
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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　常滑商工会議所では、地区内における産業従業者としてその職務に精励し、他の模範となるべき者を表彰する『永
年勤続・優良従業員表彰』及び地域内における産業経済、地域社会の総合的な発展に貢献し、社会福祉の増進、学術、
技芸、文化の向上に寄与した者に対して表彰する『産業功労者表彰』を開催いたします。次の表彰基準に基づきご推薦
下さるようご案内いたします。

１．表彰基準

２．表彰方法
　�　表彰は、その者の所属する団体及び事業主、部会長からの申請に基づき、当所常議員会において慎重に選考のう
え決定されます。表彰状及び記念品(副賞)を贈呈することとし、常滑商工会議所会頭が総会にて表彰いたします。詳
細については、後日あらためて案内させて頂きます。

３．申込方法
　・申込書類
　　　推薦書（当所にご連絡ください。EメールないしはＦＡＸ送信致します）。
　・事業主負担金
　　�　記念品（副賞）については、当所で統一した物を出しますので、『永年勤続・優良従業員表彰』のみ推薦者１人につ
き４,０００円のご負担をお願いしたく、推薦書の提出と同時にお支払い下さい。

　・申込締切期限　
　　　令和5年１月３１日(火)

【申込み･問合せ】�常滑商工会議所�総務課�TEL�0569-34-3200�FAX�0569-34-3223

【１】『永年勤続・優良従業員表彰』
����　イ．�本商工会議所の会員事業所及び会員たる団体の従業員であって、同一事業所に永年勤続し、品行方

正、志操堅固、忠実勤務で他の模範となる者とする。
���　�ロ．永年勤続者表彰は次のとおりとする。
　　　　�令和５年２月１日現在
　　　　�勤続満１０年以上・２０年以上・３０年以上・４０年以上・５０年以上
　　注）��１．市が実施している優良従業員表彰とは異なります。
　　　　２．本店・支店間の勤務異動、企業の合併などの場合、その勤続年数は通算されます。

【２】『産業功労者表彰』
����　この表彰は次の区分により表彰する。
����　イ．本会議所の地区内における個人、法人又は団体等で地方産業経済の振興発展に功労のあった者。
����　ロ．学術、技芸、発明、考案改良及び文化の向上、社会福祉の増進に貢献し、その業績顕著な者。

会員事業主の皆様へ

 会議所の動き

令和４年度  永年勤続・優良従業員表彰及び産業功労者表彰候補者の募集

2 とこなめ商工会議所だより　2022.12
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 活動報告

　株式会社テルミック、久野金属工業株式会社が、令和4年度常滑市表彰式において、常滑市表彰条例に今年度新設
された、「持続可能な開発目標（SDGs）の取組に貢献した者」の功績を称え、表彰されました。表彰式は11月2日（水）常
滑市役所の議場にて行われました。
　株式会社テルミックは「あいち女性輝きカンパニー」優良企業として表彰されたこと、久野金属工業株式会社は「愛
知環境賞」を受賞したことが評価されての表彰となります。
　来年度以降も常滑商工会議所は「持続可能な開発目標（SDGs）の取組に貢献した者」の表彰候補者の内申を行いま
す。国や県単位以上のSDGsに関する賞を受けるなど、積極的にSDGsの取組を行う事業所は、ぜひ常滑商工会議所ま
でご連絡ください。
※候補者の決定は別途表彰審査委員会にて行われますので、ご了承ください。

　常滑商工会議所ではアクサ生命保険株式会社を引受保険会社としたうるおい共済と特定退職金共
済制度を取り扱っていますので、ぜひご検討下さい。また、リニューアルした商工会議所HPでパンフ
レットを参照・ダウンロードすることができますので、アクセスしてみて下さい。　

