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かりや商人大学大好評開催中！

開催日：10月４日㈰
講　師：兵藤文男税理士事務所 兵藤 文男 氏
テーマ：相続税・生前贈与の事前対策

【今後の開催予定】

開催日：10月６日㈫
講　師：メナードマキシム雁が音 荒木 恵子 氏
テーマ：大人の女性の若返りメイク＆美容法

開催日：10月８日㈭
講　師：㈱鬼頭天昌堂薬局 鬼頭 佑介 氏
テーマ：薬の使用方法や除菌の仕方を学ぶ講座

開催日：10月13日㈫
講　師：㈱だるま カーブス事業部 本川 絵梨 氏　田中 桃華 氏
テーマ：すぐに役立つ！免疫力を高める実践講座

開催日時 テーマ 講　師
11月10日㈫ 野菜・果物の正しい見分け方講座 ㈱ニワ商店 丹羽 一夫　氏
11月18日㈬ 緊急時における安全な靴の選び方講座 おさだ With 店 長田 達郎 氏
12月01日㈫ 泥棒が好まない家づくり講座 ㈱近藤組 住宅事業部 安藤 直樹氏
12月04日㈮ 大人気！コケ玉作り講座 ㈱浅川信州造園土木 浅川 久美子 氏
12月09日㈬ 仏壇・仏具のお手入れ講座 ㈱杉浦仏壇店 杉浦 伸司 氏
12月16日㈬ 正しい参拝作法の習得講座 市原稲荷神社 小嶋 今興 氏

【お申込み・お問合せ先】
　刈谷商工会議所 ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０

詳細はこちら 申込はこちら
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2020年・11月号

補助対象事業者

補助対象事業

補助金額

特集１

　新しい生活様式に対応した事業活動を推進する事業者の経営を支援するため、事業転換又は感染症
の感染拡大防止対策を実施する市内事業者に対して補助金を交付します。
　※本制度において「事業転換」とは、既存事業以外の事業を開始し、又は既存事業における商品等
の販売方法、運営方法等の業態を変更することと定義しています。

補助金交付の対象となるのは、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者です。
　⑴　�市内に本店登記及び事業所を有する法人（大企業者は除きます）又は令和2年1月1日

及び補助金の交付申請をした日において市内に住所及び事業所を有する個人であること。
　⑵　�現に市内で事業活動を行っており（新型コロナウイルス感染症の影響により事業を休業

している場合を含む。）、かつ、今後も市内で事業活動を継続する意思があること。
　⑶　�代表者及び従業員が暴力団員（刈谷市暴力団排除条例（平成24年条例第8号）第2条

第 2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第1号に規定する暴
力団をいう。以下同じ。）もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

　⑷　市税を滞納していないこと。

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象事業者が市内の事業所において実施する事業転換
又は感染症の感染拡大防止対策に係る設備、物品等の整備を行う事業とする。
ただし、国、都道府県、市町村その他の機関から補助金等の交付を受け、又は受ける予定のあ
る設備、物品等の整備は対象になりません。
※令和2年4月1日以降に購入し、又は契約を締結した設備、物品等が対象となります。ただし、
領収書やレシートなど支払を証する書類の添付が必須となります。

補助金の額は、以下の補助対象経費の額の合計額に 2分の 1を乗じて得た額（円未満切捨て）
とし、50万円を限度とする。また、同一の補助対象事業者について申請は 1度限り。
　ただし、補助対象経費の額の合計額が 10万円未満の場合（補助金の額が 5万円未満の場合）
は補助金の交付対象になりません。

①�専ら移動販売若しくは宅配の用に供する自動車又は専ら宅配の用に供する原動機付自転車
の購入又はリースに係る費用
※リースに係る費用は３月分に相当する額
②所有する自動車を移動販売車に改造するために要する経費
③ウェブサイト、メニュー又は広告の作成に要する費用
④のぼり又は看板の作成に要する費用
⑤容器の購入に係る費用

※�汎用的に使用できるもの及び既存の車両・機械・設備の増設や更新、自動車、自転車の購入費用は補助対
象経費になりません。

刈谷市事業転換促進支援補助金

★事業転換
①テイクアウトサービス又はデリバリーサービスの実施

刈谷市補助金を活用し、
事業転換・感染症対策を実施しよう！
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2020年・11月号

設備の購入に係る費用（設置費用を含む）
　ア　�検温システム（体表温又は体温を計測する

ものに限る）
　イ　自動水栓
　ウ　窓、網戸、換気扇等の換気設備
　エ　�フロアサイン（客、利用者等の身体的距離

を確保することを表示したものに限る）
　オ　間仕切り
　　　（事業所内を区画するためのものに限る）

物品の購入に係る費用
　ア　非接触式検知器
　　　（体表温又は体温を計測するものに限る）
　イ　空気清浄機
　ウ　除菌機器
　エ　�飛沫飛散防止用のビ

ニルカーテン、アク
リル板又はフェイス
シールド

※感染症の感染防止対策において汎用的に使用できるものは補助対象経費になりません。

※詳細は、別紙チラシをご参照ください。

例）マスク、消毒液等の消耗品の購入費用、感染症の感染防止対策を講じたことによる増加した光熱水費等

★感染症の感染拡大防止対策の実施

上記以外の感染症の感染拡大防止対策に係る費用については、下記の問合せ先にてご確認ください。

🆀　移動販売車として利用する予定で自動車を購入したが対象になるか？
🅰　移動販売車として専用で使用することが確認できるような車内の改造、会社名のラッピング等を施す
などしたうえで申請してください。

🆀　デリバリーを行う目的で自転車（バイク）を購入したが対象になるか？
🅰　汎用性の高い自転車は対象になりません。バイクも宅配用としての専用で使用することが確認できる
ものが対象となります。宅配するために必要な改造を施すことや、荷台を設置するなどした上で申請
して下さい。

🆀　宅配販売用の車両は対象になるか？
🅰　過去に宅配販売を行っておらず、事業転換により新たに導入する場合は対象となります。ただし、使
用の用途が宅配専用としているものに限ります。

　　例）飲食店を経営していたが、仕入れのノウハウを活かして鮮魚の宅配販売を開始した場合の車両

問合せ先：刈谷市商工業振興課　TEL：０５６６－９５－００１３

【よくある質問】（一部抜粋）

①ＥＣサイト上への出店に係る登録費用（初回の登録に係るものに限る）
②ＥＣサイトの作成に要する費用
※�ホームページ全体の更新費用、システム導入に係る月毎の運用経費等は
補助対象経費になりません。

①ソフトウェアの購入に係る費用（設置費用を含む）
②ウェブカメラ、マイク又はスピーカーの購入に係る費用
※�パソコン・タブレット・プリンター・携帯電話の購入費用は補助対象経費になりません。

機器の購入又はリースに係る費用（設置費用を含む）
※リースに係る費用は３月分に相当する額�

機器の購入又はリースに係る費用（設置費用を含む）
※リースに係る費用は３月分に相当する額�

②電子商取引の実施

③オンラインによる授業又は講座の実施

④セルフレジ又はキャッシュレス決済の導入

⑤既存の事業以外の事業の実施
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補助対象事業者

補助対象事業

補助金額

特集２

　新しい生活様式に対応し、事業の継続及び雇用の維持を図る事業者を支援するため、働き方転換に
係る就業環境の整備を行う市内事業者に対して補助金を交付します。
　働き方転換：本制度において働き方転換とは、テレワーク、時差勤務、会議のオンライン化等の働
き方を導入することと定義しています。

補助金交付の対象となるのは、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者です。
　⑴　�市内に本店登記及び事業所を有する法人（大企業者は除きます）または令和 2年 1月

1日及び補助金の交付申請をした日において市内に住所及び事業所を有する個人である
こと。

　⑵　�現に市内で事業活動を行っており（新型コロナウイルス感染症の影響により事業を休業
している場合を含む。）、かつ、今後も市内で事業活動を継続する意思があること。

　⑶　�風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）第 2
条第 1項、第 5項、第 11項又は第 13項に規定する営業を営む者でないこと。

　⑷　�代表者及び従業員が暴力団員（刈谷市暴力団排除条例（平成 24年条例第 8号）第 2
条第 2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第 1号に規定する
暴力団をいう。以下同じ。）もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

　⑸　市税を滞納していないこと。

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象事業者が市内の事業所において実施する次の事業
とする。「テレワークの導入」「会議のオンライン化の実施」「就業規則等の改訂」
ただし、国、都道府県、市町村その他の機関から補助金等の交付を受けた、又は受ける予定の
ある備品等の整備は対象にできません。
※令和 2年 4月 1日以降に購入し、又は契約を締結した事業が対象となります。ただし、領
収書やレシートなど支払を証する書類の添付が必須となります。

補助金の額は、以下の補助対象経費の合計額に 2分の 1を乗じて得た額（円未満切捨て）とし、
50万円を限度とする、ただし、同一の補助対象事業者について申請は 1度限り。

⑴　次に掲げる備品等の購入又はリースに係る費用　
※リースに係る費用については、3月分に相当する額を限度とします。
　ア　パーソナルコンピュータ（附属品を含む）　イ　タブレット型端末（附属品を含む）
　ウ　スキャナー　エ　ウェブカメラ　オ　マイク　カ　スピーカー　キ　ソフトウェア
　ク　サーバー　ケ　VPNルーター　コ　無線 LAN
⑵　情報通信ネットワーク環境の構築作業に要する費用

刈谷市働き方転換促進支援補助金

①テレワークの導入

刈谷市補助金を活用し、
働き方転換への対応を図ろう！
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次に掲げる備品の購入に係る費用
　⑴　ウェブカメラ　⑵　マイク　⑶　スピーカー

社会保険労務士等に対する改訂業務の委任に要する費用

※詳細は、別紙チラシをご参照ください。

【補助対象にならない経費】

②会議のオンライン化の実施

③就業規則等の働き方転換に係る改訂

🆀　テレワーク実施済みだが、パソコンを追加で購入した場合の費用は対象か？
🅰　本制度においては、働き方転換によるテレワークの「導入」に係る費用を対象にしていますので、
既にテレワークを実施しており、設備の追加購入等については対象になりません。�

🆀　オンライン会議用のウェブカメラ付きパソコンは対象になるか？
🅰　本制度においては、働き方転換による会議のオンライン化の「導入」に係る費用を対象にしていま
すので、既存のパソコンにおいてオンライン会議を実施するためのウェブカメラ、マイク、スピー
カーの周辺機器が対象となります。

🆀　購入したパソコン等の備品はテレワーク以外でも使用していいか？
🅰　事業所用のパソコン等の備品の買い増しの場合は補助金の交付はできません。テレワークの導入の
ために購入したものであり、かつ、テレワークを実施したことが確認できる書類により確認させて
いただきます。

※働き方転換において汎用的に使用できるものは補助対象経費になりません
　インターネット回線利用料（通信料）・システム導入に伴う毎月の運用経費（コミュニケーショ
ンツールや管理ツールの利用料や保守費用等）のランニングコスト・汎用性の高い事業所用のパソ
コン、プリンター等・テレワーク実施のためのサテライトオフィス等の利用料（賃料等）・スマー
トフォン・事務用品購入費用・ラック、机、椅子等の什器購入費用

問合せ先：刈谷市商工業振興課　TEL：０５６６－９５－００１３

【よくある質問】（一部抜粋）

税理士法人笠松&パートナーズ　　　税理士法人笠松&パートナーズ　　　税理士法人笠松&パートナーズ　　　

since1965新規開業 ( 会社設立または
個人青色申告 ) の悩み解決
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
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

私たちは企業参謀をめざします

※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

★病院・空港・駅への送迎
★買い物・墓参り
★観光・旅行のお供

笑顔があふれだす

OKです
市のタクシーチケット
利用できます

無料です
同乗される付き添いの方介護職員初任者研修

修了者が訪問します

何でも対応
ストレッチャー、
車イスあります

安心です

（株）弘伸運輸 刈谷市東新町5-209 □時 8：00~17：00（応相談）□営月～金、祝日（土日は応相談）
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補助対象事業者

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

特集３

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による緊急事態において、事業者の事業の継続を可能とし、
地域経済の停滞を防ぐこと及び事業者の経営基盤の強化を図ることを目的として、BCP の策定又は
改訂を行う市内の中小企業者に対して補助金を交付します。

補助金の交付の対象となるのは、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業者です。
　⑴　�補助金の認定の申請をした日及び補助金の交付の申請をした日において市内に本店登記

（法人の場合に限る。）及び事業所を有する中小企業者であること。
　⑵　�現に市内で事業活動を行っており（新型コロナウイルス感染症の影響により事業を休業

している場合を含む。）、かつ、今後も市内で事業活動を継続する意思があること。
　⑶　�風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）　　　

第 2条第 1項、第 5項、第 11項又は第 13項に規定する営業を営む者でないこと。
　⑷　�代表者及び従業員が暴力団員（刈谷市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 8 号）　　　

第 2条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第 1号に規
定する暴力団をいう。以下同じ。）もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でない
こと。

　⑸　市税を滞納していないこと。

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象事業者が BCPを策定し、又は改訂する事業とする。
ただし、感染症の感染拡大による緊急事態における計画が含まれるものに限る。
　また、国、都道府県、市町村その他の機関から補助金の交付を受け、又は受ける予定のある
BCPの策定又は改訂は補助対象事業になりません。
※令和 2年 4月 1日以降に業務委託契約を締結する BCPの策定又は改訂が対象となります。

補助金の交付の対象となる経費は、BCP を策定し、又は改訂する事業に係る業務の委託に要
する費用（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする。
※令和 2年 4月 1日以降に業務委託契約を締結する BCPの策定又は改訂が対象となります。

補助金の額は、補助対象経費に 2分の 1を乗じて得た額（円未満切捨て）とし、50万円を限
度とする。ただし、同一の補助対象事業者について申請は 1度限り。

刈谷市事業継続支援補助金

刈谷市補助金を活用し、
感染症対応BCPを策定しよう！

※詳細は、別紙チラシをご参照ください。

問合せ先：刈谷市商工業振興課　TEL：０５６６－９５－００１３
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刈 谷 商 工 会 議 所  中 小 企 業 相 談 所
TEL：0566－21－0370

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。

マル経融資
固定金利1.21％
融資の条件

融資限度額 ２,０００万円
返 済 期 間 運転資金    ７年以内

設備資金 １０年以内
融 資 金 利 1.21％（2020年10月1日現在）

保証人・担保 不要

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）
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

①相談

相談から借入まで～ご融資のながれ～

②申込
（必要書類の提出）

③実訪調査

④審査
（審査会を開催）

策
政
本
日
⑤

庫
公
融
金
　

薦
推
へ
　

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

⑨返済開始
日本政策金融公庫

商工会議所

申込者

お申込み・お問合せ

無担保、無保証、低金利の３拍子揃った融資制度！

私たち経営指導員にお気軽にご相談ください！
市古由美 杉浦恭章 伊藤良太 安達拓也 大毛陽介
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刈谷市内で申請が急増中！今回が申請のラストチャンス！（12/10〆切）

小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉
～コロナ禍で行う販路開拓（売上拡大・新規の集客）を後押し～

小規模事業者持続化補助金を一文で説明すると…

補助金の採否については事業（取り組み）の有効性などの観点から全国審査があります。また、補助金申請に必要な書類も
すぐに揃わないものもありますので、申請を検討される方は、締切までに十分な余裕をもって、お早めにご相談ください。

5名の経営指導員が補助金申請をサポートします！
★持続化補助金申請の最難関、「経営計画書（様式2）」作成の進め方について刈谷商工会議所からアドバイス

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です。

（記載項目）
1.取組の投資類型の選択
2.事業概要
3.新型コロナによる影響
4.今回の事業名
5.今回取り組む内容
6.本補助金が経営上に
　もたらす効果

この補助金は名称にもある通り、「持続的発展」を目指すためのものです。
つまり、中長期的な業績拡大には、どういう課題があるのか、今何が足りて
いないのかを明確にし、それを今回の補助事業に結び付けるための「ストー
リー」として申請書に記載します。そのために、自社の状況、市場性や強み、
投資効果などをしっかりと伝えましょう。

まず、コロナ特別対応型の申請では、上記A～C類型のうち、いずれかに関連する
取組（経費）を6分の1以上、含む必要があります。これまで当所でご相談を受けて
いると、B類型での申請が最も多いようです。例えば、飲食店ですと、デリバリーや
テイクアウトなど色々な取組が考えられますね。

読み手（審査員）の視点にたって作成することを意識してみてください。
審査員は、公募要領記載の『審査の観点』に基づき、審査を行います。
よって、審査項目ごとに記載することなどを意識してもらえると、
読み手にとってわかりやすい経営計画書になります。

読み手にわかりやすくするには、文中に「写真や図表」を入れたり、「小見出し」
を入れて後述の概略が一目で掴めるよう工夫したり、重要箇所を強調すること
も有効です。審査員は山ほどの申請書を見ます。文章ばかりの申請書ではなく、
「読み手に伝わる、読み手に優しい、いわゆるデザイン性のある申請書」にする
ことも心がけると良いです。

経営計画書を書くためには、記載例に沿うだけでなく、書式の意図として
「内部環境と外部環境を踏まえた経営戦略・方針」を記載する、といった
「書き方のルール」が存在します。その代表的な手法として、ＳＷＯＴ分析
というものがあり、採択されている申請書は、必ずと言っていいほど、この
視点を置いて、内容が書き進められています。

指導員
市古

指導員
杉浦

指導員
伊藤

指導員
安達

指導員
大毛

A.サプライチェーンの毀損への対応
B.非対面型ビジネスモデルへの転換 C.テレワーク環境の整備

今年度受付締切　2020年12月10日㈭【第５回受付】

補助事業内容

上限 補助率 または

ECサイト構築、デリバリー用の設備導入、オンラインサロン開始等

コロナ特別対応型
100 万円 2/3 3/4

具体例

➡詳細は 日本商工会議所 持続化補助金 コロナ

今年度受付締切　2021年２月５日㈮
【第４回受付】

売上アップに関連する事業全般
補助事業内容

上限 補助率

チラシ･ホームページ作成、店舗改装等

一般型
50 万円 2/3

具体例

➡詳細は 日本商工会議所 持続化補助金

コロナ型のみ急遽、
第５回受付が新設
されました。（これが
最終回となります）

会社および個人事業主であり常時使用する従業員の数が一定以下の商工業者

卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外）
サーｰビス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他

５人以下
20人以下

別で一般型も
あります。

対象事業者
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★持続化補助金で対象になる事業 (取組 )のイメージ

★持続化補助金の申請に“チャレンジ”する流れ（刈谷管内の事業者の場合）

今年度の公募で採択された事業者の声（事例：コロナ特別対応型）

チラシ作成 販促品 PR 店舗改装 展示会・商談会
への出展

新商品の開発 [コロナ対応]
内製化の設備
ECサイト
デリバリー
WEB会議　等

SALE
ショーケースや
冷凍冷蔵庫等

ネット販売システ
ムの構築・ウェブ
サイトの作成

等々

　　ウィズコロナと時代の先を見据えた取組への投資
激戦のスイーツ界で話題を生むお菓子を！
新商品開発とネット強化でチャンスを掴む

　　“ コロナで立ち止まった ” ことをプラスにとらえる！
ホームページ作成で新たな個人客獲得と
非対面型販売による安心感の獲得へ

株式会社Ｒａｚｒｙ
屋号：Pâtisserie Lazry（ラズリー）
代表取締役　村松 閲造 氏

株式会社コスモツーリストインターナショナル
（旅行業）
代表取締役　近藤 祐史 氏

この地域の皆様の日頃のご支援のおかげをもち 5年
目を迎えました。当店は品質管理を徹底し、バターや
卵、小麦粉など素材の特性を熟知して「優しい素材を
生かしたお菓子を、手作りで、多彩に揃える」ように
努めています。一方で、当店がどんなお店かを知って
頂くため、ＨＰや SNSでも新商品などの耳寄りな情
報を発信していて、ネットを見て初めて注文される方、
遠方から興味を示して下さる方も多いです。この機会
をきっかけに、商品企画力を活かしつつ、生産性を更
に整えて、ネットでも便利に商品をお求めやすい販売
サイトを作り、次の 5年を見据えた店づくりに励ん
で参ります。

２００６年の設立以来、三河地区の企業様を中心に海
外出張のお手伝いや外国人実習生の帰国等の手配を
行っています。旅行業界はコロナによって大きな打撃
を受けました。多忙な日々から一転多くの仕事が無く
なる中、この時間を有効に使うべく、持続化補助金へ
チャレンジしました。
これまでのお客様とオンラインで繋がれるように、そ
して法人だけでなく個人のお客様も獲得できるような
ＨＰを作りたいと思い、慣れない申請書作成もアドバ
イスを受けながら何とか終え、無事に採択をいただき
ました。コロナの影響は大きいですが、ピンチをチャ
ンスと思い乗り越えたいと思います。

❶分からない点などについて商工会議所（TEL.0566-21-0370）に問い合わせる。
❷持続化補助金の特設サイトを確認してみる。
　（公募要領・申請書ダウンロード・必要書類・提出方法の確認など）
❸まずは、自身で補助金の申請内容・経営計画を考える。
❹�商工会議所の指導員や専門家などに第三者的に、申請・計画内容について相談する。
　（記載した経営計画書[下書き可]などを持参すると良いです）
❺�申請書類が一式、完成したら、商工会議所に問い合わせ、支援機関発給書類
　（※注��任意の場合あり）を依頼したり、書類確認を行う。
❻すべての必要書類を揃え、自身でネット申請or送付により応募する。
❼締切から約２か月後（※注��前後する場合あり）、採択可否が発表・通知される。
❽原則、採択・交付決定後に補助事業を実施し、補助金が交付される。
（※注��コロナ特別対応型のみ、概算払い、遡及適用の一定条件あり）

日本商工会議所
小規模事業者持続化補助金
特設サイトへアクセス

【刈谷商工会議所の地区の方】

コロナ特別対応型（上記）

一般型（上記）

設備・
ECサイト

HP
(ECサイト)

検索エンジンに
「補助金名＆型」
を入れて検索。
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『相続税・生前贈与の事前対策』
について解説！

大人の女性の若返りメイク＆美容法講座

兵藤文男税理士事務所�所長　兵藤�文男�氏

メナードマキシム雁が音
　　　　　　オーナー　荒木�恵子�氏

　かりや商人大学講座“第一弾”となる今回は、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、『相続税・生前贈与の事前対策』と題し、10月４日㈰当所２階大ホールに於
いて定員の２倍を超える34名の参加により開催致しました。
　講座の前半では、約40年ぶりに大改正された相続法（遺産分割制度及び遺言制度、遺留分制度
に関する見直しなど）の解説や失敗しないための『上手な賢い相続対策のポイント』などについ
て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になる理由』『名義人が幼児のころに設定された預金』

『相続開始後に自宅金庫を開けたら出てきた家族名義預金』『子供のお年玉を親が預金していた旨
の主張の当否』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形式で解説いただきました。
　参加者からは、『身近な事例で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。また兵藤先生の話を聞きたいです！』
『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。』『今まで知らなかった新しい知識を沢山得ることができ
て大変参考になりました。』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。

　毎日当たり前のようにメイクをする大人の女性たちですが、基本のファンデーションの選び方
や使い方など「今さら聞きにくい」とお悩みの声も多く聞かれます。
　そこでメナード歴16年で「メナードマキシム雁が音」オーナーの荒木恵子氏を講師にお迎え
し、『大人の女性の若返りメイク＆美容法講座』を刈谷商工会議所にて10月６日㈫に開催致しま
した。
　当日は40代から70代までの11名のご参加をいただ
き「ファンデーションを塗る前のお肌の整え方」や

「自分の肌色に合ったファンデーションの選び方」、「眉
の書き方などのポイントメイク」などを学んでいただ
きました。
　先生の指導に耳を傾けながら実際に自分でメイクを
していただいたり、メイク法のポイントなどをご教授
いただき、参加者からは「丁寧に教えていただきわか
りやすかった」「ポイントメイクをするのが楽しみに
なりました」など喜びの感想を多数いただき、笑顔が
溢れる華やかな講座となりました。

34名の方々にご参加いただきました。
参加者は熱心な表情で受講していました。

参加者の方にモデルになっていただき
メイクのポイントをご教授いただきました
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　1992年米国テキサスの小さな町に誕生した『カーブス』は、多くの女性に支持をされ、全米に
広がり、やがて世界に広がり、日本にもやってきました。
　今年も、株式会社だるま カーブス刈谷エルシティ店の本川絵梨コーチ、田中桃華コーチを講師
にお迎えし『すぐ役立つ！免疫力を高める為の実践講座』が、10月13日㈫参加者12名により当
所ホールに於いて開催されました。
　講座では、「初心者でも体力や運動能力に自信のない人」でも、手軽に無理なく参加できるよう
参加者全員の血管年齢を計測し、筋力をチェックすることからスタートしました。
特に、健康に年齢を重ねるための「筋肉の重要性」や、年齢と共に失われていく筋肉をつける為
には筋トレしかないという「筋トレの重要性」など、様々な悩みを抱えた女性が健やかに生活し
ていくために必要な情報を具体的に親切に教えて戴きました。
　参加者からは、「筋肉が大変不足していることがわかり、運動の必要性を感じました」「筋肉を
つけることの大切さがわかっ
た」「筋トレを実践したいと思
います」などの感想を頂き、
ソーシャルディスタンスを保
ちながらも楽しい雰囲気の講
座となりました。

