなみ歯科 検索

好きなガッコ喰えなくなり、お茶やみそ汁むせる人　是非一度ご相談ください！
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事業継続力強化計画の認定紹介事業継続力強化計画の認定紹介
　工業部会では、２０２１年９月２１日（火）・１０月２９日（金）と２回、「事業継続力強化計画」の認定にむけた研修会を
開催いたしました。支援後、2022年１月３１日付で、経済産業省より「なべや製麺株式会社」(代表取締役 鍋谷 暁さん)
が認定されましたのでご紹介いたします。

　2021年10月29日（金）に開催された研修会をきっかけに認定に向けて取り組
み始めました。研修会では事業継続計画の基礎から実際の取得方法まで学ぶこ
とができました。
　研修会後に地震等の災害発生時や新型コロナウイルス等の感染症が蔓延し
た際の対応や体制を様々な方面から考え、事業継続力強化計画を作成しました。
その際に能代商工会議所をはじめ、講師をされた東京海上日動の方々に支援い
ただき、認定までスムーズに進むことができました。的確な指摘や修正案もいた
だき、計画のブラッシュアップもできました。今後は策定した計画に沿って、事業
継続力強化計画を運用していきたいと考えております。

◇工業部会　花下部会長より　

【支給対象】    　2022年1月1日から3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった
                         労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主
　　　　　　　①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした
　　　　　　　　小学校など（保育所等を含む）に通う子ども
　　　　　　　②新型コロナウイルス感染症に感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
【助成内容】　有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10
　　　　　　対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額（※1）×有給休暇の日数
　　　　　　　※1　日額上限額があります。上限額は休暇取得期間等により異なります。

【申  請  先】　秋田労働局　雇用環境・均等室へ郵送（配達記録が残る郵便）で提出
　支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにてご確認ください。

【お問い合わせ】　『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
　　　　　　　　フリーダイヤル　0120－60－3999（9：00～21：00　土日・祝日含む）

　厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休校等により子どもの世話を
する従業員に有給休暇を取得させた事業主を対象に「小学校休業等対応助成金」を支給しています。
　従業員が安心して休暇を取得できるよう、この助成金を活用して環境を整えてくださいますようお願
いします。

2022年1月1日～3月31日

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金　厚生労働省

休暇取得期間　　    　　　日額上限額        　　　　 申請期限

1～2月：11,000円
3月： 9,000円 2022年5月31日必着

公式HP

なべや製麺株式会社
代表取締役 鍋 谷   暁 氏

　近年では、自然災害・感染症等が多くみられており、影響を受けた場合の業務状況を早期復
旧するためにも、事業継続力強化計画の策定、認定が重要となってきております。この事業継続
力強化計画を認定されると、「日本政策金融公庫の金利優遇」や「ものづくり補助金の加点」を
受けられる等の様々なメリットがございます。工業部会では、今後も参加しやすいオープン部
会として事業継続力強化計画等に関する研修会を開催してまいりますので、皆さん是非ご参加
ください。



女性会だより女性会だより

能代商工会議所女性会
会長　越前　文子

　新年早々、新型コロナウイルスの感染拡大や、例年にない記録的な大雪により穏やかな年明けとは
ならず、春を待ち遠しく思う今日この頃です。
　会長という職を担いましたが、コロナで始まりコロナで終わる任期となりました。昨年に続き思う
ような活動は出来ませんでした。
　10 月、全国商工会議所女性会連合会総会はオンラインでの参加となりましたが、全国各地の女性
会から沢山のパワーをいただける充実した内容となりました。
　こうした中、12 月に「女性活躍推進に向けた取組」と題し、秋田県理事である陶山さなえ様をお
迎えし、念願の講演会を実施いたしました。女性会員はじめ多くの方々に大変心強いメッセージをい
ただき、盛会に開催することが出来ました。その後は懇親会で久しぶりに再会した仲間と楽しい有意
義な時間を過ごしました。
　当会は本年 50 周年を迎えます。女性会は何よりも親睦が重要だと考えておりますので、会員をつ
なぐ人と人のつながりを大切に歩んでまいります。今度とも更なる女性会の発展のため、ご指導ご協
力をお願い申し上げます。
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障 害 者 雇 用 の 要 請 に つ い て
　2 月 10 日（木）、能代市（齊藤市長）、秋田県山本地域振興局（栗田局長）、能代公
共職業安定所（赤坂所長）より、会員事業所による障害者の雇用拡大について広幡会
頭に要請がありました。能代山本地域の雇用情勢は、昨年 12 月の有効求人倍率が
2.19 倍と過去最大水準で推移しており、障害者においても実雇用率が 2.58％、法定
雇用率達成企業の割合が 67.2％と全県平均を上回っているものの、法定雇用率が新規
に対象となった事業所も含め未だ複数の企業が雇用率未達成となっております。
　障害者が一人でも多く就職及び定着をし、安定した就労が継続できるよう、採用職
域の拡大と求人の提出についてお願いしたいとの要請がありましたので、皆様のご協
力をお願い申し上げます。
　

