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筑紫野市商工会より今月のお知らせ 

 

 

 

～年末年始のお知らせ～ 

  令和４年１２月２８日（水）         通常業務 

  ※筑紫野市指定ごみ袋販売窓口⇒１２時まで 

  ※地域活性化商品券の換金窓口⇒１６時まで 
 

  令和４年１２月２９日（木）から 

  令和５年１月３日（火）まで 

  令和５年１月４日（水）            通常業務 

 

休館日 

 

確定申告会場が 

イオンモール筑紫野に開設されます。 

LINEで「入場整理券」を事前に発行することができます。 

詳細は同封のチラシをご確認ください。 

 



使用期限は1月29日㈰まで

商 品 券 のおしらせ
(地域活性化商品券)

12月の換金日は

12/28(水)16時まで

換金期限（2023.2.22㈬）を過ぎると換金できません！
ご注意を！！ お問い合わせ先：筑紫野市商工会 ☎ 922-2361







◇ 筑紫税務署からのお知らせ 

 

 

多くの方が、スマートフォン・パソコンでご自宅から e-Tax をご利用しています！ 

感染防止の観点からも、ぜひご自宅からe-Taxをご利用ください。 

確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。 

また、国税の納付は簡単・便利なキャッシュレス納付をご利用ください。 

（スマートフォンから専用 Web サイトへアクセスし、普段ご利用の Pay 払いで納付できる、スマホア

プリ納付が可能になりました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成コーナー スマホの方はこちらから → 

操作マニュアル 
 

動画でチェック 
 

動画で見る確定申告 

福岡国税局オリジナルの 

操作マニュアルを掲載！ 

※令和５年１月更新予定 

福岡国税局 操作マニュアル 

 

 
 

   イオンモール筑紫野 ３階 イオンホール 

       筑紫野市立明寺４３４番地１ 

       令和５年２月１日（水）から３月１５日（水）まで 

      ※ 土曜日、日曜日及び祝日は休みとなります。 

        ※ イオンモール筑紫野へのお問合せはご遠慮ください。 

       午前９時から午後４時まで 

  確定申告会場では、スマートフォンをお持ちの方は、原則、ご自身のスマートフォンに 

より、ご自身で申告書の作成を行っていただきます。 

➢ ID・PW 方式の登録されている方は、16 桁の ID とパスワードをご準備ください。 

➢ マイナンバーカード方式によりスマホ申告を行う場合には、マイナンバーカード及びマイナンバー 

カードの暗証番号をご準備ください。また、マイナポータルアプリのインストールも必要です。 

  確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。 

 ➢ 入場整理券の配付状況に応じて、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合があります。 

 ➢ 入場整理券は、「国税庁 LINE 公式アカウント」を友だち追加することで、LINE を通じたオンライン 

事前発行が可能です。 

 

確定申告期限（3月15日）間際は大変混み 

合います。確定申告会場への来場を検討され 

ている方は、お早めの来場をお願いします。 

 

 
会場 

 
期間 

 
受付 

国税庁 LINE 公式アカウント 

令和４年分確定申告会場について 

確定申告書等作成コーナーの操作方法 

2/16～2/28 3/1～3/7 3/8～3/15

【申告会場の混雑予想】

１日の入場者数の上限

キャッシュレス納付に 

ついてはこちら   → 



商品について詳しくは
裏面をご覧ください！

補助金を活用される皆さま、こんなお悩みありませんか？

補助金が交付されるまでの間
一旦立て替え払いを
  しなければいけない…

補助金の交付決定を受けた中小企業の皆さまを対象に、
補助金交付までのつなぎ資金や、補助金交付分以外の自己負担分の資金調達をご支援することで、

円滑な事業展開や拡大、事業基盤強化等に繋げることを目的とした商品です。

設備投資総額 1,000万円  補助率 1/2の場合

補助金活用支援保証

①短期借入金（つなぎ資金）
●一般的に、補助金は設備等の導入に係る費用を
支払った後に交付されるため、補助金交付に
先行して費用の支払いを行う必要があります。
●そこで、短期資金（つなぎ資金）で補助金交付
までの資金繰りを支援します。

●一般的に、補助金が採択されても、設備等の
導入に係る費用の全額は補助されず、1/2程度
の自己負担部分が生じます。

●そこで、補助金交付分以外の自己負担部分の資金を
長期借入金（最長10年）で対応することができます。

②長期借入金

短期借入金
500万円

長期借入金
500万円

補助金2ヶ月後返済

毎月分割返済

設備投資
1,000万円

必要資金の全額が
補助されない…

例えば

補助金活用支援保証
そんなお悩みに福岡県信用保証協会がお応えします!

