
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。
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 年頭のご挨拶

明けましておめでとうございます。2023年の新
春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

昨年の通常議員総会におきまして、常滑商工会
議所会頭に就任いたしまして初めての年を迎え、
一段と身の引き締まる思いであります。

常滑商工会議所は今年で創立50周年を迎えま
す。この間、地域の経済団体として活動を続けて
こられたのも、役員・議員をはじめ会員の皆様方
のご尽力、地域の方々のご理解・ご協力、行政機
関のご指導・ご鞭撻の賜物であり、深く感謝申し
上げます。

毎年、公益財団法人日本漢字能力検定協会が
公募している世相を表す漢字一字では2022年は

「戦」に決定されました。ウクライナ進攻、北朝鮮
の相次ぐミサイル発射などにより「戦」争を意識
した年、円安・物価高・エネルギー価格の高騰な
ど生活の中で起きている身近な「戦」い、サッカー
Wカップや北京冬季五輪での熱「戦」、野球界を
始め様々な分野での記録への挑「戦」に関心が集
まった年でもありました。

今年も不確実で予測困難な状況が続くことは想
定されますが、起こりうる状況に柔軟に対応し、
常に挑「戦」の気持ちを持ち続ける年にしてまい
りたいと思っております。

常滑の地を、愛知県が中部国際空港島及び周辺
地域を５G等デジタル技術を活用した革新的事
業・サービスのオープンイノベーションフィール
ドに位置づけ、2030年に導入が見込まれる近未来
の事業・サービスを、2025年を目途に実装するこ

とを目指す「あいちデジタルアイランドプロジェ
クト」を立ち上げました。今年からはこの５Ｇ技
術等を使い、製造、流通、建設、エンタメ、宿泊施
設、防犯、医療、福祉等様々な分野で民間企業の技
術シーズとニーズをマッチングした実証実験が行
わることとなります。会員の皆様方も課題を解決
する手段として実装を目指し積極的に実証実験に
も参加いただけたらと思っております。

また、中部国際空港では中長期的に増加する航
空需要への対応、滑走路メンテナス時間の確保や
大規模補修への対応、災害時におけるバックアッ
プ機能の確保の観点から滑走路増設プロジェクト
が進んでおります。環境影響評価やパブリック・
インボルブメントの手続きも進められておりま
す。コロナ禍で蒸発してしまった海外からの観光
需要等も必ずや回復し、2026年にこの地で開催さ
れるアジア競技大会では諸外国からも大勢の方が
来られると思います。会議所においてもそれらの
お客様を迎える準備も進めてまいります。

冒頭で申し上げましたとおり、常滑商工会議所
は今年で50周年を迎えます。これからも「会員・
地域の皆様から頼りにされる・必要とされる」商
工会議所になれるよう尽力してまいりますので、
引き続きのご支援、ご協力をお願いして、私の年
頭の挨拶をさせていただきます。

常滑商工会議所 
会頭 磯部 栄

2023年 年頭所感「創立50周年、よりいっそう地域のために」

　このたび専務理事に選任されました榊原進
と申します。生まれも育ちも常滑市で現在63
歳、多屋町に住んでいます。常滑市役所に約40
年間勤務するとともに、地元では消防団や観光
協会、区役員等の活動に参加させていただきま
した。商工会議所は初めてで今は不安ばかり
ですが、会員の皆さまのお役に立てるよう、ま
た、地域経済の発展のため努力していく所存でございます。何卒
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　2022年12月24日(土)書面開催にて、第
13回議員総会が開催されました。書面によ
る開催のため、役員、議員を合わせ88名に
よる審議が行われ、すべての議案が承認と
なりましたのでご報告いたします。
　総会で提出された議案は、以下の通りで
す。

　1.専務理事の選任について

専務理事就任挨拶 第13回臨時議員総会 開催

2 とこなめ商工会議所だより　2023.1
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 年頭のご挨拶

