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多くの事業者が利 用
「 事業復活支援金 相 談 窓口 」

おちやまちゼミ

インスタグラム講習会開催！

新型コロナウイルスの影響を受けた事業の継続・
回復を支援する国の「事業復活支援金」（６月17日
受付終了）は、対象となる多くの事業者が交付を受
けています。当所では「登録確認機関」として申請
希望者の事前確認を135件行ったほか、申請のサポ
ートや相談が必要な事業者のために新潟県行政書士
会の協力を得て、「事業復活支援金相談窓口」を３
月から３か月間設置し、のべ67事業所が利用しまし
た。オンライン申請が困難な事業者からは「申請代
行してもらってありがたい」との声が聞かれました。

おぢやまちゼミ運営委員である佐藤順子氏による
インスタグラム講習会を開催中です！
全３回の開催で
５月10日㈫［インスタを始めよう〜投稿まで］※終了
６月２日㈭［インスタ写真の撮り方を学ぼう］※終了
６月21日㈫［インスタの活用〜ストーリー・タグ付け等］
の日程と内容で開催しております。
６月21日㈫に最終日となります。インスタグラ
ムを使ってお店のPRやお店同士の繋がりを深めて
いきましょう！当日の飛び入り参加も可能です。ご

新潟県「 新事業チャレンジ補助金 」
対 策セミナー＆個別相 談会

参加をお待ちしております。
詳細等は事務局までご連絡ください。

新潟県は令和３年度に引き続き、新型コロナウイ
ルスの影響を受けた県内中小企業等の前向きなチャ
レンジを支援する「新事業チャレンジ補助金」を今
年度も実施、第１回目の募集を行いました（６月３
日受付終了）
。
当所では、中小企業診断士 小松俊樹 氏を講師に
迎え、５月９日(月)に本補助金のセミナーを、さら
に９日(月)10日(火)の両日に個別相談会を開催しま
した。セミナー、相談会とも様々な業種の参加があ
り、その後のお問合せも多くいただきました。ポス
トコロナ時代を生き抜くためチャレンジする事業者
を小千谷商工会議所も全力でサポートします。
本補助金の今後の募集につきましては、県の予算
の状況を踏まえて後日発表される予定です。

〈お問い合わせ〉
事務局 小千谷商工会議所 TEL：83−1300
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小千谷商工会議所 会頭選考委員会 委員名簿

す。次期会頭の選任にあたりましては、規約

部会・団体名

氏

名

に基づき「会頭選考委員会」を設置して、選考

卸

売

商

業

部

会

部会長

大宮

武一

委員で次期会頭候補者を協議決定し、その後の

小

売

商

業

部

会

部会長

大川

明

常議員会、議員総会で承認をいただく予定でお

工

会

部会長

吉澤

貞雄

会

部会長

藤橋

晴喜

会

部会長

山岸

豊司

会

部会長

郷

観 光 サ ー ビ ス 部 会

部会長

大竹

輝夫

諸

会

副部会長

廣井

充
弘和

ります。
４月26日(火)開催の常議員会で会頭選考委員
の選任が承認されました。その後に選考委員の
委嘱を行い、以下日程にて会頭選考委員会を開
催しました。

金

業
融

交
建

証
通

設

工
業

部
券

部

部
業

部

部

勇

小千谷鉄工電子協同組合

理事長

酒巻

１回目：５月24日(火)16時 〜 17時

小千谷商工会議所 女性会

会

髙野千佳子

２回目：６月 １ 日(水)11時〜正午

小千谷商工会議所 青年部

直前会長

計

2

職名

おぢや会議所だより

長

鈴木

秀信

11名

RE A

L

リアル

サイド

SIDE

会員事業所訪問
vol. 15

「創業塾」を利用し、新たに商工会議所に
ご入会いただいた薭生の美容室にお伺いし
ました。

エムスリー

◦住所：小千谷市大字薭生1380-6
◦電話番号：0258-94-5712
ツルハ
◦営業時間：
ドラッグ
9：00～19：00 石動神社
（定休日：水曜
第二第四木曜）

