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アクサ生命保険株式会社
四国支社　高知営業所　
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・第63回須崎まつり開催報告
・新須崎商工会館起工式が行われました
・雇用保険料率・最低基礎賃金変更のお知らせ
・すさきがすきさ地域振興券加盟店舗募集！！
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第63回須崎まつり

編集後記

須崎まつりも無事終わり、３年ぶりの２尺玉を無事上げる事が
出来ました。こうして開催できたのも、ご寄付して下さる皆様のご
協力があったからこそだと感じております。誠にありがとうござい
ました。この３年の間にスマホカメラの性能も上がっていて、花火
の光もブレずに撮影出来るようになったのを見て技術の進化を感
じたところでした。
話は変わりますが、皆様須崎商工会議所のLINEのご登録はさ

れていますでしょうか？簡単な相談であればチャットで会話でき
る等、身近な経営支援ツールとして活用できるサービスを開発中
です。また、この会報のバックナンバーも配信予定で、いつでも、

どこからでも見たい情報を見る事が出来、知
りたいことを聞ける商工会議所にしたいと考
えております。こういう機能がほしい、とい
う意見も募集中でございますので、ぜひ
一度ご活用ください。　　　　　　　
 　　　　  広報委員　楠岡

（８月２３日現在）

普通貸付 小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

2.01～
       2.80%

1.21%
※小規模事業者かつ会員事業所のみ利用可能

両制度とも、無担保・無保証で借り入れ可能です。詳しくは当所、経営指導員までご相談ください。

はじめまして。この度、７月から経営指導補助員とし

て勤務しています前田恵波です。徳島県出身の２

４歳です。趣味は、コロナが流行る前だとよくライブ

ハウスに遊びに行っていました。他には映画鑑賞

やアニメ、カフェ巡りも好きで割と多趣味です。

お仕事面では、これから少しずつ携わらせていただ

きながら皆さんのサポートをして、須崎の地域活

性化に尽力していきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

前田 恵波さん前田 恵波さん

７月
    入所
７月
    入所
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　会員事業所様および関係企業・団体の皆様
のご支援ご協力の御陰を持ちまして、8月10日
（水）、新須崎商工会館建設予定地（須崎市多ノ
郷甲5477-1）において、新須崎商工会館の起
工式が執り行われました。
　須崎商工会議所役職員、須崎市長、建築・設
計関係者等出席のもと、工
事の順調な進捗と安全を祈
願いたしました。
　令和5年2月末の竣工に
向けて、８月中旬より工事が
始まります。今後とも、ご支
援ご協力を何卒宜しくお願
い申し上げます。

2年間にわたり、新型コロナウイルス感染症の影響で通常の須崎まつりを開催できません
でしたが、今年はまちの活性化へ向けて動き出す契機として第63回須崎まつりを開催する
ことが決まり、多くの皆様のご芳志により下記の期間・内容で開催することができました。
心より御礼申し上げます。ご寄付いただいた事業所様を別紙にてご紹介させていただきます。

今年は３年ぶりの2尺玉が復活！大勢の観客で富
士ヶ浜が埋め尽くされました。終盤、急な大雨に見
舞われましたが久しぶりに間近で見る二尺玉の大
きさは迫力満点でした。

