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～下 條 村 に 当 館 及 び 駐 車 場 を 無 償 提 供 ～

下條村の
『特産品』
の販売を支援！！

例年11月に開催される刈谷産業まつりで大人気の下條村・下條村ふるさとうまい会の特産品
販売会が令和２年11月７日㈯に刈谷商工会議所に於いて開催されました。
当日は、りんごの他、梨・柿・長いもなどの農産物や物産品の販売も行われ、大盛況により、
全て完売となりました。
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常議員会および刈谷市との懇談会を開催
11 月 16 日㈪、刈谷商工会議所大ホールにおきまして、常議員会および刈谷市との懇談会を開催
致しました。
常議員会では、審議事項として、新入会員承認の件、優良従業員表彰候補者推薦の件、当商工会議
所正職員給与規則・旅費規則改正の件についてご承認頂きました。
報告事項としては、中小企業活性化委員会および提言・要望活動について報告。前年より大幅に増
加している補助金・助成金の申請サポートや金融斡旋の相談の状況、オンラインを活用した採用支援
活動の状況など中小企業相談所の上半期の実績報告と、行政機関への要望提言活動（新型コロナ経済
対策の継続的実施などの地域産業振興策、名古屋三河道路計画の具体化などのインフラ整備）につい
て説明しました。
また、永年勤続表彰として、役員・議員勤続 50 年の市川知義様、職員勤続 10 年の大毛陽介、正
木祐子が表彰されました。
市川知義様は、1970 年 6 月に議員にご就任されて以来、常議員や商業第一部会長を歴任され、現
在まで 50 年の長きに渡り多大なご尽力を賜りました。
刈谷市との懇談会では、稲垣市長、外山市議会議長、近藤産業環境部長、加藤商工業振興課長をご
来賓にお招きし、外山市議会議長にご挨拶を頂戴した後、稲垣市長より、
「元気・笑顔・希望のまち
づくり」と題し、新型コロナウイルス対策と事業者への支援や、駅周辺の都市整備、防犯・防災対策
などについてご講話を頂きました。
最後に、太田会頭より、刈谷市が実施している様々な支援事業へのお礼と、厳しい状況が続く中小
企業・小規模事業者への継続的な支援を要望致しました。

外山市議会議長のご挨拶

稲垣市長のご講話

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 □
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〜Ｉ ＬＯＶＥ ＫＡＲＩＹＡ〜
かりや商業まつり2020開催中！
かりや商業まつりの開催期間中（12 月１日㈫〜 12 月 31 日㈭）に参加 120 店舗のうち、異なる
２店舗以上でお買い物・お食事をして合計 3,000 円以上（税込）のレシート又は領収書を応募用紙
に貼り付けて応募すると、抽選で『かりや商業まつり限定商品券』が合計 100 名（総額 100 万円分）
に当たります。
また、参加全店舗で『刈谷市制 70 周年記念オリジナル眼鏡拭き』の配布や三角クジの抽選などを
行っておりますので、ぜひこの機会にお出かけください。
参加店舗一覧やレシートラリーの賞品の詳細は、本誌折込の応募用紙をご覧ください。応募用紙は、
参加店全店、刈谷商工会議所、刈谷市役所、刈谷あきんどぷら座などに設置しています。

参加店はこの『ポスター』と『のぼり』が目印です！
【お問合せ先】 刈谷商工会議所（担当：安達、岡村）
ＴＥＬ：０５６６- ２１- ０３７０
当所ホームページ
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事業承継やＭ＆Ａでお困りの事業者へ

事業承継に関する公的支援機関のご紹介
コロナ禍による影響の中、事業承継についても大きな課題となっています。円滑な事業承継の一助

となるよう、事業承継（Ｍ＆Ａ）についての唯一の公的相談窓口である「愛知県事業引継ぎ支援セン
ター」からのメッセージを事業内容とともにご紹介します。

愛知県事業引継ぎ支援センターからのメッセージ
①３つのメッセージ
Ⅰ．後継者問題は、時間が解決してくれない！
Ⅱ．先入観を捨てる！
Ⅲ．愛知県事業引継ぎ支援センターへ連絡！

第一に、
「後継者問題は、時間が解決してくれな

い！」ということです。後継者問題を漠然とした不

安としてお持ちの経営者の方々が大多数です。しか

し、日々の業務が忙しく、この問題にしっかり向か

い合えないというのが実情です。だからこそ、
「事業承継について、まず考え始める」ことが重要です。
現に、『もっと早く相談に来ておけばよかった』という声をよく伺います。

