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令和4年5月20日発行　　『未来を共に創ろう！みんなで育む　笑顔あふれるまち “日南”』

当所主催の行事や経営に関わる各種情報は、当所ホームページもご覧ください。

対 象 者

支給金額

申請締切
申請方法

問合せ先

令和３年11月～令和４年３月のいずれかの月の売上が平成30年～令和３年の同月の
売上と比べ30％以上減少した事業者
法人：上限最大250万円　個人：上限最大50万円
※売上規模、減少率で上限額が異なります。
5月31日（火）　※事前確認の実施は5/26（木）までです。（予約制）
オンライン申請
※一時支援金および月次支援金を受給していない方は商工会議所等で事前確認を受
ける必要があります。
事業復活支援金コールセンター　電話：0120-789-140

新型コロナの影響により売上が減少した事業者の皆様へ
支援金のご案内

「健康経営」への取り組みについて

①事業復活支援金（国）

対 象 者

支給金額
受付締切
申請方法

問合せ先

　当所は、昨年に引き続き「健康経営優良法人2022」
の認定を受けることができました。
　令和２年度より本格的に「健康経営」に取り組み、
全国健康保険協会宮崎支部の健康宣言の「銀」の認定、
令和３年度は「金」の認定を受け、「運動」をテーマ
にして毎日プラス1000歩運動に取り組み、アクサ生命
健康経営サポートパッケージ導入による「歩数チャレ
ンジ」「運動チャレンジ」などを活用し身体を動かす
こと、歩く事についての意識改革をスタート、また毎年１回アクサ生命の健康習慣Webア
ンケートを実施しております。
　更に「健康経営」と地域発展のため、会員企業様へ普及するべき模範となれるように取
り組みを継続して参ります。

②県内事業者緊急支援金（１月～３月影響分）（県）

（4/8時点の情報）

令和４年１月～３月いずれかの月の売上が平成31年～令和３年同月の売上と比べ
50%以下であること
上記で比較した平成31年～令和３年のいずれかの月の売上が10万円以上であること
１事業者あたり１０万円
５月31日（火）消印有効
商工会議所又は商工会に必要書類をご提出ください。
※感染症対策のため原則郵送でのご提出をお願いいたします。
※まん延防止等重点措置（令和４年１～３月）における時短要請に係る協力金を受
給された方は本支援金は受給できません。
県内事業者緊急支援金コールセンター　電話：0570-550-563
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令和４年度通常議員総会を開催

