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令和２年9月１日発行（毎月1日発行）第 819号

小規模企業共済制度の積極的な加入促進に対して

中小機構より感謝状を受賞

写真左：（独）中小企業基盤整備機構 中部本部 加藤氏

写真右：太田宗一郎会頭

令和２年７月22日㈬、刈谷商工会議所に
於いて独立行政法人中小企業基盤整備機構
中部本部様より感謝状を受賞致しました。
この感謝状は、令和元年度において小規模
企業共済制度の『モデル団体』として積極的
な加入促進の取り組みが評価され、受賞致し
ました。
これもひとえに、加入いただいている会員
の皆様のご理解・ご協力の賜物です。誠にあ
りがとうございました。

●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）

2020年・9月号

小規模事業者持続化補助金[ コロナ特別対応型]
に20 事業者が採択されました
６月５日締め切りで受付を行いました令和２年度補正予算
「小規模事業者持続化補助金[コロナ特別対
応型]」
の第2回受付分について、採択審査が実施され、７月22日に刈谷市内では下記の20事業者が採択
されました。事業者の皆様には、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるた
め、小規模事業者ならではの創意工夫を凝らした事業計画のもと補助事業を実行し、新たな販路開拓
につながることが期待されます。
No

事業者名

補助事業で行う事業名

1 有限会社たたみ総合サービス

非対面型によるＷＥＢカウンセリングサービスの開発と販路開拓

2 株式会社アプロディテ

オリジナルダイエットサプリを通販で提供しコロナ太りを攻略

3 株式会社大進メタル

サーモグラフィーを使った見積もりサービスの導入

4 有限会社やんばん

ネットショップ作成による販路開拓とコンテンツ販売

5 アシスト良縁

非対面型ビジネスモデルへの転換

6 株式会社ライトウェーブ

オンライン習慣サポートＷＥＢシステム開発による売上拡大作戦

7 オフィス・キートス

レーザ溶接機の営業活動の非対面型ビジネスモデルへの転換

8 有限会社コーナーポケット
9 株式会社ＴＭコレクト
10 株式会社冒険王

『ネットを通じた名物パスタとピザの販路拡大』
未来を見据えた決算診断ソフトの開発・クラウドサービスの導入
【５Ｇ時代】８Ｋ動画撮影とドローンスクールのオンライン化

11 株式会社コスモツーリストインターナショナル ホームページ開設による、非対面販売の構築と新規顧客の獲得
12 おきあがりこぼし

移動式キッチンの構築による新型飲食提供サービス・商圏拡大戦略

13 株式会社Ｒａｚｒｙ

新商品開発・ラインナップ拡充とＥＣサイトの開設による販路拡大

14 株式会社ヒロテックエンジニアリング 新規事業での販路拡大とオンライン受注のためのホームページ作成
15 魚屋ごんべえ

トゥクトゥクでのお弁当配達

16 朝日ビズサポート有限会社

テレワーク化推進コンサルティングの開始

17 株式会社ＢＴＣ

自宅でもオーダーメイドのトレーニング＆健康をお届け

18 有限会社アリーナアドヴァンス

オンラインセミナー開催のための環境整備と販売促進ツールの導入

19 ＥＢＩマネジメントオフィス

非対面なオンライン研修等の実施とＷＥＢ販促への転換

20 久本真一事務所

動画コンテンツの開発・販売と遠隔コンサル事業の展開
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販路開拓に資する投資で業績アップにつながる、説得力ある事業計画を示めす小規模事業者に対する補助制度

小規模事業者 持続化補助金 のご紹介

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者（※定義、要確認）が、
「持続的な経営に向けた経営計画」を作成し、
そのうちの補助事業計画に基づく、地道な販路開拓（創意工夫による売り方やデザイン改変等）等の取組を支援
するために、それらに要する経費の一部を補助するものです。
今年度は、
「一般型」と「コロナ特別対応型」の２つの申請型があり、後者では新型コロナウイルス感染症が
事業環境に与える影響を乗り越えるための申請要件を満たす前向きな投資を重点支援します。
（対象になる事業の例）
チラシ作成

