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謹賀新年
新しい年が皆様にとりまして
幸多き年となりますよう心よりお祈り申し上げます
本年もよろしくお願いいたします
令和４年
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新年のご挨拶
会頭

鈴木 登

謹んで新年のお慶びを申し上げます
美濃加茂商工会議所会員の皆様に於かれましては健やかに

業の多くに「ウイズコロナ」「ポストコロナ」を見据えた

禍の長期化により、地域経済の中核をなす中小・小規模企

の本格的な再開が加速すると予測されます。しかしコロナ

新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年中は商工会

業態の「変革、転換」を求められる大きな難題を残してお

あけましておめでとうございます。

議所活動の各般に亘り格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申

ります。このような状況下、多くの中小・小規模企業が当
て重要な立場にあります。

面する多くの諸問題に対し商工会議所が果たす役割は極め

し上げます。
さて一昨年より長期化する新型コロナウイルスの感染拡大
により、度重なる蔓延防止等重点措置、緊急事態宣言等の感

美濃加茂商工会議所は「めざそう‼明るく元気な企業と

地域！」をスローガンに、信頼される地域総合経済団体と

染防止対策が発せられ、特に経済活動が制限されたサービス
業を中心とする業種が厳しい経営環境に置かれておりますが、

して地域経済の活性化に向けてその責務を果たしてまいり

この新しい年が会員の皆様にとりまして更なる発展の年

昨年秋以降より感染者が急激に減少し経済制約も緩和に向か
今年の国内経済は、昨年末よりの変異株「オミクロン型」

となりますようご祈念申し上げますと共に、商工会議所の

ます。

の感染状況、また新たな変異株ウイルスの出現等、不確実性

事業活動に変わらぬご理解ご協力を賜りますようお願い申

い幅広い業種に回復基調が見られる中、新年を迎えました。

は依然大きいものの「ワクチン接種率向上」と「追加接種」

元旦

し上げご挨拶と致します。

令和四年

並びに「検査体制の拡充」「重症病床確保」等が早急に導入
されれば、経済制約も解除され、ウイズコロナでの経済活動
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あけましておめでとうございます
日々全力で駆け抜けているうち
に、あっという間に還暦を迎える
こととなりました。これまで支え
てくださった皆様には感謝しかあ
りません。
新型コロナにより、約二年にわ
たって商工会議所行事を始めとし
たさまざまな行事が自粛や中止と
なり、非常に寂しく思った方も多
いのではないでしょうか？
本年こそは、感染予防を徹底し
つつ、積極的に交流を図っていき
たいと考えております。
私にとって還暦は通過点であり
ます。温故知新の心を忘れず、皆
様と共に明るく、拓かれた商工会
議所を目指してこれからも全力を
尽くして参ります。
本年もどうぞよろしくお願い申
し上げます。

美濃加茂商工会議所常議員
有限会社若宮倉庫
若宮 武

あけましておめでとうございます
二年前からのコロナ禍はワクチ

た。在籍中にお世話になった方々

青年部を卒業させていただきまし

また前年度に十七年間在籍した

復の年になることを願っています。

はなく、正に「カン」の一言に尽

昨年までを振り返ってみるとコ
・
ロナ感染という単語を聞かない日

あけましておめでとうございます

ン、治療薬の開発により今年は回

にはあらためて御礼申し上げます。

きました。しかし喜ばしいカンも
・
ありました。藤井聡太四冠、大谷
・
・
翔平八冠と日本中が歓喜に沸きま
この経験を今後の商工会議所な
どの活動に活かしていきたいと思

した。

歓と元気よくいきましょう！

カーン

カン

こそ感染におさらばし、還・冠・

カン

圧カンのカン暦を迎えます。今年

そして今年は、不肖私、加藤も

います。
本年もよろしくお願い致します。

美濃加茂商工会議所青年部ОＢ

西田好伸税理士事務所
西田 憲幸

新しき 年のはじめの初春の
今日降る雪の いやしけ吉事

（万葉集より）

—我が美濃加茂市と
商工会議所の余栄を祈念して—

美濃加茂商工会議所女性会
株式会社有楽園
加藤 素子
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寅年が語る
新年への思い

その補助金って課税対象？！
コロナ禍の確定申告
～その補助金って課税対象？

「 コロナ禍の確定申告 」
2021年はコロナ対策のため、国や岐阜県から多くの給付金や補助金、
助成金が支給されました。コロナ対策で支給されたお金の中には、
課税対象となるものがあるので注意しましょう。

