


労働者を雇っている事業主の方は、労働保険への加
入が義務となっています。労働保険は、労災保険と雇
用保険の総称です。
事務組合へ委託されると、社長・役員、事業主・家
族従事者も特別に労災保険に加入することができま
す。また、労働保険の申告・納付、雇用保険等の面倒
な手続きが事務代行により軽減されます。

「労働保険」 「建設業一人親方労災保険」

労災保険や雇用保険への加入が必要になったら
「労働保険」、「建設業一人親方労災保険」のご加入をお手伝いします！

建設業を営む一人親方は、元請会社が加入している
労災保険では補償されません。万一のため労災保険の
加入を希望する場合は、手続きが必要です。
業務上の傷病等に対する治療費全額補償や休業補償
などが含まれています。また、家族従事者も加入でき
ます。

岡崎商工会議所は、経営の様々な課題に対して、事業者に寄り添った支援を
行ってまいります。経営相談をはじめ、帳簿のつけ方、労働保険の加入、事
業資金、そして補助金などを活用して計画的に経営を向上したい！といった、
頑張る経営者の皆様をお手伝いさせていただきますので是非ご利用ください。

私たち経営指導員を中心に
トコトンお手伝いさせて
いただきます！

持続的発展に向けて皆様をサポート
ご相談ください！経営課題を解決します

経営指導員が、企業の強み・課題について共に考えなが
ら、解決策をご提案し、経営をサポートいたします。
ご相談内容により、中小企業診断士などの専門家による
アドバイスや、国、自治体の支援策、そして、他の支援機
関などを最大限に活用しながら、課題解決に向けて支援さ
せていただきます。

新たな取り組みや、経営の改善をしたいと思ったら
お気軽に「経営相談」をご利用ください！

記帳のしかたから決算・申告まで、毎月の指導を通じ、日常
の経理から決算・申告ま
で分かりやすく丁寧にお
教えします。また、定期
的に税理士にも確認をし
ていただくことができま
すので安心で確実です。

帳簿のつけ方が分からないと思ったら
丁寧・安心の「記帳指導」でお教えします！

※専門家相談の内容は10ページをご覧ください。

〔マル経融資のご案内〕
マル経融資は、小規模事業者のための経営改善に必要な設備資金
や運転資金を、商工会議所が推薦することにより、無担保・無保証
人・低利（信用保証料も不要）で、日本政策金融公庫より融資するも
のです。
また、新型コロナウイルスの影響に対応し、当初３年間は貸付金利（▲0.9％）や利子補給（▲0.31％）の優遇制度があり、
既往債務の借換も可能な、別枠マル経融資（貸付限度額1,000万円）など資金需要に合致した融資制度をご提案します。

貸 付 限 度 額 2,000万円

返 済 期 間 運転７年（据置１年以内）
設備10年（据置２年以内）

貸 付 利 率
（固定金利） 1.21％（令和３年２月19日現在）

事業資金が必要になったら
「マル経融資」をはじめ、資金目的に合った国・県・市等の制度融資をご提案します！

中根青山 祝田 石原 岡田和田鈴木 松岡柴田 今泉
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特集 本ページのお問合せは中小企業相談所　☎53−6500へ



2021 年１月 12 日（火）～ 2021 年２月７日（日）および
2021 年 2 月８日（月）～ 2021 年 3 月７日（日）の期間に
営業時間短縮の要請にご協力いただいている事業者の皆様へ

愛知県感染防止対策協力金のお知らせ

　各業界団体等が作成した感染拡大予防ガイドラインを遵守している事業者で、県の営業時間短縮要請
に応じて営業時間の短縮（※）を実施した事業者に対し、感染防止対策協力金を愛知県が交付します。
　（※）営業時間の短縮には、感染防止対策のため終日休業した場合も含みます。

