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P ２	 かりや商業まつり２０２２抽選会開催
P４	 令和５年度かりや商人大学講座講師募集
P５	 令和５年度記帳継続指導受講者募集

P６	 今後の講習会・相談会開催のご案内
P18	 	刈谷商工会議所会館改修工事の実施と　　　　

臨時駐車場のお知らせ

【ＴＯＰＩＣＳ】

　１月14日㈯に刈谷市総合運動公園にて、刈谷商工会議所青年部が主催する「カリフェス」と、
刈谷市と当所が主催する「産業まつり」が初めて共同で開催されました（産業まつりは３年ぶり）。
当日は天候に恵まれなかったものの、それでも各コンテンツに参加されるお子様や家族連れを中心
に多くの方にご来場いただきました。
　また、刈谷商工会議所女性会のチャリティーバザーの出展や下條村、東吉野村も特産品の販売を
行われました。

（産業まつり）マルシェ （産業まつり）ワークショップ

刈谷商工会議所創立70周年記念
カリフェス・産業まつりを開催！

（カリフェス）キッズダンスコンテスト 女性会チャリティーバザー
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刈谷商工会議所70周年スペシャルエディション

加藤会頭 刈谷市商店街連盟	丹羽会長

　令和５年１月 20 日㈮刈谷商工会議所２階大ホールに
於いてかりや商業まつり 2022 レシートラリー抽選会
を開催し、刈谷商工会議所 加藤会頭、刈谷市商店街連盟 
丹羽会長をはじめ、刈谷市・各商店街・発展会の役員が
出席しました。
　本事業は、コロナ禍で厳しい状況にある刈谷市内の
商業・サービス事業者の販売促進を支援するため、当所
70 周年記念スペシャルエディションとして例年の賞品
に加えて特別賞（65 インチ液晶テレビや加湿空気清浄機、旅行券）をご用意し、206 店舖（前回：
120 店舗）の参加により実施しました。その結果、前回の応募数 3,283 枚を大きく上回る 5,150
枚の応募を頂きました。
　厳正な抽選の結果、当選者 108 名が決定しました。当選者一覧は下記のＱＲコード（当所ホー
ムページ）からご確認いただけます。たくさんのご応募いただき、ありがとうございました。

かりや商業まつり2022レシートラリー抽選会開催

詳しくはこちら

抽選会の風景

◆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

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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令和５年１月13日㈮刈谷市総合文化センターにて刈谷警察署
感謝状贈呈式が行われ、当所を代表して内藤副会頭が来賓とし
て出席しました。
当商工会議所の安心・安全ネットワーク事業を通じた警察行政
に対する協力に対し、刈谷警察署 清永 芳弘 署長より感謝状を
いただきました。

刈谷警察署より感謝状をいただきました

遺言書作成基礎講座
講師： 宮田 幸泰 氏 ( 司法書士宮田合同事務所 )
　自分の死後に、生前の意思を残された遺族に伝える大切な文書である「遺言書」、その書き
方には、細かな決まり事が幾つもあり、どの様に作成しても有効というわけではなく、法律に
定められた方式で作られていない遺言書は無効となる場合があります。
　そこで、司法書士・土地家屋調査士・行政書士として活躍されている司法書士宮田合同事
務所 宮田 幸泰 氏を講師にお迎えし、「遺言書作成基礎講座」
が令和５年１月 12 日㈭ 24 名の参加者により開催されました。
　講座では、自分の思いを託した「遺言書」が思いを託した「手
紙」にならないよう『効力を発揮する遣言書』を作成するた
めに必要な基礎知識について、具体的に分かりやすく教えて
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。

終活の意味と進め方講座
初回は終活ってどのような事をするか、２回目はエン
ディングノートと宗教についてをテーマに終活の進め
方を学びます。
日　時：３月 10 日㈮　、17 日㈮　14：00 ～ 16：00
講　師：㈱花泉 近藤 ゆりか 氏
会　場：刈谷商工会議所 ２階大ホール
参加費：1,000 円　　持ち物：筆記具

かりや商人大学大学院講座のお知らせ

かりや商人大学講座開催報告

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『かりや商人大学大学院講座』
の３月開催分をご案内します。参加希望の方は下記の申込方法に従ってお申込みください。
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 【問合せ先】　刈谷商工会議所　ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０

令和５年度 かりや商人大学 講師募集
　来年度で 12 年目を迎える「かりや商人大学」の講師を募集します。
　かりや商人大学とは、事業者が講師となって、プロならではの専門的な知識や情報・コツ
などを市民の皆様に学んで頂くと共に、お店のことをよく知り、ひいてはお店を利用して頂く
ことを目的とした事業です。
　講師に興味がある方や希望される方は刈谷商工会議所までお問い合わせください。なお、
応募者多数の場合は、抽選とさせていただく場合があります。

【かりや商人大学の講師になるメリット】
　①自社の特徴（強み・良い所）が明確になる！
　　 　その道のプロとして、専門的な知識やコツなどを参加者に向けて講座を開催することで、

改めて、自社の強みや良い所が明確になり、今後の経営の在り方の参考になります。
　②新たな顧客に出会える！
　　 　既存の営業スタイルでは出会えない方に、同講座を通じて出会うことができます。その

方々に、直接、自社の特徴をＰＲできる絶好の機会となります。
　③今後の販路開拓の参考になる！
　　 　講座を開催すると、参加者の直接的な反応や、生の声を伺うことができます。そこで

得た情報をもとに、今後の販路開拓・販売促進の参考にすることができます。

【令和４年度開催講座（一部抜粋）】

素敵なコースター制作講座 家庭で簡単に出来る和菓子講座 オリジナルしめ飾り制作講座
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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

　刈谷商工会議所では、個人事業者（青色申告制度利用者等）を対象に、記帳の初歩から決
算・申告まで一貫した指導体制により継続的に指導する、「記帳継続指導」の受講者を募集
しています。
　記帳を正しく理解し、源泉徴収、年末調整、決算準備、決算、所得税・消費税などの事務
処理・申告などの実務を１年間かけて学びます。
　受講希望の方は、下記までお問い合わせください。なお、応募者多数の場合は、抽選とさ
せて頂く場合があります。

■指導対象者
　・現在、税理士等の指導を受けていない小規模事業者
　・新たに青色申告を始められた方
　・現在は白色申告で、今後青色申告をしようとする方
　・帳簿のつけ方を改めて学びたい方　など

■指導内容
　・担当の税理士による直接指導（年間６回）。
　　（５月、７月、10 月、１月、２月、３月を予定）
　・ 刈谷商工会議所職員（記帳指導職員）による個別指導。　　　　　　　　　　　　　　　
　　（受講者との日程調整により随時指導します。）
　　※対応時間：平日の午前９時～午後５時 30 分

■指導期間
　令和５年４月から令和６年３月の１年間

■指導料
　記帳継続指導料として、年間 25,000 円（税込）

令和５年度 記帳継続指導受講者募集

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

詳しくはこちら

今後の講習会・相談会開催のご案内
タニタ創業家が語る事業承継
～何を守り、何を変革するのか～

赤字だったタニタを世界No.1にした前経営者で
ある父親から、公私にわたり最も近くでその
経営学を学び、事業承継を間近で体験したから
こそ伝えられる事業承継セミナーです。
※詳細は、同封チラシ又はホームページをご覧ください。

日　時：３月２日㈭
　　　　15：00～17：00
講　師：ヘルスケアオンライン株式会社
　　　　　　　　　代表取締役 谷田 昭吾 氏
受講方法：刈谷商工会議所 ２階 会議室又は
　　　　オンライン
※講師は東京からのオンライン講演です。
受講料：無料

令和５年度 新入社員研修
製造業基礎 モノづくりの
楽しさ・知識・心がまえ

◎新入社員の安全衛生教育
◎危険予知活動の実践（ＫＹＴ）
◎モノづくりの仕組みと基礎知識 など
※詳細は、同封チラシ又はホームページをご覧ください。

日　時：４月11日㈫、12日㈬、13日㈭、14日㈮
　　　　９：00～16：00
講　師：労働安全衛生マネジメントシステム評価員・
　　　　　刈谷モノづくり大学教授 前川 茂晴 氏
　　　　モノづくりと人づくりのコンサルタント・
　　　　　刈谷モノづくり大学教授 水野 忠男 氏
会　場：刈谷商工会議所 ２階 会議室
受講料：当所会員価格　一名につき1,000円
　　　　※当所非会員価格 一名につき20,000円

令和５年度ビジネスマナー講座

主な内容

主な内容◎厳しい時代を生き抜く社員としての心構え
◎ビジネスマナーの基本と実習
◎来客応対マナーのあり方と実習
◎電話応対のあり方と実習 など
※詳細は、同封チラシ又はホームページをご覧ください。

日　時：４月５日㈭
　　　　９：00～17：00
講　師：㈲幸プランニング
　　　　　　代表取締役社長 長野 ゆき子 氏
会　場：刈谷商工会議所 ２階 会議室
受講料：当所会員価格　一名につき1,000円
　　　　※当所非会員価格 一名につき20,000円

内　　容

中小事業者向け
事業承継個別相談会

相談内容（例）
≪経営者≫
◎そろそろ事業承継を考えたいが、
　何から手を付けたらいいか。
◎Ｍ＆Ａでの事業承継について知りたい。
≪後継者≫
◎親から事業を引き継ぐ予定だが、
　特に準備できておらず不安。
◎後継者を探しているお店があれば引き継ぎたい。
 ※詳細は、ホームページをご覧ください。

日　時：３月28日㈫
　　　　①10：00～11：00
　　　　②11：30～12：30
相談員：愛知県事業承継・引継ぎ支援センター担当者
会　場：刈谷市役所 ３階 商工業振興課
参加費：無料
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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】

２月８日水　13時～16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。

無料相談会・指導会のご案内

※ 上記の相談会・指導会は全て完全予約制です。申込状
況によっては申込受付を終了させて頂く場合がござい
ます。

　 また、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

消費税確定申告指導会
【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【 相 談 員 】

３月22日水
《午前の部》 9時～12時
《午後の部》13時～17時
１事業所20分　※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

※�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。

愛知県信用保証協会 金融相談
【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

２月14日火　13時30分～16時
１事業所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

日本政策金融公庫 移動相談
【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

２月15日水　10時30分～12時
１事業所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

青色決算指導会
【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

２月21日火・22日水・24日金・
３月 1日水　計４日間

《午前の部》 9時～12時
《午後の部》13時～17時
１事業所あたり30分　※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

※�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。

e-tax 消費税申告指導会
【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

３月22日水
《午前の部》 9時～12時
《午後の部》13時～17時
1事業所あたり60分　※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

e-tax 申告指導会
【 日　　 時 】

【 場　　 所 】
【相 談 員】

2月16日木・17日金・21日火・
　　22日水・24日金・
3月 1日水・ 3日金　計７日間

《午前の部》 9時～12時
《午後の部》13時～17時 
１事業所あたり60分　※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

※�当指導会への参加には、「マイナンバーカード」も
しくは「税務署発行のＩＤ・パスワード」のいずれ
かが必要となります。

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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令和５年度 税制改正のポイント
中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制やインボイス制度
導入に係る負担軽減措置、電子帳簿保存法の要件緩和が実現！

１．中小企業向け設備投資減税の延長（２年）
　　▶中小企業の設備投資を促す以下の措置を延長

２．償却資産に係る固定資産税の軽減措置の創設（２年）
　　▶雇用者全体の給与が1.5％以上増加することを
　　　従業員に表明し、市町村の認定を受けた先端
　　　設備等導入計画に基づき一定要件を満たす
　　　機械等を導入した場合に、最大５年間、固定
　　　資産税を２/３軽減
　　▶賃上げを表明しない場合は３年間１/２軽減

３．研究開発税制の延長（３年）・拡充
　　▶研究開発投資の維持・拡大に対するインセンティブ強化のため、試験研究費の増減割合に応じて
　　　控除上限が変動する措置や控除率の傾きを大きくする措置を導入
　　▶控除上限や控除率の上乗せ措置を３年延長
　　▶オープンイノベーション型におけるスタートアップの定義見直しと博士号取得者等の高度研究人材
　　　の活用を促す措置の創設、試験研究費の範囲見直し（既存データを活用したサービス開発を
　　　追加等）を実施

刈谷商工会議所
日本商工会議所

（2022年 12月 16日現在の情報を基に作成しております）

Ⅰ．中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制

控除上限の見直し 控除率の見直し

増減試験研究費割合

設備の種類
（価額要件）

機械装置
（160万円以上）

ソフトウェア
（70万円以上）

器具備品・工具
（30万円以上）

建物附属設備
（60万円以上）

支援措置 国
　税

中小企業経営強化税制
即時償却又は税額控除10％（※７％）

中小企業投資促進税制
30％特別償却又は税額控除7％
※ 30％特別償却のみ適用

　　は、経営力向上計画の認定が必要
※を付した部分は、資本金 3,000万円超１億円以下
　の法人の場合

２年
延長

２年
延長

（※1）試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動（▲５% ～+５％）
（※2）売上高試験研究費割合が10％超の場合、控除上限最大10％上乗せ

法人税額
の10%
まで

法人税額
の2５%
まで

法人税額
の10%
まで

法人税額
の５%まで

＜改正＞＜現行＞

コロナ特例

一般型 一般型 一般型

上乗せ措置※2
変動部分※1

上乗せ措置

オープン
イノベーション型

オープン
イノベーション型
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４．中小企業者等の法人税率の軽減措置の延長（２年）
　▶中小企業における所得800万円までの法人税率を
　　19％から15％に軽減する措置を２年延長

１．インボイス制度導入に係る負担軽減措置
①税負担の軽減
　▶免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、
　　納税額を売上税額の２割に軽減（３年間）

２．電子帳簿保存法（電子取引のデータ保存）の要件緩和
①システム対応が間に合わなかった事業者等への対応
　▶税務署長が認めた場合（事前申請は不要）、税務職員から提出を求められた際に送付・受領した
　　領収書等をデータで提出できるようにしておくとともに、出力書面を保存しておけば良いこととする

②事務負担の軽減
　▶前々年の売上高が１億円以下または前年の上半期の
　　売上高が５千万円以下の事業者における１万円未満
　　の仕入については、インボイスの保存を不要とし、
　　帳簿の保存のみで仕入税額控除を可能に（６年間）

②検索機能確保要件の見直し
　▶送付・受領した領収書等をデータで提出できるようにしておくことを
　　前提に検索機能確保要件が不要となる売上高基準を5,000万円以下に
　　緩和する等の措置を実施

　▶防衛力の強化に向け、2024年以降の適切な時期に、法人税・所得税・たばこ税に関する措置を導入
　　（現時点で示されている方向性（法人税部分））

　▶これにより、2027年度に１兆円強の財源を確保

⬆
大多数の中小企業は対象外に（※課税対象は全法人の６％弱）

・法人税額に対し、税率４～4.5％の新たな付加税を課す
・中小法人に配慮するため、法人税額から500万円（所得2,400万円相当）を控除

③登録申請期限の延長
　▶2023年10月の制度開始時にインボイス発行事業者となるには、原則2023年３月末までの登録
　　申請が必要であったが、2023年４月以降でも可能に
　▶2023年10月以降に登録申請をする場合、提出期限は
　　登録希望日の15日前までに緩和（現行は１カ月前まで）

５．スタートアップ支援の強化
　▶個人投資家がスタートアップに出資した際に税優遇を受けられるエンジェル税制について、
　　株式売却で得た利益をスタートアップへの再投資や起業に使う場合、売却益のうち20億円
　　までは投資額に相当する分を非課税とする等

Ⅱ．納税環境整備

Ⅲ．防衛力強化に向けた財源確保

多くの中小企業が
従前の保存方法で
対応可能に！
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詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/

詳しくはこちら

厚生労働省からお知らせ

月 60 時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます！

2023 年４月１日から
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詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/

詳しくはこちら

2024 年４月１日から
建設事業・自動車運転業務に
時間外労働の上限規則が適用されます！

厚生労働省からお知らせ

建設事業における上限規制の適用について

自動車運転業務における上限規制の適用について

2024 年 4 月 1 日から建設事業に時間
外労働の上限規制が適用され、時間外
労働の上限について、月 45 時間、年
360 時間を原則とし、臨時的な特別
な事情がある場合でも年 720 時間、
単月 100 時間未満（休日労働を含む）、
複数月平均 80 時間（休日労働含む）
を限度に設定する必要があります。

2024 年 4 月 1 日から自動車運転の
業務に時間外労働の上限規制が適用
され、時間外労働の上限について、
月 45 時間、年 360 時間を原則とし、
臨時的な特別な事情がある場合でも年
960 時間（休日労働を含まない）を
限度に設定する必要があります。

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
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従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
従業員と一緒に健康の維持や増進に取り組むことで会社の活発化やイメージ、業績を向上さ
せていく取り組みです。

◆生産性向上
　 健康的な生活習慣を実践することにより、より元気に業務に精励することで生産性の向上

につながります。
◆リクルート効果
　健康経営優良法人に認定※されると、社内外でイメージアップにつながります。
◆モチベーション向上
　 働きやすい職場環境ができることによって、仕事満足度が上がりモチベーション向上や離

