
　金融市場の営業や外
資系生保エージェント
として経験を積み、税
務・財務・法務案件を
解決するコンサルティ
ング企業では経営・医
療コンサルの実務と知
識を習得。
 「多くの人が、そして
企業が元気になり躍進
することをお手伝いす

　学生という殻を破り、社会人としてプロとしての自覚を持つための
意識転換を図ります。
　基本形であるビジネスマナー、報連相の習得や企業の持つミッショ
ンを把握し、ビジネスのプロとしての意識改革を行うことで自分たち
の果たすべきことを明確にし、人間関係の構築力やチーム力の向上を
習得し成長を促します。

新入社員研修新入社員研修～社会への第一歩～
令和４年度 （水曜日）月年2022 4 6日【開催日】

【時　間】8：45～16：30（8：30開場）
【会　場】稲敷市商工会／2Ｆ会議室（稲敷市江戸崎甲548-3）
【参加費】3,000円　受講料は当日に現金にてお支払い願います。
定員に余裕があります。お問い合わせください。
【主な研修講座内容】
●会社にとって社員とはどんな存在か
●会社の持つ方向性とは
●社会人としての行動マナーの基本
　基本マナー（挨拶・お辞儀・姿勢・電話対応）
　言葉づかい、来客・訪問対応
●報告・連絡・相談・命令・指示の基本

【講師紹介】
株式会社キャリアファクトリー21　代表取締役

本間 義昭 氏

茨城県商工会連合会　エキスパートバンク　登録講師
茨城県商工会議所連合会　いばらきエキスパートバンク講師
茨城県職業能力開発協会　講師
中小企業庁　ミラサポ派遣専門家　　他多数

※今回の研修では参加企業様で教育担当者の方は見学が可能となっております。 
　教育実践の場としてご活用ください。

◎お問い合わせ
　稲敷市商工会／担当：黒羽　TEL 029-892-2603

事業資金は、低利な自治金融をご利用ください。事業資金は、低利な自治金融をご利用ください。自治金融のご案内自治金融のご案内

1,000万円 元金均等分割払い 年0.45％～年1.90％ 必要に応じて

融資限度額融資限度額 返済方法返済方法 信用保証料率信用保証料率 担　保担　保

運転資金／設備資金 7年以内 年1.12％ 原則法人代表者のみ

資金使途資金使途 融資期間融資期間 融資利率融資利率 連帯保証人連帯保証人

（個人事業主の方は原則不要）※貸付利率は令和4年4月1日現在。
　経済情勢により変わります。

※詳しくは、商工会金融担当にお問い合わせください。
※融資に関しましては、金融機関及び当協会の審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。
※詳しくは、商工会金融担当にお問い合わせください。
※融資に関しましては、金融機関及び当協会の審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。 （令和４年４月１日現在）（令和４年４月１日現在）

ること。」を使命に、ツーウェイ、実務中心、を
特徴とし大好評を得ている。
 「リーダー育成」｢コーチング｣「プレゼン｣「営
業」等、官公庁、商工会をはじめ、企業等からの
信頼は絶大なウワさの熱い講師。
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女 性 部がんばります!!がんばります!!青 年 部社会に貢献する社会に貢献する

青年部員
募集！

稲敷市商工会青年部では経営者、後継者としての資質向上を目的
とした様々な事業や地域貢献事業などを実施しております。また、
地域事業者との仲間づくりの場として是非ご活用ください。

＜主な事業＞○INASHIKIカップリングパーティー事業（地域貢献事
業）○稲敷BASSトーナメント（観光事業）○チューリップ祭りへの
協力 ○いなしき夏まつり花火大会への協力 ○野球大会（親睦事業）
○ゴルフ大会（親睦事業）
●資格①商工会の会員で４5歳までの経営者・後継者・従業員②青年部活動
に賛同いただける方●年会費／8,000円（初年度は無料です）
●お問い合わせ／稲敷市商工会／担当：大熊まで