EMU THREE

スーパー
マルイ

▲

EMU THREEホームページ
ご予約もこちらから

スーパーやドラッグストアなど、開発の進む薭生・元中子の国道沿いに、白く四角い店舗が見える。一昨年オ
ープンした美容室「EMU THREE（エムスリー）」の店長、間野達哉さんにお話を伺った。

独立、地元で自分の店を持つ
間野さんは東小千谷地区の出身で、もとは別の美容室の小千谷支店に勤め
ていたが、自分の店を持ちたいと思い創業の準備を進めていた。そんな折に、
以前より付き合いのあったパティスリーヨシザワ（薭生・菓子店）から「自
店の移転用に土地を探していたが、自店を建てるには広すぎる土地購入の話
を持ちかけられた」と話があった。
「店が１つ建つよりも、２つの店が並んで建てば相乗効果が生まれ、より
地域が盛り上がるのではないか」と２人で話し合い、土地を半分ずつ購入し
▲店舗外装。シンプルな白にこだわり、
外装も真っ白。

て店を建てることを決める。その後商工会議所の創業塾を受講し、2020年11
月にオープンした。

店名には、間野さんの名前に由来したＭをもじった「EMU」と、いつまでも勉強する心を忘れずに成長を続
けたいという思いから、そのために必要な『創造・表現・バランス』を意味する「THREE」を合わせ「EMU
THREE」と名付けた。

楽しみ半分、不安も半分。支えてくれたのは地元のやさしさ
オープンにあたって、自分の店が持てるという楽しみな気持ちの半面、うまく
やっていけるだろうかという不安な気持ちも同じくあった。「美容師の腕には自
信があったけれど経営に関しては経験が無く、始めてしばらくは慣れない経理で
苦労もしました。そんな中でも、以前の職場のお客様が予約を入れてくれたり、
新規来店から常連になってくれたお客様もいて、小千谷の人のやさしさを感じま
した」

日常から、非日常の「癒し」を
店のメニューでは、ヘアカットやカラーはもちろん、ヘッドスパにも力を入れ
ている。美容室に来る人はその時間が唯一の一人で自由にできる時間、という人
も多い。そういった方にリラックス、リフレッシュしてほしいという思いがあっ
た。
「何かと忙しい今の時代には癒しが必要かな、と感じます。日常の息抜きに、
自分へのご褒美に利用していただきたいです」

▲店長の間野さん「男性でも女性
でも、必ずステキに、カッコよ
くします！」と語ってくれた

店づくりのコンセプトとして、外装や内装など「白色」を基調に作られている。
柔らかな光の入る白く穏やかな空間は、様々な色や情報に満ちた日常に流れる時間
から離れたように意識を澄ませ、心を落ち付かせる。日常から一歩足を伸ばして、
自分のための非日常を楽しんではいかがだろうか。
▲

真っ白な店内はお客様から「漫画のドラゴンボールの『精神と時の部屋』みたい」と言われたことも。
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「インボイ ス 制 度 」 が 始 ま り ま す
最近よく耳にする「インボイス制度」。消費税の納税に深く関係する制度なのです。
事業者の皆さんには決して無関係ではありません。そろそろ準備が必要ですよ！

① まずは「消費税納税の仕組み」をおさらいしましょう

消費税は、商品の各取引の段階（例：下の図 製造業者→卸売業者→小売業者→消費者）で課税されます。そ

れぞれの業者が「売上で預かった消費税」から「仕入で支払った消費税」を差し引いた額を申告・納税すると、
結果的に消費者が負担した消費税が国に納付されることになるのです。
この「売上に係る消費税額」から「仕入れに係る消費税額」を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
取
引
消費税

製造業者

卸売業者

小売業者

消費者

売上げ 50,000
消費税① 5,000

売上げ 70,000
消費税② 7,000

売上げ 100,000
消費税③10,000

支払総額 110,000

仕入れ 50,000
消費税① 5,000

仕入れ 70,000
消費税② 7,000

10,000

納付税額・B
②－①＝2,000

納付税額・Ｃ
③－②＝3,000

申告・納税

申告・納税

納付税額・A
①＝5,000

申告・納税

消費者が負担した消費税

各事業者が個別に

納付した消費税
 A+B+Cの合計 
消費税と地方消費税を合わせた税率
(10％)で計算しています。(単位：円)

現在の制度では、基準期間（前々事業年度）の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務を免
除されています。

② 「インボイス」って一体何 ?!