職率低下につながります。
◆医療費の削減
　健康保険の財政に寄与することになり、健康保険料に反映される可能性があります。

刈谷商工会議所はアクサ生命保険㈱と連携して、健康経営を通じた皆様の経営力向上を支援
しています。健康経営にご興味がある方や具体的な進め方にお悩みの方、健康経営について
もう少しお知りなりたい方は刈谷商工会議所までお問合せください。

※ 健康経営優良法人認定制度とは、優良な健康経営を実践している企業等を「健康経営優良
法人」として顕彰する制度です。この認定を受けることで、健康優良法人のロゴマークを
企業のＰＲ等に使用できます。また、金融機関の低金利融資や自治体の公共調達における
加点等、様々な優遇措置を受けることができます。

中小企業の経営者、人事・労務担当の皆さま

こんな悩みはありませんか？

【健康経営とは？】

【健康経営のメリット】

【健康経営サポートについて】

健康経営を始めてみませんか？

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

従業員の平均年齢が上がってきているなか
若い世代が育っていない

一度に複数の従業員が病欠してしまい、
業務が回らなくなった

従業員が疲れていて社内に活気がない
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確定申告は
 自動計算・自動入力・自宅から

スマホからがおすすめです！
マイナポータル連携で確定申告書に自動入力！

証明書等のデータを一括取得し、自動入力できます。
一度ご利用いただければ、そのメリットを実感！

令和５年１月以降のマイナポータル連携の自動入力対象はこちら

確定申告のご相談は、「チャットボット」を
ご利用ください。ご質問を入力いただければ、
AI を活用した「税務職員ふたば」がお答え
します。

税務職員ふたば

医療費
ふるさと納税

国民年金保険料
株式の特定口座

生命保険 地震保険
住宅ローン控除関係

とっても便利な♪

NEWNEW

NEWNEW

一年間分の情報が取得可能に！
NEWNEW

その質問、
チャットボットに
相談しませんか？
24時間利用可能
※メンテナンス期間を除きます

スマホでのご利用は
こちらから

▶

・ ・ ・

公的年金等の源泉徴収票

刈谷税務署からのお知らせ

新しい時代に向けた働き方情報をお届け

働き方を変える！

特定社会保険労務士・ITコーディネーター 加藤高義が

カエル仕事

社会保険労務士法人グッド労務
事務所：刈谷市半城土中町3丁目17番11号
TEL.0566-24-3948  FAX.0566-24-3762
goodromu1@katch.ne.jp

https://www.goodromu21.jpH P

早く仕事を
片付けて帰る！

本来あるべき
自分に還る！

YoutubeYoutube
働き方の
ヒントが
満載！！

　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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お問い合わせは 愛知県刈谷警察署 生活安全課 　TEL0566-22-0110（代表）

①窓への対策
〇外出時はもちろん、在宅時でも必ず施錠する。　〇補助錠等を活用し、ツーロック以上にする。
〇窓ガラスに防犯フィルムを貼る。　〇警報ブザーを設置し、窓からの侵入者に警告する。
〇雨戸がある際は、雨戸を閉める。

②玄関ドアへの対策
〇施錠を行い、在宅時はチェーン錠を活用する。　〇ガードプレート、サムターン回し防止カバーを
活用するとともに、ドアスコープには内側から蓋をする。　〇録画機能付きのインターホンを設置する。　

②玄関ドアへの対策
〇 ＳＮＳで自己資産、現在の行動を安易に発信しない。　〇不在を悟られないよう室内灯を点けておく。

防犯対策に特効薬はありません。
対策の積み重ねが安心につながります。

侵入盗が発生！
刈谷警察署からのお知らせ

１月に入ってすでに侵入盗が発生しています。
犯人は、１階のベランダや居間等の窓ガラスを割ってカギを開けて侵入してきます。
また、犯人はＳＮＳや過去に発生した高額窃盗現場等を調べた上で犯行に及んでいると考えられます。
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企業法務に特化した法律事務所

代表弁護士　　花井　淳
〒448-0011 刈谷市築地町１丁目１０番地１
TEL 0566-91-6530  HP https://hanailaw.jp 

（愛知県弁護士会所属）

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
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全国値判断