第二に、「先入観を捨てる」ということです。
「どうせウチの企業は小さいから、赤字だから…だれ

も相手にしてくれない」という先入観を捨てて頂きたいのです。当センターでは、下図のとおり、売

上規模 100 百万円未満の事業者の相談が全体の 47％、赤字の事業者の相談が全体の 34％の中小、

小規模事業者が相談の中心になっています。また、M&A（第三者に事業を売却する）による成約も、
年商 5 百万円の事業者の譲渡が成約した事例や、赤字先、債務超過先でも成約した事例があります。

【当センター相談者の概要】
①売上規模100百万円未満の事業者の
相談が全体の47％を占める

新たに「弁護士法人花井・佐竹法律事務所」

（旧事務所名：花井綜合法律事務所）

花井

淳（愛知県弁護士会）

弁
弁

佐竹 康孝（愛知県弁護士会）
堂前 由姫（愛知県弁護士会）

（刈谷モノづくり大学教授

護
護

士
士

法律相談部門）

TEL 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

代表弁護士

愛知県中央信用組合 刈 谷 支 店

な法的サービスを提供していきます

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

を設立し、より一層業務の充実を図り、丁寧

②赤字の事業者の相談が全体の34％を
占める
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最後に、「愛知県事業引継ぎ支援センターへ連絡！」です。事業承継を考えておられない事業者

は、ゼロに等しいといっていいでしょう。しかし、
「実際にどのように進めればいいのか？」となると、
相談相手もいない中で、
「何から手を付けていくのかわからない」となって、漠然と経営者様の頭の
中をグルグル廻っているだけというのが、実態ではないでしょうか。

当センターでは、過去から累計で 952 社（令和 2 年 10 月末現在）から新規譲渡のご相談を受け

た実績があります。事業承継のお悩みの内容は、100 社 100 通りです。同業の他者が採った事業承

継のやり方が、貴社にあてはまるケースはほとんどありません。まずは、当センターに一度、ご連絡
ください。

②愛知県事業引継ぎ支援センターについて
当センターは、産業競争力強化法に基づく事業として、平成 23 年 12 月に名古屋商工会議所が、

国からの委託をうけて開設しました。業務内容は、主に後継者問題に悩まれている愛知県下の中小企
業に対して、主に第三者への譲渡、いわゆる M&A の手法での事業承継をお手伝いしています。

当センターは、名古屋商工会議所 6 階にあり、現在、統括責任者 1 名、統括責任者補佐 3 名でそ

れぞれ中小企業診断士、税理士等の有資格者と公的金融機関出向者で、専門的な見地からご相談に応
じています。

当センターの特徴は、事業承継（M&A）についての唯一の公的相談窓口です。ですから、
『相談

何回でも無料、秘密厳守、公平・中立』です。実際に足かけ 3 年にわたって十数回、相談に来られ
た事業者もおられます。

利用方法は、愛知県事業引継ぎ支援センターに電話してご相談日時の予約をすることがスタート

です。ご相談は、90 分程度です。

しかし、M&A については、まだまだ誤解が多いことも事実です。例えば、
「M&A は大企業だけ

のものじゃないの？とてもウチのレベルだと…」とお思いの中小企業経営者の方々が多くおられます。
また、債務超過になっておる経営者の方からのご相談や、
『取引先から買収の打診があった』という
ご相談も多くお伺いしています。数年後の M&A を見据えてのご相談も承っています。まずは、お気
軽にお電話してください。

③おわりに
後継者問題について、漠然とした不安、迷い等々のある事業者にとって、当センターでの相談がきっ

かけになり、事業承継をどのように進めていくのか、どのように取り組んでいけばよいのかといった
事業承継を考える際の一助となれば幸いです。

愛知県名古屋市中区栄２-10-19 名古屋商工会議所ビル ６F
TEL 052-228-7117 FAX 052-228-7118 URL http://ajhsc.jp/

〒 460-0008

刈谷商工会議所では、「事業継承サポートデスク」や「M&A 相談室」を開設し、事業継承（M&A）

についての悩みをもつ企業に対して、上記の愛知県事業引継ぎ支援センターをはじめとした専門機関や、
税理士などの専門家とも連携し、事業継承に必要なアドバイス、また準備のための各種助言を行ってお
ります。

身近な相談窓口として、刈谷商工会議所をご活用下さい。

刈谷商工会議所

TEL：０５６６－２１－０３７０
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★かりや商人大学講座（２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２
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。

