
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
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▲令和4年10月26日に第12回 臨時議員総会を開催しました。
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　１０月２６日（水）１０時より、常滑商工会議所大会議室において、第３６５回常議員会及び第１２回臨時議員総会を開催し
ました。
　常議員会では以下の議事が審議され、議案すべてが承認可決されました。

【議事】
　第１号議案　 会頭の選任について
　第２号議案　副会頭の選任同意について
　第３号議案　常議員の選任について
　第４号議案　統括参与・常議員の委嘱について
　第５号議案　監事の選任について
　第６号議案　顧問の委嘱について
　第７号議案　会員の加入承認について
　第８号議案　経営発達支援計画改定版の作成及び提出について
　総会では、冒頭に磯部会頭より挨拶があり、その後、議事が審議され、以下の議案すべてが承認可決されました。

【磯部会頭挨拶】
　来年常滑商工会議所が５０周年を迎えます。そのこともあり、今年度は、県内の他の商工会議所の周年事業に参加し
ています。どのような形で５０周年を迎えようか自分の中で考えておりますが、是非皆様のアイディアを頂きたいと思っ
ております。
　また、常議員でもある株式会社デイリーファーム様が全国優良経営体表彰の６次産業化部門において、最高位であ
る農林水産大臣賞を受賞されました。これからも皆様方一人一人にお役に立てるよう商工会議所も頑張って参りたい
と思いますのでよろしくお願い申し上げます。

【議事】
　第１号議案　会頭の選任について
　第２号議案　副会頭の選任同意について
　第３号議案　常議員の選任について
　第４号議案　監事の選任について
　第５号議案　経営発達支援計画改定版の作成及び提出について

【報告事項】
　・ 青年部都築会長より活動報告がされた。
　・ 青年部嶋研修委員長より１１月２３日に開催される中村朱美氏講演会の案内がされ、参加を募った。

【その他】
　・  知多半島ケーブルネットワーク株式会社冨田常務より「デジタル化相談会」についてのご案内及び、「ケーブルフェ

スタ２０２２自主制作番組コンテスト」においてＣＣＮＣ制作のドキュメンタリー番組が最優秀作品（グランプリ）を受
賞したことが報告された。

第365回常議員会 第12回臨時議員総会 開催

 会議所の動き

退任ご挨拶
　専務理事という大きな役目を仰せつかったのが今年の４月。常滑商工会議所が会員の拠り所となるよう
な雰囲気づくりに少しでもお力添えができれば、との思いで今日を迎えました。役員はじめ各議員、職員の
皆様には、温かい眼差しで見守っていただくとともに、多くのお力添えを頂戴し、感謝の気持ちでいっぱい
でございます。個人的な事情で7か月という短い期間で任を下ろさせていただくことになりましたが、常滑
商工会議所も良き風に吹かれ、良き波に乗って進んでいくように感じております。創立以来、多くの著名な
方々の根幹作りが成され、その実が徐々に開花していく時期を迎えようとしている気配を実感しておりま
す。今後は、常滑商工会議所の益々の繁栄を外野席からではありますが応援させていただきます。
　ご縁をいただけたことに感謝を申し上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。

専務理事　森田和宏　

2 とこなめ商工会議所だより　2022.11
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 活動報告