非課税となるもの

助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
○学資として支給される金品（所得税法9条1項15号）
○心身または資産に加えられた損害について支給見舞金（所得税法9条1項17号）

課税となるもの

事業所得等に区分されるもの…事業に関連して支給される助成金
一時所得に区分されるもの……事業に関連しない助成金で臨時的に支給されるもの
雑所得に区分されるもの………上記に該当しない助成金

事業に関連して支給される助成金等は事業所得（雑収入）に区分されます。

課税対象となる主な給付金・助成金・補助金

国

県

・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・緊急雇用安定助成金
・一時支援金・月次支援金
・小規模事業者持続化補助金 他

美濃加茂市

・岐阜県売上減少事業者支援金
・岐阜県コロナウイルス感染
症拡大防止協力金
・アフターコロナチャレンジ
事業者応援補助金
・酒類納入事業者支援金 他

・あんしん助成金
・PR助成金その２
・みのかもチャレンジ事業者
応援助成金
他

その他の国や地方公共団体からの助成金等についてはそれぞれ課税非課税が異なりますので、支給元である
国や地方公共団体の窓口にてご確認ください。

確定申告の際は決算書の雑収入科目にて計上してください。

所得税青色申告決算書の２ページ目「月別売上
（収入）金額及び仕入金額の表にある「雑収入」

→

欄に金額をご記入ください。
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日
２月４ り！
締め切

令和元年度補正予算

小規模事業者持続化補助金（一般型）（日本商工会議所）
小規模事業者が行う地道な販路開拓等の取り組みや業務効率化の取り組みに要する経費の一部を
支援します。 この制度は、商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画
書を作成し、採択後、所定の補助を受けます。
対象者

小規模事業者

補助率

２/３

申込
期限

（上限５０万円）

※特定の新規創業者は＋50万円

第7回受付締切：令和4年

2月4日(金)

第８回受付締切以降：未定（決まり次第ホームページにて掲載）

詳しい内容はホームページ(https://r1.jizokukahojokin.info/)をご覧いただくか美濃加茂商工会
議所までお問合せください。（☎24-0123）
支援機関等の事業支援計画書の発行が必要となります。申請の際は余裕をもってご相談ください。

復活支援金

(経済産業省)

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
を含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、来年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を支給します。
上限額

事業規模の応じて以下のとおり

対象者

法人
売上
減少率
▲50％
以上
▲30％
～50％

個人事業主 年間売上高
１億円以下

年間売上高
１億円超～
５億円以下

年間売上高

2021年11月～2022年3月のいずれ
かの月の売上高が50%以上または
30%～50%減少した事業者

５億円超

50万

100万

150万

250万

30万

60万

90万

150万

開始
時期

未定（補正予算成立後、所要の
準備を経て申請受付開始予定）

※12月15日時点の情報です。最新の情報は
中小企業庁のホームページにてご確認ください。

岐阜県売上減少事業者支援金１０月分（岐阜県）
２０２１年４月以降に実施された国の緊急事態措置、又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店
の休業・時短営業」「外出自粛等」の影響により、売上が30％～50％減少した中小法人・個人事
業者等の皆様に【売上減少事業者支援金】が給付されます。
給付額

中小法人等

期

１０月分

限

上限10万円／月

・

個人事業者等

上限5万円／月

令和４年１月30日(月)

詳しい内容はホームページ(https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/185801.html)にてご確認いた
だくか、美濃加茂商工会議所までお問合せください。（☎24-0123）
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氷見商工会議所７０周年記念式典に出席しました

中部国際医療センター
シティホテル美濃加茂
シティホテル美濃加茂
富山県氷見市

正副会頭、専務
会頭、専務
会頭、専務
会頭、専務

岐阜県警察官友の会中濃支部総会
美濃加茂市企業誘致推進委員会

関商工会議所
美濃加茂市役所

会頭、佐合副会頭、専務
専務

十一月二十七日、富山県氷見市にて当所と友好提携を結んでいる氷見商工会

を交わす大切さについて話されまし
た。

６
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議所の創立七〇周年記念式典が開催されました。
式典には氷見市長をはじめ、氷見
商工会議所と友好提携を結んでいる

