
１月５日（水）に感動鹿角パークホテルにて２年ぶりとなる「２０２２年かづの新年祝賀会」を開催いたしました。

参加者数を大きく制限するなど新型コロナ対策を講じながらの開催となりましたが、第２期アクションプログラムに

も掲げるように、各団体の垣根を超えて「オール鹿角で連携」しながら鹿角地域の発展に取り組むことを確認し、新

たな年がコロナ禍から転換するための前向きな１年となるように、参加者同士で親睦を深めることができました。
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２年ぶりの開催！オール鹿角で連携しコロナ禍からの反転攻勢の年に！
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１月１２日（水）に事業計画策定の仕方を学んでいただくためのセミナー（第２回）を開催いたしました。講

師は前回に引き続き中小企業診断士の久保正英先生をお招きして、「存在価値で想定通りの売上を確保する策と

計画を練る」をテーマにご講演いただきました。今回のセミナーでは、第１回で学んだ自社の存在価値を明確に

する方法を踏まえて、その価値をどのようにお客様に届けるか、また、Webでの対策や取引効用・事前期待を考

慮した値付けの仕方、簡便な原価計算の方法など、「需要開拓＝存在価値を届ける」ことを意識した事業計画

（販売計画）の策定の仕方を学びました。参加された事業者の方からは、「お客様の期待を超える商品となるよ

うに価値を高めたい」「検索されるキーワードと価値を届ける値付けの設定方法を考えさせられました」などの

ご感想をいただき、事業者のより踏み込んだ経営戦略を押し進めることに貢献するセミナーとなりました。

『想定通りの売上を獲得できるスキルが「何なのか？」を学べるセミナー』

を開催いたしました！（第２回）

令和３年度 伴走型小規模事業者支援推進事業「事業計画策定支援」

令和３年度 かづの地域経済動向調査報告（概要）

－２－

経営発達支援計画調査事業

経営発達支援計画に基づき、昨年10月に小規模事業者を対象とした経済動向調査を実施いたしました。対象事

業所201事業所に対し118事業所から回答をいただきました。調査にご協力いただいた皆様には感謝申し上げます。

上期の実績では新型コロナの感染拡大に伴い全ての業種で景況の悪化につながり、特に飲食サービス業は-0.43

ポイントと最も大きな影響を受けています。一方で製造業や小売・卸売業では設備投資の増加がみられますが、

小売・卸売業は新型コロナの感染予防器具の購入によるものと見ています。下期の見込みについては製造業で設

備投資と販売単価の上昇が見込まれ、一昨年に大きく落ち込んだ

反動で業界が再興傾向にあるものと推測されます。新型コロナの

流行を機に新しい取り組みをしたかの調査では、5%が新分野進出

を行い、21％が新商品や新サービスを実施しています。また、現

在抱えている経営課題で最も多いものが原材料価格の高騰、次い

で売上の減少と、利益が減少している様子が見られます。

かづの商工会では会員の皆様の事業継続と発展に向け支援して

まいりますので、経営の困りごと、今後の事業展開など、なんで

もご相談ください。（調査報告書は商工会WEBサイトにて掲載）

小売・
卸売

製造 建設
サービ
ス

平均

売上 -0.26 -0.13 -0.25 -0.43 -0.32

営業利益 -0.27 0.00 -0.37 -0.43 -0.32

設備投資 0.05 0.04 -0.08 -0.05 -0.04

販売数量 -0.19 -0.18 -0.37 -0.43 -0.34

販売単価 0.00 0.00 -0.15 -0.18 -0.12

仕入単価 -0.25 -0.17 0.06 -0.16 -0.11

資金繰り -0.13 -0.13 -0.17 -0.31 -0.22

雇用人数 -0.33 -0.21 -0.27 -0.20 -0.24

業況 -0.23 0.00 -0.21 -0.44 -0.30

平均 -0.18 -0.09 -0.20 -0.29 -0.19
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※上記以外の各種補助金（ものづくり補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業再構築補助金）も公募予定です。