議員紹介
事業所名 役職名 代表者名 備考 新任

社会福祉法人知多学園 理事長 磯部　　栄 会頭

株式会社ＧＯＴＯ 代表取締役 後藤彰一郎 副会頭

中部国際空港株式会社 執行役員 新屋　修一 副会頭

久野金属工業株式会社 代表取締役社長 久野　忠博 副会頭

株式会社ヤマタネ 代表取締役 伊奈　義隆 副会頭

弁護士法人山崎法律事務所 弁護士 坂　　敬裕 監事

キング砥石株式会社 代表取締役 渡辺慶太郎 監事

永田真一郎税理士事務所 所長 永田真一郎 監事

イオンモール株式会社イオンモール常滑 ゼネラルマネージャー 田中　裕之 統括参与・常議員

エバー株式会社 代表取締役 吉田　幸隆 統括参与・常議員

株式会社甘節庵 代表取締役 稲葉　憲辰 統括参与・常議員

株式会社ＣＣＮ 　 代表取締役 常　　　春 統括参与・常議員 〇

あいち知多農業協同組合 常滑事業部事業部長 榎本　隆男 常議員

株式会社エスチャイル 代表取締役 小嶋　史裕 常議員 〇

澤田酒造株式会社 代表取締役社長 澤田　　薫 常議員 〇

ジャニス工業株式会社 代表取締役社長 冨本　和伸 常議員

合資会社誠進社 代表社員 藤井　雅章 常議員

知多信用金庫常滑中央支店 支店長 籾山善一郎 常議員

知多半島ケーブルネットワーク株式会社 代表取締役常務 冨田　博夫 常議員

中部電力パワーグリッド株式会社 常滑営業所長 小田川尊史 常議員

株式会社デイリーファーム 代表取締役 市田　眞澄 常議員

株式会社デンソーダイシン 取締役・執行役員 黒野　慎吾 常議員

日本モザイク株式会社 代表取締役社長 伊奈　憲正 常議員 〇

株式会社ヒダ技研 代表取締役 肥田　浩和 常議員

株式会社藤井組 代表取締役 藤井　章典 常議員

株式会社平和堂 代表取締役 渡邉　茂央 常議員

豊和製陶株式会社 代表取締役 関　　豊晃 常議員

株式会社マルタケ　 代表取締役 竹内喜陽雄 常議員 〇

丸茂工業株式会社 代表取締役社長 卍山下道哉 常議員

株式会社水野組 代表取締役 三輪　一馬 常議員

株式会社三菱UFJ銀行半田支店 支店長 林　　義人 常議員

株式会社雄 代表取締役 吉田　信義 常議員 〇

ユミコア日本触媒株式会社 代表取締役社長 村松　正隆 常議員

株式会社ＬＩＸＩＬ ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ統括部長 清水　　剛 常議員

株式会社アカイタイル 取締役社長 赤井　祐仁 議員

朝日製陶株式会社 代表取締役 伊奈　保人 議員

安藤証券株式会社常滑支店 支店長 大澤　直人 議員

一般財団法人石田退三記念財団 理事長 石田　泰正 議員

有限会社磯部商店 代表取締役 磯部　宏行 議員 〇

伊奈組 代表 伊奈　一郎 議員

株式会社稲葉エネクス 代表取締役 稲葉　　豊 議員

有限会社井上工具 代表取締役 井上　晴彦 議員

岩島電設有限会社 代表取締役 岩島　　寛 議員 〇

株式会社魚豊 代表取締役 澤田　　晃 議員

事業所名 役職名 代表者名 備考 新任

有限会社大阪屋葬祭 代表取締役 武内　大祐 議員

株式会社オービック 代表取締役 鯉江　　渉 議員 〇

小笠原至税理士事務所 所長 小笠原　至 議員 〇

鍛冶島工業株式会社 代表取締役社長 伊藤　誓祥 議員

株式会社くらしのリーザ 代表取締役 伊藤　充廣 議員

健美薬湯株式会社常滑工場 代表取締役社長 松田　宗大 議員

有限会社寿園茶店 代表取締役 佐藤　猛仁 議員

齋田炉材株式会社 代表取締役 齋田　輝政 議員 〇

有限会社ジェイク 代表取締役 平野　正孝 議員

株式会社Ｊホテル 代表取締役 坂田　久幸 議員

株式会社ジャパンナビ 代表取締役社長 中山勝比古 議員

医療法人真稜会 I Dental Clinic 理事長 井上　敬介 議員 〇

杉江製陶株式会社 代表取締役 杉江　省吾 議員 〇

角野設計事務所 所長 角野　濱照 議員