　　　　　＜うるおい共済＞
　アクサ生命保険㈱の定期保険（団体型）と当商工会議所独自の給付制度を組み合わせた充実した保障内容となって
います。

＜特定退職金共済制度＞
　商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。毎月定額の掛金を支払うだけで将来
支払うべき従業員の退職金を計画的に準備できます。それによって意欲向上と定着化を図ることができ、企業経営の
発展に役立ちます。

【問合せ】アクサ生命保険株式会社　常滑駐在所　TEL�0569-34-8882

▲株式会社テルミック 　▲久野金属工業株式会社

㈱テルミック・久野金属工業㈱　新設【SDGs表彰】
常滑市表彰式が行われました

共済制度に加入しませんか？

POINT 1
業務上・業務外を問わず、
365日24時間保障します

POINT 4
剰余金が出れば
配当金がもらえます

POINT 2
6大生活習慣病入院一時金・
ガン入院一時金・ガン先進医療

一時金を支給します

POINT 5
商工会議所独自の

見舞金・祝金を支給します

POINT 3
1年更新で、

医師の審査不要です

POINT 6
健康増進に役立つ

付帯サービスもあります

3とこなめ商工会議所だより　2022.12
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 案内

デジタル活用販路拡大セミナー（５回シリーズ）
　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販路拡大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。
　※�５回シリーズでセミナーを開催しますが、それぞれの事業者様の状況に応じたセミナーを受講していただいても
かまいませんし、すべてのセミナーを通して受講していただいてもかまいません。

　※��「③商品写真、SNS投稿�キレイに撮れる撮影テクニック講座」については定員がありますので先着順となります。
お早めにお申し込みください。

　※�各セミナーの申し込み期限は原則開催日の１週間前とさせていただきます。

●商品・サービス・店舗の認知度向上●
　①Google マップをフル活用！ Google ビジネス プロフィール活用講座
　　１月２７日（金）１４：００～１５：３０（９０分）
　　※オンライン開催、参加費無料
　　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。�
　　講師�：�八木�暁史氏（ウェブ解析士マスター）
　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
　　２月３日（金）１４：００～１６：0０（１２０分）
　　※オンライン開催、参加費無料
　　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。
　　講師�：�橘�明日香氏（合同会社モバイルエール）

●インターネット販売、SNS投稿、クラウドファンディングにも挑戦●
　③商品写真、SNS投稿 キレイに撮れる撮影テクニック講座
　　２月１０日（金）１４：００～１６：0０（１２０分）
　　※商工会議所でのリアル開催（定員１５名）、参加費無料
　　※応募された方には事前に「お困りごと」「何を撮りたいか」などをいくつかご質問させていただきます。
　　�講師からの講義、講師による撮影デモンストレーション撮影、参加者による撮影実技などを通じて、キレイに撮れる
撮影テクニックを習得していただきます。

　　講師�：�古川�雅規氏（フルカワフォート）

●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
　　２月１7日（金）１４：００～１６：0０（１２０分）
　　※オンライン開催、参加費無料
　　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。
　　講師�：�橘�明日香氏（合同会社モバイルエール）
　⑤小さなお店のためのインスタグラム活用
　　２月２４日（金）１４：００～１６：0０（１２０分）
　　※オンライン開催、参加費無料
　　�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。

　　講師�：�橘�明日香氏（合同会社モバイルエール）

【問合せ・応募】　常滑商工会議所　TEL�0569-34-3200　担当�：�中村まで

募集
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 経営情報

第163回日商簿記検定試験の募集

　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31日(火）
　　　　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）

【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

　日本商工会議所では、上記セミナーを期間限定で
YouTube公開しています。商工会議所会員限定のコ
ンテンツです。
●公開期間：�12月7日(水)～12月23日(金)まで（予定）
●内容・視聴用URL（YouTube限定公開）
　平成30年度税制改正で事業承継税制が抜本拡充
（法人版事業承継税制の創設）され、令和４年度税制改
正で同税制における特例承継計画の提出期限が１年間
延長（2024年3月末まで）されました。事業承継には
様々なパターンが存在することから、事業承継の基本
や特例措置の概要のほか、自社に合った事業承継のポ
イントについて解説しています。
１）事業承継概要（３つの要素）：�
　　　　　https://youtu.be/ROTNTb_sS5g
２）事業承継時にかかる税金：
　　　　　https://youtu.be/luRiA3-tIeY
３）事業承継税制（特例措置）の概要：
　　　　　https://youtu.be/OkxIj49a7M8
４）事業承継税制の適用要件：
　　　　　https://youtu.be/1G6MCRUTwaY
５）事業承継税制の活用ポイント：
　　　　　https://youtu.be/spbYv4KFHqo
※セミナー資料：https://www.jcci.or.jp/20221
　207seminar-shiryo.pdf

【試験日】　2月26日（日）
【会　場】　常滑商工会議所2F大会議室
【受験料(税込)】　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：2023年1月10日～1月29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。

【問合せ】　常滑商工会議所（担当：坂本）
　　　　　TEL�0569-34-3200

事業承継個別相談会

オンラインセミナー期間限定無料公開
「事業承継税制の特例措置を活用すべき？

自社に合った資産承継のポイント」

無料IT個別相談会
【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】　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

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
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 経営情報

「事業を譲り渡したい」とお考えの商工会議所会員のみなさまへ

事業承継マッチング支援のご案内
常滑商工会議所では、日本公庫熱田支店や愛知県事業承継・引継ぎ支援センターと連携して、譲り渡したい事業の

「お引き受け先」を探します！

【問合せ】　常滑商工会議所�TEL�0569-34-3200　愛知県事業承継・引継ぎ支援センター�TEL�052-228-7117
　　　　　日本政策金融公庫熱田支店�TEL�052-682-7881

日本公庫の事業承継マッチング支援の特徴
①全国ネットワークを活用して幅広く「お引き受け先」を探します。
　▶日本公庫は、全国に152の支店網を有する政策金融機関です。
　▶�小規模事業者の方のご利用が中心で、登録数は譲り渡し希望が約2,000件、引き受け希望が約4,500件と
なっています。（※）登録数は、令和４年９月末時点のものです。

　▶�ご登録にあたっては、公庫ホームページでの掲載をオープンネーム（実名）とするか、ノンネーム（匿名）と
するか、ご選択いただけます。

②マッチング登録料や成約手数料は不要で、無料でご利用できます。
　▶日本公庫熱田支店へのご相談は無料です。
　���（注）事業を譲り渡す際の契約手続等について、専門家の支援を受けられる場合は、当該支援について、費用負担が生じる可能性があります。
　▶ご登録後、日本公庫本店の専門担当者がご希望を踏まえ「お引き受け先」を探します。

③政策金融機関として必要な資金ニーズに対しご融資をさせていただきます。
　▶�日本公庫熱田支店では、事業の「お引き受け先」を中心に、必要に応じて融資のご相談をお受けし、円滑な事
業の譲り渡しをサポートします。

　���（注）審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。

ご相談の流れ
①ご相談
　▶本支援の内容やお手続きなどについては、常滑商工会議所へお気軽にご相談ください。

　　常滑商工会議所 TEL0569-34-3200【受付時間】平日8：30〜17：15
②お申込み
　▶本支援をご利用いただく場合は、所定の申込書等を、日本公庫熱田支店へご提出いただきます。
　▶�申込書の記入方法や提出方法等については、常滑商工会議所又は日本公庫熱田支店へお問い合わせください。
③お相手探し
　▶�日本公庫本店の専門担当者が、お客さまのご希望を踏まえて、お引き受け先（マッチング）候補を探します。
候補先が見つかった場合は、日本公庫が候補先の情報を提供します。提供された情報をもとに、具体的な交
渉を進めていくか、ご判断いただきます。

　▶�日本公庫本店からの紹介により事業承継・引継ぎ支援センターでも並行して候補先を探すことも可能です。
④お相手との面談・交渉
　▶�事業の譲り渡しに向けた面談・交渉は、商工会議所や事業承継・引継ぎ支援センター、日本公庫のサポートの
もとで、当事者間で行っていただきます。

　▶�譲り渡しの進め方のアドバイスや契約書類の作成など、専門家の支援をご希望される場合は、商工会議所や
日本公庫を通じて、事業承継・引継ぎ支援センターから専門家をご紹介することが可能です。

　　（注）専門家の支援を受けられる場合は、費用負担が生じる可能性があります。

事業承継・引継ぎ支援センターとは…
①  国が47都道府県に設置した公的相談窓口です。
②  第三者承継（Ｍ＆Ａ）のためのマッチング及び

成約に向けたサポートも無料で行っています。
③  譲り渡しの契約書類を作成する場合など、ご希

望に応じて専門家をご紹介します。

〈連携イメージ図〉 マッチング専門家の紹介

承継前の相談
承継後の経営支援

マッチング
承継時の融資

協調

事業承継・
引継ぎ支援センター

商工会議所 日本公庫

民間金融機関
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 経営情報

ご利用
いただける方

商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている方で、商工会議所等
の長の推薦を受けた方
推薦を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが必要です
１　�常時使用する従業員が20人以下（商業・サービス業（宿泊業および娯楽業を除く）の場合5人以下）
であること

２　原則として6ヵ月以上、商工会議所等の経営指導を受けていること
３　最近１年以上、同一商工会議所等の地区内で事業を営んでいること
４　�所得税、法人税、事業税及び都道府県民税や市町村民税（均等割を含みます）を原則としてすべて完
納していること

５　商工業者であり、かつ日本政策金融公庫�国民生活事業の非対象業種等でないこと
ご融資額 2,000万円以内
ご返済期間 設備資金10年以内�（うち据置期間2年以内）／運転資金�7年以内（うち据置期間1年以内）
利率（年） 特別利率Ｆ
担保・保証人 無担保・無保証人

その他

ご利用
いただける方

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１カ月の売上又は過去６カ月の平均売上が前４年のいず
れかの年の同期と比較して５％以上減少している方

ご融資額 別枠1,000万円以内（注１）

ご返済期間 設備資金�10年以内�（うち据置期間4年以内（別枠の1,000万円以内））
運転資金�10年以内�（うち据置期間3年以内（別枠の1,000万円以内））

利率（年） 【当初3年間】�特別利率Ｆ－0.9％�（別枠の1,000万円以内）（注２）【4年目以降】�特別利率Ｆ

小規模事業者経営改善資金
（新型コロナウイルス感染症に伴う拡充）

日本政策金融公庫 国民生活事業では、小規模事業者の方々の経営改善のお役に立てるよう、無担保・無保証人の
「小規模事業者経営改善資金（マル経融資）」をお取り扱いしています。

【問合せ】　常滑商工会議所�TEL�0569-34-3200　事業資金相談ダイヤル�TEL�0120-154-505

（注１）ご融資の限度額は、新型コロナウイルス感染症に伴う生活衛生改善貸付の拡充部分との合計で1,000万円となります。
（注２）「特別利率F-0.9％」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、マル経融資を次のとおり拡充しています。

無担保・無保証人の
融資制度です

POINT
1

ご融資額は2,000
万円以内です

POINT
3

商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導
を受けている方で、商工会議所等の長の推薦を受けた方が対象です

POINT
2

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近１ヵ月の売上高が前
４年のいずれかの年の同期と比較して５％以上減少している方は、
別枠で1,000万円を限度に、当初３年間の利率が低減されます

POINT
4

ご相談・お申込 商工会議所・商工会 日本政策金融公庫・国民生活事業推薦 ご融資
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渉外交流委員会主催の親睦事業

　11月5日(土)、渉外交流委員会主催の親睦事業、みんなで
楽しんで仲良くなりたーいに参加しました。
　岡崎市にある岡崎ファミリーゴルフでパターゴルフとバー
ベキューをして来ました。
　パターゴルフは距離感が掴めずなかなかうまくいかなかっ
たですが、同じグループの人達と楽しめて18ホールがあっと
いう間に終わってしまいました。
　ただ、自分が足を引っ張ってしまったこともありチーム優勝
ができなかったのは残念だったので、次やる時はもっと上手
く出来るように頑張りたいと思いました。
　バーベキューでは色々な方に話しかけていただいて、色々
なお話が聞けて楽しかったですし、早食い競争ではカロリー
メイトを食べましたが口の中がパサパサになり全く早く食べ
られなかったのでもっと上手く食べられるように工夫しなくちゃいけないと思いました。
　丸1日の企画でしたが、すごく楽しく良い1日だったので色々な委員会の事業に参加をしていきたいと思える楽し
い活動でした！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渉外交流委員会所属　柴田�浩貴（おそうじ本舗）

「towards2028 市の重要なパートナーになるための一歩目」

　11月16日、「towards2028�市の重要なパー
トナーになるための一歩目」に企画から参加し、
常滑市第６次総合計画の概要について、それを進
める方の生の声を聞くことが出来ました。吉川委
員長の「総合計画に触れ、会員の意識向上に努め
たい」という熱い想いのもと、皆で意見を出し合っ
て企画してきた事業がいざ形になるという事に達
成感を感じました。本番では計画の内容について
理解が深まったのはもちろん、加えて私ども経営
者、事業主と同様周りの方を巻き込んでいくこと
が肝要ということもよくわかり、今まで私が第６次
総合計画を全く知らなかったことを考えると、施
策を推進する市役所の担当部署と、それを受け止め賛同、協調していく私たち市民との距離は現状とても遠いもの
に感じました。今回のように、団体でそれに触れる機会を設けたことはとてもよい一歩になると思います。これから二
歩目として更に内容を絞り、踏み込んで市役所の方とこの事業を進めていく事で、私や青年部にとってさらなる気づ
きになることを期待します。生まれ育った常滑市に何かしらの恩返しが出来ればと思っており、私自身も今後の活動
の糧にしていきたいと思います。今回関わっていただいた市役所の方々には、忙しい時間を割いて頂き、丁寧な応対
をしてくれたことに感謝申し上げるとともに、貴重な機会を与えて頂いた青年部の皆様に感謝申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務委員会　竹内�弓三彦（ココチヤコーヒー）
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研修委員会　中村朱美氏　講演会

　11月23日(水)、常滑市民文化会館大ホールにて、京都で国産牛ステーキ丼
専門店佰食屋などを経営し、女性経営者として様々な賞を受賞されております
株式会社minitts代表取締役社長�中村朱美様を講師に迎え講演会を開催致し
ました。「みんなに必要な新しい働き方～仕組みで人を幸せに～」をテーマとし
て、自身の経験を元に様々なお話しをして頂き、あっという間に時間が経ってし
まいました。当日は朝から雨が降る生憎の天気となり大変寒い1日となりました
為、お客様が集まって頂けるのか不安でございましたが、400名近い方々にご
来場頂けました事は大変嬉しかったです。��都築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)」がリンクする事業の1つとし
て、嶋委員長以下研修委員会のメンバーが一丸となり事前打合せや準備に取り
組めたと思います。�私も司会の大役を仰せつかり、緊張しながらも務めること
ができ胸を撫で下ろしております。�新型コロナウィルスの感染再拡大が懸念さ
れる中、受付や会場の感染対策などに多くの人数を割く必要がありましたが、
青年部の仲間が受付やお客様の誘導、駐車場整理など手伝いに参加して頂け
ましたので大きな混乱も無く無事開催する事ができました。まさに多くの方々
への感謝を持ちながら行う事業となりました。今後も地域の皆様にお役立ちで
きる事業に積極的に参加していきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修委員会所属　杉江�省吾（杉江製陶株式会社）

令和４年度愛知県商工会議所青年部連合会 愛知県 YEG DAY

　11月26日(土)、豊田市駅前で開催されまし
た、令和４年度愛知県商工会議所青年部連合会の
愛知県YEG�DAYに参加させていただきました。
急な参加でしたが、朝、常滑商工会議所に集合し
てバスで会場へ向かう際にも多くの会話ができ、
初めてお会いするメンバーとも仲が深まるのを感
じ、同じ時間と空間を供にする大切さを感じまし
た。会場では、様々な視点や環境の中から会長に
就かれた県内21単会会長の一人ひとりのお話を
身近に聞く事ができ、それぞれの会長が多くの人
の前で緊張しながらもメンバーのため、まちのた
めを想いお話する様子はとても心打たれ、この先
の活動の参加意欲と継続力の活力になる事を感
じました。その後のまち探索・懇親会においても、
様々なところでさらにもっと来場者を楽しませよう、少しでも飽きさせない様と工夫されているのを感じ、まちを歩い
ている間も懇親会の間も時間を忘れる程楽しませていただきました。ＹＥＧ�ＤＡＹの設営に関わった方々、出発から帰
りまでバスをしっかりと手配して下さった委員長をはじめとする渉外交流委員会メンバーの方々、とても楽しく学びあ
る一日になりました。改めて、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員拡大活性化委員会所属　加納�嵩之（移動販売あっとぷらす）
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　　　　常滑焼グルメで“おもてなし”しませんか？

 経営情報

　常滑焼の食器類を用いて観光客などへのおも
てなしをする事業者への補助「食と器の出逢い
事業補助金」を実施しています。活用を検討する
市内事業者の方はぜひお問合せ下さい！

◆補助回数　上限なし�※ただし１年度に１回まで
◆補助額上限　20万円
◆補　助　率　１回目�：�２／３　２回目以降�：�１／２
◆対 象 商 品　�市内の窯元や工房等で作成された皿や椀、茶器など、来店者が

食事中に手に取って使用するもの。
◆条　　　件　�店内外やWeb、SNSで「常滑焼の器での飲食が可能であること」や「制作作家の

プロフィール」、「作品を購入可能な店舗情報」のPRを行うこと店外に「常滑焼使
用店」の標札を掲示すること（上記ロゴ）

　　　　　　　※予算がなくなり次第終了とさせていただきます。
◆問　合　せ　�常滑市経済部観光戦略課　
　　　　　　　TEL�：�0569-47-6116　メール：�kankou@city.tokoname.lg.jp

「クラウドファンディング仲介事業」 開始のご案内
～資金調達成功時の手数料を軽減します！～

１．対象事業の想定例 （テストマーケティング）

 新商品の販路開拓（支援金総額：約160万円）
※若鶴酒造（砺波・高岡商工会議所 会員事業者）

 クラウドファンディングを実施する際、常滑
商工会議所を通したお申し込みで資金調達
成功時の手数料を２％軽減

【クラウドファンディングとは？】

新商品の紹介 ストーリー作成

成功時の手数料を２％軽減。
 CAMPFIRE社からの通常サポートも込み。

【クラウドファンディングとは？】

 「クラウドファンディング」とは、インターネッ
ト上にプロジェクトを掲載し、当該プロジェクトの
実施に協力したい人々や企業から支援金を提供し

新商品を中心にリターン設定 ⇒ テストマーケティングに

実施 協力した 人 や企業 ら支援金を提供し
てもらう資金調達手法です。

【こんな時に活用可能です！】 ２．申し込みの流れ
 新規プロジェクトの実施に際し、

資金不足／予算調達が必要

 地域プロジェクトやイベント等の

申 込 流

①問い合わせ

②必要事項ヒアリング

プロジェクト紹介
実
施
者認知度向上／ファンを増やしたい

 一定期間（２か月程度）内で、
テストマーケティングを行いたい

②必要事項 アリング

商工会議所 CAMPFIRE
者

上記申し込みにより、調達成功時の手数料17％を
15％へ軽減 ※CAMPFIRE社が社会問題解決に資する

全てクラウドファンディングで対応可能です！ 問い合わせ先：常滑商工会議所 担当：松野
電話：0569-34-3200／メール：matsuno@toko.or.jp

15％へ軽減。 ※CAMPFIRE社が社会問題解決に資する
と判断した場合は９％を７％へ軽減。

混雑している場合は順番にご案内しますので、お待ちいただく場合がございます。
【問合せ】常滑商工会議所　担当：近藤、蜷川　TEL�0569-34-3200

ボートレース地域振興クーポン＆常滑市プレミアム付商品券 換金のご案内
ボートレース地域クーポン 常滑市プレミアム付商品券

換金 12/19（月）、12/20（火）、
1/6（金）、1/10（火）、1/19（木）、1/20（金）

12/19（月）、1/6（金）、1/19（木）、2/7（火）、2/16（木）
※取扱店舗登録証明書をご持参ください
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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12月・2023年1月

12月19日 13:00-16:00 ◆創業相談
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
01月10日 10:00-12:00 ◆金融相談（中小企業事業）
01月12日 09:30-17:00 ◆事業計画策定相談会
01月16日 13:00-16:00 ◆創業相談
01月17日 10:00-12:00 ◆法律相談
01月17日 10:00-12:00 ◆特許商標相談

日本商工会議所 LOBO調査
早期景気観測 令和4年11月調査結果

○調査期間：2022年11月14日～18日���
○調査対象：全国329商工会議所の会員�2,537企業�

【全国の概況】
　全産業合計の業況DIは、▲16.4（前月比＋4.3ポイント）製
造業では、飲食・宿泊業向けの食料品や企業の設備投資需要
に牽引され、業況が改善した。建設業では、堅調な住宅建設関
連等の民間工事に下支えされ、改善した。また、小売業・サー
ビス業でもインバウンド、全国旅行支援による客足の回復で
改善となった。一方、卸売業では、消費者向け商品の引き合い
が増加する中、人手不足に伴う人件費増等によるコスト増が
足かせとなり、ほぼ横ばいに留まった。資源・原材料価格の高
騰や人手不足による受注機会の損失、物価高による消費マイ
ンドの低下、十分な価格転嫁が行えていない等、経営課題は
山積するも、経済活動は正常化に向かっており、中小企業の
業況は改善が続いている。
　先行き見通しDIは、▲22.2（今月比▲1.5ポイント）
　年末年始商戦を契機とした個人消費拡大や、観光需要の回
復が期待される一方、感染再拡大の兆しから消費マインドの
さらなる低下を懸念する声が小売業・サービス業から聞かれ
た。加えて、資源・原材料価格の高騰や人手不足に伴う人件費
増加等の継続も見込まれている。厳しい経営環境が続く中、
為替の乱高下や世界経済の鈍化等も危惧され、中小企業の
先行きは厳しい見方となっている。�

【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

年末年始 休務のお知らせ

12月2９日（木）〜1月３日（火）
常滑商工会議所の業務をお休みさせていた
だきます。
1月４日（水）から通常の業務とさせていた
だきます。

　令和4年分の所得税等の確定申告に関する税務相談を
下記の通り行います。
　事前予約制となりますのでお電話または会議所ホーム
ページ内「相談予約申し込みフォーム」よりご予約ください。

【日　時】　2月10日(金)　10：00～12：00
　　　　　2月17日(金)　10：00～12：00
　　　　　2月24日(金)　10：00～15：00
　　　　　3月� 3日(金)　10：00～15：00
　　　　　※30分ごとの予約制

【場　所】　常滑商工会議所　1F相談室
【問合せ】　常滑商工会議所　TEL�0569-34-3200
令和4年分の確定申告等の申告・納税期限

【所得税等】　令和5年3月15日(水)まで
【個人事業者の消費税等】　令和5年3月31日(金)まで

税務相談のお知らせ
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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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