販促品 PR

店舗改装

展示会・商談会
への出展

SALE

ショーケースや
冷凍冷蔵庫等

ネット販売システ 新商品の開発
ムの構築・ウェブ
サイトの作成

[コロナ対応]
内製化の設備
ECサイト
デリバリー
WEB会議 等 など

今年度公募の第二回受付（６月５日締切分）で採択された事業者の声
コロナ危機を乗り越えたい！駅前居酒屋の挑戦

補助金申請が「一度立ち止まって考えるきっかけに」！

“ 強みを活かして今できること ” で老舗の営業
を守る！若大将による「移動販売サービス」

おきあがりこぼし

“ 対面型から非対面型へ ” 思い切って舵を切る
ためのシステム開発に補助金を活用！

株式会社ライトウェーブ

コロナ特別対応型

代 表 者：代表 浅野 健太 氏
事 業 内 容：移 動式キッチンの構築による新型飲食提供
サービス・商圏拡大戦略

コロナ特別対応型

代 表 者：代表取締役 小嶋 一夫 氏
事 業 内 容：オンライン習慣サポートＷＥＢシステム開発
による売上拡大

今年に入り、コロナの影響によって従来の営業機会が
失われていく状況の中、父からバトンを受けた大切な
店を守り、たくさんのお客さんに喜ばれる老舗のメ
ニューやサービスを続けていくために「自分に何がで
きるのか」を色々と考えていた時に、この補助制度を
知りました。申請書類の複雑さを見て断念しかけまし
たが、日頃から付き合いのあった商工会議所の方に、
補助金申請と新しい取組への思いを伝えたところ、ア
イデアを計画に落とし、申請書として通用する言葉に
するための支援をしてもらいました。晴れて採択にも
繋がり、これから必要な投資をして新しいサービスを
開始していきたいと思います。

コロナの影響で当社の自律神経ケア講座・整体・ヨガ
等の対面式事業は大打撃を受けました。しかし、
「こ
んなときだからこそ」と今までの事業を振り返り再構
築していこうと持続化補助金に取組みました。自分の
中で構想があってもそれを言葉や形にするのは簡単で
はありませんが、支援を受けてモチベーションを保っ
たまま申請・採択までたどり着くことができ、新たな
一歩を踏み出せることに感謝しています。今回取り組
んでみて、事業・経営に対する思いがさらに強くなり、
今まで以上に頑張っていける気がしています。この補
助事業を「この先」に繋げていけるようしっかりと育
てていきたいです。

（※第１回、第２回受付は終了）
（直近の公募状況） 【一 般 型】公募中 － 10 月 ２ 日㈮締切［第３回受付］
補助上限： ５０万円 補助率：２/ ３
現在、公募中です！
※今年度はそれぞれ第４回まで 【コロナ特別対応型】公募中 － 10 月 ２ 日㈮締切［第４回受付］
（※第１回〜第３回受付は終了）
公募が予定されています。

補助上限：１００万円

補助率：
（Ａ類型）２/ ３ （Ｂ・Ｃ類型）３/４

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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経済産業省からのお知らせ

家賃支援給付金の申請サポート会場開設
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長などにより、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するものです。

申請サポート会場について

【開設日時】９月１日㈫～ 21 日㈪（予定）
午前９時～午後５時
（※９月 12 日㈯～ 17 日㈭休館）
【開設場所】刈谷プラザホテル ３階特設会場
住所：刈谷市相生町 2-31
家賃支援給付金の申請は下記のポータルサイトでの電子申請（インターネットを利用した申請）を基本と
していますが、申請サポート会場において、補助員が電子申請を行うことが困難な方のサポートを行います。

ご利用に当たっての注意事項
●新型コロナウイルス感染防止の観点から、完全予約制としています。
●申請サポート会場はコピー機をご用意しておりません。
● USB メモリなどでデータを受け取ることもできませんので、必要書類のコピー（できれば現物）をご
持参ください。必要書類は、下記のポータルサイトにてご確認ください。
●新型コロナウイルス感染防止のため、来訪当日の検温、お一人でのご来訪、マスクの着用、ボールペン
のご持参をお願いします。
●個人事業者につきましては、申請者本人のご来場をお願いいたします。

家賃支援給付金 申請サポート会場電話予約窓口
【電話予約窓口】※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

フリーダイヤル 0120-150-413
受付時間：9:00 〜 18:00（土日・祝日を含む）
家賃支援給付金の詳細について、経済産業省のポータルサイトより確認できます。
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

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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刈谷市からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税等の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するた
め、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を令和３年
度課税の１年分に限り、減少幅に応じ減免を行います。

■対象者・減免割合

令和２年２月から 10 月までの任意の連続する３か月間の事業収入が前年同期間と比べて
30 ～ 50％未満減少している者 ２分の１、50％以上減少している者 全額