■令和４年度事業計画書・収支予算書を承認
■日南商工会議所定款の一部改正を承認
令和４年度基本方針
　新型コロナウイルス感染症が未だパンデミックの状態にある中、ロシアがウクライナ東部２地域の独立を一
方的に承認した後、ウクライナの首都キエフほか多数の軍事施設などを爆撃した。（核）戦争となる危険性も
はらんでおり、国際情勢は緊張状態に陥っている。Ｇ７等が不当な軍事侵攻として厳しく非難しており、国際
政治・経済の悪化は必至である。感染症の防疫維持、米国のインフレ懸念、米中・中台間や日韓・日中間の外
交問題、地球温暖化問題、ＳＤＧｓ実現等を含め我が国を取り巻く政治・経済情勢はますます厳しい状況にあ
る。
　我が国では、既に原材料費や燃料費の高騰、半導体・電子部品等の調達困難、円安、入国制限・停止や輸送
遅延など様々な要因で経営、企業収益に影響が出始めており、この苦境を機に価格転嫁を実施する動きも始まっ
ている。日本商工会議所ではサプライチェーン全体で取引価格を適正化するため、近年、パートナーシップ構
築宣言を推進しているところである。
　こうしたwithコロナのもと岸田政権は「新しい資本主義」を掲げ、成長力強化・生産性向上と次の成長に向
けた分配の好循環を目指しており、国を挙げて更なる「働き方改革」「デジタル化」「ＤＸ推進」「生産性向上」「脱
炭素化」「賃上げ」等の取組みを推進し、日銀ではデフレ経済の脱却を目指し金融諸政策に取り組んでいると
ころである。
　当商工会議所でも、コロナ感染症拡大に伴う国・県・市の各種支援金・給付金、補助金、融資等について普及・
啓発、申請支援等を行っているが、今や国関係は電子申請が当り前となり、経営者のデジタルスキルの向上が
欠かせないものとなっている。今後も生活面でキャッシュレス化、マイナンバーカード活用、スマートフォン
活用や地域電子通貨活用等が着々と進められると考えられることから、本年度は経営発達支援計画の事業推進
等に加え、引き続きコロナ対策の各種施策の支援、デジタル活用の普及・啓発に取り組むこととする。
　また、本年度中にいよいよ東九州自動車道のうち清武南ＩＣ～日南北郷ＩＣ間が開通し、北九州市から日南
市まで高速道路が繋がることになる。人流、物流が変わり、それに適したまちづくりも必要である。日南市の
人口問題や東九州自動車道延伸を機に、昨年組織した「日南商工会議所ひと・まち未来会議」「重要港湾・油
津港整備促進民間協議会」の活動を通じて、引き続き新たな取り組みを行う。現在、未来会議では、まちづく
りの目標を「みんなで育む　笑顔あふれるまち “日南”」と掲げ、事業コンセプトを「未来共創」として、今後、
民間主導あるいは官民が連携し共に知恵を出し合って事業を推進していきたいとしている。
　そこで、本年度は次の基本方針を掲げ、各種事業に取り組んでいく。
１．商工会議所として意見・要望を公表し、連携した活動を実施する。
２．事業再構築、新事業展開、生産性向上、事業継続力強化、事業承継や創業など様々な諸施策の普及啓

発・活用促進による商工業の振興、発展を目指す。
３．電子帳簿保存法の改正などデジタル化の進む経営環境下に対応できる経営力の強化につながる事業を

展開する。
４．官民連携のもと地域ぐるみの地方創生の推進に取り組む。

　日南商工会議所は会員とともに「進化と創造」に挑戦している。当市商工業の振興、発展を目指し、その役
割を積極的に果たしていきたい。

（令和４年３月２９日　於：日南商工会議所）

収益事業等収入
22%

会 費
17%

会館運営事業会計 3%

特退金事業関係 3%

共済・労働保険
事業関係
10%

経営改善普及
事業関係
26%

日南市指定ごみ袋
事業関係
2%

一般事業関係費
56%

令和４年度一般会計総合（連結）収支予算

補助金
24%

事業等収入
2%

繰越金他収入
（運営基金積立金取崩額含む）

35%

収入の部
150,020,105円

支出の部
150,020,105円
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日南商工会議所議員変更のお知らせ

部会再編、定款の一部改正を行ないました

日本商工会議所表彰

永年勤続表彰
（役員・議員　20年表彰）

・（株）元祖おび天本舗
　松田　利正氏
・（株）おび印刷
　中島　康雅氏

■人事異動等に伴い、以下の通り補充選任されました。
【監事の変更】
　藤田　英樹氏（宮崎第一信用金庫油津支店支店長） → 西村　健二氏（同支店長）
【議員の変更】

　松﨑　保隆氏（（株）九電工日南営業所所長） → 曽山　正文氏（同所所長）
　森永　健一氏（セコム宮崎（株）日南営業所所長） → 荒殿　誠氏（同所所長）

　部会再編につきましては、昨年１０月から該当部会長会議や全部会長会議を経て、本年１月開催
の各部会や３月の常議員会でご審議いただき、３月２９日の通常議員総会にて定款の一部改正が承
認され、部会再編の実施が最終決定されました。
　つきましては、本年４月１日から次の通り部会の統合と廃止を実施し、１１部会から９部会の編
成となりましたのでお知らせ致します。

■商業第一部会と商業第二部会の統合　⇒　商業部会　
商業第一部会長の長友克仁氏（（株）日南山形屋）が部会長に、商業第二部会長の金丸正嗣氏（米
良電機産業（株）日南営業所）が副部会長に就任されました。

