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デジタル化支援相談窓口を開設しました
～デジタル化・ＩＴ導入などでお困りの際はお気軽にご相談ください～

去る６月 13 日に刈谷商工会議所と
ＮＴＴ西日本は、刈谷市内の会員
事業者の経営基盤強化とデジタル
化推進に向けた連携協定を締結し、
「デジタル化支援相談窓口」を開設
しました。
相談案件に基づき、経営課題の解決に
最適なＩＴツールの選定やデジタル化
の導入・定着に向けサポートいたし
ます。
詳しくは、同封のチラシをご覧くだ
さい。

西日本電信電話株式会社
執行役員東海支店長 安部 真弘 氏

刈谷商工会議所
太田 宗一郎 会頭

こんなお悩み、ございませんか
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2022年・７月号

刈谷SDGｓアワード入賞企業のご紹介
（刈谷商工会議所主催）

藤久運輸倉庫株式会社

優秀賞 （住所：刈谷市宝町５－１）
代表取締役社長

久米 博明 氏

ＳＤＧｓ取組テーマ：健康経営への取り組み

右が久米社長
(左は商工会議所 太田会頭）

【当社紹介】
当社は製造業の集積地である刈谷市で創業から約 65 年間、多くの地元大手メーカー様のご愛顧

をいただいております。
資材調達から商品配送に至るまでの物流パートナーとして、お客様に寄り添いながら多くを学び、
成長することが出来ました。
首都圏と関西にも事業部を展開し、積極的に新しい物流ネットワークの構築に努めております。

【ＳＤＧｓの取組概要】
ＳＤＧｓへ取組むことが社会全体の共通課題として注目が高まる中、弊社では 2020 年 10 月に
「ＳＤＧｓ宣言」を行い、
「安全」
「環境」
「社会貢献」
「ＢＣＰ対策」を目標として定め、ＳＤＧｓ
達成に向けて取り組んでいくことを社内外へ公表しました。
【取組の目的や始めた背景】

ＳＤＧｓ宣言の 4 つの重点項目の中でも、運輸業を営む企業として輸送の安全を守るためには
健康起因事故防止への取組が重要であり、また健全な経営を保つには従業員の健康が必須で
あると感じ、健康経営への取組を強化することとしました。
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2022年・７月号

【取組の具体的な内容】
定期健康診断の実施はもちろん、要二次検診となった方の検査費用は全額会社負担として社員
の健康管理、早期治療が図れる様バックアップを行っています。
各拠点に血圧計を設置、毎日の点呼時に血圧測定を行い、その結果を産業医にも提供しモニタ

リングを行っています。
毎年インフルエンザ流行前には医師にご来社頂き集団で予防接種を受けており、希望される
ご家族や派遣社員の方にも接種を受けて頂いています。
50 歳到達時には節目健診として脳ＭＲＩ健診を受診頂くことに加え、帯状疱疹ワクチンを
接種された場合は会社が費用を負担、ドライバーの方は脳ＭＲＩ健診と隔年でＳＡＳ（睡眠時
無呼吸症候群）検診も受けて頂いております。

また女性社員の婦人科健診費用や配偶者の方の健康診断費用も負担するなど、従業員だけでなく
ご家族の方のサポートも行っております。
さらに健康経営優良社員表彰規定を制定し、全社員が健康経営を理解し参画出来るよう体制を
整え活動しています。

これらの「健康経営」への取組を発信すると共に、
愛知県より令和元年「あいち健康アワード」
、
2021 年、
2022 年の 2 年連続日本健康会議の「健康経営ブライト 500」認定を取得しました。

【今後の展望】

会社からのサポートに加え、従業員一人一人が自身の健康に関心を持つことが重要であると
考えております。

体力面でも精神面でも充実した状態で業務にあたることが出来るよう、増健活動の推進において
もサポート出来るよう努めてまいります。
具体的には心理的安全性を高める取組や、中高年の健康管理を強化するために節目健診を増やす
など、これからも従業員が健康への不安を感じることのないようにサポートを行います。
更に地域貢献につながる健康経営の実践も継続していきたいと考えております。
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若手経営者養成スクール開講
刈谷商工会議所では、刈谷市内の中小企業
の経営者・後継者・次世代幹部の方を対象に

