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大好評開催中！

令和２年8月１日発行（毎月1日発行）第 818号

雇用調整助成金オンライン個別相談会
～専門家への相談を通じて解決を目指します～
刈谷商工会議所では、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている皆様の様々なご相談
に迅速に対応できるよう、オンラインツールを活用した刈谷モノづくり大学の専門家による個別相
談事業を拡充いたしております。
このオンライン相談の最大の特徴は、モニター画面を通しての相談となり、面談による相談に比
べ、相談者の敷居を低くすることに大きく貢献出来ると共に、相談料・通話料が無料で迅速な課題解
決を可能と致しておりますので、お気軽にご利用ください。

ビジネスの
成長を
リモートで！
！

専門家：特定社会保険労務士 大参 直子 氏

相談者

【今月の雇用調整助成金オンライン個別相談会の開催予定】
８月５日㈬、21日㈮ 13：00～17：00 ※１事業所１時間（事前予約制）
【お申込み・お問い合わせ先】
刈谷商工会議所中小企業相談所 ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０
お気軽にお問い合わせください！

今後の各種講習会も新たな生活様式に合わせたオンライン形式で開催致します。
●発行所

刈谷市新栄町3-26

刈谷商工会議所（電話21- 0370㈹） ●編集兼発行人

岡田行永

●印刷所

松栄印刷株式会社

毎月 1 日発行

定価

一部金 150円
（年会費に含む）
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ご確認ください！

家賃支援給付金の申請受付始まりました！

家賃支援給付金とは・・・
新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑などにより、売上の急減に直⾯す

る事業者の事業継続を⽀えるため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、賃借人（かりぬ
し）である事業者に対して給付⾦を⽀給します。

対 象 者

①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

①②③
すべてを
満たす事業者

１カ⽉で前年同⽉⽐50％以上減少 又は連続する3カ⽉の合計で前年同期⽐30％以上減少

給 付 額

②５⽉〜12⽉の売上高について

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う

給付額は、申請時の直近の⽀払家賃
（⽉額）
に基づいて算出し、
（⽉額）
の６倍
（６カ⽉分）を
給付します。

算出方法
個人事業者の場合

法人の場合

個人事業者の場合、１カ月分の給付の上限額は

法人の場合、１カ月分の給付の上限額は100万円

万円までの部分が2／3給付になります。複数店

の部分が2／3給付になります。複数店舗を所有

50万円です。下図の通り、支払家賃
（月額）
37.5
舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円
を超える場合は、特例として37.5万円を超える

部 分 が1／3給 付 に な る た め、 支 払 家 賃（ 月 額 ）
112.5万円で上限の給付額
（月額）
50万円になり

ます。6カ月分では300万円が給付の上限額です。

です。下図の通り、支払家賃
（月額）
75万円まで
する場合などで家賃の支払額が75万円を超える
場合は、特例として75万円を超える部分が1／3
給付になるため、支払家賃
（月額）
225万円で上限
の給付額
（月額）
100万円になります。６カ月分で
は600万円が給付の上限額です。

手続・相談

◆沖縄空手
◆自成道空手
◆合気道
◆実戦護身術 功朗法
◆キックボクシング
◆子供空手教室 ◆総合格闘技
●月～金 PM5：00～10：00
●土
PM4：00～ 9：00
●日
AM11：00～PM2：00
お問い合せ

Tel (0566)21-2136

刈谷市広小路 6-84-10（旧朝銀ビル）
（刈谷市駅 徒歩 4 分）

労働保険・社会保険の書類作成
給料計算、就業規則の作成
人事・労務に関する相談
事業主、一人親方等の労災加入
紛争解決手続代理業務
特定社会保険労務士

吉浦経営労務事務所
労働保険事務組合

愛和経営労務協会
〒 448-0813 刈谷市小垣江町中伊勢山 10-1
☎（0566）２ ４ ̶ １ ４ ８ ３（代）

http://www.yoshiura-krj.com/index.html
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７月14日より、家賃支援給付金の申請受付が開始されました。
刈谷商工会議所では、家賃支援給付金の申請に関してお困りの刈谷市内
の事業所を対象に、申請サポートの予約受付を始めました。今回の申請で
は、ご自身の個人情報
（売上情報や口座情報など）
を取り扱うため、ご自身
のノートパソコンもしくはスマートフォンを通して申請を行っていただき

