
【短期事業資金】
小規模事業者の方の資金需要に対応するため、年間を通じて利用できる、短期の事業
資金です。令和４年３月４日から令和４年８月31日までの間に実行された当該資金に
ついては、利子補給（一定の要件に該当する場合）により、資金繰りを支援します。

【給付額】　中小法人上限250万　個人事業者 上限50万

※年間売上高は対象月と比べる過去の月（売上が高かった月）が含まれる会計期間のもの。
※対象月の売上金額により、給付額が上限に達しない場合がございます。

会員の事業所様へ　事業復活支援金のご案内
【対象者】
① 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）

② 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う、需要の減少や供給の制
約により大きな影響を受けていること

【申請期間】令和４年１月31日（月）～令和４年５月31日（火）

▲30％以上50%未満

▲50％以上

30万円 150万円90万円60万円

50万円 250万円150万円100万円

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
５億円超

法人
売上高減少率 個人

オミクロン株のまん延に伴う緊急金融支援策

融資対象：常時使用する従業員の数が20人（商業・サービス業にあっては５人）
以下の法人及び個人、中小企業等協同組合及び中小規模の事業者を構
成員とする団体

資金使途：運転資金
限 度 額：法人・個人500万円　中小企業等協同組合7,000万円　組合構成員500万円
融資利率：法人・個人 保証なし1.7％　保証付1.6％
　　　　　中小企業等協同組合 保証なし1.5％　保証付1.4％　
　　　　　組合構成員 保証なし1.7％　保証付1.6％
　　　　※経済動向等により変動する場合があります。
償還期間：６か月以内
担保・保証人：金融機関又は信用保証協会の定めるところによります。
　　　（保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要）
償還方法：分割又は一括払い
取扱金融機関　山梨中央銀行　甲府信用金庫　山梨信用金庫　都留信用組合
　　　　　　　山梨県民信用組合　商工組合中央金庫

【新型コロナウイルス感染症関連借換融資】
既に新型コロナウイルス感染症関連の融資を受けている方で、借換により資金繰りの
改善を図ろうとする中小企業者の方を対象とした融資です。信用保証料の全額補助、
借換時から２年間の利子補給の措置があります。

融資対象：以下の保証協会保証付融資（以下「既往融資」という。）を受け、借入金
残高を有していること。

① 経済変動対策融資（新型コロナウイルス感染症対策関係）
② 令和３年４月１日から令和４年３月31日までに山梨県信用保証協会が保証申
込を受付した経済変動対策融資（不況業種対策関係、経済危機・災害復旧関係）

限 度 額：運転資金 1,000万円
融資利率：2.1%　※借換から２年間は利子負担が実質ゼロとなります
保 証 料：事業者の負担なし
　　　　※条件変更に伴い生じる追加の信用保証料は、事業者の負担となります。
償還期間：10年以内（３年以内の据置を含む）
申込書類：市町村の認定書（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証4号、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証5号のいずれか（ｾｰﾌ

ﾃｨﾈｯﾄ保証の申込を行う場合））、納税証明書、財務書類、許認可等の写
し（許認可等が必要な業種を営む場合）

実施期間：令和４年３月４日から令和５年３月31日まで
　　　　※令和５年３月31日までに融資が実行される必要があります。
取扱金融機関　山梨中央銀行　甲府信用金庫　山梨信用金庫　都留信用組合
　　　　　　　山梨県民信用組合　商工組合中央金庫 など
利子補給制度、融資制度全般については、山梨県産業労働部産業振興課（223-1537）
もしくは各金融機関にお問い合わせください。 

山梨県HP 中小企業向け融資↓
https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-sin/
　　　　sinkousikin/goannai_omikuron_shien.html

■ 笛吹市商工会では、会員事業所に限り、申請を行う前に必要な事前確認登録を行っております。　　※電話等による事前予約が必要です
■ 給付対象に該当し、なおかつ一時支援金・月次支援金を受給された 事業所は申請のお手続きが簡単になります。
■ 笛吹市商工会での事前確認事務により、支援金の給付が確約されるものではございません 。 
　 また、申請内容につきましては、申請者様ご本人に責任を持っていただきますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

【お問合せ】　事業復活支援金事務局ホームページ　  URL:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/　　　事業復活支援金事務局相談窓口　 ＴＥＬ：０１２０-７８９-１４０

詳細・最新情報は、「ふえふき観光ナビ」でご確認ください↓
http://fuefuki-kanko.jp/content/spring_fes/917/index.html

令和３年10月１日より、登録申請が開始されました！
適格請求書等保存方式（インボイス制度）とは
「インボイス制度」とは「適格請求書保存方式」のことを言い、所定の記載要件を
満たした請求書が「適格請求書」（インボイス）です。「インボイス」とは、売り手が買い手に対して適用税
率や消費税額等を正確に伝える手段であり、令和５年10月１日以降「適格請求書」（インボイス）が無いと仕
入税額控除（一定期間は経過措置あり）ができなくなります。適格請求書（インボイス）を交付するためには、
税務署に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。

