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2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式
通称「インボイス制度」はどのような制度かご存じですか？
課税事業者はもとより、免税事業者にとっても、決して無関係では
ありません。
本説明会では、インボイス制度の概要、売り手側と買い手側の留意点、
事業者が気をつけるべきポイント等をわかりやすく説明します。
本説明会で知識を身につけしっかりと検討・準備を進めましょう！！

《申込書》

事業所名 参加者名 電話番号

業種 いずれかにチェック☑してください

□消費税課税事業者▶(□一般課税□簡易課税□不明）

□消費税免税事業者

お問い合わせ・お申込み

和束町商工会 FAX 0774-78-4030
TEL 0774-78-3321

お申込みは
FAXまたはお電話で

申込締切日 2022年９月６日



組合員募集！！
令和4年9月1日より和束町商工会一人親方労災保険組合設立

本来、労災保険は事業所の従業員など【労働者】の業務災害や通勤災害に対して補償をおこなうこ
とを目的とした制度です。 そのため、ご自身が事業主にあたる【一人親方】は保険加入の対象に含ま

れません。

しかしながら、建設業などの一人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、

国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。

その制度を『一人親方労災保険特別加入制度（一人親方労災保険）』といいます。

なお、一人親方労災保険は労働局より承認を得た『一人親方労災保険特別加入団体』を通じて加入

する必要があります。

★加入の問い合わせ、ご相談、お手続きは和束町商工会まで（担当／森川・佐々木）

一人親方労災保険とは

一人親方とは

加入のメリット

労働保険料

●事業主、あるいは事業主を含めた家族だけで業務を行っている方

●労働者の年間雇用日数が延べ100日未満の方。

事務手数料

労働保険料 給付基礎日額×加入月数×1000分の18
※給付日額 3,500円の場合 年間労働保険料 22,995円
給付日額10,000円の場合 年間労働保険料 65,700円

年間１０,０００円(※通常労災保険と重複加入の場合5,000円)

建設業・建築業の
一人親方様 必見!!

仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられる。

なお、通勤途上での事故（通勤災害）においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われる。

療養補償が受けられる

治療の為に休業した場合、1日につき、給付基礎日額の60％と特別支給金として20％、あわせて80％相

当額が支給される。※休業最初の3日間は待機期間となり支給対象外

※給付基礎日額１万円、３０日間休業した場合 ※給付基礎日額３５００円、３０日間休業した場合

1万円×(60%＋20%)×(３０日-待機３日)＝２１６,０００円 3500円×(60%＋20%)×(３０日-待機３日)＝７５,６００円

休業補償の給付が受けられる

●傷病治癒後に障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償がある。

●療養開始後1年6ｹ月経過後「傷病が治癒していない」かつ「傷病の障害程度が傷病等級に該当」して

いる場合、基礎給付日額に応じた額の傷病補償がある。

障害補償、傷病補償給付が受けられる

業務中、通勤中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補償

がある。また、業務中、通勤中の事故で死亡した方の葬祭を行う場合、給付基礎日額に応じた葬祭料の

給付が受けられる。

遺族補償が受けられる

元請会社の労災保険の適用を、雇用関係にない一人親方が受けることはできません。

あくまでも元請会社が加入している労災保険は、元請け、及び下請け会社と雇用関係にある人に対して

です。

元請会社または所属会社にとっても業務委託する上で安心



和束町商工会からのお知らせのメール配信登録受付！

お知らせメールとは、会員皆様のパソコンやスマートフォンに、商工会からのお知らせを
メールでお送りするものです。商工会の年間の事業情報をリアルタイムでお送りするため、
あらかじめ、配信を希望する登録が必要です。

お知らせメール配信の内容
・補助金、給付金情報
・会員事業所への経営サポート事業情報
・国や自治体の「中小企業支援施策」情報
・セミナー講習会情報
・イベント情報 等
※それぞれ配信内容や配信サイクルは異なります。

メール配信登録後の注意点

★メールでの情報は、ＰＣ、スマホ、タブレットでの閲覧を想定しています。
★メールアドレスの変更、配信停止をご希望の方は、和束町商工会ホームページのお問合せ欄より
お知らせください ⇒ https://wazuka.kyoto-fsci.or.jp/contact