第１講座

若手経営者養成スクールを６月２日㈭～ 30 日㈭

６月２日㈭
スクールは全５回で、経営を担う上で必要と 『経営戦略概論』

の毎週木曜の計５回にわたって開催しました。
される「経営戦略概論」、「リーダーシップ」、

「人材の採用と育成」
「
、経営と数字（計数管理）
」
、

講師：大木ヒロシ

氏

「イノベーションの必要性」の各テーマを、
講義や演習、参加者同士の交流を通じて学んで
頂きました。
参加者は 18 名、様々な業種の方の参加が

第２講座
６月９日㈭
『リーダーシップ』

あり、普段の業務等では接点のない方々も多く、
活発な意見交換がなされました。今回の研修
を通じて、経営者としての能力向上や、同じ
立場としての仲間づくりの一助となることが

講師：井村正規

期待されます。
次号の８月号で後半の講座の様子を報告
します。

第３講座
６月 16 日㈭
『人材の採用と育成』
講師：片桐由紀子

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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氏

氏

2022年・７月号

今後の講習会開催のご案内

日

デジタル活用による
業務効率化セミナー

中小企業のための
ＳＤＧｓ経営入門セミナー

時：８月23日㈫
セミナー 14：00〜15：30
個別相談 15：30〜（希望者のみ）

日

講

師：ＮＴＴ西日本ビジネスフロント
後藤 真弥 氏
受講料：無料
受講形式：当所会議室で受講

講 師：中小企業診断士 平澤 龍 一 氏
受講料：無料
受講形式：オンライン受講・当所会議室で受講
主な内容

主な内容
◎事務処理の自動化の進め方
◎事務処理の自動化のための「業務分析」

※詳細は、折込チラシ又はホームページをご覧ください。

◎ＳＤＧｓの概要
◎ＳＤＧｓ
（サスティナビリティ）を経営に
取り入れることのメリット、
ＳＤＧｓを
取り入れた企業の事例
◎ＳＤＧｓを経営に取り入れるためのプロセス

※詳細は、折込チラシ又はホームページをご覧ください。

メールマーケティング
基礎セミナー

10日間の短期集中講座
商業簿記講習会

日

時：９月７日㈬
セミナー 14：00〜15：00
個別相談 15：00〜（希望者のみ）

講

師：インハウスマーケティング実運用者・
Web解析士

時：８月26日㈮
14：00〜16：00

全並 沙梨 氏

受講料：無料
受講形式：当所会議室で受講

主な内容
◎メールを使った営業とは
（メールマーケティング）
◎運用に必要なポイント、実際の運営事例紹介
◎成果の出る情報の作り方
※詳細は、折込チラシ又はホームページをご覧ください。

日

時：８月18日㈭、22日㈪、29日㈪
９月 １ 日㈭、 ５ 日㈪、12日㈪、15日㈭
22日㈭、26日㈪、29日㈭
18：00〜20：00

講 師：中部会計専門学院 簿記担当講師
受講料：主催団体の会員 5,500円
非会員
11,000円
受講形式：当所会議室で受講
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
刈谷青色申告会
こんな方にオススメ
◎経理実務、財務のスキルを向上させたい方
◎これから簿記の勉強を始める方
※詳細は、ホームページをご覧ください。

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

無料相談会のご案内

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 】 ７月12日火 13時30分～16時
１事業所あたり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

時 】 ８月２日火 13時～16時
１事業所あたり１時間 ※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
【 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。

日本政策金融公庫 移動相談
【日

時 】 ７月20日水 10時30分～12時
１事業所あたり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

労務相談（労務管理・労使紛争・年金等）
【日

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。

時 】 10月12日水 13時～16時
１事業所あたり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。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、相談会等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

かりや商人大学講座（７・８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
７・８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。

仏壇・仏具のお手入れ講座
仏壇・仏具の取扱や綺麗に保つ
ための「お手入れ」について、
手順や頻度など具体的に学ぶ
ことが出来ます。
日 時：７月 29 日㈮
14：00 ～ 16：00
講 師：㈱杉浦佛壇店
代表取締役 杉浦 伸司 氏
参加費：500 円
持ち物：筆記具

パッチワーク制作講座
パッチワークの技法で、コー
スターを制作し、その楽しさ・
魅力について、分かりやすく
具体的に学べます。
日 時：８月５日㈮
14：00 ～ 16：00
講 師：はなはな
代表 岡山 史子 氏
参加費：1,000 円（材料費込み）
持ち物：筆記具・針・ハサミ

失敗しない!中古車の選び方・買い方講座
中古車購入を検討している方に、
中古車を選ぶ時の注意点・選ん
ではいけない車について学ぶ
ことが出来ます。
日 時：８月９日㈫
14：00 ～ 16：00
講 師：㈲アクロス
代表取締役 近藤 澄男 氏
参加費：500 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、
ハガキまたは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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お気軽に商工会議所をご活用ください！vol.4

【マル経融資（小規模事業者経営改善資金）】
マル経融資とは、小規模事業者経営改善資金の略称で、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。
マル経融資制度

新型コロナウイルス対策マル経融資制度
融 資 限 度 額 2,000 万円
1,000 万円（マル経融資と別枠）
運転資金 7 年以内（据置期間 １年以内）
運転資金 10 年以内（据置期間 ３年以内）
返 済 期 間
設備資金 10 年以内（据置期間 ２年以内）
設備資金 10 年以内（据置期間 ４年以内）
左記の融資利率より当初３年間 0.9％引き下げ
融 資 利 率 1.21％（令和４年６月１日現在）
左記の融資資格に加えて、新型コロナウイル
①常時使用する従業員が 20 人以下
ス感染症の影響により、最近１ヵ月間の売上
（商業・サービス業は５人以下）
②刈谷市内で１年以上、同一事業を行っていること 高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む）の平
融 資 資 格 ③当所の経営指導を原則６ヵ月以上受けていること 均売上高が前４年のいずれかの年の同期と比
④所得税、市県民税その他の税の滞納がないこと 較して５％減少していること
⑤日本政策金融公庫の融資対象であること
⑥当所の推薦が必要です
【運転資金】
●仕入資金、買掛金・手形決済資金
●外注費の支払い資金
左記と同様
資 金 使 途 ●給与・賞与等の諸経費の支払 など
【設備資金】
●工場・店舗の改装資金
●車両・機械の購入資金 など
※上記の融資利率は金融情勢によって変更する場合があります。
※審査によりご希望に沿えない場合がございますので、予めご了承ください。
【必要書類】

個人事業主の方

法人の方
前期・前々期の税務申告書一式
前年・前々年の青色申告決算書
（決算書、確定申告書、
( 収支内訳書 ) および確定申告書
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
所得税・事業税・住民税の
領収書または納税証明書

見積書・カタログ等
（設備資金の申込みの場合）

決算後６カ月以上経過の場合は
最近の残高試算表
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）

※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。

【相談から借入まで~ご融資の流れ~】
①相談
④審査
（審査会を開催）

②申込
（必要書類の提出）

⑤
へ金日
推融本
薦公政
庫策

③実訪調査
商工会議所

⑥日本政策金融公庫の
審査後、決定通知
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

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

－7－

刈谷ケアサービス
デイサービス
居宅介護支援
短期入所生活介護
認知症デイサービス

令和４年事業所拡大移転につき
リニューアルオープン

〈TEL 0566-61-2833〉
お気軽にご連絡お待ちしております

刈谷市小垣江町永田 123-1 番地
E-MAIL：kea-sakura@solid.ocn.ne.jp
HP：http://www.kariya-sakura.jp

2022年・７月号

小規模事業者持続化補助金（一般型）のご案内
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向
けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
【補助率・補助上限額】
類型
補

助

通常枠
率

2/3

補 助 上 限 50 万円

賃金引上げ枠

特別枠（新設）

2/3
（赤字事業者は 3/4）

卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠
2/3
200 万円

100 万円

追加申請要件
－
要件あり
※特別枠の追加申請要件は下記のQRコード（小規模事業者持続化補助金ホームページ）でご確認ください。
【申請対象者】
下記に該当する法人、個人事業者、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）常時使用する従業員の数 ５人以下
宿泊業・娯楽業、製造業その他

常時使用する従業員の数 20 人以下

※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は
含みません。また、特定非営利活動法人の要件や対象外の業種もありますので、小規模事業者
持続化補助金ホームページでご確認ください。
【対象となる経費】
補助対象経費科目
活用事例
①機械装置等費
製造装置の購入等
②広報費
新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトや EC サイト等を構築、更新、改修するために要する経費
④展示会等出展費
展示会・商談会の出展料等
⑤旅費
販路開拓（展示会等の会場との往復を含む）等を行うための旅費
⑥開発費
新商品・システムの試作開発費等（販売商品の原材料費は対象外）
⑦資料購入費
補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費
補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料
機器・設備のリース・レンタル料（所有権移転を伴わないもの）
⑩設備処分費
新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費
店舗改装など自社では実施困難な業務を第 3 者に依頼（契約必須）

※通 常の事業活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用（車・
オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等）や単なる会社のＰＲや営業活動に活用される広報
費用は補助対象外です。

【第９回申請締切】 ９月 20 日㈫ ※電子申請の場合は、23：59 まで。郵送の場合は、当日消印有効。
本補助金の申請には、当所発行の様式４（事業支援計画書）が必要となります。発行手続きには、
お時間を要しますので、ご希望の方はお早めにご相談ください。
※公募要領、申請様式等は下記のＱ R コード（小規模事業者持続化補助金ホームページ）から
ダウンロードできます。

【問合せ先】 刈谷商工会議所 中小企業相談所 ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０
持続化補助金ホームページ

－8－
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｢特定商工業者法定台帳」及び「負担金同意書」の提出のお願い
本年度も「特定商工業者法定台帳の提出のお願い」を対象事業者に6月に発送させていただきました
ので、ご協力宜しくお願いいたします。
ご提出いただいた法定台帳は当所にて整備・保管し、地域商工業者の実態を正確に把握する資料と
して有効に活用しています。
さらに、この法定台帳の作成・管理及び運用の経費にあてるため、特定商工業者の方々に必要最小
限度のご負担を刈谷市長の許可を得てお願いしております。 そのため特定商工業者の皆様にご同意
をいただくことになっております。当制度の趣旨にご理解を賜り、お手数ながら先に郵送させていた
だきました法定台帳及びに同意書に必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒にてご提出をお願い
申し上げます。
【特定商工業者とは】
毎年４月１日現在において刈谷地区に本・支店、営業所、工場を設けてから６ヶ月以上経過して
いる商工業者のうち下記のいずれかに該当する業者が特定商工業者として法律(商工会議所法)で
定められています。
①

資本金又は払込済出資総額が300万円以上の法人

②

営業所･工場等の従業員数が20人(商業・サービス業は５人)以上の事業所

【問合せ先】刈谷商工会議所 ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０
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
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

－9－
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消費税インボイス制度について同封の小冊子をご確認ください。
令和５年10月から消費税インボイス制度
（適格請求書等
保存方式）が始まります。
インボイス制度とは、適格請求書（以下、インボイス）
と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、
インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除
をできるようにする制度です。インボイスには、従来の
請求書の記載内容に加えて、登録番号や適用税率、税率
ごとに区分した消費税額等の記載が必要ですが、イン
ボイスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、
インボイス発行事業者としての登録と登録番号の発行を
受ける必要があります。
では、インボイス制度が始まり、登録申請をしないと、
どのようなことが起こるのでしょうか。
まず、自社がインボイスを発行できないと、販売先は
仕入税額控除ができません。消費税の負担が増えるため、
取引を見直す可能性があります。
また、仕入先がインボイスを発行しないと、その分の仕入税額控除ができないため、自社の消費税
負担が増える可能性があります。
こうした事態を避けるため、インボイス制度について、よく理解することが大切です。
本書ではインボイス制度について、多くの図解や計算例を示しながら、わかりやすく解説して
いますので、同封の小冊子をご確認ください。

