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会員の皆様へ
不確実性が増す経営環境の中、
難しい舵取り、新たな取り組みに
よって道を切り開く商工業者の皆様
を応援するため、“刈谷商工会議所
を最大限に活用するためのガイドブ
ック” をこのたび発行致しました。
この一冊には、当所のサービスや
経営・事業にお役立ていただける
情報を集約し、職員全員で真心を
こめて制作致しました。
今回、いち早く会員企業の皆様の
お手元に本誌をお届けさせていただ
きました。ぜひお手に取って、ご一読
いただくことを心から願っております。
また、内容についてのご質問等ござ
いましたら、お気軽にお問い合わせ
ください。　

刈谷商工会議所職員一同

伝統×革新伝統×革新で生まれる新たな経営戦略で生まれる新たな経営戦略
～今、ご活用いただきたい最新情報と新たな支援策をご紹介～～今、ご活用いただきたい最新情報と新たな支援策をご紹介～

刈谷商工会議所は、従来の固定概念にとらわれることなく、斬新なアイデアと
創意工夫により、会員の皆様のお役に立てる情報を積極的に収集し、会報に
掲載してお届け致します。これからも当所の会報をぜひご覧ください。
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認知症の早期発見のポイントや
一人で悩まないための相談窓口、

行政サービスについて学ぶ講座を開催

コロナ禍における防災の備え講座を開催

講師：医療法人光慈会 刈谷朝日地域包括支援センター　
社会福祉士　鈴木 健司 氏   

講師：LOGOS GINZA TREE ＋店長　
防災士　近藤 鉃郎 氏   

　人生100年時代、もはや他人事ではない「認知症」。 歳を重ねていけば、あなたも私もみんな認知症に
なるかもしれません。高齢化の進展によって、認知症を発症する方の割合は増加しています。認知症の方
やその方を支える周囲の方も、いきいきと生活するためには、認知症に関して正しい知識や情報を得て、
理解を深めることが必要となります。
　そこで、医療法人光慈会 鈴木健司氏を講師にお迎えし、「認知症について理解を深める講座」を、６月
23日㈬、17名の参加者により開催致しました。
　講座では、講師の鈴木氏も所属する「地域包括支援センター」についてご紹
介がありました。地域包括支援センターは、介護や心身の衰えなど、健康、
医療、福祉、生活全般などの様々な悩みの相談を受付し、必要な援助を行う
機関のことで、いわゆる、高齢者やその家族のための身近な相談窓口として
機能しています。刈谷市には、地域ごとに６カ所の地域包括支援センターが
あり、まずは居住地近くのセンターに相談に行くことを勧められました。
　また、本人だけでは気づけない認知症の早期の気づきとして、周りの人が気づいてあげる「気づきのポ
イント」を解説されました。例えば、「財布の中に小銭が多くなっていないか？などのチェックポイントを
示し、周りの方が認知症の兆候に少しでも早く気付く方法をご紹介されました。
　参加者からは、「認知症の知識を得ることができて良かった。」「地域包括支援センターのことは知らな
かったので、今回知れて良かった。」などの感想を頂き、大変、有意義な講座となりました。

　新型コロナウイルスの感染拡大が、私たちの生活だけでなく、「災害への備
え」や「レジャー」の形をも変えています。
　近年では、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生
しています。さらに、コロナ禍であっては、感染対策も同時並行して行わな
ければなりません。ただし、被害が大きくなればなるほど、一人ひとりへの
十分な物的支援や感染対策は行き渡っていかないことも予想されます。
　そこで、コロナ禍であっても、今からできる防災の備えを学ぶ機会として、
講師に昨年オープンした、LOGOS GINZA TREE＋店長の近藤鉃郎氏を招き、

「コロナ禍における防災の備え講座」を、７月12日㈪14名の参加により開催
致しました。
　講座では、1945年に、この地域で実際に発生した、「三河地震」を例に、過
去の災害から現代にも生かせるポイントを解説されました。次に、最新のアウトドアグッズで、防災にも
適応できる商品の紹介がありました。具体的には、600時間も使用できるランタンや、停電時に冷蔵庫内の
食材を守るための保冷剤などの商品を紹介されました。また、最新のテントの紹介では、女性スタッフが
実演し、簡単かつ短時間で設営をやってみせて、参加者を驚かせていました。
　参加者からは、「災害はいつ起こるかわからない。普段からの準備が大切だと痛感しました。防災グッズ
を紹介いただき、是非とも利用したいと思いました。」「勉強になりました。防災への意識が変わりました」
などの感想を頂き、大変、有意義な講座となりました。

かりや商人大学講座 開催報告
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「人生のおわりに後悔しないために」
～終活の知識とエンディングノートの活用について解説～

