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「相談してよかった｣の
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～今年の鹿島を祈念　新年賀詞交歓会を開催～
　令和４年の新年を寿ぐ新年賀詞交歓会（鹿島商工会議所・佐賀県農業協同組合・佐賀
県有明海漁業協同組合共催）を、去る１月４日（火）割烹清川にて開催いたしました。市
内外から約１２０人が参加して、鹿島市の発展を祈念し、参加者同士の新年の挨拶が交
わされました。今回は新型コロナウイルス感染症防止対策の為、当日出席者の制限を設
け、密を避けた着席式での開催となりました。

令和4年　新年賀詞交歓会
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　明けましておめでとうございます。
　令和４年の新春を迎え、謹んでお喜び申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症により、飲食業をはじめ旅行業など地域経済に大打撃を及ぼしまし
たが、昨秋以降、日本国内では新型コロナ新規感染者数が著しく減少し、本格的な日常生活回復
に向けた動きが加速化する状況で新年を迎えられたこと、心から嬉しく思います。
　商工会議所といたしましては、国や県、市の支援策を活用しながら、家めしクーポンや助かっ券、
金融や補助金等の相談対応など、事業者の皆様に寄り添った支援をさせていただいてまいりまし
た。これからも、皆様と共にコロナ禍を乗り超えてまいりたいと思っております。
　いよいよ、本年秋にはリレー方式により西九州新幹線が開業し、長崎本線は上下分離となり、
特急の本数が１４本程度と激減します。利便性が低下するのは明白です。まさに、死活問題であ
ります。このことについては、昨年１０月、九州運輸局に対して、利便性の確保についての意見陳
述をおこないました。また、それに代わる道路網の整備については、国や県に対し、国道４９８号
の鹿島市から長崎自動車道までの高規格道路「鹿島・武雄道路」の整備を要望し、併せて、有
明海沿岸道路の「福富・鹿島間」の整備促進と、諫早までの延伸も要望してまいりました。今後
も更に強く要望してまいります。
　なお、広域交通ネットワークの推進や新幹線開業効果を活かす観光ルートの開発には、近隣市
町との連携が不可欠であります。今まで以上に連携を強化し、地域の浮揚に貢献していきたいと思っ
ております。
　また、事業承継支援や創業支援、かしまビジネスサポートセンターにおけ
る様々な支援など、県や市と連携しながら、会員の皆様に「相談してよかった」
と言っていただけるよう、取り組んでまいりたいと思っております。
　コロナ後を見据え、輝きと希望に満ちた年となりますようお祈り申し上げ
まして、新年の挨拶とさせていただきます。

新年ご挨拶

令和４年正月　鹿島商工会議所　会頭　森　孝一

会員事業所永年勤続・優良従業員等表彰のご案内
　永年にわたる事業所への貢献に感謝を込めて、また従業員の方々の志気高揚策として、
ぜひ活用ください。

●表彰式 　 令和４年３月25日（金）　【鹿島商工会議所通常議員総会での表彰式です】

●詳しくは、同封の「会員事業所永年勤続・優良従業員等表彰のご案内」をご覧ください。

永年勤続従業員表彰

優 良従業員表彰

…会員事業所に10年以上勤務され、勤務成績が優秀な従業員を表彰

…会員事業所の従業員として、業務上有益な考案等をし、企業の発展に貢献し、その功績が
顕著な従業員を表彰
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補助金案内

補助金を利用して新しい取り組みを始めませんか？設備などを購入される前にお問い合わせください！

マル経資金のご案内

担保・保証人不要！
　マル経資金とは、商工会議所の経営指

導を受けている小規模事業者の方が、経

営改善に必要な資金を商工会議所の推薦

により、無担保・無保証人・低金利でご

利用いただける公的融資制度です。

コロナの影響で売上げが減少している皆様へ

◎対象資金…運転資金・設備資金

◎限度額…２,０００万円

◎返済期間…運転資金７年以内
　　　　　　設備資金１０年以内

◎利　率…１.２１％

 （令和３年１１月１日現在）

事業復活支援金

概　要

※詳細については、鹿島商工会議所まで
お問い合わせ下さい。 ※詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