第63回

須崎まつりご寄付のお礼

花火大会

開催期間：令和４年８月6日、7日

開催日時
８月6日、7日

開催日時
８月6日

須崎港にて海上自衛隊の掃海艦「えたじま」の一般
公開が行われました。、自衛官の説明のもと乗般見
学が行われ、参加者は生の自衛艦を見学できて喜
んでいました。

掃海艦
「えたじま」
一般公開

天候には恵まれましたが、今年の暑さは一段と厳し
く熱中症対策を気にしながらの開催となりました。
参加者はのんびりゆったりとしたヨットの旅を楽し
んでいました。 

ヨット
体験航海
開催日時
８月7日

８月７日に快晴のレース日和の中、兵庫県の相生市
から「相生みなとの女王」様たちも応援とPRに駆け
つけ、盛り上がっていました。

令和4年度
須崎市
ドラゴンカヌー
競漕会
開催日時
８月7日

須崎港で消防車、パトカー、白バイ等、働く車が展示
されました。小さいお子さんが車に乗せてもらって、
楽しそうに喜んでいました。

はたらく
くるま
開催日時
８月7日

海上花火大会時に富士ヶ浜で売店をしました！
久々に活気ある事業をすることができ、会の結束も
高まりました。売店の収益10万円を須崎まつり実
行委員会に寄付させていただきました。

女性会
活動報告
開催日時
８月6日

新須崎商工会館  起工式が行われました！新須崎商工会館  起工式が行われました！

雇用保険料率と
最低基礎賃金の変更のお知らせ

雇用保険料率と
最低基礎賃金の変更のお知らせ

雇用保険料率の変更について
令和４年１０月分の支払賃金より徴収する従業員の労働保険料を下記料率で
預かってください。

最低賃金金額の変更について
令和4年１０月９日より高知県最低賃金が下記の通り変更します。

5/10005/1000 8.5/1000 13.5/1000
6/1000
6/1000

10.5/1000
9.5/1000

16.5/1000
15.5/1000

負担者 業   種

一　般

建   設

農林水産

①労働者負担 ②事業主負担 ① + ② 雇用保険料率対象期間

8.5/1000 13.5/1000
6/1000
6/1000

10.5/1000
9.5/1000

16.5/1000
15.5/1000

令和４年 10月１日 
  　  ～令和５年 ３月31日

時 間 給 820円     →   +33円up+33円up853円853円

高校、大学等への入学時、在学中にかかる費用を対象とした公的な
融資制度です。お子さま1人につき 350万円以内 を、固定金利
（年1.80％（令和4年7月1日現在））で利用でき、在学期間中は利息
のみのご返済とすることができます。詳しくは、「国の教育ローン」で
検索していただくか、下記のコールセンターへお問合せください。

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

 0570-008656 （ナビダイヤル）
（03）5321-8656教育ローンコールセンター

　親子三代続く地元に根付いた商売をして
おり、最寄り港の須崎港で水揚げされた魚
のみを使用する事にこだわっている、すり身
専門店です。鮮度の高い商品提供すること
をモットーにしています。
　中でも分厚い天ぷらやお鍋やおでんなど
に入れて食べられるすり身は、味わいが深く
ジューシーな美味しさです。化学調味料を
一切使用しておらず、当店は卵不使用のため
白身魚だけの低アレルゲンでどなたでも安心

して食べていただけ
ます。

会員紹介

北川てんぷら
 所在地
TEL

〒785-0005  須崎市東古市町2-17
090-2781-8314

化学調味料、卵不使用

参加者 46名 参加チーム ９チーム

毎週日曜日6：00～9：00 古市町通り日曜市に出店しています。
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令和4年10月28日～29日に四国ブロック大会須崎大会が
開催されます。文化会館と旧須崎高校を使用し、全国より
YEGメンバーが須崎に来てくれます。現在、大会記念誌の
広告協賛のお願いに各事業所を訪問させて頂いており、
すでにお申込みいただいた事業所もあります。ありがとう
ございます！また、須崎に興味をもち全国各地から来須さ
れたメンバーを、心よりおもてなしできるよう須崎YEG一丸
となり準備を進めておりますので、どうぞ皆様のお力添え
をお願い致します。

　　　　　　1冊10,000円／額面12,500円（プレミアム率25％）

　　　　　　※セット内容（5,000円券×1枚、1,000円券×5枚、500円券×5枚）

　　　　　　高知県BA.5対策強化宣言終了後 ～ 令和4年10月31日（月）
　　　　　　※ただし、売れ残った場合は再販する場合があります。
　　　　　　販売所窓口による店頭販売（現金のみ）
　　　　　　高知県内のサニーマート、サンシャイン、サンプラザ、エース　　
　　　　　　ワンの各店、県内の商工会議所・商工会の一部

