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テーマ：さかなクンと一緒に
　　　　ＳＤＧｓを考えよう！
日　時：令和４年 12月６日㈫
　　　　18：30～	（開場 17：30）
会　場：刈谷市総合文化センター
　　　　大ホール	（全席自由席）
参加費：５００円 講　師：さかなクン

（国立大学法人東京海洋大学名誉博士・客員教授）

刈谷商工会議所
創立70周年記念

女性会・青年部合同公開講演会

【ＴＯＰＩＣＳ】

※詳細は同封の折込チラシをご覧ください。

《チケット販売について》
■会員先行販売
　日時：９月12日㈪	午前９時～
　場所：刈谷商工会議所

■一般販売
　日時：９月20日㈫	午前９時～
　場所：刈谷商工会議所他



－ 2－

2022年・９月号

　【消費税インボイス制度に関する相談の問合せ先】
　刈谷商工会議所中小企業相談所　 ＴＥＬ：0 5 6 6 - 2 1 - 0 3 7 0

　【デジタル化支援相談窓口のご案内・申込書】
　http://kariya-cci.or.jp/5680/

　刈谷商工会議所では、中小企業・小規模事業者を対象に７月 20 日㈬
～ 22 日㈮の３日間、税理士による消費税インボイス制度対策個別相談会
を開催しました。
　今回の個別相談会では、自社の売上状況や取引関係等の現状を踏まえ
た上で、消費税インボイス制度への対応として自社はどうすべきかを
マンツーマンにより相談対応をして頂きました。
　インボイス登録申請に必要な『適格請求書発行事業者の登録申請書』
や簡易課税の選択の場合に必要な『消費税簡易課税制度選択届出書』の記入方法に関しても
アドバイスを頂き、中小企業・小規模事業者にとって、有益な個別相談会となりました。

　刈谷商工会議所が、ＮＴＴ西日本と連携し、「デジタル化
支援相談窓口」を開設したことが、日本商工会議所発行『会議
所ニュース（７月 21 日号）』に紹介されました。
　刈谷商工会議所では、ＮＴＴ西日本と連携し、刈谷市内事業
者の様々な経営課題を解決する一助として、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
サポートします。
　ぜひ、この機会にお気軽にご相談ください。
　ご相談を希望される方は、以下のご案内をご確認のうえ、当所
ホームページから所定の申込書を記入の上、刈谷商工会議所
までお申込みください。

消費税インボイス制度対策個別相談会開催

「デジタル化支援相談窓口」の取り組みについて
日本商工会議所発行『会議所ニュース』に掲載されました

2022年 7月21日	会議所ニュース（日本商工会議所）
🄒日本商工会議所

無断複製転載を禁じます
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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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　刈谷商工会議所は、刈谷警察署と刈谷郵便局と連携し、「交通事故防止」「特殊詐欺防止」
啓発はがき協賛事業を実施し、当所会員企業 65 事業所から協賛をいただきました。
　協賛企業名が掲載された啓発はがき（7,300 枚）が協賛
企業の近隣世帯に配達され、地域の特殊詐欺・交通事故防止
の意識向上に役立てられました。
　はがきの配布に先立ち、８月９日㈫に当所２階会議室に
於いて、当所 太田 宗一郎 会頭、刈谷警察署 内田 昌樹 署長、
刈谷小山郵便局 岡田 知広 局長が出席し、「啓発はがきの交
付式」が行われました。

　８月 20 日㈯刈谷市総合運動公園に於いて３年ぶりに刈谷わんさかまつりが開催されました。
　当日は、露店・商店街や防災・交通安全ブース、かりや
盆フェス（市民盆踊り）などの催し物が行われ、かりや盆フェス
後に約 10 分間花火が打ち上げられました。
　刈谷商工会議所は、陸上自衛隊豊川駐屯地 第 10 特科連隊
第３大隊、愛知県警察機動隊・刈谷警察署、中部電力パワー
グリッド㈱刈谷営業所、ＮＴＴ西日本西三河営業支店、東邦
ガス㈱刈谷営業所の協力により「災害時・緊急時に働く車両
の展示」を行い、多くの親子連れなどで賑わいました。
　また、刈谷警察署と共同で、愛知県災害用伝言ダイヤル

（171）の啓発シールを貼った非常用トイレ 1,000 個を来場者
に配布致しました。

特殊詐欺・交通事故防止啓発はがきの交付式開催

３年ぶりに開催！刈谷わんさか祭り２０２２

～歩行者に優しい運転・不審電話防止装置で交通事故・特殊詐欺防止呼びかけ～

～災害時・緊急時に働く車両の展示の実施・災害用伝言ダイヤルの啓発品配布～

太田会頭（左）　刈谷小山郵便局	岡田局長（右）

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〉
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

お気軽にご連絡お待ちしております

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.

