小学校休業等に関する支援について

なった個人で仕事をする保護者へ支援金を

話を行うために、契約した仕事ができなく

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世

【小学校休業等対応支援金】

した報酬となっていること

Ｃ 業務遂行に要する日や時間等を前提と

者から一定の指定を受けていること

態様、業務の場所・日時等について、発注

Ｂ 契約において、業務従事や業務遂行の

０９）

８６０９）
、小諸出張所（電話２３・８６

ハローワーク佐久（電話０２６７・６２・

▽お問い合わせ先

望する本人による手続が必要

未払賃金請求権等の延長につて

支給します。

④小学校等の臨時休業等により、子どもの
き予定されていた日時に仕事ができなくな

▽支援の内容

ったこと

世話を行うために、業務委託契約等に基づ

での間において、仕事ができなかった日に
援。
▽仕事ができなくなった期間

５月 日（火）

▽申請期限

を有する方は７５００円（定額）

であった地域（原則都道府県単位）に住所

はまん延防止等重点措置を実施すべき区域

※対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又

３月：４５００円

令和４年１～２月：５５００円／令和４年

31

学校休業等対応助成金・支援金コールセン

【変更点】２年→５年に延長（ただし当分

降に支払われる賃金

払／休業手当／出来高払制の保障給／時間

外・休日労働等に対する割増賃金／年次有

給休暇中の賃金／未成年者の賃金

▽賃金台帳などの記録の保存期間の延長

①保護者であること

できる制度。

者（マルチ高年齢被保険者）となることが

を行った日から特例的に雇用保険の被保険

らハローワークに申出を行うことで、申出

の労働関係に関する重要な書類／労働基準

に関する書類／賃金に関する書類／その他

関する書類／解雇に関する書類／災害補償
▽支援の対象者
②Ａ又はＢの子どもの世話を行うこと

▽適用要件

則で保存期間が定められている記録

法施行規則・労働時間等設定改善法施行規
Ａ 新型コロナウイルス感染症に関する対

計して以下の要件を満たす場合に、本人か 【対象】労働者名簿／賃金台帳／雇入れに

者が、そのうち２つの事業所での勤務を合

複数の事業所で勤務する 歳以上の労働

雇用保険マルチジョブホルダー制度 【対象】金品の返還／賃金の支払／非常時

の間は３年とする）

ター（０１２０・６０・３９９９）
。

▽お問い合わせ先
▽賃金請求権の消滅時効期間の延長
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小 【適用される賃金】２０２０年４月１日以

ついて、１日当たり以下の金額を定額で支

令和３年８月 日から令和４年３月 日ま
31

【小学校休業等対応助成金】
令和３年８月１日から令和４年３月 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
た事業主は助成金の対象となります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応

1

として、ガイドラインなどに基づき、臨時 令和４年１月１日～３月 日
休業などをした小学校など
（保育所等含む） ▽金額（１日当たり定額）
に通う子ども。
②新型コロナウイルス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× ／
▽休暇取得期間
令和４年１月１日～３月 日
▽日額上限額

▽問合せ先

長野労働局雇用環境・均等室（電話０２
６・２２３・０５６０）
。

遂行等に対して報酬を支払われることを内
容とする契約のこと

日以上であること

20

※マルチ高年齢被保険者としての適用を希

31

▽お問い合わせ先

小諸労働基準監督署（電話２２・１７６０）

－2－

31

はまん延防止等重点措置を実施すべき区域 応として、ガイドライン等に基づき、臨時 ・複数の事業所に雇用される 歳以上の労 【変更点】３年→５年に延長（ただし当分
であった地域（原則都道府県単位）に事業 休業等をした小学校等に通う子ども
の間は３年とする）
働者であること
所のある企業については１５０００円。
Ｂ 新型コロナウイルスに感染した子ども ・２つの事業所（１つの事業所における１ ▽付加金の請求期間の延長
▽申請期限
など、小学校等を休む必要がある子ども
週間の所定労働時間が５時間以上 時間未 【変更点】２年→５年に延長（ただし当分
令和４年５月 日（火）必着（簡易書留や ③小学校等の臨時休業等の前に、以下の業 満）の労働時間を合計して１週間の所定労 の間は３年とする）
特定記録など、
配達記録の残る方法で郵送） 務委託契約等を締結していること
【対象】解雇予告手当／休業手当／割増賃
働時間が 時間以上であること
Ａ 発注者から、仕事の委託を受け、業務 ・２つの事業所のそれぞれの雇用見込みが 金／年次有給休暇中の賃金
20