講師：株式会社 花    泉　近藤 ゆりか 氏   

　老いは気づかぬうちにやって来る。人生の終末に後悔するかしないかは、ほんの僅かな『知恵と
知識の差』とやっておくべきこととやりたいことを『着実にやったか』で大きく変わります。
　特に、自分らしさの『らしさ』を大切にするためには、身近な暮らしのため自分や家族、そして

「今までできなかったことをしたい」ということも『楽しみ』の一つとして、人生を最後まで味わい尽
くし、後悔しない「おわり」をむかえるために「終活」に対して多くの方の関心が高まってきました。
　そこで、今回の大学院講座は、株式会社花泉 近藤 ゆりか 氏を講師にお迎えし、「終活の知識とエ
ンディングノートの活用講座」と題して、6月11･25日㈮商工会議所2階大ホールに於いて延べ27
名の参加により開催致しました。
　講座では、終活で行う７つの項目について段階を踏まえた詳細な説明が
あり、「エンディングノート」を活用することにより、人生を振り返りながら、
新たな目標を見つけたり、未来への心配や不安の解消・整理ができて、自分
の意思が家族に伝わり、今からの生活が前向きになることなど、具体的にわ
かりやすく解説いただきました。
  参加者から「花泉オリジナルのエンディングノートは、非常に充実しており、先生の説明もわか
りやすくて受講して良かったです。」「エンディングノートを書くことが楽しく感じられました。」な
どの感想をいただき、大変有意義な講座となりました。

かりや商人大学大学院講座 開催報告

【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　
【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 TEL にて

刈谷商工会議所までご連絡下さい。

あなたに似合うマスク美人メイク講座 知っておきたい正しい薬の飲み方・使い方講座 技でピカピカ！プロ直伝洗車・WAX術
マスク映えする清潔感ある目元
づくりのポイントを学びます。
参加者にはカラーマスクをプレ
ゼントします。
日　時：９月８日㈬
　　　　14：00 ～ 16：00
講　師：メナードエクセレンス
　　　　近藤亜希子　氏
参加費：1,000 円（材料費込）
持ち物：鏡

正しい薬の基礎知識を習得し、
自分の身体は自分で守る方法を
学びます。
日　時：９月９日㈭
　　　　15：30 ～ 17：00
講　師：キトー薬局
　　　　代　表　鬼頭佑介　氏
　　　　管理薬剤師　吉田静生　氏
　　　　薬剤師　服部圭士郎　氏
　　　　薬剤師　白井秀幸　氏
参加費：500 円持ち物：筆記具

力のない女性でもプロ直伝の洗
車とＷＡＸ術によって車をピカ
ピカに出来る方法を伝授しま
す。
日　時：９月 15 日㈬
　　　　14：00 ～ 16：00
講　師：㈱ポリコート・ジャパン
　　　　専務取締役 水越弘美　氏
参加費：500 円	
持ち物：筆記具

かりや商人大学講座（９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９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。
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刈谷商工会議所のサービスを徹底案内！

「刈谷商工会議所を経営に活かす 虎の巻」を発行しました！
利用ガイドブック

こんな時、刈谷商工会議所に聞いてみてください

―他にもまだまだ情報満載の「利用ガイドブック　虎の巻」をぜひご活用ください―

刈谷商工会議所のサービス、魅力、利用の真髄をお届けします
　このたび、刈谷商工会議所のサービスを分かりやすくご案内し、幅広く、お気軽に当所をご利用いただくため、
利用ガイドブック「刈谷商工会議所を経営に活かす 虎の巻」を作成し発行いたしましたので、会員企業の皆様に、
いち早く本誌をお届けしました。様々な利用シーンや利用ステージで期待できる当所の事業内容及び情報提供を
ぜひご確認ください。

●➡ 経営の相談をしたい　まずはお気軽に！
✓相 談 無 料　費用の心配がなく相談が受けられます。
✓専 門 相 談　高度な内容には、士業やその道のスペシャリストが対応します。
✓資 金 相 談　マル経融資を始めとして、通常の運転資金や新たな投資、
　　　　　　　　コロナ禍での資金繰り相談などをお受けしています。
●➡ 補助金申請・事業計画をお手伝い　相談が増えています！
✓施 策 紹 介　当所に相談が寄せられている補助金などの主な制度をご紹介。
✓基 本 方 針　 自社の経営実態を整理した上で、戦略やプランを自社でしっかり考え、申請書に落とし込める

ように一連の支援を行います。
●➡ 経営の安定をお手伝い　マンパワーの効率化を図る！
✓記帳・税務申告　 個人事業者の自計を推進し日常業務の記帳・税務申告をサポート。即時業績の把握もできます。
✓労働保険事務　当所では｢事務組合｣を設置し、会員限定で煩雑で事務量の多い労働保険事務を代行サポートしています。
✓人 材 確 保　企業の成長を図る上で重要な人材確保に繋げる機会や情報収集の場を企画・提供しています。
✓人 材 育 成　�営業・管理などの実務対応や企業成長のヒントを講習会開催、社内研修派遣、WEBセミナー

等で支援。
●➡ 販路開拓や人脈を広げたい　商工団体ならではのネットワークを活用！
✓商 談 機 会　�様々な業種・地域の企業が集まり、販路拡大や業務委託、共同開発などについて商談会を実施。

全国の会員企業と繋がれる商取引支援サイトへの登録もできます。
✓人 脈 構 築　�業種別の部会、青年部・女性会活動への積極的な参加は、地元の企業家と交流を深めるチャン

スです。
●➡ 社員のスキルアップや業務支援　リアル・オンライン、専門家派遣、WEB動画の配信もあり！
✓講 習 会　�様々な制度改正や事業環境を捉えた営業活動、業務改善、IT活用などに対応する講習会を多数

開催。
●➡ もしものリスクを見据えた経営を　会社と従業員をリスクから守る補償を考える！
✓共 済 ・ 保 険　�災害や不慮の事故、従業員の保障・福利厚生の充実など、低廉な掛金で万が一に備えるメ

ニューが満載。

刈谷商工会議所をもっと
活用してみてください

★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

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。

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

税理士法人 みどり経営
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刈谷商工会議所中小企業相談所 TEL 0566‒21‒0370

【刈谷モノづくり大学専門家派遣】（刈谷市委託事業）

　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 な々課題を解決
することをねらいに開催するものです。

【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】

個別相談・指導・社内研修
派遣回数制限無し・無料！

刈谷モノづくり大学専門家派遣制度のご案内

秘密厳守！
業種を問わず利用可能！

労働安全衛生マネジメント
システム評価員 

前川 茂晴 氏

【安全・衛生問題】

中小企業診断士

神谷 正仁 氏

【経営戦略構築・経営改善策検討相談】
新規事業支援アドバイザー
元名古屋市立大学特任教授

近藤 邦治 氏

【新規事業・ビジネスプラン相談】
特定社会保険労務士
年金マスター、ＦＰ

大参 直子 氏

【労働・助成金相談】

司法書士・土地家屋調査士
行政書士

宮田 幸泰 氏

【会社法務相談】

弁護士

花井 淳 氏

【法律相談】

弁理士

前田 大輔 氏

【知財相談】

中小企業診断士 中小企業診断士 外国人労働者支援アドバイザー

照井 清一 氏 小島 庄司 氏 羽谷 拓朗 氏

【事業計画策定・原価管理】 【海外事業相談】 【外国人雇用相談】

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

【人材育成・品質管理】

※詳しくは、同封の折込チラシをご覧ください。

「刈谷モノづくり大学」専門家     ～私たちにお任せ下さい～
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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

◎消費税の総額表示義務化の概要
　（価格表示、転嫁対策など）
◎ＳＤＧｓ対応で商圏拡大・高単価品の売上アップ
　に成功した商店の事例
◎若者を商店街に呼び込むイベントとは
◎コロナ禍のイベント実施のポイント
◎小規模事業者にもできる実践ＤＸ
◎高単価品が売れるようになるために
◎トキ消費（可処分時間）を学ぼう
※現地での店舗診断を９月８日㈬に開催致します。
　（完全予約制）
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

今後の講習会開催のご案内

◎地震を知る「南海トラフ巨大地震」
　そのとき何が起こるのか？
◎企業の事業継続計画（ＢＣＰ）の必要性
　・東日本大震災とその後
　・企業経営を強くするＢＣ「事業継続」
◎あいちＢＣＰモデル作成について

◎事業継続力強化計画の概要と策定のポイント
※参加者への特典あり。
※詳しくは、同封の折込チラシ又はホームページ
　をご覧ください。

主な内容

主な内容

8/27金 14:00～16:00

前川 茂晴 氏

～取引先や顧客の事業停止を未然に防ぐ～
BCP・事業継続力

強化計画策定セミナー
代表

講師：㈱安全ネットワーク

木村 一樹 氏支店長代理
講師：東京海上日動火災保険㈱西三河支社

当所会議室でのみ受講可 当所会議室でのみ受講可

主な内容

9/7火 14:00～16:00

三科 公孝 氏

総額表示義務化対応と
客単価向上を実現する
ストアマーケティング

経営コンサルタント
講師：㈱ノウハウバンク　代表取締役 

※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。

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！

刈谷商工会議所ホームページ

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

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

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。

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。

小規模企業共済制度のご案内

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】

10月13日水　午後１時～４時
１事業所１時間　※完全予約制
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。

