令和４年１月４日
西予市商工会
会長 沖野 健三
年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
商工会新規加入者
昨年も新型コロナウイルス感染症の影響は長引き、未だに先の見えない状況が続いております。事業
(11月24日承認分)
者の皆様方にとりまして、大変厳しい状況が続いているものと拝察いたします。出口の見えない状況で、
日常を取り戻すためには、もう少し時間が必要ではないかと思われます。しかし、このような中でも、
宇和地区 ７事業所
それぞれが試行錯誤する中で、明日に向けた力強い取組み・活動も確かに伝わって来ています。微力で
すが、当会としても引き続いて、支援活動を進めてまいります。
さて、新内閣に代わって初めての年始めであります。中小・零細事業者を取り巻く環境が大きく変化
野村地区 １事業所
する中、様々な制度改正・変革に対応できる商工会の体制構築に取り組んでいかなければなりません。
全国的に少子・高齢化による過疎化が急速に進んできております。この社会現象を深く受け止め、地
城川地区 １事業所
域の商工会として、県や西予市等との連携を深めつつ「明るく・住み続けたいまちづくり」のために取
り組んでいく必要があります。
ご加入誠に
本年も格別のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げると共に、今年こそは、皆様方にとりまし
ありがとうございます！
て、平穏で輝ける年になることをご祈念申し上げ、年頭にあたってのご挨拶といたします。
令和４年元旦

西予市商工会会長 沖野健三

早期の収支決算で
余裕をもって確定申告を！

令和３年分確定申告

所得税及び復興特別所得税・贈与税
３月１５日（火）まで
※振替納税利用時の振替日は４月２１日(木)

消費税及び地方消費税
３月３１日（木）まで
※振替納税利用時の振替日は４月２６日(火)
<消費税の申告が必要な方>
① 平成31年及び令和元年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者の方
② 平成31年及び令和元年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、

平成30年中までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方。
③ ①、②に該当しない場合で、令和２年1月１日～6月30日までの期間の

信用保証協会へご相談ください！

課税売上高が1,000万円を超える事業者
※上記いずれかに該当する場合は、令和３年分の課税売上高が1,000万円以下で
あっても令和３年分の消費税申告が必要となります。

確定申告個別相談日(予定)
本

2/18(金)、 2/25(金)、 ３/ 4(金)、

所

3/11(金)、 3/15(火)
野村支所

９時～17時

2/25(金)９時～15時、 3/ 3(木)10時～16時、
3/10(木)９時～15時、 3/15(火)９時～15時

三瓶支所

2/25(金)、 3/ 3(木)、3/11(金)、3/15(火)
９時～16時

城川支所

3/1(火)、 3/ 8(火)、3/14(月)

明浜支所

3/ 4(金)、 3/14(月)

令和３年分

税制改正のポイント

９時～15時

県内で創業・事業承継する人に、県の新事業創出支
援資金を利用する際の信用保証料を全額補助！
融資条件は次のとおりです。
資金使途

運転資金、設備資金

融資限度

創業・・・3,500万円
事業承継・・・運転5,000万円、設備１億円

融資期間

運転７年以内、設備10年以内

融資利率

年1.5％

・３年分から押印が不要になりました。
・補助金や給付金は雑収入で計上してください。
源泉徴収は大事な手続きです。
正しく行いましょう。

源泉所得税個別相談
本 所

負担なし

【お問合せ先】
愛媛県信用保証協会八幡浜支所：TEL0894-22-2003

10時～16時

↓ 昨年からの変更点 ↓
①５５万円の青色申告特別控除の適用要件変更。
②基礎控除額 現行 38万円⇒改正後 48万円
（合計所得金額が2,400万円を超える人は減額また
は控除額０）
③給与所得控除 一律10万円引き下げ。
④配偶者控除・扶養控除の限度所得金額の変更
合計所得金額の条件が現行38⇒48万円以下。
※給与所得控除が10万円引き下がっているため、
控除対象ボーダーラインは昨年同様年収103万円。
⑤従来の寡婦控除(27万円)とは別にひとり親控除
(35万円)創設。併用適用不可。

保証料率

１月1９日(水) 9時～

■対象
商工会員であり社会保険適用事業所
病院・健診車等で受けた健康診断分
※人間ドック及び西予市主催分の費用は対象外
■実施期間
令和３年１月１日～１２月３１日
健康診断
■助成金額
１人あたり 2,000円
助成金
(１事業所の限度額は10,000円)

締切日： 令和４年1月31日(月)

野村支所 １月18日(火)13時～
城川支所 １月1８日(火) 9時～

令和３年10月１日
愛媛県最低賃金が
改定されました。

明浜支所 １月17日(月)10時～

改定後は１時間

三瓶支所 １月19日(水) 9時～

最低賃金の
お知らせ

８２１円

です。

８２１円
青年部・女性部だより

新しい部員さん随時募集中！一緒に地域を盛り上げましょう！
11/28
清掃活動

12/5
Z-1タイムアタック

青年部明浜支部

青年部宇和支部

11/27
乙亥大相撲出店
青年部・女性部野村支部

12/14 講習会

11/8 講習会
サンキャッチャー作り

プリザーブドフラワー
の正月飾り

女性部野村支部

女性部宇和支部

市

西予市中小企業者等えひめ版応援金(第2弾)
及び西予市中小企業者等経営安定給付金

県

えひめ版応援金（第３弾）

給付対象者

給付対象者

令和３年６～９月のいずれかの月の事業収入が、令和
元年又は令和２年同月の事業収入と比較して、30％以上減少している、
または令和３年６～９月のうち任意の連続２か月の事業収入が、令和
元年又は令和２年同月の月間事業収入と比較して、各月が連続して
15％以上減少している。
※農林漁業者、医療法人、農業法人、NPO法人等も対象。
※令和３年６月から９月を対象とした「営業時間短縮に係る協力金」
の対象者又は「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う月次支
援金」の受給者は原則対象外。
※比較対象月の属する事業年度の事業収入が法人は240万円以上、個
人事業主は120万円以上。

給付額(定額)

法
人：２０万円
【えひめ版応援金(第２弾)】
個人事業主：１０万円

【 経営安定給付金 】
申請期間

法
人：１０万円
個人事業主：５万円

小規模事業者持続化補助金
〈低感染リスク型ビジネス枠〉

感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させる
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセス
の導入等に関する取組を支援。
例：ＨＰやチラシの作成、新商品の開発、感染防止対策による経費
テイクアウトやデリバリーを開始、学習塾のオンライン授業

補助対象者

・緊急事態宣言再発令による特別措置の適用対象者
・緊急事態宣言の再発令によって2021年１～３月のいずれかの売上高
が前年又は前々年の同月比で30％以上減少している事業者

補助金額等

申請方法

給付額(定額)

法人：１０万円、個人事業主：５万円

申請期間

令和４年１月３１日（月）予算に達し次第終了

申請方法

ホームページ（https://ehime-ouenkin.com/）から
申請書類を入手し郵送

〒790-0914 松山市三町３丁目12-13
伊予鉄三町ビル２階 「えひめ版応援金(第３弾)事務局」宛
【お問合せ先】コールセンターTEL：０８９－９０９－９２９４

国

事業再構築補助金

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組
を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築への企業の挑戦を支援。

補助対象者

・2020年４月以降の連続する６か月間のうち、任
意の３か月間の合計売上高がコロナ以前(2019年又は2020年１～３
月)の同３か月の合計売上高と比較して10％以上減少しており、
2020年10月以降の連続する６か月のうち任意の３か月の合計売上
高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して５％以上減
少していること。
・事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体
となって事業再構築に取り組む中小企業者等。
・補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0％(一部
5.0％)以上増加、従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一
部5.0％)以上増加の達成。

補助金額等

上限１００万円（補助率３／４）
更に補助対象経費の1/4を上限に感染防止対策費を
別途支援(最大25万円)

受付締切

※比較対象期間を含む年間売上が、法人は120万円以上、個人事業主は
60万円以上。
※「令和３年８月～９月までの営業時間短縮要請」の対象者又は「令
和３年10月の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う月次支援
金」の受給者又は「事業復活支援金」の受給者は原則対象外。

令和４年１月７日（金） ※下記提出先へ郵送

【提出・お問合せ先】
中小企業者：西予市役所産業部 経済振興課TEL：0894-62-６４０８
農業者・漁業者(個人事業主のみ) 農業水産課TEL：0894-62-６４０９
林業者（個人事業主のみ)
林業課TEL：0894-62-６４９３

国

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年10
月～12月と、令和元年又は令和２年同期間を比較して、任意の月の売
上が30％以上減少又は任意の連続２カ月の売上が令和元年又は令和2年
同期比で15％以上減少している。

100万円～従業員数に応じて8,000万円
補助率２／３（6,000万円超は１／２）
(通常枠

中小企業者等の場合)

第５回受付締切：令和４年１月12日（水）
第６回受付締切：令和４年３月９日（水）

受付締切

第５回公募：令和４年１月中に開始される予定

申請方法

電子申請（ＧビズＩＤプライムアカウント※取得が必要）

補助金申請システム（Ｊグランツ）

【お問合せ先】コールセンターTEL：０５７０－０１２－０８８

西予市商工会

新型コロナウイルス感染症関連事業の他、西予市商工会ホームページでは常に新しい情報を更
新しています。ご活用ください。【URL】http://www.ssci.or.jp/

〒797-0015
西予市宇和町卯之町三丁目297番地
TEL：0894-62-1240 FAX：0894-62-5800

野村支所72-0339
城川支所82-0208

三瓶支所33-0357
明浜支所64-0311