人生100年時代の保険講座

終活の知識とエンディングノートの活用

今の時代に合った保険の選び方の
ポイントについて学びます

あなたの終活、わたしの終活につい
て考えましょう。

講

講

日

時：２月９日㈫
14：00 ～ 15：30
師：アクサ生命保険㈱

田中 繁子 氏
参加費：500 円

日

時：２月５日㈮、19 日㈮
13：00 ～ 15：00
師：㈱花泉 近藤 ゆりか 氏

参加費：1,000 円
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。

フランス工芸

カルトナージュ体験講座
cohaco industry

主宰

コハコ 氏

今回は商人大学初開催『カルトナージュ体験講座』をテーマに近隣各市の市民講座やカル
チャースクールでもご活躍のcohaco industry 主宰 コハコ 氏を講師にお迎えし、10月27日㈫刈
谷商工会議所２階大ホールにて２回に分けて合計27名のご参加をいただき開催しました。
カルトナージュとはフランス語で「厚紙細工」を意味し、特別な厚紙（カルトン）で作った箱
などに布や紙を張って綺麗に仕上げた工芸品で、18世
紀頃ヨーロッパで生まれた伝統工芸です。
当日は持ち運びや普段使いに丁度良い素敵なメモ帳を
作成しました。型紙に合わせて布を裁断し厚紙に丁寧
に張り付け、装飾のタッセルを付けるとそれぞれの個
性溢れる素敵なメモ帳が完成しました。

参加者からは「初めてカルトナージュの作品を作っ
たけれど素敵な物が完成して嬉しいです。」「丁寧に教
えて頂いてわかりやすかった。」「また色々な作品を
作ってみたい。」など、喜びのお声をたくさんいただ
き満足度の高い講座となりました。
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受講者の質問にも一人一人丁寧に対応していただき、
楽しい雰囲気に溢れた講座になりました。
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『業歴１００年の青果のプロが語る！
正しい野菜・果物の見分け方』
株式会社ニワ商店 代表取締役会長

丹羽 一夫 氏

かりや商人大学講座創設から９年連続の最多登壇で毎回不動の人気を誇る、業歴100年を超え
る老舗青果店の株式会社ニワ商店 代表取締役会長・三代目 丹羽 一夫 氏（南桜町）を講師にお迎
えし、『野菜・果物の正しい見分け方』と題し、11月10日㈫当所２階大ホールに於いて定員の約
２倍の29名の参加により開催致しました。
講座では、この道50年を超える八百屋の三代目の一夫氏が得意とする『生産者との太いパイ
プ』により、りんご・みかん・柿などの今秋から冬にかけてお店に並ぶ果物や野菜の「今年の作
柄」「産地による特徴」「生産現場の現状」など“ここでしか聞
けない貴重なお話”をご教授頂きました。
参加者からは、
『多少の傷がついた果物でも味は間違いない
し、お値打ちで買えるという言葉が印象的でした。丹羽さん
の農家を支援したいという気持ちがよくわかりました。』『良
いものが安く買える“水曜・土曜朝市”のお話をお聞きしたの
で、ぜひ行ってみたいと思います。』『今後の果物・野菜の動
向について説明してくれたので、とても勉強になりました。』
29名の方々にご参加いただきました。
などの感想を頂き、満足度の高い大好評の講座となりました。
参加者は熱心な表情で受講していました。

愛知県立知立高校で企業合同説明会を開催
令和２年 11 月９日㈪に、愛知県立知立高校の授業の一環として、就職希望の２年生 46 名を対象

に「企業合同説明会」が同校体育館を活用して開催されました。

本来は３月に開催を予定していたものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって一度は中止

となりましたが、今回、感染対策を講じた上で実施いたしました。

参加した会員企業は 15 社。各ブースは距離を十分にとり、飛沫防止シートの設置やマスク着用、

検温や手指消毒の実施等の感染対策を行うなど、従来に比べれば不便な部分もありますが、コロナ禍
においても会員企業の皆様が円滑な採用活動が進められるよう「ウィズコロナ」に対応した様式を考
慮しながら今後も順次実施してまいります。

会場の様子

各ブースの様子
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刈谷モノづくり大学事業（刈谷市委託事業）

Kariya創業スクール修了
刈谷市内で創業したい方、創業３年以内の事業主の

方を対象に、10 月３日㈯から開講した、「Kariya 創
業スクール」は 11 月７日㈯をもって修了いたしまし

た。講座最終には、受講者による事業計画のプレゼン
テーションが行われました。本研修の成果を生かしつ

つ、工夫を凝らした内容で発表され、大変、有意義な
研修となりました。

受講者による発表の様子

【発表された事業計画】（敬称略・一部抜粋）
氏

名

事業名

川本 道子

外国人の雇用主様、留学生を受け入れている学校様向け着物＆和文化体験プラン

西川 真司

少ない費用から気軽に相談、あなたの知らせたい！広めたい！をサポートする経
営コンサルタント業

神谷 和宏

ギブ ＆ ギブ ギブ で 目標達成の夢セミナーをお届けします カウンセリングコー
チング

村井 敦郎

小さな中小企業向け情報保護・漏えい対策コンサルティング

塚越 恭子

あなたの想いを つくる 伝える 届ける デザイン

グェン クオク ホアン 日本企業とベトナム企業の架け橋となる JTV 設計事務所
大野 道知

朝うどんで地域の人の健康をサポート！

講師の神谷正仁先生による研修の様子
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

受講した皆様（希望者のみ）

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

－8－

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/
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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。

