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皆様のご意見、ご要望がありましたらお寄せください。

本誌の主な内容　　　　　　　　　　　
●令和２年度福江商工会議所　通常総会開催
●令和２年度　地元就職者歓迎激励大会開催
●福江商工会議所青年部会員募集
●中小企業相談所からのご紹介
　◦長崎県感染症対応型サプライチェーン強靭化支援事業費補助金

　◦長崎県新しい生活様式対応支援補助金について
　◦家賃支援給付金申請について
●国民年金基金のお知らせ
●高校新卒者の募集について
●福江税務相談所からのお知らせ　
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令和２年度
福江商工会議所通常議員総会

開 催�

　去る６月25日（木）、五島コンカナ王国において福江商工会議所通常議員総会が開催されました。

　清瀧会頭は冒頭の挨拶で「世界中に新型コロナウイルス感染症が流行し、国内におきましてもよ

うやく緊急事態宣言が解除されましたが、未だ経済的な影響は観光関連産業にとどまらず、私ども

商工会議所会員のほぼ全業種に悪影響が出ております。新型コロナウイルス対策においては、国、

県、五島市の各種の給付金や助成金・支援金等のサポートに、懸命に対応しております。会議所で

は緊急事業として、五島市商工会・物産振興協会・観光協会・事業協同組合の皆様と協議し、島内

の消費を喚起すべく、宿泊・飲食・土産品に使用できるクーポン券の発行をすることといたしまし

た。お陰様で日本一早いプレミアムクーポン券を第１弾、第２弾、第３弾と連続発行して、経済回

復と対象企業の売上の一助となるよう、緊急事業を実施することが出来ました。最近『新しい生活

様式』という言葉を皆さんもよく聞くと思います。国が提唱しており、あなたと身近な人の命を守

れるよう、日常生活を見直しましょうということです。新型コロナウイルス感染症に感染しない事

も大事ですが、この環境の中で、地域経済の活性化も大事であり、新型コロナウイルス感染症後の

ビジネスの形態はおのずから変化すると思われますので、皆様も適応できるように対応して頂きた

いと思っております。」と述べました。

　総会では上程された下記議案について、異議なく承認可決されました。

《決議議案》

　第１号議案　令和元年度事業実績報告の承認について

　第２号議案　令和元年度一般会計収支決算報告の承認について

　第３号議案　令和元年度法定台帳特別会計収支決算報告の承認について

　第４号議案　令和元年度収益事業特別会計収支決算報告の承認について

　　　　　　　労働保険事務組合会計、共済事業会計、税務相談所会計

　第５号議案　令和元年度特定退職金制度特別会計収支決算報告の承認について

　第６号議案　令和元年度小規模事業特別会計収支決算報告の承認について

　第７号議案　令和元年度労働保険特別会計収支決算報告の承認について

　第８号議案　令和元年度積立金特別会計収支決算報告の承認について

　　　　　　　会館補修等積立金特別会計、会館建設積立金特別会計

　　　　　　　記念事業積立金特別会計、退職積立金特別会計、運営・健全積立金特別会計

　　　　　　　※会計監査報告について

　第９号議案　その他の件

◆６月26日　15時30分～
◆五島コンカナ王国
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令和２年
地元就職者歓迎激励大会開催

　去る６月18日（木）、カンパーナホテルにおいて当所主催による「地元就職者歓迎激励大会」が

開催されました。本大会は、五島市内の企業に勤められた若者を祝うものであり、本年度は学業を

終えられ、希望も新たに社会人となった57名の卒業生の方が就職されました。

　清瀧会頭は出席した地元就職者に対し「愛する心を育てて下さい。五島を愛し、職場を愛し、仲

間たちの愛を広げてください。若い皆様にしかできない愛を育んで、新しい社会を作り上げてくだ

さい。私達の住む街を明るく豊かで魅力ある街にする為に、皆で五島の未来を作り上げていきましょ

う。」と激励の言葉を贈りました。

　多数お越し頂いたご来賓のうち、五島市長の野口市太郎氏、五島公共職業安定所所長の濵村謹市

氏のお二方にご祝辞を賜りました。

　新入社員を代表し、株式会社花村潜建に入社し

た的場天珠さんは、「将来の五島市経済の担い手

として、若さと柔軟な発想を持ち、企業や地域の

役に立つように邁進します。」と抱負を語りました。

　福江商工会議所青年部（福江YEG）会員募集
　福江商工会議所青年部は、会員を募集しています。
会員相互の親睦と連帯を密にし、青年経済人としての
研鑽・企業の発展・地域の振興を図ることを目的にし
て活動しています。
　また、入会すると多様な業種間の事業者と市内・県
内はもちろん、全国３万人のYEGメンバーとビジネス

サイト等で繋がりを持つことができ、企業のアピールの場として利用することもできます。
　多方面に見聞を広めたい方や仲間をつくりたい方なども大歓迎です。

　　　　入会希望・お問い合わせは・・・福江商工会議所　TEL. ０９５９−７２−３１０８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：平野、吉田、荒尾までお気軽にご連絡ください。

◆五島市内就職企業��事業所
◆就職者数57名

過去10年間の就職状況一覧表
市内事業所 4月調査

年    事業所数 男   性 女   性 計
平成23年 33 34 25 59
平成24年 29 24 28 52
平成25年 25 19 31 50
平成26年 30 43 24 67
平成27年 33 32 28 60
平成28年 31 37 15 52
平成29年 30 42 29 71
平成30年 28 35 25 60
令和元年 28 35 21 56
令和２年 31 34 23 57
合    計 298 335 249 584
　※　調査は、正職員のほか臨時、パートも対象とした。
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中小企業相談所からのご紹介

長崎県感染症対応型サプライチェーン強靭化支援事業費補助金
設備投資に！ コロナ対策に！ 営業活動に！

　製造業や機械設計業を営む中小事業者による、感染症への対応を含む回復に向けた取組を支援し、県内サプラ

イチェーンの強靭化を図ります。

　　　　　　　　　　　補助率　　　　　　　　　　　補助額
４分の３　　30万円（下限）～150万円

募集期間 　令和２年６月１日（月）～令和２年��月�8日（金）�7時迄
※予算額の上限に達した場合は、その時点で募集を締め切る場合があります。

補助対象経費 　設備投資、新製品開発、研修、営業活動などの経費
※営業活動経費は、設備投資と併せて実施するものに限り補助対象となります。その場合、全体事業費

の１/ ４が上限です。

※新型コロナウイルス感染症対策としての医療物資や医療機器の製造等で要件に合致するものについて

は、令和２年４月７日から交付決定日までに実施した事業も補助対象となります。

活用例  ・感染症等の感染や蔓延を防ぐために必要となる工場での手洗場の設置、ドアの自動化

・非対面での営業活動を行うためのウェブマーケティングサイトの構築

・成長が加速している分野などで競争に勝ち抜くための設備投資

・業務用商品から個人向け商品への転換を図るための包装機導入等の設備投資

お問い合わせ／長崎県企業振興課　TEL：095-895-�6��, �6�7

「長崎県新しい生活様式対応支援補助金」とは？
　「新しい生活様式」実践のためのガイドラインに沿った取組を普及させるため、店舗等において消費者等と接

する機会の多い中小企業・小規模事業者の皆さまに対し、営業継続・再開に向けて導入する感染症拡大防止対策

に必要な経費を支援します。

補助限度額 　１事業者あたり10万円以内　※消費税は補助対象外となります。
※店舗数に関わらず10万円を上限とした支援で、１事業者あたり１回限りの申請となります。

