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２０２０（令和２）年の１０月１７、１８日の両日に、創建１５０年を記念した「創建祭」が開かれ、地域住民や関係者が神社の長い歴史を祝い
ました。この日は、改修工事が完了した本殿が初披露され、鎌倉宮司の神事のあと蘭陵王の舞楽や同神社の神輿会「翔龍会」の木遣りなどが
奉納されました。

野川会頭 新年のあいさつ
天童市に１３項目を要望
令和鍋合戦 1 月１５日スタート
Brewlab.108「紅白ラベル」登場
●Webセミナー

●産業雇用センター

●青年部会員紹介チラシ
● 事業復活支援金

天童市のクラフトビールブルワリーBrewlab.108（ブリューラボ・
トウハチ）は2 021年12月、ラ・フランスを使用した地ビール「#074
La France〜Midagunashi〜」で正月らしい紅白のラベルを発表し
ました。
同ブルワリーは2020年に創業。これまでサクランボ、デーツ、トマ
トなど11種類のオリジナルビールを醸造し、現在は５種類を販売して
います。商品の詳細は同社フェイスブックを参照してください。

《 コマノミクス商品開発募集 》
当所では、コマノミクス事業の一
環で、将棋をモチーフに新しい商品
やデザイン等を募集します。
コマノミクス事業の商品開発コー
ディネーターが相談を承りますので、
これを機にコマノミクス事業への参
画をご検討ください。
申込先：天童商工会議所 総務課
☎︎０２３‒ ６５４‒ ３５１１
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コロナ対策
相談実施中！

野川勝弘

「商工てんどう」 会頭あいさつ
天童商工会議所会頭

開催にこぎつけて、天童市に賑わ
いと活力を取り戻したいものであ
ります。

天童商工会議所始まって
以来の医療行為・職域接種
を実施

令和３年度も国や県からは、雇
用調整助成金や月次支援金、融資
などコロナ対策の各種施策が打ち
出され、天童市からも緊急経営支
援給付金などの支援策を講じてい
ただき、深く感謝申し上げる次第
であります。

今年は天童商工会議所
設立 周年の節目の年

今年の干支は壬寅（みずのえと
ら）。厳しい冬を超えて、芽吹き
始め、新しい成長の礎になるとい
う意味を持つそうです。今年こそ
ワクチン接種に加えて経口治療薬
の体制整備等によりコロナ禍が収
束に向かって、明るい兆しが見ら
れるものと期待したいところであ
ります。
当商工会議所は平成４年 月１
日に県内７番目の商工会議所とし
て誕生し、本年 周年となる節目
の年を迎えます。今後も天童市を
はじめとする関係機関・団体との
連携をより一層深めながら、天童
市に唯一の地域総合経済団体とし
て頼りにされる商工会議所を目指
し、地域経済の活性化と会員事業
所の持続的発展に向けて取り組ん
でまいる所存であります。
役職員が一丸となって全力を傾
注し「元気なまち天童」を目指し
てまいりますので、引き続きのご
支援とご協力をお願いいたします
とともに、令和４年が会員皆様に
とって飛躍の年となりますように
祈念申し上げまして、年頭のごあ
いさつといたします。
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あけましておめでとうございま
す。
輝かしい新年を迎えられました
ことを、心からお喜び申し上げま
す。
日ごろから会員の皆様には、当
商工会議所の事業に特段のご理解
とご協力をいただき、深く感謝を
申し上げます。
天童市では昨年３月から新型コ
ロナウイルス感染症の予防に向け
たワクチンの接種が始まりまし
た。また、職域接種制度が導入さ
れ、天童温泉協同組合では、来童
されたお客様に安心して観光して
いただけるよう温泉関係者への職
域接種をいち早くスタートさせま
した。当商工会議所といたしまし
ても会員事業所の従業員の皆さん
に職域接種を行い、各事業所にお
いて安心できる就労に向けた支援
を行ったところであります。
商工業を取り巻く環境は、これ
までの事業承継や働き方改革、生
産性向上への対応などの課題に２
年にわたるコロナ禍が加わり、よ
り一層混迷を深める状況になって
おります。地域経済は新型コロナ
ウイルス感染症の影響により非製
造業に弱さが残るものの、持ち直
しの動きが見えてきました。しか
し、今後の感染状況如何では景気
後退のリスクも懸念されることか
ら細心の注意を払っていく必要が
あります。
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各種イベントの開催で
賑わいと活力の創出を
一昨年の年明けから世界中に広
がり猛威を振るった新型コロナウ
イルス感染症は、ワクチン接種に
よって収束に向かってくれるので
はないかと期待を寄せていたとこ
ろでありますが、次から次へと変
異株が発生し、現在も第６波流行
が危惧されております。
このようなコロナ禍の中で１年
延期して開催されました国際的ス
ポーツイベント、東京オリンピッ
ク・パラリンピックでは、選手は
もとよりスタッフの活躍からたく
さんの勇気と感動をいただき、
成功裏に終了したことが明るい話
題のひとつではなかったでしょう
か。
しかしながら、春の人間将棋か
ら始まる天童市内のお祭りやイベ
ントは、２年続けて中止に追い込
まれてしまいました。今年こそは
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国・山形県