インボイスとは、
「適格請求書」といい、事業者登録番号や税率ごと（８％・10％）に計算した品代および消

費税額など、決められた事項がきちんと記載された請求書や納品書、領収書のことです。
ここで重要なのが「インボイスは、税務署に登録した『適格請求書発行事業者』でないと発行できない」とい

う点と「
『適格請求書発行事業者』は消費税課税事業者でなければならない」という点です。

③「インボイス制度」の何が問題なのか？

令和５年10月から始まる「インボイス制度」においては、消費税課税事業者が消費税申告する際、適格請求書

発行事業者が発行した「インボイス（適格請求書）」がないと、「仕入税額控除（上記①）」ができません。
つまり、仕入先からインボイスでない請求書を発行されて仕入代金を払った場合、「売上で預かった消費税額」
から「仕入で支払った消費税額」を差し引くことができないため、「売上で預かった消費税額」をそのまま納付
しなければならなくなるのです。
消費税課税事業者からすると「インボイスを発行できない仕入先からは仕入れたくない」ということになり、
取引を中止されたり消費税分の値引きを要求されたりする恐れがあります。

④ それは困る、でもどうすれば？

上記②のとおり、令和５年３月31日までに所轄の税務署に「適格請求書発行事業者」として登録した方が良い

でしょう。ただし、消費税免税事業者も課税事業者となって消費税を申告・納税する必要があります。
【 ご注意】ここに記載したことは一般的な解釈です。事業者それぞれがお取引先の状況や適格請求書を発行する
メリット・デメリットを考えたうえで総合的に判断する必要があります。
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スタート！
顧客に事業者がいますか？

顧客はすべて
一般消費者です

事業者のみです
事業者も一般消費者もいます

「インボイス発行事業者に登録すべき？」

簡単判定フローチャート

あなたは消費税の課税事業者ですか？

【ご注意】このフローチャートはあくまでも一般
的に判断するためのものです。インボイス発行事
業者の登録は任意です。自社の取引状況や経営の

実態を考慮して総合的に判断する必要があります。

インボイスを発行しないと顧客との取引に支障が出る恐れがあ
りますか？（顧客が消費税の「一般課税事業者」の場合、受注
されなくなる、消費税分の値引きを要求される など）

課税事業者になり消費税を納める
ことになっても顧客との取引を継
続したい

インボイス発行事業者に登録
した方が良いでしょう
登録手続き方法、インボイス
発行方法を確認しましょう

インボイス発行事業者に登録し
なくても影響は小さいでしょう
ただし、将来インボイスの発行
を求められ、取引に支障が出る
可能性もあります。インボイス
制度について理解しましょう

インボイス発行
事業者に登録し
ないという選択
もありです

検討が必要です。「知らなかった」
では済まされません！

少しでも
不安があれば

今秋開催予定の小千谷商工会議所のセミナー、個別相談会をご利用ください。詳細が決まり次第、
会議所だよりや当所ホームページでお知らせします。

ご相談は商工会議所で随時受付けております。まずはお電話ください。☏0258-81-1300
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小千谷商工会議所 Part11
8 部会所属事業所紹介
建築工事部会

建設業には多くの業種が存在し、それぞれが
高い専門性と特色を持っています。小千谷商
工会議所建設工業部会は建設工事の種類ご
とに４つの分科会を設けています。今回は大
工や左官、塗装工事などを行う「建築工事分
科会」に所属している事業所を紹介します。

建築工事 分 科 会

81事業所所属

※大工、左官、板金、塗装工事等を行っている事業所が所属しています。
事業所名

電話番号

大橋建築

営業内容

事業所名

電話番号

83-2374 建築

杵渕塗装

82-6777 塗装業

㈲廣井板金

82-5939 建築板金

㈲小野塚建築

84-2794 建築一般

㈱中澤建工

82-1760 建築工事・大工工事

㈲オオクマ工業

89-2532 住宅基礎工事・左官工事

小千谷市建築組合

82-2451 組合員の事務委託業務・代行業務

塚田建築

83-4592 型枠大工

㈱鈴木建築

82-3417 建築・設計

川上建築

83-5751 一般建築

㈱荻野塗装

83-2411 塗装工事・防水工事

平沢塗装

82-2517 塗装業

いくみ建装

83-3303 大工

田中ホーム

82-1088 建築工事

高野板金㈱

82-5221 建築板金

ミヤタカ

7804-2554 建設業(外構・道路・基礎)