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。

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７日火　午後１時～４時
１事業所１時間　※完全予約制
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。

愛知県信用保証協会 金融相談
【日　　時】

【場　　所】
【相 談 員】

８月10日火　午後１時30分～４時
１事業所30分程度　※完全予約制
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】

８月18日水　午前10時30分～12時
１事業所30分程度　※完全予約制
刈谷商工会議所
日本政策金融公庫 担当者

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。

～ご存じですか？国が作った経営者のための退職金制度～

制度の特徴
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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

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

《対象要件》

※本別枠で既往マル経の借り替えは可能です。

マル経融資とは？ 新型コロナウイルス対策マル経とは？
商工会議所の経営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・無保証人でご利用できる制度です。
無担保・無保証人・低金利の３拍子揃った独自
の融資制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により最近１か月間等の
売上高が前３年のいずれかの年の同期と比較して５％以上
減少している小規模事業者の資金繰りを支援する為、別枠
１，０００万円の範囲内で当初３年間、通常金利から▲0.9％
引下げでご利用いただける融資制度です。（利子補給有）

２，０００万円融資
限度額

利率

返済
期間

据置
期間

ご利用
資格

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

新型コロナウイルス感染症の影響により、
最近１か月間等の売上高又は過去６か月
（最近１か月を含む。）の平均売上高が前３
年のいずれかの年の同期と比較して５％以
上減少していること。

一般枠

1，０００万円
新型コロナウイルス対策別枠

▲０.９％引下げ
別枠運転資金・別枠設備資金

１.２１％
運転資金・設備資金

７年以内 １０年以内 ７年以内 １０年以内

運転資金   ・  設備資金

運転資金   ・  設備資金

別枠運転資金・別枠設備資金

別枠運転資金・別枠設備資金

１年以内 ２年以内 ３年以内 ４年以内

※令和３年７月１日現在
※一定の条件により当初２年間融資利率を 0.5％引下げる
　貸付利率特例制度をご利用頂ける場合があります。（設備資金のみ）

※当初３年間、左記の経営改善利率から引下げます。
※一定の条件により当初３年間実質無利子となる特別利子
　補給制度が利用できる場合があります。

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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《青色申告の方》
前年・前々年の青色申告決算書および確定申告書
《白色申告》
前年・前々年の収支内訳書および確定申告書

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
※所得税の納税証明書を税務署にて取得する場合は、「納
税証明書（その２）」の摘要欄に事業所得の記載ありと
依頼してください。

見積書・カタログ等（設備資金の申込みの場合）

事業主名義の不動産をお持ちの方で初回の申込の場合は
不動産謄本（全部事項証明書）

金融機関等に借入金がある場合、その返済予定表

許認可業種の場合、その許可書　 許認可業種の場合、その許可書　

金融機関等に借入金がある場合、その返済予定表

代表者名義の不動産をお持ちの方で初回の申込の場合は
不動産謄本（全部事項証明書）

見積書・カタログ等（設備資金の申込みの場合）
履歴事項全部証明書

法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書

決算後６カ月以上経過の場合は最近の残高試算表

前期・前々期の税務申告書一式
（決算書、確定申告書、勘定科目内訳書など）

【相談から借入まで～ご融資の流れ～】

【必要書類一覧（借入申込書を除く）】
個人事業主の方 法人の方

※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。

①当所へご相談
②借入金申込書・必要書類の提出
③当所経営指導員による事業所の実訪調査
④当所推薦に係る審査
⑤日本政策金融公庫へ推薦

⑥日本政策金融公庫の審査
⑦借入契約書の締結
⑧融資実行
⑨経営指導員による融資後の
　フォローアップ

※新型コロナウイルス対策マル経融資を希望される方は、下記の書類もご準備ください。
　・最近１か月または直近６ヶ月平均の売上高が分かるもの（月次決算書、試算表、売上帳簿など）
　・前３年のいずれかの年の同期と比較できるもの（月次決算書、試算表、売上帳簿など）

※新型コロナウイルス対策マル経融資をご利用された方
　特別利子補給制度により、売上高が急減した事業者（個人事業主：要件なし、法人：▲15％減少）については、
　当初３年間実質無利子となります。

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56年
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《キャンペーン期間中の特典》

刈谷商工会議所では、会員事業所様のみが加入できる「新プレミ
アム共済制度」の推進キャンペーンを実施しています（８月31日㈫
まで）。期間中は会議所職員、共済推進員が会員事業所を順次訪
問させていただいています。キャンペーン期間中の特典、そして
新プレミアム共済制度のメリットは以下の通りです。ぜひこの機
会に、万が一の備え・福利厚生制度の充実にお役立てください。

