
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591号
令和4年9月15日発行

2022.9

▲記事はP.8へ 申込みは同封のチラシにて



2

　今回、ボートレース常滑の西駐車場を
お借りしました。コロナが蔓延している
中、心配もありましたが対策をしっかりお
こない、無事に開催することができまし
た。また、多くの方がご来場してください
ました。中には浴衣姿の方もたくさんお
り、夏休み最後の思い出作りをしてもらえ
たかなと思います。
　出店者様の売上も多く、地域への経済
効果という面でも効果が期待できたので
はないかと感じました。
　次回の開催は、まだ未定ですが毎年
の恒例行事として開催をしていきたいと
思っています。会員事業所さんはもちろ
んですが、市民のみなさんからも愛され
る常滑商工会議所になっていけるよう頑
張っていきます。

8月26日に『ハッピーカモンとこなめ夜市』を開催致しました！

貨物自動車支援金

 会議所の動き

21,000円
1台あたり（8ナンバー）

（特例けん引車：けん引車+8ナンバー
車引んけ被の〉ーバンナ9はたま〈 ）

特種車

5,000円
1台あたり

※上記に該当する車両を2022年9月1日時点で使用していることが必要です。

※イラストは
　イメージです。

①2022年9月1日時点で使用し、②愛知県内に使用の本拠の位置があり、
③有効な自動車検査証の交付を受け、④貨物自動車運送事業の用に供する自動車

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）
第2条に規定する貨物自動車運送事業を行い、
愛知県内に営業所を置く者であること

※当日消印有効

※当日消印有効

2022年9月1日（木）～10月14日（金）申請受付期間

愛 知 県 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 燃 油 価 格 高 騰 対 策 支 援 金

申請は公式ホームページからの申請、もしくは郵送での申請の2種類となります。
（詳しくは裏面をご確認ください） https://kamotsu-sien.com

軽自動車

5,000円
1台あたり

（4ナンバー）
小型車

16,000円
1台あたり

（1ナンバー）

緑ナンバーの事業用貨物自動車

黒ナンバーの事業用貨物自動車

普通車
支援区分

申請について

対象事業者

対象自動車

2022年9月1日（木）～10月14日（金）■申請受付期間

■申請方法

愛 知 県 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 者 燃 油 価 格 高 騰 対 策 支 援 金

必要事項を入力し
申請書類をアップロード

公式ホームページ
からの申請

必要事項を記入し
申請書類を簡易書留

またはレターパックにて郵送
（宛先は表面下部に記載してあります）

郵送での申請 申請書類

公式ホームページからの申請、
もしくは郵送での申請の
いずれかの方法で申請ください。

●緑ナンバーの事業用貨物自動車
　普通車（1ナンバー）
　小型車（4ナンバー）
　特種車（8ナンバー）
　特種車（特例けん引車）
●黒ナンバーの事業用貨物自動車
　軽自動車

…………………………………1台あたり 16,000円
…………………………………1台あたり    5,000円
…………………………………1台あたり 21,000円

……………………………1台あたり 21,000円
 

……………………………………………1台あたり    5,000円

公式ホームページ   https://kamotsu-sien.com

申請受付期間および申請方法

支 援 区 分

◎自動車検査証の記載事項について次の全てを満たす自動車
①登録年月日　　　　　：2022年9月1日以前
②自動車の種別  　　　 」車動自軽「は又」型小「は又」通普「： 
③用途　　　　　　　 」種特「は又」物貨「： 　
④自家用・事業用の別　   ：事業用
⑤使用者の氏名又は名称：申請者と同一の個人又は法人
⑥使用の本拠の位置　　：愛知県内住所であること
⑦有効期間の満了する日 ：2022年9月1日以降

対象自動車

貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第2条に規定する貨物自動車運送事業を
行い、愛知県内に営業所を置く者であること対象事業者

◎上記「対象自動車」で、2022年9月1日時点で対象事業者が使用していること基 準 日

こちらから
お申し込みできます

・交付申請書兼請求書（必須）
・自動車検査証の写し（必須）
・振込先口座が分かる書類（必須）（※1）

・委任状（代表者氏名と口座名義人が異なる
  場合必須）

※1…金融機関・支店名、預金種別、口座番号、
　　  口座名義人（※2）が分かるもの
※2…通帳の場合、表面にある漢字の名義では
　　  なく、通帳の見開き等に記載されている
　　  カタカナの名義