31

令和４年１～２月：１１０００円／令和４
年３月：９０００円

65

65

10

※対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又

31

10

31

経
運送業を生業としていた私が、小諸自動車教
習所の経営を引き継いでもうすぐ１年が経とう
としています。車を扱う以外は畑違いの業種で
すが、これまでのところ会社の経営は着実に改

善に向かっていて、基盤の強化も順調に進めて

きました。

営改善に向けた３年計画

の提供を進めます。例えば、高校生から高齢者

導入や、教習生一人ひとりに対応したサービス

をスピードアップします。模擬教習システムの

２年目は、教習内容の向上に向けて取り組み

員全員が先々の教習所の姿を共有するためにも

場になります。既に設計は進めていますが、社

い小諸自動車教習所を創り上げていくための足

も働く場所の環境整備は大切で、何よりも新し

に着手します。教習生をはじめ、社員にとって

着実に進め「地域一番の教習所」に

まで幅広い年代がそろう教習生には、免許取得

着工までは時間もかかることから、
「今すぐでき

の目的をはじめ教習所に通う生活環境も様々。 この大事業は重要な位置付けになります。ただ、

ること」として、業務終了前の 分間に一斉清

内には の自動車教習所がありますが、その中

統廃合が全国各地で行われています。現在、県

人口減少や施設の老朽化などによる教習所の

です。

良い影響をもたらすことに期待しているところ

考えていて、このたった 分間が日常の仕事に

を整理整頓するのは、業種が何であれ基本だと

掃を行うようにしました。自らの手で働く環境

10

でも、創業 年を超える小諸自動車教習所の歴

史は古く、長年にわたり地域貢献にも寄与して

きました。ただ、これまでのような経営体質で

３年計画を着実に進めていくのが私のミッショ

存在になるよう、現在取り組んでいる経営改革

が安心できる受入れ体制を整えるのは当たり前

のことであると考えています。こうしたきめ細

捉え、張り切っています。

ン。小諸の産業振興の一翼を担えるチャンスと

かな心配りにも力を入れたていきたい。
３年目は、老朽化した施設の建て替えや修繕

－3－

一昨年、先代社長の木島和郎さんが亡くなり、

その後の経営を引き継ぐ人材がいない状況が続

いていました。同じ小諸で事業を展開する経営

者として、
「小諸の顔」ともいえる教習所のバト

ンを引き継ごうと決意。やるからには地域一番

10

うようにできない児童や生徒がいる現在、教習 はこれからの時代を切り開くことはできません。
所もこうした背景をしっかりと把握し、教習生 「経営の引継ぎがきっかけとなって地域一番の教
習所に生まれ変わった」と誰もが認めてくれる

小諸自動車教習所

の教習所に磨き上げていくことを当面の目標と

して、
「経営改革３年計画」を打ち出しました。
１年目の現在は、事務管理を含めた社内のシ

中込 裕幸 社長

小中学校、高校での学校生活で通常の登校が思

60

ステム整備。手書きで管理していた教習生の講
習状況や支払い状況を会計システムに連動させ
て業務の効率化と正確性を高めたほか、 人い

た。

れたことで、この点はスムーズに移行できまし

会社の存続を強く願っていた社員の理解も得ら

べき作業に充てていく必要があったからです。

も効率化を進め、余った時間や労力を本来行う

更生に向けては、収入を生まない部分は少しで

時間の管理や情報共有を進めています。会社の

る従業員全員にスマートフォンを支給し、勤務

20

27

Voice to the future

活力ある事業所情報

配食サービスを提供

フードサービスことぶき
やアレルギー食材を使用しない
料理にも対応している。主食は
ご飯かお粥が選べるため高齢者
高齢者宅への配達は、家族か

オ
リリ
ニジ
ュナ
ール
ア商
ル品
オが
ー人
プ気
ン

井
沢ク
アサマ２０００
パー

などは、飲食店の「第二の厨房」
として需要が多いという。同社
オリジナルの「国産牛ビーフシ
チュー」は、まろやかなルーに
臭みがないやわらかい肉でビー
フシチューが苦手な人でも食べ
ら れ る と 好 評 を 得 て い る。個
２５０ｇ８００円。

人で購入することもでき、 袋

この他「自家栽培トマトジュ
ース（１ℓ）
」は糖度 ～ 度で
外のリピーターも多い。
井澤社長は「生鮮食品はとに
かく鮮度が良いものを提供した
い。需要に応じたサービスを今
後も続けていきたい」と話して
いる。