常滑市長 
伊藤 辰矢

愛知県知事 
大村 秀章

　年頭のあいさつ　年頭のあいさつ 　新春を迎えて　新春を迎えて

あけましておめでとうございます。
新たな年が、県民の皆様にとりまして素晴らしい

１年となりますよう、心からお祈り申し上げます。
昨年は、愛知県が誕生してから150周年の節目を

迎え、愛知のこれまでの歩みを振り返り、県民の皆様
とともに郷土への愛着や誇りを持って未来に踏み出
すことができました。

そうした中で、日本が世界に誇るオリジナルコンテン
ツ、スタジオジブリの作品群を凝縮した「ジブリパーク」
が開園を迎えるという記念すべき年となりました。

さらに、国際芸術祭「あいち2022」や世界ラリー選
手権などのビッグイベントを成功裏に終えるとともに、
世界最高クラスのアリーナ「愛知国際アリーナ」、国
内最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」
の工事に着手するなど、これまでに積み上げてきた
愛知の力を礎に、更なる飛躍に繋がるビッグプロジェ
クトを着実に前進させ、愛知が「躍進」する１年となり
ました。

世界は、グローバル化やデジタル化の加速度的な
進展、カーボンニュートラルを目指す潮流などにより、
大きく変化をしています。愛知県がこれからも、日本の
成長エンジンとして、日本の活力を生み出していくた
めには、こうした時代の波を乗りこなし、イノベーション
創出に向け挑戦していかなければなりません。

今年も、海外の有力スタートアップ支援機関等と
の連携強化を図りながら、愛知の強みである分厚
い集積を誇るモノづくり産業と融合した愛知独自の
スタートアップ・エコシステムの形成を促進し、愛知
発のイノベーションを次 と々生み出す「国際イノベー
ション都市」を目指してまいります。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社
会経済活動の両立を図りながら、社会インフラ整備、
農林水産業の振興、教育・人づくり、女性の活躍、
医療・福祉、環境、雇用、多文化共生、防災・交通
安全、東三河地域の振興など、県民の皆様の生活
と社会福祉の向上に力を注いでまいります。

来年度、ジブリパークでは、「もののけの里」と「魔
女の谷」の2エリアが開園します。この第2期オープン
に向け、万全の準備を進め、「ジブリパークのある愛
知」の魅力を国内外に向けて発信してまいります。

引き続き、「日本一元気な愛知」「すべての人が
輝く愛知」「日本一住みやすい愛知」の実現を目指
し、県民の皆様に、笑顔で元気にお過ごしいただけ
るよう全力で取り組んでまいりますので、一層のご理
解とご支援をお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。常滑商工会
議所会員の皆様におかれましては、輝かしい新年
をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げます。

新型コロナウイルス感染症につきましては、昨
年も令和３年に引き続き、新規感染者数が全国的
に増減を繰り返し、事業者の皆様におかれまして
も、様々な面で厳しい状況であったものと感じて
おります。

本市といたしましては、ワクチン接種などの感
染拡大防止対策、市民・事業者の皆様への各種支
援事業に取り組んでまいりました。中でも、国の
臨時交付金を活用し物価上昇の影響を受ける市
民・事業者の皆様への支援として実施した『常
滑市プレミアム付商品券事業』におきましては、
多くの事業者の皆様にご参加いただき、誠にあり
がとうございました。

本年も、感染拡大防止と社会経済活動の活性化
に向けてバランスを取りながら、人・モノが行き
交う元気な常滑を少しでも早く取り戻すべく取
り組んでまいります。

昨年は新たなまちづくりのスタートの年でし
た。

１月４日から新庁舎での業務を開始し、６月に
は市民病院「婦人科ウィメンズセンター」が開所
しました。10月からは、市内の北部から南部まで
を結ぶ「コミュニティバス　グルーン」が運行を
開始しました。

また、新たなまちづくりの指針となる「第６次
常滑市総合計画」、観光客を呼び込む「観光戦略
プラン」、デジタル技術により市民の利便性向上
などを図る「デジタル化推進プラン」がスタート
し、常滑市のさらなる発展に向けて動き出した１
年でした。

本年も、「安全」「安心」「成長」の３つの視点
でこうした計画を着実に実行し、市の魅力をさら
に高め、すべての常滑市民が、「ずっと住み続け
たいまち」、「ずっと常滑。」と思っていただける
よう、アフターコロナでの飛躍に向けて、全力で
取り組んでまいります。

結びに、本年が皆様にとりまして、実り多き素
晴らしい年となりますよう、心からご祈念申し上
げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

3とこなめ商工会議所だより　2023.1
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▲Primo Passo

 年頭のご挨拶

【生徒感想】
・ 自分で調べたりするのには限度があるが、今回の講話では実際に
働いている人たちのインタビューも聞けて、より深く仕事につい
て知ることができた

・ 「夢がない人でも、ぼんやりでも良いから目標を作るといい。」
ということを話されていて、今の自分に一番必要なことだと思っ
たし、考えているだけでなく行動することがすごく大切だと学ぶ
ことができた

【講師感想】
・ 改めて自身の職業に誇りを持つことができ、その魅力などを伝え
ることができた

・ 自社の概要や働くことについて学生さんに話すことで、自社につ
いて見つめ返す機会をいただき、自身の今後への活動に生かすこ
とができた

・ 真剣な眼差しで最後まで熱意をもって聞いて下さり、非常にうれ
しく感じた

・ 将来を担う人に仕事の魅力を伝える機会はなかなかないのでいい
経験ができた

　この記事を読んで自分も講師をやってみたいと思った事業所様は、ぜひ
常滑商工会議所までご連絡ください。

　１２月７日（水）に常滑商工会議所の人づくり委員会主催で愛知県立常滑高等学校１年生を対象に職業講話を実施し
ました。地元企業への就職意欲が高い学生を育てることで、産業振興の一助になることを期待し、今回、常滑高等学校
での職業講話が実現しました。
　株式会社エスチャイル、株式会社CCN、合資会社誠進社、社会福祉法人知多学園（むらさき野苑）、株式会社デン
ソーダイシン、有限会社東野工芸社、常滑市民病院、常滑市役所、TOKONAME STORE、株式会社ドリームスカイ名
古屋、Primo Passo、株式会社まるはの計１２事業所に講師を務めて頂きました。
　職業講話の感想を講師の方と生徒からいただいたので、一部ご紹介させていただきます。

　１月６日（金）に令和５年新年賀詞交歓会をイオンモール常滑２Ｆ イオンホールにて開催しました。この賀詞交歓会
は、新年のご挨拶と共に会員相互の名刺交換会を兼ねて、毎年開催しており、今年は１０９名と多くの方々に参加して
いただきました。

愛知県立常滑高等学校職業講話

令和５年 新年賀詞交歓会

▲社会福祉法人知多学園（むらさき野苑）

▲TOKONAME STORE

4 とこなめ商工会議所だより　2023.1
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 経営情報

　2022年12月13日に愛知県警察
官友の会の監事である、当所磯部会
頭が「年末の安全なまちづくり県民
運動」を展開中の常滑警察署 舟山署
長と中部空港警察署 杉浦署長を訪
問し、慰問品を手渡し激励しました。
　磯部会頭は、「引き続き、子供から
ご高齢の方まで幅広い年代に対し
て、地域に密着した交通安全活動を
お願いします」とお話されました。

　2021年5月に発覚しました元職員による横領事件につきまして、会員の皆様及び関係機関に大変なご迷惑・ご心配
をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。
　会議所としましては、元職員を懲戒解雇とした上、横領金の回収を最優先にと考え努力してまいりましたが、いまだ
全額の回収には至らず、一部の弁済にとどまっている状況です。
　元職員が行った行為は、会議所の信頼を失墜させ、運営に重大な支障を及ぼしました。会員の皆様から厳重な処罰
を求める声を受け、刑事告訴状を常滑警察署に提出、そして受理されましたことをご報告申し上げます。

【経緯】
　・2021年 5月　　横領発覚
　・2021年 5月末　元職員懲戒解雇
　・2021年 6月　　横領金額全額を返済する内容で和解
　・2021年11月　　和解内容が履行されなかったため民事訴訟を提起
　・2022年 1月　　民事訴訟判決（全面勝訴）
　・2022年11月　　刑事告訴
　・2022年11月　　常滑警察署が刑事告訴状受理