■申請方法

令和３年１月４日㈪から２月１日㈪までに、刈谷市役所税務課に次の書類を提出してください。
※感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。

（郵送先）〒４４８－８５０１
愛知県刈谷市東陽町１丁目１番地
刈谷市役所

税務課

家屋係

宛

【全ての事業者からの提出が必要な書類】
１．申告書（認定経営革新等支援機関の確認印が押されたもの）
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
※申告書は刈谷市ホームページよりダウンロードできます。
※償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したことになります。

２．収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
３．特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書の写しなど
【場合によって提出が必要となる書類】
４．収入減に不動産資料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
本特例措置に関する概要 ( 裏面 ) について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

問合せ先

刈谷市役所税務課家屋係

電話

０５６６－６２－１００８

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・9月号

2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
申告方法
・中小事業者等（個人（※１）、法人（※２））は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、
①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
（※１）常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人（租税特別措置法施行令第５条の３第９項に規定する中小事業者に該当する個人）
（※２）資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が

1,000 人以下の法人（大企業の子会社
除く）（租税特別措置法施行令第２７条の４第１２項に規定する中小事業者に該当する法人）

・事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式（※）を利用して、認定経営革新等支援機関等か
ら申告書を発行してもらい、2021 年 1 月以降に申告期限（2021 年 1 月末）までに固定資産税を納付する市町
村に必要書類とともに軽減を申告する。（※）ご所在の市町村の WEB ページなどから入手ください。

認定経営革新等支援機関等への申告書類
①中小事業者（個人、法人）であること
–個人については、ア常時使用する従業員数が 1,000 人以下であること、イ性風俗関連特殊営業を行っていない
ことを申告書の誓約事項で確認。
–法人については、ア資本金等要件を満たすこと、イ大企業の子会社でないこと、ウ性風俗関連特殊営業を行って
いないことを申告書の誓約事項で確認。
②事業収入の減少
- 会計帳簿等で、2020 年 2 月～ 10 月までの任意の連続する３月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減
少していることを確認。
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
- 青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。

対象者・軽減率
・中小事業者（個人、法人）について、2020 年２月～ 10 月の任意の連続する３月の期間の事業収入※の合計が、
–前年同期比▲ 30％以上 50％未満の場合：１／２軽減
–前年同期比▲ 50％以上の場合：全額免除

（※）売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す。給付金や補助金収入、事業外

収益は含まない。

軽減対象
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
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無担保、無保証、低金利の３拍子揃った融資制度！

マル経融資
固定金利 1.21％

マル経融資とは、小規模事業者経営改善資金の略称で、無担保・無保証人の融資制度です。
下記の融資資格を満たしていると、申し込むことができます。
また、新型コロナウイルスの影響により売上が減少しているなど、一定の条件を満たすと
更に有利な条件（▲0.9％優遇で0.31％）で申し込みできます。

相談から借入まで～ご融資のながれ～

融資の条件
融資限度額
返済期間
融資金利
融資資格

２,０００万円

運転資金 ７年以内
設備資金 １０年以内

②申込
（必要書類の提出）

1.21％（2020年８月３日現在）

③実訪調査

不要

商工会議所

⑤
へ金日
推融本
薦公政
庫策

⑥日本政策金融公庫の
審査後、決定通知

①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）
②刈谷市内で１年以上、同一事業を行っていること
③刈谷商工会議所の経営指導を原則６ヶ月以上
受けていること
④所得税・県市民税その他の税の滞納がないこと
⑤日本政策金融公庫の融資対象であること
⑥刈谷商工会議所の推薦が必要

保証人・担保

④審査
（審査会を開催）

①相談

⑦日本政策金融公庫と
借入契約書の締結
⑧融資実行
申込者

⑨返済開始

日本政策金融公庫

お気軽にお問い合わせください！

お申込み・お問合せ

刈谷商工会議所 中小企業相談所

TEL：0566－21－0370

－7－
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【刈谷モノづくり大学専門家派遣】（刈谷市委託事業）

刈谷モノづくり大学専門家派遣制度のご案内
本事業は、経験豊富な専門家を直接企業に派遣することにより、個々の企業が抱える様々な課題を解決
することをねらいに開催するものです。

