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音更町飲食店応援クーポン事業
商工会は、町より委託され、利用店舗の募集・決定、チラシ印刷、クー

ポンの換金等の業務を遂行いたします。

目 的
新型コロナウイルス感染症の影響を受け経営状況が悪化した町内の飲

食店を町全体で応援するために飲食クーポンを発行、全町民に1,000円分
（500円×2枚）配布し、飲食店の事業継続及び町内の消費喚起を図る。

利用期間 令和４年７月１日から９月３０日まで

利用店舗 １１３店舗
・クーポン郵送時にチラシに掲載
・商工会ＨＰに掲載
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号１第度年４和令 けふとお工商 日０３月６年４和令

～ 令 和 ４ 年 度 の 事 業 計 画 に つ い て ～

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、対面
による訪問を極力控えた事業展開を実施しＩＴを活用
した事業者向け支援策の迅速な情報提供を行います。
また、状況をみながらオンラインによるセミナー、リ
モート会議等を検討し、会員のニーズに対応して行き
ます。

経営発達支援事業は、小規模事業者の事業の持続的
発展の持続的発展に資するものとして、経営改善普及
事業の中でも特に重要な事業となっています。小規模
事業者の売上増加や利益確保を図るために、伴走型小
規模事業者支援事業の効果的な活用を推進し、引き続
き円滑な事業実施を展開して行きます。

事業継続計画及び事業継続力強化計画は企業として
事業を継続していく上での経営資源の管理方法やリス
クマネジメントを整理するもので、経営計画の一種で
もあります。地域防災計画の策定やハザードマップの
策定など自然災害への対策で重要な役割を担っており
様々な場面で小規模事業者と接点を有しています。
このため、商工会は地域の防災を担う音更町と連携し
て自然災害に備える小規模事業者の取組の支援を強化
します。

コロナ禍で懸命に経営努力を続ける中小・小規模事
業者の支援に向けて、行政と一体となり国に対して支
援強化を求めるとともに、雇用維持や事業継続など安
定的かつ持続的な経営に向けて、リモート会議やＷＥ
Ｂによる経営相談の推進など、コロナ禍における様々
な環境変化に対応できるよう相談指導体制を整えなが
ら支援を強化します。

①日本政策金融公庫資金の推進
・マル経資金、新型コロナウイルス対策マル経
・新型コロナウイルス感染症特別貸付

②音更町商工業振興資金の推進（新規創業者への支援）
及び利子補給制度の改善要望

③金融懇談会の開催

会員増強は商工会活動のバロメーターです。継続的
な増強運動により令和４年３月末の会員数は６４２事
業所となり増加することができました。今年度も会員
サービスの提供を重視して引き続き増強運動の展開に
より、道連が設定した目標値(総会員の純増１％増)を
達成し、組織率のアップを図ります。また、会員サー
ビスの充実を図るためには健全な組織・財政基盤が欠
かせないことから、会員増強の推進や会員事業所への
福利厚生充実とともにあおぞら共済制度の普及拡大に
一層努めます。

音更町、地域金融機関、大学、高校そして町内ボラ
ンティア等の関係機関と連携し、「学ぶ機会」を提供
することで地域課題の解決や小規模事業者の経営支援
基盤の強化を図ります。特に町内金融機関については、
地域の経済動向調査やコンサルタント機能の情報を多
く保有しており、経営相談も含めて支援していくシス
テムを構築して行きます。

昨年１２月に条例が施行されました。商工会として
は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り
組むとともに、町が実施する中小企業等の振興に関す
る施策の実施に協力するため、新たな委員会を設置し
推進して行きます。

会員が増加するなかで、商業・建設工業・観光サー
ビス業部会に所属する会員は業種も多岐にわたってお
り、部会活動へ参加しやすく、活性化を図るため部会
編成を含め組織の見直しについて検討を進めます。