インボイス制度の詳細については、国税庁ホームページ（ https://www.nta.go.jp ）の「インボイス制度特設
サイト」をご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・インボイスコールセンターで受け付けてい
ます。
【専用ダイヤル】０１２０ー２０５ー５５３（無料）　【受付時間 】 ９:００～１７:００（土日祝除く）

登録申請スケジュール （課税・免税事業者共通）
令和３年10月１日～　登録申請書の受付開始
令和５年３月31日　　登録申請期限（10月1日から登録を受けたい場合の申請期限）
令和５年10月１日　　インボイス制度開始（免税事業者の方は、登録を受けた日から課税事業者になります）

インボイス制度

全事業者が対象！ 電子取引データのデータ保存が義務化！

・インターネットで仕入や消耗品の購入をした。　 ・クレジットカードで経費の支払いをした。
・交通系ＩＣカードで経費の支払いをした。　　　 ・スマホアプリで決済した。

日々の取引の中で下記のものがありますか？

全て令和６年以降、電子データの保存が義務化されます。電子での保存に対応しないと青色申告の承認取消し
の可能性もでてきます。（令和５年12月31日までは紙での保存で、税務調査等の際に提示・提出
できるようにしていれば差支えないとされました。）もっと詳しい内容はこちらをご覧ください。
国税庁　電子帳簿保存法関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

令和4年度 笛吹市桃源郷春まつり
～笛吹市は花ざかり～

桃の花とワイン香る桃源郷ROUTE34ライド＆ウォーク
4/1㈮～ 4/10㈰
県道34号線沿い観光農園等

桃源郷を歩こう！2022
4/2㈯・4/3㈰
花鳥の里スポーツ広場

八代ふるさと公園出店と観光案内
4/2㈯～4/10㈰　9：00～16：00
八代ふるさと公園

春の花見バスツアー
4/2㈯・4/3㈰・4/9㈯・4/10㈰　
石和温泉駅→御坂農園グレープハウス→八代ふるさと公園→石和温泉駅

花鳥の里スポーツ広場での観光案内
3/17㈭～4/10㈰　
期間散策コース看板設置あり　花鳥の里スポーツ広場・仮設テントにてマップ配布

笈形焼き・大文字焼きの点灯
4/1㈮～4/15㈮　19：00～22：00
・山梨岡神社北の御室山・一宮町 大久保山

桃の花見タクシーの運行（ワインタクシー）
3/19㈯～4/10㈰
石和温泉駅 ⇔ 各地お花見スポット

さくら温泉通り 桜並木のライトアップ
3月下旬～(桜開花中)　日没～22：00
石和温泉街 さくら温泉通り

甲州蚕影桜のライトアップ
3月下旬～(桜開花中)　17：00～21：00
八代ふるさと公園

境川ミズバショウ春まつり
3/27㈰（観光案内のみ）
藤垈の滝・大窪いやしの杜公園

桃源郷春まつり
3/19㈯～4/10㈰
※ 新型コロナウイルスの影響により予定が変更になることがあります

開催日程のご案内
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募集
掲載
無料

応援キャンペーン
笛吹市商工会

募集
掲載
無料無料

笛吹市商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響が考
えられる会員事業者向けに、本誌無料掲載枠の提供を行っ
ております。記載を希望される会員事業者は、笛吹市商工
会までご連絡願います。

パン工房  ぽこ・あ・ぽこ（御坂地区）
笑顔になれるパンをお届けします

ハートフルタウン笛吹！
商品券取扱店

▲お店の詳しい情報は
　こちらから

イーストフード・保存料を使わず生地本来の美味しさを味わ
えるパン作りにこだわってます。「SOY・メロンパン」など、
卵・乳製品アレルギー対応のパンにも力を入れています。生
地を味わう食事パンをぜひお試し頂きたいです。

住所▶笛吹市御坂町夏目原677-1
電話番号▶055-261-1510　営業時間▶8:30～18:00
定休日▶月・第3日曜日　
https://r.goope.jp/poco-a-poco

うつわ・茶  鈴木（石和地区）
作り手の心のこもった季節を感じる器

ハートフルタウン笛吹！
商品券取扱店

▲お店の詳しい情報は
　こちらから

県外の陶芸家が暖かく、親しみがあり、存在感のある、あな
ただけの器を心がけてお創りしています。現在、端午の節句
イベント開催中

住所▶笛吹市石和町市部1083
電話番号▶055-262-2856　営業時間▶10:00～18:30
定休日▶不定休・木曜日　
https://utsuwanosuzuki.com/

シンゲンカメラ（春日居地区）
カメラと写真の専門店

ハートフルタウン笛吹！
商品券取扱店

▲お店の詳しい情報は
　こちらから

デジタルカメラからアンティークなフィルムカメラまで幅広
く取り扱っています。カメラと写真のご相談はどうぞお気軽
に。

住所▶笛吹市春日居町寺本17-1
電話番号▶0553―26―4808　営業時間▶10:00～19:00
定休日▶毎週木曜日・お盆休・正月休　
https://r.goope.jp/sr-19-192111s0150

