
がんばる企業を応援します　−商工会議所の事業を紹介−
研修会・セミナー ／ 人材確保事業 ／ 交流・ビジネスマッチング事業 ／ 労働保険事務代行業務 ／ 健康管理事業
共済事業 ／ 表彰事業 ／ 事業資金の斡旋 ／ 経営安定化に備える ／ 信用情報サービス ／ IT・情報化支援
施策普及 ／ 経営指導員による相談 ／ 専門家による個別相談 ／ 記帳継続指導／HP代行サービス

気になる事業がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

とこなめ商工会議所だより
常滑の元気の源となる商工会議所を目指して

常滑商工会議所 検 索http://www.toko.or.jp/
mail：tokoname@toko.or.jp

第579号
令和3年9月15日発行

2021.9

▲青空にこにこ市場 in 夏祭り
　8月27日（金）に、お昼の暑い時間を避け、初めて午後5時から開催しました。コロナ感染対策をしっかりと行った上で販売だけで
　なくゲームなども取り入れたところ、多くの子どもたちが来場し、楽しむ様子が見られました。
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 会員の皆様へ

11月末までに申請をした飲食店には、選べる対策資機材を配布します。
あいスタ認証時に、いずれか1つのプランをお選びいただけます。

全てのプランにマスクケース（500枚）がついてきます！

2 とこなめ商工会議所だより　2021.9
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 案内

　2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や
「外出自粛等」の影響により、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50％以上減少した中小法人・
個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
◆一時支援金を受給した事業者は事前確認を受ける必要はありません。
◆常滑商工会議所でも事前確認を受けることができます。
◇給付額

◇対象月　�緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて、
　　　　　2019年又は2020年の同月比で売上が50％以上減少した2021年の7月・8月
◇基準月　2019年又は2020年における対象月と同じ月
◇事前確認受付期間　7月分：9/27まで、8月分：10/26まで、9月分：11/25まで
◇申請期間　　　　　7月分：9/30まで、8月分：10/31まで、9月分：10/1〜11/30
【問合せ】月次支援金事務局 TEL 0120-211-240（8：30〜19：00 土日・祝日含む） ※詳細は右QRよりご確認ください。

「おもてなしギフトショップ」とは商工会議所会員の皆様の持つ地域産
品をギフトとして全国販売するインターネットショップです。年会費
１万円(税別)で「PayPayモール」に出店可能です。店舗構築や運営も全
て事務局で行い、配送伝票も印刷してお届け。商品を発送していただく
だけなので、ネット販売が初めての事業者様も心配ご無用！常滑商工会
議所管内第一号店は「(株)とこ販」さんです。ギフトにぴったりな急須
を出品されています。皆様もおもてなしギフトに参加し、更なる売上増
加・販路拡大を実現しませんか？

【出店に関する問合せ】常滑商工会議所 中小企業相談所 近藤・蜷川 TEL 0569-34-3200　 
　　　　　　　　　　 https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/omotenashigift/top/ 

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月
●

次
●

支
●

援
●

金
●

」について

「おもてなしギフトショップ」開店いたしました！

中小法人等 上限20万円／月 個人事業者等 上限10万円／月

「三越伊勢丹オンラインストア」への
商品掲載に向けた商談会の募集

　地域の小規模事業者等が中心となって開発した食
品や工芸品等の商品の販路開拓・拡大を支援すること
を目的に、株式会社三越伊勢丹のバイヤーとのオンラ
イン商談会が実施されます。
　同社バイヤーと商談のうえ、条件が整えば、同社が
運営するECサイト「三越伊勢丹オンラインストア」へ
の商品掲載・出品が可能となります。 

【エントリー締め切り】2021年10月4日

地域特産品のマスメディアへの
広報掲載の募集

　「株式会社テレビ埼玉」と連携し、同社が制作・放映
する「情報番組マチコミ」内における地域特産品の紹
介を目的としたコーナー「お取り寄せ倶楽部」にて、
紹介を希望する商品を募集します。
　申込みいただいた商品情報については同社へ共有、
紹介商品が選定されます。
　テレビを通じ、埼玉県内の一般消費者へのPRが可
能です。