“薬の使用方法”“コロナ感染症対策”について解説！
株式会社鬼頭天昌堂薬局
　代表取締役社長

鬼頭�佑介�氏
　薬剤師

　大久保�健吾�氏

　今回の講座は、業歴 114 年の老舗薬局の株式会社鬼頭天昌堂薬局 代表取締役社長 鬼頭 佑介 氏、
薬剤師 大久保 健吾 氏。薬剤師 祖父江 結希 氏を講師にお迎えし、「薬の使用方法や除菌の仕方（感
染症対策）を学ぶ」と題し、10月８日㈭当商工会議所２階大ホールに於いて 15名の参加により
開催致しました。
　講座の前半では、「薬を飲むときの心得」や「かかりつけ薬局・薬剤師の活用」、「薬のポイント」
をテーマとし、処方された薬や市販薬の使用方法について詳しく解説いただいた。
　また、後半では、新型コロナウイルス感染症対策の４つのポイン
ト（①手を洗う　②まき散らさない　③ウイルスを除去　④免疫力
を落とさない）について具体例を踏まえて解説いただいた。
　参加者からは、「大変、参考になり、勉強になりました」感想を頂
き、コロナ禍で健康に暮らす良きアドバイスを伝授頂き、大好評の
講座となった。 皆様、熱心な表情で受講していました。

参加者全員の血管年齢を測定して頂きました指導をする田中桃華コーチ

～ウイルスに負けない身体を作るために～
「すぐ役立つ！免疫力を高める実践講座」 
株式会社だるま�カーブス刈谷エルシティ　本川�絵梨コーチ・田中�桃華�コーチ
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★かりや商人大学講座（１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１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。

明るく前向き思考を学ぶ講座 遺言書作成講座
人生をより豊かにするコツを心理
学、哲学等に基づいて解説します
日　時：1月 12日㈫
　　　　10：00～ 11：30
講　師：発達支援教室クローバー
　　　　細井　晴代�氏
参加費：500 円

新法に沿った自筆証書遺言の書き方
と遺言の法務局保管等を学びます
日　時：１月 16日㈯
　　　　14：00～ 16：00
講　師：宮田合同事務所
　　　　司法書士�宮田�幸泰�氏
参加費：500 円

【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。

Kariya創業スクール開講
　刈谷商工会議所は、刈谷市内で創業したい方、創業３年以内の事業主の方、22 名を対象に、10 月３日㈯～
10 月 31 日㈯の毎週土曜日、全５回で創業に向けての心構えから創業計画書の作成を学ぶ「Kariya 創業スクー
ル」を開講しました。受講当日は、受講者同士の名刺交換やグループディスカッションなどを通じて、受講者同
士の交流も活発に行われました。講座最終日には、全受講者による創業計画のプレゼンテーションも予定してお
り、どのような計画づくりが行われるか楽しみです。最終日の様子は、次号の 12 月号で報告します。

刈谷モノづくり大学事業（刈谷市委託事業）

講師：中小企業診断士　神谷正仁氏 受講の様子
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㍿
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㍿
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海
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金
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西
尾
信
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金
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店

豊
田
信
用
金
庫 

刈
谷
北
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店

知
多
信
用
金
庫 

刈
谷
支
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愛
知
県
中
央
信
用
組
合 

刈
谷
支
店

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

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

代表弁護士　花井　淳（愛知県弁護士会）
（刈谷モノづくり大学教授　法律相談部門）
弁護士　佐竹　康孝（愛知県弁護士会）
弁護士　堂前　由姫（愛知県弁護士会）
連携社会保険労務士　岸本　輝成（愛知県社会保険労務士会）
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【申込・問合せ先】刈谷商工会議所 中小企業相談所　ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０

11/20金 14:00～16:00

講師：㈱ＢＣＰＪＡＰＡＮ 代表取締役
　　　　　　　　　　山口 泰信 氏

新型コロナウイルス
 感染症対策ＢＣＰセミナー

～感染症対策を踏まえた企業リスクマネジメント～

～コミュニケーションによる企業価値向上を目指して～

◎世界のwithコロナ経済対策
◎コロナワクチンや抗ウィルス薬の動向
◎テレワークへのコンピュータウィルス感染状況
◎従業員の勤務体制と多能工化
◎事業継続体制の見直し
◎多重災害への対応策
◎事業継続力強化計画の制度について紹介

主な内容

主な内容

主な内容

11/25 水 14:00～16:00

オンラインコミュニケーションが
未来を切り開く！

講習会開催のご案内

詳細はこちら 申込はこちら

講師：LINK&LEAP㈱ 代表取締役　
　　　　　　　　　　　兵藤 雅子 氏
◎今後のコミュニケーションの傾向を徹底解説！
◎オンラインコミュニケーションのメリットと課題
◎オンライン化による要注意な「伝わり方」「見られ方」
◎人の本音やニーズを引き出す会話術とは
◎「伝える」だけに留まらない「納得させる」手法とは
◎非言語コミュニケーションの重要性と具体的手法
◎ビジネスに役立つ「反応力」を身に付ける！
◎コミュニケーション力を高めるための習慣

詳細はこちら 申込はこちら

キャリア・
コンサルタント

防災士・
リスク診断士

12/9水 14:00～16:00

講師：ｋｉｔｃｈｅｎ‐ｆｕｎｎｙ
　　　　　　　　　　岡崎 了悟 氏

キッチンカー（移動販売車）
　　　　　　　必勝法！

～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！～

◎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！

主な内容

12/17木 14:00～15:30

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」

詳細はこちら 申込はこちら

講師：愛知医科大学大学院医学研究科

　　　　　三鴨 廣繋 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。

詳細はこちら 申込はこちら

臨床感染症学
主任教授代表

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！
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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。

労務相談
（労務管理・労使紛争・年金等）

【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】
【相談内容】

令和３年２月10日水　午後１時～４時
１事業所１時間　※予約制です
刈谷商工会議所
当所委嘱社会保険労務士
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。

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。

税務相談
（相続・贈与・譲渡等税務全般）

【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

【相談内容】

12月１日火　午後１時～４時
１事業所１時間　※予約制です
刈谷商工会議所
当所委嘱東海税理士会刈谷支部所属税
理士
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）

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

2,000万円
運転７年以内、設備10年以内
1.21％（令和２年10月１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。