中小企業支援補助金 続々登場しています

飲食業等緊急支援事業

ものづくり補助金

本県では今般、警戒レベルは引き下げられたものの、特にお酒を提供す
る夜間営業の飲食店等については、コロナ以前までは客足が戻っておら
ず、売上減少に伴う廃業の増加が懸念されています。
こうした中、政府の経済対策では「事業復活支援金」が予定されている
が、実際に企業へ給付されるのは早くても年度末と思われます。その間の
廃業を抑えるために、年末の需要減を乗り越え、今後も事業を継続するこ
とができるよう、売上が減少（30%以上）した事業者に対し、県独自の給
付金を緊急に給付します。

中小企業等のグリーン、デジタルに質する革新的製品・サービスの開発
又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤
字など業況が厳しい中で生産性向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援
します。

（１）支給対象
夜９時以降も営業している酒類の提供を行う飲食店及び酒類卸売
業、カラオケボックス業、洗濯業、労働者派遣業（芸妓・コンパニオ
ン等）及び運転代行業者で、10～12月のいずれかの売上が前年又は
前々年同月比で30％以上減少した事業者
（２）支給金額
１事業者あたり20万円を給付
※県内で複数店舗経営する事業者には30万円を給付（単独店舗の
場合でも従業員数が６名以上の事業者は対象とする）
（３）対象要件
・夜９時以降も営業している飲食店及び酒類卸売業、カラオケボック
ス業、洗濯業、労働者派遣業（芸妓・コンパニオン等）、運転代行
業である事業者
・飲食店については酒類を提供していること
・10月～12月のいずれかの売上が前年又は前々年同月比で30％以
上減少したこと
※営業しても売上げがない等、やむを得ない理由での営業時間短
縮や休業により売上が減少した場合も対象に含む
※新規創業者も含む
・新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインによる対策を実
施していること
（４）給付方法
≪相談・申請受付窓口≫
コールセンター（業務委託）を設置し、事業者からの問い合わせに対応
≪申請受付方法≫
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による受付
≪申請に添付を要する資料≫
・飲食店及びカラオケボックス業は営業許可証の写し、運転代行業
は認定証の写し
・飲食店の場合、夜９時以降の営業及びアルコールを提供しているこ
とが分かる書類（メニュー表など）
・前年又前々年同月比で売上が減少したことを証する書類
・振込口座情報等
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申請類型

補助上限額

通常枠

750万円、1,000万円、1,250万円
回復型賃上げ・
（※従業員規模により異なる）
雇用拡大枠
デジタル枠
グリーン枠
1,000万円、1,500万円、2,000万円（※同上）

補助率
原則1/2（※小規模事業
者・再生事業者は2/3）
2/3

持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上
げや事業規模の拡大（成長・分配強化枠）や創業や後継ぎ候補者の新た
な取り組み（新陳代謝枠）、インボイス発行事業者への転換（インボイス
枠）といった環境変化に関する取り組みを支援します。
申請類型
通常枠
成長・分配強化枠
新陳代謝枠
インボイス枠

補助上限額
50万円
200万円
200万円
100万円

補助率
2/3（※成長・分配強化枠の一部の
類型において、赤字事業者は3/4）

IT 導入補助金
●ITツール※補助額：〜50万円（補助率：３／４）、
50〜350万円（補助率：２／３）
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等
●PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：１／２）
●レジ補助上限額：20万円（補助率：１／２）
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補
助するなど、企業間取引のデジタル化を強力に推進します。

事業承継・引継ぎ補助金
補助上限：１５０万円〜６００万円（補助率：１／２〜２／３）
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取り組みや、事業引継ぎ時の
専門家活用費用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業
費用等についても支援します。

