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福祉共済について

退職金制度のご案内

「事業継続力強化計画」策定と認定制度取得のご支援について

国（公庫）のコロナ対策融資制度のご案内 【編集坂元】

≪商工会だより目次≫

開催日時 内 容 開催場所

１０月３１日（日）～１１月１４日（日） 木津川アート2021 木津川市瓶原地域

１１月１７日（水）、１１月１８日（木） 健康診断 アスピアやましろ

１２月５日（日）、１２日（日）、１９日（日）
令和４年１月１６日（日） 全4回

創業塾（BS） 木津川市商工会館２階

木津川市商工会
マスコットキャラクター
たけのこタッキー

●２ページ目

●３ページ目

●４ページ目

月次支援金申請期間について

《 給付額 》
中小法人 上限２０万円/月 個人事業者等 上限１０万円/月

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響を受けて
２０１９年または２０２０年の同月比で、売上が50％以上減少した事業者が対象

【小水流】

食品の製造、加工、調理、販売、飲食店などの食品を扱うすべての事業者を
対象に令和３年６月１日よりHACCPの導入・運用が完全義務化となりました。

事業者はHACCPに沿った衛生管理等を実施する必要があります。
小規模事業者は各業界団体が作成する手引書を参考にHACCPに沿った衛生管理等を実施することが
求められます。
食品衛生監視員は許可の更新時や定期的な立入時等に実施状況を確認し、小規模事業者等には
手引書にそって助言・指導を行うことがあります。
＊HACCPの義務化を無視していると営業許可書の更新不可・罰則もあります。

・

HACCPとは

・

・

【眞鍋】

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷
から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を
管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

≪申請期間≫ ※４月分/５月分/６月分/７月分/８月分の申請受付は終了しました。

９月分 ： ２０２１年１０月１日 ～ １１月３０日
１０月分： ２０２１年１１月１日 ～ １月７日

申請期間終了間近は、申請支援予約窓口(本所)が大変混雑しますので、早期申請を推奨します。



福祉共済

福祉共済には、傷害と医療に加えがんに対する補償があります。商工会の会員の方以外にも、ご家族や従
業員の方も加入することが可能です。労災保険と違い業務上のケガでなくても要件を満たせば保険を請求で
きます。

【加入できる人】 商工会の会員（法人企業の役員の方も含みます）及びその家族
商工会の会員事業所の従業員及びその家族

【プラン】

加入プラン

「けが」の補償 傷害プラン 「病気」の補償

※病気の補償のみのご加入はできま
せん。
ご加入は「けが」の補償とセットです。

２，０００円コース
（他のコースあり）

医療特約

契約年齢

満6歳～65歳（継続加入は満74
歳まで）
継続加入で75歳となった場合は

シニア障害プランに自動的に移
行します。

満6歳～65歳
66歳となった場合はシニア医療特約
に自動的に移行します。

月払掛金 ２，０００円 １，０００円

共
済
金
額

死亡
共済金

交通事故 １，０００万円

疾病入院
共済金
（1日あたり）

５，０００円
（1日～120日まで）

不慮の事故 ８００万円

天災（地震・噴火・津波） ４００万円

後遺障害
共済金

交通事故 １，０００万円～１０万円

不慮の事故 ８００万円～８万円

疾病手術
共済金

重大手術 ２０万円

入院中 ５万円
入院以外 2.5万円

天災（地震・噴火・津波） ４００万円～４万円

手術
共済金

交通事故・不慮の事故 ２０・１０・５万円
（手術の程度により金額が変動）

天災（地震・噴火・津波） １０・５・２.５万円
（手術の程度により金額が変動）

入院
共済金
（1日あた
り）

交通事故・不慮の事故 ８，０００円
（1日目～１，０００日目）

天災（地震・噴火・津波） ４，０００円
（1日目～１，０００日目）

放射線治療
共済金 ５万円通院

共済金
（1日あた
り）

交通事故・
不慮の事故

３，０００円
（3日目～100日目）

天災（地震・噴火・津波） １，５００円
（3日目～100日目）

疾病入院
見舞金

疾病による継続した
30日以上の入院 5万円

先進医療
共済金

305万円～５万円
1回のお支払いは実

費の半額程度となりま
す。

熱中症の補償 天災と同額の補償

個人賠償責任保険 1事故2億円限度

【近藤】



～小規模企業共済制度は、退職後のゆとりある生活を応援する安心の共済制度です～

※掛金納付月数が、240か月（20年）未満の場合は、掛金合計額を下回ります（任意解約の場合のみ）ので
お気を付けください。

小規模企業共済制度（経営者の退職金）

節税
掛金は全額「小規模企業共済等掛金控除」
として、課税対象所得から控除できます。

経営者の退職金
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営
者の方が、事業をやめられた後の生活の備
えとなる「経営者の退職金」です。

実際に、どれだけおトクなの?