ますので、必ずいずれかのものをご持参ください。加えて、申請にはメー

ルアドレスが必要となりますので、事前にご準備をお願いします。下記の

必要書類を揃えて頂く事で、申請することが可能となります。刈谷商工会

議所の申請サポートをご希望の方は、刈谷商工会議所までご連絡ください。
なお、ノートパソコンもしくはスマートフォンをお持ちでなく、ご自身で
電子申請を行うことが困難な方は、申請サポート会場での申請となります。
開設された会場の最新情報は、家賃支援給付金ポータルサイトにてご確認
ください。

刈谷商工会議所の経営指導員が対応します！

「家賃支援給付金」を装った詐欺
には十分にご注意ください。

【必要書類一覧】
個人事業者

法人

① 青色申告の場合

①

・確定申告書第一表（１枚）※
・所得税青色申告決算書（２枚）

・確定申告書第一表（１枚）※
・法人事業概況説明書（２枚）

白色申告の場合
・確定申告書第一表（１枚）※
② 2020年分の対象とする売上台帳等

② 2020年分の対象とする売上台帳等

③ 通帳の写し

③ 通帳の写し
（通帳のオモテ面と通帳を開いた１・２ページ目）

④ ・賃貸借契約書

④ ・賃貸借契約書
・直前３か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
（銀行取引明細書・賃貸人からの領収書）

（通帳のオモテ面と通帳を開いた１・２ページ目）
・直前３か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
（銀行取引明細書・賃貸人からの領収書）

④ 本人確認書類の写し（運転免許証の両面の写しなど）

※確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印されていること
※e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付することが必要
※収受日付印又は受信通知のいずれも存在しない場合は、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書（その２所得
金額用）
」
（事業所得金額の記載のあるもの）を提出することで代替できます。

【問い合せ先】刈谷商工会議所

ＴＥＬ ０５６６－２１－０３７０ ＦＡＸ０５６６－２４－６０４９

家賃支援給付金の詳細について、家賃支援給付金ポータルサイトをご確認ください。
下記のURLもしくは右記のQRコードよりアクセスしてください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
会社を守る

就業規則の作成

簡単・納得

賃金制度の作成
労働の法律

無料相談会

実施中！

第 2・４土曜日
AM9:30～12:00
社会保険労務士 岩月剛史

お問合せは 0566 -52 - 1002

つばさ人事労務
〒444-1336

高浜市呉竹町 6-2-26
タウンハイツ柴林103号

「つばさ人事労務」で
ネット検索してください
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ご存じですか？商工会議所独自の融資制度‼
マル経融資・新型コロナウイルス対策マル経のご案内
マル経融資とは？

新型コロナウイルス対策マル経とは？

商工会議所の経営指導を受けている
商 工 業 者（小 規 模 事 業 者）が、経 営
改 善 に 必 要 な 資 金 を 無 担 保・無 保 証
人でご利用できる制度です。
無担保・無保証人・低金利の３拍子
揃った独自の融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により最近１か

融資
限度額

利率

月の売上高が前年または前々年の同期と比較して
５％以上減少している小規模事業者の資金繰りを
支援するため、別枠１，０００万円の範囲内で当
初３年間、通常金利から▲０．
９％引下げでご利
用いただける融資制度です。
（利子補給有）

新型コロナウイルス対策別枠

一般枠

２，
０００万円

1，
０００万円

１.２１％

▲０.９％引下げ

運転資金 ・ 設備資金

別枠運転資金・別枠設備資金

運転資金 ・ 設備資金

別枠運転資金・別枠設備資金

※本別枠で既往マル経の借り替えは可能です。

別枠運転資金・別枠設備資金

運転資金・設備資金
※令和２年７月１日時点

返済
期間

据置
期間

ご利用
資格

※当初３年間、左記の経営改善利率から引下げます。

７年以内 １０年以内 ７年以内 １０年以内
１年以内 ２年以内 ３年以内 ４年以内
・常時使用する従業員が２０名以下（商業・サービス
業は５名以下）の法人・個人事業主
・刈谷市内で１年以上、同一事業を行っていること
・当所の経営指導を原則６ヶ月以上受けていること
・税金（所得税・法人税・消費税・県市民税）を完納
していること
・日本政策金融公庫の融資対象であること

《対象要件》
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近
１か月の売上高が前年又は前々年の同期と比較
して５％以上減少している小規模事業者。
※別途「新型コロナウイルス感染症の影響に
よる売上減少の申告書」等をご提出いただきます。

この制度は、刈谷商工会議所会頭の推薦により、無保証人・無担保で融資することにより、小規模事業者の経営改善を
促進し、経営の安定化を図ることを目的とした日本政策金融公庫の制度融資です。
喫緊の手元資金の確保及び経営基盤の強化をするための資金繰り対策としてご活用ください。