磯部会頭が常滑警察署と中部空港警察署を激励訪問

横領事件への刑事告訴状が常滑警察署に受理されました

▲常滑警察署 　▲中部空港警察署

　プレミアム付き商品券の２月換金日は以下のとおりです。最終換金日以降は換金できませんのでご注意ください。
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。取扱店舗登録証明書および振込先
が確認できるもの(通帳等)を必ずお持ちください。

換 金 日 2/7(火) 2/16(木)※最終換金日

換 金 受 付

下記金融機関および常滑商工会議所
知多信用金庫（常滑中央支店・あおみ支店・あすか台支店）、半田信用金庫

（常滑支店）、あいち知多農業協同組合（本店・常滑北部支店・さくら支店・の
ぞみ支店・かじま台支店・さわやか支店・常滑南支店）、中京銀行（常滑支店）

常滑商工会議所のみ

【担　　　当】 蜷川・近藤  TEL 0569-34-3200

常滑市プレミアム付商品券 使用済み商品券の換金のご案内

5とこなめ商工会議所だより　2023.1



6

 経営情報

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】　1月25日、2月22日、3月8日、4月12日　
　　　　5月10日、6月14日、7月5日、8月9日
　　　　9月13日、10月11日、11月15日
　　　　12月13日、2024年1月17日、2月14日
　　　　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

　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】　1月31日(火）、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

事業承継個別相談会

　日頃から皆様にご協力いただいておりますアクサ
生命保険㈱の共済制度で、常滑商工会議所・アクサ生
命保険㈱常滑分室が表彰されました。

2022年度10～11月　
アクサ生命保険㈱BWCキャンペーン
　 契約目標達成率において、知多ブロック第1位を獲
得し、表彰されました。

2022年度　特定退職金制度進展率部門　
　 会員数が1,000～1,500に属する121商工会議所の
うち、第3位を獲得しました。

　 2021年と比較して、特定退職金制度の契約の伸び
率が高かったため、表彰されました。

　今後も皆様のニーズに応じた商品をご提案させて
いただきたいと思いますので、ご興味がありましたら
是非お問い合わせ下さい。

【問合せ】
アクサ生命保険㈱ 常滑分室　　  TEL0569-34-8882
常滑商工会議所 担当：岩田・阪上 TEL0569-34-3200

共済制度で表彰されました

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。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。

無料

　２０２３年１月１日より、マルケイ融資の金利が
下記のとおり変更となりました。

 (変更前)年1.13％→（変更後）年1.30％
【問合せ】常滑商工会議所 中小企業相談所

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）の金利変更案内

※ マル経融資は商工会議所で経営指導（原則6か月以上）を受けた
方に対し、無担保・無保証人・低利で日本政策金融公庫が融資す
る制度です。運転資金や設備資金にご活用頂けます。ご利用い
ただくには条件がありますので、詳細はお問い合わせください。
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　　常滑商工会議所主催 DX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。
　※  「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。

①商品・サービス・店舗の認知度向上
　・Google 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）

　・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）

②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
　・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）

③顧客関係性強化
　・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）

　・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）

【応募】　常滑商工会議所HPより　https://www.toko.or.jp/

募集
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令和5年中小企業・小規模事業者支援施策

経営の持続的発展に活用できる補助金等説明会
主催　半田・常滑・東海・大府商工会議所

　国の令和５年に実施される補助金等の支援施策について、下記の通り説明会を開催します。
　第2部では、補助金を活用したくなる事業計画策定のポイントについて説明します。参加希望の方はお申し
込みください。

【日　時】　２月16日(木) 14：00～16：00
【場　所】　半田商工会議所３階 大会議室
【定　員】　50名（受講料は無料）
【内　容】　第1部「令和5年補助金等の支援施策について」
　　　　　第2部「補助金を活用したくなる事業計画策定のポイント」

【講　師】　中小企業診断士　八田 信正氏
【申　込】　半田商工会議所HP（https://www.handa-cci.or.jp/）にてお申し込みください。　
【問合せ】　常滑商工会議所中小企業支援課 TEL0569-34-3200
　　　　　※会場内はマスク等の感染拡大防止の対策を施して受講をお願い致します。
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とこなめYEGテレビ