本年度は、コロナ禍の長期化によりあらゆる業種、とりわけ観光・飲食業が大きな影響を受けており、会

員事業者に寄り添った伴走型の経営支援をより一層充実するとともに、認定を目指している「事業継続力強

化計画」策定促進に努めます。

町内中小企業者の減少や事業規模の縮小により活力
が失われることがないよう、音更町とともに、相談窓
口による事業承継支援を強化し、若い世代の将来にわ
たる音更での生活基盤の確立を目指します。

１１.部会構成の見直し

９.関係機関との連携強化

１０.音更町中小企業・小規模企業
興基本条例の活用推進

８.会員増強運動の推進（組織率の
アップと強固な組織基盤の構築）

７.金融

１.ＩＴ活用による情報発信の推進

２.経営発達支援事業の強力な推進

３.事業継続力強化支援事業の推進

４.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大に対する
支援事業の推進

５.地域経済の縮小を防ぐ事業承継
支援事業の強化

６.地域活性化事業の推進

①空き店舗活用による地域コミュニティー事業の推進
②メロディーライン推進協議会の事業支援
③音更町魅力情報発信施設（道の駅）との連携
④音更町飲食店応援クーポン事業の推進

振
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商工おとふけ 令和４年６月３０日令和４年度 第１号

源泉所得税納付に関する個別指導の実施について

会社法人や個人事業主の皆さまが従業員へ給与を支払った場合や、税理士・弁護士・社労士など

に報酬を支払った場合には、その支払金額に応じた源泉所得税を給与・報酬から差し引いて預かり、

事業主が納付期日までに国へ納めなければなりません。

商工会では、青色申告会との共催で下記日程により源泉所得税の計算・納付についての個別相談

窓口を開設いたしますので、是非ご来所下さいますようご案内を申し上げます。

①令和４年７月５日（火）午前１０時００分～午後３時３０分
（木野地域町民センター 木野支所２階 ２階会議室）

②令和４年７月６日（水）午前９時３０分～午後３時００分
（音更町商工会 プロスパ６ ２階ホール）

※ 源泉所得税の納期特例１～６月分の令和４年度納付期限は７月１１日（月）までです。

※ 新会員の皆様へ 相談に係る料金はかかりません。詳しく指導内容を確認されたい方は、

音更町商工会（TEL４２－２２４６）までお気軽にご連絡ください。

【青年部 夜桜ライトアップ】

４月２５日（月）～５月１日（日）の７日間で夜桜ライトアップ

事業を実施いたしました。本事業は「音更町の名所づくり」と「町

民にきれいな夜桜を楽しんでいただきたい」という趣旨で音更電業

協会や㈲小枝産業の協力のもと鈴蘭公園にて例年実施しております。

前年までは水銀灯を使用してライトアップしておりましたが、本年

は新たにＬＥＤ投光器を４０台導入し、実施いたしました。コロナ

禍ではありますが、昨年に引き続き本事業を実施することができ、

多くの方々に楽しんでいただけたことと思います。

小規模事業者持続化補助金を活用しませんか？

今年の持続化補助金（一般型）の公募については、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変

更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等）等に対応するため、

小規模事業者等が取り組む販路開拓等に取組の経費の一部を補助する制度です。補助率及び補助上

限については、公募の類型により下記のとおりとなっております。

【第９回受付】 申請締切 令和４年９月中旬

【第１０回受付】 申請締切 令和４年１２月上旬

【第１１回受付】 申請締切 令和５年２月下旬

公募については、それぞれ申請の締切日が設定されていますので、申請を検討している方は、お早

めに商工会へご相談・ご連絡をお願い致します。

小規模事業者持続化補助金を活用しませんか？	 

	 

今年の持続化補助金（一般型）の公募については、今後複数年にわたり相次いで直面する

制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等）等に

対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等に取組の経費の一部を補助する制度

です。補助率及び補助上限については、公募の類型により下記のとおりとなっております。	 

	 