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

－ 10 －

IATF16949,ISO9001＆14001

◆刈谷商工会議所会員様には
特別価格でご案内中！！

2022年・７月号

刈谷税務署からのお知らせ

e-Tax（データ）により提出する場合
→
刈谷税務署へ送信（従来どおり）
書面により提出する場合（窓口）
→
刈谷税務署総合窓口へ提出（従来どおり）
書面により提出する場合（郵送）
→
「業務センター刈谷分室」へ郵送
※書面の申告書・申請書等を、業務センターへ直接持ち込むことはできません。
名称
名古屋国税局業務センター
刈谷分室

所在地
〒 448-8522 刈谷市若松町一丁目 46 － 1
刈谷合同庁舎

旧 総合窓口
◯
1階

令和４年７月８日㈮まで

➡

対象署
刈谷税務署
豊田税務署

新 総合窓口
◯
２階

令和４年７月 11 日㈪から

刈谷警察署からのお知らせ

特殊詐欺の手口を知って財産を守ろう！
被害に遭われた方は、自ら看破した方と比べて、下記の傾向があることが判明

新たな手口を知らない

※新たな手口を知らない人の割合

犯行を自ら看破した人
被害者

キャッシュカードを新しいものに交換すると言い、
手渡しさせる手口
キャッシュカードを保管するようにと封筒に
入れさせ、すきを見て別の封筒とすり替える手口
有料サイトの未納料金等の名目として電子マネーの
購入やコンビニ決済をさせる手口
訴訟関係費用を名目としたハガキや、封書が届き
現金を送付させる手口
そもそも被害に遭わないと思っている
※令和２年の特殊詐欺被害者（397 名）及び犯行を自ら看破した方（84 名）の心理を比較

このほかにも、人を信用しやすい、孤独感が強いと言った方は被害に遭いやすい傾向にあります。

慌てず、電話を一旦切った後、家族等に確認の電話をしよう！！
不審電話防止装置の設置を検討しましょう！
お問い合わせは刈谷警察署生活安全課まで
－ 11 －

TEL0566-22-0110（代表）

2022年・７月号

愛知県職業能力開発協会からのお知らせ

ものづくりマイスター等の派遣先の募集について
愛知県職業能力開発協会技能振興コーナーでは、厚生労働省からの受託事業である令和４年度
「ものづくりマイスター」
等による実技指導の派遣先を募集しています。
製造業・建設業及びＩＴの職種で、高いレベルの技能、一定以上の
実務経験・指導力をもち、厚生労働省の認定を受けた「ものづくり
マイスター」や「熟練技能者」が、中小企業や工業高校等にお伺いして、
技能レベルの向上のため、若年技能者、生徒等の実技指導を行います。
指導内容は、ご要望に応じてコーディネートします。詳しくは、
技能振興コーナーにお問い合わせください。
対

象

費

用

募

集

中小企業の若年技能者及び工業高校等の生徒・学生
（原則２名以上）
ただし、令和３年度に利用実績のある企業及び工業高校等の学科は除く。
マイスターの謝金・派遣旅費等は原則として無料です。ただし、使用する材料費等は負担
していただく場合があります。
予算の上限に達し次第、締め切ります。

【問合せ先】

愛知県職業能力開発協会 技能振興コーナー
ＴＥＬ ０５２-５２４-２０７５
メール ginoushien@avada.or.jp

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

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

2022年・７月号

愛知県立岡崎高等技術専門校からのお知らせ

令和４年度スキルアップ講座の受講者の募集について

<講 座 名>
<内
容>
<日
程>
<応募期限>
<講 座 名>
<内
容>
<日

程>

<応募期限>
<受 講 料>
<申込み等>

mbedマイコン基礎
mbedマイコンを用いてマイコン制御の技能及びこれに関する知識の習得
８月20日㈯ ９：30～16：50
〔２日間〕
８月21日㈰ ９：30～16：00
７月21日㈭