■対象事業者等

期間 ①１月 12 日（火）～
　１月 17 日（日）実施分

②１月 18 日（月）～
　２月  ７日（日）実施分

③２月  ８日（月）～
　３月  ７日（日）実施分

対象事業者

県内の営業時間短縮要請を受けた
施設を運営する中小事業者等
＜対象施設＞

「酒類を提供する飲食店等」
※飲食店営業許可が必要

県内の営業時間短縮要請を受けた
施設を運営する事業者 ※大企業も対象に追加
＜対象施設＞

「飲食店等」
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

営業時間の短縮
５時から 21 時まで
※従前より 21 時から５時の間に
　営業していることが必要

５時から 20 時まで
酒類の提供は 11 時から 19 時まで
※従前より 20 時から５時の間に営業していることが必要

支給額 
1 店舗 1 日あたり４万円  
最大 24 万円

（要請に応じた日数分を交付）

１ 店舗１日あたり６万円  
最大 126 万円

（要請に応じた日数分を交付）

１ 店舗１日あたり６万円  
最大 168 万円

（要請に応じた日数分を交付）

主な要件 ・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PR ステッカーとポスターを掲示

※ 上記①②の実施分は合わせて申請となります。
※ ③は営業時間短縮要請の内容の変更により、対象期間・支給額が変更になる場合があります。

（1）愛知県感染防止対策協力金交付申請書兼請求書・申請に関する誓約書
（2）営業実態が確認できる書類（飲食店営業許可書（証）又は喫茶店営業許可書（証）の写し、確定申告書の写し）
（3）営業時間短縮（休業含む）の状況がわかる書類（告知ＷＥＢページの写し又は掲示ポスターの写真等）
（4）本人確認書類（運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し）
（5）振込先口座が分かる書類
（6）中小企業者であることが分かる書類（法人事業概況説明書、WEB ページ、従業員名簿）※①のみ

■申請に必要な書類

☎ 052-954-7453　開設時間：午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝日を含む）
■お問合せ先（県民相談総合窓口・コールセンター）

中小事業者に対する支援（一時支援金）のお知らせ

対象 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、
　（農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定）
または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、
　本年１月～３月のいずれかの月の売上高が対前年比（または対前々年比）▲ 50％以上減少していること
　（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定）

支給額 法人は 60 万円以内、個人事業者等は 30 万円以内の額を支給
※算出方法：前年（または前々年）１月～ 3 月の事業収入－（前年（または前々年）同月比▲ 50％以上の月の事業収入×３）

■売上の減少した中小事業者に対する一時支援金の支給   

※詳細につきましては、内容がわかり次第、本所ホームページ・メールニュース等でご案内する予定です。
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〈就職情報室　登録募集のご案内〉
採用対象：大学生・短大生（2022年春卒）、
                中途求職者等
登 録  料：本所会員70,000円（非会員120,000円）
登録期間：登録日～2021年12月

 就職情報室　登録企業募集中 地元に特化し、貴社の採用活動を応援します！

登録企業の求人情報を掲載

検索ＯＫナビ

★企業の魅力発信★

柴田佳奈藤木七海 板倉諒 箕浦桂子市川優美子 山本京子

まずは
ご連絡
ください

合同企業説明会　開催予定
４/24（土）・６/３（木）

【第１部】午前９時30分～午後０時30分　【第２部】午後２時～５時
会場：岡崎市竜美丘会館　
※詳細は就職情報室登録企業様宛に、ご案内します。
※開催方法の変更や中止となる場合もあります。

★学生・求職者との出会い★

障害者雇用率が引き上げられます！社労士に聞く！人事労務のツボ

　「共生社会（障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる社会）」実現の理念のも
と、障害者雇用促進法によって、事業主には法定雇用率以上の割合で対象障害者を雇用する義務が課されています。
　この雇用率が今月から0.1％引き上げられることに伴い、対象事業主の範囲も、常時雇用する労働者数が43.5人以上
（従来は、45.5人以上）の事業主に拡大されます。
　また、障害者の雇用状況報告（毎年６月）に基づき、実雇用率の低い事業主に対しては、ハローワークの雇用率達成
指導（雇い入れ計画作成命令、適正実施勧告、特別指導、企業名の公表）の対象となります。

⇒詳細は 障害者雇用率　令和 3 年３月 検索 （本所専門指導員／社会保険労務士・行政書士　三浦 太介 氏）

【事前準備「求める人物像の明確化」と「採用プロセスの確認」】
〇面接は、自社に合う人材を「見極める」機会で
　あるとともに、自社への理解を促し、入社への
　意欲を高める場。
　→「求める人物像の明確化」、「自社の魅力（強み）
　　の抽出」は必須。
〇コロナ禍でビジネスを取り巻く環境が大きく変化。
　仕事の取り組み方（テレワークの導入、社員教
　育の変化）やビジネスモデル等の変化があれば、
　求める人物像の見直しが必要なケースも。経営
　層と事前に十分なすり合わせを。
〇求める人物像の検討には、自社で活躍している
　社員をイメージして、より具体的に言語化する。
　望む条件は多くなりがちなので、その中で「と
　くに譲れないポイント」についても絞り込んで
　おく。
〇個々の面接だけでなく、選考プロセス全体で、
　何を、いつ、だれが、どんな方法で見極めるの
　かを社内で議論する。

【面接当日のポイント】
〇応募者の本音を引き出すには、リラックスできる場づくりやアイ
　スブレイク、受容・共感する対応が有効。
〇企業側も応募者側から見られているので、相手を尊重する態度で
　接すること。
〇志望動機を尋ねても建前しか聞けない場合もある。本人の選社基
　準を聞き、自社に合うか、判断する。
〇面接の対話では、１をきいて10を知る必要はない。話している
　内容が本当か、応募者の話す内容の真偽・考え方を知るため、推
　察ではなく、様々な方法（事実確認法、理由確認法、結果確認法）
　で話を掘り下げて聞く。
　→掘り下げて質問する技法を理解していても、実践するのは意外
　　と難しいので、社内で練習してみるとよい。
〇他人と一緒に頑張った話、苦労した話、特に長期間にわたり取り
　組んだ事等を聞くと、仕事ぶりに関わる本人の習慣を確認できる。
〇キャラクターやマインドは、面接だけでは見極めにくいため、適
　性検査も併用する。
〇オンライン面接では応募者の印象が実際会ってみた時と異なる場
　合も。感染防止対策を行い、来社機会をつくることも大切。

【2022年春卒　新卒採用の留意点】
〇2022年春卒学生（現大学３年生等）の採用でも、中小企業においては学生優位の「売り手市場」の傾向が継続。
〇コロナ禍によるインターンシップの中止等、企業と接する機会の減少から、業界・企業理解が進んでいない学生も多い。
　面接の機会を通して、自社への理解を促すことも必要。

　（２/３開催　採用力向上セミナー「求める人材を採用する面接の秘訣」の概要を抜粋）　

“意欲的に働く”社員を採用するために ～事前準備と面接当日のポイント～報告

民間企業 国・地方公共団体等 都道府県等の教育委員会
令和３年３月１日以降 2.3％ 2.6％ 2.5％
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ひとづくり 本ページのお問合せは就職情報室　☎53−6165へ



http://okamono.com/

第２回　ものづくりコーディネータの企業レポート　

産学連携で連続的なイノベーションを！　＝岡崎ものづくり推進協議会 学識機関ご紹介＝

　大学共同利用機関法人は、大学
や研究機関では持てない研究設
備や機器を持ち、全国の研究者
と共同研究をするための機関で
す。当生理学研究所は「体の働き

の仕組み」について、世界最先端の基礎医学研究とその遂行
を使命としています。近年は、企業との連携にも力を入れ、
メガネレンズの商品化では、「見え心地」というこれまで数
値化が難しかった感覚を脳波や脳磁図で計測することに成
功。脳科学眼鏡として販売するに至りました。その他にも、
脳波を用いた脳卒中罹患者のリハビリ支援ロボットの開発

や、CM視聴時の好感度予測など、生体の複雑な情報を評価・
解析することで共同研究を進めてきました。
　2020年からは動物資源共同利用研究センターの体制を強
化。ポイントは企業や大学専用の実験スペースを確保した
点で、外部の方でも、安定した環境で当研究所の設備を利用
し研究を行うことができる点です。
　「産」と「学」では目指すところが違いますが、だからこそ、
互いに知りえない情報や技術を共有することで新たなイノ
ベーションが生まれることがあります。お互いの目的達成
の為に相乗効果をもたらす連携を出来ればと考えていま
す。お気軽にご相談ください。

㈲伊藤金型
～ダントツ ５S と他社を凌駕するQCDの実力～

大学共同利用機関法人自然科学研究機構　生理学研究所

研究力強化戦略室　特任助教　西尾 亜希子 氏

■機構DATA■　　所在地：明大寺町字西郷中38　☎55-7700（生理学研究所）

■企業DATA■
代表取締役：伊藤 勉 氏
所在地：大門5丁目９-１　☎23 - 7172

vol.３

今回の訪問企業

岡崎市内ピカイチの５Ｓ
実践企業とのご縁をいた
だきました。

岡崎ものづくり推進協議会　ものづくりコーディネータの森義和です。
「ものづくりコーディネータによる企業レポート」の第２回を担当します。

▲左から伊藤社長、高村部長、
　森コーディネータ

　森コーディネータから「驚くほどきれいな金型屋さんに
行きましょう」と声をかけていただき訪問しました。まず
は応接室で伊藤社長と高村統括部長から説明を伺いまし
た。社屋は大きめのお屋敷という雰囲気ですが、屋内に作
業場のある金型屋さんは初めて！なるほど、様々な工場を
見てきた森さんが手放しで褒める工場なだけあって、完璧
な５S。工場内の清潔さ・静かさはもとより、若い社員の多

いことに驚きました。「若い方が多いですね」とお尋ねし
たところ、高村統括部長曰く「ベテラン社員さん（70代のス
タートメンバー３名）が若者の心を掴んで技術指導にあた
り、技術の伝承がスムーズに進んでいる」とのこと。“いや
いや、何と言っても高村さんが軸となってベテランと若手
を上手く結び付けていらっしゃるのだろう”と、感じまし
た。慎み深いお心遣いもさすがですね。

　今回は岡崎市大門に立地する㈲伊藤金型様をご紹介します。創業54年目を迎え、大手自動車
部品メーカーに、ダイキャスト・樹脂成形型等の金型を供給しています。企業理念には、『顧客満
足度NO.１を目指す』 と明確に掲げ、徹底的にQCDに拘った経営をされています。すべての基
本となる５Sについては格段のレベルにあり、私の経験値では岡崎エリアでダントツNO.１の
企業で、会員の皆さんには、是非とも模範としていただきたい会社です。（社長にはすでに見学
会の了解をいただいています。詳細は商工会議所まで）また今後の事業拡大再編として、国の第
３次補正予算で承認された事業再構築促進事業補助金を活用し、超精密部品加工及び精密測定
計測事業を整備予定です。５SとQCD を更に進化させながら、100年企業を目指しています。

構造設計ルーム
和田

～感動のためいき～ ものづくり担当より
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ものづくり本ページのお問合せは地域支援部（ものづくり支援担当）　☎53−6191へ



“ あなた好みのオリジナルブレンド茶づくり ”
をサポートします。

　磯田園製茶㈱では、各種お茶の新商品開発やノベル
ティ、お客様のニーズに合わせたオリジナルブレンド茶の
製造を開始しました。誰でも気軽にオリジナルブレンド茶
を楽しめるように、小ロット（1kg又は100袋）から発
注でき、茶葉の加工方法もリーフ・ティーバッグ・粉末な
ど、それぞれのご希望に沿ったタイプの商品を作ることが
できます。同社で製造している茶葉はもちろん、それ以外
の茶葉も長年のネットワークを活かして調達・加工するこ
とができるので、様々なバリエーションのオリジナルブレ
ンド茶をご検討いただけます。「農産品と弊社の煎茶を合
わせたオリジナル茶」や、「肌トラブル改善に効果的な成
分を含んだお茶」などを作ることもできます。パッケージ

デザイン作成、ネットショップ
の立ち上げ・運営もサポート致
します。
　「お問合せの際、“会報を見
たよ”の一言で、サンプル作成
代（10,000円でサンプル作成
３回）を無料にします！」との
ことです。

代表取締役：磯田 尚久 氏
岡崎店所在地：康生通西 2-20-2（岡崎シビコ B1F）
☎ 21- 6501

磯田園製茶㈱

▲代表の磯田氏

企業のSDGsの取り組み推進を目的に、三井住友海上火災保険㈱と共催で、MS&ADイン
ターリスク総研㈱、岡崎市より講師をお招きし、開催いたしました。（参加接続者数84名）

 １部「実践プロセスの解説」のポイント
・SDGｓを知り、SDGｓの観点から自社の現状を把握する
・自社に関連するSDGｓ課題を考える
　（例：社内ワークショップの実施、検討プロジェクトチームの設置）

・優先するSDGｓ課題を明確にし、2030年時点の自社のあ
　るべき姿（最終目標）を考え、逆算して今後の目標を設定し、
　推進する

【参加者の声】
「若い世代ほど SDGs に関心があることや、市内企業の取り組み事例がわかった」
「個人事業主で IT にも弱いが、何か取り組めるものから目標を設定し、取り組みたいと思った」
「社内の SDGs 活動の一歩目の考え方や、他社の具体的な取り組み方法が参考になった」

 ２部「岡崎市のSDGs推進」のポイント
・「経済」「社会」「環境」３側面から、暮らしの課題を考え、公
　民連携し解決していく
・次年度より、岡崎市が抱える暮らしやSDGsの課題を多様な
　ステークホルダー（※）に提示し、解決策を募る｢民間事業者
　提案制度（仮）」を実施予定
・SDGsを共通言語として、多様なステークホルダーと連携
　して地方創生・活性を目指す

「SDGs 実践セミナ－」（２/８）
～実践プロセスの解説&岡崎市のSDGs推進～

開催結果

＜職場 de テイクアウト大作戦 第二弾＞開催
　長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受ける飲食店の
皆様を支援しよう！と、岡崎市＋岡崎商工会議所がタッグを組み、
「職場deテイクアウト大作戦 第二弾 らくらく夕食惣菜」の予約販売
会を開催。参加店舗からは「大変な時期ではあるけれど、みんなが協
力して応援してくれることが嬉しい、頑張る力を貰える」とのコメン
トも。本所ではこれからも、事業者の皆様のお役にたてる事業に取り
組みます。