みうら（中部地区）
アレ！こんな物まで売ってるじゃん！！

ハートフルタウン笛吹！
商品券取扱店

▲お店の詳しい情報は
　こちらから

土木建築資材・農業資材・クスリ・酒・たばこなど、昔懐か
しい商品から新製品まで、幅広く取り揃えています。特に手
打ち刃物、農道具は大評判です。気軽にご相談ください。

住所▶笛吹市境川町前間田275-1
電話番号▶055―266―2027　営業時間▶7:00～20:00
定休日▶無休　
https://r.goope.jp/miurasyouten

ケルンコーヒー いちのみや店（一宮地区）
幸せな時間を紡ぐ極上のコーヒーとお菓子

ハートフルタウン笛吹！
商品券取扱店

▲お店の詳しい情報は
　こちらから

原産地から輸入した上質なコーヒー豆を自家焙煎して販売し
ています。併設のカフェにはゆったりした時間が流れ、コー
ヒーとケーキで贅沢なひとときを楽しめます。
テイクアウトOK   グリーンゾーン認証店   プレミアム食事券加盟店

住所▶笛吹市一宮町塩田443-1
電話番号▶0553―47―0316　営業時間▶9:00～18:00
定休日▶月曜・火曜　
https://cairnitinomiya.client.jp/

「日本公庫ダイレクト」はお客さまと日本公庫をつなぐお客さま専用のオンライン窓口です。
簡単な会員登録手続き（無料）で、様々なサービスをご利用いただけます。

公庫オンライン

《日本公庫ダイレクトの主なサービス》
① 日本公庫からの各種おすすめ情報をメールで確認
② ご登録いただいた都道府県で開催されるセミナー情報の確認や参加申込
③ お取引状況をオンラインで確認※
④ 各種証明書をオンラインで入手※
※ 会員登録に加えて、お取引先さま専用サービスの利用申請が必要となります。

日本公庫

ウクライナへの支援募金活動
ロシアによる軍事行動が開始され、ウクライナは大変悲

惨な状況に陥っています。
ウクライナの子どもとその家族を支援したいという想い

から小林一吉理事が中心となり、笛吹市内
で有志を募り、募金活動を行いました。

労働者を一人でも雇用すると、事業主は労働保険に必ず加入し、労働保険料を納付する義務
があります。また、労働保険に加入することで各種助成金制度を活用できる対象となる場合が
あります。
■労働保険事務組合とは？
・笛吹市商工会は、国の認可を受けて事業主の皆さんの代わりに労働保険の事務手続きを行う
労働保険事務組合です。

■事務を委託した場合のメリットは？
・労働保険に関する事務処理が軽減できます。
・事業主や家族従業員が労災保険に加入できます。
・労働保険料の納付を金額にかかわらず、３回に分割納付することができます。

労働保険事務組合 笛吹市商工会労働保険の
事務代行は安心便利な

令和４年度の労働保険年度更新手続きを、下記の日程で実施致します。
実施期間：令和４年４月１３日（水）～５月１３日（金）　実施場所：笛吹市商工会館
４月上旬に年度更新の関係書類を発送いたしますので、必要事項をご記入いただき、
上記期間中に商工会にお越しください。

労働保険事務委託事業所の皆様へ

山梨県内で働く労働者には、下記の賃金が適用されます。

山梨県の最低賃金

時間額　866円　　効力発生日 令和３年１０月１日

時間額　934円　　効力発生日 令和３年１２月１５日

山梨県最低賃金

山梨県内で働く常用・臨時・パートなど全ての労働者に適用されます。
但し、下記の２業種は該当する特定最低賃金が適用されます。

特定最低賃金

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

時間額　938円　　効力発生日 令和３年１２月１１日

自動車・同付属品製造業

お問い合わせは・・・
山梨労働局賃金室

☎ 055ー225ー2854
甲府労働基準監督署

☎ 055ー224ー5616

保険内容無料ご確認サービスのご案内
商工会員事業所の皆様に県連合会の

保険アドバイザーがあなたに必要な補
償内容を無料で診断し、ご希望に沿っ
た有利な制度をわかりやすくお伝えし
ます。
必要な備えができているか確認する

チャンスです！！
これを機会に、もう一度加入してい

る保険内容を見直してみませんか？

　こんな保険のお悩みありません？
・必要なものと不要なものを区別したい
・補償内容を変えずに保険料を軽減したい
・加入している保険の内容がよく分か
らない
・保険（共済）を活用して節税したい

安い保険料で保障が確保できる可能性があります！
保険や共済に関する疑問や不安が解消されます！

・加入している保険の内容がよく分か

を活用して節税したい

お問合せ　笛吹市商工会　ＴＥＬ：０５５－２６３－７８１１


