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　飯能商工会議所では、本年10月末で役員・議員の任期が満了（任期
3年）に伴い、役員・議員の改選を行います。会員の皆様には、議員選
挙・選任が円滑に行われますようにご協力をお願い申し上げます。
【商工会議所の議員とは】
�　�商工会議所議員は、管内商工業者を代表し、商工会議所の事業運営に
関与し、その事業の推進役となって地域商工業の振興と社会の発展に
貢献していただく重要な役割を担っています。当所の議員は60名で構
成されています。選任方法によって1・2・3号議員に分けられます。

　第7回公募からは、新型コロナの影響を受けつつ、
加えてウクライナ情勢の緊迫化等による原油価格・
物価高騰等の経済環境の変化の影響により業況が厳
しい中小企業等が行う、新型コロナをはじめとする
感染症の流行など、ポストコロナ・ウィズコロナ時
代の経済社会の変化に対応した、危機に強い事業へ
の事業再構築の取組に対し、新たな支援類型を創設
し重点的に支援していきます。�
■申請要件
①�事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当
する事業であること
②�足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化
の影響を受けたことにより、2022年1月以降の連

　小規模事業者持続化補助金
の第9回受付分が公募中です。

　新型コロナウイルス感染症は長期化
し未だ終息に至らず、加えて、ウクラ
イナ情勢や円安などに起因した原油、
原材料価格の高騰は、わが国の経済社
会に大きな影響を及ぼし、多くの負担
増をもたらし、更に厳しい経営環境を
強しています。そこで、県内事業者が
事業活動の立て直しを進められるよう
下記の対策を、7月14日県内商工会議
所会頭より埼玉県知事へ緊急要望書と
して提出致しました。
（以下一部抜粋）
①�サプライチェーンの維持、確保及び
価格転嫁への支援
　非常時におけるサプライチェーンの
維持、「パートナーシップ構築宣言」の
趣旨に沿って取引の適正化が進むよう
県からの強力なメッセージの発出。大
企業と中小企業間における適正な価格
転嫁交渉の実現に向けた支援。
②�原油・原材料価格高騰の影響が大き
い事業者への対応
　影響を大きく受けている幅広い業種
の事業者に支援が行き届くよう、県独
自の助成制度の拡充などの対応策を講
じていただきたい。
③資金繰りに対する支援の継続実施
　経営安定資金の緊急融資枠を拡大し
ていただくなどの対応策を講じられて

　飯能を輝かせるようなプランニングをしてみませんか
■募　集　令和4年9月15日〜10月14日必着
一�般部門：飯能に関わりのある社会人（個人・法人・団体）　
学生部門：�駿河台大学生及び飯能に関心のある大学生・専門学

校生・高校生
■応募資格　�飯能に関心のある方ならどなたでもご応募できます。
■�応募方法　ホームぺージより所定の様式をダウンロードして、必要事項を記
入のうえ、郵送またはメールアドレスに送信または窓口に提出して下さい。
一般部門：◎飯能信用金庫地域活性化推進グループ　プランニングコンテスト係
　　　　　　メール　tiiki@hanno-shinkin.jp　TEL�042-972-8111
　　　　��◎飯能商工会議所　プランニングコンテスト係
　　　　　　メール　info@hanno-cci.or.jp　TEL042-974-3111

■申請受付締切日　　令和4年9月20日（火）
■事業支援計画書交付の受付締切　令和4年9月12日（月）
■事業実施期間　　　交付決定日から令和5年5月31日（水）まで
■実績報告書提出期限　令和5年6月10日（土）

続する6か月のうち、任意の3か月の合計売
上高が、2019年～2021年の同3か月の売上
高と比較して10％以上減少している（又は、
2022年1月以降の連続する6か月のうち、任
意の３か月の合計付加価値額が2019年～
2021年の同３か月の付加価値額と比較して
15％以上減少している）ことを示す書類
③�電子申請時に、コロナによって受けている影
響を申告すること
④足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変
化の影響を受けていることの宣誓書
■問合せ
事業再構築補助金(jigyou-saikouchiku.go.jp)
サポートセンター：050-8881-6942
　� （9:00～18:00土、日、祝日は除く）