　　　　　　高知県BA.5対策強化宣言終了後 ～ 令和5年1月31日（火）
　　　　　　高知県内在住者および来高者すべて（購入申込書が必要）
　　　　　　1人1回10冊まで（100,000円まで）
　　　　　　当キャンペーン登録済みの高知県内の飲食店

YEG通信

第39回四国ブロック大会須崎大会　
メンバー一同、全力のおもてなしで1,000名の須崎のファンを
獲得します！

第39回四国ブロック大会須崎大会　
メンバー一同、全力のおもてなしで1,000名の須崎のファンを
獲得します！

第39回四国ブロック大会須崎大会　
メンバー一同、全力のおもてなしで1,000名の須崎のファンを
獲得します！

※コロナ対策とし、入場者の抗原検査、消毒、発言時以外のマスク着用等を徹底いたしました

四国ブロック大会の開催に向けて、会場となる旧須崎高校
の清掃を８月１１日（木）に行いました。広い校舎なため、今
後も複数回に分けて清掃活動を行っていきます。

旧須崎高校の清掃活動をしました！旧須崎高校の清掃活動をしました！旧須崎高校の清掃活動をしました！

11月より、市民の生活支援および地域内消費喚起を目的とした
「すさきがすきさ地域振興券」事業が始まります。加盟店の募集がスタートしていますので、

郵送された募集要項をご確認の上、ご検討を宜しくお願いします。

加盟店舗募集！！加盟店舗募集！！すさきがすきさ地域振興券

（１）名　  称　　　　  すさきがすきさ地域振興券
（２）発 行 者　　　　  須崎市
（３）作 成 数　　　　  約２０，５００冊　１人あたり４,０００円（１０００円券４枚） 
（４）利用期間　　  　  令和４年11月１日（火）～令和５年１月３１日（火）
（５）配 布 者　　　　  令和４年９月１日現在須崎市に住民基本台帳に記録のある方
（６）配布方法　　  　  須崎市より対象者の属する世帯主に対して郵送
（７）利用店舗　　  　  須崎市内の小売・サービス・飲食店・旅客輸送業など。
（８）加盟店申込期間　令和4年９月１日（木）～９月２６日（月）

※該当業種の事業所様で募集要項がまだ届いていない方は下記事務局までご連絡ください。
※業種により登録をお断りさせていただく場合がございます。ご了承ください。

須崎商工会議所「すさきがすきさ地域振興券登録業務」事務局　担当：岡林　TEL0889-42-2575お問い合わせ

～地域振興券の実施概要～～地域振興券の実施概要～

新型コロナウイルス感染拡大や物価高騰等の影響を受けている飲食店や関連事
業者を支援し、県経済の活性化につなげるため「食べて！飲んで！高知家応援キャ
ンペーン 食べ飲みトク得クーポン」の販売が近日中（高知県BA.5対策強化宣言終
了後）スタートします！　

お問い合わせ先

食べて！飲んで！
高知家応援キャンペーンコールセンター
TEL 0570-000-448（ナビダイヤル）
平日 10：00～17：00
※土日祝・年末年始12/29～1/3除く

利用店舗への登録は期間中であれば随時申込
み可能です。趣旨、参加条件等をご確認の上、
参加店舗登録の手続きを進めていただきますよう
お願い申し上げます。

　
令和4年8月22日（月）～令和4年12月16日（金）
申込終了期間までは、随時受け付けます。ただし、
申し込みから利用可能になるまで約10日間かか
ります。

（1）「高知家あんしん会食推進の店」認証店舗で
あること。認証店でない場合、「高知家あんしん会
食推進の店」認証制度へ申請し登録されることで
参加資格を得られます。

（2）指定金融機関(四国銀行、高知銀行、高知信
用金庫、幡多信用金庫)の高知県内の本店または
支店の口座を開設している事業者であること。

（3）参加店舗誓約書兼同意書の内容を理解し同意
すること。

飲食店事業者の皆様へ

※詳細については公式ホームページをご覧いただくか、
　コールセンターへお問合せください。

申込期間申込期間申込期間

参加資格参加資格参加資格

■販売価格■販売価格■販売価格
■セット内容
　 販売価格
■セット内容
　 販売価格
■セット内容
　 販売価格

■販売期間■販売期間■販売期間

■販売方法■販売方法■販売方法
■販売所■販売所■販売所

■利用期間■利用期間■利用期間
■購入者■購入者■購入者
■購入制限■購入制限■購入制限
■利用店舗■利用店舗■利用店舗

須崎商工会議所では年3回、日商簿記検定を開催しています。今年
度の施行スケジュールは以下の通りです。簿記検定は従来の受験に
加え、ネット試験も受験できるようになりました。
※ネット試験（2級、3級）は、ネット試験会場でパソ
コンを利用し、インターネットを介して随時施行す
る試験です。試験日時は各ネット試験会場が定め
た日時となります。

※須崎商工会議所ＨＰから申し込みができます。

日商 簿 記 検 定

簿　記 受験級 施行日 締め切り（窓口・ネットとも）

第162回 １～３級 令和4年11月20日（日） 10月4日(火)～24日（月）

第163回 2・3級のみ 令和5年2月26日（日） 令和5年1月10日(火）
　　　　　   ～1月30日(月）

1級：7,850円  2級：4,720円  3級：2,850円
※Web申し込みは別途550円必要

須崎商工会議所検定係  TEL0889-42-2575

須崎商工会議所ＨＰ▶

お申込み・お問合せ

ネット試験について
詳しくはこちら

http://cciweb.or.jp/susaki/

開催スケジュール
令和4年度

友だち募集中！ 旬な情報をいち早くお届けします。
トークで個別相談ができます。

須崎商工会議所  LINE公式アカウント

ご不明な点につきましては、須崎商工会議所 　  0889-42-2575　までご連絡ください。

友だち登録方法

『友だち追加』※２からID検索
　　　　　　　　　で登録＠763fnqoh

QRコードで登録

または

友だち登録後にトークで 
事業所名と

代表者名を送信
してください。

メニューバーの使い方

メニューから画像をタッチして
いただくと、様々な情報を見る
ことができます。ぜひお試しくだ
さい！

　　  須崎商工会議所でも販売します！　　
当所での販売時間　平日9：00～16：30

近日

開始日延期！！
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アクサ生命保険株式会社
四国支社　高知営業所　
〒780-0870　高知市本町1-6-24　高知商工会館2F　 
TEL 088-875-3600

小規模事業者※１ 等の販路開拓等の取り組みを支援する小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の受付がスタートしています。

小規模事業者持続化補助金のお知らせ

※1  常時使用する従業員数が「商業・サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）の場合５人以下、それ以外の業種の場合20人以下である事業者

目 的
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓

等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持
続的発展を図ること。

●外食業界のバイヤーをターゲットにした商談会です。

●須崎市、安芸市、土佐清水市の3所共同
　で高知県ブースとしてPRします。

●出展費用＋旅費交通費＋宿泊代は、
　弊所で負担させて頂きます。

●アフターコロナに向け、首都圏内
　飲食店へ販路拡大していきませんか？

補助対象補助額 上限50～200万円
（申請する枠によって変動）

チラシ作成、広告掲載、機械装置、
店舗改装など販路開拓に関連する支出2／3※2補助率

類  型 通常枠

賃金引上げ枠 後継者支援枠卒業枠 創業枠
インボイス枠

特別枠

成長・分配強化枠 新陳代謝枠

補助率

補助上限

追加申請要件

２／３ ２／３２／３
※２（赤字事業者は3／4）

50万円 100万円200万円

ー 持続化補助金HPよりご確認ください

【お申込み・お問合せ先】　須崎商工会議所 TEL 0889-42-2575

応募締切

応募方法 ｊGrantsによる電子申請/郵送による申請
※電子申請に必要なGビズIDプライムアカウントの発行には、一定の期間がかかり
　ますので、電子申請をお考えの方は、先にアカウントを取得することをお勧めします。