　常滑商工会議所青年部はYouTubeチャンネル『常滑商工会議所青年部』を開設しました。去年の1万円企画に続
き、今年度は青年部会員の事業所をショート動画でPRしています！ 会員事業所の知られざる魅力や会員の人柄など
をお伝えできるチャンネルを目指しています。現在投稿済みのもの以外にも次々新規投稿予定ですので、是非とも
下記QRコードからご覧いただき、チャンネル登録していただいて、良ければ高評価よろしくお願いします！

地域未来委員会　委員長　森下裕矢（森下製土㈱）

　　　　https://youtube.com/@user-lt2gj1yd7z

　また、青年部では共に学び、成長できる仲間を募集しています。
動画をみて興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください！！

常滑商工会議所青年部　お問い合わせ窓口
TEL 0569-34-3200　受付時間 8：30-17：00（土・日・祝日除く） 

　皆さま健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　令和4年4月より常滑商工会議所青年部会長職をお預かりし９カ月が経ちました。今年度スローガン『YEG　
HEARTS』～準備を怠らず、真摯な姿勢で、感謝の心を！～を掲げ、地域に活気と笑顔があふれる事業に挑み、地域を
愛し、自身の成長、更には社業の発展に繋がるチャレンジを実行して参りました。青年部は異業種の仲間が集まり、多
様な発想を活かし、何事にも果敢にぶつかっていくことが強みであると考えます。
　今年度も残り３カ月となりましたが地域の未来を創造し、研鑽と交流を交わし熱い心で取り組み、来年度へバトン
を渡したいと思います。

　そして来年度は常滑商工会議所青年部５０周年となります。来年度組織も固まり記念式典を挙行する予定です。ま
だこれから立案していく段階ではございますがその節は皆さま方のご理解ご協力を賜りたく思いますので何卒よろ
しくお願い致します。

常滑商工会議所青年部　令和4年度 会長 都築孝弘　
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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

2023年1月・2月

1月17日 10:00-12:00 ◆法律相談
1月17日 10:00-12:00 ◆特許商標相談
1月20日 10:00-12:00 ◆金融相談（中小企業事業）
1月20日 10:00-12:00 ◆金融相談（愛知県信用保証協会）
2月09日 10:00-17:00 ◆事業計画策定相談会
2月10日 10:00-12:00 ◆税務相談
2月17日 10:00-12:00 ◆税務相談
2月22日 13:30-15:30 ◆IT個別相談会
2月22日 10:00-15:00 ◆事業計画策定相談会

日本商工会議所 LOBO調査
早期景気観測 令和4年12月調査結果

○調査期間：2022年12月13日～19日
○調査対象：全国329商工会議所の会員 2,525企業 

【全国の概況】
　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。

【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

　半田市医師会健康管理センターでは来年度より、健康
診断に係る内容、費用の改定を行います。既にご予約頂
いている2023年3月31日までの健康診断については、内
容、費用に変更はありません。
・定期健診
　7,425円(旧)→7,535円(新)　110円負担増
・一般健診（35～74歳）
　7,169円(旧)→5,282円(新)1,887円負担減
　定期健診においては、医療用品や燃料などの値上がり
を踏まえ、今回の改定となりました。一般健診につきまし
ては、協会けんぽの負担分増額により、自己負担金は減額
となります。尚、巡回健康診断をご利用の会員様には、こ
ちらから連絡をしております。

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

　常滑鉄工会主催「2022年度常滑鉄工会 新春講演会」
を、常滑商工会議所にて開催します。製造業界で近年特に
必要とされている「技能伝承」をテーマとした講演会で
す。工業部会・人づくり委員会の事業所の皆様や、人事部・
管理部担当の方などにおすすめのテーマとなります。技能
伝承にお悩みの事業所の皆様は是非お申し込みください。

【日　時】2月8日(水) 15:00～17:00
【場　所】常滑商工会議所 2階 大会議室
【講　師】凸版印刷㈱ 新谷 浩三氏
【テーマ】滝野クドバス×コアラーン
　　　　（技能教育のデジタル化）

【申　込】電話予約 TEL0569-34-3200 
　　　　常滑商工会議所　担当：原

健康診断費用の改定について
（2023年4月1日以降）

　　 常滑鉄工会主催 新春講演会無料

申込締切
1月27日(金)

まで
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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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