機械系３DCAD基礎
（Inventor編）
３
 次元ソリッドモデリング機能やドラフティング機能を使用した設計・
製図の技能及びこれに関する知識の習得
９月17日㈯ ９：30～16：50
〔２日間〕
９月18日㈰ ９：30～16：00
８月19日㈮

スキルアップ講座
のご案内

２講座とも2,600円
講座の詳細と申込み、その他の講座については当校ＨＰから
https://www.aichivti.ac.jp/site/okazaki/skillup2022.html

【問合せ先】 〒４４４－０８０２ 岡崎市美合町平端２４番地
ＴＥＬ ０５６４－５１－０７７５ メール okazaki-senmonko@pref.aichi.lg.jp

刈谷発展の礎をつくった神谷傳兵衛さんをご存じですか？
明治大正期、近代日本の黎明期において、東の渋沢栄一、西の 〈記念展覧会〉 ９月４日㈰〜25日㈰
刈谷市中央図書館
五代友厚と並び称された三河出身の偉人です。明治維新後、三河
◆初日語り部公演◆
出身者は表舞台には立てない中、明治13年東京浅草に日本初の
出演／田中ふみ枝
バー「みかはや銘酒店（現・神谷バー）」、明治36年茨城県牛久に
国産初の本格的葡萄酒醸造所
「シャトーカミヤ
（現・牛久シャトー）
」
を創業するなど、日本のワイン産業の礎を築いたことから
「日本の
ワイン王」
と称えられています。
刈谷では三河鉄道の創設から支え救世主となります。東洋耐火煉瓦
(現在
「ｸｱｰｽﾞﾃｯｸ㈱」)を大野一造と創業し、刈谷の産業の祖となり、
ここからトヨタ７社の街へと刈谷は発展していきます。
今年が神谷傳兵衛さんの没後100年にあたり、刈谷の先人とその
詳しくはホームページ
Denbey-club.com
功績を始めて刈谷で紹介する展覧会が開催されます。
神谷傳兵衛