愛知県信用保証協会 金融相談
【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

11月10日火　午後１時30分～４時
１事業所30分程度　※予約制です
刈谷商工会議所
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 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

11月18日水　午前10時30分～12時
１事業所30分程度　※予約制です
刈谷商工会議所
日本政策金融公庫 担当者

※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

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　FAX0566-24-3762

katoromu21@katch.ne.jp 
http://www.goodromu21.jp 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/

おかげさまで創業53年

太田商事株式会社
本社／ 刈谷市南桜町1丁目73番地

℡056 6（23）5835

泉石油株式会社
本社／ 刈谷市南桜町1丁目25番地

℡056 6（23）5837

株式会社 和泉屋
　本社／ 刈谷市南桜町1丁目25番地

℡056 6（23）5838
http://www.ota-shoji.co.jp

360年の信
用堅実で未来にはばたく
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刈谷商工会議所　特定退職金共済制度のご案内
共済会だより

　　　　この制度を採用することで従業員の退職金制度が容易に確立できます。
　　　　毎月 1 人 1 口　1,000 円から始められます。
　　　　従業員の福利厚生、人材確保のために特定退職金制度を活用ください。

　〇掛金は 1人月額 30,000 円まで非課税です。
　　�　この制度は所得税法施行令第 73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を
得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額 30,000 円まで損金又は必要経費に計上で
きます。しかも従業員の給与にもなりません。

　〇�中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は
認められません。

　〇基本掛金月額　従業員 1人につき 1口 1,000 円で最高 30口まで加入できます。
　〇�お申出により 30口を限度として加入口数を増加させることができます。（この制度の掛金は全額事業
主負担です。）

　〇�当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約に基づきアクサ生命保険株式会
社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改訂される場合があります。
なお、給付金額の改定は、特定退職金規程にもとづき、商工会議所常議員会の議決を経て行います。

　　�（掛金として払い込まれた金額（運用益を含む）は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還さ
れません。）

　〇退職給付金　加入従業員（被共済者）が退職したとき、退職給付金が支払われます。
　〇�遺族給付金　加入従業員（被共済者）が死亡したときは、退職給付金に加入口数１口あたり 10,000 円
を加えた遺族給付金が遺族に支払われます。

　〇�退職年金　加入従業員（被共済者）が加入期間 10年以上で退職したとき、希望により退職年金が 10
年間支払われます。

　〇�給付金の受取人　この制度の給付金の受取人は加入従業員（被共済者）です。給付金は、加入従業員指
定の口座に振り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準方施行規則第 42条～第 45条に
定める遺族補償の順位によります。

制度の取扱いなど詳しい内容についてはパンフレットをご覧いただくか、
刈谷商工会議所特定退職金共済制度担当（21 － 0370）または

委託保険会社アクサ生命保険㈱豊田営業所刈谷分室（24 － 2418）までお問い合わせ下さい。

制度の特色

掛　金

給付金
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生命保険（医療保険）適応度チェック
共済会だより

自分の保険が現代の医療事情に対応した内容になっているのかどうか…お手持ちの生命保険（医療保険）の
保障内容をご確認いただきながら、以下の４つの項目にいくつ□✓が入るかをご確認ください。

　表題の件は、当会報誌８月号にて募集、９月に撮影・編集を行って、10月 15日㈭に動画共有サイトの
YouTube へ掲載しました。各社様、それぞれのカラーが出ている良い動画に仕上がっており、今後は一人
でも多くの学生に伝わるよう周知を図ってまいります。
　新型コロナウイルスの影響により、以前とは違う採用活動に移り変わる中、学生にも身近な YouTube と
いうツールを使った本事業は、今後も継続的に実施してまいります。出来栄えを見て、興味のある方は当所
までぜひお問合せください。（動画は以下のQRコード、もしくは YouTube の刈谷商工会議所チャンネル
よりご覧いただけます）

いくつ□✓が入りましたか？少ない人は現代医療事情ではカバーしきれない保険かもしれません…。そこで、
刈谷商工会議所では 11月 30日まで共済制度フォローアップ月間を実施しており、会員の皆様の万一に備え、
現在の生命保険（医療保険）の保障内容の確認をお勧めしています。全然□✓が入らなかった、もしくは保険
内容がよくわからないという方はお気軽に刈谷商工会議所までお尋ねください。

□��現在ご契約の医療保険で「新型コロナウィルス感染症」「認知症（かつ要介護 1以上に認定）」になっ
た場合も一時金や給付金が支払われますか。

□�日帰り入院、集中治療室（ＩＣＵ）管理、手術・放射線治療を受けた際の一時金は支払われますか。

□�生存して退院、外来手術での一時金に対応していますか。

□��認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度の要介護 1以上に認定されたときの一時金に対応
していますか。

YouTubeへ会員企業４社の新卒求人用動画を掲載しました！

㈱旭工業所 (医)光慈会 ㈱センターリバー 太陽化学㈱

従業員の
福利厚生制度に
ご活用ください

伝言板

刈谷商工会議所
共済制度引受保険会社

【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

アクサ生命保険株式会社
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受注企業の参加募集！地域商談会
（三河・知多会場）

•日　　時　令和３年２月25日㈭　午後１時～ 午後５時15分
•場　　所　　　刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
　　　　　　　　刈谷市相生町一丁目１番地６　　
　　　　　　　　（ＪＲ刈谷駅（北口）・名鉄刈谷駅（北口）から徒歩３分）

•募集企業　　　１５０社

•参加条件　　　愛知県内に事業所がある中小企業
　　　　　　　　※あらかじめ「（公財）あいち産業振興機構」への登録（無料）が必要となります。

•参 加 料　　　無　料

•募集期間　　　令和２年11月20日㈮から令和２年12月18日㈮まで

•個人情報　　　地域商談会（三河・知多会場）受注企業（受注企業間面談）参加申込書に記載された
　の取り扱い　　個人情報については、下請取引の紹介あっせんのために利用させていただきます。

•主　　催　　　公益財団法人あいち産業振興機構
　　　　　　　　岡崎・豊橋・半田・蒲郡・豊川・刈谷・豊田・碧南・安城・西尾・常滑・東海・大府の
　　　　　　　　各商工会議所

発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や情報交換をしていただく商談会を開催します。
「受注ニーズ」をお持ちの企業の皆様、新たなビジネスパートナーの発掘に、直接商談できるこの
機会を、是非ご活用ください！