第10回 2022年12月上旬、第11回 2023年2月下旬  
※予定は変更となる場合があります。

※応募締切の15営業日前までには須崎商工会議所にご相談下さい。※応募締切の15営業日前までには須崎商工会議所にご相談下さい。
持続化補助金HP持続化補助金HP

日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金

活用例 飲食事業を行う蕎麦屋が、高性能フライヤーを導入し、地元特産のかき揚げをセットメニューに追加。
また、地元メディアに広告を出稿した結果、コロナ禍の中でも新規顧客の増加、顧客単価アップに繋がった。

インボイス制度
特設サイト

出展事業者募集！居酒屋
JAPAN

小規模企業対象！
日  程

準  備

2023年1月17日㈫～1月20日㈮

1月17日㈫ 1月20日㈮片付け

【お問い合わせ】　須崎商工会議所　TEL0889－42－2575



i ♥ SUSAKI
須崎のがんばる企業を応援します！
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主な記事 contents

須崎商工会議所

■発行日　奇数月10日　■2022年9月10日■商工すさき  i・susaki　■2022年9月10日

商工すさき　i・susaki　2022年9月10日
発行・編集◆須崎商工会議所　〒785-0012高知県須崎市西糺町4-18　電話：0889-42-2575　　　デザイン・印刷◆中央印刷株式会社　　　◆1部100円（会員は会費の中に含まれています）

商工すさき

②2022.09.01　hy

アクサ生命保険株式会社
四国支社　高知営業所　
〒780-0870　高知市本町1-6-24　高知商工会館2F　 
TEL 088-875-3600

・第63回須崎まつり開催報告
・新須崎商工会館起工式が行われました
・雇用保険料率・最低基礎賃金変更のお知らせ
・すさきがすきさ地域振興券加盟店舗募集！！
・居酒屋JAPAN 出展事業者募集！！
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第63回須崎まつり

編集後記

須崎まつりも無事終わり、３年ぶりの２尺玉を無事上げる事が
出来ました。こうして開催できたのも、ご寄付して下さる皆様のご
協力があったからこそだと感じております。誠にありがとうござい
ました。この３年の間にスマホカメラの性能も上がっていて、花火
の光もブレずに撮影出来るようになったのを見て技術の進化を感
じたところでした。
話は変わりますが、皆様須崎商工会議所のLINEのご登録はさ

れていますでしょうか？簡単な相談であればチャットで会話でき
る等、身近な経営支援ツールとして活用できるサービスを開発中
です。また、この会報のバックナンバーも配信予定で、いつでも、

どこからでも見たい情報を見る事が出来、知
りたいことを聞ける商工会議所にしたいと考
えております。こういう機能がほしい、とい
う意見も募集中でございますので、ぜひ
一度ご活用ください。　　　　　　　
 　　　　  広報委員　楠岡

（８月２３日現在）

普通貸付 小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

2.01～
       2.80%

1.21%
※小規模事業者かつ会員事業所のみ利用可能

両制度とも、無担保・無保証で借り入れ可能です。詳しくは当所、経営指導員までご相談ください。

はじめまして。この度、７月から経営指導補助員とし

て勤務しています前田恵波です。徳島県出身の２

４歳です。趣味は、コロナが流行る前だとよくライブ

ハウスに遊びに行っていました。他には映画鑑賞

やアニメ、カフェ巡りも好きで割と多趣味です。

お仕事面では、これから少しずつ携わらせていただ

きながら皆さんのサポートをして、須崎の地域活

性化に尽力していきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

前田 恵波さん前田 恵波さん

７月
    入所
７月
    入所