第４回
常議員会を開催
12月９日(木)ほほえみの宿
滝の湯において第４回常議員
会を開催し、会員加入と事業
の状況について議題は承認さ
れました。
野 川 会 頭は、
「天童商工
会議所として初めてとなる新
型コロナワクチン接種事業を
行った。皆様のご協力により
無事接種を終えることができ
た。
また、天童市から出された
飲食店支援策などを活用し
て、天童市内の経済活性化
に会員の皆様と共に取り組ん
でいきたい」とあいさつしまし
た。

令和３年度
天童商工会議所要望事項
Ⅰ.地域中小企業等への支援強化について
［総務委員会］
Ⅱ-1.将棋タイトル戦の誘致活動支援について
Ⅱ-2.外国人労働者等に対する支援について
［地域振興委員会］
Ⅲ.高速交通網の早期整備と山口西工業団地への企業誘致支援について
［工業部会］
Ⅳ.天童市ワクチンパスポートの発行と消費喚起策の実施について
［商業部会］
Ⅴ-1.入札・契約制度の見直しについて
Ⅴ-2.地元企業の技術力向上について
Ⅴ-3.予定価格等の適正な設定について
［建設業部会］
Ⅵ-１.SNS等を活用した天童の観光の情報発信について
Ⅵ-２.倉津川しだれ桜ライトアップ設備のＬＥＤ化と桜の管理について
［観光部会］
Ⅶ.市道の環境整備について
Ⅷ.交通環境の整備について

［サービス業部会］
［交通運輸部会］

Ⅸ.開発許可等のスムーズな事務処理の対応について
［金融部会］

天童市地域振興懇談会
13項目を要望
天童商工会議所は11月25日（木）
午前11時よりほほえみの宿滝の湯に
て、天童市と地域振興懇談会を開催し
ました。
当所からは、野川会頭はじめ副会
頭、専務理事、各委員長、各部会長等
18名が出席、天童市からは山本市長
はじめ新関副市長、相澤教育長、各部
長等12名が出席しました。
懇談会では、各委員会と各部会から
出された13項目の要望事項に対する
天童市からの回答を聞き、意見交換を
行いました。
野川会頭からは、「活力あるまちづ
くりのために、天童市と手を携えて一
緒に取り組んでいきたい」と力強いあ
いさつがありました。
天童市からの
回答に対して、
質問や重ねての
要望を行い、活
発な地域振興懇
談会となりまし
た。
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２０２１年全国そろばんコンクール
天童市内
飲食店40店舗で味を競う！
日時

令和４年１月15日（土）
〜１月30日（日）

会場
日時

天童市内の飲食店 40店舗

参加方法

お好きな店舗２店舗で鍋料理を食べて、投票用紙（ハガキ）で
気に入ったお店に○をつけて投函します。

豪華賞品

投票していただいた方には抽選で豪華電化製品や参加店舗の
お食事券などが当たります。

審査方法

ハガキの得票数、同青年部による実食評価、県産食材の使用など
複合採点方式で最高賞の「鍋将軍」、点の「鍋の局」を決定します。

結果発表

令和４年２月11日（金）公式ホームページで「鍋将軍」
「鍋の
局」を発表します。

開 幕
イベント

同日開催の「天童初市」内で鍋合戦の開幕イベントを実施します！
日時／令和４年１月15日（土） 10：30〜12：30終了予定
場所／天童中部小学校正門前
内容／３団体による鍋の無料振舞（テイクアウト）、青年部による開会宣言など

〈イベントに関する問い合わせ〉
天童商工会議所 ☎023-654-3511
参加店舗、鍋料理の詳細は公式ホームページ
をご覧ください！▶ 令和鍋合戦

天童珠算連盟は１１月２８日
（日）
、
イオンモール天童を会
場に
「２０２１年全国そろばんコンクール天童大会」
を開催
しました。珠算技能の普及と向上のために行っているもの
で、今年は小中高の部と一般の部から７８名が参加しまし
た。参加者は
「よーい、
はじめ！」
の合図でそろばんを一斉に
弾き、速さと正確さを競い、
高得点を目指しました。
１２月５日
（日）
に各部門の
優勝者には賞状と盾が授与
され、同日開催の決勝大会
にて全国審査に臨みました。