女性部員募集！

●資格①商工会の会員もしくはその配偶者または会員の親族で事
業に従事している方②年齢制限なし●年会費／3,000円

仲間の輪を広げて稲敷市を盛り上げませんか！？
業種が違う方とも交流がもてますよ！！

事業計画作成個別相談会事業計画作成個別相談会 ～各種補助金申請等に役立つ～～各種補助金申請等に役立つ～
　この相談会は、自社の経営分析を通して、経営における強み・弱みを把握し、事業計画書・経営計画書を作成、販路開
拓・売上向上を目指す内容となっております。
　さらに、【小規模事業者持続化補助金】・【経営革新計画】・【事業継続力強化計画】などの申請を支援いたします。
また、過去の計画作成者にはフォローアップによる個別支援を実施いたします。

稲敷市商工会館会　場 遠藤陽介講　師

内　容期　日 時　間
6日・13日・20日・27日
※全日、水曜日
11日・18日・25日
※全日、水曜日

４月

５月

①  9：30～11：00
②11：00～12：30
③13：30～15：00
④15：00～16：30

【事業計画書作成】
　持続化補助金申請書類作成の個別支援
【フォローアップ】
　過去の採択者に対する個別支援

個
別
支
援

※個別時間割を組みますので、お電話にてお申し込みください。
◎お問い合わせ・お申し込み先
　稲敷市商工会／TEL 029-892-2603

（稲敷市江戸崎甲548-3）
●対象／商工会会員　●定員／20名（申込順）　●受講料／無料　●持ち物／保存用メディア（USBメモリ等）
●申込／個別時間割を組みますので、お電話にてお申し込みください。

（中小企業診断士）

　タクネスイナシキとは、茨城県稲敷市にて、市内初の
「卓球」×「フィットネス」の複合施設です。
　健康とは日々の食生活と、適度な運動によって成り立ってい
ます。一度、タクネスイナシキで適度な運動をしてみません
か？リーズナブルな価格設定で、仕事帰りやお茶会のあとにも
気軽に立ち寄れる施設運営を目指しています。
　ぜひ「タクネスイナシキ」に健康な生活の手助けをさせてく
ださい。

小規模事業者持続化補助金小規模事業者持続化補助金
　小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取り組みを支援するもので以下の４種類が予定されていま
す。赤字などの業績が厳しい中でも、賃上げ等に取組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む事業者向けに特別枠を創設
し、補助率や上限額を引き上げます。また、後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業を支援する特別枠、免税事業者か

●補助対象者：小規模事業者（卸売・小売・サービス業　５人以下　製造・建設・宿泊業等　20人以下）
●補 助 対 象：小規模事業者が事業計画を作成して取り組む販路開拓等
●公 募 時 期：令和４年３月現在調整中（年度内に複数回公募予定）

※補助金申請には、事業計画の作成が必要と
なります。下記、「事業計画作成個別支援会」
をご活用ください。

50万円
200万円
200万円
100万円

通常枠
成長・分配強化枠（賃上げや事業規模の拡大）
新陳代謝枠（創業や後継ぎ候補者の新たな取組）
インボイス枠（インボイス発行事業者への転換）

成長・分配強化枠の
赤字事業者は3/4

2/3

申 請 類 型 補助上限額 補助率らインボイス発行事業者に転換する場合
の環境変化への対応を支援する特別枠を
創設し、上限枠を引き上げます。

●月額ご利用料金（税込）★卓球台も無制限でご利用頂けます。
一般

1,500円

30歳未満

一回 フィットネス、
卓球どちらも利用可

中学生(保護者同伴)
高校生
大学生

4,500円

4,900円
5,900円

　新型コロナウイルス感染拡大等により、営業時間・定休日が記載と異なる
場合がございます。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。