有限会社星和デンキ 代表取締役 武田 好洋 議員

合資会社関栄助商店 代表社員 関　　一雄 議員

太産自動車株式会社 代表取締役 清水　昭博 議員 〇

有限会社忠圀鋏製作所 代表取締役 磯村　幸男 議員

株式会社タデック 代表取締役 竹内　政隆 議員

株式会社谷川製作所 代表取締役 谷川　喜政 議員

株式会社中京銀行常滑支店 支店長 吉田　恭 議員

陶榮株式会社 代表取締役社長 関　　俊治 議員

株式会社東海エコン 代表取締役 杉江久三郎 議員

ＴＯＴＯサニテクノ株式会社 愛知衛陶製造部長 中川　孝幸 議員

有限会社東野工芸社 取締役 東野　靖広 議員

常滑運輸株式会社 代表取締役会長 新井　富雅 議員

名古屋メッキ工業株式会社 取締役社長 菅沼　延之 議員

西田コンサル不動産株式会社 代表取締役 西田　弘一 議員

日幸ライト工業株式会社 代表取締役 藤井　章良 議員

白進舎クリーニング店 代表 村田　利親 議員

半田信用金庫常滑支店 支店長 榊原　宏司 議員 〇

株式会社氷感サプライズ 代表取締役 榊原　裕高 議員

株式会社ブルーチップ 代表取締役 馬場　憲之 議員 〇

株式会社ベアリッジ 代表取締役 中橋康太郎 議員

宝友シール株式会社 代表取締役 村田　一夫 議員 〇

株式会社マルカ事務機 代表取締役 四戸　亮太 議員

丸多商工株式会社 取締役社長 阿知和洋介 議員

株式会社まるは食堂りんくう常滑店 取締役 相川　光久 議員

有限会社満成鉄工所  　 代表取締役 江本　洋人 議員

森下製土株式会社 代表取締役 森下　　豊 議員

盛田株式会社小鈴谷工場 取締役生産本部本部長 菱川　進弘 議員

株式会社ヤマキイカイ 代表取締役 石田　英之 議員

有限会社山源陶苑 代表取締役 鯉江　優次 議員

有限会社藁重紙プレスセンター 取締役会長 竹内　治光 議員
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 案内

　(有)丸よ小泉商店の「chanoma kyusu series」が、2022年度グッドデザイン賞（主催：公財日本デザイン振興会）の
『グッドデザイン・ベスト100』ならびに特別賞『グッドフォーカス賞〔地域社会デザイン〕（日本商工会議所会頭賞）』を
見事受賞しました。今年度のグッドデザイン賞は、分野や領域を超えて人々の「意志」を互いに交わして、影響を与え合
うことで新たな可能性を見出していく「交意と交響」をテーマに掲げ、5,715件の応募がありました。本受賞は、各分野
の一線で活躍する審査委員による厳正な審査を経て、ベスト32に相当する快挙です！
　「chanoma kyusu series」は、産地リソースの再評価と急須の機能性を追求しながら生活シーンに調和するデザ
インが高い評価を受けました。歴史や産地の深い理解とリスペクトへの賞賛で、時代にあわせたアップデートが見事
に成功した商品です。

※chanoma kyusu series
　新しい常滑の茶器シリーズ。
　白、朱、黒泥の陶土を用いた急須、湯冷し、湯呑みからなるシリーズ。
　茶器としての職人のこだわりに加え、サイズのモジュール化やスタッキング機能など使い手目線も重視されている。

　総合プロデュース ： 有限会社 丸よ小泉商店
　製品デザイン ： 高橋孝治/デザイナー　
　製作 ： 陶仙陶園/急須職人

　「ケーブルフェスタ2022自主製作番組コンテスト」において、知多半島ケーブルネットワーク株式会社（本社：常滑
市）が制作したドキュメンタリー番組が、最優秀作品賞（グランプリ）を受賞しました。

【番組概要】
　タイトル ： 『陶壁～常滑市役所が繋ぐカタチ～』
　内     容 ：  常滑市役所新庁舎の玄関口を飾る陶壁の制作を

2020年７月のプロジェクト発足から完成までの１
年半を追いかけたドキュメンタリー番組。陶壁制作
のベテランから次世代の担い手へと技術と伝統が
受け継がれる様子をとらえました。

