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2022年賀詞交歓会のオープニングをかざった天童木遣り天聲會による「木遣り」は、神輿を出すときの前唄や〆唄で、いわゆる
「祝い唄」です。新年のスタートらしく、厳かな雰囲気に包まれました。

新春賀詞交歓会
税務相談室開設のお知らせ
令和鍋合戦スタート
寒中挽き抜きそば
●Webセミナー

●山形商工会議所連携セミナー

●工業部会ブロック内連携事業

●事業復活支援金

●改正労働法セミナー

●山形県飲食業等緊急支援事業

詳しくはホームページをご覧ください。

《 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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2月末まで提供

幕末、天童織田藩が将軍家に献上した、いにしえのそ
ばを再現した「寒中挽き抜きそば」。寒の時期に挽いた、
風味やのどごしを期間限定で楽しめます。
また、一部店舗では予約限定の特別なセットを販売し
ております。

コロナ対策
相談実施中！

２０２２年 新春賀詞交歓会
１ 月 ４ 日 火( 天) 童 市 市 民 文 化 会
館にて２年ぶりに新春賀詞交歓会
を開催しました。
今回は、新型コロナウイルス感
染症対策として、飲食はともな
わず式典のみの開催となり、約
２００名が参加しました。
サプライズゲストとして、寅年

▲中野選手からユニフォームのプレゼント

▲鎌倉宮司による祈祷

にふさわしく天童市出身で、昨年
盗塁王と新人特別賞を獲得したプ
ロ野球・阪神タイガースの中野拓
夢選手が、新年の抱負を語り、天
童市へサイン入りユニフォームが
プレゼントされました。
新しい企画として、建勲神社の
鎌倉景昭宮司から新年の祈祷をし
ていただき、最後は来賓と主催者
が一堂に並び、来場者と一緒にコ
ロナの終息と地域経済の発展を祈
念したグータッチで幕を閉じまし
た。
参加者からは、「感染対策の中
にも新年らしい華やかさのある賀
詞交歓会だった」との声が聞かれ
ました。

▲新しい一年を祈念したグータッチ

▲野川会頭から新年の挨拶
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中小企業の皆さまへ 支援金のお知らせ

国・山形県

山形県飲食業等緊急支援給付金
新型コロナの影響により引き続き厳しい経営環境にある夜間営業の飲食店等が、
年末の需要減を乗り越えて事業継続できるよう、県独自の給付金を給付します。

対象事業者
令和３年10月・11月・12月のいずれかの売上 が、前年同月又は前々年

同月と比較して30％以上減少した、県内で次の事業※を営む方

○酒類を提供する夜間営業の飲食店（持ち帰り・配達飲食サービス業は対象外）
○カラオケボックス業（飲食を提供している事業者のみ対象）
○酒類卸売業（飲食店に対し、酒類を販売する事業者のみ対象）
○洗濯業（飲食店に対し、おしぼりをレンタル・リースしている事業者のみ対象）
○労働者派遣業（飲食店に対し、芸妓、コンパニオン等を派遣する事業者のみ対象）
○運転代行業

給

付

１事業者あたり

20万円

但し、次に該当する場合 は
※

30万円

◆給付額が３０万円となる要件
①県内で対象事業を複数店舗経営する事業者 又は ②従業員数が６名以上の事業者
※他の給付金等を受給していても受給できます。

①県内に本社又は本店を置く中小企業・小規模事業者又は個人事業主

②通常営業で 夜９時以降も営業し、かつ酒類を提供していること（飲食店の場合）
③ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること

④給付金の受給後も事業を継続する意思があること

申請受付期間： 令和４年2月28日（月）まで（消印有効）

申 請 方 法： 給付金事務局への郵送

※封筒に「給付金申請書在中」と朱書き

【発送先】
〒983-8799 仙台東郵便局留め（宮城県仙台市宮城野区苦竹3-5-1 DNP内）
「山形県飲食業等緊急支援給付金」
事務局宛て

必 要 書 類： 折込チラシをご参照ください

お問い合わせ先
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＊2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大き
な影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支
援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括
給付します。
＊対象者
新型コロナの影響で、2021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%以上または30%〜50%減
少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含
む個人事業主)
＊給付額
上限額