㈱郷建築事務所

82-1134 一般建築設計施工

㈲伊佐板金加工所

82-3976 建築板金

㈲西方建材

82-3788 建築板金・建築設計

広井塗装

82-8054 建築塗装

㈱渡吉

77-6336 基礎工事・型枠工事、コンクリート工事

㈲アクトホーム

82-7990 建築工事

星野建築

83-1882 建築

やまざき内装

83-0166 内装工事

㈲カネキュウ建築

84-0405 建築工事一式

㈲東栄工務店

82-5138 建築工事

㈲滝沢左官店

94-4936 左官・タイル・基礎工事

瀬下組

77-7481 型枠大工

㈲黒崎工業所

84-2170 左官・タイル工事

小千谷防水工業

83-3996 防水工事

細貝塗装㈱

83-4857 建築塗装業

大矢建築

84-2316 大工

㈲高橋材木店

84-3785 一般住宅建築請負

大塚塗装

82-7507 建築塗装

㈲安達左官工業所

84-2174 左官工事

大渕商会

82-8826 配管工事

歴史を活かして、今後を造る

㈱鈴木建築

総合建設業として、設計・新築・管理から、リフォーム・リノベーションな
ど、一貫した施工を行う。住まいや社屋などの現代的な建物の他、国や県の重
要文化財などの歴史的な構造物の修理なども得意としており、近年では魚沼神
社の阿弥陀堂の修繕や、巫女爺人形のからくり修理なども行った。
「歴史的な建造物の数百年の時代を超える優れた技術を受け継ぎ、活かして、
現在の暮らしを造り支えていきたい」
、
「小さな仕事から建物の新築まで、何で
もご相談ください」と語ってくれた。
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代表取締役の鈴木秀信さん▶