お気軽にお問い合わせください！
刈谷商工会議所 中小企業相談所
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【相談から借入まで～ご融資の流れ～】
①当所へご相談
②借入金申込書・必要書類の提出
③当所経営指導員による事業所の実訪調査
④当所推薦に係る審査
⑤日本政策金融公庫へ推薦

⑥日本政策金融公庫の審査
⑦借入契約書の締結
⑧融資実行
⑨経営指導員による融資後の
フォローアップ

【必要書類一覧（借入申込書を除く）】
個人事業主の方

《青色申告の方》
前年・前々年の青色申告決算書および確定申告書
《白色申告》
前年・前々年の収支内訳書および確定申告書

法人の方

前期・前々期の税務申告書一式
（決算書、確定申告書、勘定科目内訳書など）

決算後６カ月以上経過の場合は最近の残高試算表

決算後６カ月以上経過の場合は最近の残高試算表

所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
※所得税の納税証明書を税務署にて取得する場合は、
「納
税証明書（その２）
」の摘要欄に事業所得の記載ありと依
頼してください。

法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書

履歴事項全部証明書
見積書・カタログ等（設備資金の申込みの場合）

見積書・カタログ等（設備資金の申込みの場合）

事業主名義の不動産をお持ちの方で初回の申込の場合は
不動産謄本（全部事項証明書）

代表者名義の不動産をお持ちの方で初回の申込の場合は
不動産謄本（全部事項証明書）

金融機関等に借入金がある場合、その返済予定表

金融機関等に借入金がある場合、その返済予定表

許認可業種の場合、その許可書

許認可業種の場合、その許可書

※上記以外の必要書類はご相談時に別途ご案内いたします。

※新型コロナウイルスマル経を希望される方は、下記の書類もご準備ください。
・最近１か月の売上高が分かるもの（月次決算書、試算表、売上帳簿など）
・前年または前々年の同期と比較できるもの（月次決算書、試算表、売上帳簿など）

※新型コロナウイルスマル経をご利用された方

特別利子補給制度により、売上高が急減した事業者（個人事業主：要件なし、法人：▲１５％減少）について
は当初３年間は実質無利子となります。

守りぬくひたむきさ、変えていくしなやかさ。
すべては豊かな未来のために。

不動産仲介
土地、中古住宅、新築住宅 etc
地域に密着

みかわライフ
（0566）25-3471
d

センチュリー 21の加盟店は、
すべて独立・自営です。
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大好評！かりやビジネス創造塾 特別企画
KARIYA傑作特選集2020『ワクワクキャンペーン抽選会』を開催
かりやビジネス創造塾に参加する 25 社により実施された特別企画『ワクワクキャンペーン』が６月 30 日終了し、
大勢様、多数様のお客様にご応募をいただきまして誠にありがとうございました。
本キャンペーンの開催にあたり、事前に告知を行なっておりました、
【応募者に抽選で当たる豪華賞品 33 本のプ
レゼント】につきましては、応募総数 814 口と多数の応募（当選倍率が約 24.6 倍）をいただき、去る令和２年７
月 15 日㈬に「賞品抽選会」を開催いたしました。

〈キャンペーン詳細〉

キャンペーンは終了しました！

賞品抽選会は、厳正公平を期すために、刈谷市と刈谷商工会議所の２者により抽選を実施しました。
抽選方法の手順は、
①応募頂いた延べ 814 名を一覧に並べ、上から通し番号を付けた表を作成いたしました。
②当選者は、３種類の抽選箱（百の位・十の位・一の位）を用意し、百の位（0 ～ 6）、十の位（0 ～ 9）、一の位（0
～ 9）のそれぞれに数字を紙に書き折ったものを箱に入れ、刈谷商工会議所・刈谷市の抽選会実行員が、それぞれ
の位の用紙を引きます。
③百の位から引かれた数字を組み合わせて、当選番号とし、その都度、①の一覧表と照合して当選者を決定していき
ました。
本キャンペーンの当選結果は、下記のｗｅｂサイトに掲載しておりますのでご確認ください。

当選者発表

当選者は下記からご確認いただけます。

KARIYA 傑作特選集
（かりやビジネス創造塾）

特設 web サイト

刈谷傑作特選集

税理士法人笠松 & パートナーズ
私たちは企業参謀をめざします

新規開業 ( 会社設立または
個人青色申告 ) の悩み解決

since1965

簡単出納帳入力がクラウド
上で月額 800 円より !!
相続対策 まずは現実を知
ることから

安心です

同乗される付き添いの方

何でも対応

OKです

ストレッチャー、
車イスあります

税務関係書類作成・提出の
心配から解放

〒444-1305 高浜市神明町 2-5-17
TEL 0566-53-7881 FAX 0566-54-2055
http://www.kasamatsu.gr.jp/pc/index.html
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無料です