※ 尚、受賞を記念して今後再放送が予定されています。是非、こ
の機会に常滑市の伝統文化やそれに携わる人の思いを番組
にてご覧ください！ 

　放送日時等、詳細は決まり次第ホームページに掲載されます。

(有)丸よ小泉商店『chanoma kyusu series』
「グッドデザイン・ベスト100」に選出

さらに「グッドフォーカス賞【地域社会デザイン】」を受賞

CCNC製作のドキュメンタリー番組
『陶壁～常滑市役所が繋ぐカタチ～』グランプリ受賞
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　株式会社デイリーファーム（市田眞澄代表取締役社長）が、令和4年度全国優良経
営体表彰の【6次産業化部門】において、最高位である「農林水産大臣賞」を受賞され
ました。
　2010年から地域のコメ農家と連携して循環型農業に取り組むほか、自社の発酵
鶏ふんで製造した堆肥を使って栽培した飼料用米を餌に配合して鶏卵を生産し、ブ
ランド化して販売されています。また、卵や卵を使った洋菓子などを製造販売する直
売所の開設や農家レストランの開設・運営等、地域で生産される農畜産物の安定的
な消費につなげる取組や、観光振興、地域雇用、食育などへの貢献が評価されまし
た。
※全国優良経営体表彰「6次産業化部門」
　 食品産業や他の農業者等と緊密に連携して実施される農業生産と一体となった加工・販売や地域資源を活用した

新たな産業の創出を促進する6次産業化に取組む者を表彰する。

 経営情報

　令和5年1月より令和5年4月～令和6年3月の健康診断予約の受付を開始いたします。土曜日受診希望の方は予
約希望者が多いため、お早めの予約をお勧めいたします。

・定期健診 ７，４２５円（税込み）　・一般健診 （35～74歳）７，１６９円（税込み）　その他オプション追加もできます。
わーくりぃ知多、中小企業共済にご加入の方は割引適用されますので、予約時にお知らせください。

【問合せ】　常滑商工会議所　総務課　TEL 0569-34-3200　FAX 0569-34-3223　担当：伊藤・清水・阪上

令和5年1月より来年度の健康診断予約受付を開始いたします

㈱デイリーファーム　全国優良経営体表彰 農林水産大臣賞 受賞

　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞＜コロナ型＞では、「補助事業者は事業実施期間終了から約１年後に、事業
効果等の状況報告（様式第14）を提出する」こととなっております。（各交付規程第29条参照）様式と記入例、問い合
わせ先、郵送先が持続化補助金ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
　一般型は引き続き持続化補助金事務局、コロナ型については中小企業基盤整備機構での対応になりますので、問
い合わせ先等が異なることをご留意ください。
１．コロナ特別対応型の様式第１４（事業効果等状況報告）問合せ先
　「生産性革命推進事業に係る補助金 お問合せコールセンター」（中小企業基盤整備機構）
　TEL ０３-６８３７-５９２９ ※問合せ対応時間：９:00～18:00（土日祝日、年末年始の休業日を除く。）
２．一般型の様式第１４（事業効果および賃金引上げ等状況報告）問合せ先
　日本商工会議所 補助金事務局（コールセンター）
　TEL ０３-６７４７-４６０２ ※問合せ対応時間 ： ９:30～12:00、13:00～17:30（土日祝日、年末年始の休業日を除く。）

～小規模事業者持続化補助金<一般型><コロナ特別対応型>補助事業者の皆様へ～
様式第14 （１年後の効果等状況報告書）の対応について

お忘れ
なく!!

　11月1日より、常滑商工会議所のホームページがリニューアル
オープンしてより使い易くなりました。
　相談予約がホームページ上で出来るようになるな
ど、機能面も以前のものに比べてパワーアップしてい
ます。各種申請書類のダウンロードも可能です。是非
ご利用ください。

常滑商工会議所のホームページが
リニューアルしました！

5とこなめ商工会議所だより　2022.11
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 経営情報

IT個別相談会 2022年版年末調整実践セミナー

　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
しゃることと存じます。
　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。
　事業承継に関するお悩み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。

【日時】　2023年1月27日(金）
　　　　2023年3月17日(金）
　　　　13：30～17：30

【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】　上記QRコードから申し込みください

　毎年、12月は従業員給与所得者の年末調整事務を
行う時期です。給与所得者の多くは、この「年末調整」
によって、その年の所得税の納税が完了することから、
確定申告に代わる役目を果たす重要な手続きであると
いえます。そこで今回、経営者、経理担当の方々を対象
に、年末調整事務について説明会を開催いたします。こ
の機会に是非ご参加ください。

【日時】　12月5日（月）14時～16時
【会場】　常滑商工会議所
【内容】 ・年末調整とは
　　　 ・年末調整が必要な人、不要な人
　　　 ・本年の改正点
　　　 ・年末調整の手順
　　　 ・各種書類の記載方法とチェックポイント
　　　 ・ 103万円、106万円、130万円！パート等の扶養

の範囲の注意点
　　　 ・年税額の計算
　　　 ・年末調整後の実務、法定調書について
　　　 ・インボイス制度について

【講師】　永田真一郎税理士事務所　永田真一郎氏
【申込】　Googleフォーム（上QR）
　　　　常滑商工会議所 担当：元野、近藤
　　　　ＴＥＬ 0569-34-3200 （11月30日（水）締切）

事業承継個別相談会

無料 無料

無料

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

無料

創業支援セミナー開催！
　創業を予定している方・創業して間もない方へ、創
業支援セミナーのご案内です！

【当日のプログラム】
① 税理士が教える！創業の基礎知識とビジネスプラン

の立て方
②創業者に聞く！創業体験談
③公的機関による支援制度紹介

【日程・開催場所】
11/19　13：00～16：30　常滑商工会議所

【申込】　上記QRコードから申し込みください
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 経営情報

【事前告知】
　ほとんどの国民がスマートフォンを持ち、お店選びや商品サービ
ス選びが手のひらの中で完結する時代となり、時代に即した顧客と
のコミュニケーションが必要な時代となっています。今回「デジタ
ルを活用した５回シリーズ」として以下のオンラインセミナーを実施
します。日程が決まり次第申し込みを開始します。
●商品・サービス・店舗の認知度向上
　① Googleマップをフル活用！ Googleビジネスプロフィール活

用講座
　　 自社サイトの関係性を整理しながら、ビジネス拡大に寄与する

方法について、セミナーでお伝えしていきます。 
　② 小さなお店のためのSNS×ホームページWEBマーケティング
　　 広告費0円からはじめる!SNSとホームページを活用したWEB 

マーケティング！小さなお店のための SNS 活用のヒントをお伝
えします。

●（インターネット販売、クラウドファンディングにも挑戦）
　③ インターネット販売、クラウドファンディングのための写真の撮

り方講座
　　 今回は顧客から選ばれる写真の撮り方を講義と実践を合わせ

てわかりやすくお教えします。
●顧客関係性強化
　④小さなお店のためのLINE公式アカウント活用
　　 はじめの一歩の LINE 公式アカウント活用を「研究編・設定編・

活用編」の 分野に分けて解説します。
　⑤小さなお店のためのインスタグラム活用
　　 使われ方が変わってきたインスタグラム活用のヒント、売上

アップにつながる活用方法、様々な機能の特徴と活用法など、
お伝えします。

DX販促セミナー

人づくり委員会　健康経営セミナー
　人づくり委員会主催で、１０月２８日（金）に健康経営セミナーを開催しました。
　常滑商工会議所では従業員の健康づくり、働きやすい環境づくりを目的とし、アクサ生命保険株式会社に助言をい
ただきながら健康経営に取り組んでいます。全国的に取り組み法人は増加しておりますが、常滑市の2021年度健康
経営認定法人数はわずか８社となっており、もっと健康経営について知ってもらいたいという思いでセミナーを企画し
ました。
　第１部ではアクサ生命保険会社に「健康経営とは何か」、実際に健康経営に取り組んでいる４事業所に「取り組み事
例」のプレゼンテーションをしていただきました。第２部ではパネルディスカッション形式で講師の方々に参加者からの
質問に答えていただき、疑問や課題について討論をしました。
　参加者からは「どのように取り組むか迷っていたが各社の取り組みを知り、是非参考にしたいと思った。」「今後、重要
な課題として幅広く認知されるものと思う。」等の感想をいただきました。
　今後健康経営に興味を持ち、取り組む企業が増えることを期待しております。