額

主な要件

事業復活支援金

新型コロナの感染拡大防止の観点
から、必ず郵送で申請してください。

山形県飲食業等緊急支援給付金コールセンター

電話番号：0570－783－075
受付時間：午前９時～午後６時まで（土・日・祝日を除く）

法人
年間売上高※
年間売上高※
年間売上高※
1億円超~
1億円以下
5億円超
5億円
▲50%以上 50万円 100万円
150万円
250万円
▲30%〜50% 30万円 60万円
90万円
150万円
売上高減少率

個人

※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)
を含む事業年度の年間売上高

算出式
給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、
「基準期
間※１の売上高」と「対象月※２の売上高」に５をかけた額との
差額
給付額=(基準期間※1の売上高)―(対象月※2の売上高)×5
※1 2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3
月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間のう
ち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※2 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月
詳細は下記ホームページまたは、同封のチラシをご確認くだ
さい。

事業復活支援金事務局ホームページ

URL：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

お問い合わせ先

電話番号：0120-789-140
IP電話：03-6834-7593（通話料がかかります）

「税務相談室」開設のお知らせ（完全予約制）
担当税理士は以下の通りです お気軽にご相談ください。
担当月日

担

当

者

2/16( 水 )

斎藤榮一・阿部好美

2/17( 木 )

堀越

浩・尾形利彦

2/18( 金 )

広川

論（税理士法人あさひ会計）

2/21( 月 )

横山一也・佐藤和明

2/22( 火 )

小座間伸一（税理士法人小座間福原会計）

2/24( 木 )

齋藤俊英

2/25( 金 )

森谷和則（税理士法人ピアツーピア天童事務所）

2/28( 月 )

大内和義・古内義人

3/1( 火 )

阿部好美・兼子圭一

3/2( 水 )

尾形利彦・森谷和則（税理士法人ピアツーピア天童事務所）

3/3( 木 )

山口

3/4( 金 )

古内義人・林

3/7( 月 )

兼子圭一・福原茂統（税理士法人小座間福原会計）

3/8( 火 )

斎藤榮一・林

3/9( 水 )

堀越

仁・斎藤俊幸（斎藤榮一税理士事務所）
伸幸
伸幸

浩・広川

論（税理士法人あさひ会計）

3/10( 木 )

横山一也・山口

3/11( 金 )

小座間伸一（税理士法人小座間福原会計）・佐藤和明

仁

3/14( 月 )

大内和義・斎藤俊幸（斎藤榮一税理士事務所）

3/25( 金 )

福原茂統（税理士法人小座間福原会計）

当所での電子申告は有料となります
⑴所得税の電子申告に関する手数料（代理送信）
①会計ソフト利用者
5,500円
②①以外の場合
11,000円
⑵消費税の電子申告に関する手数料（代理送信）
【一般課税】
①計算表の記入なし
22,000円
②計算表の記入あり
11,000円
③会計ソフト利用者
5,500円
【簡易課税】
①計算表の記入なし
11,000円
②計算表の記入あり
5,500円
③会計ソフト利用者
3,300円

※料金はすべて税込です。

当所では個人事業者を対象に、所得税・消費税の確定申告に
関する税務相談室を開設します。コロナ感染拡大防止のため
完全予約制となりますので、ご協力をお願いします。
【相談期間】
令和4年2月16日（水）から3月14日（月）まで（土・日・祝は除きます）
3月25日（金）
（消費税のみの相談）
【相談時間】
午前9時30分〜午後3時30分
（正午から午後1時までは昼休みです）
【場
所】
天童商工会議所3階 会議室
【相 談 員】
東北税理士会山形支部所属税理士
天童商工会議所 職員
【マイナンバーの記載】
確定申告等には、マイナンバーの記載が必要です。
【用意いただくもの】
①令和3年分確定申告のお知らせはがき（又は通知書）
②前年の決算書・確定申告書の控
③令和3年分関係帳簿・書類等
④国民健康保険料の納付（令和3年に支払いした分）がわかる
書類
⑤国民年金保険料控除証明書（又は領収書）
⑥生命保険料・地震保険料・小規模企業共済掛け金証明書・
医療費控除のための明細書等、各控除証明書
⑦マイナンバーカードを持っている方は、カード両面の写し、マ
イナンバーカードを持っていない方は、番号確認書類の写し
と身元確認書類の写し
⑧認印
【予約方法】
電話のみの予約受付となります（☎654-3511）
【お 願 い】
○来所の際は、マスク着用をお願いします。
○消費税課税事業者の方は、課税取引を適用税率ごとに区分
することが必要です。区分整理をして来所ください。
○令和3年分の確定申告について、電子申告での提出を希望
される場合に限り有料となりますので、ご了承ください。
相談会のご利用と申告書用紙等での提出は、無料です。
【問合せ先】
当所中小企業相談所 TEL645-3511／FAX654-7481
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第19回