営業内容

事業所名

電話番号

星野建築

営業内容

事業所名

電話番号

営業内容

83-4478 大工

シノダインテリア

83-3846 表具・内装工事

南雲左官

82-7722 左官工事

篠田材木店

82-3234 木造建築請負・木材・アパート経営

㈲佐藤建築工業

82-3885 一般建築工事

川上建工

82-9811 建築工事

㈲星野工務店

82-5652 建築工事

㈱金子内装

83-2383 建築一般

野沢左官タイル店

82-2385 左官・タイル工事

㈲佐藤板金店

84-3048 建築板金

㈱渡部工業

82-1167 左官工事・鳶・土工工事

㈱広井建築

83-4860 建築大工

㈲根津工業

82-3436 左官・鳶・土工工事・リフォーム

山本建築事務所

82-3435 一般建築

久保田建築

82-9139 建築工事

佐藤板金

82-9738 建築板金

佐藤板金工業

090-9005建築板金
3422

㈲内藤内装企画

84-3456 内装工事

郷左官工業

82-9860 鳶・土工・左官工事

㈲南雲住建

82-7650 一般建築

安部板金

82-5038 板金加工

星野板金

83-0889 建築板金

目崎塗装店

82-9675 建築塗装

名塚板金店

84-2612 建築板金

㈲涌井建築

86-8686 一般建築請負

池田装業

82-9272 内外装板金

大渕内装

82-0475 内装工事

㈱本田建築

83-3485 土木建築工事請負

野澤工機

82-3106 電動工具・大工道具

阿部建築㈲

82-2338 社寺建築及び一般建築設計・施工

堀井仮設興業㈱

84-4508 とび・足場

安達板金

82-5407 建築総合板金業

水内建築

82-3088 建築工事

木村工務店

建築施行管理業務全般・リフォーム
82-7878
工事

㈲旭カッター工業

82-4118 道路切断・構造物穿孔

㈲木島工務店

建築工事・大工工事・
82-3524
１級建築士事務所

㈲南雲建築工業

83-3528 建築工事一式

㈲星野板金店

82-0543 建築板金

㈱藤田内装建築

86-2576 内装仕上工事

小森塗装

82-1274 建築塗装

㈱水落内装

86-3304 内装仕上工事

山栄材木店

82-6434 木材・木製品・一般建築工事

岩沢製材所

86-2043 木材・木製品

安達建築板金

84-2846 建築板金

池新左官

86-2569 左官工事

木のぬくもりと、現代に残す「和の心」

㈲星野工務店

昭和43年に創業。木造住宅の新築やリフォームを中心に行う。
「木のぬく
もりのある家」にこだわり、小千谷の風土に寄り添いながら家づくりを続
けてきた。
家族の要望を取り入れつつ、風の入る窓の向きや大きさ、土地の気候を
考慮して、それぞれの家族が心地よく暮らせる「住みやすい家」を目指し
◀社長の
山田奈緒子さん（自画像）
。

てお母さん目線で設計・施行を行う。またそれだけではなく、木や畳など
の素材の良さを活かした『和の心』が調和した家づくりを提案している。

※掲載している事業所の詳細につきましては令和４年５月31日時点で当所に登録されているものになります。ご登録情報
の変更、所属部会のお問い合わせは小千谷商工会議所（☎ 81–1300）までご連絡ください。
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小千谷商工会議所女性会

夏きもの満喫
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小千谷ちぢみフェス

女性会主催の小千谷縮を始めとした、小千谷の織物を
女性会主催 小千谷縮を始めとした 小千谷 織物
楽しむイベントです。

◆日 時：7月17日(日) 10 時〜16 時

◆開 場：サンプラザ ３Ｆ
◆入場料：500 円（中学生以下無料）
【イベント内容】

縮ファッションショー

縮&風船

日時

6月24日(金) 12時より

会場

サンプラザ 3Fホール

フォトスポット
あります！

※昼食をご用意いたします。

ワークショップ

（13 : 30 〜15 : 00）

（10 : 00 〜12 : 00）

小千谷縮を使った着物や洋服
などのファッションショーです

女性会会員による、夏きもの
がもっと楽しくなる各種ワー
クショップを随時開催
・帯結び講習会
・縮のかんたんお手入れ講習会
・和装に合うヘアアレンジ・
メイクアップ講習会
・写真撮影プチレッスン

縮の結婚式】
結婚式をイメージした模擬挙
式スタイル
ライブショー】
県内で活躍中のアーティスト
による縮衣裳での音楽ライブ
ファッションショー】
着物・洋服のファッションシ
ョー

今年度の

おぢやまつりの日程は

8 月 20 日（土）

物 販
物販 （10 : 00 〜16 : 00）

8 月 2 1 日（日）

縮の着物はもちろん、着こな
しに便利なアイテムや和小物
なども

※行事予定は詳細が決まり次第ご案内申し
上げます。
※今年度は規模縮少で２日間開催となります。

※今後の新型コロナウイルスの状況に応じて内容等が
変更になる場合もございます。

2022年5月期

全国商工会議所早期景気観測
全産業合計の業況DIは、▲20.4（前月比＋5.3ポイント）
ゴールデンウィークで人の流れは回復に向かい、小
売業で業況が改善。また個人消費の回復により、卸売
業も業況が改善。一方で、高騰・供給不足の長期化に
より、製造業は改善するも動きは鈍く、建設業では業
況悪化が継続。資源・資材価格の高騰スピードは速く、
増加したコストに見合う価格転嫁は行えていない。価
格転嫁の遅れは引き続き企業の収益回復の足かせと
なっているものの、活動回復による個人消費の持ち直
しに下支えされ、景況感は改善の動きが見られた。
先行き見通しDIは、▲23.6（今月比 ▲ 3.2ポイント）
需要喚起策等でさらなる活動活発化に期待感がうか