●小諸市高峰高原●
●営業時間：8
時半～
16
●ＨＰ：https://asama2000.com/
●小諸市西原 328-1TEL：23-1714
● TEL：31-0039
●営業時間：8
～ 17
時時（季節変動あり）
無休

から好評だ。
らの要望が多い安否確認も含め
て手渡しで行っているため、変
わった様子があれば家族や関係
現在は、新規の契約はルート

1
4

程よい甘みで飲みやすく、県内

3

各所への連絡も行っている。
確認や食材確保のため契約２日
後から配達を行っている。
今後は、同じ建物内の活動支
援型デイサービス利用者が作っ

西原の食品卸「井沢」
（井澤清
人社長）が、上田市から小諸市
に移転して 年を迎えた。
同社は主にレストランやホテ
ルに鮮魚、精肉、青果、冷凍食
鮮魚は金沢から井澤社長が直

品全般を卸している。
接買い付け、精肉は長野県産に
こだわってカット、スライス加
工は自社工場で行っている。
青果類は、自社栽培のブロッ
コリー、米、トマト、シャイン
マスカット、軟白ネギも販売。
栽培する畑は今後も拡大してい
また、肉加工場で下ごしらえ

く予定。
して味付けした唐揚げや山賊焼

－4－

た野菜や果実を使用した弁当も
御影の配食サービス「フードサ 考案していく計画だ。
ービスことぶき」
（持田勉社長）は、
人暮らしの高齢者にもバランス

日約

の良い食の配食サービスを行って
いる。
現 在、 昼 夜 合 わ せ て

作っていることから、１口大やき

高齢者施設の厨房と同じ場所で

らどこでも注文可能。

も行っている。配達は小諸市内な

はおかずのみ（４３０円）の販売

飯はどちらも２００ｇ。Ａセット

おかず５品とご飯で４３０円。ご

品とご飯で５３０円。Ｂセットは

の２種類。Ａセットは、おかず６

献立を作ったＡセットとＢセット

弁当は日替わりで管理栄養士が

わらず配達をしている。

１４０食、月～土曜日は祝日に関

1

ざみ（粗めのカット）の個別指定

1

1

●小諸市御影新田池ノ上 2090-1 ● TEL：25-8009 ●予約受付時間：平日 8 時半～ 16 時 日曜定休 ● URL：http://kotobuki-group.jp/food/

掲載情報を募集しています ! TEL.0267-22-3355/FAX.0267-23-9030
E-mail:kcci@komoro.org
御影に「ホテルひしや」開業

菱屋本店
館」として移転。その後は同地
で飲食店「小諸食堂」をはじめ
飲食店や学習塾などを展開す 喫茶店、土産物店、レストラン
る菱屋本店（中村茂社長）は、 を開店。本町には学習塾「聖尋
ゼミナール」を次々と開業。い