※申請にあたっては、申請マニュアルを事前にご覧ください。

愛知県内に営業所を置く貨物自動車運送事業者のみなさまへ

燃油価格高騰による負担軽減のための燃油価格高騰による負担軽減のための
支援金を交付します！支援金を交付します！支援金を交付します！

◎支援金に関する不明点などは下記までお問合せください。
愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金事務局   TEL:052-433-9221

【受付時間／平日9：00～17：00（土・日・祝日除く）】〒453-6106  愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート6階

こちらから
お申し込み

2 とこなめ商工会議所だより　2022.9
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 経営情報

　令和4年4月に引き上げとなった雇用保険料率が、10月からまた変更となります。今回は労働者負担分も変更となり
ますので、給与計算の際にご注意下さい。雇用保険料率については、下表をご参照下さい。

10月に締め日が到来する給与から、新しい料率で雇用保険料を計算することとなります。
・末日締、翌10日払いの事業所：10月30日締日→11月10日払いより新料率
・15日締、25日払いの事業所：10月15日締日→10月25日払いより新料率

賞与については、賞与の計算期間の締め日が10月1日以降の分から新料率が適用されます。

　令和4年4月から順次施行されている改正育児介護休業法ですが、10月から施行される内容についてご案内い
たします。

1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
　「パパ休暇」が撤廃、新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」がスタートします。

2.育児休業の分割取得
　�子が1歳になるまでの育児休業を、分割して2回取得可能となります。これにより、産後パパ育休と合わせると、
子が1歳までの間に最大4回の育児休業を取得することが可能となります。

※詳しくは労働局やハローワークのHP等でご確認下さい。

10月から雇用保険料率が変更となります。給与計算はご注意を！

10月から育児介護休業法が改正となります

一般事業 農林水産業
清酒製造業 建設業

労働者負担率      5/1,000      6/1,000      6/1,000
使用者負担率 � 8.5/1,000 � 9.5/1,000 10.5/1,000
雇用保険料率合計 13.5/1,000 15.5/1,000 16.5/1,000

3とこなめ商工会議所だより　2022.9
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 経営情報

令和4年10月1日から愛知県最低賃金が改定されます

「設備貸与制度」のご案内
設備貸与制度とは…�(公財）あいち産業振興機構がご希望の設備を購入し、事業者様に「割賦販売」または「リース」す

る制度で、事業者様は原則担保不要でご利用いただけます。
◎対象事業者
・小規模事業者　製造業・建設業・運輸業　…�従業員数20人以下
　　　　　　　　商業・サービス業　　　　…�従業員数5人以下
・小規模企業者以外の中小企業者（従業員数50人以下）
　以下の①②③をすべて満たす事業者
　①銀行借入残高　…�4億2000万円以下（信用金庫、信用組合等からの借り入れは除く）
　②経常利益　　　…�直近3年間平均3,500万円以下
　③出資状況　　　…�大企業1社から3分の1以上の出資を受けていないこと
◎対象設備
　①新品かつ契約前の設備　②単体価格が10万円以上（税込）　③愛知県内の事務所、工場、店舗等に設置するもの
　④当該年度内（3月末日まで）に、設置が完了し、検収ができるもの　⑤申込合計金額が100万円以上、1億円まで
◎導入事例　製造業からサービス業まで幅広い業種でご利用いただけます
　製造業　…�旋盤、マシニングセンタ、射出成型機等� 建設業　…�ダンプカー、油圧ショベル、フォークリフト等
　卸売業　…�パソコン、プリンタ等� 運輸業　…�トラック、バン、ラフタクレーン等
　小売業　…�冷凍ショーケース、ＰＯＳレジ等� 飲食業　…�製氷機、大型冷蔵庫、ＩＨ調理器等
【問合せ】（公財）あいち産業振興機構　経営支援部　設備支援グループ　
　　　　　〒450-0002�名古屋市中村区名駅四丁目4番38号�ウインクあいち（愛知県産業労働センター）14階
　　　　　TEL052-715-3067

　愛知県最低賃金が１０月１日より改定となります。使用者は、最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならな
いため、支払い賃金額を確認し最低賃金額を下回ることのないようご注意下さい。
＊�賃金が時間給以外で定められている場合（月給・日給等）、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額986円と比較
して下さい。