催し、自己紹介と持ち寄りのお土産

式典後、氷見・美濃加茂・川崎・

式典の会場には友好提携を結ぶ各

の紹介を行いました。その後各商工

美濃加茂・川崎・島田商工会議所な

会議所の特産交流市が設けられ、美

会議所の事業やコロナ禍での活動に

島田の四商工会議所にて交流会を開

濃加茂市からは、若尾製菓㈱の「蜂

ついて意見交換を行い、交流を深め

ど約二百名の方が出席されました。

屋いちの木フィナンシェ」、ジース

ました。

加していきたいと思います。

深め、同会議所事業にも積極的に参

今後も氷見商工会議所との交流を

した。

財建造物を有する勝興寺を参拝しま

後は高岡市にある十二棟の重要文化

見の海産物を景色と共に楽しみ、最

光列車「べるもんた」に乗車し、氷

昼食では城崎線・氷見線を走る観

学しました。

文化や寒ブリ等の特産物について見

では浅野総一郎翁の歴史と氷見市の

視察し、氷見漁業文化交流センター

成された「浅野総一郎翁」の銅像を

川崎商工会議所との提携のもと作

を視察させていただきました。

翌日、二十八日には氷見市の名所

プレッド㈱の「リーフパイ・ハート
クランチ」、初穂製菓㈱の「小さな
姿あられ」を出品し、全て完売しま
した。

また、記念講演会では俳優の紺野
美沙子さんが登壇され「日々を豊か
にする言葉の力」をテーマに、言葉

中部国際医療センター視察
岐阜県商工会議所女性会連合会役員会
第2回みのかもジョブフェア2021
氷見商工会議所創立70周年記念式典・
友好提携交流懇談会

12月
3日
9日

１１月１６日〜１２月１５日

事務局日誌

11月
17日
22日
26日
27日

▲特産交流市に出品した美濃加茂の商品

常議員会では、会員の加入承認
変 更 前

企 業 名
支店長

支店長
可児尚幸 氏

今井貴敏 氏

㈱十六銀行美濃加茂支店

【報告事項】

令和３年度の委託申込については令和４年２月１０日(木)までにお願いします。

①令和三年度上半期監事会報告
②美濃加茂商工会議所議員の職務
を行う者の変更について
③創立三〇周年記念事業について
④会員親睦ボウリング大会の開催
について
⑤二〇二一年四月～六月、七月～
九月期業況調査の結果について
⑥各種セミナー開催報告
⑦みのかもジョブフェア開催報告

⑬第十六回みのかもハーフマラソ

私たちが排出しているゴミの約60％を占める容器包装廃棄物。その減量をはかり、そしてリサイ
クルを積極的に推進するために施行されたのが「容器包装リサイクル法」です。
商工会議所では、国が認定する指定法人である(財)容器包装リサイクル協会
から業務の一部を受託し、指定法人と特定業者の再商品化義務の履行を目的と
し、再商品化に伴う「再商品化委託業務」を行っています。

令和三年度補正予算などを審議
＝第一九四回常議員会を開催＝
十二月十六日、シティホテル美濃加茂にて正副会頭会議、第一九四回常議
員会が開催されました。正副会頭会議では常議員会への上程議案ならびに創

をはじめ全四議案の審議が行われ、
変 更 後
同社の人事異動のため

立三〇周年記念事業について事前協議が行われました。

承認可決されました。
変更理由

⑧親睦事業の中止について（ゴル
フ大会、会員親睦旅行、共済還
元事業）
⑨工業部会ビジネス交流会の開催
中止について
⑩メッセナゴヤ二〇二一の出展中
⑪おん祭MINOKAMO二〇二

止について

美濃加茂商工会議所職員の給与の

一秋の陣の開催中止について
⑫第十回みのかも市民まつりの開
の端数について、五十銭未満の端

ン大会の開催中止について

催中止について
数を切り捨て、五十銭以上一円未

業について

⑭青年部・女性会三〇周年記念事

に遡り適用されます。

令和三年十二月支給の期末手当

ることが可決承認されました。

諸手当等の端数処理と均一化を図

満の端数を切り上げるものとし、

期末手当・勤勉手当の一円未満

いて

支給に関する規程の一部改正につ

議案第四号

が可決承認されました。

う修繕費の見直しによる補正予算

および商工会館の設備老朽化に伴

中小企業相談所の職員配置変更、

令和三年度補正予算について

議案第三号

議案第一号
会員の加入承認について
一般会員二十九事業所、特別会
員四事業所の会員加入が可決承認
されました。
議案第二号
美濃加茂商工会議所常議員の変更
について

