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第４０回商工会まつりを開催しました！
令和4年10月23日（日）午前10時より第40回商工会まつりを開催しました。（第20回市民まつ

り同時開催）
当日は快晴で、たくさんのブースが出展され、多くの方にご参加いただき、大盛況の下、無事開催

することができました。

【田原金融協会】
ストラックアウト

【青年部】
景品付きゲーム・ビンゴゲーム

【建設大工組合】
木工教室

【女性部】
飲食バザー

【東三河法人会田原支部】
企業マーク当て＆税金クイズ

【田原青色申告会】
飲食バザー・税金クイズ
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　令和４年１０月２５日（火）、田原市商工会の正副会長が田原市役所において、山下政良市長、森下田
嘉治市議会議長、平松昭徳市議会総務産業委員長に次の９項目について陳情しました。

⃝田原市商工会の要望事項
　1.　経営支援
　　（1） 事業環境変化に対する事業者支援
　　（2） 中小企業に対する金融支援策の継続
　　（3） 創業・第二創業・事業承継に対する補助制度の継続
　　（4） ＢＣＰの普及促進に向けた支援
　　（5） 記帳指導事業に対する支援の継続
　　（6） 小規模企業振興基本条例の早期制定
　2.　地域総合振興事業
　　（1） 地域総合振興事業に対する支援の拡充
　　（2） 地域商品券事業の活用に対する支援の継続
　3.　維持・管理
　　（1） 商工会館の機能強化について

事　業　所　名 事　業　主　名 地　　区 業　　種

め ん 処　 は な い ち 岩 瀬 充 直 赤 羽 根 飲 食 業

田原市･田原市議会 へ陳情書を提出

第4回理事会
■開催日時 令和4年10月14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　令和4年度市への要望について
 第3号議案　キッチンカーの導入及び貸与事業について

【報告事項について】
1. 新春懇談会について 
2. 恵比寿講について
3. 事業計画策定支援事業実施について
4. 優良従業員表彰事業について
5. 中部・北陸実業団対抗駅伝競走大会の協賛結果

について

6. 商工会まつりについて
7. 地域商品券・プレミアム付商品券事業について
8. 「たはら飲食店マップ」改訂版について
9. 「オフロードトライアスロンin田原」について
10. 今後の事業・会議等について
11. その他報告事項

理事会の報告

新規加入会員のご紹介
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■ 東三河支部女性部研修会
　東三河支部女性部で日帰りの研修へ行ってきました。サファリパークでは動物がバスの近くを歩い
ていたり、食事をしているところを見ることができました。観光バスでの入園でしたが、バスガイドさ
んの楽しいトークとともに見学ができ、他の商工会女性部員との交流や親睦を深めることができまし
た。

支部活動報告
■ 中支部　会員交流会

　中支部支部活動活性化事業として、会員
の親睦を深めるため、会員交流会を開催し
ました。
　会員の皆さんはお子さんと一緒に田原
の祭りを学び、ゲーム等に参加し、楽しいひ
とときを過ごすことができました。

▲田原まつり会館見学 ▲子供向けゲーム ▲田原の祭りのお話
講師　廣中　清介　氏

女性部コーナー

日　時：令和４年９月２１日（水）
場　所：富士サファリパーク
参加者：７名

日　時 ： 令和4年8月27日（土）
午前10時30分～

場　所 ： 田原まつり会館・田原市商工会
内　容 ： 田原まつり会館見学、田原の祭りのお話、

ゲーム、ビンゴ大会
参加者 ： 25名
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本年度も、東三河産業アカデミー人材育成
セミナーとして、1級土木施工管理技術検定

（第二次）受験対策講習会を実施しました。
講習会は9月8、14、21日の3日間、田原

市商工会館2階研修室で開催し、6企業7名の
方が受講されました。

優良従業員表彰式の報告

１級土木施工管理技術検定（第二次）受験対策講習会の報告

　令和4年10月12日（水）、田原市商工会館において令和4年度優良従業員表彰式を開催し、下記の9
名の皆さまが表彰されました。

◆田原市商工会長表彰【10年以上勤務】
※同一の事業所に10年以上勤務された方で、事業の

振興発展に寄与した功績が顕著と認められる従業
員の方

   ・青木　亮二 ㈱テクノマックス
   ・河合　陽子 ㈾田原製パン長栄軒
   ・䦰目　秀和 ㈱河合組
   ・藤井　博之 ㈱河建
   ・松本　恵美 ㈱田原観光情報サービスセンター

◆田原市長褒賞【20年以上勤務】
※同一の事業所に20年以上勤務され

た方で、精励にして他の模範となる従
業員の方

   ・神谷みさ子 ㈲丸豊
   ・河邉　匡弘 藤建設㈱
   ・小林伝一郎 壽鑛業㈱
   ・鈴木　正博 愛知海運産業㈱

受賞おめでとうござい
ます！
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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複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、展示会等出展費（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

〈申請受付締切〉
■ 第10回
　2022年12月9日（金）　事業支援計画書（様式4）発行の受付締切：原則2022年12月2日（金）
■ 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
　※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。
※1小規模事業者とは従業員２０人以下の商工業者（小売業、卸売業、サービス業（宿泊・娯楽は除く）は５人以下）です。

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

たはらプレミアム付商品券の利用及び換金期限について
市内の取り扱い登録されたお店等で使えるプレミアム付商品券の利用期限及び、プレミアム付商品

券取扱事業者の方の紙商品券の換金期限が以下の通りとなっております。
期限をご確認いただき、お早めのご利用、または換金をお願い致します。

プレミアム付商品券をお持ちの一般の方
■ プレミアム付商品券利用期限
　 令和4年12月31日（土）

プレミアム付商品券取扱事業者の方
■ 紙商品券換金期限
　 令和5年1月11日（水）
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小規模企業共済のご案内



7

令和5年10月より、インボイス制度が始まります。制度開始時にインボイス発行事業者となるた
めには、原則、令和5年3月31日までに登録申請が必要となります。登録にあたっては、取引先との
調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目の準備をおすすめします。

※インボイスとは？
売手が買手に対して、正確な適用税率や消

費税額等を伝えるものです。 具体的には、現
行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適
用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額
等」の記載が追加されたものをいいます。

※インボイス制度とは？
売手であるインボイス発行事業者は、買手

である取引相手（課税事業者）から求められ
たときは、インボイスを交付しなければなり
ません（また、交付したインボイスの写しを
保存しておく必要があります）。

買手は仕入税額控除の適用を受けるため
に、原則として、取引相手（売手）である イ
ンボイス発行事業者から交付を受けたインボ
イスの保存等が必要となります。

日　程 行　事　名 時　間 場　所

12月16日(金) 商工会理事会 16:30～ 田原市商工会館

令和5年
1月 6日(金) 年末調整事務指導会 9:00～16:00 田原市商工会館

令和5年
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

インボイス制度の登録申請期限が迫っています！

今後の行事予定