介護職員初任者研修
修了者が訪問します

笑顔があふれだす

市のタクシーチケット
利用できます

★病院・空港・駅への送迎
★買い物・墓参り
★観光・旅行のお供

※車いす2台と普通座席2名、ストレッチャー1台と普通座席2名同時運搬可

ご依頼・ご相談は

0120-47-1148

時 8：00~17：00（応相談）□
営 月～金、祝日（土日は応相談）
（株）弘伸運輸 刈谷市東新町5-209 □

2020年・8月号

★かり や商人大学講座のお知らせ★
10 月より、その道のプロならではの専門知識やコツを市民の皆様が楽しく学ぶ講座で『か

りや商人大学』が開講されます。10 月に開催される内容は以下のとおりです。受講してみ
たい講座がありましたら、下記の申込方法に従ってお申込みください。
また、詳細および今後、開催する講座の情報は別紙のチラシでご確認ください。

相続税・生前贈与の事前対策 大人の女性の若返りメイク＆美容法 薬の使用方法や除菌の仕方を学ぶ講座
法改正によって他人事ではない
相続税の申告のしくみや節税対
策などについて解説します
日 時：10 月４日㈰
14：00 ～ 16：00
講 師：兵藤文男税理士事務所
兵藤 文男 氏
参加費：500 円
持ち物：筆記用具

悩み別ファンデーションの選び

薬の正しい使用方法やウイルス

日

時：10 月６日㈫

方等を学びます

講

師：メナードマキシム

すぐに役立つ！免疫力を高める実践講座

カルトナージュ体験講座

コロナから自分の体を守る為の
免疫力アップの方法を学びます
日 時：10 月 13 日㈫
13：30 ～ 14：30
講 師：カーブス 本川 絵梨 氏
参加費：500 円 対 象：女性
持ち物：運動のできる服装、
靴、飲み物

フランス工芸
「カルトナージュ」

方・使い方等について学びます
14：00 ～ 15：30
雁が音

荒木 恵子 氏

参加費：500 円 対

象：女性

持ち物：ご自身のメイク道具
大きめの手鏡

から家族を守るための除菌の仕
日

時：10 月８日㈭

講

師：キトー薬局

10：00 ～ 11：30
鬼頭 佑介 氏ほか

参加費：500 円

持ち物：筆記用具

で素敵なメモ帳を作ります
日

時：10 月 27 日㈫

講

師：cohaco.industry

14：00 ～ 16：00
主宰

コハコ氏

参 加 費：2200 円 ( 材 料 費 込 )
持ち物：筆記具

【問合せ先】 刈谷商工会議所 〒 448 － 8503 刈谷市新栄町３－２６
ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０ ＦＡＸ：０５６６－２４－６０４９
【申込方法】 ①
 郵便番号、住所 ②氏名（フリガナ）③年齢 ④電話番号 ⑤申込講座名を記載の上、ハガキ
の郵送またはＦＡＸにて刈谷商工会議所までお申込み下さい。
※お手数ですが、申込講座の受講ができるかどうか事前にご確認ください。
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相談所だより

無 料 相 談 会 のご案 内

刈谷商工会議所・中小企業相談所では、経営に関する様々なご相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。

愛知県信用保証協会 金融相談

税務相談（相続・贈与・譲渡等税務全般）

【日

時 】 ８月11日火 午後１時30分～４時
１事業所30分程度 ※予約制です
【場
所 】 刈谷商工会議所
【 相 談 員 】 愛知県信用保証協会 担当者

【日

※尚、融資に関わるご相談は、随時受け付けておりま
すので、当所までお気軽にお問い合わせください。
（ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０）

時 】 12月１日火 午後１時～４時
１事業所１時間 ※予約制です
【場
所 】 刈谷商工会議所
【 相 談 員 】 当所委嘱東海税理士会刈谷支部所属税
理士
【 相 談 内 容 】 相続・事業承継の問題など税務全般に
関する個別相談です。

小規模事業者経営改善資金
融資制度（マル経融資制度）

新型コロナウイルス対策
助成金等特別相談会

無担保・無保証人かつ低金利の融資制度です。

【日

時 】 ８月５日水、21日金
各13時00分～17時00分
１事業所60分程度 ※予約制です
【場
所 】 刈谷商工会議所
【 相 談 員 】 特定社会保険労務士 大参 直子 氏