同社の人事異動のため

セブン工業（株）
常務取締役
梅村誠司 氏
執行役員 管理本部長
河合剛
氏

当所常議員の変更が可決承認さ
れました。
企 業 名
変 更 前
変 更 後
変更理由

㈱大垣共立銀行
美濃加茂支店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・

企 業 名

支店長 成瀬守和 氏
支店長 竹山泰仁 氏
同社の人事異動のため

わくわくみのかも令和４年１月１日号
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変 更 前
変 更 後
変更理由

容器包装リサイクル法
令和４年度再商品化に係る委託申込のご案内

新規加入会員のご紹介（期間：令和３年５月２２日～令和３年１２月１０日）
●一般会員
部会

事業所名

代表者

業種

住所

TEL

観光飲食 (株)わらべ村

櫻井 芳明

自然食品小売店

加茂野町鷹之巣

54-1355

サービス 福田行政書士事務所

福田 茉奈

行政書士事務所

加茂野町加茂野

25-8753

運輸通信 (株)Trust Ace Motors

山田 健晴

自動車販売､買取､修理

太田町

66-8750

建

設

(株)シマケン

中島 彰宏

建設業

加茂野町稲辺

49-7112

建

設

大澤美装

大澤 俊和

内装業

加茂野町加茂野

27-4309

観光飲食 やまかつ

福田 幸雄

居酒屋

古井町下古井

28-0014

田中 伸享

電気工事業

西町

観光飲食 焼肉 一

岩井 一史

焼肉屋

山手町

サービス 明治安田生命保険相互会社

伏見 昌幸

生命保険・損害保険

古井町下古井

25-3042

観光飲食 ＳＲＫ企画

重野 勝文

スナック

野笹町

50-1954

サービス あい鍼灸･マッサージ院

塚本 藍子

鍼灸あんまマッサージ

田島町

58-3765

山越 恭介

外構・造園工事

山之上町

23-2057

観光飲食 ホワンロン

兼松 健二

飲食店

太田町

携帯

観光飲食 旧伊深村役場庁舎 いぶカフェ

齊藤 靖憲

飲食店

伊深町

29-3011

運輸通信 (株)ＡＳＣ

安藤

自動車販売､修理､運送

加茂野町今泉

49-6331

サービス 登記測量 西川事務所

西川 幸雄

土地家屋調査士･行政書士

西町

24-3525

サービス eyelash salon mina

柴田 美希

まつ毛エクステ･パーマ

加茂野町鷹之巣

携帯

飲食･焼き芋テイクアウト

牧野

携帯

土砂運搬、土木工事

加茂野町加茂野

建

建

設

設

たなでん

ＨＥＡＲＴＳ

観光飲食 Miracle(株)

進

酒向真実子

運輸通信 木曽川興運(株)

成瀬 幸典

--050-8881-6388

66-9222

●特別会員
事業所名

代表者

業種

住所

℡

富士国際特許事務所

渡邉 秀樹

弁理士業

可児市下恵土

052-228-9568

オニバス(株)

岸下 雅光

アクアリウム関連機器販売

安城市三河安城本町

0566-91-5880

(一財)あんしん財団

沼上 利朗

福利厚生事業

岐阜市金町

058-267-5023

加入時に掲載の承諾をいただいた事業所のみ掲載しております

わくわくみのかも令和４年１月１日号

第二回みのかもジョブフェア
二〇二一を開催

十一月二十六日、シティホテル

美濃加茂にて合同企業説明会「み

のかもジョブフェア二〇二一」を

開催しました。

会員事業所、美濃加茂労務対策

協議会の会員事業所十八社が出展

し、Ｕターン、Ｉターン希望者や

一般の求職者及び転職希望者、今

春に各種学校を卒業する生徒・学

生など二十三名の方が来場されま

した。

本年度は全三回のジョブフェア

を企画しており、次回は令和四年

二月二十一日を予定しています。

▲感染対策を徹底し開催しました

８

ＳＤＧｓに関する
セミナーを開催
十一月二十九日、商工会館にて
一般社団法人中部ＳＤＧｓ推進セ
ンター代表理事・戸成司朗氏を講

十一月例会及び
岐阜県女性会連合会
役員会
～歌声喫茶ラウム
による講演会～
十一月二十二日、

の合同企画にて、
名古屋市を中心に
音楽活動を行う歌
声喫茶ラウムによ
る講演会を開催し
ました。
現在の閉塞感を少しでも解消し

シティホテル美濃加

茂にて岐阜県商工会議所女性会連

ていただければという思いから、

師に迎え「アフターコロナで企業
はどうＳＤＧｓと向き合うか～未
合会と美濃加茂商工会議所女性会

『二〇三〇年にありたい姿』を描

講師より「ＳＤＧｓとは世界の

るべき姿、存在意義を考える重要

社訓です。二〇三〇年の自社のあ

ベースになるのは経営理念であり

考えてみてください。そしてその

した。

参加者は美しい音色に酔いしれま

止を行いながらの実施でしたが、

コロナ禍での開催の為、感染防

した。

に約十五曲を披露していただきま

講演会では懐かしの歌謡曲を中心

来から選ばれる企業になるために
～」をテーマに、美濃加茂市・美
濃加茂商工会議所・東京海上日動
火災保険株式会社の合同主催でセ

いたものです。あなたの会社は二

な羅針盤としてＳＤＧｓを使って

ミナーを開催しました。

〇三〇年にどういう会社でありた

ください」と述べられました。

期待されて生き残っているのかを

▲音色を楽しむ県下女性会の皆さん

いのか、どんな存在意義を持って

り

きたいと

立ててい

事業に役

対外的な

して行う

方を招待

る外部の

く実施す

づきを近

で得た気

を話し合う時間を設けました。そこ

点から、大会の良かった点や改善点

終了後には前年大会の開催地の視

きました。

など有意義な時間を過ごすことがで

参加部員は他単会の部員と交流する

リット形式での開催となりました。

にオンラインで参加ができるハイブ

参加が難しい部員は式典や分科会等

地で参加することができる他、現地

今回の豊田大会は、一般部員も現

が参加しました。

参加を含め十一名の部員

茂からはオンラインでの

田大会が開催され美濃加

にて東海ブロック大会豊

十一月十二日、豊田市

青年部十一月例会
～東海ブロック大会～

青年部だよ

思います。

▲現地にて参加した青年部員

り
よ
だ
会
性
女

存在しているのか、社会から何を

わくわくみのかも令和４年１月１日号

９

▲SDGｓについて解説する戸成氏

▲懐かしの楽曲を演奏をする歌声喫茶ラウムの皆様

「看板を掛け替えたら
行列店になった理由」
最寄り駅から徒歩約２分の商店街に、お昼時になるといつ
も行列ができる食堂があります。このお店の開店情報は３カ

じさんはむしろ入りにくくなったかもしれません。それもリ
ニューアルの狙いの一つだと思います。

月くらい前に、地域情報を伝えるネット経済メディアの記事

店側としてはコロナ禍でお酒が出せない期間が続いたこと

で知っていました。私自身は行列に並んで食べるくらいなら

から、食堂の看板を掛け替えただけですが、お客さん側から

ほかのお店に行くタイプなので「ここが例の店か」と思いな

見れば、飲むためだけの店から飲まなくても飲んでもいい店

がらいつも横目に見て通り過ぎていました。先日、たまたま

へと選択の幅が広がったことになります。この「選択の幅が

休日にその店の前を通り掛かったら行列がなかったので、入

広がった」というところが、若い世代や女性客に受けて行列

ってみました。

店になった大きな理由だと思います。

のれんをくぐったとたん「このお店は以前、よくあるチェ

私が店に入ったのは休日の昼間で周りを見ると、カップル

ーンの居酒屋だった」ということに気付きました。実際、お

や女性の二人連れの比率が高く、子ども連れもいました。お

店のレジのそばに「この店は居酒屋の○○チェーンが運営し

酒も飲めるちょっとおしゃれで気軽な食堂、いわば和風のフ

ています」と書いてあります。以前のお店には何度かランチ

ァミレスのようでした。女性同士のお客さんもほとんどがラ

を食べに来たことも思い出しました。店名や看板はまったく

ンチがてらレモンサワーなどを飲んでいます。きっと平日の