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   

みつば不動産鑑定事務所みつば不動産鑑定事務所

お問い合せ ０５６６-５５-２００２
不動産鑑定士　岡部  耕一郎
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　８月 24 日㈬刈谷商工会議所で、刈谷のおいしい
銘品認定審査会を開催しました。
　本事業は、刈谷商工会議所の創立 70 周年記念事業
として、刈谷市観光協会との共催により、市内事業者
の優れたおみやげ品・贈り物（食品、菓子、醸造品） 
を刈谷の銘品として認定し、販売促進の支援を実施
することで、消費拡大や観光振興を図るものです。
　刈谷商工会議所と刈谷市観光協会の会員事業所に募集したところ、
31 事業所より 58 品ものエントリーがありました。
　審査会では、鈴木 豊 副会頭と刈谷市観光協会 杉浦 世志朗 会長
のご挨拶を頂いた後、当所と刈谷市観光協会の役員、料理研究家、
刈谷ハイウェイオアシス、大手会員企業、市の代表の方々など
15 名の審査委員が、味、見た目、価格、ネーミング、商品説明など５つの項目により総合的
に評価し、審査の結果、エントリーされた 58 品の商品が刈谷の銘品として認定されました。
　今後、認定品について、認定品に貼るシールの交付やパンフレットの市内全域配布、大手
企業への周知依頼、刈谷ハイウェイオアシスなどでの商品紹介・斡旋などを実施します。

刈谷のおいしい銘品認定審査会を開催
～刈谷市の優れたおみやげ品・贈り物58品を決定～

刈谷市観光協会	杉浦	世志朗	会長鈴木	豊	副会頭

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

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。

●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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かりや商人大学講座開催報告
仏壇・仏具のお手入れ講座
講師：株式会社杉浦佛壇店 代表取締役 杉浦 伸司 氏
仏壇・仏具のお手入れ講座を去る７月 29 日㈮、参加者
23 名により開催致しました。
講師には、仏事コーディネーターである杉浦伸司氏

（刈谷市新栄町 2-28）をお迎えし、宗旨宗派で全く異なる
仏壇・仏具の取り扱い方や、ご先祖様やご本尊の祀り方
から、繊細で種類も多岐にわたる様々な仏壇、仏具を
傷つけず綺麗に保つためのお手入れについて、わかりや
すく手順・頻度等を教えていただきました。

素敵なコースター制作講座
講師：はなはな 代表 岡山 史子 氏
パッチワーク講座を去る８月５日㈮ 17 名の参加者によ
り開催致しました。
講師には、はなはな（刈谷市日高町 3-552-3）岡山史子
氏をお迎えし、ＳＤＧｓの観点からも注目されている
パッチワークを、今回は、難しいテクニックは使わずに
世界でたったひとつのお気に入りコースターを二作品
完成させ、その楽しさや魅力について、参加者は楽しい
雰囲気の中で熱心に勉強されていました。

失敗しない！中古車の選び方・買い方講座
講師：有限会社アクロス 代表取締役 近藤 澄男 氏
失敗しない中古車の選び方・買い方講座を去る８月９日㈫
６名の参加者により開催致しました。
講師には、お客様の要望に合う車を日本全国から探し出
し、中古車探しの方法を熟知した近藤澄男氏（刈谷市井ヶ
谷町久伝原 60）をお迎えし、満足できる「中古車選びの
ポイント」や「購入時に確認すべきポイント」等、安くて
質の良い中古車の選び方・買い方について具体的に教えて
いただきました。
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刈谷市民に対する暴力追放意識の高揚に寄与したと
して暴力追放刈谷市民会議 稲垣 武 会長、刈谷警察署 
内田 昌樹 署長より感謝状をいただきました。

