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pick up会員さん

掲載希望の事業所を募
集しています！
お気軽にお問合せくだ
さい！！(☎24-0123)

掲載ご希望の方は美濃加茂商工会議所
(☎24-0123)までご連絡ください。
NO.93

表紙

今月の

焼肉 一（はじめ）

全室個室のため、安心してご
利用いただけますので、ファミ
リーでもお気軽にご来店くださ
い。

●事業内容と設立
令和3年4月26日開業
焼肉屋
●こだわりや特徴
創業100年を超える老舗肉屋
からこだわりの和牛を仕入れて
提供しています。
またお肉だけでなく、サイド
メニューやデザートにも力を入
れており、一つ一つ丁寧に手作
りしています。

●これからの取り組み
お客様にとって大切な一食に
当店を選んでいただいた感謝の
気持ちを大切にしています。
今後もその思いを忘れず、美
味しいお肉と楽しい時間をご提
供できればと思います。

焼肉 一
代

表：岩井

一史

住

所：山手町3-108

電

話：050-8881-6388

定 休 日：木曜日
営業時間：17時～22時30分
※新型コロナウイルス感染拡大の
影響で営業時間が変更となる場
合がございます。
◀公式インスタグ
ラムでは最新の
情報を受け取れ
ます！

▲自慢のメニューでお客様をおもてなしいたします

NO.94
●事業内容と設立
平成 9年11月 創業
平成14年
法人
新聞販売業（中日、日本経済、岐阜、
朝日、毎日）、イベント企画、
印刷業
●こだわりや特徴
新聞を通し、信頼で
きる情報を地域の皆さ
まにお届けしています。
子どもたちにも新聞
を紹介し、心の教育に
寄与できればと思って
います。
豊かに暮らせる地域
づくりのお手伝いに努
めています。

有限会社トータルニュース

●今後の活動
若い世代の活字離れが進み子どもが新聞に接する機会も減ってい
るようです。新聞を毎日読むと、読解力や語彙力、文章力が向上す
るといわれています。社会のさまざまな情報に関心を持ち、自分な
りに考える力も身に付きます。
今後は学校などへアピールし、
授業での活用など日頃から新聞
に触れる機会を増やしてもらえ
るよう、働き掛けていきます。

中日新聞みのかも専売店 柴田新聞店

有限会社トータルニュース
〒505-0036 美濃加茂市山手町 2 丁目７６番地１

▲多様な新聞を扱っています

TEL0574-28-9786 FAX0574-28-9789

わくわくみのかも令和４年3月１日号 ２

「
ローカ ルＳＤＧｓ」
実現へ連携協定
～ＳＤＧｓ普及へ連携～

令和四年二月八日、シティホテル美濃加茂にて美濃加茂市と当所及

び市内にある七つの金融機関と東海財務局岐阜財務事務所は、環境に

配慮し持続可能な形で地域社会や経済を循環させることを目指す「ロ

ーカルＳＤＧｓみのかもの実現に向けた包括連携協定」を締結しまし

た。今夏を目途に、環境や社会課題などの解決を重視したＥＳＧ融資

制度の構築を目指します。

美濃加茂市は今年度、国の「ＳＤＧｓ未来都市」と「自治体ＳＤＧ

ｓモデル事業」に選定され、ＳＤＧｓ推進協議会を立ち上げ、循環型

経済の実現や地域社会の課題解決にビジネスの手法を用いる継続的な

事業「ソーシャルビジネス」を創出、育成支援を目標として掲げてお

ります。ソーシャルビジネスを推進するため、全国でモデルとなるよ

うな資金面で支える仕組みづくりを目指すものです。

締結式には藤井浩人市長、

当所の鈴木登会頭をはじめ、

東海財務局岐阜財務事務所

の新垣所長のほか、七金融

機関の関係者ら約三十人が

出席されました。

藤井市長は「美濃加茂市

の事業がわが国をリードし

ていると言っていただける

ように取り組みたい。」と

挨拶されました。また鈴木

会頭は「参加機関との連携

を強化し、ローカルＳＤＧ

ｓを実現させたい」と述べ

られました。

▲協定を交わした藤井市長と当所鈴木会頭らの様子

美濃加茂商工会議所
新型コロナウイルス感染症に関する対応について

各種イベント事業中止のお知らせ
今般の新型コロナウイルス感染急拡大は、依然として予断を許さない状況にあり、参加者及び関
係者の健康及び安全を第一に考え、例年開催しております以下の事業の中止を決定いたしました。

○ 会員親睦ボウリング大会
この他のイベントにつきましても今後の感染拡大の状況により中止または変更となる可能性が
ございます。
最新の情報は美濃加茂商工会議所へお問合せいただくか、ホームページにてご確認ください。

令和３年分所得税等の申告・納付の期限について
～新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ～
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の
業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和３年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困
難な方については、令和４年４月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することがで
きます。
延長方法については商工会議所にお問合せいただくか、国税庁のホームページにてご確認ください。

３

わくわくみのかも令和４年３月１日号

中小法人・個人事業者のための

事業復活支援金
申請期間

令和４年１月３１日(月)～令和４年５月３１日(火)