がえるも、個人消費の停滞を不安視する声が多く聞か
れた。また長期化するロシアのウクライナ侵攻や中国
のゼロコロナ政策による資材供給の乱れや、資源・資
材価格の高止まりに企業の価格転嫁は追いついておら
ず、先行きは厳しい見方が続く。
北陸信越の全産業の業況DIは、改善。
小売業では堅調な個人消費に下支えされ、飲食料品
等の需要が伸びたことにより売上が改善した。一方で
商店街や個人商店においては、仕入価格の高騰による
採算悪化を懸念する声が聞かれた。また卸売業では、
好調な小売業の業況に牽引される形で、売上・採算が
改善した。

会報本誌に掲載

５月の業況(前年同月比)

▲20.4

３ヶ月先見通し（5月～ 7月) ▲23.6

北陸 ５月の業況(前年同月比)
信越

▲18.6

３ヶ月先見通し(5月～ 7月) ▲21.8
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おぢや会議所だより

建設

製造

卸売

）は

５以上、
（

小売

）は

＋－

全国

全業種

５未満、
（

＋－

5月の全産業DIの推移

）は

＋－

※矢印は4月の業況との比較。
（

15以上

サービス

▲31.3

▲15.4

▲20.2

▲31.8

▲9.3

▲27.7

▲22.2

▲25.3

▲35.1

▲12.7

▲34.3

▲11.4

▲20.0

▲18.9

▲13.5

▲34.3

▲9.1

▲40.0

▲18.9

▲19.2

会 議・行 事 の 予 定

会 員 情 報
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5月末会員数 962

■所在地変更
（株）藤澤電機（5月16日付）
(新)城内 4 6 14
(旧)日吉 2 1 20

■代表者変更
長岡信用金庫 小千谷支店（4月1日付）
(新)渡辺 正樹
(旧)池田 直人
(有)イマイ（4月15日付）
(新)今井 弘之
(旧)今井

芳夫

(株)リコーキハラ小千谷工場（5月27日付）
(新)土屋 貞純
(旧)小牟禮 満
代表者の変更や連絡先等の事業所情報に変更
がございましたら、当所までご連絡ください
ますようお願い申し上げます。

※下記予定は変更となる
場合がございます｡

月

１日(水)
７日(火)
11日(土)
12日(日)
14日(火)
15日(水)
16日(木)
21日(火)
23日(木)
24日(金)
26日(日)
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会議所監査会
正副会頭会議
会員ゴルフ大会
簿記検定
常議員会
日商委員会
青年部役員会
おぢやまちゼミインスタグラム講習会③
県連会頭・副会頭・専務ゴルフコンペ
通常議員総会
珠算検定

月

５日(火)
15日(金)
17日(日)
19日(火)
20日(水)
21日(木)
22日(金)
26日(火)

正副会頭会議
青年部役員会
女性会 小千谷ちぢみフェス
県連第２回運営委員会
日商政策懇談会
日商委員会
経営相談会
北信越ブロック会頭会議

メラを設置したことで、現場の様子をスマートフォンから
も把握できるようになり、便利です。時代に即したものは、
いち早く使う姿勢です。

「DXの前提となる『挑戦する力』」
ＩＴ経営マガジン
｢COMPASS」編集長

石原

―― ＩＴに目を向けて、積極的に取り入れるのはなぜです

由美子

今回は、「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション」
などのＩＴ活用を含め、
「やってみる」
「挑戦する」風土を
醸成してきた富山県の㈱フジタです。
アルミ加工業のフジタは、2017年、工場近くに「ファク
トリーアートミュージアムトヤマ」を開設。モノづくりと
アートの融合という新分野への挑戦によりファンを増やし、
現場での活気を生み出している。
背景には10年間続けている「カイゼン活動」やＩＴ活用、
そして「やってみる」挑戦マインドがある。
インタビュー
代表取締役社長