年末調整指導会
時 】 １月12日火・13日水
午前９時～11時45分
午後１時～ ４時45分
１事業所15分※午前・午後予約制です
【場
所 】 刈谷商工会議所 ２階 会議室
【 相 談 員 】 当所委嘱東海税理士会刈谷支部所属税理士

小規模事業者経営改善資金
融資制度（マル経融資制度）

【日

愛知県信用保証協会 金融相談

無担保・無保証人かつ低金利の融資制度です。
◇融資限度額
◇返済期間
◇融資利率
◇融資対象

【日

時 】 12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

日本政策金融公庫 移動相談
【日

時 】 12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

2,000万円
運転７年以内、設備10年以内
1.21％（令和２年11月２日現在）
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。
※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。

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。

労務相談

（労務管理・労使紛争・年金等）
【日

時 】 ２月10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

刈谷商工会議所 中小企業相談所

TEL
（0566）
21−0370

※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。

－9－
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講習会開催のご案内
刈谷商工会議所では、毎月会員様に役立つ講習会を開催しています。
今後開催する講習会についてのポイントを紹介します！

12/9 水

14:00～16:00

12/17 木

～コロナ禍をチャンスに変える
「新事業展開のコツ」教えます！～

キッチンカー（移動販売車）
必勝法！
講師：ｋｉｔｃｈｅｎ‐ｆｕｎｎｙ
代表
主な内容

岡 崎 了悟

氏

◎月の最高売上は？
◎保健所申請のコツは？
◎出店場所の探し方は？
※当日は、実際に講師がキッチンカーで登場し、気になる
内部も大公開していただきます！

詳細はこちら

１/15金

中小企業（お店）経営者のための
「新型コロナウイルス感染症対策」
講師：愛知医科大学大学院医学研究科
臨床感染症学
主任教授
主な内容

三鴨 廣 繋

詳細はこちら

14:00～16:00

１/22 金

テレワーク導入セミナー
～導入からその活用まで～
講師：（一社）ＩＴＣ－Ｌａｂｏ． 代表理事
総務省 テレワークマネージャー

申込はこちら

10:00～11:30

ＳＤＧｓ はじめの一歩セミナー
～持続的かつ成長力ある会社づくりのために～

講師：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研
統合リスクマネジメントグループ
上席コンサルタント

氏

冨樫 容子

主な内容

主な内容

◎テレワークの導入とＩＣＴ利活用による
新たなビジネス創出のヒントについての解説
◎テレワーク機器の説明とデモ機器の体験会
◎個別相談会 ※事前申し込み制

◎ＳＤＧｓとは
◎SDGsが示すビジネスルールの大転換
◎身近に迫る気候変動リスク
◎自治体・地域企業の取り組み

詳細はこちら

氏

未だに終息の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症、
「Ｗｉｔｈコロナ」
、
「Ａｆｔｅｒコロナ」といった、ウイルス
との共存、そして新しい日常 「ニューノーマル」への
対応が求められています。そこで、臨床感染症学専門家
「三鴨廣繁先生」をお招きし、企業(お店)経営に必要な
新型コロナウイルスの感染症対策について語っていただき
ます。

申込はこちら

米田 宗義

14:00～15:30

申込はこちら

詳細はこちら

【申込・問合せ先】刈谷商工会議所 中小企業相談所
－ 10 －

申込はこちら

TEL：０５６６－２１－０３７０

氏
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中小企業庁からのお知らせ

中小企業デジタル化応援隊事業のご案内
中小企業庁は、全国の中小企業・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として、デジタル化・IT
活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めた IT 専門家を「中小企業
デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援する取り組みです。

デジタル化・IT 活用にこんな悩みを持っていませんか？

□デジタル化や IT 活用といってもどこから手を付ければ良いのかわからない
□テレワーク・オンライン会議導入を検討しているがなかなか前に進まない
□ EC サイト構築で専門家からのアドバイスが欲しい