●公益財団法人あいち産業振興機構　
　経営支援部　取引振興グループ　　担当 ： 古橋　寺田　鬼頭
　ＴＥＬ（ ０５２ ）７１５－３０６８　ＦＡＸ（ ０５２ ）５６３－１４３６
　Ｅ－ｍａｉｌ　info-torihiki@aibsc.jp
　掲載ホームページ　http://www.aibsc.jp/support/8172/　（商談会案内ページ）

申込み
及び
問合せ先

～三河・知多は輸送用機械器具産業を中心に全国でもモノ作りに関する
　　　　　　　　　　　特異な技術を持った企業が数多く見られる地域です～
～三河・知多は輸送用機械器具産業を中心に全国でもモノ作りに関する
　　　　　　　　　　　特異な技術を持った企業が数多く見られる地域です～

新たな取引先が開拓できるチャンスです！是非ご参加ください！

【広告】Pasco　753～

●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

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
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2020年 ９月の景気動向調査 ～ 日本商工会議所
LOBO（早期景気観測）調査

業況DIは、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く 先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感９月 全国値判断

●全産業合計の業況DIは、▲56.5（前
月比＋2.5ポイント）
　新型コロナウイルスの影響により、巣ごもり消費が
拡大する中、ネット通販やデリバリーを活用する消費
者の増加も追い風となり、飲食料品の売れ行きが堅調
だった。また、自動車関連で、経済活動をいち早く再
開した中国向けの生産が持ち直しつつあるほか、建設
業では台風などの災害復旧を含む公共工事の下支えが
続く。一方、消費者のマインド低下や観光需要の低迷
から、飲食・宿泊をはじめ関連産業の経営は依然厳し
く、コロナ対策のコスト増を指摘する声も聞かれる。
中小企業の景況感は持ち直しに向けた動きがみられる
ものの、力強さに欠く状況が続いている。

●先行き見通しDIは、▲44.0（今月比＋12.5ポイント）
　コロナ禍の影響長期化により、売上回復の見通しが立たない中、
助成金等の政策効果が剥落したあとの急激な業績悪化を懸念する
経営者も多く、先行きの不透明感から、慎重な見方が続く。一方、
政府による旅行喚起策の東京追加や、順次開始される飲食業支援
策による需要喚起への強い期待感がうかがえるほか、欧米向けを
含む自動車関連、５G向けなど半導体関連の持ち直しを期待する
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）
30以上 10超える 10〜△10 △10超える △30以上

凡例▶

○調査期間：2020年９月11日～17日
（刈谷回答数）建設業：15　製造業：21　卸売業：13　小売業：13　サービス業：19

「新型コロナウィルスの感染拡大の影響」（建築工事業）「公共工事が好調」（塗装工事業）
「新型コロナウイルス感染拡大による仕事受注の悪化」（建設業）「新型コロナウイルスに
より全体的な景気悪化状況であり、設備投資の抑制の可能性があること」（総合工事業）

▲46.7（前年同月比）【建設業】
「新型コロナウイルスの影響による受注の伸び悩み」（印刷業）「新型コロナウィルス感
染影響の継続」（自動車部品［製］）「繊維機械・工作機械・半導体いずれも不調の為」（自
動車部品［製］）「新型コロナウィルスの影響により催事の開催が縮小している為」（家
具［製］）

▲81.0（前年同月比）【製造業】

「食品を扱うスーパーの中に店舗があり、食品のみを購入しそのまま素通りして帰ってしま
う傾向が最近特に強い。必要最低限の物以外は消費しないように感じる。このような状
況だが、プレミアム商品券の地元券が使える店なので、地元券を使って買い物して下さる
お客様が最近は増えてきた」（家具［小］）「新型コロナウイルスの収束不明の為」（書籍・
文房具［小］）「新型コロナウイルスの影響により先行き不透明」（衣服・寝具［小］）「食
品客単価UP」（各種商品［小］） 

▲30.8（前年同月比）【小売業】

「新規のお客様が増えた事で売上が増加した。仕入単価の値上が多く見られる点は正直
厳しい」（各種食料品［卸］）「業界を取り巻く環境の悪化」（娯楽用具［卸］）「今の所あ
まり変化は無いが、全体的な消費動向が今後どう動いていくかが気になる。小売販売強
化方向で今後の対応を考えて行く予定」（米穀類［卸］）「販売先の飲食店が新型コロナ
ウイルスの影響で大変不調の為大変厳しい状況」（酒類［卸］）「新型コロナウィルス感
染拡大の影響」（その他［卸］）

▲46.2（前年同月比）【卸売業】

「新型コロナウィルスの影響の為物件が一時止まるような事もあったが、基本的には一
定した業況である」（土木建築［サ］）「値下げ交渉増加の可能性あり」（ソフトウェア業）

「賃貸のお部屋探しは個人客が前年並みに戻ったが、法人客が前年割れしており、しば
らくこの状況が続くと予想される」（不動産業）「新型コロナウィルスの第二波以降の影
響が見通し難い」（銀行業）「新型コロナウィルスによる外出自粛」（運送業）

▲36.8（前年同月比）【サービス業】

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。

▲50.6（前年同月比）【全産業】

◆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

刈谷市広小路 6-84-10（旧朝銀ビル）
（刈谷市駅 徒歩 4 分）

Tel (0566)21-2136お問い合せ

IATF16949,ISO9001＆14001
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）２４ ̶ １４８３（代）
http://www.yoshiura-krj.com/index.html

手続・相談
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お問い合わせは刈谷警察署交通課まで　TEL0566-22-0110（代表）

【魔の時間とは】
　愛知県内で９月から１２月に発生した過去５年間の交通死亡事故を分析すると、午後５時から午後７時の時間
帯に交通死亡事故が特に多発しています。
　そのため、午後５時から午後７時の間は最も危険な「魔の時間」とされています。
　「魔の時間」である夕暮れ時は、周囲の視界が徐々に悪くなり、自動車や歩行者、自転車の発
見がお互いに遅れたり、距離や速度が分かりにくくなります。
【交通事故防止対策】
　ドライバーの方は暗くなる前に早めにライトを点灯したり、対向車がいないときは、積極的にハイビームを活
用したりするなど、いち早く危険を発見、回避できるようにしてください。
　また、歩行者や自転車利用者は明るい服装と反射材を活用し、周囲に自分の存在を知らせるようにしましょう。
◎ライト点灯時刻の目安

刈谷警察署からのお知らせ
夕方の５～７(ゴーナナ）は“魔の時間”夕方の５～７(ゴーナナ）は“魔の時間”