暴力追放活動推進への協力に対する感謝状をいただきました

【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。

介護リフォームの知恵と工夫講座 知らないと危険!正しい薬の飲み方講座
介護する方と介護される方に関わらず全ての
人にとって快適でやさしいリフォームについ
て、わかりやすく学びます。
日　時：10 月５日㈬
　　　　14：00 ～ 16：00
講　師：㈱桜井建築設計事務所 
　　　　取締役 桜井 青子 氏
参加費：500 円　　  持ち物：筆記具

『薬のリスクを回避して、効果を最も発揮する』
ためのポイントを具体的に学びます。
日　時：10 月 13 日㈭
　　　　14：00 ～ 16：00
講　師：㈱鬼頭天昌堂薬局　キトー薬局 
　　　　代表 鬼頭 祐介 氏
参加費：500 円　　　　
持ち物：筆記具

かりや商人大学講座のお知らせ
　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
10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。

◆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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日　　時：令和５年１月 14 日㈯　（カリフェスと同時開催）
会　　場：刈谷市総合運動公園（ウイングアリーナ刈谷他）
申込期間：９月８日㈭～９月 20 日㈫
申込方法：当所ホームページへ掲載される申込用紙へ記入後、メールまたは FAX にて。

２０２２年度 東商検定試験のご案内

「刈谷産業まつり」を
　　　  ３年ぶりに開催します！
出展募集案内は当所ホームページへ９月８日より掲載します。

【問合せ先】 東商検定試験特設サイト
　 https://kentei.tokyo-cci.or.jp
　 東京商工会議所 検定センター
　 TEL 03-3989-0777（土日・祝休日・年末年始を除く 10:00 ～ 18:00）

※２０２１年度から東京商工会議所検定試験（東商検定）は IBT・CBT（インターネット経由での試験）になり
ました。当所窓口で申込及び受験料の納付はできませんので、ご注意ください。詳しくは、東商検定試験
特設サイトにてご確認いただくか、東京商工会議所検定センターにお問い合わせください。

詳しくはこちら

検定名 受験料 申込期間・試験期間

カラーコーディネーター
アドバンスクラス　７，７００円
スタンダードクラス５，５００円

【第 53 回】
申込期間：9/13 ㈫～ 9/26 ㈪
試験期間：10/21 ㈮～ 11/7 ㈪

ビジネスマネジャー ７，７００円
【第 16 回】
申込期間：9/13 ㈫～ 9/26 ㈪
試験期間：10/21 ㈮～ 11/7 ㈪

ビジネス実務法務
２級　７，７００円
３級　５，５００円

【第 52 回】
申込期間：9/13 ㈫～ 9/26 ㈪
試験期間：10/21 ㈮～ 11/7 ㈪

福祉住環境コーディネーター
２級　７，７００円
３級　５，５００円

【第 49 回】
申込期間：10/5 ㈬～ 10/17 ㈪
試験期間：11/11 ㈮～ 11/28 ㈪

環境社会（ECO） ５，５００円
【第 33 回】
申込期間：10/5 ㈬～ 10/17 ㈪
試験期間：11/11 ㈮～ 11/28 ㈪

東商検定

案内チラシ・申込用紙はこちら
（９月８日に更新されます）
詳細は同封のチラシにも記載

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

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

詳細については、刈谷商
工会議所のホームページ
をご覧いただくか、刈谷
商工会議所までお問合せ
ください。

刈谷商工会議所では、輸出時に必要となる各種書類のうち、「原産地証明」「サイン証明」「イ
ンボイス証明」等の貿易業務に関する各種証明書を発給し、企業の海外ビジネスのサポート
を行っています。

◆原産地証明
　輸出貨物の原産国を証明するものです。

◆サイン証明
　 書類上のサインが商工会議所に登録された

真正なものであることを証明するものです。

◆インボイス証明
　 船積書類等が、その発行者により適正に

作成され、商工会議所に提示されたという
事実を証明するものです。

①貿易証明申請者登録
　（企業情報 ･ サインの登録）
　　　⬇
②貿易証明書の発給申請
　（申請者により作成後、窓口持参）
　　　⬇
③証明書の交付
　（審査後、交付）

【貿易証明関係書類の発給サービス】

≪証明の種類≫
取得までの流れ

（証明書発給の手続き）

≪手数料≫

vol.6お気軽に商工会議所をご活用ください！

手数料（税込） 会　員 非会員
申請者登録料 無　料 5,500 円

証明発給手数料（１件あたり） 550 円 1,100 円

詳しくはこちら

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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令和４年 10 月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業に
ついては一般の事業の率が適用されます。