中小企業デジタル化応援隊（IT 専門家）がデジタル化・IT 活用の悩みをハンズオン支援で解決！
対象となる業務例 ※

・デジタル化課題の分析・把握・検討
・IT 導入に向けた支援
（例：テレワーク、Web 会議、EC サイト、キャッシュレス決済、セキュリティ強化

等）

※幅広いデジタル化関連のコンサルティングが対象
※デジタル関連コンサルティング等をはじめとした準委任契約に基づく支援が対象
（コンテンツ制作やデザイン等の請負契約については、本事業の対象外）
要件を満たす支援提供を行った IT 専門家に対して、最大 3,500 円 / 時間（税込）の謝金が事務局から支払われ
るため、中小企業は通常の時間単価から上記金額（ 最大 3,500 円 / 時間（税込））を差し引いた金額でデジタ
ル化推進のための支援を受けることができます。
※ IT 専門家の時間単価は、中小企業と IT 専門家の契約により決定されます。
※ 中小企業の実費負担が最低 500 円 / 時間（税込）以上あることが謝金支払の要件になっています。
例：4,000 円 / 時間単価（税込）の IT 専門家と 40 時間の支援を内容とする準委任契約を締結した場合、
中小企業の費用負担は 500 円（税込）× 40 時間 =20,000 円（税込）、
専門家への謝金額は 140,000 円（税込）

受付期間は 2021 年 1 月 31 日㈰まで。
登録は「中小企業デジタル化応援隊」のホームページからお願いします。
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
－ 11 －
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令和２年分
1

年末調整の改正ポイント

（国税庁ホームページより引用）

給与所得控除に関する改正

給与所得控除額が次の表のとおり改正されました。
給与所得控除額

給与の収入金額（A）

改正後

162 万 5,000 円以下 55 万円
162 万 5,000 円超

65 万円

180 万円以下（A）× 40％− 10 万円

（A）× 40％

180 万円超

360 万円以下（A）× 30％ + 8 万円

（A）× 30％ +18 万円

360 万円超

660 万円以下（A）× 20％ + 44 万円

（A）× 20％ +54 万円

660 万円超

850 万円以下（A）× 10％ + 110 万円

850 万円超

1,000 万円以下

1,000 万円超

2

改正前

195 万円

（A）× 10％ +120 万円
220 万円

基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正

（1）基礎控除の改正
基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が 2,500 万円を超える所得者については、基礎控除
の適用を受けることはできないこととされました。
合計所得金額

基礎控除額
改正後

2,400 万円以下

48 万円

2,400 万円超

2,450 万円以下

32 万円

2,450 万円超

2,500 万円以下

16 万円

改正前
38 万円
（所得制限なし）

（2）子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が 850 万円を超える所得者で、次の４つの要件のいずれかに該当する場合に、給
与の収入金額（その給与の収入金額が 1,000 万円を超える場合には、1,000 万円）から 850 万円を控除した
金額の 10％に相当する金額（注 1）を、給与所得（注 2）の金額から控除することとされました。
イ 所得者本人が特別障害者
ロ 同一生計配偶者が特別障害者
ハ 扶養親族が特別障害者
ニ 扶養親族が年齢 23 歳未満（平成 10 年 1 月 2 日以後生）
（注）1 （給与の収入金額－ 850 万円）× 10％ （最高 15 万円）
（注）2 「令和

2 年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して求めた給与
所得控除後の給与等の金額
－ 12 －
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（参考）
所得金額調整控除には、上記の控除のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整
控除（以下「所得金額調整控除（年金等）
」といいます。
）もありますが、年末調整においては、所得金額調
整控除（年金等）の適用を受けることはできません。ただし、確定申告により所得金額調整控除（年金等）
の適用を受けようとする人が、年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算す
るときは、所得金額調整控除（年金等）を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。

（3）「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設
上記（1）及び（2）の改正に伴い、それぞれ「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申
告書」（注 1）が新たに設けられ、年末調整において基礎控除又は子ども・特別障害者等を有する者等の所得
金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までにそれぞれ
「給与所得者の基礎控除申告書」又は「所得金額調整控除申告書」を給与の支払者に提出しなければならない
こととされました。
（注）1 租税特別措置法第 41 条の 3 の 4 第 1 項に規定する申告書をいいます。
2「基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」については、
「給与所得者の基礎控除申告書兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
（3 様式の兼用様式）となっています。

3

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合
計所得金額要件がそれぞれ 10 万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。
扶養親族等の区分