◇融資限度額
◇返済期間
◇融資利率
◇融資対象

労務相談（労務管理・労使紛争・年金等）
【日

時 】 10月14日水 午後１時～４時
１事業所１時間 ※予約制です
【場
所 】 刈谷商工会議所
【 相 談 員 】 当所委嘱社会保険労務士
【 相 談 内 容 】 労務管理・社会保険・労働保険・労使
紛争の解決・年金など様々な疑問・質
問に対し、秘密厳守でご相談に応じま
す。

申込及び問合わせ先

花井

淳（愛知県弁護士会）
法律相談部門）

連携社会保険労務士

輝成（愛知県社会保険労務士会）

弁護士
弁護士

TEL

佐竹
堂前

康孝（愛知県弁護士会）
由姫（愛知県弁護士会）
岸本

０５２－４８５－５６５５

〒450-0002
名古屋市中村区名駅3-3-2志摩ビル2階
Email info@hanailaw.jp
HP http://hanailaw.jp

刈谷銀行協会

刈谷支社
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷支店
刈谷北支店
刈谷支店

（刈谷モノづくり大学教授

（公財）あいち産業振興機構には県内の発注情報、受注
情報が取りまとめられています。詳しくは下記までお
問い合わせください。

刈谷商工会議所 中小企業相談所 TEL
（0566）
21−0370

愛知県中央信用組合 刈 谷 支 店

代表弁護士

下請受発注相談

㍿ 三菱ＵＦＪ銀行
㍿ 三井住友銀行
㍿十 六 銀 行
㍿百 五 銀 行
㍿名 古 屋 銀 行
㍿愛 知 銀 行
㍿中 京 銀 行
㍿京 都 銀 行
岡崎信用金庫
碧海信用金庫
西尾信用金庫
豊田信用金庫
知多信用金庫

弁護士と社会保険労務士の連携に
より法務と労務の両面からサポート
します

2,000万円
運転７年以内、設備10年以内
1.21％
常時使用する従業員数が20名以下。
（商業・サービス業では５名以下）の
法人・個人事業主であること※。
※1,500万円以上のご融資を希望され
る方は、事業計画書等をご提出いただ
きます。
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2020年

６月

６月の 景 気 動 向 調 査 ～ 日本商工会議所
LOBO（早期景気観測）調査

全国値判断

業況DIは、下げ止まりの兆しも、厳しい状況続く 先行きも慎重な見方は変わらず

●全産業合計の業況DIは、▲62.8（前
月比＋3.0ポイント）

●先行き見通しDIは、▲57.7（今月比＋5.1ポ
イント）

緊急事態宣言の解除を受け、営業を再開した小売
業・飲食業などで客足が戻りつつあるほか、中断して
いた公共工事 に再開の動きが出始めるなど、一部で
下げ止まりの兆しが みられる。一方で、依然として
遠出を避ける消費者が多く、宿泊業をはじめとする観
光関連では低調な動きが続く。
また、製造業では、取引先の過剰在庫や生産調整に
伴う受注減に加え、緊急事態宣言下の営業自粛による
ビジネスチャンスの喪失など、前月に増して悪影響が
拡大しているとの指摘も多く聞かれており、中小企業
の景況感は持ち直しの 兆しはみられるものの、厳し
い状況が続く。

緊急経済対策の政策効果や消費者における自粛ムードの緩和を
背景に、夏季商戦や観光需要の拡大などへの期待感がうかがえ
る。一方、新型コロナウイルスの第二波・第三波への警戒感があ
る中、新たな生活様式に対応したビジネスモデルへの転換に迫ら
れる企業や、サプライチェーン・生産活動への影響拡大を懸念す
る企業も多く、先行きに対して依然として慎重な見方が続く。

※ＤＩ値（景気判断指数）について

DI値は、業況･売上･採算などの各項目について、判断の状況を示す。
売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの
景況感の相対的な広がりを意味する。
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
業況＝好転－悪化
30以上

刈谷の業況・企業の声（産業別概況）
【建設業】

【製造業】

▲ 46.7（前年同月比）

「新型コロナウイルスの影響大。住宅の修繕などは自宅待機により密を避ける状況から、業者
へ依頼を控えていると予想」(建設業)「新型コロナウイルス感染拡大による影響が先行きで出
てくる可能性あり」(建築工事業)「新型コロナウイルス感染拡大による影響」(総合工事業)