個別相談・指導・社内研修
派遣回数制限無し・無料！

秘密厳守！
業種を問わず利用可能！

【対象者】

・刈谷市内に本社、工場等拠点がある中小企業（従業員300人以下または資本金３億円以下）の方
※但し、刈谷商工会議所会員事業所の方に限り、市外の事業所の方もお申込みできます。
・刈谷市内において新たに事業を開始しようとする方 など

【専門家一覧】
「刈谷モノづくり大学」専門家

【安全・衛生問題】

労働安全衛生マネジメント
システム評価員

前川 茂晴 氏

【人材育成・品質管理】
品質管理アドバイザー
工場管理アドバイザー

水野 忠男 氏

【事業計画策定・原価管理】
中小企業診断士

照井 清一 氏

～私たちにお任せ下さい～

【経営戦略構築・経営改善策検討相談】 【新規事業・ビジネスプラン相談】
中小企業診断士

新産業創出支援コーディネーター

神谷 正仁 氏

近藤 邦治 氏

【会社法務相談】

【法律相談】

司法書士・土地家屋調査士
行政書士

弁護士

宮田 幸泰 氏

花井 淳 氏

【海外事業相談】

【労働・助成金相談】
特定社会保険労務士
年金マスター、
ＦＰ

大参 直子 氏

【知財相談】
弁理士

前田 大輔 氏

【外国人雇用相談】

中小企業診断士

外国人労働者支援アドバイザー

小島 庄司 氏

羽谷 拓朗 氏

※相談内容に応じて複数の専門家で対応可能です！ 何でもお気軽にご相談ください！

刈谷商工会議所中小企業相談所

TEL 0566‒21‒0370
－8－
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刈谷モノづくり大学講習会（刈谷市委託事業）

コロナ禍で求められる新たな経営を考える５回シリーズ

『Withコロナを生き抜く
５つの切り口』講習会 開催予告
新型コロナウイルスの感染拡大は、幅広い業種で企業経営に影響を与え、当地域でもその影響は拡大しています。
未だ事態の収束時期が見通せない中、企業においては、従業員やステークホルダーの安全確保や、企業としての存続
に向けた組織づくり、資金繰り等が重要課題となっています。
刈谷商工会議所では、緊急対応で求められる新たな経営、アフターコロナの社会を見据えたとき、企業が講じるべ
き対策を考えていくために、With コロナ時代の経営セミナーを開催していきます。
各セミナーの開催日・詳細案内は、ホームページ・会報誌・メルマガ登録配信等でお知らせしますので、ぜひ内容を
ご確認の上、ご参加ください。

セミナー開催案内
本セミナーは、受講者の皆様の安全に配慮し、コロナウイルス感染防止対策を講じる観点から、
「オンライ

ンセミナー」での開催を基本とさせていただきます。ただし、オンラインの接続環境等の問題で、自社の端末

から受講が難しいなどの方は、刈谷商工会議所の会議室のほうでも受講環境を整えますので、ご来所いただくこ
とも可能です。( 詳細は、個別のセミナーチラシをご確認ください。）

開催日時

9 月 25 日㈮
14 時～

10 月 15 日㈭
14 時～

10 月 16 日㈮
14 時～

10 月 19 日㈪
14 時～

10 月 29 日㈭
14 時～

テ

ー

マ （予定を含む）

新型コロナ危機下の法務対策セミナー

賃貸借契約、コロナ禍で多い従業員トラブル、取引・損害賠
償、倒産等に伴う債権債務に関する対応、オンライン会議で
も遵守すべき会社法の解説 など

コロナに負けない海外取引！影響を最小限に留める「知恵と工夫」
コロナ危機で激変する中国・アジア企業とのビジネス、実例
に学ぶ海外取引のトラブルと対策、コロナ禍での外国人材活
用の現状と問題点、人事管理 など

講

師

弁護士
花井 淳 氏
中小企業診断士
小島 庄司 氏
外国人労働者支援アドバイザー
羽谷 拓朗 氏

中小企業が今こそ必要となる原価低減の進め方

コロナ不況に負けない企業再生・企業体質強化のための方策 品質管理・工程管理アドバイザー
水野 忠男 氏
について、業務改善・効率化の取組の考え方や実践のポイン
トを解説

コロナ禍で行う金融・資金繰り対策セミナー

新型コロナ対応の融資・貸付制度の概要、猶予措置、財務諸
表を見直しキャッシュフローを最適化するポイント、今後の
資金計画

今、企業が対応すべき労務管理セミナー

コロナ禍の労務の知識（出勤・待機、休業・賃金、働き方、解雇、
雇用調整助成金等）、就業規則・関連規定 など
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税理士
兵藤 文男 氏
日本政策金融公庫
愛知県信用保証協会
特定社会保険労務士
大参 直子 氏