①新プレミアム共済へ新たにご加入をいただいた会員様
②新プレミアム共済既加入事業所で、３口以上増口いただいた会員様
①、②のいずれかに該当する会員様全員に、とても素敵な粗品をプレゼント！

８月３１日まで！

共済制度推進キャンペーンを実施中です

新プレミアム共済制度のメリット
365 日・24 時間保障

独自の給付制度も充実

刈谷商工会議所独自の加入者特典サービス付

掛金は全額損金または
必要経費に算入

月額１口 850 円から！

加入手続きが簡単

配当金として還元

業務中・業務外問わず保障。
もちろんレジャー等でのケガ
も対象になります。

見舞金（事故通院、病気入院）・
祝金（結婚、出産、資格取得）・
助成金（当所実施健康診断）

加入者特典提供店にて、共済加入後お配りする加入者カードの提示で割引等
のサービスを受けることが出来ます。

※個人事業主の方は、自身のた
めの掛金のみ生命保険料控除の
対象となります。（従業員への掛
金は全額損金です）

商工会議所のスケールメリット
を活かした“入りやすい”掛金の
設定金額です。

医師の診査なしで加入できます。
加入・脱退は書類１枚への記入
で可能なため、加入者の入替も
煩雑になりません。

掛け捨ての共済ですが、年に一
度収支計算を行い、剰余が生じ
たときは加入者全員へ配当金を
お支払いしています。

（令和２年度 配当率約23％）

❶

❺

❼

❸

❷

❻

❹
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煩わしい労働保険の手続きは、
刈谷商工会議所 労働保険事務組合にお任せ！
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者（正社員・パート・アルバイトを含む）を 1
人でも雇っていれば必ず加入しなければなりません。
労働保険事務組合では、厚生労働大臣から認可を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労
働保険に係わる各種の届出等を行います。ぜひご活用ください。

当商工会議所会員企業で、常時使用する労働者が 300 人（金融 ･ 保険 ･ 不動産 ･ 小売業は 50 人、
卸売業 ･ サービス業は 100 人）以下で、従業員を一人以上雇っている　事業主です。

労働保険事務組合の業務を運営する為に年１回委託手数料をいただきます。

詳しくは、刈谷商工会議所　労働保険事務組合 担当まで (TEL 21-0370)

事務負担の軽減 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が大幅に
軽減されます。

分割納付 労働保険料の額にかかわりなく 3 回に分割納付することができ、納付の
負担が楽になります。

事業主等の労災加入 労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労働保
険事務組合では特別に労災保険に加入することができます。

従業員数 労災保険料 雇用保険料
1 人～ 4 人 概算保険料の 10％ １ヶ月につき200 円
5 人～ 15 人 〃 　　　〃　　300 円
16 人以上 〃 　　　〃　　400 円

●雇用保険・労災保険の保険料の申告手続き　●従業員の入社・退社時の届出等
●その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
　※ 印紙保険料に関する事務および労災保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事

務組合が行うことができる事務から除かれています。

【労働保険事務組合加入のメリット】

【委託できる事業主は】

【事務手数料】

【労働保険事務組合で代行する事務】
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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

（旧事務所名：花井綜合法律事務所）

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）

新たに「弁護士法人花井・佐竹法律事務所」
を設立し、より一層業務の充実を図り、丁寧
な法的サービスを提供していきます
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2021年 ６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、長引く活動制約から５カ月ぶりに悪化
先行きは、期待感伺えるも、厳しい見方崩れず

６月 全国値判断

●全産業合計の業況DIは、▲26.7（前
月比▲1.7ポイント）
　米国・中国など海外経済回復に伴う需要増が続
く半導体・電子部品関連や自動車関連の製造業の
ほか、防災・減災を中心とする公共工事に下支え
された建設業が堅調に推移した。一方、緊急事態
宣言やまん延防止等重点措置の実施に伴い長引く
活動制約が足かせとなっている小売業や観光関連
のサービス業は、業況改善が見通せないことか
ら、低調な動きが続いている。また、相次ぐ食料
品の値上げや鉄鋼などの原材料費上昇によるコス
ト増加が小売業・卸売業などを中心に幅広い業種
で業況の押し下げ要因となっており、中小企業の
景況感には鈍さが見られる。

●先行き見通しDIは、▲26.8（今月比▲0.1ポ
イント）
　ワクチン接種の加速化に伴う経済活動正常化や観光需要の	
回復のほか、東京オリンピック・パラリンピックの開催による
経済効果に期待する声が聞かれる。一方、活動制約の長期化に
伴う製品・サービスの受注・売上減少による業績	悪化の継続や、
原油価格を含む原材料費の上昇による採算悪化への懸念などの
不透明感は拭えず、中小企業においては、先行きに対して依然
として厳しい見方が続く。