※令和２年４月１日以降に着手（契約・発注）した取組に必要な経費で、令和２年４月１日から令和２

年８月14日までに請求・支払行為が完了したものが対象

申 請 方 法 　【提 出 先】〒850-8690　長崎中央郵便局私書箱第��0号

長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター宛

【提出方法】簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

【提出期間】６月�5日（月）～８月��日（金）当日消印有効

※感染拡大防止の観点から今回の補助金は郵送による申請のみとなります。また、支給は口座への振込みとな

ります（申請書類等に問題がなければ、約30日程度での振込みを予定しています。）。

申請書類の入手方法 　①長崎県庁ＷＥＢからダウンロード（「長崎県　新しい生活　補助金」で検索）

②県庁ロビー、最寄の県振興局、市町役所、商工会議所、商工会等の窓口

相談ダイアル 　「長崎県新しい生活様式対応支援補助金申請受付センター」

・コールセンター　0��0-85�-�58

・開設期間　６月15日（月）〜８月14日（金）9：00〜17：00（毎日）

「長崎県新しい生活様式対応支援補助金」を装った詐欺にご注意下さい。

「長崎県新しい生活様式対応支援補助金」について



5

１．家賃支援給付金とは

新型コロナウイルス感染症を契機とした５月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直

面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃（以下、賃料）の負担を軽減すること

を目的として、賃借人（かりぬし）である事業者に対して給付金を給付します。

２．給付の対象

　（１）中小法人等向け

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、

ＮＰＯ法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。

　（２）個人事業者向け

　　フリーランスを含む個人事業者を、幅広く対象とします。

３．給付額

　（１）中小法人等向け

　　申請日の直前１か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。

　　（最大600万円）

　（２）個人事業者向け

　　申請日の直前１か月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が、給付されます。

　　（最大300万円）

４．申請の期間

　給付金の申請の期間は、2020年７月14日から2021年１月15日までです。

　電子申請の締め切りは、2021年１月15日の24時まで。

　締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

５．申請の手続方法

パソコンやスマートフォンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしていただき、WEB上で

申請の手続をお願いします。

また、受付開始後、補助員が入力サポートをおこなう「申請サポート会場」を順次開設していき

ますので、WEB・での申請が困難な場合は、「申請サポート会場」をご利用ください。

　　※申請サポート会場の検索・予約については、家賃支援給付金ホームページ

　　　　(https://yachin-shien.go.jp)をご覧ください。

６．相談ダイヤル

　　家賃支援給付金　コールセンター

　　電話番号　　　：0120-653-930

　　受付時間　　　：８：30〜19：00

　　８月31日まで  ：全日対応

　　９月１日以降　：平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）

「家賃支援給付金」を装った詐欺にご注意ください。

家賃支援給付金申請について
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国民年金基金のお知らせ

加入できるのは 国民年金とセット加入です！

①　掛金は全額「社会保険料控除」の対象で、所得税・住民税ともに安くなります。

②　受取る年金も「公的年金等控除」の対象です。

所得税・住民税とも安くなります！

③　受取る年金は、終身が基本で一生変動しません。

④　万一の時は遺族一時金（非課税）が受取れます。（遺族保証のないＢ型も選べます）

⑤　掛金は加入時の年齢で一定。お休みや増減口ができるので安心です。

その特徴は

終身年金が基本・掛金はお休みも！

◆国民年金の第１号被保険者（�0歳～60歳未満）

　（※国民年金の免除の方などは除かれますが、国民年金の納付申出をすれば加入できます）

◆国民年金に任意加入している方（60歳～65歳未満や海外在住の方）

◆税金のおトク例◆　（課税所得金額が331万円〜695万円以下で、下記の場合）
　　掛金は年間実質約21万円となり、所得税・住民税合計で年間約９万円が軽減されます。

◆毎月の掛金と年金の受取り例◆　（若いときの加入ほど、掛金が低額です）
　35歳の男性が誕生月に１口目：A型１口＋２口目：A型２口を60歳までかけた場合
　　　　　　　　　【１口目】　　　【２口目以降】　　　　　　【合　計】

国民年金基金の年間の掛金額

約３０万円の場合

年間　約９万円　軽減！！

実質掛金は 約２１万円!

【A型１口】

12,870円

【A型２口】

12,870円

【60歳までの掛金】

２５,７４０円

⇒

＋ ＝

20,000円 20,000円
【終身お受取り】

４０,０００円
＋ ＝

お問合は　：　全国国民年金基金−長崎支部

☎０１２０−６
ロ ー ゴ 　 ヨ イ ク ニ

５−４１９２
・

⬇ ⬇ ⬇

掛金額（月額）

６５歳からの

 年金額（月額）

国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入し、税金優遇を受けながら掛金を積

立て、老後により充実した年金を受取ることができる公的な年金です。
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　６月１日よりハローワークが求人票の受付を開始しています。高校新

卒者の募集を計画されている企業は、下記スケジュールをご確認の上、

手続方お願いします。

　求人票公開から応募までの期間が、就職希望者の意思決定に非常に重

要な時期になりますので、高校生に求人を出す企業の方は、求人票の早期提出をお願い致します。

高校新卒者の募集について

長崎労働局職業安定課　０９５−８０１−００４０
長崎県若者定着課　　　０９５−８９５−２７３１

○Ｒ２. ３卒　県内の求人票提出状況（３月を100％とした場合）
７月末　９１. ８％　　８月末　９４. ８％　　９月末　９６. ８％

高校生を採用するためには、求人票の写しを
早期に高校へ提出することが、重要です。

企業での選考開始〜内定

学校推薦決定、企業への応募開始

生徒本人、保護者、先生との三者面談
応募前企業見学会等により希望の企業を決定

希望の高校へ
求人票の写しを提出
（送付又は持参）

ハローワークでの求人票受付
求人票返戻（７月１日）

高校生の就職活動（９／16まで）の流れ

※この時期の早期提出が重要！

※仕事内容は具体的に企業の魅力が生徒に
　伝わるように工夫して記入することが大切

６月１日から

７月１日から

７月〜８月

９月５日から

９月16日から
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福江税務相談所からのお知らせ

•

•

•

•
•