最低賃金名 時間額 適用労働者の範囲

愛知県最低賃金
令和4年10月1日より

986円
（31円アップ）

愛知県内の事業場で働くすべての労働者
（常用・臨時・派遣・パートアルバイト等）に
適用されます。
※�愛知県最低賃金が改定され特定最低賃金を上
回る場合は、愛知県最低賃金が適用されます。

令和4年9月30日まで 955円

4 とこなめ商工会議所だより　2022.9
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 経営情報

　るびあん（知多地域学生就職情報センター）は地元企
業の採用活動をサポートしています。
●るびあん事業のポイント
　①るびあんWEBサイト掲載
　・ポイント１　�約１万人のアクセス（２０２１年１２月～

２０２２年６月までの７か月間）
　・ポイント２　�検索広告やバナー広告を用いて学生や

その親御さんのアクセスを増やします
　・ポイント３　�お持ちのYouTube動画をHPに乗せる

ことが出来ます
　・ポイント４　各社ごとに個別ページを設けます
　・ポイント５　通年で企業情報を掲載できます
るびあんホームページアドレス　
　https://www.shuushoku.or.jp�
　②「合同会社説明会」の開催
　開催日：令和５年３月２日（木）10:00～15:00
　場　所：半田市福祉文化会館（雁宿ホール講堂）
●問い合わせ先
　知多地域学生就職情報センター（半田商工会議所内）
　〒475-0874�半田市銀座本町1‐1‐1
　TEL0569-21-0311　FAX0569-23-4181

　�常滑市では「るびあん」に登録する際の費用の一部を
補助しています。
【補助内容】
�知多地域学生就職情報センターへ支払った登録料の
3分の１以内（100円未満切り捨て）
①WEBへ求人掲載
　→登録料：7万円（うち23,300円を補助）
②Webへ求人掲載＋合同会社説明会への参加
　→登録料：10万円（うち33,300円を補助）
【補助条件】
①�常滑市内に本社（個人事業主の場合は事務所）を有
する中小企業であること
②�当該年度に係る知多地域学生就職情報センターへ
の登録料を支払っていること
③�市税を滞納していないこと
【申請方法】
�以下の書類を市商工観光課へご提出お願いいたします。
①�常滑市人材採用支援補助金交付申請書兼実績報
告書（様式第1）
②�企業概要（企業パンフレットなど）
③�登録料の支払いを証する書類（領収書等）
④�市税納税証明書
※�補助金の詳細は市ホームページをご確認ください
当該補助金についての申し込み・問い合わせ
〒479-8610　常滑市飛香台3‐3‐5
常滑市役所経済振興課　TEL:0569-47-6117

DX推進人材育成研修

常滑市からのお知らせパートナーシップ構築宣言

るびあん（知多地域学生就職情報
センター）参加企業募集中

優秀な地元の人材確保にぜひご利用ください

5とこなめ商工会議所だより　2022.9
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 経営情報

IT個別相談会

　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。
　「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」という経営者の方を対象に、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
て個別相談会を開催します。
　事業承継に関するお悩みを解決する第一歩として是
非ご利用ください。
【日時】　10月21日(金)
　　　　13：00～17：00
【場所】　常滑商工会議所
【講師】　愛知県事業承継・引継ぎ支援センター
　　　　石黒�晃氏
　　　　（税理士・中小企業診断士）
　　　　�分かり易い説明と温和な

雰囲気が特徴的な先生で
す。にこやかに相談に対応
して頂けるので、安心して
ご参加頂けます。

【申込】　電話でのご予約　TEL�0569-34-3200　
　　　　常滑商工会議所　担当：松野まで
　　　　QRコードでのご予約：右上QRコードより

【相談できる内容】　
●ネット集客
・HP集客（HPやブログに関すること）
・SNS活用（Instagram、Facebook、Twitter）
・Googleビジネスプロフィールに関する事
・�動画活用（YouTube、TikTok）および動画編集に関する事
●DX化（身近なところからの情報化）
・クラウドサービスの活用（社内の情報共有など）
・�社内システムの見直し（システムのリプレイスに向
けてすること）
・業務の効率化の進め方
・リモートツールの活用方法　
●セキュリティ
・セキュリティ対策
【日時】　2022年10月� 6日(木）、11月� 2日(水）、
　　　　　　　　　　　　　　　12月28日(水）
　　　　　　　　2023年� 1月25日(水）、� 2月22日(水）
　　　　　　　　13：30～16：30（1人1時間、事前予約制）
【講師】　宿澤経営情報事務所　宿澤直正氏
【申込】　右記QRコードから
　　　　申し込みください

事業承継個別相談会

無料

無料

〈講師プロフィール〉
NECソフト(株)、中部日本電気ソフトウェア
(株)にSEとして勤務し、2005年より宿澤経営
情報事務所を設立。現在、中小企業向けにIT
を活用した経営革新、創業の支援、およびセ
ミナー講師を中心に活動中。

採用活動にSNSを活用してみませんか？
使い方は無限大! SNSが採用ツールに大変身!!