2021年度事業報告

第 53回全国商工会議所女性会連合会
オンライン総会

2021 年 10月 22日（金）

講　演　会
2021 年 12月 22日（水）

フラワーアレンジメント
講習会

2021 年 12月 28日（火）
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会員短信

新入会員紹介

〔社名変更〕
新　東北日紅（株）能代支店
旧　出羽青岩アグロ（株）能代支店
新　（株）ヤマダデンキ　アウトレット能代店
旧　ヤマダデンキ　テックランド能代店

◇スナックLemon
代表者　大塚　満彦
部　会　観光サービス　
住　所　能代市柳町9-11　第6EAST PLAZA199
電　話　080-8917-4136

月日 行　　　事 会場 時間

夜間個別相談会
金融相談
常議員会
通常議員総会

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!!

今年の桜はいつ頃見れるかな？
天空の不夜城カレンダー販売中

　日本国内で初めて新型コロナウイルス感染が確認されてから、２年と数カ月が経とうと
しています。現在、3 回目のワクチン接種が進められているところであり、当初とは状況
は大きく変わっておりますが、未だに感染者が増加の傾向をたどっており、予断を許さな
い状況となっております。一刻も早く普段の生活を取り戻すためにも、不要不急の外出を
避ける等、対策がこれからも必要となってきます。

　また、確定申告の提出期限が 3 月 15 日と迫ってきております。新型コロナウイルス感染のリスク
を軽減するためにも、e-Taxの利用が推奨されております。この機会に利用してみてはいかがでしょうか。
夜間個別相談会もございますので、申告の相談等ありましたらご活用ください！　　　　（山内　健斗）

●プロフィール
　食の加工、開発、販売のサポートを生業とする『オフ

ィス無尽蔵』です。県北部では唯一の『食品アドバイザ

ー』として起業いたしました。【秋田県企業活性化セン

ター・食品醸造部門専門家派遣事業登録者】です

●お店で力を入れているところ
　このコロナ渦で、多いご相談が『異業種参入』や『従来の

スタイルからの業態転換』の相談です。人は、食べること

からは決して逃れることが出来ないので『食産業に商機

を見いだしたい』と考えていらっしゃる企業様が多い気

が致します。そのような様々な悩みに懇切丁寧に寄り添

っていければと考えています

●お客様へのメッセージ
　図らずも、時代の大転換期がやってきました。

多くの産業が軌道修正を迫られています。

みんながピンチの時は、誰にでもチャンスがあります。

全てを見直すこの機会に、まずはご相談を！

オフィス無尽蔵
（代表者　籾山　広之）
〒016-0016 能代市字大内田95-3
TEL:090-1065-9352
HP:https://zashikiwarashi-tohoku.com/
E-meil:mujinzo@zashikiwarashi-tohoku.com

もみやま　　  ひろゆき

33 月月

17：30
10：30
14：30
14：00

月日 行　　　事 会場 時間

金融相談
金融相談

10：30
10：30

44 月月

5日㈫
19日㈫

能代商工会館
能代商工会館

10日㈭
15日㈫
18日㈮
29日㈫

能代商工会館
能代商工会館
プラザ都
プラザ都
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　いつも、牛角能代店をご利用くださり、ありがとうございます。
私は、大きくわけると、キッチンとホールの業務を行っています。
料理をメニューに記載されているように盛り付けたり、接客を通してお客様とコミュニケーションを取
り、素敵なお食事時間を提供するのが主なお仕事です。
　入社して二年が経ちましたが、上司や先輩方が笑顔で業務に取り組んでいる姿はとてもかっこいいで
す。良いところを見本にして、自分も出来る様日々努力し、たくさんのお客様を笑顔にしたいです。
※写真はマスク無しですが、実際の業務中はマスクを着用しております。

●職業：飲食業          　
●住所：能代市芝童森7-9　
●ＴＥＬ：0185-88-8739

スマ
イルさん 株式会社ハムセンター秋田

　「阿部 希咲」 です。
あべ みさき

「牛角能代店」  に勤務する

5,500円（税込）
5,500円（税込）

［お問い合わせ先］　中小企業相談所　TEL：0185－52－6341

女性創業支援室「オフィス・フォー」
入居者募集中‼

　これから創業を考えている女性の方や、起業して３年以
内の女性の方を支援するために「女性創業支援室　オフィ
ス・フォー」を開設しております。
　室内には、FAX電話、商談スペースや専用ロッカー、
専用ポスト等の設備を完備し、隣室にはコミュニティルー
ムもあります。

※電話・FAX料・コピー代は別途ご負担頂きます。
※水道光熱費等は月額利用料に含まれます。

利用できる設備

ご利用料金

FAX電話 個別専用ロッカーカードタッチ式
複合機

登録料（初回のみ）

月額利用料

専用デスク

内覧も
できます!!
（要予約）

コミュニティルーム 商談スペース

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
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