【例】課税される平均所得金額が４００万円、月々３万円の
掛金を１５年間納付したＳさんが共済金Ａを受け取った場合。

合計２,２７５,５００ 円

節税額合計：※１０９,５００×１５年＝１,６４２,５００円 ※退職金を受け取る際の税金は、

掛金合計額＝５,４００,０００円 共済金Ａ：６,０３３,０００円 所得税及び住民税を合算すると、

取得額－掛け金総額＝６３３,０００円 約２,４００円になります。
※一括受取の場合は、退職所得扱
いとなります。

おトク

退職金制度のご案内

中小企業退職金共済制度（従業員のための退職制度）

～中退共制度は、国がつくった従業員の退職金制度です。一定の加入条件を満たしている
中小企業の、従業員およびパートの方が加入できます（原則全員加入）～

①有利な国の掛金助成

新規加入助成で、掛金月額
の2分の1（従業員ごと上限
5,000円）を加入後4か月目
から1年間、国が助成します。

④管理が簡単

掛金は外部積立型なので、
口座管理の手間がかかりま
せん。

※退職金制度についての質問や詳細につきましては、木津川市商工会 本所・各支所までご連絡ください。
【河村】

②掛金は非課税

掛金は法人の場合は損金、
個人事業主の場合は必要
経費として、全額非課税と
なります。

⑤退職金は直接従業員へ

退職金は、中退共本部から
直接、退職した従業員の預
金口座に振り込みます。

③掛金月額の選択

掛金は月1,000円～70,000
円の範囲内で自由に設定で
きです。加入後も変更可能
です。

⑥福利厚生に利用できる
提携サービス

中退共本部と提携している
ホテル、レジャー施設等を
割引料金で利用できます。



「事業継続力強化計画」策定と認定制度取得のご支援について

国は、年々増加傾向にある台風や地震などの自然災害、新型コロナウイルスをはじめとする

感染症、サイバー攻撃等へのリスク対策として「事業継続力強化計画」を策定するよう、中小企業・

小規模事業者へ指針を出しています。企業への支援策として、経済産業省による「事業継続力強化

計画認定制度」を設立し積極的な対策・取組みを行う企業を「認定」し、様々な支援策を実施してい

ます。

木津川市商工会は、「中小企業強靭化法」に基づく中小企業・小規模事業者に対しての「事業継

続力強化計画」の策定のご支援を始めておりますので、是非ご利用ください。

計画が認定されることで、様々なメリットを受けることができます。

「事業継続力強化計画」を策定することで、自然災害等発生時における事業停止リスクを最大限

抑えることができることに加え、下記のようなメリットを受けることが可能です。

① 対象の防災・減災設備が税制優遇される。

② 補助金が優先的に採択される。

③ 日本政策金融公庫による低利融資等の金融支援を利用できる。

④ 信用補償枠の拡大を受けられる。

詳細は、「中小企業庁：事業継続力強化計画」のホームページ

木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3 
ＴＥＬ：72-3801 ＦＡＸ：72-6564

山城支所
木津川市山城町上狛北的場15
TEL：86-3157 FAX：86-4064

加茂支所
木津川市加茂町里南古田24
TEL：76-2970 FAX：76-7211

国（公庫）のコロナ対策 融資制度のご案内

名称 要件等 年利率 限度額 期間

新型コロナウイルス
感染症特別貸付
（コロナ特別貸付）

最近1ヵ月間等の売上
高または過去6ヵ月
（最近1ヵ月を含む）の
平均売上高が前3年の

いずれかの年の同期
と比較して5％以上減
少している方等

1.36％（国

民生活事
業）
当初3年
0.46％（こ
の3年は利
子補給有）

別枠8,000万円
無担保・無保証

運転15年以内
（据置5年以内）
設備20年以内
（据置5年以内）

新型コロナウイルス
対策マル経
（コロナマル経）

＊対象：小規模事
業者のみ

同上

＋ 経営支援員の経
営指導 ・ 商工会長
の推薦

1.21％
当初3年
0.31％（こ
の3年は利
子補給有）

別枠1,000万円
無担保・無保証

運転7年以内
（据置3年以内）
設備10年以内
（据置4年以内）

（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm）

申請等について、商工会までお問合せください。
【連合会 玉井】

直近2期分の確定申告書、最近6ヶ月等の売上高帳面等をご準備の上ご相談ください。
【森山】

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm

