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「ハーフ・プライスHangaQoo大和市版」は、街の紹介をはじ
め、地域に足を運び、プレミアムな体験を目的とした地域密着
型のクーポンガイドブック。有効期間中、本書を提示すると、
地元の名店のランチやディナー、カフェ、美容系、フィットネス

11月の景気動向調査

など様々なジャンルが“半額”で楽しめます。本誌を購入し、是

令和4年度会報印刷業者 入札のお知
らせ

非プレミアムな体験をお楽しみ下さい！！

行事予定
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サテライトオフィス
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小規模企業共済制度

大和商工会議所

HangaQoo

掲載店舗
金
額
購 入 先
お問合せ

大和商工会議所ホームページ参照
990円
（税込）
書店、
セブンイレブン、
アマゾン、
掲載店舗
大和商工会議所
（046-263-9112）

会員事業所の事業者及び従業員の皆さまには使用料金の20％を還元します！

テレワークやWEB会議などにぜひご利用ください。
ブース席（１．
２．
３）
通常使用料金

1日

料金還元の
流れ

8

ステップ

１
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1,500円
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300円

サテライト
オフィスを利用

通常使用料金

600円
800円
1,200円

※ご 利用には専用サイトからの
事前予約が必要です。
※ご 利 用 時 は 通 常 料 金 をお 支
払いいただきます。

AM
PM
1日
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2

事業所で取りまとめ
て料金還元を申請
※ 裏 面 の 料 金 還 元 申 請 書 にて
申請して下さい。

1,000円
1,300円
2,000円

ステップ

3

還元額

200円
260円
400円

頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！

差引金額

800円
1,040円
1,600円

事 業 所 の口 座にお
振込み
※1月ごとにまとめて事 業 所 の
口座にお振込みいたします。

本紙購読料は会費に含まれています。

PM

個室オフィス
差引金額

定価 :１部100円（税込）

AM

還元額

大和駅前の税理士なら
やまと総合会計事務所、
経理や確定申告なら
ご相談ください。

ホームページにもサポート情報満載!是非アクセスしてください!
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会頭

河西 正彦

会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。コロナ禍

にコストがかかり、脱炭素が経済に

は依然として収束せず、一進一退ともいうべき不透明な状況が

寄与せずエネルギー価格の上昇だ

続いていますが、皆様におかれましては、健やかに新春をお迎え

けを引き起こすようですと、中小・

のことと拝察申し上げる次第でございます。

小規模企業にさらなるダメージを

旧年中は、集うことを基本とする商工会議所の諸活動は差し

保護”は最重要のテーマですが、拙速はできるだけ回避し、現実

のもと、以下の事業を遂行しております。市内の消費喚起を促

的な路線を再検討する必要もあるのではないでしょうか。

進させるために、
「にぎわい大和プレミアム商品券」や「半額クー

私ども大和商工会議所は、令和４年度の事業方針として、
『コ

ポン・ガイドブック」を発行し、市民の皆様に只今ご活用いただ

ロナ禍からの経済回復（アフターコロナ）に向けた市内中小企

いているところでございます。また、リアル開催を断念せざるを

業・小規模事業者の需要喚起及び継続的な事業者支援の実行

得なかった「やまと産業フェア２０２１」は、昨年１２月の1ヶ月間、

を図る』を掲げて行動する所存です。会員の皆様の経営戦略や

特設WEBサイトによって開催し、地域の皆様に市内産業を広く

需要喚起の創造等に全力で支援してまいります。

地域の事業所に勤務する希望者を対象に実施し、約2,400人の
皆様に早期の予防を実現していただきました。
さて、国際的な動きを背景に、日本も2050年までに脱炭素社

金の募集や大和市プレミアム付き商品券発行事業及び大和市デリバリー店支援金の市内
事業者への支援について御礼を述べた。
また、12月から1か月間にわたるやまと産業フェアのWEB版の実施について説明をし、オン
ラインで実施することはありがたいとの市長の感謝の言葉をいただいた。
今後もDX化の波は止められないので、大和市と商工会議所がスクラムを組んで市内事業
者を支援していけると良いとの情報共有をすることができ、これからも市長と正副会頭会
の場を増やしたいとの市長からの回答をいただいた。

また、コロナ禍により停滞していた当会議所の部会・支部・青
年部・女性会・異業種交流会等の活動を、感染状況を勘案しな
がら積極的に推進してまいります。
結びになりますが、本年が皆様にとりまして、清々しい気持ち

日時：

で過ごせる良い一年になりますようご祈念申し上げ、新年のご
挨拶とさせていただきます。

商工業が輝く健康都市をめざして

大和市長

大木 哲

第6回 常議員会ご報告

令和3年度

題︼

会の実現を目指すことを表明していますが、今後気候変動対策

ルス感染症対策に伴う、大和市独自の新型コロナウイルス感染症対策中小企業臨時給付

︻議

９月〜１０月には、
「新型コロナウイルスワクチン職域接種」
を、

去る11月16日（火）10時30分に正副会頭と専務理事が大和市長を訪問し、新型コロナウイ

与えることになります。やはり“環境

控えざるを得ない状況にありましたが、皆様のご理解・ご協力

紹介させていただきました。

令和3年12月1日（水）15：30〜16：40

❶ 令和４年度事業方針及び重点事業について

あったことを報告。

一般会計上に補正予算を組み、事業費7,650千円と県補助金4,786千

11月25日地元選出である与党国会議員甘利代議士に日本商工会議 所
と当所と の連名で要望書を提出したことを報告。

収入と事業費の差額2,864千円は商工会議所からの持ち出しであるこ

③やまと産業フェアウェブ版について

とを述べ原案通り承認されました。

トボード 等 が 楽し め る「ふ れ あ

新規8事業所の加入は異議なく拍手をもって承認されました。

経済対策にもスピード感をもって取り組みました。市の融

らの 相 談に応じて経営を手厚くサポートするなど、本 市 商

資制度を利用する際の補助金の拡充継続に加え、市独自の

工業の再開と事業継続に尽力され、厚く感謝を申し上げます。

中小企業臨時給付金の実 施やプレミアム付商品券の発行な

人、まち、社 会 の３つの領域から健 康 づくりを進める本

ど各種制度を設け、コロナ禍における事業者等の皆様の不
安解消を目指してまいりました。
コロナ禍の収 束はまだまだ見通せない状況ではございま
すが、本市は「健 康都市」の実現に向け、本年も着実に前

個別接種に、柔軟に会 場を設営する別動隊を加えた３体制

進してまいります。貴所とより一層連携して創意工夫や努力

の「大和モデル」を運用。全国で初めて歯科医師が接種に

を重ねる商工業の皆様を応援し、市内商工業の発展を図る

参加し、妊婦や受験生への優先接種等も実施しました。

所存であり、引き続き力強いご支援をお願いいたします。

他方、市民の皆 様 が 最 期まで自分らしく生きられるため
て暮らせるため県内初の「認 知 症１万人時 代 条 例」をそれ

現在会員数

12月1日からアップされたことを報告し、ダイジェスト版のみ視聴。

2,523件

いたしました。

が必 要となりました。貴 所におかれましては、中小企 業 か

全国初の「終活支援条 例」、認知症の方や家族が希望を持っ

②令和４年度税制改正に関する要望について

円の増額 補正。

ビスを行う「こどもの城」やスケー

感 染 防止 対 策の 鍵となるワクチン 接 種で は、集 団 接 種、

報告事項

❷ 新型コロナワクチン職域接種に係わる補正予算(案)に
ついて

営にご 理解とご協力を賜り、心よりお礼を申し上げます。

様々な施策に取り組んだ一年となりました。

22名

大和市新年賀詞交歓会実行委員会より令和4年は中止する旨の連絡が

えのこととお喜び 申し上げます。旧年中は、本市の市 政 運

市では、感 染防止 対 策を進めるとともに、将 来も見据えて

出席 者：

①新年賀詞交歓会の中止について

❸ 新規加入者の承認について

感 染防止 対 策を図りながら日常を取り戻すための取り組み

2階会議室

る事業方針が承認されました。

ぞれ制定。多彩な子育て支援サー

い の 森 ス カイ広 場」をオープ ン

場所：

コロナ禍からの経済回復に向けた事業者支援に重点を置く、4項目によ

大和商工会議所並びに会員の皆様、健やかに新年をお迎

新 型コロナウイルス感 染 症の 甚 大な影 響は昨 年も続き、

JAN.
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結びに、貴 所のますますのご発展とともに、会員の皆様
のご健康、ご多幸を祈念しまして、年頭の挨拶といたします。

