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コロナ禍における小規模事業者支援施策ご案内
コロナ禍の影響を受け、事業者にとっては依然として厳しい状況が続いております。コロナ
禍を乗り越えられるよう、国・県においても様々な支援策が出されております。支援策にはそ
れぞれに条件やスケジュールがございますので、詳細については遊佐町商工会にお気軽にお問
い合せ下さい。

事業復活支援金

小規模事業者持続化補助金

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者に対して、
事業規模に応じ、中小法人上限最大 250 万
円、個人事業者等上限最大 50 万円の給付
金を支給します。
2021 年 11 月～2022 年 3 月のいず
れかの月（対象月）の売上高が、2018 年
11 月～2021 年 3 月の間の任意の同じ月
（基準月）の売上高と比較して 50％以上又
は 30％以上 50％未満減少した事業者が
対象です。
申請については申請用 WEB ページから
の申請するようになります。申請期限は 5
月 31 日までです。申請には ID を取得後、
商工会での事前確認が必要となります。お
電話でご予約下さい。
詳細については同封のチラシ、算定シー
トをご活用下さい。

小規模事業者の経営計画に基づく販路開
拓等の取り組みに対して 50 万円を上限（特
別枠 100 万円又は 200 万円）に対象経費
の 2/3 を補助する制度です。
遊佐町商工会でもこれまでに過去８年間
でのべ 86 件が採択されております。新たな
お客様を取り込むための店舗改装や看板設
置、ホームページの開設等、販路開拓に対す
る取り組みが対象となります。（活用例等に
ついては、同封のチラシをご参考ください）
第 8 次募集締切は 6 月 3 日（金）予定で
ありますが、申請を検討される方は 4 月 28
日（木）までに遊佐町商工会へご連絡下さい。
（第 10 次まで予定されております。9 次・
10 次のスケジュールにつきましては、今後
改めてご案内いたします。）補助金申請から
事業実施、実績報告、補助金入金といった一
連の流れについては、遊佐町商工会が支援し
ます。

ものづくり・商業・サービス パワーアップ補助金
山形県に事業所を有する中小企業・小規模
生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者の生産性向上に
結びつく新製品・サービス開発や生産性プ
ロセス改善等のための設備投資を支援しま
す。一般型の補助上限は 750 万円～1,250
万円、補助率は 1/2～2/3（事業規模によ
る）です。
申請には 3 つの要件があり、①付加価値
額＋3％以上/年 ②給与支給総額＋1.5％
以上/年 ③事業場内最低賃金地域別最低
賃金＋30 円を満たす事業計画（3～5 年）
を策定・実施することが必要です。
申請については G ビズ ID（アカウント）
の取得と電子申請受付となります。3 月 15
日より申請受付が始まっており、締切は 5
月 11 日までです。G ビズ ID の取得には一
定の期間を要します。お早めにお手続きく
ださい。

事業者を対象に①新事業転換促進支援事業
として新たに新分野展開、事業・業種転換な
ど経営力強化への取り組みや、②経営強靭化
支援事業として中小企業等が行うデジタル
化や境負荷低減などの脱炭素化に向けた設
備投資に対し支援する制度です。
①では商工会等の事業計画策定支援者と一
緒に事業計画書を策定する必要があります。
補助率は 2/3。補助金額は 10 万円～100
万円以内です。
②では【デジタル化支援型】及び【脱炭素化
支援型】があります。
補助率は 1/2。補助金額は 10 万円～100
万円以内です。
詳細については同封のチラシを参照下さい。
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令和４年度事務局体制について
令和４年度の遊佐町商工会事務局体制についてご紹介します。
経営指導員 池田ゆり子が 3 月 31 日付で退職、経営支援員 水田ちづるが酒田ふれ
あい商工会へ転出となりました。また新たに 4 月 1 日付で経営指導員 阿部英之が酒田
ふれあい商工会より、経営支援員 佐藤優介が庄内町商工会より転入となりました。
令和 4 年度も何卒宜しくお願いします。
◆退職
◆転出

池田ゆり子（経営指導員）
水田ちづる（経営支援員）

◆転入

阿部英之
佐藤優介

事務局職員紹介

【出羽商工会 事務局長就任】
【酒田ふれあい商工会へ】

（経営指導員） 【酒田ふれあい商工会より】
（経営支援員） 【庄内町商工会より】

①主な担当業務

②居住地

●事務局長 池田穣

③趣味

●指導業務課課長補佐

①事務執行の総合調整、
組織管理
②遊佐町
③旅行・読書

●指導業務課課長補佐

①産業活性化事業、
商業部会、青年部
②酒田市
③スポーツ観戦

●総務課主任

阿部英之

大井真利子
①総務、記帳指導、
スタンプ会
②酒田市
③塗り絵

①経営発達支援計画、
工業部会、金融
②遊佐町
③睡眠

●指導業務課主事

髙橋理恵

佐藤優介

●臨時職員

①記帳指導、労働保険、
女性部
②遊佐町
③ウォーキング

金野将人
①事務補助
②遊佐町
③ランニング

会費の算定について
商工会の年会費は従業員数や資本金等によって算定されています。変更点がありましたら、
５月１０日（火）までに商工会へご連絡下さい。また、年会費の口座振替もできますので、
希望される方は 5 月 10 日（火）までに商工会へご連絡下さい。
【取扱金融機関】
荘内銀行 ・ きらやか銀行
＊町外の支店の口座でも対応できます。
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コロナ関連融資の改正につ
いて（日本政策金融公庫）

令和４年 3 月分（4 月納付分）から協
会けんぽの保険料率が変わります

商工会が推進しているマル経融資（小規
模事業者経営改善資金融資）について新型
コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
特例措置が講じられておりますが、この度
令和 4 年 6 月末までに延長されました。
最近 1 ヶ月の売上高または過去 6 ヶ月
（最近 1 ヶ月を含みます。）の平均売上高
が前 4 年のいずれの年の同期と比較して
5％以上減少している方については当初の
基準金利より 3 年間について▲0.9％引き
下げられます。（3/1 現在：マル経基準金
利 1.22％）さらに、要件を満たせば利子
補給を通じて当初 3 年間、実質無利子・無
担保融資が受けられます。
また、運転資金の貸付期間についても改
正となっております。詳細については日本
政策公庫酒田支店または商工会にお問い
合せ下さい。
貸付制度名
改正前
改正後
新型コロナウ 設備資金
設備資金
イルス感染症 20 年以内
20 年以内
特別貸付
運転資金
運転資金
（ｺﾛﾅ特貸）
15 年以内
20 年以内
新型コロナウ 設備資金
設備資金
イルス感染症 10 年以内
10 年以内
対策マル経
運転資金
運転資金
（ｺﾛﾅﾏﾙ経） 7 年以内
10 年以内

令和４年度から協会けんぽの健康保険料率
及び介護保険料率が変わります。
被保険者全員が適用される健康保険料率は
10.03％から 9.99％に 40 歳から 64 歳ま
での被保険者（介護保険第２号被保険者）が
適 用 さ れ る 介 護 保 険 料 率 は 1.80 ％ か ら
1.64％に引き下げになります。
令和４年 3 月分（4 月納付分）から変更と
なりますので、報酬月額に応じた保険料につ
いては全国健康保険協会の HP 等でご確認く
ださい。

日本政策金融公庫定例相談

令和 4 年度の雇用保険料率が変更になりま
す。4 月からは事業主負担分が 0.05％、10
月からは労働者負担・事業主負担あわせて
0.4％引き上げられます。令和 4 年度は 2 回
の変更がありますのでご注意下さい。

健康保険料率
介護保険料率

R4 年 2 月分 R4 年 3 月分
（3 月納付分）まで （4 月納付分）まで
10.03％
9.99％
1.80％
1.64％

所得税等の口座振替日を確認下さい
令和 3 年分の確定申告に係る納税が口座振
替の方は振替日の前日まで口座にご準備下さ
い。口座振替にならなかった場合は延滞税が
加算されます。（再振替は行われません）
・所得税等：令和４年４月 21 日（木）
・消費税等：令和４年４月 26 日（火）

雇用保険料率が変わります

令和 3 年度より行っている日本政策金
融公庫の定例相談を今年度も開催いたし
ます。毎月第 1 火曜日の午後から日本政策
金融公庫の担当者がゆざっとプラザで金
融相談を行います。

遊佐町商工会 今後の予定
期
日
事業名
４月 11 日（月） 女性部総会
４月 14 日（木） 青年部総会
５月 23 日（月） 通常総代会

場
にぎわい創造館
にぎわい創造館
パレス舞鶴

※詳細な情報については通知文書等でご確認ください
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