【小売業】

▲28.6（前年同月比）

「新型コロナウイルス感染拡大の影響により悪化」(衣類[小])「新型コロナウイルスの影響で生
活スタイルが急変した。その変化で今まで売れていた物が売れなくなり、今まで考えてもみな
かった物が売れたりと変化が目まぐるしい。ステイホームによって外出用衣類は不振で、エプ
ロンなどの家で着る物が売れたり、マスクの普及によって布マスクが売れたりといった例が挙
げられる。しかし、売上は不振となっている」(室内雑貨[小])「 新型コロナウイルス感染拡大
による影響から外出を控える状態であり、自宅でテイクアウトを楽しむ需要が増え、売上が増
加している」(菓子[小])「新型コロナウイルス緊急事態宣言解除により一時的な買い込み増加。
今後は昨年10月増税前のような需要の影響が発生する見込み」(各種商品[小])「新型コロナウ
イルスの影響が大きい」(書籍[小])

【卸売業】

▲53.8（前年同月比）

「経営努力以上に外部環境の影響が大きく大変苦しい」(酒類[卸])「新型コロナウイルスの影
響がどう事業環境を変化させ、自社にどう影響するのかが心配である。外部環境の変化への
対応を急務と捉え、新たな取組により状況改善を図っていきたい」(米穀類[卸])「取引先が
レストラン・ホテル等である為、休業・閉店・取引中止等、4月～6月の荷物の動きは対前
年比が6～7割減」(飲食料品[卸])「物流に大きな影響が出たり、欠品による販売機会の損失
を感じる。個々には小さいながらも全体的な仕入に大きく影響してきており、商品の見直し
を図る必要がある」(食料品[卸])「新型コロナウイルス感染拡大による世界的景気悪化」(安
全器具[卸])

の信用堅実で未来にはばた
く
360年

太田商事株式会社
本社／ 刈谷市南桜町 1丁目 73 番地

℡0 5 6 6（ 2 3 ）5 8 3 5

泉石油株式会社
本社／ 刈谷市南桜町 1丁目25 番地

℡0 5 6 6（ 2 3 ）5 8 3 7

株式会社 和泉屋
本社／ 刈谷市南桜町 1丁目25 番地

℡0 5 6 6（ 2 3 ）5 8 3 8

http://www.ota-shoji.co.jp

10超える

10〜△10

△10超える

△30以上

凡例▶

▲ 87.0（前年同月比）

「自動車販売の減少により、取扱書等の印刷物の数量が激減している」(印刷業)「新型コロ
ナウイルスによる影響」(印刷業)「新型コロナウイルスが収束した後の経済の回復に期待し
ている」(自動車[製])「コロナウイルスの影響が徐々に出ている状況」(家具[製])「新型コロ
ナウイルスの影響により取引先工場の稼働停止。7月以降徐々に回復傾向だが前年同月比は
減少」(自動車部品[製])「新型コロナウイルスの影響による生産落ち込み」(自動車部品[製])「取
引先親会社からの受注減少が影響」(自動車部品[製])

【サービス業】 ▲60.0（前年同月比）
「新型コロナウイルスの感染拡大による影響大。人手不足だがコロナウイルスの為、人材の
採用が難しい」(農業[サ])「新型コロナウイルス感染拡大により特に賃貸で退去が増加し入
居が減っている（法人・派遣会社の需要が実るまで、悪化する懸念あり)」(不動産[サ])「新
型コロナウイルス感染拡大による影響」(自動車整備)「新型コロナウイルスによる過剰な自
粛」(運送業)「一般的なお客様の状況は、新型コロナウイルスの影響が売上等の数字に大き
く表れてきている」(銀行業)「取引先の生産量の減少、休業、または発注量・販売単価の値
下げ等多くの要因がある。受注に関してはお客様の都合、販売に関しては相場の単価で決ま
るので現実としては見守る状態である」(産廃処理業)

【全産業】

▲59.5（前年同月比）

全産業合計の業況ＤＩは、全国は▲６２. ８(前月比＋３．０ポイント)。それに対し、刈谷は▲
５９. ５(前月比＋９．
７ポイント)で業況ＤＩは改善した。

○調査期間：2020年６月15日～19日
（刈谷回答数）建設業：15 製造業：23 卸売業：12 小売業：14 サービス業：20

グッドローム

（加藤労務管理）

おかげさまで 創業53年

１．Ｉ Ｃカードによる
クラウド勤怠管理
２．就業規則の作成
３．労務監査業務
４．労務に関するご相談
５．人材確保のアドバイス
６．各種助成金手続き代行
事務所／刈谷市半城土中町３丁目17番地11
TEL 0566-24-3948 FAX 0566-24-3762
katoromu21@katch.ne.jp
http://www.goodromu21.jp
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新型コロナウイルス感染症について
刈谷市との意見交換
2020 年 ６ 月 30 日