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
スを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下の①②を満たす事業者
は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

対象者

補助額
申込
期限

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月～2021年3月までの間の任意の同じ月の売上
高と比較して50％以上又は30％以上50%未満減少した事業者
基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
令和４年５月３１日

詳しい内容はホームページ(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/)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）
月次支援金及び一時支援金の申請を行っていない事業者は申請にあたり認定支援機関での事前確認
が必要となります。

～美濃加茂商工会議所での申請サポートについて～
美濃加茂商工会議所では会員様向けに事業復活支援金の申請サポートを実施しています。申請
サポートは完全予約制のため、事前にご予約をお願いいたします。

日

場

時：令和４年２月８日(火)～５月３１日(火)
毎週火曜・木曜
午前９時～午後３時
所：美濃加茂商工会館 １階 相談室

その他：要予約（☎0574-24-0123）

事務局日誌
１月
24日
28日
２月
8日

その他：要予約（☎0574-24-0123）
申請サポートは会員限定サービスです。
持ち物等詳細は美濃加茂商工会議所ホームページ
（https://cci.minokamo.gifu.jp/hp/subsidy/722-2）にて
ご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

１月１６日〜２月１５日

とうしん地域振興協力基金審査会
正副会頭会議

東濃信用金庫本店
商工会館

専務
正副会頭、専務

正副会頭会議・市との懇談会
ローカルSDGｓみのかも包括連携協定式

シティホテル美濃加茂
シティホテル美濃加茂

正副会頭、専務
会頭、専務

わくわくみのかも令和４年３月１日号

４

決算の準備はお早めに
～決算準備の手順～

決算・申告の準備はお済ですか？今年の確定申告期限は３月１５日（火）です。
確定申告は納税者本人が行うものです。商工会議所では以下の通り２月１日より決
算相談窓口を開設いたしておりますので、決算書・申告書の控えを作成の上、お越し
ください。

★と

き

令和４年２月１日 ( 火 ) ～令和４年３月１５日
午前９時～１２時、午後１時～４時

(火)

※申告期限について要件を満たす方 (3P 参照 ) については４月１５日まで延長となりました。
※３月１６日以降の相談は完全予約制となります。事前にお電話にてご予約をお
願いいたします。（☎0574-24-0123）

★ところ

美濃加茂商工会館

★持ち物

決算書、確定申告書、筆記用具、計算機、印鑑、添付書類（保険料控除

３階

大会議室

証明書・医療費の領収書、セルフメディケーション税制を受けられる方は市販薬を
購入した際のレシートや領収書等）、昨年の決算書及び申告書の控え、マイ

ナンバーカードまたは通知カード及び公的な写真つき身分証明
書、税務署から届いた「令和３年分確定申告のお知らせ」はがき など
※国民年金・国民年金基金については、保険料の支払ったことの証明書類が必要です
のでご用意ください
※国民年金・国民健康保険の払込額は事前にご確認をお願いします（市への電話での
問い合わせはできませんのでご注意ください）

★お知らせ

例年は代理送信で電子申告を行っていますが、今回より本人送信でも電子申告
ができます。希望される方は必ずマイナンバーカードをお持ちください。（パ
スワードも必要です）

＜入室時の注意事項 ＞
＜チェックリスト＞

□
□
□
□
□
□
□

感染症対策にご協力お願いいたします。

商品の棚卸しは確認しましたか
売掛金（未収金）
、買掛金（未払金）
の残高は確認しましたか
受取手形、支払手形の残高は確認しましたか
現金、預金、借入金の残高は確認しましたか
固定資産台帳の整理はしましたか
経費の家事関連の按分はしましたか
商品（原材料）の自家消費分の計算はしまし
たか

お越しいただく際には、帳簿等の関係書類をでき
るだけたくさんお持ちいただくと相談がスムーズで
す。
例年、締め切りが近づきますと大
変混み合いますのでお早めにご準備
ください。

美濃加茂商工会議所
５

わくわくみのかも令和４年３月１日号

・発熱、咳等の症状が見られる場合は利用をご遠
慮ください
・マスクを必ず着用してださい
・入口で手指消毒を行ってください
・検温（非接触）を行ってください
（37.5℃以上の方は利用をお断りさせていただきます）
・お待ちいただく際に、間隔をあけ
てお座りいただくよう椅子を設置
しております
・定期的に室内の空気を換気するた
め窓を開けることがあります
「人
集団感染の共通点は、特に「換気が悪く」
、
が密に集まって過ごすような空間」
「不特定多数の
、
人が接触するおそれが高い場所」です。お一人お
一人の咳エチケットや手指消毒などの実施がとて
も重要です。感染症対策に努めていただくようお
願いいたします。