★配信停止など、登録内容の変更が反映されるまで、数日お時間をいただく場合がございます。反
映待ちの間に、停止したはずのお知らせメールが届いてしまう場合がありますので、ご了承願いま
す。
★メール受信にかかるパケット料金、回線費はご自身のご負担になります。
★指定ドメイン受信拒否を設定されている場合は、届かない場合がございます。受信拒否を解除さ
れるか別の受信可能なメールアドレス変更していただくことがございます。予めご了承ください。

事業所名

メールアドレス

電話番号

配信希望
該当に☑

□補助金・給付金 □販路開拓(展示会・物産展等）
□セミナー・講習会 □商工会のイベント
□メールで配信できる情報すべて
□その他（ ）

メール配信サービス登録申込書

お問い合わせ・お申込み

和束町商工会 FAX 0774-78-4030
TEL 0774-78-3321

お知らせメールを受信するメリット

●素早く情報取得でき、迅速な対応ができる

●メールでの記録が残るので、書類を探す手間が省ける

●紙の書類節約につながる 等

https://wazuka.kyoto-fsci.or.jp/contact


2021年度、近畿経済産業局から「和束茶」が世界に羽ばたく産地ブランドと
して選定されたことから、今般、和束町役場農村振興課の呼びかけにより、
(仮称)和束ブランド協議会設立に関する説明会の開催が予定されています。
町内茶業関係者の皆様方、お茶を中心とした和束ブランド向上に関心のある
方の闊達なご意見を交わせる場として、奮ってご参加いただきますようよろ
しくお願いいたします。

■日時 ２０２２年８月２８日(日) 午前10時から
■場所 和束町社会福祉センター ２階大ホール
■オンライン参加(Zoom)可能
https://us02web.zoom.us/j/89454413893
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞID：894 5441 3893

※詳細は８月配布の「れんけい折込チラシ」をご覧ください

問い合わせ先 和束町役場農村振興課 0774-78-3008

大阪・関西万博の運営参加募集
（近畿経済産業局)

(仮称)和束ブランド協議会設立に関する説明会

2025年大阪・関西万博の「運営参加」の募集がスタートしました。
本件は、万博会場内外で運営に必要な「施設・物品の提供」「施設・物品の無償
貸与」「技術やサービス・人員等の役務提供」を募集するものです。

募集アイテムの細目等、詳細は下記ＨＰをご参照ください。
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20220726-01/

ご協賛対象の物品、サービス等に企業名称等を表示させていただく等、参加特
典も用意しております。各国多数の来場者へ協賛物品等をプロモーションする
機会として活用いただき、積極的なご参加をお待ちしております。

【本件のお問合せ先】
公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会 企画局 企画部 出展課

E-mail：unei_sanka1@expo2025.or.jp

ｵﾝﾗｲﾝ参加(Zoom)

https://us02web.zoom.us/j/89454413893
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20220726-01/
mailto:unei_sanka1@expo2025.or.jp


原油価格・物価高騰等の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者
の事業継続と経営改善を図るため、省エネ機器導入等の取組みを支援します。

原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金

【申請期間】
第１回 令和４年 ８月 １日（月） ～ ８月３１日（水）
第２回 〃 ９月 １日（木） ～ ９月３０日（金）
第３回 〃 １０月 １日（土） ～１１月１５日（火）

※ＷＥＢ又は郵送により申請（１事業者１回のみ申請可）

【補助対象者】
京都府内に事業所等を有する
中小企業者、小規模事業者、個人事業主等

【補助率・上限額】
補助率 ３／４ 以内
上限額 ５０万円

【補助対象経費】
■省エネ機器又は経営効率化のためのソフトウエアの導入経費
※令和４年６月２２日（水）～１１月１５日（火）に発注・購入・納品・支払いしたものに限る
※補助対象経費が２０万円（税抜き）以上のものに限る