※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）
30以上 10超える 10〜△10 △10超える △30以上

凡例▶

○調査期間：2021年６月15日～21日　
　（刈谷回答数） 建設業：15　製造業：24　卸売業：13　
　　　　　　 小売業：11　サービス業：24

新型コロナウイルスによる影響で情勢は不安定である（呉
服・服地・寝具小売業）緊急事態宣言により来店客数が減少
し、消費者の購買意欲も低下している様に感じる。売上・客
数共に減少していて、先行きの見通しもたたない。（家具・
建具・畳小売業）コロナ禍巣ごもりのゆるみが出ているよう
で、食品の客数は増えているが売上額は厳しい（各種商品小
売業）昨年のコロナ禍需要ほどではないので、昨年と比較す
ると業況は苦戦している。但し、一昨年と比較すると伸長し
ている（	各種商品小売業	）

▲54.5（前年同月比）【小売業】
「緊急事態宣言」により経営が悪化している。いつまで商売
が出来るか（酒卸売業）新型コロナウイルスの影響が大きく
業況が悪化している（書籍・文房具卸売業）直近は大きな変
化は無く進んでいるが、今年度は食品（特に油）の値上の影
響が出てきそうである（各種食料品卸売業）従業員に経営が
悪化しているからと辞めてもらう事も出来ず、現状は交代で
休んでもらっている。（飲食料品卸売業）新型コロナウイル
スへの対応、HACCP、働き方改革などへの対応に合わせて
環境への変化が大きく、消費が良くなる感じがしない（米穀
類卸売業）今後、同一労働同一賃金の影響、半導体不足によ
る工場稼働停止の影響が予想されるも、業況悪化するほどで
はない（他に分類されない卸売業）

▲61.5（前年同月比）【卸売業】

半導体不足の影響を注視している（その他の金属製品製造業）
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
（謄写印刷業を除く）試作業務の減少、メーカー・親会社の
方針が試作レスに向かっている。仕事量の減少に伴って、メ
ガコンペティションが起き、見積り提示価格が低下している
（自動車、ガス部品製造）

▲16.7（前年同月比）【製造業】

新型コロナウイルスの影響が大きい部分はある。先行きに関し
ても、今の時短営業を解除した後、客数増になるとも考え難
い。また、最低賃金の引上げにより従業員数を減らさないと厳
しい現状がある。（飲食店）新型コロナウイルスの影響により、
非接触型のシステム作りや人材削減によるシステム化の案件
が増加している（ソフトウェア業）コロナ対応により営業活動
が制約されている。対前年比較では緩和され業況は好転した
（生命保険業）

▲4.2（前年同月比）【サービス業】

ウッドショックの影響が懸念される（職別工事業）	

▲13.3（前年同月比）【建設業】

全産業合計の業況ＤＩは、全国は▲26.7（前月比-1.7ポイン
ト)で悪化。それに対し、刈谷は▲24.1（前月比+1.5ポイント)
で業況ＤＩは上昇。

▲24.1（前年同月比）【全産業】
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　2021 年 4 月以降に実施した「緊急事態措置」及び「まん延防止等重点措置」による休業要請・
営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企業者、
酒類販売業者等に対して応援金を交付します。

愛知県中小企業者等応援金について
愛知県からのお知らせ

特設サイト
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国の補助金申請を検討されている事業者の皆様へ

電子申請システム『J グランツ』とは、経済産業省が開発・リリースした補助金を電子申
請できるシステムです。インターネットを利用して申請・届出ができるため、いつでも・
どこでも手続きができます。

※ 経済産業省の「ものづくり補助金」「IT 導入補助金」「事業再構築補助金」「小規模事業者
持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）」は、電子申請のみの受付となっています。
対象となる補助金や申請手続の詳細などについては、下記の J グランツのホームページに
てご確認いただくか、経済産業省にお問い合わせください。

【お申込み・お問い合わせ先】
　「J グランツ」ホームページ　https://jgrants.go.jp/　
　経済産業省お問い合わせ窓口　E-mail jgrants@meti.go.jp

電子申請システム『Jグランツ』のご案内

経済産業省からのお知らせ

● 24 時間 365 日、自宅や職場など、いつでも・どこでも申請が可能です。
●移動時間や交通費、郵送費などのコスト削減が期待できます。
●過去に補助金申請した情報が自動転記でき、入力の手間が削減できます。
●書類の押印が不要となり、紙でのやり取りもなくなります。

Ｊグランツ（電子申請）のメリット

ＧビズＩＤホームページ

J グランツホームページ

Ｊグランツを利用するには、事前に G ビズ ID の取得が必要です。
G ビズ ID の「ＧビズＩＤプライムアカウント」の ID とパスワードを取得することで、J グラン
ツの対象となる補助金の電子申請ができるようになります。未取得の方は、予め利用登録を行っ
てください。（無料で取得できます。）