補助金活用支援保証

①

②



本商品の詳しい内容については、信用保証協会窓口又はお取引金融機関にお問い合わせください。

https://www.fukuoka-cgc.or.jp/

〒812-8555　福岡市博多区博多駅南2丁目2番1号
〒810-0055　福岡市中央区黒門2番28号
〒802-0082　北九州市小倉北区古船場町1番35号 北九州市立商工貿易会館4階
〒830-8691　久留米市日吉町24番地24
〒820-0040　飯塚市吉原町6番12号 飯塚商工会議所5階
〒836-0843　大牟田市不知火町1丁目3番地4 太陽生命大牟田ビル6階

☎092-415-2601
☎092-734-5923
☎093-551-2634
☎0942-38-1022
☎0948-22-3585
☎0944-52-6011

500万円
①短期借入金（つなぎ資金）

500万円
②長期借入金補助金

交付分
以　外

補助金
交付分

機械購入時（代金支払時）導入機械決定
補助金採択

500万円
補助金

補助金交付時

■ご利用のイメージ（例）
①補助金500万円（補助金を引当として、短期資金（つなぎ資金）500万円を借入）
②長期借入金500万円 資金計画

補助金を活用し、最新機械（金額1,000万円）を導入。

2020.4

本所営業部
大 濠 支 所
北九州支所
久留米支所
筑 豊 支 所
大牟田支所

ホームページ

■  取扱期間
令和3年3月31日（水）保証協会受付分まで

※金融機関・保証協会の審査により、ご希望に添えない場合がございます

■  ご利用できる方
国、地方公共団体、公的機関から補助金の交付決定を受けた事業を行う保証対象中小企業者

融資限度額

返 済 方 法

担 保

連 帯 保 証 人

信用保証料率

資 金 使 途

■  商品の概要
2億8,000万円 （一般関係無担保保険8,000万円、一般関係普通保険2億円）

保 証 期 間 ①短期資金（補助金交付までのつなぎ資金等）:2年以内
②長期資金（補助金交付分以外の必要資金等）:10年以内（据置1年以内を含む）

元金均等分割返済又は一括返済

必要に応じて

原則として法人代表者以外不要 ※代表者（経営者）の連帯保証人についても不要となる場合があります。
基準保証料率から一律0.1ポイント割引

※「会計参与設置会社」は、上記保証料率から0.1ポイント割り引き
　不動産等担保の提供がある場合は上記保証料率から0.1ポイント割り引き

貸 付 利 率 金融機関が定める利率

※既存借入金の借換は不可補助金対象事業に資する運転資金・設備資金

必 要 書 類 補助金に関する「申請書類（写し）」及び「交付決定書（写し）」

料 率 区 分

保 証 料 率

1
1.80％

2
1.65％

3
1.45％

4
1.25％

5
1.05％

6
0.90％

7
0.70％

8
0.50％

9
0.35％

1,000万円
補助金対象事業に
おける必要資金

補助金活用支援保証

長期分割返済

交付された
補助金で完済



生産性向上に
取り組む皆様へ
生産性革命推進事業のご案内

ものづくり・商業・サービス補助金

詳しくは裏面

＜令和４年度第２次補正予算案＞（令和４年１１月時点版）

持続化補助金

✓ 最大450万円のITツール導入補助

事業承継・引継ぎ補助金

✓ 最大800万円の事業承継・引継ぎ支援

ＩＴ導入補助金

✓ 最大5,000万円の設備投資補助

✓ 最大250万円の販路開拓等補助

⚫インボイス制度や賃上げに取り組む事業者を補助上限額

引上げや下限額撤廃等により強力に支援します

本紙は「令和4年度第2次補正予算事業」の制度概要をご紹介しています（予算成立後、
準備が整い次第公募を開始します）。現在の公募情報はホームページでご確認ください。