2022年 12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、コスト上昇に感染拡大が重なり、悪化 先行きは、物価高や外需停滞の懸念から厳しい見方
●全産業合計の業況DIは、
▲18.4（前月比−2.0ポイント）
製造業では、部品等の供給制約の一部緩和に加え、企
業の堅調な設備投資需要に牽引され、業況が改善し
た。また、卸売業でも、製造業向けの原材料・部品等
の引き合いが増加し、改善した。一方、建設業では資
材・燃料価格の高騰に加え、人手不足による受注機会
の損失で業況が悪化した。また、小売業・サービス業
では、物価高に感染拡大が重なり、消費マインドが一
段と低下し、業況が悪化した。経済活動が正常化に向
かう一方、原材料・エネルギー価格の高騰や人件費の
増加等、コスト負担増は継続している。増加するコス
トに見合う十分な価格転嫁も行えていない中、感染拡
大も重なり、中小企業の業況は悪化に転じた。

●先行き見通しDIは、
▲23.8（今月比▲5.4ポイント）
全国旅行支援の継続による観光需要の回復や、年末年始商戦を契機
とした個人消費拡大への期待感が伺える一方、感染拡大による消費マ
インドのさらなる低下を危惧する声が聞かれた。引き続き、エネルギ
ー価格の高騰によるコスト負担増や深刻な人手不足が企業経営の足
かせとなる中、欧米等の世界経済の鈍化による外需の停滞も懸念され、
中小企業の先行きは、厳しい見方となっている。

※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１２月１３日～１９日
　（刈谷回答数）建設業：12　製造業：21　卸売業：11　小売業：８　サービス業：20

全産業合計の業況ＤＩは、全国は▲18.4（前月比-2.0ポイント）で
悪化した。それに対し、刈谷は▲27.8（前月比-3.8ポイント）で業
況ＤＩは悪化した。

▲27.8（前年同月比）【全産業】

円安による物価高、働き方改革に伴う対応、エネルギーコスト高等
に伴う消費の低迷感により業況が悪化している（米穀類卸売業）来年
も仕入の値上が続くため、外食店の業況の落ち込みが続く見込みで、
弊社も先行が見通せず業況が悪化する見込み（飲食料品卸売業）食品
の値上げが多く、仕入れ単価の圧迫が大きい。会社中でコロナ感染
や濃厚接触者が出る事で、人手不足が深刻になっている（各種食料品
卸売業）業界の縮小により、業況は悪化している（遊技機の不正対策
部品の製造、卸、販売）資材高騰による受注の減少・買い控えにより
先行きが不透明である（各種商品卸売業）仕入れ価格の上昇分の販売
先への価格転嫁が徐々に実現するも、好転する見込みはない（他に分
類されない卸売業）

▲ 36.4（前年同月比）【卸売業】
新型コロナウィルスによる影響が今後も続くとなると業況も悪化し
ており不安である（建築工事業）

▲ 33.3（前年同月比）【建設業】

試作の減少により売上が減少している（自動車、ガス部品製造）中
国の新型コロナウイルスによる影響で先行きが不透明である（自動
車・同附属品製造業）

▲33.3（前年同月比）【製造業】

バブル崩壊以降、好景気・好循環の流れがずっとこないので、贅沢
品販売の弊社は厳しい状況が続いている（時計・眼鏡・光学機械小
売業）新型コロナウイルスやロシアウクライナ情勢による影響で業
況が悪化している（呉服・服地・寝具小売業）

▲ 75.0（前年同月比）【小売業】

新型コロナウイルスの影響で下がっていた売上が、少しずつ戻って
きた感がある（土木建築サービス業）

5.0（前年同月比）【サービス業】

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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日本商工会議所が提供する様々なジャンルのコラムを掲載します。各ＱＲコードからご希
望のコラムをご覧下さい。

今月のコラム

㈱大和総研 金融調査部
主席研究員 内野 逸勢 氏

ＩＴ経営マガジン
「ＣＯＭＰＡＳＳ」

編集長 石原 由美子 氏

日経ＢＰ総合研究所 
上席研究員 渡辺 和博 氏

東京大学史料編纂所 
教授 本郷 和人 氏

日本メンタルアップ支援機構　
代表理事 大野 萌子 氏

独立行政法人
情報処理推進機構　

江島 将和 氏

予見可能性が低下していく
世界で試される本質を見極める力

繰り返しの事務作業を
ロボットに任せる！？

『夢をかなえる、困りごとを
解決する』が高付加価値のカギ

前田家のおちょぼ

“平等性”を念頭に
置いた言葉遣い

ランサムウエア対策を万全に

潮流を読む

ＩＴを事例からひも解く

トレンド通信

戦国武将のリアル

職場のかんたんメンタルヘルス

中小企業のセキュリティ対策

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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開催日 事　　　業　　　名 開催場所
８日㈬ 労務個別相談会 刈谷商工会議所