改正後

合計所得金額要件

改正前

同一生計配偶者

48 万円以下

38 万円以下

扶養親族

48 万円以下

38 万円以下

源泉控除対象配偶者

95 万円以下

85 万円以下

48 万円超 133 万円以下

38 万円超 123 万円以下

75 万円以下

65 万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者（※注 1）
勤労学生

（注）1

配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ 10 万
円引き上げられています。
（注）2 上記のほか、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の
最低保障額が 55 万円（改正前：65 万円）に引き下げられています。
【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

－ 13 －
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4

ひとり親控除及び寡婦（寡夫）控除に関する改正

（1）未婚のひとり親に対する税制上の措置
所得者がひとり親（現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げ
る要件を満たすものをいいます。以下同じです。
）である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分
の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から 35 万円を控除することとされました。
イ その人と生計を一にする子（注 1）を有すること。
ロ 合計所得金額が 500 万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人（注 2）がいないこと。
（注）1 その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、
その年分の総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 48 万円以下の子をいいます。
（注）2 その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます。
ａ その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属す
る人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主
と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人
ｂ その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主と
の続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様
の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

（2） 寡婦（寡夫）控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦（寡夫）控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡
婦控除に改組されました。
イ 扶養親族を有する寡婦について、上記（1）ロの要件が追加されました。
ロ 上記（1）ハの要件が追加されました。
また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

年末調整に関する相談を希望される方は、下記の日時の年末調整指導会をご利用ください。

【 日

年末調整指導会

時 】 １月12日火・13日水
午前９時～11時45分 ・午後１時～４時45分
１事業所15分※午前・午後とも予約制です
【 場
所 】 刈谷商工会議所 ２階 会議室
【 相 談 員 】 当所委嘱東海税理士会刈谷支部所属税理士

ご予約は刈谷商工会議所までお願いします。
ＴＥＬ（０５６６）２１－０３７０
－ 14 －
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日本政策金融公庫からのお知らせ

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）
が
サポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
【ご 融 資 額】お子さま１人あたり 350 万円以内
【金

利】年１．６８％

固定金利

※
「母子家庭」
「父子家庭」
、
、
「世帯年収200万円（所得122万円）以内の方」または
「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円
（所得346万円）以内の方」は年
1.28％
（令和２年11月２日現在）
【ご返済期間】15 年以内
※
「交通遺児家庭」
「母子家庭」、
、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所得122万円）
以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万
円）以内の方」は18年以内
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金 ･ 家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保

証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
（０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）または（０３）５３２１－８６５６）
までお問い合わせください。

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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◆刈谷税務署

確定申告会場等のご案内

■確定申告会場等
申

告

会

場

開

設

期

間

開

設

時

間

刈谷税務署（刈谷市若松町一丁目 46 番地１ 刈谷合同庁舎内）
令和３年２月 16 日㈫～３月 15 日㈪の月曜日～金曜日（平日）
ただし、２月 21 日㈰及び２月 28 日㈰に限り開設します。
午前９時～午後５時

●会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要と
なります。
「入場整理券」は会場で当日配付しますが、オンラインで

申告会 場・駐車 場地図

臨時駐車場

事前に入手できる仕組みを導入する予定です。詳しくは、今後、国税
庁ＨＰでご案内することとしております。

P 市営神田
駐車

●入場整理券は、相談可能人員に達した時点で配付を終了します。
●駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。

刈谷合同庁舎北東

●上記開設期間中の臨時駐車場は、「市営神田駐車場」に変更となり

刈谷税務署

ます。ご利用の際は、駐車券を確定申告会場まで持参してください。

（刈谷合同庁舎）

なお、臨時駐車場は他の利用者の状況により、利用できない場合があ
ります。

場

合同庁舎
立体駐車場

P

※「確定申告のお知らせ」はがき（又は封書）及び昨年の申告の控えも必ずご持参ください。

刈谷警察署からのお知らせ

「アイチポリス 」を インストールしましょう！
愛知県警察公式アプリ
「アイチポリス」が大幅にリニューアルされ、新たに
〇
「パトネットあいち」配信情報を確認できる機能
〇
「犯罪情報」
「不審者情報」
「交通重大事故情報」
などをマップ上から確認できる機能
〇防犯パトロールや見守り活動に楽しく取り組める機能
などが追加されました。
アプリをインストールしてタイムリーな情報を確認し、
防犯に活用しましょう。
その他の機能

防犯ブザー機能

アプリのインストールは『App Store（iOS）』、
『Google Play（Android）』等で、
「アイチポリス」
を検索してください。
※Wi-Fi環境がある場所でのインストールを
おすすめします。