2020年・9月号

【税を考える週間協賛行事】

税理士による
「なんでも税務相談会」

この機会に税に関する気になる
ことを “ なんでも ” 聞いてみよう

令和２年11月1３日㈮

■会場 刈谷商工会議所 刈谷市新栄町3-26

参加無料 ・ 秘密厳守で実施いたします。

相 談 員
時

榊原 大志 氏（税理士）、
篠原 敏樹 氏（税理士）

間 【午前】10 時～ 12 時
【午後】13 時～ 16 時

（相談時間はお一人につき 30 分）
場

所

刈谷商工会議所
2階

予約方法

大会議室

お電話にて受付いたします。
電話番号（0566）21-0370

事前のお申込みをお願いいたします。

【例えば、こんなご相談はありませんか !?】
・相続税の対策はどうしたらいい？
・土地などの資産を売却するときに関係す
る税金は？
・生命保険と税金について聞きたい。
・個人の開業や法人設立に係る税金につい
て聞きたい。
・所得税の確定申告や年末調整について聞
きたい。
・新築、建替え、リフォームなどに関する
税金について。
その他消費税など様々な税の疑問 ･ 悩みを
ご相談下さい。

【税を考える週間とは…】
国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状につい
て、より深く理解していただき、自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税
意識の向上に向けた取組を行っています。
特に、毎年 11 月 11 日から 11 月 17 日までの 1 週間を「税を考える週間」とし、この期間
を中心に様々な広報広聴施策を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいた
だく機会としています。

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

愛知県中央信用組合 刈 谷 支 店

代表弁護士

刈谷銀行協会

㍿ 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

－ 10 －
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相談所レポート

コロナ対策を講じた上で講習会を開催中

刈谷商工会議所では、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、講習会の開催において、オンラインと会議
所での受講の併用により開催しております。会議所での受講では、受講者同士の距離を十分にとって、密にならない
よう対策を講じた上で開催致しました。今後も、感染予防対策を講じた上で、事業者の皆様にお役立て頂けるテーマ
で講習会を開催して参ります。ぜひ、刈谷商工会議所同封のチラシやホームページをチェックして頂き、受講頂きま
すようよろしくお願いします。

７月28日開催

７月30日、31日、８月７日開催

『新卒採用の情報最前線と劇的変化』

『ＷＥＢを活用した個別企業説明会』

受講者22名（オンライン21名、会議所１名）

８月４日開催

受講者14名（会議所14名）

８月５日開催

『今注目のWEB面接のススメ』

『テイクアウト・デリバリー必勝法！』

受講者18名（オンライン18名）

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

受講者９名（オンライン６名、会議所３名）

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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名古屋市中区錦1-13-26 名古屋伏見スクエアビル2F
ホームページアドレス http://www.nicchu.co.jp/

2020年・9月号

【刈谷モノづくり大学ＷＥＢセミナー】
（刈谷市委託事業）

<<ご自宅のパソコンから、いつでもご視聴いただけます！！>>

刈谷商工会議所では、『いつでも、どこからでも、何度でも無料で利用できるＷＥＢセミナー』を
提供しております。
セミナーの内容は毎月更新され、次々と新しい内容が追加されていきます。『セミナーは受けたい
けどなかなか時間が取れない』『遠くまで出かけず会社や自宅でセミナーを受けたい』
『社員研修の素
材を探している方』などに最適です。
ＷＥＢセミナーでは「新型コロナウイルス対策」を始め「経営」
「法律」
「労務」
「税務」
「人材育成」
など、500 以上の様々なジャンルのセミナー動画をＰＣやスマホ等で視聴いだだけます。（刈谷商工
会議所会員限定サービス）
※ご利用には刈谷商工会議所会員専用のログイン ID とパスワードが必要です。
当サービスをご利用希望の方は、下記までお問い合わせください。
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
メールアドレス：info@kariya-cci.or.jp

※事業所名・担当者名・連絡先（電話番号とメールアドレス）をお伝えください。WEBセミナー特設サイト
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
－ 12 －
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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。