一日限りの展示・即売会
１２月１９日
（日）
午前１０時より午後５時までイオンモール
天童の１Ｆグリーンコートにて、市内の商店街、企業などが
出店する展示・即売会
「おかげ参道」
を開催しました。市内よ
り１１事業者が出展し、
来店のお客様に商品の説明をしなが
ら販売しました。また、
ワークショップも開催さ
れ、
終日多くの方がもの
づくりを楽しみました。
この事業は、小規模
事業者支援事業として
開催しています。

コマノミクス事業
将棋折り紙で「合格千羽鶴」
１１月３０日（火）、天童四中とコマノミクス事
業が連携し、同事業で開発した将棋の折り紙を
使って合格祈願の千羽鶴を作製しました。
１,０００枚の折り紙を使って５羽を作製。加え
て、合格
（五角）
の受験アイテムとして全て五
角形の合格鉛筆、合格どら焼き、合格祈願駒、
５つの
「角行」
を合わせて
「合角」
と表現した駒
を、同校の体育館で建勲神社の鎌倉宮司から
祈祷をしてもらい、受験生に手渡しました。
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コロナに負けるな！
DX推進IT販促講習会を開催

11月24日
（水）
、
IT導入活用に
ついて講習会を開催し、DX推進
の必要性、新型コロナウイルス
対策支援の活用法、IT販促につ
いて学びました。
IT販促については、SNSとネッ
トマーケティングで結果が出る
魅せ方、伝え方、撮り方を解説していただきました。講師より、
「お
客様にとっての便利さが売り上げにつながるため、ITツールをぜ
ひ活用してください」
とお話がありました。

職場対抗ボウリング大会
１１月２６日
（金）
、東根市のボウル
モデルノにて、天童市雇用対策協
議会及び社会保険委員会天童支部
の職場対抗ボウリング大会を開催
しました。
大会には、
７事業所より３０名が参
加し、個人戦と２人１組のチーム戦で２ゲームの合計を競いまし
た。
参加者の皆様には、㈱ニチレイフーズ山形工場様より賞品を
ご提供いただきました。誠に有難うございます。

インボイス制度対応セミナー

青色申告決算説明会

令和５年１０月から始まるイ
ンボイス制度に対応するため
のセミナーを１２月１日(水)に
開催し２９名が受講しました。
今年１０月１日から適格請求
書発行事業者の登録申請手
続きが始まっていますが、免
税事業者の方にとっても今後
の取引に影響する重要な制度です。これからもインボイス制度
に関するセミナーを開催する予定です。ぜひご活用ください。

12月7日
（火）
天童ホテルにおいて、
天童市青色申告会主催の青色申告決
算説明会を開催し、
39名が参加しまし
た。
講師に山形税務署 個人課税第一部
門の加藤記帳指導推進官を迎え、決算
に向けての棚卸のしかた、未払金や未収金の処理、減価償却のし
かたや、
日々の帳簿の付け方などをお話しいただきました。令和5
年10月から始まるインボイス制度についても説明いただき、事業
者はどう対応していく必要があるかをお話しいただきました。
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新規会員紹介
No

事

業

所

名

31 らくらく介護タクシー

代

税務署からのお知らせ
表

者

業

種

部

会

本間

志麻 介護タクシー業

交通・運輸

髙橋

陽祐 建設業

建設業

鈴木

雅広 木材小売業

商

業

34 Laugh Tale

鈴木

瑞希 飲食業

観

光

35 バー ボルス

清野

邦夫 飲食業

観

光

36 ㈱スカイパスコ

赤塚

友浩 農業サービス業

建設業

37 山口畳店

山口 徹也 製畳業

工

38 南町耳鼻咽喉科

櫻井秀一郎 医業

サービス業

ボ

ラ

ン

チ

32 ㈱volante
ミ

ヤ

ビ

33 miyabi
ラ

フ

テ

ル

業

39 （同）
クロスプランニング 佐藤

清治 印刷業

サービス業

40 遠藤外装

遠藤

貴幸 塗装業

建設業

41 東海林電気

東海林一幸 電気工事業

建設業

●●● ご入会ありがとうございます ●●●
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１ 確定申告は、ご自宅からスマホやパソコンでe-Taxをご利用ください！
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、お手持ちのスマホやパソ
コンで、国税庁ホームページ 「確定申告書等作成コーナー」
からe-Tax申告
をぜひご利用ください。
２ マイナンバーの記載を忘れずに！
確定申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。
確定申告書等の提出の際は、
マイナンバーカードの記載＋本人確認書類の提
示又は写しの添付が必要です。
３ 申告書作成会場について
申告書作成会場を山形駅西口
「山形テルサ」
に開設します。
税務署内には申告書作成会場を設置しておりません。
（１）
開設期間