雇用保険料率変更のご案内

負担者

事業の種類

①
労働者負担

（ 失 業 等 給 付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

②
事業主負担

①＋②
雇用保険料率失業等給付・ 

育児休業給付
の保険料率

雇用保険二
事業の保険
料率

一般の事業 ５/1,000 8.5/1,000 ５/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

農林水産※・
清酒製造の事業 ６/1,000 9.5/1,000 ６/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 ６/1,000 10.5/1,000 ６/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

★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

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

　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。

　　　　　　　2,000 万円
　　　　　　　運転　 7 年以内 （据置期間１年以内）
　　　　　　　設備　10 年以内 （据置期間２年以内）
　　　　　　　1.21％（令和４年８月１日現在）
※  一定の条件により当初２年間融資金利を 0.5％

引き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）

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 当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当所の推薦が必要です。
　　　　　　　不要

　　　　　　　1,000 万円（マル経融資と別枠）
　　　　　　　運転　10 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）

　左記の融資金利より当初３年間 0.9％引き下げ。
　※  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。

　 左記の融資資格に加えて、新型コロナウイルス感
染症の影響により、最近１ヵ月間の売上高又は　
過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高
が前４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。

　　　　　　　不要

融資限度額 融資限度額
返 済 期 間 返 済 期 間

融 資 金 利 融 資 金 利

融 資 資 格
融 資 資 格

保証人・担保
保証人・担保

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

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

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

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
【日　　時】

【場　　所】
【相 談 員】

９月13日火　13時30分～16時
１事業所あたり30分　※完全予約制
刈谷商工会議所
愛知県信用保証協会 担当者

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12日水　13時～16時
１事業所あたり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。

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６日火　13時～16時
１事業所あたり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。

日本政策金融公庫 移動相談
【日　　時】

【場　　所】
【相 談 員】

９月21日水　10時30分～12時
１事業所あたり30分　※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。
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　【問合せ先】刈谷税務署　法人課税第一部門
　　　　　　 ＴＥＬ：０５６６－２１－６２１１（代表）（内線215）

令和５年10月１日から、インボイス制度が実施されます。
事業者の皆様には、インボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の実施に
向けて必要な準備を進めていただくため、刈谷税務署では下記の日程でインボイス制度説明会
を開催しますので、是非ご参加ください。

日　時　令和４年10月14日㈮、11月19日㈬、12月５日㈪
　　　　午前の部　10：30～11：30
　　　　午後の部　13：30～15：00
※ 午後の部はインボイス制度説明会の内容に加えて、消費税の基本的な仕組み等についても　

説明します。

会　場　刈谷税務署１階大会議室　刈谷市若松町一丁目46－１

事業者の皆様へ
消費税のインボイス制度等説明会のご案内

お問い合わせは刈谷警察署　TEL0566-22-0110（代表）

災害対策は万全ですか？
刈谷警察署からのお知らせ

▢ミルク（キューブタイプ）
▢使い捨て哺乳瓶
▢離乳食
▢携帯カトラリー（箸など）
▢子供用紙おむつ
▢お尻ふき
▢携帯用お尻洗浄機
▢ネックライト
▢抱っこひも
▢子供の靴

▢水　
▢食品
　（ご飯、レトルト食品、
　ビスケット、乾パン等
　最低３日間）
▢防災用ヘルメット
▢衣類・下着
▢レインウェア
▢懐中電灯
▢携帯ラジオ
▢予備電池・携帯充電器
▢マッチ、ろうそく

▢ペン、ノート
▢救急用品（ばんそうこう、
　包帯、消毒液、常備薬）
▢マスク
▢使い捨てカイロ
▢ブランケット
▢軍手
▢洗面用具
▢歯ブラシ、歯磨き粉
▢タオル
▢ウェットティッシュ

▢大人用紙パンツ
▢杖
▢入れ歯用洗浄剤
▢男性用給水パッド
▢デリケートゾーンの清浄剤
▢持病の薬
▢お薬手帳のコピー

９月１日は「防災の日」です。皆さんは、やがて来る「その時」のために、用意ができていますか？
下のチェックリストを活用し、日頃から災害への備えをして避難の用意をしておきましょう。