中小企業相談所

☎２４－０１２３

「ヒット商品が生まれる鍵は
『日常』から『非日常体験』へ」
年末に発表される「日経トレンディ」のヒット商品ランキ

しにかぶりつく行為の面白さと、気軽に幸運を招きたいとい

ングを見ると、どうしてこのようなものがヒットしたのかと

う風潮にマッチしたことでヒットしました。コンビニエンス

感じるものが少なからず取り上げられています。地域発ヒッ

ストアやスーパーマーケットだけでなく、外食チェーンや有

トの中には、地元では当たり前で珍しくもないと思われてい

名すし店までブームに便乗し、フードロスの問題が取り沙汰

たものも結構あります。

されるようになってきました。もはやこの先の関連市場の伸

２０２１年の例では、静岡県富士市の「岳南電車」の「夜

びしろはさほど期待できないでしょう。そうなると、消費者

景電車・ナイトビュープレミアムトレイン」が面白いと思い

は次のアイテムを求めます。おそらくさまざまな事業者が、

ました。岳南電車は富士山の麓にある富士市を走るローカル

こうした全国各地の知られざる食べ物や、面白い食習慣を発

鉄道で、もともとそのエリアに密集している製紙工場に原料

掘しようと調査していることでしょう。

資材や、働く人を運ぶ引き込み線として敷設されたものでし

では、地方の「日常（何でもないもの）」が大きなヒット

た。昭和の高度成長期に輸送量がピークを迎えたものの、現

商品に化けるにはどんな要素が必要なのでしょうか。まず、

在は利用者も減り、存続が危ぶまれる路線になっていました

それを面白いと思うよそ者に出会うことです。次のステップ

。ここがヒット商品に化けたのは、夜に車両の照明を消して

が大事なのですが、面白いと言われたときに「その面白さを

営業運転を始め、予約制の観光列車に仕立てたところです。

もう一段進めてみよう」と思えるかどうか。地元では当たり

工場群を縫って走る車窓から見る夜の風景は、ライトアップ

前なので、意外とそれが難しい。岳南鉄道の例で言えば、夜

されたパイプや煙を吐く煙突など、まるで近未来のＳＦ映画

景が面白いなら「車内の照明を消して夜に走らせてみよう」

のワンシーンのようです。これが「非日常の体験」を求める

と考えた人がいたことです。そして次のステップは、この面

人たちを引き付けました。地元の人からすれば、夜の工場は

白さを誰に売り込めばいいか、失敗しても探り続けることだ

「日常的」な光景でした。あえて夜中にそこを訪れるツアー

と思います。今の時代、とがったモノやサービスをつくれば

を企画することで、旅好きや新しい体験を求める人をうなら

必ずお客さんがそれなりにいるからです。きっかけがつかめ

せる「非日常性」を持つ観光商品が生まれたのです。

れば、そこが拡散の起点となるでしょう。

いろいろな地域を訪れていると、よそ者の眼には目新しく
珍しいのに、地元に暮らす人には当たり前過ぎて何も特別感
がないというものに出合います。それが世の中の興味やニー
ズとマッチすると意外に大きなヒット商品に育つことがあり
ます。
典型的な例が、節分の風物詩としてすっかり定着した「恵
方巻」です。諸説ありますが、もともとは関西地方の一部で
受け継がれていた習慣といわれており、恵方を向いて巻きず

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

２月１日現在の金利は次の通りです。
無料相談のネット予約は

★日本政策金融公庫☆

https://www.maedapatent.jp/

★市内金融機関☆

大矢正代

（本部オフィス）
岐阜県各務原市テクノプラザ １-１

TEL： 058-379-2718

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)

国内出願／海外出願
特許・実用新案・意匠・商標
調査・知財戦略相談・鑑定

所長弁理士

限度額

県道１７号（江南・関線）沿い

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)
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営業日 お休み

３月の商工会議所カレンダー
月

日
27

火

28

水

木

２

3/1

３

４

〇正副会頭会議
○総務委員会
○常議員会

６

７

８

９

20

14

21

10

15

16

確定申告相談
窓口最終日

〇金融・創業経営
革新個別相談

22

17

12

23

18

〇法律相談

24

29

30

19

○よろず支援
○会員親睦
ボウリング大会
（中止）

25

〇正副会頭会議
○通常議員総会

28

11
〇よろず支援

春分の日

27

５

〇よろず支援

〇雇用・労務
個別相談

13

土

金

26

○よろず支援

31

4/1

〇税務個別相談

２

○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

開催日時
相談員

開催日時
相談員
開催日時
相談員

開催日時
相談員

開催日時
相談員

開催日時
相談員

２８日(月)
安田

３月

１３時〜１５時

１３日(水)

４月

１０時〜１２時

昌孝 税理士
勝野 高司 税理士
２６日(月) ３時〜１５時
１５日(金) １０時〜１２時
１６日(水) １０時〜１２時

水野

輝彦 中小企業診断士

１６日(水)

１０時〜１２時

８日(火)

１０時〜１２時

日本政策金融公庫

清水清隆

社会保険労務士

４日、１１日、１８日、２５日
１３時〜１７時

よろず支援コーディネーター

【ホームページ】

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

森

竜也 中小企業診断士

２０日(水)

１０時〜１２時

２１日(木)

１０時〜１２時

日本政策金融公庫

川島 和男 弁護士

１日、８日、１５日、２２日
１３時〜１７時
よろず支援コーディネーター

【E-mail】

info@cci.minokamo.gifu.jp
わくわくみのかも令和４年3月1日号
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