※詳細については、鹿島商工会議所までお問い合わせ下さい。

「事業再構築補助金」
唯一建物を対象とした補助金
（建物以外も対象）
ポストコロナ・ウィズコロナ時代
の経済社会の変化に対応する
ための事業経費を支援
●補助率：２/３以内
●補助額：１００万円～８，０００万円
※補助率、補助額は売上減少
率や従業員数などに応じて
変わりますので、お問い合わ
せください。

●今後のスケジュール
　第５回受付開始：令和４年１
　月中に公募開始予定。

「低感染リスク型ビジネス枠」

ポストコロナ社会に対応したビ

ジネスモデルの転換に資する

取組みなど

●補助率：３/４以内

●補助額：上限１００万円

●今後のスケジュール

　第６回受付締切：令和４年３月９日（水）

※ネット申請のみ。gBizID必須

　（数週間要する）

「小規模事業者持続化補助金」

一般型

販路開拓の補助金

【取組例】店舗改装、看板設置、

パッケージ刷新、新設備導入など

●補助率：２/３以内

●補助額：上限５０万円

●今後のスケジュール

　第７回受付締切：令和４年２月４日（金）

　第８回受付締切：後日公開予定

＊対象者：

＊給付額：

＊算出式：

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
上または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）

給付額は、上記で定めた上限額を超えない
範囲で、「基準期間※1の売上高」と「対象月
※2の売上高」に5をかけた額との差額

※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のうち、
売上高の比較に用いた月を含む期間。

※2　2021年11月～2022年3月のいずれかの月

給付額＝（基準期間※1の売上高）ー（対象月※2の売上高）×5

売上高
減少率 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

法　　人

個人

▲50％以上

▲30％～50％

50万円

30万円

100万円

60万円

150万円

90万円

250万円

150万円

上限額

※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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　令和３年１１月１８日（木）に入会３年未満の方

を対象に交流会を開催いたしました。当会議所や

かしまビジネスサポートセンターの活用等の紹介

や、会員様の体験談を直接聞く機会を設け、改め

て会員になったメリットを感じていただきました。

また、名刺交換時には各々自由にお話していただ

き、和やかな交流会となりました。ご参加の皆様あ

りがとうございました！

　令和４年２月８日（火）に市内及び近隣市町の高
校二年生とその保護者を対象とした「鹿島市企業
説明会～鹿島市の企業を知ろう～」が開催されま
す。
　この説明会に合わせて、令和３年１２月８（水）９
日（木）に「企業ガイドブック作成個別相談会」を開
催しました。この相談会では目につきやすい写真選
びや、企業の強みを伝えるPRの仕方などを学ぶも
のです。参加された事業者からは目から鱗だったと
大変満足された様子でした。

新入会員交流会 企業ガイドブック作成個別相談会

青色申告会

個人事業主の方は、確定申告のご準備を
お願いします！

スケジュール

２５日（火）：弁護士　相談日
３１日（月）：事業再構築補助金（第５回分）公募開始予定
２６日（水）：SNS集客セミナー開催
３１日（月）：佐賀おいしーと食事券使用期限

確定申告がはじまります

補助金や相談日の
スケジュールを
お知らせします１月

　３日（木）：社会保険労務士　相談日
　４日（金）:「小規模事業者持続化補助金」一般型（第７回）受付締切
１６日（水）：令和3年確定申告申請スタート
２２日（火）：弁護士　相談日
２６日（土）：まちあそび人生ゲームin祐徳

2月

　３日（木）：社会保険労務士　相談日
　９日（水）：「低感染リスク型ビジネス枠」受付締切
１５日（火）：確定申告提出締切
２２日（火）：弁護士　相談日

３月

※弁護士（法律関係）、社会保険労務士（社会保険全般、働き
方改革等）の相談については事前予約制となっています。

令和３年分所得税の確定申告書の様式・手引き
等、関係書類が国税庁ホームページへ掲載されま
した。

詳しい内容は、下記、国税庁ホームページをご覧ください。

令和４年２月１６日～３月１５日まで所得税申告期間:

令和４年２月２６日～３月３１日まで消費税申告期間:

様式・手引き等
ダウンロードはコチラ

令和３年分確定申告
特集はコチラ
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（令和3年10月1日～令和3年12月31日）

まちあそび人生ゲームinかしまを開催

Ｔ Ｅ Ｌ

住所（大字）

上 田　真 生

新 井　啓 泰

岸川　ひとみ

川﨑　いずみ

080-8732-8255

0954-69-0750

0954-69-1362

0954-68-0711

山 浦

重ノ木

納富分

山 浦

業　種

美 容

社会保険労務士

美 容

介 護

※情報公開にあたりましては許可を頂いた
　会員様のみ掲載しております。

A D E U

アリア社会保険
労務士事務所

ケアサービス
よろこび株式会社

s h a n t i

職員紹介 鹿島商工会議所
職員を紹介します！
鹿島商工会議所
職員を紹介します！

　令和3年１１月２７日（土）に鹿島市中心商店街

において「まちあそび人生ゲームinかしま」を開催

しました。鹿島商工会議所青年部４０周年を記念

して開催されたこのイベントは商店街の各店舗を

人生ゲームのマスに見立ててルーレットに従って

ゴールを目指すものです。多くの方に参加してい

ただき、活気溢れるイベントとなりました。

●１１月２９日（月）に、サービス業・商業・運輸観光

業３部会と鹿島市商工観光課で、コロナ対策に

おける支援策について意見交換会を開催しま

した。

●建設部会において「上司から部下へのコミュニ

ケーションの取り方」セミナーを令和２年１０月１

３日（水）に行いました。

　本事業は、コミュニケーション能力向上による組

織力強化を目的に実施しております。

青年部活動について 部会活動の報告

新会員のご紹介

郡　ゆかり（こおり　ゆかり）

中小企業相談所 所長（業務全般）

読書、子供の部活の応援（野球）

平成14年に入所して、もうすぐ20

年目になります。職員の若返りとデジ

タル化が進み、年を感じる今日この

頃です。しかし「初心忘れるべから

ず」を胸に、会員事業所さま

と接することが出来ればと

思っていますので、些細なこ

とでもご相談下さい。

名　　前

趣 味

一 言

担当業務

皆さま、よろしく
お願いいたします！！

事業所名 会 員 名
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ビジネスサポートセンター

○かしま創業塾2021（11月コース）を開催しました
　１１月３日・６日・７日の全3日間で「かしま創業塾2021・11月コース」を開催し、市内外から5名の方に
ご参加いただきました。
　具体的なビジネスプランの立て方や、会計の基礎知識、顧客心理に基づくプロモーション方法、創業計
画書の作成方法について、中小企業診断士をはじめ、各分野の専門家に講義していただきました。
　創業に向けたコンセプト作成や創業後のサポート等、当センターで行っておりますので、お気軽にお問
い合わせ・ご相談ください。
　また、創業のご相談だけでなく、販路開拓や補助金、事業承継等幅広いご相談にも対応しておりますの
で、お気軽にご相談ください。

かしまビジネスサポートセンターの
LINE公式アカウントにて、林診断士
による定例相談日のご案内や補助金
情報等タイムリーにお届けしておりま
す！ぜひ友達登録お願いいたします！

ＬＩＮＥ公式アカ
QRコード

LINE公式アカウント
○定例相談日の案内
・1月27日(木)
・2月3日(木)､4日(金)､10日(木)､18日(金)
　24日(木)､25日(金)

○佐賀県よろず支援拠点 鹿島サテライト
担当コーディネーター：粕谷 浩子　氏
相談日：毎月第２・第４月曜日

お問い合わせ先
かしまビジネスサポートセンター
TEL:0954-62-4980

アクサ生命保険株式会社 佐賀営業支社
（鹿島分室）〒849-1311 　　　　　
佐賀県鹿島市大字高津原4296-41　
TEL 0954-62-2442