食料や水は、家族の分を最低３日分！できれば一週間分を用意
しましょう！保存期間が長いものを多めに買っておき、消費したら
補充するという習慣にしていれば、常に食料の備蓄が可能！

非常時用持ち出し袋 高齢者がいる家庭の備え

▢生理用品　
▢サニタリーショーツ　
▢中身の見えないゴミ袋　
▢おりものシート

女性の備え

子供がいる家庭の備え

刈谷税務署からのお知らせ

要事前予約・参加無料
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2022年 ７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、改善もコスト増により力強さを欠く
先行きは、物価高に加えて感染再拡大の懸念強まる７月 全国値判断

●全産業合計の業況DIは、
▲17.8（前月比+2.5ポイント）
　人流の回復とともに、夏物商材が好調だった百貨
店などの小売業で業況が改善した。民間の設備投資
が堅調に推移した製造業や、小売業・製造業に牽引
された卸売業で業況が改善した。一方で、全国的な
新規感染者数の増加を受け、飲食・宿泊業で予約キ
ャンセルが出始めたサービス業や、建設資材の高騰
や設備機器の納期遅れが続いている建設業は業況が
横ばいに留まった。世界的な物流の混乱や資源・原
材料価格の高騰、円安、深刻な人手不足に伴う人件
費増などのコスト増に歯止めがかからず、企業収益
の足かせとなっている。コスト上昇分の価格転嫁も
十分に行えない中、中小企業の業況は、改善傾向が
続くも力強さを欠く。

●先行き見通しDIは、
▲23.0（今月比-5.2ポイント）
　４月に行動制限が解除されて以降、業種を問わず回復基調に
入り、特にサービス業・小売業では、需要喚起策による売上回
復を期待する声がある一方で、物価上昇による消費マインドの
低下を危惧する事業者が増加した。また、今後も資源・原材料
価格の高騰や円安の急伸によるコスト増加が見込まれる中、感
染再拡大による行動制限などへの懸念が強まり、中小企業の先
行きは、厳しい見方。

※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：2022年７月13日～20日
（刈谷回答数）建設業：13　製造業：20　卸売業：12　小売業：10　サービス業：21

材料価格の高騰により採算が悪化している（建設業）春
先より全般的にお客様の引き合いが少なく感じる（総合
工事業）

▲30.8（前年同月比）【建設業】

トレーサビリティを目的とした案件、お問い合わせが増
えており業況が好転している（ソフトウェア業）

▲0.0（前年同月比）【サービス業】

盛況期が近づくと毎回コロナ感染者数増で足元をすくわ
れる思いである（飲食料品卸売業）物価・経費項目の上
昇に伴う消費の低迷感、ウクライナ情勢に伴う物価高、
働き方改革も重なり業況が悪化している（米穀類小売業）
得意先工場のラインの稼働停止期間が延長した為、業況
が悪化している（他に分類されない卸売業）

▲41.7（前年同月比）【卸売業】

既存の販売方法ではもう繁盛させることは難しいと感じ
る（時計・眼鏡・光学機械小売業）新型コロナウイルス
とウクライナ情勢の影響で仕入単価が上昇している。ま
た、円安の影響もあり、業況が悪化している（呉服・服
地・寝具小売業）値上げ前に一時的なのか、売上が増加
している（男子服小売業）

▲60.0（前年同月比）【小売業】

全産業合計の業況DIは▲17.8（前月比+2.5ポイント）、
刈谷は▲32.9（前月比-4.5ポイント）で前月に比べ悪化
した。

▲32.9（前年同月比）【全産業】

メーカー方針による試作受注の減少により業況が悪化し
ている（自動車・ガス部品製造）戦争の影響が大きいの
か原材料が高騰し商品価格を変えていないので今後の状
況が危ぶまれる（家具製造業）当社の業況は自動車市場
の動きに連動する為、悪化している（化学工業）

▲50.0（前年同月比）【製造業】
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開催日 事　　　業　　　名 開催場所
2日㈮ かりや商人大学「マスク映えするメイク講座」 刈谷商工会議所