事業所名【和食 あおやま】事業所名【タクネスイナシキ】部 員 紹 介 部 員 紹 介

営業時間：ランチ／11:00～14:00
　　　　　　夜　／17:00～21:00
定 休 日：火曜日 夜・水曜日
Ｔ Ｅ Ｌ：0 2 9 ‒ 8 6 9 ‒ 5 0 2 2

　開業６年目の和食料理屋さんです。
　ひとつひとつ丁寧に作られた小鉢をはじめ、本格的な味が
リーズナブルにお楽しみいただけます。
　ランチは880円から。コース料理は3,300円から。ランチ営
業・夜の宴会や法事などのご予約も承っております。
　お気軽にお問い合わせください。

●佐倉クリニック
●

●ネッツ
　トヨタ

●ヤマト運輸

江戸崎眼科
125号→←美浦 県道206号

県
道
49
号

↑
１
２
５
号

和食
あおやま
★稲敷市佐倉3293-1
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１．会社役員、家族専従者でないこと　　　　
２．勤務状態が他の従業員の模範となる者　　　
３．企業への貢献が絶大であると認められる者であること
４．会員事業所に勤務する者

１．商工会長表彰授与・・・・・・満 ５年以上
２．稲敷市長表彰授与・・・・・・満10年以上
３．県連合会長表彰授与・・・・・満15年以上
４．県商工労働部長表彰授与・・・満20年以上
５．県知事表彰授与・・・・・・・満40年以上

優良従業員募集優良従業員募集 （優良従業員該当者推薦のお願い）（優良従業員該当者推薦のお願い）
　令和４年度　通常総代会において、優良従業員表彰を行います。つきましては、下記に示す基準により該当者
の推薦をお願い致します。

※表彰時間等のスケジュールにつきましては、後日連絡いたします。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、表彰式が中止となる場合がありますので了承願います。
　その際には後日、表彰状及び記念品を各事業所へ、お持ち致します。

①受賞資格者 ②表彰及び推薦基準

③推薦人数／各事業所１名 ④推薦〆切日／令和４年４月８日(金)期限厳守

制度導入までのスケジュール 登録事業者になろうとする事業者の方は
「適格請求書発行事業者の登録申請書（登
録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号な
どの通知が行われます。
※登録番号については、法人番号を有する
事業者の方は「T＋法人番号」、それ以外の
事業者の方は「T＋13桁の数字（新たな固
有の番号）」が登録番号となります。

登録申請書の受付開始

◆売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイス
　を交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。
◆売買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である
　登録事業者から交付を受けたインボイス（※）の保存等が必要となります。

インボイス制度
ってナニ？

登録申請書受付開始！
令和３年１０月１日から消費税

インボイス制度
令和５年10月１日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付することができます。

詳しくお知りになりたい方は、国税庁
ホームページ
（https://www.nta.go.jp）の
「インボイス制度特設サイト」をご覧
ください。 特設サイトへ

●インボイス制度に関する一般的なご相談は、
専用ダイヤルで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120－205－553（無料）
【受付時間】9：00～17：00（土日祝除く）

インボイス制度に関するお問合せ先

（※）買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引
相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。 

インボイス制度の導入

令和５年10月1日令和3年10月1日 令和5年３月31日

登録申請書は、
令和3年10月１日
から提出が可能です。

令和５年10月１日から登録を受けるためには、原則と
して、令和５年３月31日までに登録申請書を提出する
必要があります。

【記載事項】
① 請求書発行事業者の
　 氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引の内容（軽減対象税
　 率の対象品目である旨）
④ 税率ごとに区分して
    合計した対価の額
⑤ 書類の交付を受ける事
    業者の氏名又は名称

【記載事項】
区分記載請求書に以下の
事項が追加されたもの

① 登録番号
　《課税事業者のみ登録可》
② 適用税率
③ 税率ごとに区分した
　 消費税額等

●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
＜区分記載請求書（現行）＞ ～令和５年９月 ＜インボイス＞ 令和５年10月～