販路開拓に活用しませんか？

　詳細については、弊所問合せ窓口よりお願い致します。　問合せ　常滑商工会議所 中小企業相談所　

3とこなめ商工会議所だより　2021.9
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支払賃金額を確かめ、最低賃金額を下回ることのないようご注意ください。

　「創業したものの、計画通り進まない」「事業がなかなか軌道に乗らない」といった悩みを抱える創業後５年程
度までの小規模企業の代表者の方を対象に、グループワークや個人ワークを交えながら問題解決のヒントになる
セミナーを開催します。

　近年、経営者の高齢化や後継者不足から、企業の事業承継問題が取りざたされています。
　しかし、「漠然とした意識はあるけれど何から取り掛かれば良いか分からない」、「相談したいが誰に相談すれ
ば良いか分からない」という経営者の方もいらっしゃることと思います。
　そうしたお悩みに答えるため、愛知県事業承継・引継ぎ支援センターから、専門家をお招きします。
　事業承継に関する問題を解決する第一歩として本個別相談会を是非ご利用ください。

【講　師】　愛知県事業承継・引継ぎ支援センター　石黒晃（税理士・中小企業診断士）
【申込み】　電話でのご予約　TEL 0569-34-3200 常滑商工会議所 担当：松野

創業ビギナーセミナー

事業承継個別相談会のご案内

「お金」に強くなる！　～経営者のための会計・税務の基礎知識～
日時 2021年9月18日（土）13：30～16：30 講師 長瀬充寛（中小企業診断士、税理士）

テーマは「お金」です。経営者がみるべき決算書のポイントは？資金調達を適切に行うには？知らないと損する税金の仕
組みは？数字に強くなって事業強化を目指しましょう。
「商品開発のコツ」　～顧客ニーズ分析・商品企画からのネーミングまで～
日時 2021年9月22日（水）17：00～20：00 講師 鳥巣智嗣（中小企業診断士）

製品開発のコツを、商品の核、商品形態、付随機能の3つの視点でお伝えします。新商品について何らかのアイデアをお持
ちの皆様にお勧めのセミナーです。
創業者の為の新規顧客の獲得・新規販路開拓　～小さな社会こそ大切な営業戦略～
日時 2021年10月2日（土）13：30～16：30 講師 竹本恵子（中小企業診断士）

お客様はたくさんの中からベストなものだけを選びます。集客なども喜びを提供するもののほうが選ばれやすくなりま
す。お客様に選ばれる考え方を学びませんか！？
初めての動画活用　～集客とブランディングに役立てる～
日時 2021年10月9日（土）13：30～16：30 講師 宿澤直正（中小企業診断士、情報処理技術者、産業カウンセラー）

動画の活用場面が増えているが、自分にはハードルが高いと感じている方。動画作成って何から手を付けるのかな？まず
は、第一歩を踏み出してみましょう！

 案内

無料

無料

各回先着
20名

開催場所　愛知県産業労働センター（ウインクあいち）14階　セミナールーム
対象者　創業後5年程度までの小規模企業の代表者
受講料　無料
問合せ　公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 創業・新事業育成グループ  
　　　　TEL 052-715-3075

日にち 時間 場所

9月24日（金）
10月22日（金）

10：00〜12：00
常滑商工会議所大会議室13：30〜15：30

15：30〜17：30

愛知県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

愛知県最低賃金は
令和３年１０月１日から

※改訂前の時間額９２７円時間額�955円に改訂されます。

4 とこなめ商工会議所だより　2021.9
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～専門家が訪問して事業継続力強化計画策定をお手伝いします～
　近年、中小企業・小規模事業者を取り巻く事業環境が急速に変化しています。大規模災害の頻発や新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い中小企業者が事業停止を余儀なくされたり、政府の緊急事態宣言発出による外出自粛な
どに伴い、売上等の急減で資金繰りが困窮するなど多くの中小企業者において、事業継続力の強化が求められて
います。本支援では、新型コロナウイルス等を含む感染症や災害が発生した際に従業員をはじめとした生命・企
業の資源を守り、事業を停止させないための計画を策定することで、事業者の強靱化を目指します。
＜ハンズオン支援の概要＞
・中小機構が３回程度の支援（訪問/Web会議）を通し、計画策定をサポートします