変わってしまっており、昭和からある居酒屋というよりは、

昼に食べに来てメニューや雰囲気を知った上で、休日のカジ

若い人たちが好みそうな白ベースのシンプルで“おしゃれレ

ュアルな飲みの場として選んだのだと思います。同時に、こ

トロ”なテイストのロゴマークを入れた看板になっていまし

の店の近くで、「飲酒客に限る」と強く主張していた中華食

た。しかし、お店の内装やテーブルや椅子、雰囲気を見ても

堂が閉店していたことにも気付きました。点心のおいしい店

以前とさほど変わっていません。

でしたが、家族連れで行って一人でも飲まない客がいると露

私はおじさんなので、昔ながらの昭和な居酒屋に違和感も
なく、よくランチに利用していますが、確かに20代、30代の

骨に嫌な顔をする店でした。
豊かさとは選べること。コロナ禍で得た教訓の一つとして

若い人や特に女性はこうした “おじさん御用達”の居酒屋に

客の選択肢を増やすのは利益率が下がるけれど、きちんと向

入りません。外観の看板を替えるだけで突然、昭和な居酒屋

き合わないといけないということだと感じました。

が若い人（特に女性客）が押し寄せる店になるものかと興味
が湧きました。そこで、その理由を自分なりに考えてみまし
た。「焼き魚や刺し身、煮物、丼物から麺類などの昼の気軽
な食堂のニーズは根強くあった」「居酒屋には珍しいオムラ
イスやメロンパフェ、アイスクリームやジェラートなどのデ
ザートメニューも追加された」「定食の価格帯が、１０００
円以下で分かりやすくそろえられた」といったところでしょ
うか。外観が明るくおしゃれになったことで、私のようなお

渡辺和博／わたなべ・かずひろ
日経BP総研マーケティング戦略研究所 上席研究員
日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所上席研究員
１９８６年筑波大学大学院理工学修士課程修了。同年、
日本経済新聞社入社。日経パソコン、日経ビジネス、
日経トレンディなどＩＴ分野、経営分野、コンシューマ
分野の専門誌編集部を経て現職。全国各地の商工会
議所などで地域振興や特産品開発のための講演・コ
ンサルを実施。消費者起点のものづくりをテーマに地
域発のヒット商品育成を支援している。

現在の金融状況

１２月１日現在の金利は次の通りです。

★日本政策金融公庫☆

限度額

金利

経営改善貸付 ２０００万円 １．2１％
(返済期間：運転７年、設備１０年以内)

★市内金融機関☆

県小口融資 ２０００万円 ０.８０％

(返済期間：運転７年、設備１０年以内)

市小口融資 ２０００万円 ０.７５％

(返済期間：運転10年、設備10年以内)

わくわくみのかも令和４年１月１日号 １０

営業日 お休み

１月の商工会議所カレンダー
月

日
２

３

火

水

４

木

５

６
〇補助金申請に
向けた個別
相談会

９

10

〇あじさい共済
還元事業
「御園座観劇」

成人の日

16

17

11

12

13

24

18

19

20

31

８

14

15

21

25

26

22

〇年末調整窓口
最終日
○よろず支援

27

28

〇税務個別相談

30

７

〇よろず支援

○よろず支援

○雇用・労務
個別相談会

〇金融・創業経営
革新個別相談

23

土

金

29

○よろず支援

2/1

２

３

４

５

○よろず支援

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、変更となる場合がございます。最新の情報は美濃加茂商工会議所までお問合せください。

商工専門相談窓口相談のご案内 ます。３日営業日前までにお電話にてご予約ください。
専門スタッフが無料相談（秘密厳守）にて応じており

相談内容
税務相談
創業・経営計画相談
金融相談
雇用・労務相談
法律相談
よろずビジネス相談

補助金申請に向けた
個別相談会

開催日時
相談員

開催日時

２４日㊊

１月

１３時〜１５時

２８日㊊ １０時〜１２時
安田 昌孝 税理士
安田 昌孝 税理士
２６日(月) ３時〜１５時
１９日㊌ １０時〜１２時
１６日㊌ １０時〜１２時

相談員
開催日時

水野

輝彦 中小企業診断士

開催日時

１１日㊋

相談員

１９日㊌ １０時〜１２時
日本政策金融公庫

相談員

清水清隆

開催日時
相談員

開催日時
相談員
開催日時
相談員

２月

１０時〜１２時

社会保険労務士

【ホームページ】

https://www.cci.minokamo.gifu.jp/

１６日㊌

１０時〜１２時

１７日㊍

１０時〜１２時

日本政策金融公庫

４日、１８日、２５日
１３時〜１７時

よろず支援コーディネーター

馬渕

輝彦 中小企業診断士

川島 和男 弁護士

７日、１４日、２１日、２８日
１３時〜１７時
６日㊍

水野

よろず支援コーディネーター

１３時〜１６時

智幸 中小企業診断士

【E-mail】

info@cci.minokamo.gifu.jp
わくわくみのかも令和４年１月1日号

１２