刈 谷 商 工 会 議 所 に て、 刈 谷 市

稲垣市長、産業環境部

近藤部長、商工業振興課

加藤

課長を迎え、当会議所

太田会頭、鈴木豊副会頭、岡田

専務理事との懇談が行われました。
市長から新型コロナウイルス感染症に対する刈谷市の
事業支援等の取り組みについて説明があり、
当所からは、
市内事業者への影響の状況や商工会議所としての取り組
みについて説明。その後、今後の社会経済活動の回復に
向けた市の支援施策等について意見交換を行いました。
「コロナ」で延期できるのは最大10月末まで！

健康診断、受診できていますか？
新型コロナウイルスの影響により、今春は健康診断を延期した会員事業所様がいらっしゃるかもし

れません。しかし、法律上では労働者に１年に１回の健康診断をさせることが義務となっており、厚

生労働省からは「コロナの影響で延期をした場合でも 10 月末までに実施をしてください」と発表さ
れています。

そこで、当所会員様向けに行っている定期健康診断では新型コロナウイルス対策を行っており、
「三

密」を避けて受診をすることができます。５月・６月・７月の健康診断では、受診者の皆様のご協力
もあり、特に問題なく実施することができました。

本号には９月 30 日の健康診断の申込書を同封しており、
今後は 10 月 28 日にも予定をしています。

ぜひ、法令遵守のためにも、当所定期健康診断へのお申し込みをお待ちしております。
〈新型コロナウイルス対策としての取組み〉

・各時間の受付人数を制限！⇒並ぶことなくスムーズに受診ができます。
・通常より多くの部屋を使用！⇒分散することで三密を回避しています。
・マスク着用は必須！消毒液も数か所に設置！⇒万全を期しています。

伝言板

従業員の
福利厚生制度に
ご活用ください

刈谷商工会議所
共済制度引受保険会社
アクサ生命保険株式会社

【取扱店】豊田営業所刈谷分室
〒448-8503

刈谷市新栄町 3-26
刈谷商工会議所 3 階
TEL 0566－24－2418
－ 10 －
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刈谷市役所建築課からのお知らせ

アスベスト対策費補助について

■アスベストとは？

アスベストとは天然鉱物から採取した、目に見えない小さな繊維状の物質です。建物の断熱材
等として広く利用されていましたが、吸入してしまうと肺がん等の健康被害を引き起こす可能性

があることから昭和 50 年に使用が禁止されました。現在でもアスベスト建材が使用された建物
が多く残っております。

■アスベスト対策を行いましょう！

吹付けアスベストは発じん性が非常に高いため、
古くなった建物ではアスベスト建材が劣化し、
その建物の利用者は日常的に肺がん等の健康被害のリスクにさらされている恐れがあります。ア
スベストは飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、建物に使用されているアスベストの
状況について調査し、適切な処置を行うことで予防・対策を図りましょう。
《アスベスト建材の使用箇所》

建物躯体鉄骨の耐火被覆、天井等の断熱材、機械室等の吸音材

等

■アスベスト対策費補助を活用しましょう！

刈谷市では、アスベスト対策費補助制度を設けています。まずは吹付けアスベストが施工され
ている恐れのある建築物の分析調査を行い、アスベストの含有（含有率 0.1% 超）が確認された
場合は除去等の対策を行いましょう。

●補助対象建築物
・市内の建築物のうち、吹付けアスベスト、ロックウールが施工されている恐れのある建築物
●補助金の額
万円 / 棟》
・分析調査費補助 分析調査に要した費用 《上限
・除去費補助 除去等に要した費用の 2/3 の額 《上限
万円 / 棟》
●注意点
・補助対象は吹付けアスベスト、ロックウールです。

25

180

外壁塗材や成形版等に含まれるアスベストは補助対象となりません。
・補助制度の利用には、分析調査又は除去等の前の申請が必要となります。

・分析調査は国が指定する講習を受講した調査者及び調査方法に限られます。
詳しくは、刈谷市役所 建築課までご相談ください。 （直通）0566-62-1021

雨でフォークリフトが滑る！

みどり経営グループ
代表社員税理士
社会保険労務士

天野卓男
守山暁子

塗る防滑

資金繰りの改善をお手伝いするとともに
黒字経営の支援を行います。

ヒヤリハットを
無くそう！

ミッドランド税理士法人

刈谷市井ケ谷町中ノ嶋22

刈谷市幸町２-３-３
電話 0566-23-3240 FAX 0566-22-9544

詳しくは
お問合せ
下さい■

☎
（0566）
36-5527

http://www.hayajin.co.jp
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刈谷警察署からのお知らせ