　業務改善助成金は、設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引き上
げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。令和3年8月から特例的な要件緩和拡充となっています。

問合せ　業務改善助成金コールセンター　TEL 03-6388-6155（平日8：30〜17：15）
　　　　詳細は右記QRよりご確認ください。

問合せ　常滑商工会議所 中小企業相談所 蜷川・近藤 TEL 0569-34-3200

「事業継続力強化計画」を”無料”で策定支援します！

〈厚生労働省〉業務改善助成金が使い易くなります

助 成 対 象
設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など）
※PC、スマホ、タブレットの他、貨物自動車なども生産性向上の効果が認められる場合は対象（⑤のイに該

当し、引き上げ額30円以上の場合に限る）
助 成 額 最大450万円（下記ア又はイに該当する場合　最大600万円）

助 成 率

通常 生産性要件あり
事業場内最低賃金

900円未満 4/5 9/10

900円以上 3/4 4/5

対象事業所 ①　事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
②　事業場規模100人以下

支 給 要 件

①　賃金引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること（就業規則等に規定）
②　引き上げ後の賃金額を支払うこと
③　生産性向上に役立つ機器・設備などを導入して業務改善を行い、その費用を支払うこと
④　解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
⑤　10人以上の上限額区分を適用する場合のみ、アまたはイに該当すること
　ア　賃金要件：事業場内最低賃金900円未満の事業所
　イ　 生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年又は前々年

の同じ月に比べて、30％以上減少している事業所

活 用 事 例
設備投資

◇POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
◇リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
◇顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化

コンサルティング ◇専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
その他 ◇店舗改装による配膳時間の短縮

 案内

募集

中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経
済産業大臣が認定する制度です。認定を受けた中小企業は、税
制優遇や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられま
す。 計画に記載する項目の事例は以下の通りです。
 ・ ハザードマップ等を活用した想定される自然災害等のリスク
 ・ 安否確認や避難の実施方法など、発災時の初動対応の手順
 ・ 人員確保、建物・設備の保護、資金繰り対策、情報保護に向けた具体的な事前対策
 ・ 訓練の実施や計画の見直しなど、事業継続力強化の実行性を確保するための取組

5とこなめ商工会議所だより　2021.9
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労働保険の手続きは、
常滑商工会議所 労働保険事務組合にお任せ下さい！

労災保険と雇用保険を総称して、労働保険といいます。一人でも労働者（パート・
アルバイト含む）を雇用する場合は、労働保険への加入が法律で義務付けられ
ています。　※一部除外の場合あり

労働保険とは

厚生労働大臣の認可を受けて事業主にかわり労働保険料の納付や労働保険に
係わる各種届出等を行います。また事務組合に委託すると、特例や優遇があり
ますので、ぜひご活用下さい！

労働保険事務組合とは

 案内

事務負担の軽減
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理します。
職業安定所や労働基準監督署に行って手続を行う手間が省けます。面倒な年度
更新の手続きもサポートします。

分 割 納 付 労働保険料の額にかかわりなく、３回に分割納付できます。
保険料の計算や支払いはお任せ下さい。

労災の特別加入
労災保険の特別加入制度を利用できます。
通常事業主や家族従事者は労災の適用はありませんが、事務組合に委託すると
労災保険に特別加入することができます。

＜労働保険事務を委託するメリット＞

＜委託の条件＞
◆常滑商工会議所の会員であること
◆常時使用している労働者が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）以下の
　事業主であること