（実施日：２月の毎週火・水・木　延べ参加店数：90店舗）

がんばる飲食店を応援します！！

（※）企業などの組織が活動を行うことで影響を受ける人々や、団体の事。
　　利害関係者。 従業員、行政、顧客、民間団体、地域社会など。

Zoom
開催

2021.3
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詳細はこちらを
ご覧ください。

令和2年度第3次補正予算案のポイント （経済産業省関係一部抜粋）

〇⽇本政策⾦融公庫を通じた資⾦繰り⽀援
（1）、（2）- ① 中小企業庁　⾦融課　☎ 03-3501-2876
（2）- ②      　中小企業庁　財務課　☎ 03-3501-5803

（１）設備資⾦貸付利率特例制度の概要
・新事業やビジネスモデルの転換等、⽣産性向上に資する設備投資を実施する場合の適⽤利率について、
　各貸付制度の適⽤利率から当初２年間▲0.5％
　　限度額：各貸付制度の限度額（中小事業7.2億円、国⺠事業7,200万円等）
　　⾦利：各貸付制度の適⽤利率から当初2年間▲0.5％

（２）企業再建資⾦、事業承継・集約・活性化⽀援資⾦の拡充
①企業再建資⾦
・再⽣⽀援協議会等公的⽀援機関の関与の下、事業再⽣に取り組む事業者が必要とする設備・運転資⾦について、
　基準⾦利から▲0.9％
・認定⽀援機関による経営改善計画策定⽀援事業等を利⽤して経営改善に取り組む事業者が必要とする設備・　　
　運転資⾦について、基準⾦利から▲0.65％
②事業承継・集約・活性化⽀援資⾦
・事業引継ぎ⽀援センター等の⽀援を受けて付加価値向上計画を策定し、事業の承継・集約を実施する場合、　　
　基準⾦利から▲0.65%
・新型コロナウイルス感染症の影響による業況悪化により事業継続が困難となっている事業者から事業の承継・
　集約を実施する場合、基準⾦利から▲0.4％
　（小規模事業者から事業の承継・集約を実施する場合、基準利率から▲0.65％）
　※基準利率：担保の有無等によって適⽤利率は異なります。　

　❶課税される所得金額が200万円の
場合、加入前は所得税104,600円・住
民税205,000円合算で309,600円の
税金を払っています。仮に月3万円（年間
36万円）納付すると、税金が56,900円
節約されます。また、❷課税される所得
金額が800万円の場合、加入前は所得税
1,229,200円・住民税805,000円合

算で2,034,200円の税金を支払っています。❶同様、仮に月3万円（年間36万円）納付すると、税金が120,500円節約
されます。つまり、高額所得者ほどインパクトが大きく、節税効果があります。まだ、未加入の事業者の方は、是非、この機
会にご加入ください。　※掛金の納付方法は、月払い・半年払い・年払いから選択ができます。

掛金の全額所得控除による節税額の一覧表（例）

❶❶

❷ ❷

　小規模企業の個人事業主、共同経営者または会社等の役員の方が、将来事業をやめられる場合や退任される場合に
備え、資金を準備しておくための共済制度です。

　①掛金は、全額が所得控除の対象となります。
　　（月々の掛金は1,000円〜70,000円の範囲内（500円単位）で自由に選べます）
　②共済金の受取時も税制メリットがあります。
　③事業資金の貸付金制度が利用できます。（納付した掛金の範囲内で貸付を受けられます）

小規模企業共済制度のメリット

小規模企業共済制度　ご加入のおすすめ
～国がつくった経営者のための退職金制度です～

（中小企業基盤整備機構
ホームページ）

2021.3

6

相談所だより本ページのお問合せは中小企業支援部　☎53−6500へ



　 第552回常議員会　報告　2/16（火）
≪議件≫
１．第246回通常議員総会（ハイブリッド方式）提出議案に関する件
２．令和３年度本所事業計画（案）に関する件

≪報告承認事項≫
１．１号議員（３人）補欠選挙・選任経過について
２．主要事業の経過報告について
　１）「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口経過」報告

　２）「SDGs実践セミナー」結果
　３）「岡崎会議弁当参加店募集」案内
　４）「健康経営実践セミナー」案内
　５）「2021年度 健康診断」案内
３．新入会員加入について
４．部会等開催状況について　等

原案通り承認されました。

	 　（順不同・敬称略）
事業所名 事業内容 事業所名 事業内容

㈱タクミ総建 土木工事 福田エクステリア 外構工事
㈱Ｒ's 家屋解体、内装解体、足場組み立て ㈱N'sソリューション インターネット配信工事
㈱韓プラス 韓国料理店

新入会員ご紹介 ご入会いただきありがとうございます。　会員数：4,128事業所（２月10日現在）

“会員にご興味のある方をぜひご紹介ください！”
～ご紹介いただきました会員様には、3,000円のギフト券を贈呈します。～
　入会についてのお問合せ・お手続きは担当までご連絡ください。

        【担当：会員事業部　☎53-6164】

会員
募集中

　次世代につなぐ！ 　岡崎商業高校・岡崎工業高校の優良生徒を表彰

　本所では、創立120周年（平成24年）を機に「次世
代につなぐ。」の基本理念を形にした優良生徒表彰
式を平成24年度より挙行しています。
　第９回目の今年度は、今春卒業予定の岡崎商業高
校、岡崎工業高校の成績優秀な生徒22名を「優良生
徒」として表彰いたしましたが、コロナ禍により例
年の式と異なり、２月16日の常議員会の開催前に、
各校１名ずつ会頭賞受賞の代表生徒に大林会頭より
日頃の努力を称え、表彰状を授与しました。
　また、岡崎商業高校の加藤校長と岡崎工業高校の
清水校長にご臨席のうえご挨拶をいただきました。

▲大林会頭と会頭賞を受賞された入江桃萌子さん（岡崎商
　業高校3年/左）、大野恵祐さん（岡崎工業高校3年/右）

１号議員（３人）補欠選挙の選任経過について
　本所１号議員（３人）補欠選挙実施につきましては、立候補者数が定数と同じであった
ために２月５日予定の投票は行わず、２月10日の選挙会によって当選人を決定し、２月
16日に確定・告示をいたしました。
　新たに選任された１号議員は下記の３法人で、任期は令和４年10月31日迄です。
　［１号議員］　㈾池田屋　　喜栄工業㈱　　㈱みどりや　　　※事業所名50音順
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2021年度日商検定試験（統一試験）のご案内　～社員教育・スキルアップにお役立てください！～
検定名 級・受験料 試験日 申込受付期間 申込場所・お問合せ

日商珠算（そろばん）
計算力と暗算力を養い、脳を鍛える

１級2,340円
２級1,730円
３級1,530円

６/27（日） 5/17（月）～5/21（金） 岡崎商工会議所　3階
平日午前９時～午後6時
（土曜・日曜・祝日は除く）

☎53-6164

10/24（日） ９/13（月）～９/17（金）

2022年
２/13（日） 12/20（月）～12/24（金）

日商簿記
企業の経営内容を数字からつかむ

１級7,850円
２級4,720円
３級2,850円

６/13（日） ５/６（木）～５/14（金）
【ネット申込み】～５/15（土）

11/21（日） 10/12（火）～10/22（金）
【ネット申込み】～10/23（土）

2022年
２/27（日）

１/17（月）～１/28（金）
【ネット申込み】～１/29（土）

　　  リテールマーケティング（販売士）検定のご案内　～ 2021年７月ネット試験スタート！～

1 級～ 3 級すべてが「ネット試験方式」で随時施行に変わります。 試験時間が変更になります。

「ネット試験方式」とは、各地商工会議所が認定したネット試験会場のパソコン
でインターネットを利用し、試験問題の出題・解答・採点・合否判定までを随
時実施（所定の要件を満たせば企業をネット試験会場としていただけます）。

現行 2021年度より適用
1級 200分 90分
2級 150分 70分
3級 100分 60分
※受験料、試験科目、合格基準は現行と変更なし

　

総額表示（税込価格の表示）が義務化となります！
　「総額表示」とは、商品の販売やサー
ビスの提供を行う事業者が消費者に対
し、値引きやチラシ・広告などにおいて
あらかじめその取引価格を表示する際、
消費税額（地方消費税額を含む）を含
めた価格を表示することを指します。

　外税表示を特例として認めていた『消
費税転嫁対策特別措置法』が2021
年３月31日に失効することから、４月
１日以降は総額表示が必要となります。

※税込価格10,780円　（税率10％）の
　商品の例

税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。

※平成25年10月に施行された消
費税転嫁対策特別措置法により、
令和3年３月31日までは上記の
ような価格表示も認められてい
ますが、令和３年４月１日以後は、
総額表示が必要になります。

2021年
４月１日より

×
10,780円 10,780円

（うち税980円）
10,780円
（税込）

10,780円
（税抜価格9,800円

税980円）
10,780円
（税抜価格9,800円）

９,800円
（税込10,780円）

９,800円
（本体価格）

９,800円
（税抜）

９,800円
（＋税）

総額表示に《該当しない》価格表示の例

総額表示に《該当する》価格表示の例

　　　2021年度より東商ネット試験スタート！　～指定会場・自宅・会社で受験できます～
・カラーコーディネーター検定試験
　（アドバンスクラス・スタンダードクラス）
・ビジネス実務法務検定試験（２・３級）
・福祉住環境コーディネーター検定試験（２・３級）

・BATIC（国際会計検定）
・環境社会検定試験（eco検定）
・ビジネスマネジャー検定試験

東京商工会議所検定 検索

岡崎商工会議所検定 検索

総額表示　財務省 検索⇒詳細は

2021.3
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確定申告・納付期限の延長のお知らせ（令和２年分）
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日（木）迄
延長されます。これは、緊急事態宣言の発出されている地域を問わず全国一律の措置とな
ります。これに伴い、振替納税を利用している場合の振替日も延長となりました。

申請期限
納付期限

振替日
税　目 当　初 延　長　後

申告所得税 令和 3 年４月 19 日（月） 令和 3 年５月 31 日（月）
個人事業者の消費税 令和 3 年４月 23 日（金） 令和 3 年５月 24 日（月）

税　目 当　初 延　長　後
申告所得税
個人事業者の消費税
贈与税

令和 3 年 3 月 15 日（月）
令和 3 年 3 月 31 日（水）
令和 3 年 3 月 15 日（月）

令和 3 年 4 月 15 日（木）

専務理事
　山中　賢一

セミナーや視察会、卓話会を通じて、
企業経営・問題解決に役立つ例会を
企画しています。
新たな発見・交流の輪の広がる部会
活動にぜひご参加ください！

9
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※食品・サービス部会の３月例会は休会です。
※建設部会の３月例会は３月１日に開催しました。
※交通部会の３月例会は４月以降に延期しました。
※ご参加いただける方は事前にお申込みください。
※青年部・女性部の例会には所属の方のみ参加できます。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止・変更
　となる場合があります。

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：中日新聞岡崎支局　支局長　原 誠司 氏
会費：無料

部会 例会 月３３
新たな

発見・交
流の和が広がる部会活動にぜひご参加ください！

改善発表

卓話会

「第15回業務改善発表」

工業【担当：高田　☎ 53-6191】

機械金属【担当：今泉　☎ 53-6191】

※詳細は追ってご案内いたします。

※詳細は追ってご案内いたします。

11木

25木

３

３

午後
　７時〜
　８時30分

午後
　６時〜
　９時30分

交流会

「オンラインビジネス会員交流会」

「卒業証書授与式・卒業生を送る会」

青
年
部

【担当：石原・柳瀬　☎ 53-6500】

女
性
部

　デコパージュでオリジナルケースを製作します。

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：BASIC　本間 節子 氏
会費：お一人様 3,000円（税込）

10水３
午前
　10時〜正午

体験セミナー

「オリジナルケース製作会」

【担当：中根・柴原　☎ 53-6164】

工
業

機
械
金
属

コロナ下における日本の製造業の実態や西三河地域の現状
と今後の展望等について、日頃の取材から知り得る現場の情
報をもとにお話しいただきます。

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：中日新聞　経済部　トヨタグループ取材班
　　　キャップ　長田 弘己 氏
会費：無料

委員会ごとでメンバーを詳しく知るビジネス交流タイムを
Zoomにて行います。

※２月例会として開催します。

会 場：岡崎ニューグランドホテル　３階　飛竜の間
卒業生ご紹介 
伊藤 尚美 君  稲吉 稔彦 君  岩崎 靖彦 君  植西 均 君  
岡本 ミカ 君  加藤 浩晃 君  松島 努 君  丸山 健一 君  
水越 晴彦 君  水鳥 隆章 君

「コロナ下の日本の製造業の動き
  と展望」

12金３
午後
　２時〜
　３時30分

【担当：三ッ矢・神谷敏充　☎ 53-6161】

理
財

経営勉強会 卓話会

【担当：松岡　☎ 53-6190】

【担当：柴田佳奈・板倉・箕浦　☎ 53-6165】

日常生活の《オンライン化》を背景に情報発信の必要性がさ
らに高まりました。リアル店舗が押さえておきたい《身近な
発信ツールの活用方法》について学びます。

会場：岡崎商工会議所　４階　401会議室
講師：MORE経営コンサルティング㈱
         中小企業診断士　日野 眞明 氏
会費：無料

17水

24水

３

３

午後
　７時〜
　８時30分

午後
　４時〜
　５時

「コロナ時代の店づくり
  〜アプローチ戦略編〜」

「中日新聞岡崎支局長が語る！
  プーチンがみる岡崎の魅力」

商
業

情
報
文
化

卒業式



お店へご注文・お問合せの際に、『岡崎会議弁当、を見ました！』とお伝えいただけると嬉しいです。

シェフが、丹精込めておつくりして
おります。ぜひ御賞味ください。
所  稲熊町1-65-1 ＯＤＡビル101　
　 ☎ 83-8612
営  11:30～14:00　17:30～20:30
休  毎週月曜日、第1・3火曜日

このコーナーでは『会議弁当』を販売するお店を順次ご紹介いたします
※掲載のお弁当は一例です。詳細は当サイトをご覧ください

中国料理　翔園

2,160円（税込）

十四の巻

相　　　談　　　名 開　　催　　日 時　　　間 担　　　当

① 労　務　相　談　毎月第３水曜日
　  雇用に係る労務全般（退職金・就業規則など）と助成金に関するご相談 ３月17日㈬ 午後１時〜５時 社会保険労務士

　　　　三浦 太介 氏

② 税　務　相　談　毎月第１～４火曜日
　  経営上の税務に関するご相談 ※３月は休止 ー ー

③ 経営専門家相談
　  補助金活用、販売促進、web、事業計画などのご相談 

３月８日㈪
３月25日㈭

午前９時15分〜
午後４時

中小企業診断士　痴山 洋次郎 氏
　   同　　　　豊増 さくら 氏

④ 法　律　相　談　毎月第３木曜日
　  債権回収、契約など事業に関する法的なご相談 ３月18日㈭ 午後１時30分〜 弁護士　伊藤 賢一 氏

⑤ 金　融　相　談　毎月第１木曜日
　  信用保証制度をはじめとする資金繰りに関するご相談 ３月４日㈭ 午後１時〜４時 愛知県信用保証協会

⑥ 発　明　相　談　毎月第２金曜日
　  特許・実用新案・意匠・商標に関するご相談 随時 ー INPIT

愛知県知財総合支援窓口

  ☎ご予約は①53-6164、②~⑤53-6500、⑥53-6191
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中

　銅鐸 −この不思議な古代の遺物は、今でもその実態が明らかにされていないよ
うだ。鐸というのはそもそも「鈴」のことで、音を出す鐘のようなものだったのだ
ろうか。１世紀ころのものから発見が始まり、２～３ 世紀にはその姿がプッツリと
途切れる。このような発掘の事例とその形や模様の分類から、弥生時代に祭器とし
て使われたのではないかと考えられているが、あくまでも一般論としてである。反
論や反証も多く、謎が謎を呼んで、まさに古代史のロマンそのものだろう。
　さて、岡崎市でも銅鐸の発見があった。江戸時代寛政年間に洞村（洞町）の山中
で発見され、それが法蔵寺に寄進されたと伝えられてきた。当寺が徳川氏の先祖
である松平氏の崇敬が厚かったからであるという。ところが最近の検証で、その
図面に描かれるものと実際のものとの違いが分かり、現存する銅鐸は別のもの
であるということが明らかになった。同時期に別の場所で発見されたものが寄進
されたのではないかということである。この銅鐸は、鈕

ちゅう

（＝取手）を突線で囲む
突
と つ せ ん

線鈕
ちゅう

式
し き

で、鐸身が表裏とも突線軸で縦横六区画に分けられる、いわゆる「袈
け さ

裟
襷
たすき

文
も ん

」銅鐸に分類される。このような装飾の特徴を持った銅鐸を「三遠式銅鐸」
という。高さ87.6cm、鈕高23.8cmの大形で、県内出土の大形銅鐸のうちでも最も
均整のとれたものであるという。
　弥生期の岡崎、人々はこの美しい銅鐸の周りで何をしていたのだろうか。祈っていたの
だろうか、はたまた踊っていたのだろうか。

美しい大形銅鐸、その謎とロマン

表紙紹介
文化財は語る㊱

洞（伝）の銅鐸
県指定文化財／法蔵寺

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）

※４月の予定は決まり次第ご案内いたします。
※その他、雇用調整助成金個別相談、下請あっせん相談、創業相談はご希望日を基に日程調整いたします。

営業時間等、変更の場合があります。事前にご確認ください。 岡崎会議弁当 検索

弁当の選び
方は
様々。

“お弁当の内容 ”？
“お店の場所 ”？

“お店 ”？登録店
随時募集中！

専門家相談（無料）のご案内

2021.3

今月（３/４〜３/25）の専門家相談（無料）＆ 表紙紹介
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