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㈱カナクラ　うかい仏具店支店 平 間 芳 枝 萱 町 地 区 小 売 業

理事会の報告

表彰されました！

新規加入会員のご紹介

第3回理事会
■開催日時 令和4年8月26日（金）午後3時
■開催場所 田原市商工会館2階研修室
■議　　題 第1号議案 新規会員加入承認について
 第2号議案 育児休業等及び介護休業等に関する規程の全部改正について
 第3号議案 個人情報保護規程の全部改正について
 第4号議案 「中部・北陸実業団対抗駅伝競走大会」への協賛について
 第5号議案 「オフロードトライアスロンin田原」への協賛について

【報告事項について】
１．地域商品券とプレミアム付商品券の状況について 
２．商工会まつりについて 
３．表彰事業について
４．キッチンカーの導入・貸与事業について
５．今後の事業・会議等について
６．その他報告事項

田原市商工会は、令和3年度の小規模企
業共済制度の普及における貢献が評価さ
れ、独立行政法人中小企業基盤整備機構よ
り感謝状が授与されました。

これもひとえに会員の皆様の本制度への
ご理解とご協力のたまものであり感謝申し
上げます。

小規模企業共済制度は小規模企業の個人
事業主、共同経営者または会社等の役員の
方が、将来事業を辞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、いわば「経営者の退職金制度」といえるもので、税法上の優遇措置も設けられています。
事務局としても引き続き本制度の普及に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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■小諸ワイナリー
長野県は気候や土壌がワイン用ブド

ウの栽培に適しており、この地域資源
を活用した栽培から醸造、販売、消費
にわたる地域振興策「千曲川ワインバ
レー構想」を策定・実施した地域創生
の研修をしました。

【内容】
 ・高品質のブドウ栽培見学
 ・ワイン製造等のビデオ上映
 ・ワイナリーの庭園を見学
 ・ワインの地下セラーを見学
 ・ワインの試飲

■上田商工会議所
平成大合併の中で上田市内の商工会

議所と2つの商工会が合併したため、合
併の状況についての研修を行いました。

【内容】
　・ 上田商工会議所の合併の経緯
　・ 会員への周知方法について
　・ 市の関与及び支援について
　・ 合併に関わる補助金について　
　・ 商工会の役員の処遇について
　・ 商工会地域の歴史、文化、伝統の

継承　など

先進地視察研修に行ってきました！

日　時： 令和4年7月19日（火）～20日（水）

場　所： 長野県小諸市　小諸ワイナリー
長野県上田市　上田商工会議所

主　催： 愛知県商工会連合会東三河支部
（音羽・一宮・小坂井・御津町・田原市・渥美・
の各商工会）
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職場のメンタルヘルス対策セミナーのご案内
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【小規模事業者持続化補助金（一般型）】

〈事業概要〉

　小規模事業者等が今後数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開
拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性
向上と持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基
づく、地道な販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化（生産性の向上）の取組を支援
するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
⃝ 補助上限： ［通常枠］ 50万円 ［賃金引上げ枠］200万円
  ［卒業枠］ 200万円 ［後継者支援枠］200万円
  ［創業枠］ 200万円 ［インボイス枠］100万円
⃝ 補 助 率： 2／3（賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3／4）
⃝ 対象経費： 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展日（オンラインによる展示会・

商談会等を含む）、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

〈公募期限〉

第10回：2022年12月上旬 事業支援計画書（様式4）発行の受付締切：原則2022年12月上旬
第11回：2023年2月下旬 事業支援計画書（様式4）発行の受付締切：原則2023年2月中旬
※事業支援計画書（様式4）の発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいた

だきますようお願いいたします。
※電子申請の場合は、23：59まで受付。郵送の場合は当日消印有効。

田原市商工会にはLINE公式アカウントがご
ざいます。様々な情報を発信していきますので、
ご登録よろしくお願いします。

渥美半島道路期成経済連合会（事務局は田原
市商工会）は、渥美半島道路の早期実現に向け
て令和2年4月に経済界を中心に設立された団
体です。これまで国や愛知県に対し要望活動を
実施したり、早期実現に向けた機運を醸成する
ために啓蒙活動を行ってまいりました。

令和4年3月にはホームページも立ち上げまし
た。田原市の課題や道路の必要性、また、これ
までの活動記録についても掲載されていますの
で、田原市商工会のホームページまたはQRコー
ドからアクセスいただき、ぜひご覧ください。

黒枠内のＱＲコードを読み
取って友達追加よろしく
お願いします。

販路開拓及びコロナ対策事業に取り組む補助金申請者を募集します

LINE公式アカウントについて 渥美半島道路期成経済連合会からのお知らせ
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労働保険加入のご案内
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「愛知県最低賃金」は、10月1日から

時間額　986円 に改正されます

■田原市商工会青年部研修会
7月20日（水）田原市商工会館2階研修

室にてフジテレビ「ホンマでっか！？TV」
など各種メディアに出演されている、BRICs
経済研究所代表の門倉貴史氏を講師として
招き、「これからの世界経済の行方と日本の
企業戦略」をテーマにした研修会が開催さ
れました。

研修会終了後に行ったアンケートでは、多
数の参加者の方が満足との回答をいただき、
充実した研修会となりました。

■田原市商工会工業部会講習会
日　時： 令和4年8月30日（火）
 15時30分～17時
演　題： 中小企業経営者のサイバーリスク
 ～サイバー攻撃が増加する時代、中

小企業に求められる備えとは？～
講　師： 豊橋技術科学大学
 　情報メディア基盤センター
 准教授　中村　純哉　氏
出席者： 18企業　18名

詳しくは、愛知県労働局ホームページ
（https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/home.html) 
愛知労働局　労働基準部賃金課（☎052－972－0257）、または、豊橋労働基準監督署にお尋ね下さい。

青年部コーナー

工業部会コーナー

愛知県最低賃金改正のお知らせ
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昨今の新型コロナウイルス感染症の流行により、業務効率化
目的のデジタル化が進み、自社ホームページの活用、ＳＮＳの
利用、インターネット通販サイトによる物販の開始など、ＩＴ
ツール・システムを活用した販売促進活動が増加しています。
そうした世の中の動きをふまえ商工会では、インターネットを
利用した通販サイトの構築等にご興味のある事業所向けに、Ｅ
Ｃセミナーの受講者を募集しています。セミナーはＺＯＯＭア
プリを通じて行うので、ご自宅からの受講が可能です。ご興味
のある方は、ぜひご受講下さい。

※セミナー年間スケジュールや申込方法等詳細は、商工会ホームページお知らせ欄をご覧下さい。

小規模事業者を取り巻く経営環境は新型コロナウイルスなど
の影響によりめまぐるしく変化し、厳しい状況にあります。

このような状況に対応していくため、商工会では専門家とと
もに経営分析を行い、自社を見つめ直す機会を設けたい事業者
を募集しています。

ご希望される方は商工会までご連絡下さい。

【お問合せ・お申し込み先】
田原市商工会　担当：杉原・大林　TEL：0531-22-6666

日　程 行　事　名 時　間 場　所

9月～1月毎週火曜、木曜 経営相談窓口の開設 13：00～16：00 田原市商工会館

10月12日（水） 優良従業員表彰式 16：30～ 田原市商工会館

10月23日（日） 商工会まつり 10：00～15：00 はなのき広場

2月14日（火）15日（水） “地域の絆”情報交換・商談会 10：00～17：00 豊橋商工会議所

ＥＣ（インターネット通販）セミナー受講者の募集について

経営でお困りの方へ～自社の経営を見直して見ませんか？

今後の行事予定