7とこなめ商工会議所だより　2022.11
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 経営情報

　愛知県では、燃油価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある貨物自動車運送事業者に対する支援として、「第2期愛
知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金」を交付します。

【対象事業者】　 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

【対象自動車】　◎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：「普通」又は「小型」又は「軽自動車」 
　　　　　　　③用途：「貨物」又は「特種」　
　　　　　　　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

【基　準　日】　◎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
【支 援 区 分】　●緑ナンバーの事業用貨物自動車
　　　　　　　　普通車（1ナンバー）・・・・・1台あたり 16,000円、小型車（4ナンバー）・・・・・・・・1台あたり   5,000円
　　　　　　　　特種車（8ナンバー）・・・・・1台あたり 21,000円、特種車（特例けん引車）・・・・1台あたり 21,000円
　　　　　　　●黒ナンバーの事業用貨物自動車
　　　　　　　　軽自動車・・・・・・・・・・・1台あたり 5,000円

【申請受付期間】　2022年11月1日（火）から12月16日（金）まで
　　　　　　　　（当日消印有効（郵送の場合））

【申 請 方 法】　公式ホームページ（右QR）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。

【問　合　せ】　コールセンター TEL 052-433-9221

　LPガス（液化石油ガス）価格高騰による負担を軽減するため支援金を交付します。
【交付対象事業者】 　愛知県内に事業所を置く中小企業者等であり、2022年10月1日時点で、当該事業所において 

LPガスを燃料とする窯を使用して製造を行う、次表に示す窯業事業者が対象です。
　窯業事業者　　・陶磁器・同関連製品製造事業者
　　　　　　　　・建設用粘土製品製造事業者（陶磁器製を除く）
　　　　　　　　・ガラス・同製品製造事業者
　　　　　　　　・耐火物製造事業者
　　　　　　　　・炭素・黒鉛製品製造事業者
　　　　　　　　・研磨材・同製品製造事業者
　　　　　　　　・七宝製品製造事業者などの上記以外の窯業事業者

【交 付 額】　 一月あたりの交付額（LPガス単価高騰分（4.7円/kg）×月間平均使用量）×措置期間月数分（6か
月）

【申請受付期間】　2022年11月1日（火）～12月16日（金）※当日消印有効
【申 請 方 法】　公式ホームページ（右QR）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。

【問 合 せ】　コールセンター TEL 052-589-8116 

第2期愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金の
申請受付開始について

愛知県窯業事業者燃油価格高騰対策支援金

8 とこなめ商工会議所だより　2022.11
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 経営情報

　発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や情報交換をしていただく商談会を開催します。
直接商談できるこの機会を、是非ご活用ください。

【日　　　時】　・対面方式 ： 令和5年２月16日（木） 13：00～ 17：15
　　　　　　　・オンライン方式 ： 令和5年２月17日（金）～2４日（金）

【開催方法等】　・対面方式　開催場所 ： 刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　刈谷市相生町一丁目１番地６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＲ刈谷駅（北口）・名鉄刈谷駅（北口）から徒歩３分）
　　　　　　　・オンライン方式　発注企業様の所有するオンライン会議システムを利用

【募 集 企 業】　１５０社程度
【参 加 条 件】　愛知県内に事業所がある中小・小規模企業
　　　　　　　※あらかじめ「（公財）あいち産業振興機構」への登録（無料）が必要となります。

【参　加　料】　無　料
【募 集 期 間】　令和4年12月1日（木）から令和4年12月２８日（水）まで
【個人情報の取り扱い】　 地域商談会（三河・知多会場）受注企業参加申込書に記載された個人情報については、下請

取引の紹介あっせんのために利用させていただきます。
【主　　　催】　 公益財団法人あいち産業振興機構、刈谷市、岡崎・豊橋・半田・蒲郡・豊川・刈谷・豊田・碧南・安城・西

尾・常滑・東海・大府の各商工会議所
【申込み及び問合せ先】　公益財団法人あいち産業振興機構　経営支援部　取引振興グループ　
　　　　　　　　　　　ＴＥＬ ０５２-７１５-３０６８　ＦＡＸ ０５２-５６３-１４３６　担当 ： 松本・寺田・水野
　　　　　　　　　　　Ｅ-ｍａｉｌ：info-torihiki@aibsc.jp
　　　　　　　　　　　掲載ホームページ　https://www.aibsc.jp/support/8172/（商談会案内ページ）

　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。

【問合せ】常滑商工会議所　中小企業相談所　TEL 0569-34-3200

◆融 資 限 度 額　2,000万円
◆  返 済 期 間　運転7年以内（措置期間1年以内）
　　　　　　　　設備10年以内（措置期間2年以内）
◆融 資 金 利　1.15%（令和4年11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いただける
場合があります。（設備資金のみ）

◆融 資 資 格
　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ヵ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。
◆保証人・担保　不要

◆融 資 限 度 額　1,000万円（マル経融資と別枠）
◆返 済 期 間　運転10年以内（措置期間3年以内）
　　　　　　　　設備10年以内（措置期間4年以内）
◆融 資 金 利
　左記の融資金利より当初3年間0.9%引き下げ
　返済10年据置　運転3年以内
　設備4年以内
◆融 資 資 格
　 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。

◆保証人・担保　不要
　※ なお、中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給

制度（実質無利子化）は、令和4年9月30日（金）の
申込受付分をもって取扱が終了となりました。

地域商談会（三河・知多会場）
新しい取引先が開拓できるチャンスです！

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

募集

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
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会員拡大活性化委員会主催事業「あつまれ、地域の経済人」開催

常滑商工会議所青年部第61回総会（R4年度臨時総会）開催

　10月30日(日）会員拡大活性化委員会主催事業「あつまれ、地
域の経済人」が開催され、2部構成で他団体との交流を行いまし
た。 
　第1部は愛知中小企業家同友会知多地区・知多青年同友会・常
滑青年会議所・一般参加の皆様を迎えて、常滑西小学校にて防災
運動会を行いました。 
　初めに4チームに分かれて、段ボールとダブルクリップを使い避
難所での避難ブースを協力しながら組み立てました。防災〇×クイ
ズ では「避難所と避難場所の違い」「災害時、エレベーターに乗っ
ていた時どうするのか」「備蓄に必要な水の量は、大人一人何ℓ必
要か」 他、質問に答えました。常滑消防署の方々からは、毛布を使
用した 簡易担架での搬送訓練、胸部圧迫、AEDの使用方法を学びました。 最後に家庭にある物を災害時に利用する
為の知識と知恵を学ぶ 防災借り物競争を行いました。「ゴミ袋に水を入れ土嚢袋にする」 「缶詰の油とテッシュペー
パーを使い明かりを灯す」「ゴミ袋で簡易のカッパを作る」「水を入れたペットボトルに懐中電灯の光を 拡散させ更
に明るくする」等、目から鱗が落ちる日用品の使い方を 知りました。 
　昨今、集中豪雨、大きな台風・地震の災害が珍しくなくなり、 災害時に適切な行動をする為の知識と知恵を学ぶ良
い機会となりました。盛りだくさんの内容を他団体の皆様と話し合い協力する事でより深い交流を 図ることが出来ま
した。第2部はさらに深い交流を図るべく懇親会で盛り上がりました。 
　「沢山の人と出会い、学べる」それがYEGの良い所ですね。」

総務委員会　寺田充代（合同会社グッドインテリア）

　11月4日(金）常滑商工会議所2階大会議室にて常
滑商工会議所青年部第61回総会（R4年度臨時総会）
が開催されました。
　我々総務委員会にとっては春の通常総会に続き2度
目の総会運営です。
　勝崎副会長のYEG宣言に始まった今回の総会は、
今年度の補正予算と次年度の人事案件が主な議案と
なります。
　厳かな雰囲気の中、都築会長から次年度の会長予
定者が読みあげられ、参加者全員の拍手により令和5
年度会長予定者として澤田裕美君が承認されました。
　その後次年度の役員予定者が順番に挙げられ、無事承認となりました。
　4月にスタートした今年度の青年部は残り半年を切り、各委員会共に今年度の集大成となるべき事業に取り組んで
いる真っ最中です。そんな熱い時期に承認された次年度の組織には不安や希望がたくさん詰まっています。様々な
想いが交錯する秋の臨時総会を無事終えることが出来、ひとまず安心はしましたが、我々総務委員会の主催する事
業もこの先に控えており、気合を入れなおして残り日数を全力で駆け抜けたいと思います。

総務委員会委員長　吉川忠信（ピッツェリア　ラ・フォルナーチェ）
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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ください。TEL0569-34-3200

2022年10月・11月

11月18日 10:00-12:00 ◆金融相談（国民生活事業）
11月18日 10:00-12:00 ◆金融相談（信用保証協会）
11月21日 13:00-16:00 ◆創業相談
11月24日 09:30-17:00 ◆事業計画策定相談会
12月13日 10:00-12:00 ◆金融相談（中小企業事業）
12月16日 10:00-12:00 ◆金融相談（国民生活事業）
12月22日 09:30-17:00 ◆事業計画策定相談会
12月28日 13:30-16:30 ◆IT個別相談会

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
2022年10月26日 常議員会で承認

商工会議所会費
口座振替は11月30日（水）です

　2022年度後期分会費の納入をお願いする時期となり
ました。
　会員事業所の皆様には口座振替のご案内を送付させて
いただいており、11月30日(水）にご指定の預金口座か
ら引き落としさせていただきます。
　口座振替の手続きを済まされていない会員事業所の皆
様には、納入依頼書を送付させていただいておりますの
で、11月30日（水）までに最寄の金融機関（納入依頼書
に記載）からお振込みいただくか、当所窓口での納入をお
願い致します。

会費の納入は、便利な口座振替を！
　口座振替の手続きがまだお済でない方は、お振込みい
ただく際の手間と手数料のご負担をなくす為お早めにお
申し込み下さい。

【問合せ】　TEL 0569-34-3200　担当：元野・伊藤

日本商工会議所 LOBO調査
早期景気観測 令和4年10月調査結果

○調査期間：2022年10月14日～20日   
○調査対象：全国330商工会議所の会員 2,541企業 

【全国の概況】
　全産業合計の業況DIは、▲20.7（前月比＋2.6ポイント）
　水際対策の緩和や全国旅行支援による客足の回復で、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
が改善した。また、卸売業も小売業・サービス業向けの引き合
い増加に牽引されて業況が改善した。製造業でも消費者向
けの飲食品関連や日用品の受注増により業況が改善した。一
方、建設業では、建設資材価格の高騰が続いており、価格転
嫁も十分に行えず、業況悪化が継続した。感染状況が小康状
態となり、売上増加が見込まれるが、資源・原材料価格高騰の
長期化や、150円台まで進んだ円安等によるコスト増がさら
なる重荷となり、中小企業の業況は改善を示すも力強さを欠
いている。
　先行き見通しDIは、▲22.2（今月比▲1.5ポイント）
　経済活動が正常化に向かう中、設備投資等の民間工事の
受注増を期待する声が建設業で聞かれた。一方で、資源・原材
料価格の高騰や円安の継続、人手不足に伴う人件費増加や
電気代の上昇等、数多くのコスト増要因による企業経営への
影響が懸念される。さらに、欧米のインフレ対策等による世界
経済の鈍化への不安感も重なり、中小企業の先行きは警戒
感が強まっている。

【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

事 業 所 名 株式会社 シティライツ
所 在 地 名古屋市中区丸の内3-17-24　NAYUTA BLD 9F
電 話 番 号 090-3482-5194 事業内容 コンサルタント業

まちづくりコンサルティングやSCのPM、プロモーショ
ン、SDGsの取組みを通じて地方創生に繋がる食文
化や伝統産業の保全育成、更に観光振興などのプロ
デュースやサポートを手掛けて参ります。

事 業 所 名 株式会社 spread
所 在 地 常滑市大谷朝陽ｹ丘2−1 事業内容 建設業
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■インボイス対応、ソフト作成
■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

■インボイス対応、ソフト作成
■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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