※ 申請時に個人事業者は『印鑑証明書（市町村発行）』、法人は『印鑑登録証明書（法務局発行）』が必
要となります。（発行より３か月以内の原本）

※ 詳しくは、下記のＧビズＩＤのホームページにてご確認いただくか、ヘルプデスクにお問い合わせください。

STEP2
申請書を印刷・押印し
印鑑（登録）証明書を添えて
運用センターへ郵送

STEP3
審査完了後に
届くメール内の
URLへアクセス

STEP4
これから利用
するログイン
パスワードを設定

GビズID取得の流れ
STEP1
GビズIDのHPにアクセスし、
「gBiz IDプライム」の
申請書を作成

完
　了

【お申込み・お問い合わせ先】
　「G ビズ ID」ホームページ　https://gbiz-id.go.jp/ 
　「G ビズ ID」ヘルプデスク　TEL　０５７０－０２３－７９７
　受付時間：９：００〜１７：００ （土・日・祝日を除く）

ＧビズＩＤ

Ｊグランツ

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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日本公認会計士協会東海会からのお知らせ

刈谷産業まつり２０２１開催中止のお知らせ

公認会計士による無料経営相談窓口
「経営ソムリエ相談センター」が開設しました

　新型コロナウイルス感染症拡大防止と来場者および関係者の健康面、安全面を最
優先し、令和３年11月７日㈯及び７日㈰に開催を予定しておりました刈谷産業ま
つり2021（主催：刈谷市・刈谷商工会議所）を中止することといたしました。
　開催に向けて既に計画・準備いただいております皆様には大変ご迷惑をお掛けい
たしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

対　　象　中小企業の経営者様
開催日時　毎週水曜日、10時～16時まで
相談費用　原則60分程度の無料
ご連絡先　Tel:052-533-1112(東海会事務局)
　　　　　Mail:tokai@sec.jicpa.or.jp
詳しくは

経営ソムリエ相談センター

経営ソムリエ相談センター

【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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お問い合わせは刈谷警察署生活安全課まで　TEL0566-22-0110（代表）

　無施錠の自転車盗難被害が増加しています。
　盗難被害に遭った自転車のうち、約７割もの自転車が無施錠でした。
　自転車を施錠することはもちろん、被害に遭わないために、鍵を２個以上付けるツーロックを心がけて
ください。
　自転車が盗まれる場所として多いのが駐輪場です。駅や店舗はもちろん、一戸建て住宅やマンション等
でも被害が多発しています。明るく管理された駐輪場を選びましょう。

自転車には「鍵」をかけましょう

被害を防ぐポイント

刈谷警察署からのお知らせ

①いつでも、どこでも、ほんの数分でも、自転車を
止めたら鍵をかける

②自転車の施錠は、防犯性の高い錠や鍵、さらに
「ツーロック」が基本です

刈谷税務署からのお知らせ
事業者の方へ

インボイス制度導入に当たっての事前準備について

インボイス制度専用ダイヤル

消費税 インボイス制度令和３年10月１日から登録申請書受付開始！

適格請求書発行事業者の登録

インボイス制度導入に当たって適格請求書発行事業者の事前準備

適格請求書等保存方式（インボイス制度）は、買手が仕入れに係る消費税について仕入税額控除の適用
を受けるためには、原則として、適格請求書（インボイス）の保存を必要とするものです。
インボイスを交付するためには、適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受ける必要があります。
・適格請求書発行事業者は、課税事業者として申告納税義務が生じます。
・取引の相手方（課税事業者に限る）から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
・適格請求書発行事業者以外はインボイスを交付できません。

売手の立場としての事前準備
・自身が行う取引において、①何をインボイスとするか（請求書、納品書、レシートなど）、②インボイス
の交付方法（電子インボイスの提供など）を検討。
・インボイス制度に対応できるよう必要に応じて、レジや経理・受注システムなどのシステム改修等。
・継続的に取引を行う取引先である買手に対して、①適格請求書発行事業者の登録・登録番号、②交付す
るインボイスの様式、③インボイスの交付方法の連絡等。
・インボイス制度に係る社員研修の実施。
買手の立場としての事前準備
・インボイス制度に対応できるよう必要に応じて、経理・発注システムなどのシステム改修等。
・継続的に取引を行う取引先である売手に対して、①適格請求書発行事業者の登録の有無、②受領するイ
ンボイスの様式、③インボイスの受領方法の確認等。
・インボイス制度に係る社員研修の実施。