令和4年2月16日(水)～令和4年3月15日(火)

《土、日、祝日等を除く。ただし、2月20日
（日）
及び2月27日
（日）
は開設します。》
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。
※申告書作成会場の駐車台数には限りがありますので、公共交通機関等を
ご利用ください。また、会場駐車場の駐車料金は有料です。
※会場への入場は、必要最小限度の人数でお願いします。
（２）
開設時間

午前9時から午後4時

※申告書作成会場
（３Fアプローズ）
は午前8時30分開場です。
※入場整理券の配付状況によっては、後日の来場をお願いする場合があります。
４ 申告期限及び納付期限等
（１）
申告期限及び納付期限
所得税及び復興特別所得税、贈与税 ………3月15日
（火）
まで
個人事業者の消費税及び地方消費税 ………3月31日
（木）
まで
【問い合わせ先】山形税務署 山形市大手町１-23
TEL 023-622-1611
（音声案内で０番を選択）

1月スケジュール
日

曜日

4

火

令和４年新春賀詞交歓会

内

容

11

火

労働、社会保険相談

11

火

寒中挽き抜きそばまつり奉納奉告祭

12

水

寒中挽き抜きそばまつり

13

木

金融相談

15

土

天童初市（第27回天童冬の陣令和鍋合戦開幕イベント）

※30分単位の予約制となりますので、
相談希望の方は事前連絡をお願いします。

問合せ TEL 654-3511

（中小企業相談所）

オンラインでの無料相談も受け付けております。
ご希望の方はご連絡ください。

～２月28日(月)

349 号

2022年１月１日発行

第

15

土

第27回天童冬の陣令和鍋合戦

20

木

法律相談

～30日(日)

27

木

天童商工会議所 第11回正副会頭会議

寒中挽き抜きそばまつり

労働、社会保険相談
労災・雇用保険・健康保険・
年金に関する相談

1月11日（火）

日

時 令和4年

場

所

午後1時30分〜午後4時

相談員

社会保険労務士

将軍家に献上された天童織田藩の「寒中挽き抜きそば」を再現した
期間限定のそばをこの機に市内のお店で味わいましょう。
期間：令和 4 年 1 月 12 日（水）～ 2 月 28 日（月）
発 行
天童商工会議所
〒994-0 013 天童市老野森一丁目3-28
電話 023（654）3511 FAX 023（654）74 81

提 供 店舗：伊藤 屋、将棋むら天 童タワー、丁才、
手打水車生そば、天童高原（要予約）、
まさもりドライブイン、又右ェ門そば、やぶそば、
やま竹、やまぶき、吉野屋（※ 50 音順）

※詳しくはこちら▶

金融相談

契約締結・商取引トラブル・
相続等に関する相談
日

1月20日（木）

時 令和４年

午後1時30分〜午後4時

天童商工会議所
２階相談室
相談員 細 谷 伸 夫 弁 護 士
場

所

運転資金・設備資金の
融資に関する相談

1月13日（木） 午後1時30分〜午後4時
天童商工会議所 2階相談室
日本政策金融公庫山形支店

日

時 令和4年

場

所

相談員

今年は、一部店舗にて趣向を凝らした特別な「寒
中挽き抜きそばセット（税込 1,500 円）」を味わう
ことができます。
「寒中挽き抜きそばセット」は前
日までの予約限定販売となっております。
また、市内の温泉旅館、ホテル等で宿泊とセット
にしたプランも販売しております。

天童商工会議所
2階相談室
吉田
憲

法律相談

納税表彰 仙台国税局長表彰 受賞

※のぼり旗が目印

天童市青色申告会会長 松田光也氏が、11 月 11 日、「仙
台国税局長納税表彰」を受賞されました。誠におめでとう
ございます。
松田氏は、多年にわたる青色申告納税制度の普及発展と、
納税意識の高揚に努められた功績により受賞されました。

天童 初市を開催します

印 刷
有限会社
キンダイコミュニケーションズ

毎年恒例の『初市』を中部小学校前で開催します。ぜひ、お越しください。
開催中は、車両通行止め（午前8時30分～午後5時）を実施いたしますの
でご協力をお願いします。
初 市 開催日時：令 和4年1月15日（土）
午前9時～午後4時
※新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、
開催中止となる場合があります。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。
問合せ：天 童商工会議所

☎654-3511
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