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 新城市商工会主催による「新春懇談会」
が1月14日、新城観光ホテルで開催され、
国・県・市行政関係者、商工会会員など約
83人が出席しました。
 権田会長は、「コロナ渦の中でも事業承
継、デジタル化への対応や新城茶などの地
域資源を活用した農工商連携推進と地域経
営者に寄り添う伴走型支援事業に取り組ん
でまいりたい。市行政とは、交流人口や関
係人口を増やす政策を商工会がしっかりと
受け止めて地域経済活性化につなげたい。」
と挨拶しました。
 続いて、来賓の下江洋行新城市長、今枝
宗一郎衆議院議員、峰野修愛知県議会議
員、野村一彦愛知県東三河総局新城設楽振
興事務所長が祝辞を述べ、来賓紹介後、20
分間の懇談を行いました。

　新城市商工会では、出店機会を求める移
動販売を行っている事業所と、イベント主
催者や市内の商業施設のマッチングを行う
「移動販売マッチング支援事業」を実施し
ています。
「市内でイベントを開催したい」、「出店者
を紹介してほしい」等お考えの方はぜひご
利用下さい。
　なお、出店者も引き続き募集しています。
【出店形態】移動販売車（普通車・軽自動
車どちらか）またはテントによる出店
【実施内容】
①イベント主催者等から出店者紹介依頼の
受付をします。
②イベント主催者等にリストを開示し、出
店を依頼する事業所を決定します。
③事務局が事業所への取次をします。
※イベント主催者より直接依頼される場合
もあります。

【登録方法】登録申込書を上記商工会HPか
ら入手し、必要事項をご記入の上、商工会
窓口またはFAXにてお申し込み下さい。
【申込・問合せ先】
新城市商工会 ☎22-1778　FAX:23-5900

　新型コロナウイルス感染症により、大き
な影響を受ける中堅・中小・小規模事業
者・フリーランスを含む個人事業主に対し
て事業規模に応じた給付金が支給されます。
＝事業復活支援金概要（要約）＝
【給付対象】
①新型コロナウイルス感染症の影響を受け
た事業者
②2021/11月～2022/3月の売上が、2018/11
月～2021/3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

【給付額の計算】
＝基準期間の売上－対象月の売上×5ヶ月分
※基準期間：2018/11～2019/3、2019/11～
2020/3、2020/11～2021/3のいずれか
※対象月：2021/11～2022/3のいずれかの月
【給付上限額】

【その他】
〇申請には事務局HPから発番される申請
IDと登録確認期間による事前確認が必
要です。（既に一時支援金・月次支援金
を受給した方は不要）
〇スケジュール（予定）
・申請ID取得・事前確認は1/27より受付
・通常申請は1/31から5/31まで受付
【問合せ先】
事業復活支援金事務局　☎0120-789-140

　

　愛知県に「まん延防止等重点措置」が適
用されたことにより、「愛知県感染防止対
策協力金」が実施されます。
【対象期間】令和4年1月21日㈮～2月13日㈰
【対象事業者】営業時間短縮要請を受けた
飲食店等を運営する事業者
【要請内容・交付額等（要約）】
●ニューあいちスタンダード認証店
　期間を通して、時短1又は時短2のどちら
かを選択し、協力することで、協力金の交
付対象となります。
 時短１ 従前より5時から20時までの時間帯
を越えて営業する店舗が、5時から20時ま
での営業時間短縮（酒類の提供なし）　
　交付額：中小企業［3万円～10万円］
 時短２ 従前より5時から21時までの時間帯
を越えて営業する店舗が、5時から21時ま
での営業時間短縮（酒類の提供は11時から
20時まで）
　交付額：中小企業［2.5万円～7.5万円］
●その他の店
　従前より5時から20時までの時間帯を越
えて営業する店舗が、5時から20時までの
営業時間短縮（酒類の提供なし）に協力す
ることで、協力金の交付対象となります。
　交付額：中小企業［3万円～10万円］
※大企業への交付額は全ての要件で売上減
少額の4割（最大20万円）です。
【その他】
⑴申請方法・期間は、現在調整中です。
⑵詳細は、愛知県新型コロナウイルス感染
　症対策サイトにてご確認ください。
⑶問合せ先　愛知県県民相談総合窓口
　☎052-954-7453（全日 9：00～17：00）

　会報1月号でご案内した「電子帳簿保存
法」について令和3年12月24日に令和4年度
税制改正の大綱が閣議決定され、2年間の
猶予期間が設けられることとなりました。
これにより、①所轄税務署長がやむを得な
い事情があると認められ、②電子取引の取
引情報のデータを印刷して提示できる。ま
たは、提出に応じられる状態になっている
事を満たした場合、令和5年12月31日まで
の2年間、電子データ保存義務の猶予を受
けることができます。
【問合せ先】新城税務署 ☎22-2141