　今やSNSは単に販促などの情報発信だけではなく、
採用活動のツールにもなり得るものとして普及してお
り、広告費や採用活動に労力をかけずとも成果を期待
できます。
　そこで、SNS活用のノウハウをもつ株式会社BESW
の代表取締役田中様を講師としてお招きして無料セミ
ナーを開催します。
　今回はハイブリッド開催の為、弊所にお越しできな
くともZOOMで視聴できる環境さえあればご参加で
きます。
【日　　時】　2022年10月11日(火）
　　　　　　13：00～15：00
【開催方法】　 ZOOMを用いたハイブリッド開催
　　　　　　※�ご来所頂いてセミナーに参加するこ

とも可能である一方、ご自宅や事務所
でもZOOMに繋いでいただく事でセ
ミナー参加が可能です。

【開催場所】　 常滑商工会議所/ご自宅や事務所等から
の参加も可能

【申込方法】　①右QRコードから申込み可能
　　　　　　②電話予約：0569-34-3200

6 とこなめ商工会議所だより　2022.9
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 経営情報

第56回常滑焼まつり

第162回日商簿記検定試験の募集

フォークリフト技能運転講習会 
開催します！

『消費税インボイス制度』
説明会のお知らせ

　以下のスケジュールでフォークリフト技能講習会を
開催します。本講習会を機にフォークリフトの運転免
許を取得して、事業運営にお役立てください。

【日　程】　学科：10月� 8日　実技：10月� 9日
　　　　　実技：10月15日　実技：10月16日
【場　所】　学科：常滑商工会議所
　　　　　実技：株式会社GOTO�金山工場
【受講料】　33,000円（税込）※テキスト代含む
【問合せ】　常滑商工会議所　担当�：�松野まで

　令和5年10月1日から『インボイス制度』が実施され
ます。
　事業者の皆様の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けるよ
う、税務署の担当者をお招きし、『消費税インボイス制
度』説明会を開催いたします。
　会場にて登録申請もできます！ぜひご参加くださ
い。

【日　時】10月25日(火）　10：00～11：30
【講　師】半田税務署職員
【場　所】常滑商工会議所　大会議室
【申　込】常滑商工会議所　中小企業相談所
　　　　�TEL0569-34-3200
【主　催】半田青色申告会

　第56回常滑焼まつりを、
１０月８日（土）から１０日（日）
まで開催いたします。
　今年は、新しいボートレー
スとこなめ会場を３年ぶりに
使用し、焼き物の即売市を実
施いたします。他にも、セラ
モール、イオンモール、やきも
の散歩道に加え、各協賛団体
で即売や体験などのイベント
が企画されています。
　詳しくは、同封のチラシや、ホームページ、SNSをご覧
ください。ホームページやSNSは、随時更新される予定
です。
　皆さまのお越しを、お待ちしております。

専門家による
事業計画策定個別相談会

　中小企業診断士による「事業計画策定のための個別
相談会」を開催します。新型コロナウイルス感染症の
影響に関する様々な経営課題の解決や各種補助金申請
（持続化補助金、事業再構築補助金など）の計画策定に
関する相談に対応しています。しっかりとした事業計
画の策定は経営の基本です。是非ご利用ください。
【講　師】　エヌブレイン　代表�服部�功氏
　　　　　（中小企業診断士）
【開催日】　毎月第２・第４木曜日
【時　間】　各日9：30～12：30/13：30～16：30
　　　　　（1事業所1時間）
【場　所】　常滑商工会議所�相談室
【費　用】　無料
【申　込】　電話予約�TEL�0569-34-3200
　　　　　常滑商工会議所
※�完全予約制、先着順となります。ご希望の方はお早
目にお申し込みください。

【試験日】　11月20日（日）
【会　場】　常滑商工会議所2階大会議室
【受験料(税込)】　1級：7,850円　2級：4,720円　
　　　　　　　　3級：2,850円
　　　　　　　　※ 別途660円のネット受付事務手数

料がかかります。
【申　込】　募集期間：2022年10月5日～10月24日
　　　　　申込方法：�http://www.toko.or.jp/
【問合せ】　常滑商工会議所　担当：坂本まで
　　　　　　TEL0569-34-3200

無料

無料
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　常滑商工会議所青年部研修委員会は、11月23日
（水）に株式会社minitts代表取締役中村朱美氏を講師
に迎え、「みんなに必要な新しい働き方～仕組みで人を
幸せに～」をテーマに講演会を開催致します。
　令和4年度研修委員会は、都築孝弘会長のスローガ
ンである「YEG�HEARTS（準備を怠らず真摯な姿勢で
感謝の心を）」にリンクさせ、SKIN研修（準備）・BODY
研修（感謝）・MIND研修（熱意）を1年のストーリーとし
てきました。11月は集大成となるMIND研修（熱意）で
す。
　新型コロナウイルスが世界中で猛威を奮い3年がた
とうとし、先行きが見えない社会は心の健康にも影響を
及ぼしています。働き方や企業の在り方、経済動向など
ありとあらゆることが日々変化し、経済人として、個人と
して、組織として、どのように思考・行動すれば良いの
でしょうか？地域の枠を超え多くの方にご参加頂き、常
滑市のシンボルのひとつでもある常滑市民文化会館大
ホールから明日への活力となるような熱い講演を発信
したいと思います！
　中村朱美氏は京都市内で1日100食限定で美味しい
ものを手頃な価格で食べられるお店「佰食屋（ひゃく
しょくや）」を開業し、行列の出来る人気店へ成長させた
女性経営者です。ランチ営業のみで完売次第終了とい
う、売上を追わない逆転発想で注目を集め飲食店の常
識を覆すビジネスモデルを構築し、ワークライフバラン
スとフードロスゼロを実現してみえます。中村朱美氏が
目指したのは、店の売上を増やすより従業員の自由な時
間を優先する新しい働き方でした。
　しかし、「佰食屋」にも未曾有のコロナ禍が襲いまし
た。従業員も会社もお客様も出来る範囲の中で最大限
守るためにどうすればいいのかを考え、複数の店舗の閉
店や大切にしてきた従業員たちも多く解雇するという苦
渋の決断をされました。閉店後翌月には黒字になり、3ヵ
月後に過去最高利益率まで回復されています。
　諦めない中村朱美氏がこの不安定な世の中を生き抜

く為に考え抜いた経営手法や働く人の幸せに繋がる仕
組みをお話し頂きます。経営者の方には、「佰食屋」の経
営戦略や今までの常識とは違う考え方から様々なヒント
に繋がり社業の発展へ！働く方には、新しい働き方に心
が満たされ「面白いからやめたくない」と言えるような
仕事に出会って頂けたらと思います。
　常滑商工会議所青年部は、研鑽と交流を通じて個々
が大きく成長し、夢に挑んでいきたいと思います。多く
の皆様に新しい時代の幕開けとなる中村朱美氏の講演
を聞いて頂きたいです。ご参加、お待ちしております。

令和4年度 常滑商工会議所青年部 研修事業
セブンルール、ガイアの夜明けなどメディア多数出演

話題の若手女性経営者が常滑にやってくる！

【プロフィール】1984年京都府亀岡市生まれ。専門学校
の職員として勤務後、2012年9月に飲食事業や不動産事
業を行う「株式会社minitts」を設立。「1日100食限定」
というお客様にも従業員にもそして環境にも優しい経営
の実現により、第32回人間力大賞農林水産大臣奨励賞、
ForbesJAPANウーマンアワード2018新規ビジネス賞、日
経WOMANウーマンオブザイヤー2019大賞等数々の賞
を受賞。テレビ出演「ガイアの夜明け」「セブンルール」「ク
ローズアップ現代+」など。著書「売上を、減らそう。たどり
ついたのは業績至上主義からの解放」
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ビジネス相互研鑽研修

第35回 東海ブロック 鈴鹿大会

　8月19日（金）にメンバー講師によるビジネス相互研鑽研修を開催いたしまし
た。
　本事業は相互研鑽と新たな発想の転換力を鍛えるという目的の下、入会して
日の浅い3人のメンバーに自身の社業をテーマとして講演していただくとともに、
事前に研修委員会のメンバーが講師の事業所を視察し、その中で気が付いたこ
となどについても併せて報告をさせて頂きました。
　講師に選ばれた杉江省吾君、田中理恵君、磯部友孝君の3名は、製陶業、農業、
保育業と、業種がそれぞれ全く異なっていたこともあり、その講演の形式も内容
も三者三様でしたが、皆、自身の社業についてその舞台裏を含め、時に真面目
に、時にユーモアを交えて熱く語っておられました。
　3名の講演からは社業に対する強い情熱が感じられ、他のメンバーに良い刺激
を与えることにつながったのではないかと思いました。
　また、ただ講演を聞くだけで終わるのではなく、講演に対する感想等のフィード
バックや、講師と他のメンバーとの間でのビジネスマッチングにつなげることが
出来るよう、Google�formによるアンケートも実施をしました。
　アンケートの結果については今後、講師メンバーにお知らせするとともに、ビ
ジネスマッチングの状況についても引き続きその経過を追っていきたいと考えています。
　青年部ではこれからも、会員一人一人の事業所にとって、成長につながっていくことができるような事業を企画し、
実行してまいります。

　9月2日、3日に第35回�東海ブロック�鈴鹿大会が開催さ
れ、3日の式典、分科会、大懇親会に会長はじめ9名で参加し
て参りました。会長は前日の会長会議にも参加され連日の参
加でしたが、誰よりも元気！！
　会場に到着すると、この日のために準備を重ねてきてくだ
さったことを随所に感じる素晴らしい歓迎とおもてなしに感
動しました。
　愛知県、三重県、岐阜県の東海ブロックの単会はもちろん
のこと、全国から集まった青年部メンバーで会場は熱気に包
まれておりました。
　圧巻だったのは、来年の大会開催地となる豊橋YEGの皆さ
ん！大型バス2台の大所帯で参加され来年のPR。東海ブロッ
ク大会がどれだけ意義のあるものか！というのを鈴鹿の皆さ
ん、豊橋の皆さんから強く強く感じました。
　大懇親会はあの！鈴鹿サーキットで行われ、第３分科会に参加されたマイカーランの方の雄姿をホスピタリティラウ
ンジから優雅に観戦してスタート。貴重な経験をさせていただきました。
　大懇親会は様々な単会の方々との交流の場ともなり、エネルギーと刺激をいただきました。東海ブロックなどの他
単会との交流事業は参加しなければ味わえない面白さと興奮があります。まだ参加されたことのないメンバーの皆
さんにもぜひぜひ参加していただきたい！！と願ってやみません。取りまとめをしてくださった森下委員長、大変お疲れ
さまでした。ありがとうございました。とっても有意義な一日でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事・総務委員会担当副会長　澤田裕美
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10

商工関係者向けクルーズセミナーin常滑2022
～クルーズ船寄港が地元、商店にもたらすメリットとは～

『商工会議所福祉制度キャンペーン』実施のお知らせ
　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を10/3～
11/30に実施いたします。本キャンペーンは、『商工会議所福祉制
度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお
役立ていただくことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金
準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えする
ものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺い
した際には、是非ご協力いただきますようお願い申しあげます。

常滑商工会議所　TEL�０５６９-３４-３２００

※�「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社に
より運営されている組織です。

　常滑港へのクルーズ船誘致に向けて、商工関係者の皆様を対象としたセミナ―を開催します。今回は、年間約
100回の寄港実績を持つ「鹿児島港」から講師をお招きしました。
　実際にクルーズ船の受け入れをしている観光施設の方の生の声が聞ける大変貴重な機会です。

【実施要項】
日　　時：2022年10月11日（火）14:00～15:30
会　　場：常滑商工会議所2階大会議室
対　　象：知多半島の商工サービス業関係者
対　　象：50名　※要事前申込、応募者多数の場合は先着順
締　　切：10月5日（水）
主　　催：常滑港クルーズ船誘致連絡会議

＜ 第1部 ＞
テ ー マ：鹿児島港寄港が地域にもたらすこととは？
� 大型船からラグジュアリー船まで、幅広いクルーズ船の受入をする鹿児島県
� 特に、日本船・ラグジュアリー船の受入が地域へもたらすメリットについて紹介します。
講　　師：公益社団法人鹿児島県観光連盟
� 国際クルーズ船誘致促進員　高江�奉子氏