駅開業を機に御影にステーキレ

御影の国道１４１バイパス沿い

中部横断自動車道の佐久北イ
ストラン「海賊船」をオープン。

ずれも小諸駅前が事業展開の中

ンターからほど近く、徒歩圏内
ホテルは、このレストランに隣

に、
「ホテルひしや」を今月末に

にはスーパーやコンビニ、大型
接することから、
「宿泊者には隣

新監督で今シーズンスタート
速くて美し
いチームを
目指し選手

アルティスタ浅間
サッカーの北信越フットボー

と共に成長

イタリア語で「芸術」の意。人々

クラブ名の
「アルティスタ」
は、

していきたい」と話す。

ルリーグ 部に所属する「アル
ティスタ浅間」が、新たに梅山
修新監督を迎え今シーズンに挑

をプレー、行動で魅了すること

む。
選手も７人入団し、このうち

で、スポーツを通じて地域を活

で特典として東信地域の特産物

している。入会金は５０００円

現在ファンクラブ会員を募集

たいと命名。

性化し、子どもたちに夢を与え

人は長野県出身者（東御、
諏訪、

安曇野）
。開幕戦は 月 日の加
茂ＦＣ（新潟県）戦。会場は佐
クラブ創立は１９８２年で
「Ｎ

久総合運動公園。入場無料。
ＰＯ法人アルティスタドリーム

を贈呈している。
に中学生年代と小学生年代のア

ー」を新たに計画している。詳

手と交流できる「田んぼサッカ

５月頃には地域交流として選

プロジェクト」がチーム運営を

カデミーチームを保有し、若年

細は今後ホームページに掲載。

行っている。トップチームの他

層の育成にも力を入れていて、
昨年はアカデミー
卒業生が松本山雅
ＦＣに入団しクラ
ブ初のプロを輩出

位、

梅山監督

本部●小諸市滋野甲 429-4 ● TEL：0268-75-8298 ● URL： https://www.artista-asama.com/

心だったが、平成９年の佐久平

衣料品店などが立ち並ぶ立地条
のレストランで信州牛をはじめ

10

オープンする。

件を生かし、ビジネス利用を見
この土地ならではの味を楽しん
小諸駅前で宿泊業を始め、そ

込んでいる。
心してゆったりと過ごせるホテ
の後のビル建て替えに伴うホテ

でもらいたい」という。

ル」がコンセプト。ホテルは６
ル開設から 年の節目となる

「信州を飲み、信州を食べ、安

階建てで、シングル（一泊税別
５９００円～） 室、
ツイン（一
泊税別１１０００円～）５室で
構成。客室からは浅間山や八ヶ
岳、蓼科山が一望できる。
上田原町で江戸時代の宝暦年