1月
16：00

２月
16：30

３月
17：00

４月
17：30

５月
18：00

６月
18：00

７月
18：00

８月
17：30

９月
17：00

10月
16：30

11月
16：00

12月
16：00

　令和２年中に返済期間 10年以上の住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得又は増改築をされた方を
対象に予約制による相談会を開催します。
　なお、相談会の定員数に限りがあり、予約をお断りする場合があります。
　【開催期間】令和３年１月５日㈫～１月 22日㈮※土日祝日を除く
　【場 所】�刈谷税務署（刈谷市若松町一丁目 46番地１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
　【連 絡 先】刈谷税務署　個人課税部門　電話 0566-21-6212（直通）
　【必要書類】国税庁ホームページにて確認していただくか、予約の際にお問い合わせください。
　※予約受付は、令和２年 12月１日㈫から開始します！

　自宅からスマートフォンなどのインターネット上で確定申告をする方法や医療費控除を受ける
方、寄附金控除を受ける方など確定申告についての情報を動画で見ることができます。

「動画で見る確定申告」ＱＲコード　⇒�
URL:�https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/video.htm

コロナ禍の確定申告に向けて
住宅ローン控除の事前相談会

動画でみる確定申告のご案内

刈谷税務署からのお知らせ

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！
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
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

0566-52-1002
「つばさ人事労務」で
ネット検索してください
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【期間】
【デジタルスタンプ設置場所】

【参加方法】

【当選者】

Go To 名鉄三河線
デジタル
　スタンプラリー

　名鉄三河線に乗ってデジタルスタンプを集めよう！
　デジタルスタンプが設置してある駅や駅周辺施設でQRコードを読み取ると、スタンプを１つ
ゲット。スタンプを３つ集めると、豪華賞品が当たる抽選にお申込みいただけます。
　通勤・通学で名鉄三河線を使用してる方も、ちょっとおでかけしたい方も、ぜひご参加ください。
　詳しくは名鉄三河線複線化促進期成同盟会ＨＰ（http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/
keizai_kankyo/shoko/1_2/2_1/6016.html）をご覧ください。

令和２年 11月１日㈰から令和３年１月 31日㈰まで
・「知立駅」「刈谷駅」「三河高浜駅」「碧南駅」の４駅
　※詳しい設置場所はＨＰにてご確認ください。
１　スタンプラリーウェブサイトへアクセス
２　ニックネーム、メールアドレス、パスワードを設定
３　スタンプ設置場所へ行き、ＱＲコードを読み取って
　　スタンプを獲得
４　スタンプが集まると表示される〈応募ボタン〉から
　　抽選に応募
　当選した方には２月上旬頃にメールでご連絡いたします。

《主催・問合せ》　名鉄三河線複線化促進期成同盟会　事務局　碧南市商工課商工観光係
　　　　　　　　電話０５６６－９５－９８９４

★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。

〒448-0003 刈谷市一ツ木町 5-15-6
TEL：0566-23-3913
FAX：0566-22-0065

【許可建設業の種類】
建築・塗装・防水・解体工事業

日建工業 株式会社日建工業 株式会社

代表社員税理士　天野卓男
社会保険労務士　守山暁子

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

みどり経営グループ

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
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開催日 事　　　業　　　名 開催場所
3日㈯ kariya創業スクール 刈谷商工会議所
4日㈰ かりや商人大学講座『相続税・生前贈与の事前対策』 刈谷商工会議所

5日㈪ 西三河就職情報提供事業第３回打合せ会 岡崎商工会議所
【オンライン】専門研修『伴走型支援に役立つ傾聴力と質問力』 刈谷商工会議所

7日㈬ 【オンライン】～自分の城は自分で守る！～“Withコロナ"を生き抜く経営戦略セミナー 刈谷商工会議所
愛知県社会保険労務士会�新入会員・入会オリエンテーション 愛知県社会保険労務士会館

8日㈭ かりや商人大学講座『薬の使用方法や除菌の仕方を学ぶ講座』 刈谷商工会議所
9日㈮ 【オンライン】愛知県商工会議所連合会『貿易関係担当者情報交換会』 刈谷商工会議所

13日㈫ かりや商人大学講座『すぐに役立つ！免疫を高める実践講座』 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

14日㈬ 労務個別相談会 刈谷商工会議所
【オンライン】専門研修『伴走型支援に役立つ傾聴力と質問力』 刈谷商工会議所

15日㈭ 【オンライン】西三河就職合同事業打合せ会 刈谷商工会議所
16日㈮ 【オンライン】中小企業が今こそ必要となる原価低減の進め方 刈谷商工会議所
17日㈯ kariya創業スクール 刈谷商工会議所

19日㈪ 【オンライン】コロナ禍で行う金融・資金繰り対策セミナー 刈谷商工会議所
今やるべきコロナ対策・災害対策セミナー 愛知県産業労働センター

20日㈫ 【オンライン】～withコロナafterコロナの時代に～「勝ち残るお店・消滅するお店」その違いは！ 刈谷商工会議所

21日㈬
日本政策金融公庫移動相談 刈谷商工会議所
【オンライン】専門研修『支援機関に求められる事業承継支援』 刈谷商工会議所
刈谷市商店街連盟理事会 刈谷あきんどぷら座

24日㈯ kariya創業スクール 刈谷商工会議所

27日㈫ 中小企業活性化委員会 刈谷商工会議所
かりや商人大学講座『カルトナージュ体験講座』 刈谷商工会議所

28日㈬ 【オンライン】専門研修『支援機関に求められる事業承継支援』 刈谷商工会議所
青年部臨時総会 刈谷市総合文化センター

29日㈭ 【オンライン】今、企業が対応すべき労務管理セミナー 刈谷商工会議所
31日㈯ kariya創業スクール 刈谷商工会議所

令和２年10月　会議所主な活動報告

10日㈫
愛知県信用保証協会金融相談
かりや商人大学講座『野菜・果物の正しい見分け方講座』

18日㈬
日本政策金融公庫移動相談
かりや商人大学講座『緊急時における安全な靴の選び方講座』

20日㈮【オンラインセミナー】～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
25日㈬【オンラインセミナー】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～

11月の会と催し

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
d（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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日本商工会議所ニュースに、
「刈谷モノづくり大学」が掲載されました！

　去る令和２年９月 17 日㈭開催の日本商工会議所第 131 回通常会員総会において、刈谷
商工会議所の「刈谷モノづくり大学事業」が事業活動表彰を受賞し、下記のとおり日本商工
会議所発行の『会議所ニュース 10月 1日号』に掲載されました。