【Ａ】省エネ機器の導入 ・対象となる省エネ機器（品目）
エアコン、照明器具、電球、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース、
エコキュート（電気温水機器）、ガス温水機器、石油温水機器
・必要とする省エネ性能 家電品：「省エネ統一ラベル★★★（3.0）以上」であること

業務用：１５％以上の省エネ改善効果が認められること

【Ｂ】経営効率化のための情報システム（ソフトウェア）の導入

ホームページ https://www.ki21.jp/r4/bukkakoutou/20220715/
コールセンター TEL:０５７０－０７８－２２２ 9:00-17:00（平日のみ。土日祝除く）
【事務局】 公益財団法人京都産業２１ 原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金センター

和束町商工会プレミアム商品券販売のお知らせ

● 販売価格 ５００円券２２枚綴り(１１,０００円分)を１０,０００円で販売いたします。
● 販売時間 平日午前９時～午後５時
● 販売場所 和束町観光案内所(和束町商工会)
● 有効期限 令和４年１２月３１日(土)まで

※有効期限を過ぎるとご利用ができなくなります。
● 利用できる事業所 和束町内の商品券取扱い加盟店

◆ 一世帯あたり、最大５口(５万円)まで購入可能

◆世帯主または世帯員の方が販売所にお越しください。

（世帯主・世帯員以外の方のご購入は不可とします）

～完売次第終了とします～

商品券55,000円分の商品券
が購入できます！

現 金50,000円で

補助金難易度★☆☆☆☆

https://www.ki21.jp/r4/bukkakoutou/20220715/
tel:０５７０－０７８－２２２


まずは、
商工会に電話でご予約を!! ☏78-3321

日時

場所：和束町観光案内所2階

相談員 相談員

1977年大阪府寝屋川市生まれ。
大阪府立高専(建築)卒業後、
京都市役所勤務を経て、2010
年開業、2019年法人化し代表
取締役に就任。
京都府中小企業診断協会理事

中小企業診断士

賀長哲也氏
わかりやすく伝えることを
モットーに、
事業者様に寄り添う支援
を目指しています。
前職は近畿経済産業局（創
業・経営支援課）で
中小企業経営強化税制担
当。

中小企業診断士

大山 マリ子氏

2022年12月20日(火)まで 毎週火曜日

①10時～12時 ②13時～15時 ②15時～17時

小規模持続化補助金のご案内
－令和元年度補正予算・令和3年度補正予算－

小規模事業者が、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組む販路開拓等の取組み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を目的とします。
本補助金事業は持続的経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組みや、その取組みと併せて行う業務効率化（生産性向上）の取組
みを支援する為、それに要する経費の一部を補助するものです。

※過去に採択された補助金があり、本補助金が申請可能かの可否判断については、商工会までお問合せ下さい。

第９回申請受付締切 2022年9月20日(火)事業支援計画書(様式４)発行の受付締切２０２２年９月１２日(月)

※事業支援計画書(様式４)発行に時間を要する場合がありますので余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。

※電子申請の場合は、23:59まで受付。郵送の場合は当日消印有効

第10回申請受付締切 2022年12月中旬 事業支援計画書(様式４)発行の受付締切2022年12月上旬

類型 補助率 補助条件 概要

通常枠 ２/３ ５０万円 販路開拓等

賃金引上げ枠
２/３

(赤字事業者につい
ては３/４)

２００万円
販路開拓の取組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最
低賃金より＋３０円以上である小規模事業者※赤字事業
者は補助率３/４に引上げるとともに加点を実施

卒業枠 ２/３ ２００万円
販路開拓の取組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の
従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者

後継者支援枠 ２/３ ２００万円
販路開拓の取組みに加え、アトツギ甲子園においてファイ
ナリストに選ばれた小規模事業者

創業枠 ２/３ ２００万円
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支
援」を受け、販路開拓に取り組む創業した諸規模事業者

インボイス枠 ２/３ １００万円
免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事
業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者

個別経営相談窓口を開設しています
２０２２年５月より毎週火曜日、１回２時間の３部制で個別相談窓口を開設してい
ます。
補助金申請、経営計画の策定、経営改善、事業承継等々、無料で何度でもご相談い
ただけますので是非ご活用ください。