天童冬の陣天童織田藩 将軍家献上
寒中挽き抜きそば奉納奉告祭

幕末に、天童織田藩が将軍家に献上していたそばを再現した
「寒中挽き抜
きそば」
。このいにしえのそばを、織田信長公が祀られている建勲神社へ奉納
する
「奉納奉告祭」
を1月11日
（火）
に来賓含む関係者約20名にて行いました。
翌1月12日
（水）
～2月28日
（月）
まで、天童商工会議所観光部会・天童市麺
類食堂組合が主催の
「寒中挽き抜きそ
ばまつり」
を開催しており、
「 寒中挽き
抜きそば」
ののぼりがある市内11店舗
で食べることができます。
矢萩組合長は「天童の観光一丸と
なって、山形県の寒中挽き抜きそばを
食べてもらえるよう、精いっぱい努力し
たい」
と意気込みを語っておりました。
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租税教室(出前授業)を開催
金融部会は天童市内の小学校２校の６年生を対象に租
税教室を開催しました。東北税理士会山形支部の協力を得
て、税に関する正しい知識を習得してもらおうと毎年開催し
ています。
税金が何にどんなふうに
使われているかなど納税の
必要性を伝えました。
「安心
して生活するには税金は大
事」
「 学校の備品も大事に
使います」
と感想があり授
業は終了しました。

1月
8日（土）

天童少年少女発明クラブ活動日

11日（火）

山形地区税務関係団体協議会臨時会

12日（水）

天童珠算連盟

12日（水）

山形県飲食業緊急支援給付金 オンライン説明会

13日（木）

山形県商工会議所青年部連合会第５回役員会

18日（火）

令和3年度山形県地域支援機関連携フォーラム

18日（火）

租税教室

21日（金）

駒組合

24日（月）

小企業者記帳指導協議会

24日（月）

確定申告事務研修会

27日（木）

天童商工会議所 第１１回正副会頭会議

第5回全体会議

天童将棋駒祭り報告会

天童初市に合わせて令和鍋合戦がスタート

1 ⁄1 ~ 1 ⁄31
※掲載記事事業は割愛させていただいております

賑わいをみせた天童初市（1月15日）
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第27回 天童冬の陣

第69回

令和鍋合戦を開催

主催：天童商工会議所 主管：令和鍋合戦実行委員会

東北珠算競技大会

去る 12 月 19 日（日）東北珠算競技大会が開催されました。
天童珠算連盟からは 29 名が出場し、計算力とスピードを競い
ました。個人総合競技では遠藤詩歩さんが山形県初の第 2 位、
また、団体競技一般の部では 56 年ぶりの優勝という快挙を
成し遂げました。さらに、この大会に 10 回以上出場した武田
麻梨乃さんが功労者として表彰されました。

天童珠算連盟入賞者

矢萩鍋家老による「いざ出陣」

天童の冬の風物詩である
鍋合戦が令和 年 月 日
（土）から 月 日（日）ま
で天童市内の飲食店 店舗を
会場に開催されました。今年
は、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止のため、スタン
プラリー形式による食べ比べ
イベントとし、天童の名店の
味、各店自慢の鍋を提供しま
した。
開催に合わせて、 月 日
（土）の「天童初市」内で、
開幕イベントを実施しまし
た。天童中部小学校正門前を
会場に、天童牛とろもつ鍋、
天童牛すじ煮込み、あんこう
肝鍋、計300食を振る舞い
1
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ました。
当日は、天候にも恵まれ、
来場者は目当ての鍋に行列を
つくっていました。