＜ 第2部 ＞
テ ー マ：客船・乗客に合わせたおもてなしとは？
� 鹿児島を代表する観光施設「仙厳園」とレストラン「はいから亭」を中心に、
� クルーズ船受入時の対応について紹介します。
講　　師：仙巌園　海外営業マネージャー　黄　恭恵氏
� 康正産業株式会社　観光営業課　課長　松崎�正人氏　
� モデレーター：本郷�芳人氏　
� 幅広い知見を持ち、クルーズ振興のため、全国の港の誘致事業のコンサルタントを
� 多数行っている。現在は、クルーズトラベラーカンパニー（株）に在籍
申込方法：参加希望の方は氏名、会社名、電話番号、E-mailアドレスを記載の上、
� FAXまたはメールにて事務局までお知らせください。
事 務 局：（株）日本旅行名古屋法人営業支店クルーズセミナーin常滑2022
� FAX�：052-232-6711　E-mail：nagoya_corporate@nta.co.jp
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Tokoname CCI

information ◆…個別相談 ■…講習会セミナー

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

2022年9月・10月

9月 20日 10:00-12:00 ◆法律相談
9月 20日 10:00-12:00 ◆特許商標相談
9月 22日 09:30-17:00 ◆事業計画策定相談会
10月 6日 13:30-16:30 ◆IT個別相談会
10月 11日 10:00-12:00 ◆金融相談（中小企業事業）
10月 17日 13:00-16:00 ◆創業相談
10月 21日 10:00-12:00 ◆金融相談（国民生活事業）

日本商工会議所 LOBO調査
早期景気観測 令和4年8月調査結果
○調査期間：2022年８月16日～22日��
○調査対象：全国331商工会議所の会員�2,566企業�
【全国の概況】
　全産業合計の業況DIは、▲21.0（前月比▲3.2ポイント）
　感染拡大の継続に猛暑や大雨が重なり、帰省や旅行、会食
等を控える動きが見られ、飲食・宿泊業などのサービス業や
百貨店などの小売業で業況が悪化。小売業・サービス業から
の引き合いが減少した卸売業も業況が悪化した。半導体等
の部品供給不足が継続する製造業も業況が悪化した。堅調
な民間工事に下支えされた建設業では業況が改善するも、資
材や燃料価格の高止まりによる負担増が続き、力強さを欠い
ている。資源・原材料価格の高騰や円安によるコスト負担増
が継続する中、物価高による消費マインドの低下や、感染拡
大の継続、猛暑・大雨による外出控えにより、中小企業の業況
は、半年ぶりの悪化となった。
　先行き見通しDIは、▲26.6（今月比▲5.6ポイント）
　今後も感染拡大が継続し、従業員の感染による生産や取引
などへの影響を懸念する声が業種を問わず聞かれた。特に、
サービス業や小売業では、消費者の外出控えによる需要減を
危惧する事業者が増加している。資源・資材価格の高騰が長
期化し、コスト増加分の十分な価格転嫁が追い付かず、収益
確保も難しい中、感染の沈静化を見通せず、中小企業の先行
きは、厳しい見方となった。

【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

とこなめ陶の森・陶芸研究所
第４１期研修生を募集します

「あいちワーク・ライフ・バランス
推進運動2022」のご案内

　あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会では、県内企業等の
皆様に、ワーク・ライフ・バランスの実現に資する8つの取組を呼
び掛ける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2022」を実施
しており、御賛同いただける事業所を募集しています。
【募集期間】
11月30日(水)まで
【詳細及び申込】
https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/
【問合せ】
愛知県労働局労働福祉課　仕事と生活の調和推進グループ
TEL.052-954-6360

　陶芸研究所は、やきもののつくり手を養成する市運営の研修
施設で、これまでに約１７０名の修了生を輩出しています。
　作陶経験のない方も歓迎します。たくさんのご応募をお待ちし
ています。
【研修期間】２年（令和５年４月～令和７年３月）
【募集人数】５名
【応募期間】１０月１日（土）～１１月３０日（水）
【試 験 日】１２月１８日（日）
【申込･問合せ】陶芸研究所　TEL０５６９-３５-３９７０
【ホームページ】http://www.tokoname-tounomori.jp
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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
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
洗 剤・固 形 燃 料・割 箸
ビルメンテナンス用 品
乾 物・食 用 油・缶 詰

お 知 ら せ

いつでもお気軽に来所ください。
常滑商工会議所では経営・労務・創業など
に関する相談を常時、受け付けております。
その他、専門家による無料相談もおこなっ
ております。
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