昨年の実績は北

した。

部

信越フットボール
リーグ

次ラウンド

チャンピオンズリ
ーグ

敗退、長野県サッ
カー選手権大会

位。梅山監督は「ア
ルティスタの名に
ふさわしく強くて

－5－

4

2

間に創業した「御宿泊宿菱屋清

50

3

全国地域サッカー

2

兵衛」がルーツとなる同社は、

６階からの眺望

1

1
1

35

明治 年に小諸駅前に「菱屋旅
23

ホテルひしや●小諸市御影新田 2746-1 ● TEL： 22-0049 ● URL：https:// hotel-hishiya.com/

新型コロナの感染症・経済対策―

小諸市に要望書を提出

川興太郎会頭、谷和人建設委員長）
促進補助金」の継続、加算金の増

・次年度においても「小諸市移住
額

フードドライブ活動

㎏を社協に寄付

菓子、飲料など総量約 ㎏の食品

が集まった。今年で５回目を迎え

るが、寄付した食品は本年を含め、

１２３㎏にのぼった。田澤会長は

「今後も定期的に行っていければ」

登交通運輸部会長、谷和人建設委

郎会頭、谷和人建設委員長）

継続の要望書（提出者：掛川興太

ム支援事業補助金」事業期間延長・

ードドライブ」活動の一環として

祉分野の施設や団体へ寄付する「フ

品を持ち寄り、必要とする人や福

家庭で利用されずに眠っている食

体へ振り分けて活用する予定。

内で「子ども食堂」を展開する団

などに対する食糧支援のほか、市

寄贈先の社協では、生活困窮者

当所女性会（田澤幸枝会長）は、 と話している。

員長）は１月 日、市役所におい ２．交通運輸業界における燃料価
・事業期間の延長

て次の要望書を提出した。
１．新型コロナウイルス感染症対 輸部会長）

掛川興太郎会頭、中嶋剛登交通運

格高騰に関する要望書（提出者：

・次年度においても「新しい生活

市社会福祉協議

２月

た燃料購入費（ 軽油、ガソリン、

・事業用車両での使用を目的とし

策における要望書（提出者：掛川 【事業用燃料費の一部補助】
興太郎会頭）
【経済対策】
りの上昇分の範囲内で上限額を設

年度内に既に実施された要望もあ

望書の提出は今回で５回目となる。

新型コロナに係る小諸市への要

実 施 し て い る。

は平成

ードドライブ」

女 性 会 の「 フ

長）に寄贈した。

どの消費喚起事業の実施

るが、引き続き事業者の意見を集

年から

けた補助

・検査（ＰＣＲ、抗原）の無料実
施

今年度は女性会

「スマホで出来る！動画集客実

レ ト ル ト 食 品、

ら、缶詰や乾麺、

所 会 員、一 般 か

会員をはじめ当

約し要望提言していく。

また、例年は各業界の現状や課題、

まれた。

携を強化していく旨の内容が盛り込

・ワクチンの３回目接種（ブース 加算金増額の要望書（提出者：掛

新年度事業計画策定
に向け合同会議開催

会議所への要望などを聞き、次年度

当所は２月９日、令和４年度事業 事業計画に反映させるべく「各団体
計画の策定に向け、三役・正副委員長・ （小諸商店会連合会、小諸市建設協議

者 人が、客層に合わせてＳＮ

を使って動画作成を実践。受講

今回は実際にスマートフォン

日、当所３階研修室で開いた。

践セミナー」の第２部は２月７

動画集客のイロハ学習

３．
「小諸市移住促進補助金」継続、

【感染防止対策】

・プレミアム商品券（第４弾）な ＬＰガスなど）について１ℓあた

日、小 諸

様式住宅リフォーム支援事業補助

会（ 細 谷 信 治 会

４．
「新しい生活様式住宅リフォー

45

金」の継続

当所（掛川興太郎会頭、中嶋剛 ター接種）の前倒し実施

45

30

た感想が寄せられた。

チャレンジしてみたい。
」といっ

など気軽に投稿できるものから

受講者からは「ショート動画

の重要さを学んだ。

Ｓや動画編集ツールの使い分け

16

青年部・女性会の合同会議を開催し 会、小諸市不動産協会、小諸市金融団）
との懇談会」を開催しているが、感

常任委員長）
た。会議では、掛川会頭が新年度の と小諸商工会議所（三役、
方針案を示した。

新型コロナにより２年余りの長期 染防止や会議の時間短縮の観点から、
間にわたり例年通りの事業が実施で 各団体長からは意見を事前に書面で
新年度事業計画と予算についての

きない中、各団体がコロナ対策とし 募集した。
て実施した事業についての評価や、

小諸市をはじめとする諸団体との連 通常議員総会は３月 日に開催予定。
30

－6－

女性会

15

27

販路拡大に好感触
スーパーマーケットトレードショー
２月 日から 日の３日間、千葉県幕張メッ
セ全館で開いた「スーパーマーケットトレード
ショー２０２２」に、
「Ｔｏｅ ’ ｓ ｃｏｍｐ
ａｎｙ（ミルキークイーン）
」
「プラスフォレス
ト（シードル）
」
「コトブキファームデポ（いち
ごソーダ）
」が出展した。
今回は、中小企業診断士の専門家を現地に派
遣し、会期間中出展者に対するフォローアップ
を行った。
会期前では展示会において質の高い商品情報
をバイヤーに提供できるよう「ＦＣＰシート
フードコミュニケーションプロジェクトシート
」)の作成指導や、会期中はシートを使いながら

各社の商品についてバイヤーと情報交換を行い、
３日間を通し各社１００件ほどの商談や名刺交
出展した企業からは「多くの企業に自社製品

換を行った。
を知ってもらう良い機会となった。
」
「手ごたえ
のある企業に対しては積極的に営業を行い、販
路拡大に繋げたい」といった声が聞かれた。
今後は、会期中に繋がりのできた企業に対し
て、具体的な商談に繋がるよう営業などでアプ

■建設委員会

・その他

・来年度事業計画について

２月 日

■高地トレーニング推進特別委員会

２月 日

・来年度の事業計画予算について
・その他
■総務企画委員会
２月 日

ついて

・令和４年度事業計画及び予算に

２月 日

■ものづくり特別委員会

・今年度事業の取り組みについて ・その他

・令和４年度事業計画及び予算書
について
・その他
■商業委員会
２月 日

・令和４年度事業計画について

料金の価格設定について

・有料化に伴うキッチンカー利用

・令和４年度事業計画・予算につ

いて

・ＫＯＭＯＲＯ ＦＯＯＤ ＳＴ ・その他 連絡事項

・チャレンジショップについて

２月 日

■農商工連携特別委員会

ＡＧＥについて
・その他 報告事項
■経済環境委員会
２月 日

について

・今年度事業の取り組みについて

について

・令和４年度事業計画及び予算書

■まちづくり特別委員会

・令和４年度の事業計画及び予算 ・その他
・その他、連絡事項

２月 日

・その他連絡事項

ついて

■工業・再生可能エネルギー推進 ・令和４年度事業計画及び予算に
特別委員会合同会議
２月２日

▽ｐｉｇｐｉｇ（荻原あけみ代表）洋服・

経験、事業内容のブラッシュアップ、固定 【出店予定者】

ル商品の販売

レゴブロック・碁石・碁盤などのリサイク

で出店することが可能で、出店期間は今年 ▽こもロマン（遠山貞一代表）プラレール・
創業塾を受講後は「チャレンジショップ」 ４月から１年間を予定している。
商店街に開設した「チャレンジショップ」 に出店し、将来の本格出店前に店舗運営の

の賑わい創出を図ることを目的に、相生町

欲のある新規創業希望者の創出と市街地へ となる。

当所商業委員会 小
( 林敬志委員長 は) 、意 した小諸創業塾を受講していることが条件 安価な費用（経営サポート費４０００円） 雑貨・手作り品の販売、委託販売

(

への新規出店者を決定した。
今回新たにチャレンジショップに出店する

18

21

22
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15

17

22

22

24

18

チャレンジショップ
５期生２人が出店
業

商

委員会だより 2 月の議題

チャレンジショップは 月に当所が開催 客づくりをすることができる。

創業者は２人。
10

16

ローチをしていく。

委員会活動から

お買い物お得クーポン
適格請求書等保存方式

組の「見える化」を行います。

本ポータルサイトで「宣言」

を公表して頂いた企業は指定

のロゴマークを広報などに使

パートナーシップ
構築宣言について

「 パートナーシップ構築

■適格請求書（インボイス）とは？ （売り手）である登録事業者からイ

共存共栄を進めることで、 択が検討されています。

「インボイス制度」が導入されます

現在の請求書や納品などに記載 ンボイスの交付を受け、保存など

好 評 受 け 新たに千枚販売
集に対し、飲食をはじめ衣料品や

されている情報に加え、登録番号・ が必要になります。

新たなパートナーシップを

用することができるほか、政

食料品などの小売業や、クリーニ

適用税率・消費税額などの記載が ■導入されると？

府において「宣言」を行った

当所は、このほど発行した「お
ング、美容室などのサービス業を
追加されたもので、消費税の仕入

宣言」は、サプライチェー

買い物お得クーポン」が取り扱い
含む百店を超える応募があったこ

ンの取引先や価値創造を図

店舗や消費者から好評だったこと
とから、１５０店までに拡大。

表者の名前で宣言するもの

構築することを、企業の代

▽問合せ

の参加をご検討ください。

ートナーシップ構築宣言」へ

会員企業経営者の皆様の
「パ
インボイスの発行または保存義

控除の適用にはインボイスの保存 務が生じます。

る事業者の皆様との連携・ 企業に対する補助金の優先採

を受け、更なる消費喚起促進のた
クーポン券を店舗に配布するこ

めに、流通量を増やす目的として
クーポン券の販売を開始した。

です。

インボイスを発行するには課税 ない免税事業者は課税事業者から

さらに、インボイスを発行でき

事業者になり、税務署長への申請 取引を避けられる可能性が出てき

が必要になります。

ます。その為、課税事業者への選

を越えた新たな連携

とで、事業者に自ら活用方法を考
えてもらう仕組みで、商品の割引
が必要になります。

択を迫られる可能性が生じます。

内容は次の通り。
や消費者に贈呈する景品に使うな

■インボイス制度とは？

２ 親事業者と下請事業者 中 小 企 業 庁 企 画 課（ 電 話

内閣府政策統括官付参事

消費者からは、
「クーポンは買い

請中小企業振興法に基づく ○「 宣 言 」 の 提 出・ 掲

。
との望ましい取引慣行（下 ０３・３５０１・１７６５）

０ ３・６ ２ ５ ７・１ ５ ４ ０）
、

の共存共栄と規模・系列等 官 ／ 産 業・ 雇 用 担 当（ 電 話

１ サプライチェーン全体

○「宣言」の内容について

円クーポン× 片綴り）
ど、様々なアイデアで集客を図る

・
【売り手】買い手となる取引相手 ※インボイス発行事業者は、基準

本宣言では、

▽販売予定枚数 １０００枚
店舗が多かった。

インボイスを交付、または写しを となった場合でも消費税の申告義

（課税事業者）から求められた際に 期間の課税売上高が１千万円以下

まで。

▽販売金額 １枚８００円（１００

▽購入上限 １店舗につき 枚
物をした店以外でも使えたので実

細など問合せは当所（電話２２・３３５５）

▽購入対象者 参加店舗、各実業
用的」
「市内の店がお互いに助け合

※電池で使用する場合、単四アルカリ乾

。
載することで、各企業の取 ０３・５５４１・６６８８）

電池３本は各事業所でご用意ください。詳

会、当所会員事業者

器１個、壁取付用ビス２ｾｯﾄ、取扱説明書

▽購入、換金場所 小諸商工会議

ＵＳＢケーブル（２ｍ）１本、ＵＳＢ充電

載について全国中小企

し、本ポータルサイトに掲 業 振 興 機 関 協 会（ 電 話

「振興基準」
）の遵守を宣言

▽内容物：ＣＯ２センサー製品本体１個、

務が生じます。

たしますの当所で受け渡し

保存しなければなりません。

▽方法：受付後、当所より事業所へ連絡い

・
【買い手】仕入税額控除の適用を ▽ 問 い 合 わ せ 先 国 税 庁（ 電 話

▽台数：１事業所につき１台

いながらコロナ渦を乗り切ろうと

店 20 店

する姿勢が見えた」といった感想

▽対象：小諸商工会議所会員事業所の飲食

所

順とし、上限に達し次第受付を終了します。

▽利用期間 ３月 日まで

事業者を募集します。台数は 20 台で受付

受ける為に、原則として取引相手 ０１２０・２０５・５５３）
。

ある為無償貸与を行うにあたり、貸与希望

問 い 合 わ せ は 当 所（ 電 話
サーの無償配布を実施しましたが、在庫が

も多く聞かれた。

染予防を目的として飲食店へのＣＯ２セン

××××××××××
２２・３３５５）まで。

長野県は今年度、新型コロナウイルス感

２月１日に発行した「お買い物
お得クーポン」は、当初 店の募
50
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令和５年
10 月 1 日～

CO2 センサー
貸与します

50

10

31

カメラハウス小諸
栁澤 勝彦 さん

当店は昨今取り扱いが減少している昔ながらの銀塩
ト方式も性能は向上していますが、銀塩プリントが引

き出す写真本来の色合いにこだわりがあります。特に

当店はポリエステルを素材にした「クリスタルプリン

ト」も可能。県内では２店しか扱っていないこの方法

は表面の凹凸が無くなり、光沢が増してより美しい仕
上がりになるためコンテストの応募作品に最適です。

スマートフォンで撮影したものも現像してみると印
象が変わります。注文を受け大きなサイズに現像した

写真をお見せするとその迫力に感動してもらえます。
カメラに興味を持つきっかけ作りになれば嬉しいです
ね。

久浅間フォトコンテストでは入賞 35 席のうち 17 人

こうしたこだわりが写真家に慕われ、昨年のＪＡ佐

が当店で現像した方たちです。入賞を一緒に喜べると
き、続けてきて良かったなと思えます。

私もカメラ店に勤めたことで 20 歳から撮影を続け

ています。現在は複数の写真クラブの指導者も務め、
月例会で会員の作品を題材に講評を行い、写真の勉強

昔ながらの銀塩プリント現像にこだわり

事業所ＤＡＴＡ
■新規入会
耳取１４８５―３ 田口

・タグチ鈑金
重人
・大井電気
大久保１３４２ 大井巡

▽２日（水）
・観光委員会 （ 時半～）
・ Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 活 用 セ ミ ナ ー （ 時 ～、
時～）
・工業、再エネ合同会議 （ 時～）
▽４日（金）
・ 三 役、 正 副 委 員 長、 青 年 部、 女 性
会合同会議 （ 時半～）
▽８日（火）
・就職ガイダンス 佐久平（ 時半～）
▽ 日（金）
・建設委員会 （ 時半～）
▽ 日（水）
・ワンストップ総合相談会 （ 時～）
▽ 日（水）
・常議員会 （ 時～）
・通常議員総会 （ 時半～）

14

18

うえ、当所窓口にてお願いしま

16

13

13

13

10
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10

15

17

18

23

30

・アサマフィールドネッ
トワーク
八満１４０ 堀江博幸

▽料金 一号につき一社一枚に
限り、税込１３０００円（内訳：
１３００部× 円）
▽様式 Ａ４三つ折り（巻き三
つ折り、内三つ折り）のサイズ
に収まるもの
▽申込 折り込み原稿を持参の

す

折込料金については、会員数

の増減により事前の予告なく変

動する場合があります。その他

条件などの詳細については総務

課までお問い合わせください。

－9－

10

「交番」の歴史は思いの外深い。その前進は、明治７年に東京警視庁が設置し
た「交番所」だ。その後、全国に広まる中で「派出所」、「駐在所」と名称が変わ
り、現在の「交番」になったのは平成６年のこと。人気コミックの「こちら葛飾
区亀有公園前派出所」は、まだ「派出所」時代の産物になる。実際は、コミック
にある派出所はなく、亀有駅前には北口と南口の交番が設置されている。
話を交番に戻そう。明治 年２月２日、１つの警察署管内に７つの交番設置が
定められたことにちなんで「交番設置記念日」が制定された。当所はこの記念日
に合せて、小諸駅前と美南交番を訪問し、花を贈っている。
前任の香坂勝会頭時代から続いている感謝のセレモニーは今年で 年目。交通
インフラ整備や旅行者の増加に伴う治安維持など、交番に課せられる役割は年々
高まっているが、小諸警察署管内の派出所や駐在所は廃止、統合され、現在では
この２つの交番のみ。市民、ひいては地域経済の安全安心を支える交番の重要性
を、この際改めて確認しておきたい。