県警 HP・Twitter 連携

動画コーナー

お問い合わせは刈谷警察署生活安全課まで

TEL0566-22-0110（代表）

会社を守る

就業規則の作成
労働の法律

無料相談会

実施中！

社会保険労務士

岩月剛史

第 2・４土曜日
AM9:30～12:00

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

－ 16 －

iOS 端末
の方は
（iPhone 等）

Android
端末
の方は
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2020年

10月

10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、持ち直しの動きもまだら模様 先行きは慎重な見方も、回復への期待感続く

●全産業合計の業況DIは、▲50.2（前
月比＋6.3ポイント）

●先行き見通しDIは、▲38.0（今月比＋12.2
ポイント）

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、巣ごも
り需要の拡大に下支えされた飲食料品関連が堅調なほ
か、東京が追加されたGo ToトラベルやGo Toイー
トの政策効果により宿泊業、飲食業でも利用客の増加
がみられた。また、オンライン会議の普及などによる
デジタル投資の増加を受け、電子部品製造業やソフト
ウェア関連で受注が伸びているほか、中国向けを中心
に生産が回復しつつある自動車関連でも持ち直しの動
きが続く。一方、衣料品や化粧品をはじめ、不要不急
の商品を買い控えるなど、一部では消費者の生活防衛
意識の高まりを指摘する声も聞かれており、コロナ禍
からの回復に向けた動きはまだら模様の状況が続く。

雇用維持や家賃負担軽減のための助成金など、政策効果が剥落し
た後の経営悪化や都市部から地方への感染再拡大への懸念が続く。
一方で、年末年始を含む旅行需要の回復やGo To商店街などに
よる消費喚起への期待感もうかがえる。また、海外向けの自動車
関連や、５G向けなど半導体関連、中国向けの工作機械の持ち直
しに期待する声も聞かれた。

※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】

30以上

【製造業】

▲ 46.7（前年同月比）

「新型コロナウイルスによる影響で業況は悪化」
（建築工事業）
「公共物件の受注が好調」
（塗装工事業）

【小売業】

10〜△10

△10超える

△30以上

▲ 81.0（前年同月比）

「新型コロナウイルスの影響で生産が落ち込んで、価格も落ち込んでいる。10月から生産
が少しずつ増える予定」（金属製品［製］）得意先の予算の削減で既存の仕事が減少して
いる。イベントの中止による印刷物の消滅」（印刷業）「プレミアム商品券を使って下さ
るお客様がおり、少しずつ仕事が有る様になった」（生活雑貨製品［製］）中国向け繊維

▲30.8（前年同月比）

機械、工作機械全般、半導体の見通しが悪い（自動車部品［製］）「新型コロナウイルス

「新型コロナウイルスの影響で買い控え」
（時計・眼鏡［小］）
「新型コロナウイルスによる
影響が長く続き長期的に下り坂」
（衣類［小］）
「新型コロナウイルスによる影響か掴めな
いが、とにかく景気が悪く物が売れない。売上はここ半年対前年比70％台。店舗であま
り買い物をしないようにし、財布の紐をしめている感が強い。ネットでの買物にシフトして
いる感がする。
」
（インテリア［小］）
「新型コロナウイルスによる影響で内食が増え、食品
の客単価がUPした（客数は増えていない）」
（各種商品［小］）

【卸売業】

10超える

凡例▶

の影響による受注の伸び悩み」
（印刷業）
「顧客の生産状況が読めない」
（自動車部品［製］）

【サービス業】 ▲36.8（前年同月比）
「現時点でまだ明確な見通しが立たない状況」（ソフトウェア業）
「新型コロナウイルス
対策としての制約を受け、それを理由に葬儀を簡略化しようとする風潮がある。それで
も事業が継続できる様、スタッフを少人数精鋭に変化させている」
（生活関連［サ］）
「賃
貸では法人需要が悪化したまま、個人は不変。売買は、購入客は多いが売物件が不足し
ている」（不動産仲介業）「新型コロナウイルスの影響で自動車販売減少の影響が大きく

▲46.2（前年同月比）

売上が減少し、前期に対しては業況が悪化している。要因は休業対応・補償、売上収入

「業況はトータル不変と書いたが、コロナ禍により卸売が減少、小売が増加傾向で帳
尻が合っている。今後の景況感は良い感じではないが、変化に対応することを検討し
ている」（米穀類［卸］）「お得意様が公共施設が多く一般消費者への販売が少ない為
売り上げの変動は少ないが、イベントの相次ぐ中止で昨年の実績数をかなり下回って
いて、大きく利益減少になっている」（各種食料品［卸］）「新型コロナウイルスによ
る影響」（その他［卸］）

減少。９月以降回復を感じるが、昨年には届かない。顧客のコスト削減意識がとても強
く全て控える傾向にある」（自動車整備業）

【全産業】

▲50.6（前年同月比）

全産業合計の業況ＤＩは、全国は▲56.5（前月比＋2.5ポイント）で上昇。それに対し、
刈谷は▲50.6（前月比－6.8ポイント）で業況ＤＩは低下。

○調査期間：2020年10月15日～２１日 （刈谷回答数）建設業：13 製造業：23 卸売業：12 小売業：13 サービス業：21

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

★外壁塗装改修工事

★屋根防水改修工事

★アスベスト処理工事 ★屋根遮熱塗装工事
上記工事の・調査・見積・施工を賜ります。

【許可建設業の種類】
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。

ミッドランド税理士法人
刈谷市幸町２-３-３
電話 0566-23-3240 FAX 0566-22-9544

－ 17 －

建築・塗装・防水・解体工事業

日建工業 株式会社
〒448-0003 刈谷市一ツ木町 5-15-6

TEL：0566-23-3913
FAX：0566-22-0065

2020年・12月号

刈谷商工会議所主催

「イノベーションセミナー・賀詞交歓会」
中止のお知らせ
例年１月に開催しております「イノベーションセミナー・賀詞交歓会」は、新型コロナウイルス
の感染拡大防止の観点から令和３年１月の開催を中止させていただくこととなりました。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

令和２年11月
開催日

事

会議所主な活動報告
業

名

開催場所

5日㈭ 【オンライン】西三河地区就職共同事業打合せ会

刈谷商工会議所

7日㈯

Ｋａｒｉｙａ創業スクール

刈谷商工会議所

8日㈰

工業第一部会南宮大社参拝

岐阜県

9日㈪

知立高等学校での企業合同説明会

知立高等学校

愛知県信用保証協会金融相談

刈谷商工会議所

かりや商人大学『野菜・果物の正しい見分け方講座』

刈谷商工会議所

10日㈫

13日㈮ 《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』

刈谷商工会議所

16日㈪

正副会頭会議・常議員会・市長との懇談会

刈谷商工会議所

日本政策金融公庫移動相談

刈谷商工会議所

かりや商人大学『緊急時における安全な靴の選び方講座』

刈谷商工会議所

18日㈬

20日㈮

【オンライン】～感染症対策を踏まえた企業リスクマネジメント～
新型コロナウイルス感染症対策ＢＣＰセミナー

刈谷商工会議所

25日㈬

【オンライン】オンラインコミュニケーションが未来を切り開く！
～コミュニケーションによる企業価値向上を目指して～

刈谷商工会議所

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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12 月の 会と催し
1日㈫ 税務個別相談会
4日㈮ かりや商人大学『大人気！コケ玉作り講座』
8日㈫ 愛知県信用保証協会金融相談
～コロナ禍をチャンスに変える「新事業展開のコツ」教えます！～キッチンカー（移動販売車）必
9日㈬ 勝法！
かりや商人大学『仏壇・仏具のお手入れ講座』
14日㈪ 優良従業員表彰式
15日㈫ 知的財産経営サロンin刈谷
16日㈬

かりや商人大学『正しい参拝作法の習得講座』
日本政策金融公庫移動相談

17日㈭【オンラインセミナー】中小企業（お店）経営者のための「新型コロナウイルス感染症対策」

新入会員のご紹介
事業所名

ご入会ありがとうございます。
所在地

代表者名

ＴＱプロダクト㈱

東境町

川畑

誠

㈲ジオセント
アミューズ
マンマ・ミーア動物病院

井ケ谷町
池田町
今川町

宮田 和征
永谷 みどり
神谷 合可

Ｗｏｈｌコーポレーション

一ツ木町

中村

Ｌａ Ｆｏｎｔｅ
松江工業
㈱にいみ電気
長楽
ゆうわ整体院
キャリーエース㈱

小山町
高浜市
知多郡東浦町
中手町
半城土中町
小垣江町

杉浦 幹雄
矢野川 明
新美 努
李 国斌
黒野 幸造
松元 功

敏幸

（敬称略）
営業内容

金属、樹脂加工品、射出成形用金型
及び成形品製造
経営コンサルティング
骨董、アンティーク小売業
動物病院
自動車買取・販売、ルーフテント
販売・取付
イタリアンレストラン
産業機械製造
各種リフォーム、家電小売
飲食店
整体
運転代行業
（令和２年９月１日～10月31日入会分）
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2020年・12月号
2020年・12月号

日本商工会議所発行のビジネス月刊誌
『石垣
（１１月号）
』
に掲載されました！

月刊石垣 11 月号（日本商工会議所）より転載

－ 20 －