●所得税及び復興特別所得税
申告・納税期間：令和4年3月15日㈫まで
口座振替日：令和4年4月21日㈭
対象者：個人事業主や副業や退職による収
入がある方、医療費控除や住宅取得控除
（1年目）を受ける方など
●消費税及び地方消費税（個人事業者）
申告・納税期限：令和4年3月31日㈭
口座振替日：令和4年4月26日㈫
対象者：基準期間（令和元年分）の課税売
上高が1,000万円を超える方など

　青色申告は、一定の帳簿を備え付け、記
帳された帳簿に基づいて申告・納税を行う
ことで、白色申告には認められていない節
税効果のある数々の特典が適用される制度
です。白色申告とくらべて納税額や国民健
康保険料（税）の負担額も大きくかわりま
す。確定申告の必要がある方は、ぜひ青色
申告を検討ください。
＝青色申告の代表的な特典＝
①青色申告特別控除
　必要な条件を満たすことで10万円・55万
円・65万円のいずれかの控除を受けること
ができます。
②青色事業専従者給与
　生計を一にする配偶者や15歳以上の親族
に対して支払われる給与の全額を必要経費
とすることができます。（白色申告：配偶
者85万円、親族50万円）
③純損失の繰越控除・繰戻還付
　準損失（赤字）を翌年に繰り越し、翌年
以降3年間の黒字の所得から控除すること
ができます。また、赤字の年の前年が黒字
であった場合には、赤字を前年分に繰戻し
て、所得税額の還付を受けることができます。
＝注意＝
　青色申告を始めるためには、税務署に
「所得税の青色申告承認申請書」を提出す
る必要があります。期日は、白色申告者が
青色申告者になる場合と1月15までに新規
開業された場合は「その年の3月15日」ま
で、1月16日以降に開業した場合は「事業
開始の日から2カ月以内」となります。

　東三河の商工会・商工会議所が運営する
東三河で就職したい学生と地元企業を結ぶ
就職情報サイト「リクrooting」よりイベ
ントと出店募集のお知らせです。

   イベント　2023年新卒者向け
　インターンシップフェアNo.2開催

　12月に引き続き、サイトに掲載されてい
る企業が会社概要や今後のインターンシッ
プを案内するイベントがリアルとオンライ
ンで開催されます。
【日時】リアル：2月4日㈮・2月8日㈫
　　　　オンライン：2月7日㈪
　　　  時間は、いずれも13：00～17：00
【場所】ロワジールホテル豊橋
※参加にはメンバー登録が必要です。下記
QRコードより登録を行ってください。

＝お知らせ＝
　商工会では、東三河の人気＆優良企業
102社を掲載した「リクrooting」別冊を配
布しています。学生の皆様の就職活動にお
役立てください。

   募 集　事業所の皆様へ
   東三河合同企業説明会 出展受付中

　企業説明への出展には、Webサイト基本
情報と就活読本半ページ掲載がセットの
「リクrooting　基本パッケージ」へのお
申込みが必須です。詳しくは、サイトにて
ご確認ください。
【開催日】リアル：3月8日㈫・3月15日㈫
　　　　  オンライン：3月14日㈪
【場　所】 3/8　ホテルアソシア豊橋
　　　　  3/14  ロワジールホテル豊橋
【締切り】2月8日㈫（3/8・3/14開催分）
　　　　  2月15日㈫（3/15開催分）

 

　「大林組」の協力会社組織「大林組名古
屋林友会」の協力により、技能体験や建設
業の本音を知ることができるイベントです。
◇ 建設技能フェア
【対 象 者】中学生・高校生とその保護者
　　　　　  建設業就職希望者など
【体験内容】型枠組立、左官壁塗り、
かんな作業、サッシ組立、
ルーバー組立
【募集定員】30名（先着順）
【開催日時】令和4年2月26日㈯
　　　　　  9:00～16:30
【受付期間】令和4年2月18日㈮まで
【会　　場】愛知県立東三河高等技術専門校
【参 加 費】無　料
【申込・問合せ先】☎0533-93-2018
愛知県立東三河高等技術専門校