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 471148

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 □

2022年・７月号

2022年

５月

５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

業業況DI は、活動回復で個人消費が持ち直し、改善
先行きは、価格転嫁が追いつかず、厳しい見方

●全産業合計の業況DIは、
▲20.4（前月比+5.3ポイント）

●先行き見通しDIは、
▲23.6（今月比-3.2ポイント）

人の流れは回復に向かい、外食・宿泊関連のサービ

待感がうかがえるも、個人消費の停滞を不安視する声がサービ

ス業、百貨店・土産品販売等の小売業で業況が改善

ス業や小売業、卸売業を中心に多く聞かれた。また、長期化す

した。また、個人消費の回復により、卸売業も業況

るロシアのウクライナ侵攻や中国のゼロコロナ政策による資材

が改善した。一方で、資源・資材価格の高騰・供給

供給の乱れや、資源・資材価格の高止まりに企業の価格転嫁は

不足の長期化により、製造業は改善するもその動き

追いついておらず、業績悪化が懸念されており、先行きは厳し

は鈍く、建設業では業況悪化が継続した。資源・資

い見方が続く。

３年ぶりの行動制限のないゴールデンウイークで

需要喚起策や水際対策の緩和等でさらなる活動活発化に期

材価格の高騰スピードは速く、増加したコストに見

※ＤＩ値（景気判断指数）について

合う価格転嫁は行えていない。価格転嫁の遅れは引

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

き続き企業の収益回復の足かせとなっているもの
の、活動回復による個人消費の持ち直しに下支えさ
れ、中小企業の景況感は改善の動きが見られた。

刈谷の業況・企業の声（産業別概況）
【全産業】

【卸売業】

▲16.2（前年同月比）

全産業合計の業況ＤＩは、全国は▲20.4（前月比+5.3ポイント）で
改善。それに対し、刈谷は▲16.2（前月比+8.1ポイント）で業況Ｄ
Ｉは改善した。

【製造業】

30以上

10超える

10〜△10

△10超える

△30以上

凡例▶

▲60.0（前年同月比）

上海ロックダウン等、トヨタのサプライチェーンの混乱による売上面
での悪化や、当社の取扱商品の調達遅延等、新型コロナウイルスの
中国での感染拡大の影響が懸念され、業況が悪化する見込み（他に
分類されない卸売業）物価の上昇の価格転嫁に経費分（燃料費・人
件費・その他）がなかなか含められない慣習があり、業況が悪化し

▲ 13.6（前年同月比）

ている（米穀類卸売業）新型コロナウイルスの影響で売上はまだ従

自動車メーカーの試作部品製造が減少している（ 自動車、ガス部品

来通りではなく、80％位で止まっている。また、仕入単価の急激な上

製造）業界全体が好況の為、業況が好転している（セラミック製品

昇で採算が取れなくなってきており、かなり厳しい（飲食料品卸売

の製造）原材料費高騰でコストが増加し、採算が悪化する見込み。

業）新型コロナウイルスの影響により業況が悪化している（遊技機

また、卸売価格の上昇で商品価格も値上している（パン・菓子の製

の不正対策部品の製造、卸、販売）原材料等の値上げで原価が上昇

造および卸売業）

し、販売単価への転嫁が上手く出来るかが難しい。データベースで

【小売業】

管理出来るようなシステムにも取り組みたい。
（各種食料品卸売業）

▲33.3（前年同月比）

新型コロナウイルスの影響に加え、ウクライナ情勢により仕入単価
及び販売単価が上昇している影響で業況が悪化している（呉服・服
地・寝具小売業）カーテン生地等の仕入単価が上がっており、運賃
も上昇している。コストが上昇しているが販売単価をあまり上げる
わけにもいかず、利益が減少してきている（家具・建具・畳小売
業）新型コロナウイルスの影響、ウクライナ情勢、また様々な商品
の値上げに加え、水道光熱費の高騰が影響し先行きが厳しい状況で
ある（各種商品小売業）

【建設業】

▲ 9.1（前年同月比）

【サービス業】 4.5（前年同月比）
円安の影響が大きく、仕入単価が上昇し、利益率に影響をもたらし
ている（ソフトウェア業）
建築材料製品が15％～20％値上げされているのと、品不足も合わさ
り業況が悪化している（土木建築サービス業）ゴールデンウイーク
のお客様がコロナ以前まで戻ってきている。ただ、全体で考えると
企業でのレクリエーションがまだない分、売上が低下している。ま
た、仕入単価が上昇しており、利益率が低下している。（農業サー
ビス業）仕事量は変わらないが、全体として中止や延期になった物
件があり、売上が減少した（土木建築サービス業）まん延防止等重

事前に資金調達をしているので特に問題はない（空調機器施工･販

点措置が出ていないため、業況が好転している（一般乗合旅客自動

売･リース）

車運送業）
○調査期間：2022年５月16日～20日 （刈谷回答数）建設業：11 製造業：21 卸売業：11 小売業：9 サービス業：22
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2022年・７月号