新型コロナウイルス対策助成金等特別相談会
【日

時 】 ９月８日火、28日🈷
各午後１時～５時
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

税務相談（相続・贈与・譲渡等税務全般）
【日

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。

愛知県信用保証協会 金融相談
【日

時 】 ９月８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

小規模事業者経営改善資金
融資制度（マル経融資制度）
無担保・無保証人かつ低金利の融資制度です。

日本政策金融公庫 移動相談

◇融資限度額
◇返済期間
◇融資利率
◇融資対象

【日

時 】 ９月16日水 午前10時30分～12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 】 日本政策金融公庫 担当者

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。

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。

下請受発注相談
（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。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、相談会の開催を中止する場合がございますので、予めご了承ください。

申込及び問合わせ先

刈谷商工会議所 中小企業相談所 TEL
（0566）
21−0370

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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2020年

７月

７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、持ち直しの動きも、依然厳しい状況 先行きも感染拡大の警戒感強く、慎重な見方続く

●全産業合計の業況DIは、▲59.3（前
月比＋3.5ポイント）

●先行き見通しDIは、▲53.2（今月比＋6.1ポ
イント）

経済活動の再開に伴い、客足が戻り始めた小売業
や、公共工事の発注が再開した建設業に下支えされ、
持ち直しに向けた動きがみられる。一方、新型コロナ
ウイルスの感染が東京などの都市部を中心に拡大傾向
にあることから、観光関連では依然として低調な動き
が続く。製造業でも、一部で生産が再開されつつある
ものの、過剰在庫の状況から脱しておらず、弱さが残
る。また、各地で発生した豪雨災害による生産・物流
の停滞や、日照不足による野菜の高騰などの下押し圧
力もあって、中小企業の景況感は、厳しい状況に変わ
りはなく、回復に力強さを欠く。

国・自治体による国内旅行喚起策の政策効果や、過剰在庫の解
消による生産回復を期待する声が多く聞かれる。一方、東京など
の都市部を中心に新型コロナウイルスの感染者が増加しているこ
とから、新たな感染拡大や影響の長期化への警戒感が強まってお
り、新規採用や設備投資を見送る企業もみられるなど、先行きに
対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

刈谷の業況・企業の声（産業別概況）
【建設業】

【製造業】

▲ 50.0（前年同月比）

「新型コロナウイルスの影響」(建設業)「建設業として影響が遅れて出る特性あり、2021

10〜△10

△10超える

△30以上

▲ 80.0（前年同月比）

「新型コロナウィルスによる借入は出来るが、後の売上好転の見込が難しい状況」(その
業)向こう3カ月は客先の増産で上向きになる(自動車部品[製])新型コロナウイルスの影

▲23.1（前年同月比）

響で生産台数が減少した(自動車部品[製])先の見通しが示されないので不安。従業員も

「新型コロナウイルスの自粛で企業の買い控えが続いている」(書籍・文具[小])「新型コロ
ナウイルスの影響かは不明だが売上客数共に伸び悩んでいる。それに伴いパートタイム従
業員の時間数を減らさざるをえなくなりその後退職になった為、人手不足で売上があげに
くい状況となっている。先行き不透明な状況なので新たな採用にも踏み切れずにいる」(家
具・建具[小])「新型コロナウイルスの影響大」(時計・眼鏡[小])「新型コロナウイルスの影
響により先行き不透明」(服・寝具[小])「イベントの中止」(燃料[小])「新型コロナウイルス
の巣ごもりで客単価が上がった。また採用の面では契約終了の方が増加し、求人応募者
が増加した」(各種商品[小])

【卸売業】

10超える

他の金属製品[製])出荷数の減少が続いている。従来あった仕事が無くなっている(印刷

年春先より仕事量が減ると予想される」(総合工事業)

【小売業】

30以上

凡例▶

過剰。設備投資を止め、出費を抑え、改善を活発にして耐えている(自動車部品[製])

【サービス業】 ▲45.5（前年同月比）
「企業のイベント関係の予約が新型コロナウイルスの影響により０になった」(農業[サ])
「新型コロナウイルス第2波の影響がどう受注にあるか心配」(ソフトウェア業)「賃貸(居
住用・テナント用)については需要減少により空室増加。売買については需要がある為
前年度と不変」(不動産)「以前のような運営形態に戻っていない。利用者・入場者など
の制限がある内は収入減が続くと予想している」(施設管理)