■庶業部会　⇒　廃止
　　所属団体は類する部会に所属いただきました。
■令和４年４月１日からの９部会は次の通りです。
①食品商業部会、 ②商業部会、 ③工業部会、 ④観光サービス業部会、⑤金融保険業部会、 ⑥林産
業部会、 ⑦運輸交通業部会、 ⑧建設業部会、 ⑨一般サービス業部会

■定款変更について（本年４月１日改正施行）
　　①会員加入資格、 ②部会編成、 ③特別会員の権利について改正を行ないました。

　日本商工会議所
より、当所の事業
活動の推進に関し
て、新型コロナウ
イルス感染症ワク
チンの中小企業への共同接種の推進の取り
組みを表彰されました。渡邊会頭（左）から表彰を受ける松田利正氏（右）
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安心・安全・快適
お出かけの際はタクシーをご利用下さい。

南光タクシー 23-5131
第一タクシー 23-2457
美登タクシー 23-7711
宇賀村タクシー 27-0062
宮交タクシー（株）日南営業所 23-4141
宮交タクシー（株）串間営業所 72-0112

宮崎県タクシー協会  日南支部
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■

■
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第６回　日南まちゼミ参加店を募集します！！
　毎年大好評をいただいております「日南まちゼミ」を本年も開催いたします（今回で６回目）。
　「まちゼミ」とは、お店の方が講師となり、お客さまに無料（材料費は実費）で専門知識やプ
ロのコツを教える少人数制のミニ講座です。

  こんなお店におすすめです 参加店の声
  ・新規のお客様がなかなか増えない ・初めてのお客様の受講が多い
  ・店にはお客様が来店しにくい業種だ ・受講者がその後も来店してくれた
  ・お客様にアピールしたいことがある ・少人数の講座なので話しやすい

　講師なんてやったことがない！教えられることが思いつかない！店が狭くてスペースがない！という方
でも、まちゼミには具体的なノウハウが多数あり、参考になる事例もたくさんあります。
※なお、参加できる事業者は旧日南市内に事務所がある方に限らせていただきます。詳細につきましては、
日南商工会議所（電話：２３－２２１１）担当：松尾までお問い合わせください。

事業承継のご相談をお待ちしています！
　日南商工会議所では、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター（公
的機関：0985-72-5151）と連携して『事業承継個別相談』を常時
受け付けています。
　後継者の育成まで考えると、事業承継の準備には５～10年ほど
かかり、早めの準備と計画的な取組みが必要です。従業員承継、
第三者承継のご相談も受け付けています。
　経営者様、後継予定者様などお気軽にご相談くださいませ。
　相談は無料、秘密は厳守いたします。ご相談お待ちしています。

令和4年度雇用保険料率のご案内について
・令和４年４月から事業主負担の保険料率が変更になります。
・令和４年10月から労働者負担、事業主負担の保険料率が変更になります。
※年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
〇令和４年４月１日～令和４年９月 30日

宇都　弘次郎 氏

エリアコーディネーター

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

一般事業
農林水産・清酒酒造の事業

建設の事業

労働者負担 事業主負担 雇用保険料率

３／１，０００
４／１，０００
４／１，０００

６．５／１，０００
７．５／１，０００
８．５／１，０００

９．５／１，０００
１１．５／１，０００
１２．５／１，０００

負担者
事業の種類

〇令和 4年 10 月 1日～令和 5年 3月 31 日

一般事業
農林水産・清酒酒造の事業

建設の事業

労働者負担 事業主負担 雇用保険料率

５／１，０００
６／１，０００
６／１，０００

８．５／１，０００
９．５／１，０００
１０．５／１，０００

１３．５／１，０００
１５．５／１，０００
１６．５／１，０００

負担者
事業の種類

津曲　計一郎 氏

山田商事㈱

日南市油津１丁目５－１
TEL２３ー１１８２　FAX２３－１１８３
ワーキングウェアー・オフィスユニフォーム
学校用制服・白衣・各種プリント・横断幕

レーザー加工・刺繍・のぼり
オリジナル携帯ケース・名刺
安全保護具・長靴・手袋・安全靴