9月��1日㈭ 選挙公示
9月2日㈮
～9月9日㈮

選挙人名簿縦覧
（商工会議所にて）

9月��9日㈮ 選挙人名簿確定
9月12日㈪ 1号議員立候補届締切
9月14日㈬ 常議委員会
9月26日㈪ 2号議員選任
10月��4日㈫ 1号議員選挙執行
10月��5日㈬ 3号議員選任
10月20日㈭ 常議員会
10月28日㈮ 臨時議員総会（役員改選）
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本年は役員・議員改選の年です。

事業再構築補助金緊急対策枠

小規模事業者持続化補助金第9回受付

第16回輝け！飯能プランニングコンテスト募集

埼玉県へ原油・原材料価格高騰及び
円安の影響に関する緊急要望提出

いるが、今後、実質無利子・無担保
融資の返済が予定されているなどで
厳しい経営環境が続く企業への資金
繰り支援について、今後とも継続し
て実施されたい。
④県内企業のための景気刺激事業の
拡充
　観光需要を喚起する観光応援キャ
ンペーン「旅して！埼玉割」が実施さ
れているが、県内外からの観光需要
を取り込むため、今後の感染状況を
見据えつつ実施期間を延長された
い。
⑤県補助制度の柔軟な運用
　「経営革新デジタル活用支援事業
補助金」を創設していただいたが、
さらなる利用促進を図るため、売上
減少要件の緩和及び補助対象経費の
下限額の引き下げをお願いしたい。
「埼玉県民間事業者ＣＯ２排出削減
設備導入補助金」の緊急対策枠につ
いて、現在の補助制度の対象外であ
る照明設備の更新を含め、中小・小
規模事業者の少額な投資についても
対象としていただきたい。

【�1号議員】　�選挙によって会員全体から選ばれ
る議員です。（30名）

【2号議員】　�部会ごとに選任する議員で、4部
会における割当数が定められてお
ります。（21名）

【3号議員】　�業種・業態・地域等を考慮し、詮
衡委員により選任します。（9名）

【�役　��員】　新議員が決まると臨時議員総会を開
催して、正副会頭・専務理事・常議員・監事を選
任し11月1日より新しい体制がスタートします。

応募要領 ※詳細は裏面参照

輝け 飯能
プランニング
コンテスト主催：駿河台大学・飯能信用金庫

第１6回 ！

表彰及び賞金
一般部門 ●最優秀賞 1本 10万円 ●優秀賞 2本 5万円学生部門 ●最優秀賞 1本 5万円   ●優秀賞 3本 2万円

木
金

募集期間

2022.9 15 10 14　 必着※期日厳守第一次審査会

2022.12 10
第二次審査会受賞作品発表
2023.2 4 土

土

実現性が高く、優秀なプランは、主催団体が事業化のサポートを致します。
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募集テーマ  飯能を題材にユニークなアイデアのあるプランを広く募集します。
❶ ビジネス・環境・まちや商店街などの活性化プラン
 （例）・アイデア満載の飯能マップの作成と活用プラン・まちなか路地の再発見プラン など
❷ 飯能の人・もの・自然・企業などの地域資源を活用したプラン
 （例）・空きスペース、空き店舗の活用プラン・飯能河原の活用プラン 
　　　 ・飯能森林ウォーキングマップ作成と活用プラン など❸ その他 （例）・飯能紹介アイデアプラン などプランニングコンテスト受賞例【一般部門】 「～いのちをつなぐ　ひとをつなぐ～　飯能ジビエールプロジェクト」
 「木活（森林資源のサブスクリプション事業）」 【学生部門】 「駆け巡れ！親子ミニ駅伝大会！」 「みんなで行こう！Hannou サマーキャンプ」主　催：駿河台大学・飯能信用金庫後　援：飯能市・飯能商工会議所・一社）奥むさし飯能観光協会・飯能青年会議所・飯能ケーブルテレビ（株）

●小規模事業者であること
　�「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ご
とに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。�

補助率、補助上限額等は以下のとおり�。�いずれか１つの枠のみ申請が可能です。�

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）� 常時使用する従業員の数�　５人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業� 常時使用する従業員の数�２０人以下
製造業その他� 常時使用する従業員の数�２０人以下

類型� 通常枠� 賃金引上げ枠� 卒業枠� 後継者支援枠� 創業枠� インボイス枠

補助率� ２／３
２／３�

（赤字事業者に
��ついては３／４）

２／３� ２／３� ２／３� ２／３

補助上限� 50万円� 200万円� 200万円� 200万円� 200万円� 100万円

原油価格・物価高騰等緊急対策枠（緊急対策枠）

（※）�緊急対策枠で不採択となった際に通常枠での再審査を希望される場合は、売上高等減少
要件を満たすことを示す�書類を提出いただく必要があります。�

項　目 要　　　件

概 要 原油価格・物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けてい
る中小企業等の事業再構築を支援。

補助金額
【従業員数5人以下】� 100万円〜1,000万円
【従業員数６~20人】� 100万円〜2,000万円
【従業員数21~50人】� 100万円〜3,000万円
【従業員51人〜】� 100万円〜4,000万円

補 助 率

中小企業者等3/4（※１）
中堅企業等2/3（※２）
（※１）�従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6〜

20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場
合1,500万円を超える部分は２／３）

（※２）�従業員数5人以下の場合500万円を超える部分、従業員数6〜
20人の場合1,000万円を超える部分、従業員数21人以上の場
合1,500万円を超える部分は１／２）

補助事業
実施期間 交付決定日〜12か月以内（ただし、採択発表日から14か月後の日まで）

補助対象
経 費

建物費、機械装置・システム構築費（リース料を含む）、技術導入費、
専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権
等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費
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（株）日立製作所グループ会社

6,300円

デイサービスセンター

山手なの花館

短時間運動特化型デイサービス

元気アップ倶楽部飯能

デイサービスセンター

山手せせらぎ館

居宅介護支援事業所

山手介護支援館

福祉用具販売とレンタル

介護ショップ山手

飯能市指定山手介護

紙おむつ支給事業所

元気の
ビタミン！

デイサービスセンター TOWA  GROUP

山手介護株式会社 973-0303
 代表取締役会長兼社長　加 藤   清
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黒部商工会議所来所

「飯能ブランドＤÄＩＮＥ」認定商品を募集します。

ファンタジーの世界で踊る虫たち
病気に負けず、絵を描き続けてます。まだ生きることをあきらめてません。

飯能商工会議所では、障がい者アート協会の主旨に賛同し毎月、創作作品を紹介して
いきます。
紹介することで、著作物利用料・創作活動応援費として経済的支援につながります。
作品のご活用は、ＳＤＧs17の目標のうち、8･9･10の３点達成に向けた取り組みと
なります。
会員の皆様で趣旨に賛同される方は、是非ご活用ください。

一般社団法人障がい者アート協会　ホームページ　https://www.borderlessart.or.jp/

飯能商工会議所ホームページ
http://www.hanno-cci.or.jp/　　e-mail：info@hanno-cci.or.jp

飯能商工会議所 検索

「晩夏の虫」� 雲ノ手太郎（飯能市在住）
8月6日㈯ 19時～21時 企業プレセミナー

7日㈰ 9時～ 第140回暗算検定試験

10日㈬ 13時～ 事業承継・譲渡・廃業相談※

12日㈮ 10時～ 働き方・労務相談※

15日㈪ 10時～ 特許・商標・著作権相談※

15日㈪ 13時～ 日本政策金融公庫相談※

22日㈪ 13時30分～ 経営法律相談※

27日㈯ 19時～21時 はんのう起業スクール2022

9日㈫・ 25日㈭ 10時～16時 埼玉県よろず支援拠点無料経営相談★

※相談会は事前予約が必要になります。
★�の出張相談所は、直接「よろず支援拠点窓口」TEL：0120-973-248へお申込下さい。

　今月の予定� 令和4年（2022年）8月

　７月１日黒部商工会議所川端会頭はじめ、
議員様10名程が会館の視察に来所されました。
　黒部商工会議所会館の建替えの検討を進め
ている中で、当所会館建設を参考にしたいと
のことでした。

　飯能の優れた素材、技術などを活かし、飯能らしい本物にこだわった
魅力ある特産品として全国にアピールすることで、飯能市全体のイメー
ジを高め、特産品の普及を図り、併せて新たな特産品の開発を促し、もっ
て飯能市の産業の振興、発展に寄与することを目的とします。
　飯能市の知名度向上と事業者の生産意欲や販売意欲を高め産業振興及
び地域活性化を図るために、市内の特性を活かし、優れた商品等を「飯
能ブランドＤÄＩＮＥ」として認定し、県内外に発信します。
　●募集期間　令和4年8月1日～9月30日
　●募集概要　ＨＰをご覧ください。
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