類型	 通常枠	 賃金引上げ枠	 卒業枠	 後継者支援枠	 創業枠	 インボイス枠	 

補助率	 ２／３	 

２／３	 

（赤字事業者

は３／４）	 

２／３	 ２／３	 ２／３	 ２／３	 

補助上限	 ５０万円	 ２００万円	 ２００万円	 ２００万円	 ２００万円	 １００万円	 

	 

	 

【第９回受付】	 	 申請締切	 	 令和４年９月中旬	 

【第１０回受付】	 申請締切	 	 令和４年１２月上旬	 

【第１１回受付】	 申請締切	 	 令和５年２月下旬	 

	 

	 

公募については、それぞれ申請の締切日が設定されていますので、申請を検討している方

は、お早めに商工会へご相談・ご連絡をお願い致します。	 

	 

１４ ６４ ３０



4
4

日０３月６年４和令けふとお工商令和４年度 第１号

株式会社 創険 【保険代理業】

代 表 坂本 健和

音更町木野東通４丁目４

ＴＥＬ ４３－５５０５

損害保険、生命保険を取り扱う
総合保険代理店の創険です。個
人のお客様をはじめ、各事業を
営まれている法人様まで幅広く
リスクコンサルティングを行っ
ております。経営者様向けの保
険や賠償責任保険など最適な保
険の御提案をいたします。お気
軽に御相談下さい。CFP、損害
保険トータルプランナー在籍。
https://hokensouken.com

ステーキ＆バー ヒーロー（すまいる企画） 【飲食業】

代 表 田中 博貴

音更町すずらん台仲町１丁目１－１３

ＴＥＬ ０９０－７６４３－０８６９

すずらん台で牛ステーキ・ハンバーグをメイン料理として、お食
事、お酒を楽しめてくつろげる場所です。ランチ、テイクアウト
もやっています。

１４ ６４ ３０
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日０３月６年４和令けふとお工商令和４年度 第１号

ワークマンプラス音更木野店 【作業服販売】

代 表 林 研二

音更町木野大通東７丁目１－２

ＴＥＬ ３０－７７１１

作業服用品店のワークマンプラスです。カジュアルな服はもちろ
んアウトドア・キャンプグッズにも力を入れています。企業様の
制服もぜひ当店で！

合同会社ACT PROMOTION 【イベント企画・運営等】

代 表 小林 弘明

音更町ひびき野西町１丁目６－８

ＴＥＬ ０９０－５９５１－１３９６

花束を贈るように生演奏の音楽を贈りま
せんか？多様なシーンに合わせたマリン
バの生演奏によるプログラムコンテンツ
を 提 供 い た
します。

１４ ６４ ３０
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商工おとふけ 令和４年６月３０日令和４年度 第１号

現在の会員数

６４６件
令和4年6月14日現在

新会員さん
ご紹介ください

豚丼のぶたはげ道の駅おとふけ店 【飲食店】

代 表 矢野 整

音更町なつぞら２番地

ＴＥＬ ６７－０５８５

今春に道の駅おとふけ《なつぞ
らのふるさと》内に開店しまし
た。豚丼はもちろん、音更の食
材をふんだんに使用したとん汁
もご用意しておりますのでご来
店お待ちしております。

】店食飲【舎遊房茶
代 表 佐々木 みゑ
音更町駒場本通３丁目１６－１
ＴＥＬ ４４－２５８０

ペイントワーカー 【建築塗装】
代 表 刈屋 秀一
音更町北鈴蘭南３丁目３－１
ＴＥＬ ６６－４４４２

Ｂｌａｃｋ Smith Ｆａｃｔｏｒｙ 【金属加工業】
代 表 谷 知也
音更町木野大通東１３丁目２
ＴＥＬ ０９０－９５２９－８１２８

オトプケとん汁と豚丼2枚 980円税込

１４ ６４ ３０