か。
梶川

興味があるからです。例えば「クラウドだ」と言わ

れても使ってみないと本当のところは分からない。実際、
費用がかさんだり、言われるほどには使えなかったりとい
う経験もしました。
―― 試してやめることも？
梶川

はい、あります。逆に、まだ十分使いこなしてはい

ないけれど、利用者に情報提供が手厚く、活用余地がある
顧客管理サービスは使い続けています。
―― 製造業の未来やＤＸについてはどうお考えですか。
梶川

梶川貴子氏（文中、敬称略）

製造業は設備ありきで物事を考えがちですが、コン

テンツやサービス感覚も必要です。そこを担える「人」を
育てる環境づくりが経営者としての大事な仕事です。ＤＸ

も最終的には人。当社もまだ全員が同じように変化してい
―― 社長就任から10年。取り組みの幅が広がりました。
るわけではありませんが、
「変わってきた」という手応え
梶川 工場・ミュージアム見学や一般の方にもご来場いた
は、いずれ大きな力になると考えています。
だくイベントを通じて、製造業ではあまり発生しないＢｔ
ｏＣのサービスを一つずつ経験してきました。発信した情
【事例からヨミトル】
報を見て、
「面白い会社だから」と入社希望者もありました。
・ＩＴ活用も、「試してみる」「やってみる」ことから

会 員 情 報

―― 大きな刺激になったようですね。2020年からのコロナ
禍は？
梶川 ＶＲの活用によるバーチャル工場見学やセミナーの
ネット対応にも取り組みました。また、工場内にWebカ

始まります。
・導入したＩＴツールが自社にフィットしないことも
時々ありますが、その体験は財産です。
・挑戦する風土が人材の幅を広げます。
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インフォメーション ～お役立ち情報～
※詳細はお問合せ先にお電話していただくか、該当するホームページ等でご確認ください。
発信者・件名

主な内容
中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、
その増加額の一部を法人税（個人事業主は所得税）か
ら税額控除できる制度です。昨年度の制度に比べて控
除率の引き上げや要件の簡素化など、より利用しやす
くなっております。

【経済産業省】
令和４年度税制改正
中小企業向け
賃上げ促進税制について

【適用期間】
R4.4.1 ～ R6.3.31までの期間内に開始する事業年度
が対象（個人事業主は令和５年及び６年の各年が対
象）
。

お問合せ先

【経済産業省】
ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」:
https://www.chusho.meti.go.
jp/zaimu/zeisei/syotokukak
udai.html

【税額控除率】
雇用者給与等支給額を前年度比で1.5％以上増加させ
た場合、増加率や教育訓練費の額などにより増加額の
15％～ 40％を税額控除。
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【経済産業省】
Ｊ－クレジット申請手続き
支援について

Ｊ－クレジット制度は、「省エネルギー設備の導入」
や「再生可能エネルギーの導入」などの取組みによる
温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」
として国が認証し、他の事業者へ売却できる制度であ
り、中小企業によるカーボンニュートラルへの対応ツ
ールとしても活用いただけるものです。本制度により
創出されたクレジットは、低炭素社会実行計画の目標
達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用
されています。
今般、Ｊ－クレジット制度について、2022年度の事
業者支援（書類作成支援及び審査費用支援）が受付開
始されました。中小企業に対しては、登録時は80％、
認証時は100％の審査費用支援を行っています。

【経済産業省】
ロシアへの先端的な物品等
（量子コンピュータ、３Ｄ
プリンター等）の輸出等を
禁止する措置について

政府は５月13日、ロシアによるウクライナへの侵略
を受けて、ロシア向けの先端的な製品の輸出を禁止す
る外国為替及び外国貿易法（外為法）の輸出貿易管理
令の一部を改正する政令を閣議決定しました。
対象は、ロシアを仕向地とする先端的な物品等（量子
コンピュータ、３Dプリンターなど）とその関連する
技術などで、３月下旬に選定した５７品目に追加。当
該措置は５月20日より実施します。また、経産省告
示の改正により、輸出禁止措置に係る役務取引につい
ても規制対象となります。

おぢや会議所だより

【経済産業省】
Ｊ－クレジット制度（ホームページ）
：
https://japancredit.go.jp/
Ｊ－クレジット申請手続き支援
(ホームページ）
：
https://japancredit.go.jp/ap
plication/support/

【経済産業省】
ウクライナ情勢に関する外国為替
及び外国貿易法に基づく措置を実
施します(ニュースリリース)：
https://www.meti.go.jp/policy/
external_economy/trade_con
trol/01_seido/04_seisai/downl
oadCrimea/20220513press_russia.
pdf