▲50.0（前年同月比）

「新型コロナウイルスの影響」(書籍・文具[卸])「全体の景況感として感じが良いとは言

【全産業】

▲51.9（前年同月比）

い難いが改善に向けて先行投資もしていく予定。卸・小売含めて消費動向が今まで以上

全産業合計の業況ＤＩは、全国は▲59.3(前月比＋3.5ポイント)。それに対し、刈谷は▲

に把握しにくく感じる」(米穀類[卸])「コロナウィルスの影響はだいぶ改善されつつあ

51.9(前月比＋7.6ポイント)で業況ＤＩは改善した。

るが、悪天候による生鮮品の相場の上昇が仕入に大きな影響を与えており、結果的に利
益の減少に繋がっている」(各種食料品[卸])「新型コロナウイルスの影響で売上減少(酒
類[卸])新型コロナウイルスの影響がまだまだ続いて取引先の減少が現状目につく。取引
単価の見直し等で先々見通しが悪い」(飲食料品[卸])

○調査期間：2020年７月14日～20日
（刈谷回答数）建設業：14 製造業：20 卸売業：12 小売業：13 サービス業：22
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★かりや商人大学講座（11月開催分の講座）のお知らせ★
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『かりや商人大学講座』の
11 月開催分をご案内します。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。

野菜・果物の正しい見分け方講座

緊急時における安全な靴の選び方講座

旬を楽しむ為の野菜・果物の見分け方の

今すぐ備えておきたい災害時などに安全

コツについて学びます

に歩ける靴選びのポイントを学びます

日

時：11 月 10 日㈫

日

時：11 月 18 日㈬

講

師：㈱ニワ商店

講

師：おさだ With 店

14：00 ～ 16：00
丹羽 一夫 氏

14：00 ～ 16：00
長田 達郎 氏

参加費：500 円

参加費：500 円

持ち物：筆記具

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。

刈谷警察署からのお知らせ

災害への備えは万全ですか

９月１日は
「防災の日」
です。
日本では、毎年各地で大規模な地震や風水害などの災害が発生しています。
万が一災害が起きた時のために、
非常時の持ち出し品や備蓄品がそろっているか
を、下のリストを利用して確認しましょう。
【非常時持ち出し品リスト】
□ リュック

□ ヘルメット

□ 手袋

□ マスク

□ 電池

□ ティッシュ

□ 雨具
□ タオル

□ 懐中電灯

□ 携帯電話

□ 充電器
（携帯電話用）
□ 印鑑、通帳、現金
□ ラジオ

□ ライター

□ ナイフ

□ 下着

□ 水

□ 除菌シート

□ 女性用品

□ 医薬品

□ 洗面用具

□ 食品

□ めがね
（コンタクト用品）

【備蓄品リスト】

【乳幼児】

□ ウォータータンク

□ 離乳食・粉ミルク
□ ほ乳びん

□ 消毒用品

□ 紙おむつ

□ おしりふき

□ 入れ歯

□ 介護食

【高齢者】

□ カセットガス

□ 飲料水 （１人１日最低３リットル）

□ 食品（アルファ米、缶詰、
レトルト食品、お菓子、
栄養補助食品等）

□ 大人用おむつ

□ 乾電池

□ 主治医の連絡先

□ 抗菌・消臭剤

□ 衣類

【疾患のある方】
□ 持病の薬

□ 持病薬メモ
（おくすり手帳）

【ペット】

□ リード

□ ケージ

□ ペット用食品

□ 缶切り

□ ロウソク

□ アルコール消毒液

【その他】

□ ラップ

□ ゴミ袋

□ ビニールシート

□ 動物病院連絡先

□ カセットコンロ

□ 毛布

□ 簡易トイレ
□ 救急セット

□ ガムテープ

□ 排泄用品

お問い合わせは刈谷警察署警備課まで
－ 15 －
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刈谷市歴史博物館からのお知らせ
【企画展名】
刈谷市制施行 70 周年記念企画展
「徳川家康の遺産
～徳川美術館所蔵品で綴る～」
【期

間】
10 月 3 日㈯～ 11 月 15 日㈰

《前期》10 月 3 日㈯～ 10 月 25 日㈰
《後期》10 月 27 日㈫～ 11 月 15 日㈰
[ 一部展示替 ]
【開館時間】

熊毛植黒糸威具足
（徳川美術館蔵）

9 時～ 17 時
※チケット販売は 16 時 30 分まで。
※ 10 月 3 日㈯は 13 時開館です。
【休 館 日】
毎週月曜日
【観 覧 料】
一般 500 円、中学生以下無料
※身体障害者、精神障害者保健福祉、療育の各手帳
所持者及び付き添いの方（１名）は入場無料。
入場の際に各手帳をご提示ください。
【主