7日㈬ 工業第二部会臨時総会 刈谷商工会議所
刈谷モノづくり大学講習会「メールマーケティング基礎セミナー」 刈谷商工会議所

8日㈭ サービス第二部会臨時総会 刈谷商工会議所
工業第一部会臨時総会 刈谷商工会議所

9日㈮ サービス第一部会臨時総会 刈谷商工会議所
かりや商人大学「プロ直伝洗車・ＷＡＸ術講座」 刈谷商工会議所

12日㈪ 工業第一部会親睦ソフトボール大会 双葉グラウンド

13日㈫ かりや商人大学「イキイキと老後を過ごすための講座」 刈谷商工会議所
愛知県信用保証協会金融相談 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
22日㈭ 商業第一・第二部会臨時総会 お肉のマルシェ 中王
27日㈫ かりや商人大学大学院「家庭で簡単に出来る和菓子講座（１回目）」 刈谷市総合文化センター

29日㈭・30日㈮ 工業第二部会親睦ソフトボール大会 双葉グラウンド

開催日 事　　　業　　　名 開催場所
5日㈮ かりや商人大学「パッチワーク制作講座」 刈谷商工会議所
9日㈫ かりや商人大学「失敗しない！中古車の選び方・買い方講座」 刈谷商工会議所

17日㈬ 日本政策金融公庫移動相談 刈谷商工会議所
23日㈫ 刈谷モノづくり大学講習会「デジタル活用による業務効率化セミナー」 刈谷商工会議所
24日㈬ 刈谷のおいしい銘品認定審査会 刈谷商工会議所
26日㈮ 刈谷モノづくり大学講習会「中小企業のためのＳＤＧｓ経営入門セミナー」刈谷商工会議所

令和４年８月　会議所の主な活動報告

令和４年９月　会議所の主な会と催し

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

ＬＳ警備保障㈱ 住吉町 岡本 誠 警備業
（同）リアルステップ 桜町 安江 歩 パーソナルトレーニング、健康食品販売
㈱メルシーエンタープライズ 半城土北町 森田 秋彦 美容業

（令和４年７月１日～７月31日入会分）

新入会員のご紹介

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

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。
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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

当所ホームページ

今後の講習会開催のご案内

テーマ

カーボンニュートラルセミナー

※上記掲載の講習会は当所会議室で受講頂けます。（参加費無料）

日　時：11月４日㈮
　　　　14：00～16：00
【第１部】
講　師：一般財団法人省エネルギーセンター
　　　　エネルギー使用合理化専門員 古田 宏一 氏

省エネ最適化診断とその事例紹介

テーマ

【第２部】
講　師：株式会社デンソー 安全衛生環境部
　　　　サステナ環境戦略室 室長 小林 俊介 氏

株式会社デンソーの
カーボンニュートラルへの取組

主な内容
◎ＤＸとは、デジタルを活用した稼ぐ力のバージョンアップ
◎これからの経理は仕事が増えるってご存じですか？
◎所要時間を８割削減、経理業務ＤＸ事例集
◎経理業務でのＤＸを業績アップにつなげるための処方箋
◎再認識…電子帳簿保存法とは？
※詳細は、ホームページをご覧ください。

業績アップへのDＸ入門セミナー
日　時：10月18日㈫
　　　　14：00～16：00
講　師：加藤博己税理士事務所 代表
　　　　　　　　　税理士　加藤 博己 氏

主な内容
◎インボイス制度の内容と導入スケジュール
◎業種別インボイス制度対応法
◎インボイスの登録申請時の注意点
◎インボイス制度導入に伴う経理業務と関係先への説明
◎簡易課税制度の選択について
※詳細は、折込チラシ又はホームページをご覧ください。

消費税インボイス制度対策セミナー
日　時：11月17日㈭
　　　　15：00～17：00
講　師：榊原税務労務会計事務所
　　　　　　　　税理士　榊原 大志 氏

主な内容
◎電子帳簿保存法とは？
◎電子帳簿保存・スキャナー保存・電子取引 
◎電子帳簿保存法の影響
◎実務上のポイント・準備
※詳細は、折込チラシ又はホームページをご覧ください。

電子帳簿保存法対策講習会
日　時：11月９日㈬
　　　　14：00～16：00
講　師：蒼馬税理士法人　
　　　　　　代表社員 税理士 池頭 邦之 氏

※詳細は、折込チラシ又はホームページをご覧ください。

経理業務から変えていく 今後の経営のあり方を考える