令和４年以降公募開始予定の生産性革命推進事業補助金のご案内

－３－

新型コロナ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主に対して、地

域・業種を問わず、固定費負担の支援として、2022年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付

金が支給されます。詳しくは会報に同封しております別紙リーフレット（事業復活支援金）をご覧ください。

法人は上限最大２５０万円！個人事業主は上限最大５０万円！

売上高
減少率

個人
事業主等

法人

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

▲50％以上 50万円 100万円 150万円 250万円

▲30％以上50％未満 30万円 60万円 90万円 150万円

生産性向上に取り組む事業者を支援するため、令和４年以降も各種補助金が公募される予定です。今回の持続

化補助金については、事業者の取組内容等に応じて新たに３つの特別枠が創設されております。自社の経営計画

作成と合わせた販路開拓等の取り組みに活用できますので、申請をご検討中の方は商工会までご相談ください。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 ５０万円

２／３
（成長・分配強化枠の
一部類型において、
赤字事業者は３／４）

成長・分配強化枠
（賃上げや事業規模の拡大）

２００万円

新陳代謝枠
（創業や跡継ぎ候補者の新たな取組）

２００万円

インボイス枠
（インボイス発行事業者への転換）

１００万円

小規模事業者持続化補助金 経営計画を作成して取り組む販路開拓等に活用できます！

開始時期

詳細が公表され

次第、改めてお

知らせします

NEW

NEW

NEW

通常申請
受付開始

＜上限額＞

＜算出式＞

給付額 ＝（基準期間 の売上高）－（対象月 の売上高）×５

※２ 基準期間とは、「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、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月（基準月）を含む期間

※３ 対象月とは、2021年11月～2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50％以上または30％以上
50％未満減少した月で、申請に用いる月

※１ 基準月（2018年11月～2021年3月の間で、対象月 を判断するため売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

※1 ※1※1

※3※2

※３



事業所名 代表者名 業種

Hair Room CoCo 髙嶋 梢恵 美 容 業

（株）桜木屋 拉麺 桜野 遠藤 和哉 飲 食 業

K4 TORAOO 虎渡 秀男 美 容 業

（株）エイブル 鹿角オフィス 佐藤 順英 建 設 業

（株）かづのデザイン 時 田 潤 デザイン業

商工会では新規の会員を募集しています。お近くに加入

していない事業所がございましたら、商工会までご連絡

ください。事務局職員がご加入の説明に伺います。

会 員 数 ８６３名 青年部員数 ３２名

商工業者数 １，４７２名 女性部員数 ９４名

（令和４年２月１日現在）

－４－

新規会員のご紹介・会員募集

かづの商工会報（令和３年度 Vol.４）

事業所名 代表者名 業種

匠将 佐藤 金将 建 設 業

（同）ワアート 兎澤 俊幸 サービス業

金本商店 前田 竜児 卸 売 業

塗藤 工 藤 誠 建 設 業

当会では、会員事業所の福利厚生の充実とリスク軽減に備え、会員事業所の経営力向上を図ることを目的にア

クサ生命保険株式会社と提携し「かづの商工会共済制度」を令和４年４月から開始することといたしました。

この共済制度は、共済（保険）による万が一の備えとともに、保険料の収納を団体扱いにすることで共済（保

険）加入の際には団体料率が適用されるほか、事務手数料が当会に交付され、当会の財政にも貢献するものです。

～ 取扱保険種類（一部抜粋） ～

アクサ生命保険にご加入の事業所に対しては、令和３年１２月より保険会社社員が順次、説明にお伺いしてい

ますので、ぜひ、かづの商工会共済制度団体扱いへの変更をご検討ください。

未加入の会員の皆様も加入をご検討くださいますようようお願いいたします。

本件のお問合せ先 事務局長 前田

※ なお、本共済制度で損害保険商品の取り扱いはありません。

令和４年４月 『かづの商工会共済制度』の創設

・アクサの「大型保障」の定期保険【非更新型定期保険】

・アクサの「保障重視」の定期保険ピュアライフ【無解約払いもどし金型定期保険】

・アクサの「一生保障」の医療保険スマートケア【医療治療保険無解約払いもどし金型】

・アクサの「治療保障」のガン保険マイセラピー【ガン治療保険無解約払いもどし金型】 他

個人事業主の令和３年分申告期限及び納期限について

令和３年分の確定申告の時期が近づいてまいりました。改正点等について留意し、適切な申告を行いましょう。

申告所得税及び復興特別所得税 消費税及び地方消費税

申告期限及び納期限 令和４年３月１５日（火） 申告期限及び納期限 令和４年３月３１日（木）

振替日 令和４年４月２１日（木） 振替日 令和４年４月２６日（火）