９日㈭ 刈谷モノづくり大学講習会
「企業存続をかけて考えるべき職場管理と人材政策」 刈谷商工会議所

14日㈫ 愛知県信用保証協会金融相談 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
16日㈭ 地域商談会（三河・知多会場） 刈谷市産業振興センター

17日㈮ かりや商人大学
「知って得する生命保険基礎講座」 刈谷商工会議所

16日㈭、17日㈮、21日㈫、
22日㈬、24日㈮ e-Tax申告指導会 刈谷商工会議所

21日㈫、22日㈬、24日㈮ 青色決算指導会 刈谷商工会議所

開催日 事　　　業　　　名 開催場所
10日㈫、11日㈬ 年末調整指導会 刈谷商工会議所

12日㈭ かりや商人大学「遺言書作成基礎講座」 刈谷商工会議所
14日㈯ カリフェスwith刈谷産業まつり 刈谷市総合運動公園
18日㈬ ＤＸに向けた専門家による個別相談会 刈谷商工会議所

20日㈮
かりや商業まつり2022レシートラリー抽選会 刈谷商工会議所
創業支援セミナー オンライン

26日㈭ 刈谷商工会議所創立70周年記念
イノベーションセミナー・賀詞交歓会 刈谷市産業振興センター

27日㈮ 刈谷モノづくり大学講習会
「ＢｔｏＢの値上げ交渉のポイント」 刈谷商工会議所

令和５年１月　会議所の主な活動報告

令和５年２月　会議所の主な会と催し

（敬称略）

事業所名 所在地 代表者名 営業内容
タニグチモータース 野田町 谷口 甲子郎 自動車整備業

南桜町 青木 麻奈美 映像制作
くまべはりきゅうマッサージ院 相生町 熊部 雄介 鍼灸マッサージ業

（株)依佐美 半城土西町 加藤 一憲 不動産賃貸・管理業
ファンシェア(同） 築地町 斉藤 みほ子 資産形成講座、医療機器の販売

（株)ＳＮリフラテクチュア東海 小垣江町 岩口 勉 製造業
（令和４年12月１日～12月31日入会分）

新入会員のご紹介 ご入会ありがとうございます。

【問合せ先】　刈谷商工会議所　ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０

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。

詳しくはこちら
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【問合せ先】　刈谷商工会議所中小企業相談所
　　　　　　ＴＥＬ：０５６６－２１－０３７０

刈谷商工会議所会館改装工事の実施と臨時駐車場のお知らせ

新入職員紹介 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

田中 和哉

臨時駐車場入口 臨時駐車場７台分

　刈谷商工会議所では、当所会館の施設老朽化への対応と利便性向上のため、補修・改装工事
を実施いたします。
　期間中は会館近くの駐車場が一部使用できなくなる
ため、下記の臨時駐車場のご利用やトイレや会議室の
一部利用制限、作業員の出入りや作業音など、会館利
用者の皆様にはご不便をおかけいたします。
　会館をこれからも安全安心にご利用いただくため、
会員の皆様にとって使いやすい会館とするための工事
です。ご理解とご協力をお願いいたします。

主な工事内容

臨時駐車場（㈱杉浦佛壇店 駐車場）

臨時駐車場のご案内

・外壁の補修　・防水　・塗装
・大ホール、大会議室の床張替
・大ホールのプロジェクター入替
・各階トイレの改装
・１階ロビースペースの改装
・照明の全館 LED 化　　など

刈谷市の商工業の発展に貢献
すべく、精一杯努力してまいり
ます。よろしくお願いいたし
ます。

マル経融資とは、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。
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）で申し込みできます。
詳細は右記のＱＲコードからご確認いただくか、
下記までお問い合わせください。

取扱期間：令和５年３月 31日まで

←至東浦 至知立→

喫茶店 仏壇店
看板

当所会館

建物

住宅

こちらには
駐車しないで
下さい

臨時駐車場
（７台分）

県道 48号線
工事期間：令和５年２月７日㈫～５月26日㈮終了予定
※駐車場利用制限期間：令和５年４月30日㈰まで