請求書
○○㈱御中

㈱△△

●年■月分　

■月▲日　割りばし　　  550円
■月▲日　牛 　肉  ※ 5,400円

：
合  計 　  43,600円

（10％対象　22,000円）
（８％対象　21,600円）

請求書
○○㈱御中

㈱△△（Ｔ1234…）

●年■月分　

■月▲日　割りばし　　  550円
■月▲日　牛 　肉  ※ 5,400円

：
合  計 　  43,600円

10％対象 22,000円 内税　2,000円
８％対象 21,600円 内税　1,600円

※は軽減税率対象 ※は軽減税率対象

◆売手が買手に対して、正
確な適用税率や消費税額
等を伝えるものです。

インボイスってナニ？
請　求　書

請　求

電子データ（電子インボイス）でもOK!

◆具体的には、現行の「区分記載請求書」に
「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の
記載が追加されたものをいいます。
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（順不同敬称略）（令和4年3月25日現在）新会員紹介新会員紹介
部会名 事業所名 所在地

サービス業部会

サービス業部会

サービス業部会

サービス業部会

㈱ペルシアンエビ

運転代行　Ｍ＆Ｍ

ｃｏｒｅ

ＭＹライン

稲敷市高田818-41

稲敷市信太古渡674

稲敷市佐倉1973-16

稲敷市沼田2713-45

部会名 事業所名 所在地
サービス業部会

サービス業部会

工 業 部 会

建設業部会

work creation

カグラ　マメポニ牧場

ＡＣＲＯ　ｗｉｎｇ

ユウキ美装

稲敷市桑山133-1

稲敷市乙677-2

稲敷市江戸崎乙560-5

稲敷市佐倉3278

〒300-0504 稲敷市江戸崎甲548-3  Tel.029-892-2603  Fax.029-892-4964
ホームページ http://www.inashiki.or.jp/　メール mail@inashiki.or.jp

稲敷市商工会

稲敷市商工会は、稲敷市内の商工業者を支援するために法律に基づいて設置さ
れた経済団体です。お気軽にお問い合わせください。【随時受付】

新規に創業予定の方や創業まもない方経営でお困り
のことはありませんか？

市内事業者の皆様へ・・・市内事業者の皆様へ・・・ 商工会では、会員を募集しています。商工会では、会員を募集しています。

約12万本のチューリップにつ
きましては、例年通り観覧す
ることができます。

約12万本のチューリップにつ
きましては、例年通り観覧す
ることができます。

経営に関する身近なサポーター ！稲敷市商工会に入会しませんか！

あなたの企業のちからになります。

古川　勉
黒羽　正彰
小杉　博亮（龍ケ崎市商工会より）
和田　修希
大熊　賢也
左山　陽子
宮崎　紗知子
山﨑　穂香（新規採用）
富田　康子

事務局長
振興課　経営指導員
振興課　経営指導員
振興課　経営指導員
振興課
総務課
総務課
総務課
振興課

職　　　名 氏　　　名

令和４年４月１日より事務局体制を下記の通りといたしました。よろしくお願い申し上げます。

石田正之（経営指導員）は４月１日より
美浦村商工会へ異動となりました。
永い間、お世話になりました。   

2022稲敷チューリップまつり中止のお知らせ
　令和4年4月10日に開催を予定し
ていた2022稲敷チューリップまつ
りですが、新型コロナウイルス感
染症が拡大し、感染リスクへの対
応が徹底できないことから、お客
さまの健康と安全を第一に考え、
開催を中止といたしました。
　開催を楽しみにして下さった皆
さまには、大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解をいただきますよ
うお願い申し上げます。

・必ずマスクは着用してください。
・ソーシャルディスタンスをとってください。
・チューリップ畑および駐車場での飲食は厳禁となります。

チューリップ畑について

【注意事項】
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