＜代行する事務の範囲＞
◆労働保険の加入手続（労働基準監督署・公共職業安定所での手続）
◆労働保険料の計算・申告・納付に関する事務
◆雇用保険の被保険者や事業所についての届出等の事務
◆労災保険特別加入の申請・変更等の事務
◆その他、労働保険について事業主が行うべき手続　※ただし保険給付の請求等は除外されています

労働者数 手数料（税別）

15名以下 一律　20,000円

16名以上 概算保険料の5％ ※20,000円に満たない場合は、20,000円

＜事務委託手数料＞
事務委託に係る年間手数料は下表の通りです。

詳細は、中小企業経営支援課�担当：岩田（TEL�0569-34-3200）までお問い合わせください。

労働保険の加入手続をしていないと…
・遡って保険料を徴収されるほか、追徴金も徴収されます
・労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部が追徴されます
・事業主のための助成金が受けられません

労働保険に未加入の事業所は、加入の必要がないかご確認下さい
労働保険に加入済の事業所は、雇用保険の加入や喪失に漏れがないか等ご確認下さい

6 とこなめ商工会議所だより　2021.9
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 案内

2021年度 フォークリフト
運転技能講習を開催致します

第159回日商簿記検定試験の募集

「ボートレース地域振興クーポン」
加盟店 大募集！

＜フォークリフト運転技能講習開催日＞
学　　科　10月2日（土）
実　　技　10月3日（日）、10月9日（土）、10月10日（日）
受講費用　 33,000円
　　　　　（受講テキスト教材費・消費税含む）
開催場所　学科：常滑商工会議所　大会議室
　　　　　実技：株式会社GOTO　金山工場
不明な点等ございましたら常滑商工会議所まで問
い合わせください。
TEL 0569-34-3200　常滑商工会議所 担当：松野

試験日　11月21日（日）
会　場　常滑商工会議所２F大会議室
受験料　1級：7,850円(税込)
　　　　2級：4,720円(税込)　
　　　　3級：2,850円(税込)
　　　　※ 別途660円のネット受付事務手数料が

かかります。
申込み　募集期間：10月5日〜10月25日
　　　　申込方法：常滑商工会議所ホームページ
　　　　http://www.toko.or.jp/
　　　　※ 窓口申込の受付は行っておりません。
インターネット申込みは下記のメリットがあり、
大変便利です。
　★時間を気にせず申し込める！
　★カード決済・コンビニ決済が利用できる！
　★合格証を郵送で受け取れる！
　★各科目の点数がネットで確認できる！
皆様のお申込みお待ちしております。
問合せ　常滑商工会議所 担当：坂本
　　　　TEL 0569-34-3200

　ボートレース場および地域の活性化を目的に、周
辺の観光地や各店舗で利用可能な地域振興クーポン
を発行します。現在その加盟店舗を募集しています。
登録可能事業所：常滑商工会議所 会員事業所
業種： 宿泊業（旅館、ホテル）、飲食業、小売業、サー

ビス業、観光業、製造業 等
クーポン利用期間：2021年11月6日〜2022年1月10日
配布クーポン：10,000,000円
加盟店1次締切：2021年9月30日
　※詳細については折込チラシをご覧ください。
問合せ：常滑商工会議所　蜷川、松野、近藤、衣川

日本商工会議所 LOBO調査
早期景気観測 令和３年８月調査結果
○調査期間：2021年8月16日〜20日
○調査対象：全国337商工会議所の会員2,651企業
【全国の概況】
　全産業合計の業況DIは、▲29.4（前月比▲5.3ポイント）
　新型コロナウイルス変異株の感染急拡大によ
り、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の期間
延長・対象地域の拡大が実施された。これに伴う
帰省を含む外出自粛やイベントの中止、営業制限
等の影響により、客足が減少した百貨店などの小
売業や、観光関連を中心としたサービス業の業況
感が悪化した。また、鉄鋼や木材などの原材料価
格の上昇、東南アジアの感染拡大による部品調達
難が製造業、建設業など幅広い業種における業況
の押し下げ要因となっている。業況回復に向けた
動きが見られていた中小企業の景況感は、厳しい
状況が続く。
　先行き見通しDIは、▲32.3（今月比▲2.9ポイント）
　ワクチン接種の進展による経済活動正常化に期
待する声が聞かれる一方で、新型コロナウイルス
の感染収束が見通せず、長引く受注・売上減少や
客足回復の遅れから、業績悪化の継続を懸念する
企業は多い。また、世界的な半導体不足による生
産調整や、鉄鋼などの原材料価格上昇分の価格 転
嫁の遅れなどもあり、先行き不透明感は強まって
おり、厳しい見方が続く。
【東海ブロック別全産業DI（前年同月比）の推移】
（�� 　東海　　 　全国）
●業況

●売上

●採算
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 案内

《健康診断の流れ》

会議所に連絡 健診人数・内容・日時
を確認し仮予約

会議所に対象者一覧表をメールか
FAXで送付（健診日３週間前）

医師会より事業所へ問診表送付（１週間ほど前に到着）

＊１名様からご予約が可能です。 
＊日程変更や人数の変更にも対応いたします。
＊バリウムが苦手な方は胃カメラに変更することもできます。
＊子宮頸がん検診や乳がん検診など多数オプションも追加できます。
＊中小企業共済、わーくりぃ知多に加入している方はさらに割引適用されます。

従業員数50人以下の会社は「知多地域産業保健センター 」で産業医の意見聴取を行うことができます。年
2回までは無料です。健康診断の検査結果に異常の所見のある従業員がいた場合は、所定の用紙に必要事
項を記入の上、用紙記載のFAX番号にご送付ください。（所定用紙につきましては常滑商工会議所へご連
絡いただければご用意いたします。）
※聴取にあたる基本判別は「要精密検査」以上です。基本的に健康診断の担当者と医師との面談になります。それ以外に意見聴取希

望の方がいればその方も聴取可能です。

健康診断受付のご案内

健康相談・面接指導利用申込のご案内

　常滑商工会議所では、半田市医師会健康管理センターで行われている健康診断の日程調整・予約の受付をして
おります。事業主は従業員に対して年1回の健康診断を実施することが法令で義務付けられています。健全な企
業経営のために健康診断で早期発見、健康の維持をしましょう。この機会に是非ご利用ください。

従業員数50人以下の会社は産業医を置く義務はありませんが、労働契約法第5条では次のように定められていま
す。「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要
な配慮をするものとする。」特に以下の3点においては、従業員数に関わらず事業者の義務と言えます。

①健康診断の実施（労働安全衛生法第66条）　
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければなりませ
ん。」

②医師からの意見聴取（労働安全衛生法第66条の4）　
「健康診断で異常の所見があった労働者は健康診断を行った日から3ヶ月以内に、健康診断結果について医師（産
業医）等から意見聴取を受けなければなりません。」

③長時間労働者への医師による面接指導（労働安全衛生法第66条の8）　
「時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など、医師による面接指導をします。また、事
業者は、時間外労働や休日労働が1ヶ月あたり100時間を超える労働者からの申し出があれば、医師との面接指
導を受けさせなければなりません。」

問合せ　常滑商工会議所 総務課 谷岡・阪上 TEL 0569-34-3200

※健診内容・金額は次ページをご参照ください。
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 案内

《健診内容一覧》（注）金額は協会けんぽ加入者金額です。

上記以外も多数オプション検査があります。詳しくは常滑商工会議所までお問い合わせください。

基本コース

定期健診：7,425円（税込）

検査項目 尿検査・血圧測定・身体計測・視力検査・聴力検査・血液検査・胸部レントゲン検査・心電図・
問診（※中小企業共済加入者割引適用あり）

生活習慣病�一般健診�35～74歳の方：7,169円（税込）

検査項目
尿検査・血圧測定・身体計測・視力検査・聴力検査・血液検査・胸部レントゲン検査・心電図・
便潜血反応検査・胃部レントゲン検査（胃カメラ変更+3,300円（税込））・問診（※中小企業共済
加入者割引適用あり）

オプション

付加健診：9,603円（税込）〈40・50歳のみ：4,802円（税込）〉

検査項目 尿沈渣顕微鏡検査・血液学的検査・生化学的検査・眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査
（※一般健診プラス付加検診でわーくりぃチケットを使用できます。）

乳がん検診

検査項目

40歳未満…エコー検診：4,620円（税込）
40歳以上…乳房エックス線検査・問診
　40歳代偶数年齢：1,686円（税込）／40歳代奇数年齢：4,620円（税込）
　50歳代偶数年齢：1,086円（税込）／50歳代奇数年齢：4,620円（税込）
視触診：880円（税込）

子宮頸がん検診

検査項目
細胞診・問診
　20歳以上偶数年齢：1,039円（税込）
　20歳以上奇数年齢：3,300円（税込）

甲状腺検診①+②のセット金額：5,500円（税込）

検査項目
①甲状腺超音波検査：2,750円（税込）
　超音波による甲状腺検査
②甲状腺検査：3,300円（税込）
　血液による甲状腺ホルモンの検査

前立腺がん検査：1,980円（税込）

検査項目 血液による前立腺がんの検査

アレルギー検査：各5,500円（税込）

検査項目
吸入性アレルギー検査（犬・猫・ハウスダスト・ダニ・カンジダ）
食物アレルギー検査　（卵白・ミルク・えび・小麦・そば・大豆）
花粉アレルギー検査　（スギ・ヒノキ・ブタクサ・ヨモギ・カモガヤ・ハルガヤ）

腫瘍マーカー：各1,100円（税込）

検査項目 CEA（食道・胃・大腸）／AFP（肝臓）／SCC（子宮頸部・肺）／CA125（卵巣）
CA19-9（膵臓・胆嚢・胃）／CYFRA（肺）／CA15-3（乳）
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Q�新型コロナウイルスによって会社に影響はありましたか？
観光客や県外からの店舗のお客様は多少減少しましたが、地元のお客様に支えら
れて、売上的には大きな影響は受けませんでした。

Q�大蔵餅の新たな挑戦について教えてください
社内にイベント部門を立ち上げ、移動販売を強化しました。夏はかき氷、冬は雑煮・
ぜんざいを中心に、県内各所のイベント会場で販売しています。
また、お客様の声に応えて、店舗向かいに駐車場を広げました。その駐車場で市内
の事業者に協力いただき、不定期ですが移動販売車を出店いただいております。
おかげさまでこの夏は店舗にも数多くのお客様に来店いただき、移動販売も盛況
で在庫が足りなくなるほどでした。現在は倉庫も拡張し生産性の向上に努めなが
ら、新商品の開発も進めております。

Q�稲葉君はどんな役割を担っていますか？
製造部門で製造の現場作業、全体の管理を行っています。他にもホームページの
管理や、業者との打ち合わせ、新商品の企画も行っています。
新商品はスタッフとアイデアを出し合い、試作・味見を繰り返して納得いった商品
を出しています。

Q�今後どんな会社を目指していきたいですか？
販売部門を支えられるように、製造部門をしっかりまとめていきたいと思います。
売る側と作る部門の連携を強めてお客様が来店しやすいお店づくりを目指してい
きます。

大蔵餅の新たな挑戦！移動販売をスタートでイベント出展を強化
商工会議所青年部新メンバーの稲葉祐人君。職場の大蔵餅の挑戦を取材しました。

プロフィール�：��稲葉祐人。1991年生、令和3年青年部入会。名古屋市のデザイン会社でデザイナーを経て2016年大蔵餅に入社。現在
は餅菓子の製造・管理を行っている。
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Tokoname CCI