【フリーダイヤル】0120－205－553（無料）
【受 付 時 間】9：00～ 17：00（土日祝除く）

インボイス制度特設サイト➡
（https://www.nta.go.jp）

特設サイトへ
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開催日 事　　　業　　　名 開催場所
６日㈫、７日㈬ 源泉所得税納付指導会 刈谷商工会議所

12日㈪ かりや商人大学「コロナ禍における防災の備え講座」 刈谷商工会議所

14日㈬ 電子商取引（ＥＣ）初めてセミナー～ネット販売、初めの一歩！～ 刈谷商工会議所

20日㈫ かりや商人大学「明るく前向きに暮らす考え方講座」 刈谷商工会議所

21日㈬ かりや商人大学「免疫力を上げ、健康二次被害を防ぐ運動講座」 刈谷商工会議所

29日㈭ 小さな企業（お店）のための支援策徹底解説講座
～「小規模事業者持続化補助金」の真髄を学ぶ～ 刈谷商工会議所

令和３年７月　会議所の主な活動報告

令和３年８月　会議所の主な会と催し
開催日 事　　　業　　　名

３日㈫ 税務個別相談

10日㈫ 愛知県信用保証協会金融相談

11日㈬ かりや商人大学「ペットの上手な飼い方講座」

18日㈬ 日本政策金融公庫移動相談

18日㈬、19日㈭ 小規模事業者持続化補助金個別相談会

20日㈮ かりや商人大学「高齢期の住環境を考える講座」

25日㈬ 働き方改革・関連法講習会～今年４月施行の「同一労働同一賃金」について解説します～

27日㈮ ～取引先や顧客の事業停止を未然に防ぐ～BCP・事業継続力強化計画策定セミナー

ご入会ありがとうございます。　 （敬称略）

事業所名 所在地 代表者名 営業内容
ギャルリ ディマージュ 銀座 角谷 悦子 ギャラリー

㈱じょさんしGLOBAL Inc. 熊野町 杉浦 加菜子 オンラインで助産師による子育てサポート

㈱まいすたープレイス 泉田町 神谷 喬太 広告業
（令和３年６月１日～６月30日入会分）

新入会員のご紹介

◆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

◆刈谷商工会議所会員様には
　特別価格でご案内中！！

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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　刈谷商工会議所は、SDGsをより身近に感じ、川柳を通してその取り組みを意識し、より深く考え
て戴くことを目的に「刈谷商工会議所SDGs川柳コンテスト」を開催致しますので、お気軽にご参加
ください。
◇応募内容　「SDGsに関する内容」を詠んだ川柳作品
◇応募対象　刈谷市内在住または在勤の方
◇応募期間　2021年９月１０日（金）当日消印有効
　刈谷商工会議所ホームページ掲載の応募用紙又は官製ハガキにて
　応募してください。
　｢投稿川柳・住所・電話番号・氏名・年齢」を必ずご記入ください。
　宛先：刈谷商工会議所　SDGs川柳コンテスト係　
　〒448-8503　刈谷市新栄町3-26
◇結果発表
　厳正な審査の上、入賞作品は2021年11月上旬頃に刈谷商工会議所ホームページで発表いたします。
◇入選作品　大賞１名（5万円）・優秀賞３名（3万円）・入賞５名（1万円）
　※コンテストの詳細と応募用紙は、刈谷商工会議所ホームページをご覧ください。

刈谷商工会議所SDGsアワードの事前告知
刈谷商工会議所は、会員事業所のSDGsの取り組みをより一層推進する
ため、『刈谷商工会議所SDGsアワード』として優れたSDGsの取り組み
を行われている会員事業所を表彰いたします。令和４年１月号の刈谷商
工会議所会報でご案内し、令和４年３月の議員総会で表彰させて頂きま
すので、ぜひ、ご応募下さい。

刈谷商工会議所は、職員の健康づくりに取り組むため、「健康宣言」をし、「健康宣言チャ
レンジ事業所」として全国健康保険協会愛知支部より認定されました。今後は、職員
全員が健康で、そして活力のある職場となり、更に皆様のお役に立てるよう健康経営
に取り組んでまいります。
健康経営とは、従業員の健康保持・増進を図ることが「コスト」ではなく、将来的に
企業の収益性などを高める「投資」であると捉え、健康管理を経営的視点から戦略的
に取り組んでいくものです。
これにより、従業員の活力向上や生産性の向上などの組織の活性化をもたらし、結果
的に業績向上や企業としての価値向上へつながることが期待されています。

刈谷商工会議所が「健康宣言チャレンジ事業所」として認定

「刈谷商工会議所SDGs川柳コンテスト」のご案内

企業が取り組むSDGs

持続可能な未来のために！
SDGs を理解し、社会問題に
関心を持つことが大切です。

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