テレワークを利用したCSR活動について
テレワークは、新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として国からも働き方の新しいスタイル
として推奨されており、導入を検討されている会社も多いと思います。
テレワーク導入によって生じる従業員の方の在宅時間を利用した防犯や交通安全のためのCSR
活動を是非ご検討ください。
【活動の例】
・登下校の時間帯に自宅近くの交差点や学校、幼稚園、保育園の付近で子供の見守り活動を行う。
小学生のお子さんをお持ちの方は、登下校の付き添いを行う。

活動のメリットとして、
○従事する方には、
お子さんを守る活動になる。ご自身が住む地域の安全・安心に貢献するボラン
ティア活動になる。
○CSR
（Corporate Social Responsibility）
活動として、
会社の社会貢献活動になる。
○これまでの通勤時間を活動にあてるため、
大きな負担は生じにくい。
ことが考えられます。

お問い合わせは刈谷警察署生活安全課まで

TEL0566-22-0110（代表）

刈谷税務署からのお知らせ

国税庁経験者採用試験(国税調査官級)受験者募集案内
税務職員募集（国税調査官級）

受験資格

令和２年４月１日において、大学等（短期大学を除く。
）を卒業した日又は大学院の
課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して８年を経過した者

申込方法

インターネット（人事院国家公務員採用情報 NAVI）により申し込んでください。
受付期間：８月３日㈪午前９時〜８月 21 日㈮まで（受信有効）

試 験 日
問合せ先

第１次試験

令和２年 10 月４日㈰

第２次試験

令和２年 11 月７日㈯、８日㈰、14 日㈯又は 15 日㈰で指定する１日

第３次試験

令和２年 12 月上旬又は中旬で指定する 1 日

名古屋国税局 人事第二課 試験係

TEL 052-951-3511（内線 3451）
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令和２年７月
開催日

事

会議所主な活動報告

業

名

開催場所

1日㈮

源泉納付指導会

刈谷商工会議所

7日㈫

新型コロナウイルス対策助成金等特別相談会

刈谷商工会議所

新型コロナウイルス対策融資特別相談会

刈谷商工会議所

刈谷市都心交流エリア活性化協議会

スペースアクア

15日㈬

かりやビジネス創造塾抽選会

刈谷商工会議所

17日㈮

新型コロナウイルス対策助成金等特別相談会

刈谷商工会議所

22日㈬

刈谷市商店街連盟理事会

刈谷あきんどぷら座

28日㈫

オンラインセミナー『新卒採用の情報最前線と劇的変化』

刈谷商工会議所

14日㈫

８月の会と催し
4日㈬

【オンラインセミナー】今注目の『WEB面接』のススメ
税務個別相談会

5日㈫ 【オンラインセミナー】テイクアウトとデリバリー必勝法！
7日㈮ WEBを活用した個別企業説明会
20日㈭ 【オンラインセミナー】コロナショックからV字回復を目指す処方箋

新入会員のご紹介
ご入会ありがとうございます。
事業所名

所在地

代表者名

（敬称略）

営業内容

ＭＯＲＩＳＨＩＴＡ

末広町

森下

吉明

製紙原料

ＰＢＲ

長久手市

濵井

翔太

清掃業

㈱しごとラボ

寿町

岡村

優

介護福祉サービス

就労継続支援A型事業所

（令和２年６月１日〜６月30日入会分）
【広告】Pasco

753～

歯
科
矯正歯科
小児歯科
刈谷市桜町４丁目 24 番地

s23-2222（デンソー本社前）
Z0120-148020
ホームページからもご予約できます

http://www.futamura.or .jp
●高度な滅菌・消毒で安心・安全
●専門医・認定医による良質治療
●日曜日・祝日も診療しています
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刈谷商工会議所の取り組みが「会議所ニュース・
石垣」に掲載され、全国に紹介されました。

刈谷商工会議所・刈谷市・刈谷労働基準監督署と連携し取り組んだ「新型コロナ対策宣言事業所」が、
日本商工会議所発行の「会議所ニュース」
（2020 年７月１日）
・
「月刊 石垣」
（７月号）に掲載されました。
※右は、会議所ニュース原稿
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