チラシのダウンロードはこちら↓



ものづくり・商業・サービス補助金

ＩＴ導入補助金

小規模事業者持続化補助金

(※1)従業員規模毎に設定 (※2)前年度の課税所得がゼロ以下かつ常時使用する従業員がいる事業者が対象 (※3)小規模事業者・再生事業者は2/3

＊事業承継・引継ぎに係る取組を支援します。
＊一定の賃上げを実施する事業者を対象に
補助上限を引き上げて支援します。

＊小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援します。特に赤字など業況が
厳しい中でも、賃上げや事業規模の拡大に取り組む事業者等を引き続き支援します。

＊免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者に対し、全ての申請枠で補助
上限を一律に引き上げて支援します。

＊革新的製品・サービスの開発又は生産プロセス等の改善に必要な設備投資等を支援します。
＊温室効果ガス排出削減の取組に応じて補助上限を３段階に分け、グリーン枠を拡大します。
＊大幅な賃上げに取り組む場合は補助上限を引き上げます。
＊海外ブランディング費等を対象経費に追加し、海外展開を支援します。

申請類型 補助上限額
補助
率

600万円 2/3

800万円 1/2
(上乗せ
分のみ)

600万円 2/3

※1 廃業費用も補助 (補助上限額150万円 (補助率2/3))
※2 経営者交代型は承継前の後継者も対象

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3※
成長・分配強化枠
(賃上げや事業規模拡大の取組)

200万円

新陳代謝枠
(創業や後継ぎ候補者の新たな取組)

200万円

【インボイス特例】
インボイス発行事業者に転換する事業者は補助
上限額を一律50万円上乗せ(最大250万円)

申請類型 補助上限額(※1) 補助率

通常枠

750～1,250万円

1/2(※3)

回復型賃上げ・雇用拡大枠(※2)

2/3デジタル枠

グリーン枠 1,000～4,000万円（温室効果ガス排出削減
取組に応じて 3段階の上限を設定）

グローバル市場開拓枠
3,000万円（海外市場開拓(JAPANブラン
ド)類型では、ブランディング・プロモー
ション等に係る経費も対象化）

1/2(※3)

お問い合わせ先

• ものづくり・商業・サービス補助金：ものづくり補助金事務局サポートセンター（050-8880-4053）

• 持続化補助金 ：商工会地域の方 ※所在地によって異なるため右のQRコードよりご参照下さい。
商工会議所地域の方のお問い合わせはこちら（03-6632-1502）

• ＩＴ導入補助金 ：サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター（0570-666-424）

• 事業承継・引継ぎ補助金：経営革新事業のお問い合わせはこちら（050-3615-9053）
専門家活用事業のお問い合わせはこちら（050-3615-9043）

【商工会地域お問い合わせ先】

申請類型 補助対象経費 補助上限額 補助率

通常枠 I Tツール 5～450万円 1/2

デジタル化
基盤導入枠

ITツール
(会計ｿ ﾌ ﾄ、受発注ｼ
ｽ ﾃ ﾑ、決済ｿ ﾌ ﾄ等 )

下限無し
~50万円 3/4

50~350万円 2/3

PC・タブレット等 10万円 1/2

レジ・券売機等 20万円 1/2

ｾｷｭﾘﾃｨ
対策推進枠

ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞ
ｽ利用料(※) 5~100万円 1/2

＊業務の効率化やＤＸの推進、セキュリティ対策のため
のITツール等の導入を支援します。

＊インボイス制度への対応を見据えたITツールの導入を
支援するため、一部補助下限を撤廃します。

※（独）情報処理推進機構（IPA）「ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨお助け隊ｻｰﾋﾞｽﾘｽﾄ」に掲載されたサービス

事業承継・引継ぎ補助金

大幅な賃上げをする事

業者は、最大1,000万円

の補助上限を上乗せ

(回復型賃上げ・雇用拡

大枠を除く)

経営革新事業※1

事業承継・引継ぎ後※2の
設備投資等の新たな取組

専門家活用事業※1

事業引継ぎ時の
専門家活用費用等

↑現在の公募情報はこちら

※成長・分配強化枠の一部の類型において、赤字事業者は3/4

←現在の公募
情報はこちら

インボイス
対応

←現在の公募
情報はこちら

←現在の公募
情報はこちら

一定の賃上げをする事業者
の上限を200万円上乗せ

商工会地区 商工会議所地区

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/doc/%EF%BC%88%E4%B8%80%E8%88%AC%E5%9E%8B%EF%BC%89%E5%9C%B0%E6%96%B9%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf

