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１ 26日（水）
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刈谷市産業振興センター
７階 小ホール
（刈谷市相生町１-１-６）

定

員

75名（定員になり次第締め切ります）

申

込

申込は同封のチラシをご利用ください。

主

催

刈谷商工会議所 中小企業相談所（公社）刈谷法人会刈谷支部

●発行所

刈谷市新栄町3-26

聴講
無料
刈谷青色申告会
（刈谷市委託事業）

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）

2021年・12月号

常議員会および刈谷市との懇談会を開催
11 月 24 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等についてご
承認頂きました。
報告事項は、刈谷中小企業相談所の上半期の実績報告として、主に経営指導員による巡回・窓口指
導、講習会の開催、刈谷市地域応援商品券や刈谷ビジネス創造大学などの経営支援事業、オンライン
を活用した採用支援活動についてご説明しました。
行政機関等への提言・要望活動として、国や県に対する、地域消費拡大事業や新たなイノベーショ
ンの創出など産業振興支援施策、名古屋三河道路の計画の具体化などのインフラ整備の要望項目につ
いてご説明しました。
刈谷市との懇談会では、稲垣武市長、鈴木市議会副議長、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、鈴木市議会副議長にご挨拶を頂いた後、稲垣市長より、
「元気・笑顔・希望の
まちづくり」と題し、刈谷市地域応援商品券事業など事業者支援施策をはじめとする今年度の事業に
ついてご講話を頂きました。
最後に、太田会頭より、刈谷市へ様々な支援事業へのお礼と依然として厳しい状況が続いている中
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。

太田会頭

鈴木市議会副議長

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
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稲垣市長
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かりや商人大学講座 開催報告

『相続税・生前贈与の事前対策』
について解説！
講師：兵藤文男税理士事務所

所長

兵藤 文男 氏

日本が急速に超高齢化社会に向かう中、相続や贈与の仕組みから、よくあるトラブルとその解消法、さらに
節税対策など、相続の不安や悩みを解決するために、
『 相続税・生前贈与の対策講座』と題し、兵藤文男
税理士事務所 所長 兵藤 文男 氏
（住吉町）
を講師にお迎えし、10月16日㈯刈谷商工会議所２階大ホールに
於いて定員の３倍を超える47名の参加により開催致しました。
講座の前半では、相続税対策として利用される
「相続時精算課税制度の仕組みとメリット・デメリット」
や相続が“争続”にならないための
「生前贈与の成立条件や確実に生前贈与を成功させるポイント」
などにつ
いて具体的な事例を交えながら分かりやすく解説頂きました。
講座の後半では、
『相続税で名義預金が問題となる理由』
『名義人が幼児のころに設定された預金』
『配偶者
が専業主婦であるのに多額の配偶者名義の預金がある場合』
『ペイオフ対策として家族名義預金が1,000万
円ずつ設定されていた場合』など相続税にかかわる
『名義財産』について
具体的な事例を用いてＱ＆Ａ形式で解説頂きました。
参加者からは、
『身近な事例を基に説明してくれたので、分かりやすく
とても面白かったです。今後もぜひ兵藤先生の話をお聞きしたいです。
』
『生前贈与と名義借りの違いについてよく理解できました。今後の対策
に活かしたいです。』
『Ｑ＆Ａ形式で１つ１つ丁寧に説明してくれたので、
よく理解できました。』などの感想を頂き、満足度の高い大好評の講座と 47名の方々にご参加頂きました。
なりました。
参加者は熱心な表情で受講していました。

仏事の教養と仏壇手入れ･修理の幅広い知識を

ワンストップで聞ける総合講座を開催

講師：株式会社杉浦佛壇店

代表取締役

杉浦 伸司 氏

商人大学講座で毎年、圧倒的な参加数で好評を博す『仏壇・仏具のお手入れ講座』が10月26日㈫、29名
の参加者により開催され、講師には、地域最大級の仏壇展示場があり、仏壇の設計、製造、販売、修理な
ども全て一貫体制で手掛けられる 株式会社杉浦佛壇店の代表取締役で、仏事コーディネーターとして深
い知識をもつ杉浦 伸司 氏を迎え、開催いたしました。
この地域には、仏壇を保有し先祖代々から受け継ぐお家が多く、“仏壇の承継”に関するお困り事として
「お仏壇との付き合い方をちゃんと学びたいと思っていた」
「数十年にわたり親に任せきりできて相談でき
る機会を探していた」
といった声がとても多く聞かれます。
特に、仏壇・仏事は、宗旨宗派や地域性、お寺ごとの教えなどによっても異なり、第三者的に幅広い知
見をもった“専門相談所”が身近にあることは、大きな存在であります。
本講座では、仏事コーディネーターならではの多彩な経験と知識、
理論に基づいたお話や、
「佛壇の種類（金箔・唐木）
、佛壇の寿命が延
びるお手入れ方法、宗旨宗派に合った佛壇の祀り方」から「代々受け
継ぐ大切な佛壇の本格修繕（修理・洗濯）
」
、プロが教える便利な小
物を活用した清掃方法などの耳寄りな講座内容でお届けいただき、
さらに、個別の質疑にもふんだんにお時間を取ってお答えいただく
など、参加者満足度の高い大変有意義な講座となりました。
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2021年・12月号

採用支援事業の報告

11／15㈪
知立高校での企業合同説明会

10／15㈮
刈谷・大府企業就職フェア

22 年卒、23 年卒の学生、再就職者、インター

愛知県立知立高校の授業の一環として、就職希

ンシップ希望者のマッチングの場として、刈谷

望の２年生 38 名を対象に「企業合同説明会」

市産業振興センターにて初開催。大府の企業と

が同校内にて開催しました。会員企業 12 社が

合わせて計 42 社が参加しました。

参加しました。

今後の近隣高等学校での企業合同説明会の予定
（詳しい各募集案内は本誌に封入されています）

３／10㈭
高浜高校での企業合同説明会
対

３／17㈭・18㈮
刈谷工科高校（旧刈谷工業高校）
での企業合同説明会

象：就職希望の普通科・福祉科の 1 年生

対

（約 100 名）
募

集：15 社

象：就 職希望の工業科の１年生、機械
科・自動車科・電気科の 2 年生と

参加費：5,000 円

保護者（昨年度参加者は 2 日間延
べ 190 名）
募

インターンシップ受入

参加費：5,000 円

企業も同時に募集中
詳しくは案内チラシを
ご確認下さい

集：各日 16 社

詳しくは案内チラシ

申込はこちら！

をご確認下さい

申込はこちら！

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
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2021年・12月号

【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２日㈯から開講した、

「Kariya 創業スクール」は５日間の研修を行い、10 月 30 日㈯に修了いたしました。研修最
終日には、受講者による事業計画のプレゼ
ンテーションが行われ、本研修の成果を生
かしつつ、工夫を凝らした事業内容で発表

されました。各受講者の発表後には、開講
から創業に向けた心構えや独立開業のアイ
デア、マーケティングの基礎知識等をご指

導頂いた講師の神谷正仁氏が講評し、各受
講者に対して、事業化に向けた課題などに

ついてアドバイスをして頂きました。今後、
希望者には、神谷講師による個別相談の機
会を設け、きめ細かいアドバイスを展開し

受講者の発表の様子

講師の神谷講師による研修の様子

神谷講師と受講した皆様（一部受講者）

ていく予定です。

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。

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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西三河交流圏推進協議会

中部地方整備局・名四国道事務所・愛知県へ要望書を提出
西三河交流圏推進協議会として、西三河６商工会議所の会頭・専務理事が出席し、西三河地域の幹

線道路網整備促進に関する要望書を中部地方整備局、名四国道事務所（令和３年 11 月５日）
・愛知
県（令和３年 10 月 26 日）に提出致しました。
刈谷商工会議所は、重点要望事項として、
「名古屋三河道路の早期実現に向けた調査の促進、計画
の具体化及び重要物流道路の指定」を挙げ、名豊道路と知多地域を結ぶ激しい渋滞の緩和や平常時・
災害時を問わず、信頼性の高い広域幹線道路ネットワークの充実など、人とモノの流れの円滑化を図
るため、名古屋三河道路の早期実現について要望致しました。
また、名古屋岡崎線、都市計画道路豊田刈谷線、小垣江安城線等の整備促進についても併せて要望
しております。

お詫び

会報11月号での折込チラシの不備について

先月発行の会報 11 月号にチラシとして同封する予定でした「刈谷ＳＤＧｓアワードへの応募事業所募
集」の送付漏れがございました。会員事業所の皆様、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを心よ
り深くお詫び申し上げます。
なお、
「刈谷ＳＤＧｓアワードへの応募事業所募集」のご案内につきましては、今月号会報誌にチラシ
として折り込みしております。

【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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◆刈谷商工会議所会員様には
特別価格でご案内中！！

2021年・12月号

今後の講習会開催のご案内

刈谷商工会議所では、会員様に役立つ講習会を開催しています。

12/16木

14:00～16:00

１/12水

オンライン又は当所会議室で受講

経営に活かす
クラウドファンディング基本セミナー
講師：メンタルチャージＩＳＣ研究所㈱
代表取締役 岡 本 文 宏 氏

主な内容

◎クラウドファンディングの仕組み
◎クラウドファンディングのメリットやリスク
◎主なプラットフォーム（運営会社）の特徴
「CAMPFIRE、MAKUAKE等」詳細説明
◎成功事例や失敗事例 ◎成功するためのポイント
◎支援者へのリターンの考え方
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

14:00～16:00
当所会議室でのみ受講

人工知能(AI)が中小企業に与える衝撃

～中小企業は何を準備しなければならないか？
人に残されたものはなにか！？～
講師：匠習作技術士事務所 代表
イノベーションコンサルタント 匠

主な内容

習作

氏

◎人工知能にはなにができるのか
◎人工知能が製造現場で役立つことは何か
◎DX ってなに？
◎AI はDXとどんな関係？
◎技術上の特殊な転換点2045年問題とは？
※詳しくは、折込チラシ又はホームページをご覧ください。

※上記掲載の講習会は全て無料でご参加頂けます。お気軽にご参加ください。

【申込・問合せ先】刈谷商工会議所 中小企業相談所
ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０

かりや商人大学講座（１・２月開催分）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１・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。

初心者向け遺言書作成講座

人生100年時代の保険講座

自筆証書・公正証書による遺言の
特徴・長所・短所など、遺言書作
成の基礎を学びます。
日 時：１月 13 日㈭
14：00 ～ 16：00
講 師：宮田合同事務所
宮田幸泰 氏
参加費：500 円
持ち物：筆記具

現在加入の保険証券の内容確認の
方法や、今後を見据えた保険の選
び方のポイントについて学びます。
日 時：２月２日㈬
14：00 ～ 16：00
講 師：アクサ生命保険㈱
田中繁子 氏
参加費：500 円
持ち物：筆記具・保険証券

【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】 下記の受講申込書に①氏名 ②住所 ③電話番号 ④ FAX 番号 ⑤年齢 ⑥申込
講座名を記載の上、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。

年末調整指導会

愛知県信用保証協会 金融相談

時 】 １月11日火・12日水
《午前の部》９時～11時45分
《午後の部》13時～15時45分
１事業所15分 ※完全予約制
【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

【日

※予約制ですが、
進み具合によってはお待ちいただく場
合もございます。

【日

【日

労務相談（労務管理・労使紛争・年金等）
時 】 ２月９日水 13時～16時
１事業所１時間 ※完全予約制
【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。

時 】 12月14日火 13時30分～16時
１事業所30分 ※完全予約制
【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
時 】 12月15日水 10時30分～12時
１事業所30分 ※完全予約制
【場
所 】 刈谷商工会議所
【 相 談 員 】 日本政策金融公庫 担当者

下請受発注相談

【日

（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・問合せ先】 刈谷商工会議所 中小企業相談所

TEL：０５６６－２１－０３７０

マル経融資・新型コロナウイルス対策マル経融資のご案内
商工会議所の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・

無保証人でご利用いただける商工会議所独自の融資制度です。

マル経融資の条件

新型コロナウイルス対策マル経融資の条件

融資限度額

2,000 万円

融資限度額

返 済 期 間

運転

7 年以内（据置期間１年以内）

返 済 期 間

設備

10 年以内（据置期間２年以内）

融 資 金 利

1.21％（令和３年 11 月１日現在）

1,000 万円（マル経融資と別枠）
運転

7 年以内（据置期間３年以内）

設備

10 年以内（据置期間４年以内）

融 資 金 利

※一定の条件により当初２年間融資金利を 0.5％

左記の融資金利より当初３年間 0.9％引き下げ。

引き下げる貸付利率特例制度をご利用頂ける場

※一定の条件により当初３年間実質無利子となる

合があります。（設備資金のみ）

特別利子補給制度が利用できる場合がありま
す。

融 資 資 格

融 資 資 格

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）

左
 記の融資資格に加えて、新型コロナウイルス感

②刈谷市内で１年以上、同一事業を行っていること。

染症の影響により、最近１ヵ月間等の売上高又は

③当所の経営指導を原則６ヶ月以上受けていること。

過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。
）の平均売上高が

④所得税、県市民税その他の税の滞納がないこと。

前 3 年のいずれかの年の同期と比較して５% 以上

⑤日本政策金融公庫の融資対象であること。

減少していること。

⑥当所の推薦が必要です。
保証人・担保

不要

保証人・担保

【申込・問合せ先】 刈谷商工会議所 中小企業相談所
－8－

不要

TEL：０５６６－２１－０３７０
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小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）のご案内

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向き
な投資を行い、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みを支
援するものです。

上限金額 100万円

（補助率３／４）

《補助対象経費》①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費（オンラインによる展示会等に限る）
④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、⑩委託費、⑪外注費、
⑫感染防止対策費（※）
※補助金総額の１／４（最大 25 万円）が上限。緊急事態措置に伴う特別措置を適用する場合、補助金
総額の１／２（最大 50 万円）に上限を引き上げ。補助上限額 100 万円に上乗せして交付されるも
のではなく、感染防止対策費のみの申請はできません。

◎補助対象となる経費は、次のⅠ～Ⅴの条件をすべて満たす①～⑫の経費となります。

Ⅰ . 補助対象経費の全額が対人接触機会の減少に資する取組であること（※）
（⑫を除く）
Ⅱ . 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
Ⅲ . 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

※特例として、2021 年１月８日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として申請することが可能です。

Ⅳ . 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
Ⅴ . 申請する補助対象経費については具体的かつ数量等が明確になっていること
・対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用、移動販売車両の購入費用

対象 ・新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・ＤＭの作成・送付費用
となる ・新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料
経費例 ・インターネットによる受注システムの構築及び補助期間中のランニング費用

・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費

など

・既存事業の生産活動のための設備投資、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用
対象と ・目的外使用になり得る汎用性が高いもの（例：パソコン、タブレットＰＣ及び周辺機器）
ならない ・補助事業計画とは関係のない単なる自社紹介等に関するＨＰの構築・改修費
経費例 ・オンライン会議用サービスの利用に係る費用
・飲食店で店内提供する目的の新メニューの開発費 など

第５回申請締切

2022年１月12日㈬

本補助金の申請は、電子申請（Ｊグランツ）のみです。また、申請には「ＧビズＩＤプライムアカウント」が必要とな
ります。未取得の方は予め利用登録を行ってください。
※上記の掲載内容は、11月19日現在の情報を基に作成しています。最新情報は、小規模事業者持続化補助金のホー
ムページ（下記QRコード）にてご確認いただくか、刈谷商工会議所中小企業相談所までお問い合わせください

【問合せ先】刈谷商工会議所 中小企業相談所
ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０

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

－9－

最新情報はこちら

2021年・12月号

～ご存じですか？国が作った経営者のための退職金制度～

小規模企業共済制度のご案内

小規模企業（※）の個人事業主または会社等の役員の方が廃業や退職後の生活資金や事業再建資金
をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

※常時使用する従業員が 20 名以下（但し、宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業の場合は５名
以下）であること。

制度の特徴
①掛金は全額所得控除

月額 1,000 円～ 70,000 円まで、
500 円単位でいつでも
「増額」
「減額」
が可能で、
掛金の全額が
「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。

②受取時も税制メリット

共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」
、分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」と
なります。

③共同経営者も加入可能（１事業所２名まで）

個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者（※）も加入できます。

※配偶者等の事業専従者の方も、共同経営者の要件を満たせば加入できます。

④もしものときの資金繰りに

事業資金に困った場合、掛金納付月数により、掛金の 7 割～ 9 割の範囲内で貸付制度がご利用
できます。利率は貸付の種類により金利情勢等を踏まえて設定されます。

～もしものときの資金調達をしっかりサポート！～

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）のご案内
経営セーフティ共済制度とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥

ることを防ぐことを目的とした共済制度です。

制度の特徴
①掛金の税制優遇措置が受けられる
 掛金月額は 5,000 円～ 20 万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、
掛金を損金（法人の場合）
、または必要経費（個人事業主の場合）に算入できるので、節税効果
があります。
②掛金の 10 倍の範囲内で最高 8,000 万円まで借入れ可能（無担保・無保証人）
 共済金の借入れは、
無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となっ
た売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の 10 倍（最高 8,000 万円）
」の、いずれか少な
いほうの金額となります。
③一時貸付金制度も利用可能
 取引先事業者が倒産していなくても、臨時に資金が必要となった場合、解約手当金の９５％を
上限として融資を受けられます。

【申込・問合せ先】 刈谷商工会議所 中小企業相談所
－ 10 －

TEL：０５６６－２１－０３７０
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愛知県からのお知らせ

愛知県中小企業者等応援金について
愛知県では、緊急事態措置等による休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自
粛に伴い、売上が減少した中小法人、個人事業者、酒類販売事業者等に対して「愛知県中小企業
者等応援金（一般枠）及び ( 酒類販売事業者枠 )」を交付します。
種別

一般枠

酒類販売事業者枠
酒類製造・販売業免許を有する
中小法人・個人事業者等
交付対象者
中小法人・個人事業者等
（本店又は主たる事務所が愛知県にあること）
（本店又は主たる事務所が愛知県にあること）
1 対象要件
１ 対象要件
●休業要請・営業時間短縮要請を受けて休業 酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請等に
又は時短営業を実施している飲食店と直接 応じた飲食店と直接・間接の取引がある方
・間接の取引がある方
2 売上要件
又は
【上乗せ】
●不要不急の外出・移動の自粛による直接的 ●2021年8月・9月各月の売上が、2019年
な影響を受けた方
又は2020年の同月の売上と比較して50%
以上減少した方
2 売上要件
（国の「月次支援金（８月・９月分）

」の交
2021年7月・8月・9月のいずれかの売上
付が要件です）
が、2019年又は2020年の同月の売上と
主な
比較して30%以上50%未満減少した方
【拡大】
交付要件
●2021年8月・9月各月の売上が、2019年
又は2020年の同月の売上と比較して30%
以上50%未満減少した方
●2021年8月・9月各月の売上が、2019年
又は2020年の同月の売上と比較して15%
以上30%未満減少し、かつ2021年対象月
の前月の売上が2019年又は2020年の同月
と比較して15%以上減少した方
（比較年は各月でそれぞれ選択可）
2019年 又 は2020年 の7月・8月・9月 各 月
と比較した2021年同月の売上減少額

個人事業者

上限 1 5 万円
上限 7.5 万円

70% 以上
売上減少 15% 以上
90% 以上の方
割合が 70％未満の方 90％未満の方

まで

月ごと

交付額

中小法人

2019年又は2020年の8月・9月各月と比較
した2021年同月の売上減少額

月ごと

上限
60万円
上限
30万円

※詳細については、下記の特設サイトをご覧ください。
申請期間
特設サイト
コールセンター

2021 年 10 月 27 日㈬～ 12 月 10 日㈮
※郵送申請の場合、当日消印有効

https://aichi-chusho-ouenkin.com/next/

TEL：0120-100-476

受付時間：午前 9 時から午後 5 時（土日・祝日含む）
－ 11 －

特設サイト

まで

上限
40万円
上限
20万円

まで

上限
20万円
個人 上限
事業者 10万円
中小
法人

まで

（注）【一般枠】は、4月～6月分から制度を
変更し、月ごとに売上減少額を交付する制度
としました。
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刈谷市役所からのお知らせ

いいじゃん！刈谷！飲食店応援 食べにいこまいキャンペーン
新型コロナウイルス感染症の影響により売上げの減少が続く飲食店への支援とキャッシュレス
決済の拡大を図ることを目的として、市が対象とする３事業者のスマートフォン決済アプリ利用
時において、ポイントを還元するキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間 令和 3 年 12 月 1 日㈬ から 令和 4 年 1 月 31 日㈪まで
対象決済サービス au PAY（コード払い）
、ｄ払い、PayPay ※「ｄ払い」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

対

象

店

舗 各決済サービスに登録している市内飲食店
※詳細は各決済サービスのアプリにてご確認ください。
還
元
率 最大 20％（１円相当未満の端数は切り捨て）
※１回の決済あたり上限は 1,000 円相当まで、かつ、対象期間中の上限は各
決済サービス１月あたり 5,000 円相当まで
※ポイント付与には条件があります。詳細は各事業者のホームページにてご確
認ください。
新規導入検討時の問合せ先
au PAY
（電話番号／受付時間）0120-068-124 ／ 10:00 ～ 20:00（12 月 29 日〜 1 月 3 日は除く）
ｄ払い※
（電話番号／受付時間）0120-969-083

／ 10:00 ～ 19:00（土・日・祝日・年末年始を除く）
※ＮＴＴドコモから d 払い新規加盟店登録業務を委託されている株式会社ＮＬＮジャパンに繋がります。

PayPay
（電話番号／受付時間）0120-957-640 ／ 10:00 ～ 19:00（年中無休）※メンテナンス日除く
その他キャンペーンに関する詳細は、刈谷市ＨＰ（ＩＤ：１００７３３３）で確認できます。
【問合せ先】 刈谷市役所 商工業振興課

TEL：０５６６－６２－１０１６

みどり経営グループ
代表社員税理士

天野卓男

★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。

建築・塗装・防水・解体工事業

刈谷市幸町２-３-３

日建工業 株式会社

税理士法人

みどり経営

電話 0566-23-3240 FAX 0566-22-9544

みどり経営グループが運営するYouTubeチャンネル開設いたしました

みどり経営チャンネル

－ 12 －

〒448-0003 刈谷市一ツ木町 5-15-6

TEL：0566-23-3913
FAX：0566-22-0065

2021年・12月号

刈谷市役所からのお知らせ

補助金の申請お忘れではありませんか？
積極的にご活用ください！
申請期限：令和４年３月３１日まで（当日消印有効)までです。

「刈谷市飲食店感染防止対策支援補助金」について
市内飲食店におけるニューあいちスタンダード（通称「あいスタ」）の認証取得を促進し、
感染症対策の強化を図るため、認証取得に係る感染防止対策の経費を補助します。

補 助 対 象 事 業 者
市内に所在するあいスタ認証店を経営している法人又は個人

補 助 対 象 物 品
あいスタ認証取得のために購入及び設置した以下の物品
・手指消毒器
手指消毒器の例

・検温システム（体表温又は体温を計測するものに限る。
）
・蓋付き便座

・間仕切り（店内を区画するためのものに限る。
）

・飛沫飛散防止用のビニールカーテン又はアクリル板
・キャッシュレス決済端末（ソフトウェアを含む。
）
・セルフレジ

・自動扉

・自動水栓（蛇口）

・換気設備（網戸、換気扇、窓）
・二酸化炭素濃度測定器
・非接触式検知器 ( 体表温又は体温を計測するものに限る。）
・フェイスガード
・加湿器

・コイントレイ

・湿度計

検温システムの例

補助対象物品の購入期間 令和３年４月１日㈭からあいスタ認証を受ける日まで
補

助

金

額 １店舗あたり上限 10 万円（補助対象経費の 10 分の 10）

※消費税及び地方消費税相当額及び仮想通貨、クーポン、ポイント、金券又は商品券の利用
による支払額は除く

申 請 に 必 要 な 書 類 刈谷市ＨＰ（ＩＤ：１００８７９８）からダウンロード可
①

刈谷市飲食店感染防止対策支援補助金交付申請書（様式第１号）

②

実施報告書（様式第２号）

③

購入した物品の支払が確認できる書類等の写し（領収書、レシートの写し）

④

購入した物品の利用状況が確認できる写真等

⑤

あいスタ認証店の認証通知書の写し

申 請 書 送 付 先
〒 448-8501（住所記載不要）刈谷市役所

商工業振興課

工業振興係

宛て

【問合せ先】 刈谷市役所 商工業振興課 ＴＥＬ：０５６６－６２－１０１６
－ 13 －
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刈谷労働基準監督署からのお知らせ

「令和３年度 職場の年末安全衛生推進運動」について
愛知労働局管内の死亡又は休業 4 日以上の労働災害は長期的には減少傾向にありますが、平成
28 年以降は増加傾向となっています。
また、刈谷労働基準監督署管内の本年 10 月末日現在における死傷災害は 433 人（前年同期比
15.5％増）
、となっており、死亡災害は発生していないものの、労働災害の増加に歯止めが掛か
らない状況となっています。
労働災害を防止するためには、現場や作業の実態と関わる危なさを把握し、事業者が「基本」
を決め、労働者が定められた基本動作を守る、日々の「管理」が必要です。
愛知労働局、管下労働基準監督署は、年末の慌ただしい時期を迎えるにあたり、働く仲間が誰
一人ケガをすることなく明るい新年を迎えられるよう、本来の「管理」に今一度立ち戻ることを
提唱し、
「令和３年度 職場の年末安全衛生推進運動」を実施します。
■スローガン：「無災害

みんなで迎える

明るい新年」

■実施期間：令和 3 年 12 月 1 日～令和 3 年 12 月 31 日
■事業場における実施事項
●事業者の実施事項
・現場や作業の実態と関わる危なさの把握
・守るべき「基本」を定め労働者への徹底を図る
●労働者の実施事項
・定められた基本動作の遵守
「職場の年末安全衛生推進運動」の
要綱・パンフレット等はこちら

→

【問合せ先】刈谷労働基準監督署 安全衛生係（第二方面）
ＴＥＬ：０５６６－８０－９８４３
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

株式会社

だるま .

住所：愛知県刈谷市寿町 3 丁目 206 番地
電話：

0566-23-6789

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 □

2021年・12月号

刈谷税務署からのお知らせ

確 定 申 告×マイナポ ー タル
令和３年分確定申告からさらに広がる自動入力！

年末調整手続や所得税確定申告手続について、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類
のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となります（マイナポータル連携）
。

・詳しくは、
「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
・自動入力するためには、事前設定が必要となります。
・自動入力可能な証明書等は発行元がマイナポータル連携に対応している必要があります。
・国税庁ホームページの「マイナポータル連携特設ページ」でご確認ください。
・医療費について、令和３年分の確定申告では、令和３年９月から 12 月分の医療費通知情報（保険診療分）が令和４年２月上旬にマイナポータ
ルから取得可能となる予定です。
（令和４年分以降は１年間を通した医療費通知情報（保険診療分）が取得可能となる予定です。
）
。
・各種設定には、マイナンバーカード及びマイナンバーカード読取対応のスマートフォン（又は IC カードリーダライタ）が必要です。
・控除証明書等データがマイナポータル経由で取得可能となるには、STEP ４の設定後、数日要する場合があります。

今後、自動入力対象をさらに拡大していく予定です。

刈谷警察署からのお知らせ

触 媒 が 狙われています! !

触媒コンバーターが目的と思われるプリウスの盗難被害が急増し
ています。
刈谷警察署管内でも、
10月に入り自動車のドアハンドルの下に穴
を開けられる器物損壊被害が連続発生しました。
このような手口は、
自動車を窃取する際に用いられることもあり、
触媒コンバーターが目的の自動車盗難未遂の可能性もあります。
大切な愛車を守るため、
ハンドルロック、
タイヤロック、警報機な
どの盗難対策をしましょう。

触媒コンバーター

古物商の許可を持つ自動車解体業者が盗難車両を買い受
けていたという事案も発生しています。
「大量にマフラーを取り扱っている」
「 身分確認ができな
い」等不審な取引を見聞きした際は、警察への通報をお願い
します。
※盗難台数は、
自動車盗難のほか空き巣等で被害に遭った車両も
含めた手集計で、認知件数とは異なり、各月末時点での台数で
確定数ではありません。
（令和３年中）

お問い合わせは刈谷警察署生活安全課まで
－ 15 －

TEL0566-22-0110（代表）

2021年・12月号

2021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、改善も、依然として厳しさ続く
先行きは、回復への期待感広がるもコスト増に懸念

●全産業合計の業況DIは、▲28.9（前
月比+4.3ポイント）

●先行き見通しDIは、▲21.6（今月比+7.3ポ
イント）

動制限が緩和され、外食・観光関連のサービス業

復、年末年始の個人消費拡大への期待感が広がっている。一

では利用客の増加がみられた。製造業、卸売業で

方で、半導体不足や部品供給制約による業績への影響、資源

は飲食料品や電子部品関連が堅調に推移する一

価格の高騰、円安の進行、原材料費上昇分の価格転嫁の遅れ

方、半導体不足や東南アジアでの感染拡大を背景

による収益圧迫などへの懸念から、中小企業においては、先行

とした部品の供給制約による、生産活動への影響

きへの慎重な見方が続く。

緊急事態宣言等の解除を受けて、時短要請や行

活動制限緩和に伴う日常生活回復による、国内の観光需要回

が継続している。また、鉄鋼などの原材料費や、

※ＤＩ値（景気判断指数）について

原油価格を含む資源価格の上昇、最低賃金引上げ

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

に伴う人件費の負担増加など、幅広い業種でコス
ト増加が足かせとなっており、中小企業の業況改
善に向けた動きは厳しさが続く。

刈谷の業況・企業の声（産業別概況）
【建設業】

▲ 50.0（前年同月比）

新型コロナウイルスの影響で木材関係の建築資材が高騰しており業
況が悪化している（建設業）公共物件の受注が大幅に減少している
（塗装工事業）

30以上

10超える

10〜△10

△10超える

△30以上

凡例▶

【卸売業】

▲61.5（前年同月比）

働き方改革、最低賃金への対応。取引先の売上不振、またそれに伴
う仕入先の変更などの影響で業況が悪化している（米穀類卸売業）
新型コロナが落ち着きつつあるが、業務用の材料の値上ラッシュ
で、お店の方は売上が落ちている時に仕入材料が値上となり複合的

【製造業】

な要因で大変厳しい状況。お店の従業員の方もかなり動揺があり退

▲ 50.0（前年同月比）

自動車の生産台数が減少し、印刷物の出荷数も減少している（製本
業、印刷物加工業）客先減産による仕事量の減少、及び設備投資控
えにより仕事量が減少した（自動車・同附属品製造業）原材料の価
格上昇により利益を圧迫するも、改善により吸収し、苦しい状況で
はあるが大きな変動は無い見込（パン・菓子の製造業）

化している（建築材料卸売業）色々な所で食品や包装代などの値上
げがあり、販売単価に影響が出始めている。今後どのように転嫁す
るか判断が難しい（各種食料品卸売業）原油価格の上昇により、販
の工場一部休業の影響で業況が悪化している（他に分類されない卸
売業）

長期の自粛期間の為か、大手企業の外出規制なのか、人の出が著し
く以前より減少している（飲食業）コロナ禍により、コスト減とす
る企業と、今だから出来る「現場作業効率」や「お客様サービス内
容」の見直しを進める企業様がいらっしゃる。後者の企業様より相
談を受ける件数が増えている（ソフトウェア業）大手企業の自粛が
続き、飲食・サービス・旅客は大きな打撃を受けている（一般乗合
旅客自動車運送業）大手企業の減産による影響で業況が悪化してい
る（一般貨物自動車運送業）お客様は新型コロナウイルスの影響で
給料が減り、お金が無い為と代金の安いものを選びますが、実はお
金があっても先行き不安が大きすぎるせいではないか。これからコ
ロナ以前のような商売には戻れない（その他の生活関連サービス

○調査期間：2021年10月14日～20日
（刈谷回答数）建設業：14 製造業22 卸売業：13 小売業：10 サービス業：22

なってきたと感じる（飲食料品卸売業）品物が入荷せず、業況が悪

売価格、仕入価格に影響が出てきている（各種商品卸売業）得意先

【サービス業】 ▲13.6（前年同月比）

業）

社される方も多く、困っている店が多い。事業継続が困難な時代と

【小売業】

▲60.0（前年同月比）

新型コロナウイルスの影響により業況が悪化している（呉服・服
地・寝具小売業）新型コロナウイルスの影響により、当期来期につ
いて採算面で不安定の為、業況が不透明で予断を許さない（時計・
眼鏡・光学機械小売業）キーテナントが閉店した為その後の売上・
客数共に激減していて苦しい状況となっている（家具・建具・畳小
売業）

【全産業】

▲43.2（前年同月比）

全産業合計の業況ＤＩは、全国は▲28.9（前月比＋4.3ポイント）で
上昇。それに対し、刈谷は▲43.2（前月比-8.5ポイント）で業況Ｄ
Ｉは悪化。
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令和３年11月

会議所の主な活動報告

令和３年12月

会議所の主な会と催し

開催日
事
業
名
開催場所
8日㈪ 工業第一部会「南宮大社参拝」
岐阜県
刈谷モノづくり大学講習会
9日㈫
刈谷商工会議所
「スマホ時代に最適なホームページの作り方とＳＮＳマーケティングの基本」
11日㈭ 女性会臨時総会
刈谷商工会議所
15日㈪ 知立高等学校での企業合同説明会
知立高等学校
16日㈫ 業種別（菓子業）講習会
刈谷市総合文化センター
17日㈬ 日本政策金融公庫移動相談（１日公庫）
刈谷商工会議所
19日㈮ 税を考える週間行事「税務署によるインボイス制度についての説明会」「税理士によるなんでも相談会」 刈谷商工会議所
24日㈬ 常議員会・刈谷市との懇談会
刈谷商工会議所
25日㈭ かりや商人大学「介護予防について学ぶ講座」
刈谷商工会議所
26日㈮ 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

開催日
事
業
名
1日㈬ かりや商人大学大学院「カルトナージュ講座（１回目）」
刈谷モノづくり大学講習会
3日㈮
「コロナ禍における外国人雇用とアフターコロナを見据えた外国人雇用について」
6日㈪ 工業第二部会「山の神大祭」
7日㈫ 税務個別相談会
8日㈬ 青年部・女性会合同公開講演会「石原良純 大いに語る～気象・環境問題から家族の絆まで～」
9日㈭ かりや商人大学「知っておきたい正しい薬の飲み方・使い方講座」
10日㈮ かりや商人大学大学院「カルトナージュ講座（２回目）」
刈谷モノづくり大学講習会
14日㈫ 「～強い会社への挑戦！ “佰食屋”の常識を覆すビジネスモデル～逆境に負けない！強い中小企業の作り方」
愛知県信用保証協会金融相談
15日㈬ 日本政策金融公庫移動相談
16日㈭ 刈谷モノづくり大学講習会「“経営に活かす”クラウドファンディング基本セミナー」
17日㈮ かりや商人大学「松竹梅づくり体験講座」

新入会員のご紹介
ご入会ありがとうございます。

㈱中屋
㈱アシスト
真永工業㈱
こやき

事業所名

所在地
知立市
高浜市
半田市
板倉町

代表者名
青山 耕士
塚原 睦人
久松 貴裕
堀川 剛

（敬称略）

営業内容
住設機器販売・リフォーム
保険代理店
機械器具製造・設置工事業
飲食業
（令和３年10月１日～10月31日入会分）

グッドローム

（加藤労務管理）

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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不動産仲介業
売却・買取 土地 戸建 マンションなど

地域に密着

みかわライフ

TEL（0566）
25-3471
センチュリー 21の加盟店は、
すべて独立・自営です。

2021年・12月号

ＷＥＢセミナー無料配信中！ （刈谷商工会議所会員限定サービス）

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、
「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、600 以上の様々なジャンルを用意しております。セミナー動画は、ＰＣやスマホ等で視
聴頂けます。ただし、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。
当サービスのご利用希望の方は、下記の電話またはメールにて、事業所名・氏名・連絡先（電話番号
とメールアドレス）をお伝えください。刈谷商工会議所会員専用のログイン ID とパスワードを交付し
ます。

視聴人気ランキングＴＯＰ３
テーマ：事業再構築補助金セミナー
講 師：株式会社Ideal Works 代表取締役 中小企業診断士 井手 美由樹 氏
内 容：新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が、特定の業界、事業者に影響を及ぼしていま
す。そんななか、新たなチャレンジを検討されている事業者に向けて、事業再構築補助
金が新設されました。本セミナーでは事業再構築補助金の概要と、第１回公募の結果を
踏まえた、採択のポイントについてわかりやすく解説いたします。
（視聴時間：約67分）
テーマ：ウィズコロナ時代でも好かれて信頼される人のコミュニケーション力
講 師：あなたの心に火をつける 言葉コミュニケーション専門家 桑野 麻衣 氏
内 容：ビジネスパーソンに求められるのは、
「好かれる」ことと
「信頼される」ことを両立させたコ
ミュニケーション力です。一緒に仕事がしたい！と相手に思ってもらえるための３つの
「力」
とは？ビジネスにおいて必要な基本的な行動とは？ リモートワークでも活用できる考え方
や技術をわかりやすくお伝えします。
（公開期限：2022年１月31日）
（視聴時間：約75分）
テーマ：社会人としての心構え
講 師：株式会社ポールスターコミュニケーションズ 代表取締役 北 宏志 氏
内 容：社会人として求められる役割や行動をしっかり理解できていますか？また、自らを成長さ
せていくための努力や行動設定を行っていますか？日頃の勤務の中でつい怠ってしまって
いる点があるかもしれません。新入社員の方はもちろん、そうでない方も、社会人として
必要な心構えを確認していきましょう。
（公開期限：2022年１月31日）
（視聴時間：約87分）

【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
適正な不動産鑑定評価により
あなたの大切な資産をお守りします。
◆関係者間の不動産売買における時価把握
◆相続、贈与に係わる時価把握
◆担保不動産の価値評価
◆適正な地代、家賃の把握
◆企業会計における時価把握 , etc.

みつば不動産鑑定事務所
不動産鑑定士

お問い合せ

岡部 耕一郎

０５６６-５５-２００２

事務所／刈谷市銀座１丁目１２番地
Email： mitsuba-kantei@ktj.biglobe.ne.jp
HP： https://www.mitsuba-kantei.com
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