information ●…部会 ◆…個別相談 ★…委員会等

各種定例相談は無料です。予約制ですので予めご連絡下さい。TEL0569-34-3200

2021年9月・10月

  9月 17日 10:00-12:00 ◆金融相談（日本政策金融公庫国民生活事業）
  9月 17日 10:00-12:00 ◆金融相談（愛知県信用保証協会）
  9月 21日 10:00-12:00 ◆法律相談
  9月 21日 10:00-12:00 ◆特許商標相談
  9月 24日 10:00-17:30 ◆事業承継相談
  9月 30日 09:30-16:30 ◆経営計画相談
10月 12日 10:00-12:00 ◆金融相談（愛知県信用保証協会）
10月 13日 14:00-16:30 ◆「ブランディング」セミナー・相談会
10月 14日 09:30-16:30 ◆経営計画相談
10月 15日 10:00-12:00 ◆金融相談（日本政策金融公庫国民生活事業）
10月 18日 13:00-16:00 ◆創業相談
10月 22日 10:00-17:30 ◆事業承継相談
※ ご希望に応じて随時労務相談、デジタル化活用相談等受け付けており
ます。
※ 9/17に予定していた「ブランディング」セミナー・相談会は10/13に変
更となりました。

　市内在住の新型コロナウイルス感染症の影響
による離職者・未就業者の早期就業を支援、またそ
の後の雇用継続に繋げるため、対象となる離職者・
未就業者を雇用した事業者へ奨励金を交付しま
す！！
１．�交付対象者　 対象となる離職者・未就業者を雇

用した市内に営業所・事業所があ
る中小企業など

２．�奨励金　20万円／人（上限100万円）
３．�申請期間　 令和３年９月１日（水）から
　　　　　　 令和４年３月10日（木）
※詳細は市ホームページをご確認ください。
問合せ 常滑市役所商工観光課
　　　 TEL 47-6116 FAX 35-3939

常滑市新型コロナウイルス感染症
対応雇用促進奨励金のご案内

常滑市よりお知らせ

事業所名 所在地 事業内容
アーリーカフェ 半田市冨士ケ丘6-97-5 キッチンカー
OKINAWA�FOOD�かりゆし 常滑市古場町4-97-6 飲食店
Hair�Annette 常滑市森西町2-552 美容院
トコにゃん 常滑市井戸田町1-1 農業・野菜販売
まさ整骨院 常滑市小倉町4-169-1 整骨院
Film�Works�Japan 名古屋市天白区中砂町606-404 映像制作
＆.me 常滑市本郷町3-283 トータルビューティー
cake�yuka 知多市南巽が丘1-108-1 洋菓子製造
Ikkyu 常滑市大谷朝陽ヶ丘2-62 服の販売・刺繍加工
セントレアホテルシステムズ株式会社
フォーポイントバイシェラトン名古屋
中部国際空港

常滑市セントレア4-10-5 宿泊業

Maclure�Motors株式会社 常滑市大野町1-9-3 中古自動車輸出入
トミタパックス株式会社 半田市州の崎町2-140 ダンボール紙器製造販売
PINE�DINER 知多市長浦1-382-1 キッチンカー

輝seki 岡崎市八帖北町3-10
スリーエイト北町201 キッチンカー

株式会社�しんせい 常滑市新開町3-79-1 フルーツ大福の製造販売
METEOR株式会社 常滑市大野町1-93 ドローン事業

新規会員募集中 ようこそ!新入会員さん!
地 域 経 済 発 展 の 原 動 力 は 会 員 の 皆 さ ん で す 2021年8月5日 常議員会で承認
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■商品やお店をYouTubeで紹介
■リモート、テレワーク構築
■PC修理、バックアップ（OS含）
■インタネット、プリンタ設定

■商品やお店をYouTubeで紹介
■リモート、テレワーク構築
■PC修理、バックアップ（OS含）
■インタネット、プリンタ設定

HP  http://goudoubousai.co.jp
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●業務用品総合販売
洗 剤・固 形 燃 料・割 箸
消 毒 用 ア ル コ ー ル
紙 おしぼり・紙 タオル
トイレットペーパー・ポリ袋
乾 物・食 用 油・缶 詰
ビルメンテナンス用 品

お 知 ら せ

第55回常滑焼まつりは
新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止となりました。
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