18

3月

会報折込サービス
のご案内
14

の作品が集う小諸総合写真展が開催予定です。
第 82 回「国際写真サロン」では審査委員特別賞を受賞

プリント現像機を備えています。主流のインクジェッ

に役立ててもらっています。３月 17 日から 20 日まで、
小諸市文化センターの乙女湖体育館にて市内全クラブ

ポイント

括受取りの場合は退職所得扱いにな

節税額合計：１０９５００円（★） ▽加入資格

使用する従業員の数が 人以下の個

産業、農業などを営む場合は、常時

、不動
掛金合計額＝５４０００００円（★） ス業（宿泊業・娯楽業に限る）

きます。

共済金Ａ＝６０３３０００円

①建設業、製造業、運輸業、サービ

☆実際にどれだけおトクなの？

受取額－納付額＝６３３０００円

× 年＝１６４２５００円
【 例 】課 税 さ れ た 平 均 所 得 金 額 が

15

小規模企業の経営者や役員の方が、 ▽小規模企業共済のおトクな４つの
廃業や退職時の生活資金などのため
に積み立てる「小規模企業共済制度」
。 ◎掛金は加入後も増減可能、全額が
月々の掛金は１０００～

所得控除
７００００円まで５００円単位で自

るため、高い節税効果があります。

り、かけた年数に応じて控除額が増

年間納付したＳさんが、共済金Ａを

４００万円、月々３万円の掛金を

合計２２７５５００円

人事業主または会社等の役員

15

掛金が全額所得控除できるなどの税
制メリットに加え、事業資金の借入
れもできる、おトクで安心な小規模
減額できます。確定申告の際は、そ

企業の経営者のための「退職金制度」 由に設定が可能で、加入後も増額・ 受け取った場合。

◎共済金の受取りは一括・分割どち

です。
▽制度のメリット
らも可能

の全額を課税対象所得から控除でき

掛金は全額「小規模企業共済等掛金
共済金は、退職・廃業時に受け取
り可能。満期や満額はありません。

控除」として、課税対象所得から控
除できます。
共済金の受け取り方は「一括」
「分割」

の経営者の方が、事業をやめられた

えます。分割受取りの場合は、
「公的

小規模企業共済制度は、小規模企業 「一括と分割の併用」が可能です。一
後の生活の備えとなる「経営者の退

担当：経営支援課 宮川
【６０４号】●発行／小諸商工会議所 小諸市相生町 3-3-12 TEL0267-22-3355 ／ FAX0267-23-9030 ●編集／㈱小諸新聞社 ●印刷／ヨダ印刷サービス㈱

②商業（卸売業・小売業）
、サービス

業（宿泊業・娯楽業を除く）を営む

場合は、常時使用する従業員の数が

５人以下の個人事業主または会社等

の役員

③事業に従事する組合員の数が 人

④常時使用する従業員の数が 人以

の役員

る従業員の数が 人以下の協業組合

以下の企業組合の役員、常時使用す

20

宮川（電話２２・３３５５）

小諸商工会議所 経営支援課 担当：

▽加入申込み・お問い合わせ先

２人まで）

共同経営者（個人事業主 人につき

人事業主が営む事業の経営に携わる

⑥上記「①」と「②」に該当する個

業法人の社員

下の弁護士法人、税理士法人等の士

⑤常時使用する従業員の数が５人以

行っている農事組合法人の役員

下であって、農業の経営を主として

20

【経営者の退職金】

職金」です。

年金等の雑所得扱い」として公的年
金と同じ扱いになり、税制メリット
もあります。
◎低金利の貸付制度を利用できる
契約者の方は、掛金の範囲内で事業
資金の貸付制度をご利用いただけま
す。低金利で、即日貸付けも可能。
もしもの時のサポートにもなります。
一般貸付け ／ 緊急経営安定貸付け

【いろいろな貸付制度】
／ 傷病災害時貸付け ／ 福祉対応貸
貸付け ／ 事業承継貸付け ／ 廃業準

付け ／ 創業転業時・新規事業展開等
備貸付け
◎受給権は差し押さえ禁止
共済金の受給権は差し押さえ禁止。
将来の安心をしっかり守ることがで

20

1

－ 10 －
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【節税】

“経営者の退職金制度”
小規模企業共済にご加入を！