催】刈谷市歴史博物館、徳川美術館

【問い合わせ先】 刈谷市歴史博物館

〒 448-0838 刈谷市逢󠄀妻町 4 丁目 25 番地 1

TEL:0566-63-6100

FAX:0566-63-6108

HP：https://www.city.kariya.lg.jp/rekihaku/
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入場制限及び展示・関連イベントの中止または変更
をする場合があります。最新の情報は、当館ホームページにてご確認ください。
【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

－ 16 －
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令和２年８月
開催日

事

4日㈫

5日㈬

会議所主な活動報告

業

名

開催場所

オンラインセミナー『今注目のＷＥＢ面接のススメ』

刈谷商工会議所

税務個別相談会

刈谷商工会議所

オンラインセミナー
『テイクアウトとデリバリー必勝法！』

刈谷商工会議所

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

西三河共同事業打合せ会

豊田商工会議所

6日㈭

マル経審査会

刈谷商工会議所

7日㈮

ＷＥＢを活用した個別企業相談会

刈谷商工会議所

商業部会正副部会長会議

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

刈谷市商店街連盟理事会

刈谷あきんどぷら座

三河地区共済担当者会議

刈谷商工会議所

18日㈫
19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』
20日㈭
西三河地域産業労働会議
21日㈮
26日㈬～28日㈮
31日㈪

刈谷商工会議所
西三河総合庁舎

オンラインセミナー『倒産危機からのV字回復』

刈谷商工会議所

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

社会保険労務士事務指定講習

ＴＫＰガーデンシティプレミアム
名駅西口

商業簿記講習会

刈谷商工会議所

９月の 会と催し
4日㈮【オンラインセミナー】今だからこそ『補助金・助成金』を活用すべき時！
8日㈫

新型コロナウイルス対策助成金等特別相談会
愛知県信用保証協会 金融相談

16日㈬ 日本政策金融公庫 移動相談
18日㈮

【オンラインセミナー】
『アフター・ウィズコロナを勝ち抜く！新しい生活様式で求められる接客対応のススメ』

28日㈪ 新型コロナウイルス対策助成金等特別相談会

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

碧海物産㈲

東境町

神谷 健司

建築金物製造販売、農産物の販売

大空㈲

板倉町

大坪 弘幸

空調サービス

㈱Ｇｏｏｄ Ｔｉｍｅ Ｄｉｎｉｎｇ

東京都世田谷区

玉目 公樹

飲食店

(同)シンエイ

高須町

岡本 和可子

飲食業

スズオキ社労士事務所

野田町

鈴置 理愛

社会保険労務士事務所
（令和２年７月１日〜７月31日入会分）
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刈谷モノづくり大学レポート

コロナに負けない社内研修 大好評開催中
現在、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、テレワークやシフト勤務の導入、
また「三密」を防ぐための会議・研修の中止・延期等、これから訪れる「ニューノーマル」
の時代を創造する緊急対策を実施されていると思います。
しかし、止めてはいけないのが企業を支える人材の育成です。そこで、刈谷商工会議所
では、刈谷モノづくり大学事業の専門家派遣を通じて、企業における従業員教育の充実を
図るため、各企業内で開催できる少人数の研修会を実施し、また、企業からのご希望によっ
ては、オンラインによる研修も承っております。
先般、東陽精機㈱の社員の方を対象に、知的財産管理の実務をテーマに、弁理士の前田
大輔講師による研修会を開催いたしました。
ご利用頂いた企業の担当者の方からは、
「この度、オンラインで社内研修を開催するこ
とができて、良かったです。現在も、コロナウイルスの感染の収束の見込みがない中で、
外部の研修を出張させて受講させるのは抵抗があったため、今回オンラインで開催できた
ことで、社員も安心して研修を受講できたのではないかと思います」という声を頂き、今
後のコロナ禍における研修会の在り方として、こういったオンラインによる研修は有効で
あると実感させて頂きました。
現在も社員研修の申込を随時募集しております。希望する場合は、別紙のチラシをご確
認のうえ、お申込ください。なお、講師への謝金のご負担はございません。ぜひ、この機
会にご利用ください。

オンライン
で接続

講師：弁理士

前田大輔

氏

東陽精機㈱にて受講する社員の皆様

問合せ先：刈谷商工会議所

ＴＥＬ：0566-21-0370

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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