令和４年６月

開催日

会議所の主な活動報告

事

業

名

2日㈭、9日㈭、16日㈭ 刈谷モノづくり大学講習会
23日㈭、30日㈭ 「若手経営者養成スクール（５回シリーズ）
」

開催場所

刈谷商工会議所

刈谷モノづくり大学講習会
「ＩＴ導入補助金２０２２概要セミナー」
8日㈬

刈谷商工会議所

労務個別相談会
10日㈮ 工業第二部会定期総会

刈谷商工会議所

デジタル化支援相談窓口連携締結式

刈谷商工会議所

サービス第二部会定期総会

刈谷商工会議所

15日㈬ 日本政策金融公庫移動相談

刈谷商工会議所

13日㈪

17日㈮

刈谷モノづくり大学講習会
「消費税インボイス制度対策セミナー」

刈谷商工会議所

20日㈪ サービス第一部会定期総会

刈谷商工会議所

24日㈮ 工業第一部会定期総会

刈谷商工会議所

30日㈭ 商業第一・第二部会合同定期総会

お肉のマルシェ 中王

令和４年７月
開催日

会議所の主な会と催し
事

業

名

開催場所

5日㈫ 源泉指導会
6日㈬

刈谷商工会議所

刈谷モノづくり大学講習会
「ハローワーク採用のポイント解説セミナー」

刈谷商工会議所

12日㈫ 愛知県信用保証協会金融相談

刈谷商工会議所

20日㈬ 日本政策金融公庫移動相談

刈谷商工会議所

20日㈬～22日㈮ 消費税インボイス制度対策個別相談会

刈谷商工会議所

29日㈮ かりや商人大学「仏壇・仏具のお手入れ講座」

刈谷商工会議所

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

（敬称略）

代表者名

営業内容

鍼灸 蓮の花

半城土中町

伊藤 熱子

鍼灸院

Le cocon

泉田町

大橋 菜美

美容業

㈱フジセイ

西境町

加藤 成人

設備据付業

㈱The ConnecTor

岡崎市

細井 敬佑

卸売業（紳士衣類、シューズ、アクセサリー）

プライベートエステサロン blue lien 天王町

渡部 由紀子 エステサロン
（令和４年５月１日～５月31日入会分）

当所では、新規会員を随時募集しています。お知り合いで非会員の方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。
また、入会のご案内や利用ガイドブック等を当所ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。

【問合せ先】 刈谷商工会議所 ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０
当所ホームページ
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2022年・７月号

刈谷商工会議所 議員改選のお知らせ
現議員の任期は、令和４年 10 月 31 日をもって満了となります。
これに伴い、議員の改選を行いますので、お知らせします。
⒈ 会議所議員の職務について
会員の中から代表として選ばれ、当所の最高意思決定機関である「議員総会」の構成メンバーと
して事業運営に参画して頂きます。地域を代表する総合経済団体として商工業の振興と社会の発展
を図る商工会議所の議員は、地域経済界の代表的存在であると言えます。
当所議員の定数は、定款ならびに選挙規約に基づき 110 名（内１号議員 62 名、２号議員 33 名、
３号議員 15 名）となっております。
１号議員 ・・・会員からの投票により、会員のうちから選挙によって選ばれます。
立候補者が議員定数を超えない場合は、無投票当選で決定します。
２号議員 ・・・業種によって分類された６つの部会から選任されます。
部会ごとの議員割当数は、各部会の会員数と会費口数により配分します。
３号議員 ・・・会頭が常議員会の同意を得て、会員の中から選任します。
※会員は、会費口数に応じた個数の選挙権を有します。
（上限 50 口）
特定商工業者は、各々１個の１号議員の選挙権を有します。
選挙権を行使するためには、選挙人名簿確定までに会費及び特定商工業者負担金の未納がない
ことが必要です。
⒉ 議員選挙および選任の日程
９月 29 日 ２号議員確定・告示
８月 ８日 ２号議員部会割当決定
10 月 ３日〜７日
９月 １日 １号議員選挙人名簿調整基準日
１号議員立候補届出期間
２日 １号議員選挙人名簿告示
11 日 １号議員立候補者確定
５日～ 28 日
17 日 １号議員選挙 投票日
２号議員選任期間（各部会総会）
19 日 １号議員当選人確定 告示
８日～ 12 日
28 日 常議員会 (3 号議員承認 )
１号議員選挙人名簿閲覧
28 日 臨時議員総会（役員選任）
20 日 １号議員選挙人名簿確定
（参考）役員も改選となります
役
 員（会頭・副会頭・専務理事・常議員・監事）も 10 月 31 日をもって任期満了となり、
10 月 28 日の臨時議員総会において選任されます。

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。
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