【日時】令和4年2月24日㈭
　　　　13:30～15:30
　　　（受付開始：13:00～）
【場所】新城文化会館
　　　　3階大会議室
【講師】コンサルティングオフィス　
トライアシスト大岩　代表　大岩基昭　氏
【講演内容】
「～特産品開発のコツ（商品開発～販路開
拓）を知って計画づくりを進めよう！～」
特産品の開発から販路開拓のための計画の
立案方法などについて、実際の事例を基に
講演を行います。
【参加費】無料
【定員】40名（定員に達し次第受付終了）
【申込期限・方法】2月21日㈪
電話、FAX又はメールで、講演名・所
属・名前・電話番号をお知らせのうえ、お
申込みください。
【問合せ先】愛知県東三河総局新城設楽振
興事務所山村振興課行政・山村振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ
☎23-2115　FAX:23-2125
E-mail:shinshiroshitara@pref.aichi.lg.jp

　2020年(令和2年)3月31日までに獲得され
たポイントは2022年(令和4年)3月31日㈭に
有効期限を迎えます。
　有効期限を過ぎるとポイントは失効して
しまいますので、ご確認いただき、お早め
にご利用ください。現在お持ちのポイント
や有効期限は、「加盟店」またはポイント
発行時の「ご利用明細」でご確認いただけ
ます。

【開催日】令和4年2月15日㈫※1日4事業者
【時間】10:00～/11:30～/14:00～/15:30～
【場所】新城市商工会館1階相談室
【コーディネーター】今井祐司氏
【相談料】無料（秘密厳守）
【申込み】新城市商工会 ☎22-1778

 

 

愛知県よろず支援拠点・豊橋サテライト
｢出張よろず相談会｣案内【事前予約制】

政官財から83名が出席
令和４年「新春懇談会」開催

電子帳簿保存法
電子保存義務「2年猶予」

令和３年度第２回奥三河観光
まちづくり塾   参加者募集中

コロナの影響で売上が減少している事業者の方へ

「事業復活支援金」制度概要

当記事の内容は
【国税庁  HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。

当記事の内容は
【商工会  HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。

東三河学生就職NAVI
「リクrooting」からのお知らせ

当記事の内容は
【リク rooting  HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。

移動販売マッチング支援事業
イベント主催者募集中

令和３年分確定申告のお知らせ
申告及びご相談はお早めに！

愛知県感染防止対策協力金

の実施について

当記事の内容は
【国税庁 HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。

（1月21日～2月13日実施分）

【重要】ご確認ください！！
　　　  いいじゃん！カード
ポイント有効期限についての
お知らせ

　新城市商工会では、下記の講習会を開催します。 参加を希望される方は、 申込書を商工会窓口ま
たは上記商工会HPから入手し、 必要事項を記入の上、 FAXまたは窓口にてお申込み下さい。
【申込み・問合せ先】新城市商工会　　☎22-1778　FAX:23-5900

　新城市商工会では、パソコンなどを仕事
や家庭で活かすための講習会を開催し、会
員の皆様のIT化を支援します。
【日時】令和4年2月17日㈭
　　　　昼の部14：00　夜の部19：00
【場所】新城市商工会館　３階　大研修室
【内容】パソコンを仕事や家庭で活かすた
め、コンピューターの基礎や
活用法などをわかりやすく説
明する初歩的な講習会です。
【講師】XCEL合同会社　中村雅英氏
【申込期限】令和4年2月10日㈭

　「哀悼と感動のセレモニー」を経営理念
と定め、そのドラスティックな成長戦略で
各界から注目を集める 「株式会社ティア」。
本セミナーでは、経営者にとって最も大切
な「感謝経営」を学ぶことができます。
【日時】令和4年2月21日㈪19：00
【場所】新城市商工会館
　　　　 3階大研修室
【テーマ】「感謝教育と感謝経営」
【講師】㈱ティア
　　　　代表取締役  冨安徳久氏
【申込期限】令和4年2月10日㈭

講習会開催のご案内

「 パ ソ コ ン っ て 何 ？ 」
会員限定　初心者向けIT講習会

ティアに学ぶ感謝教育と感謝経営
青年部主催　☆ライブ配信あり☆

メリットたくさん
　　　青色申告のご案内

当記事の内容は
【リク rooting  HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。

売上高減少率

▲50％以上

▲30％～50％未満

個人
法人

50万円

30万円 60万円

100万円

90万円

150万円

150万円

250万円

年間売上高※
1億円以下

年間売上高※
1億円超～5億円

年間売上高※
5億円超

※ 基準月  （2018年11月～2021年３月の間で売上高の比較に用いた月） を含む事業年度の年間売上高
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東三河高技専
建設技能フェア 参加者募集中
当記事の内容は
【東三河高技専  HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。

当記事の内容は
【事業復活支援金  HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。

当記事の内容は
【愛知県  HP】
で詳しくご覧になれます。
右のＱＲコードをご利用ください。