テイクアウトで振る舞い
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◆個人総合競技
小学校の部 第２位
小学校の部 優良賞
小学校の部 優良賞
学校の部 第３位
学校の部 優良賞
一般の部 第３位

遠藤 詩歩（平藤そろばん・あんざん教室所属）
奥山 博翔（平藤そろばん・あんざん教室所属）
長瀬 陽愛（平藤そろばん・あんざん教室所属）
武田
凜（平藤そろばん・あんざん教室所属）
小山田一美（平藤そろばん・あんざん教室所属）
武田麻梨乃（平藤そろばん・あんざん教室所属）

◆団体競技
小学校の部
一般の部

天童市立天童南部小学校
天童アバカスクラブ

◆功労者表彰

第３位
優 勝

武田麻梨乃（平藤そろばん・あんざん教室所属）

2月スケジュール
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第

日 曜日
5
土
7
月
8
火
9
水
10 木
10 木
12
土
16 水
21 月
22 火
24 木
25 金
25 金
27 日
28 月

内
容
第10回天童高原スノーパークフェスタ （～６日）

問合せ TEL 654-3511

山形県商工会議所連合会常任理事会

（中小企業相談所）

社会保険相談

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。

建設業部会役員研修会

天童商工会議所 第12回正副会頭会議
金融相談（日本政策金融公庫）

天童少年少女発明クラブ開講式
確定申告相談会

第3回企画運営委員会

（～3/14まで）

改正労働法対応セミナー

日本商工会議所青年部第41回全国大会SETOの都香川たかまつ大会 （～27日）
山形県商工会議所連合会中小企業相談所長会議
工業部会

商工支援団体ブロック内連携事業

第160回簿記検定試験
山形県商工会議所連合会事務局長会議

セミナー・交流会

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

スマート農業や女性が働きやすい環境整備などが評価され、
「株式
会社おしの農場」＝押野和幸代表取締役＝が農林水産大臣賞に選ばれ
ました。
同社は天童市高擶地区で約
100ヘクタールの大規模稲作
経営をしており、圃場の作業
状況がひと目で分かる電子地
図を用いた管理システムなど、
省力、低コスト化にICT（情報
通信技術）を駆使して取り組
んでいます。
同賞は県 主催のベストアグ
リ賞を受賞した法人・団体など
8者から同社が選ばれました。

会員の皆様のご相談に、スピーディーに対応させていただくため
に、中小企業相談所員が業務用携帯電話を所持しています。お気軽
にお電話ください。
業務用携帯電話番号

氏

日

時

場

所

相談員

2月8日（火）午後1時30分〜午後4時
天童商工会議所 2階相談室
吉田
憲 社会保険労務士
令和4年

金融相談

おめでとうございます！

名

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

天童建設総合組合第６７回定期大会

㈱おしの農場（天童市高擶）が農林水産大臣賞

氏

※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。

名

業務用携帯電話番号

印 刷
有限会社
キンダイコミュニケーションズ

広谷千鶴子

080-2365-7141

後藤

文弥

080-7841-8632

瀬野

淳也

080-8081-0674

山口

純奈

080-7797-5221

土屋

聡史

080-2345-5568

川村裕美子

080-2363-2311

中島

広樹

080-8886-9018

平日８：４５～１７：００

運転資金・設備資金の融資に関する相談

2月10日（木）

午後1時30分〜午後4時

日

時

令和4年

場

所

天童商工会議所 2階相談室
日本政策金融公庫山形支店 担当者

相談員

上記無料相談室は、オンラインでも
実施しています
上記無料相談を、オンラインでも実施しております。ご利用を
希望される際は、事前にお電話でのご予約をお願いいたします。
〈事前にご準備いただくもの〉
①パソコン（Zoom を導入済みのもの）
② Web カメラ
③マイク、スピーカー
〈オンライン相談に関するご留意事項〉
・インターネットで実施するオンライン無料相談になります。
会議ツールソフトは「Zoom」を使用します。
・相談時間は最大 30 分までとなります。
・必要な機器・設備・インターネット接続およびソフトウェア等
は、相談者の方が用意、操作をお願いいたします。
・インターネット環境等に関する相談、問い合わせ等について
は、お答えいたしかねますので、ご了承ください。
・予約状況によっては、ご希望の時間に添えない場合があり
ますので、ご了承ください。
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