新規加入事業所一覧

新しくご加入いただいた皆様です。
よろしくお願いいたします。

◎この度の新規加入事業所8社中、
５社が会員の皆様のご紹介によるものです。
ご紹介者は、
㈱伊沢工務店、
ＳＡＫＥ、
丸茂工務店 丸茂清和様、
ＭＤプランニング、
㈱タウンニュースの皆様です。
ご協力いただき誠にありがとうございました。
部 会
商 業
商 業
建 設
サービス
サービス
サービス
飲 食
飲 食

事 業 所
へちま屋さはらん
Ｍ.Ｋショップ
有限会社悠々工房
司法書士鈴鹿法務事務所
合同会社Ｒａｇｄｏｌｌ
Ｆ２ＬＥＡＤ
ミッキー
株式会社ＬＥＶＥＬ２ カラアゲサカバスミチャン

所 在 地
大和市南林間
大和市深見
大和市下鶴間
大和市大和東
大和市下鶴間
大和市中央林間
大和市大和東
大和市中央

事 業 内 容
へちま栽培、加工、販売、ワークショップ
ネットショップ
鳥害対策工事
不動産登記、商業法人登録、相続業務全般
ＬＩＮＥ公式、デリバリー等代理店、各種コンサル
ＨＰ制作、ＷＥＢ広告運用代行、ローカルメディア運営
バー
から揚げ店

大和市 に

リベラル あり。
デザイン

提案無料

»詳しくはHPへ«
紙に強い 広告代理店

㈱リベラル
2
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2,523件

いたしました。

が必 要となりました。貴 所におかれましては、中小企 業 か

全国初の「終活支援条 例」、認知症の方や家族が希望を持っ

②令和４年度税制改正に関する要望について

円の増額 補正。

ビスを行う「こどもの城」やスケー

感 染 防止 対 策の 鍵となるワクチン 接 種で は、集 団 接 種、

報告事項

❷ 新型コロナワクチン職域接種に係わる補正予算(案)に
ついて

営にご 理解とご協力を賜り、心よりお礼を申し上げます。

様々な施策に取り組んだ一年となりました。

22名

大和市新年賀詞交歓会実行委員会より令和4年は中止する旨の連絡が

えのこととお喜び 申し上げます。旧年中は、本市の市 政 運

市では、感 染防止 対 策を進めるとともに、将 来も見据えて

出席 者：

①新年賀詞交歓会の中止について

❸ 新規加入者の承認について

感 染防止 対 策を図りながら日常を取り戻すための取り組み

2階会議室

る事業方針が承認されました。

ぞれ制定。多彩な子育て支援サー

い の 森 ス カイ広 場」をオープ ン

場所：

コロナ禍からの経済回復に向けた事業者支援に重点を置く、4項目によ

大和商工会議所並びに会員の皆様、健やかに新年をお迎

新 型コロナウイルス感 染 症の 甚 大な影 響は昨 年も続き、

JAN.

1

大和商工会議所

結びに、貴 所のますますのご発展とともに、会員の皆様
のご健康、ご多幸を祈念しまして、年頭の挨拶といたします。

新規加入事業所一覧

新しくご加入いただいた皆様です。
よろしくお願いいたします。

◎この度の新規加入事業所8社中、
５社が会員の皆様のご紹介によるものです。
ご紹介者は、
㈱伊沢工務店、
ＳＡＫＥ、
丸茂工務店 丸茂清和様、
ＭＤプランニング、
㈱タウンニュースの皆様です。
ご協力いただき誠にありがとうございました。
部 会
商 業
商 業
建 設
サービス
サービス
サービス
飲 食
飲 食

事 業 所
へちま屋さはらん
Ｍ.Ｋショップ
有限会社悠々工房
司法書士鈴鹿法務事務所
合同会社Ｒａｇｄｏｌｌ
Ｆ２ＬＥＡＤ
ミッキー
株式会社ＬＥＶＥＬ２ カラアゲサカバスミチャン

所 在 地
大和市南林間
大和市深見
大和市下鶴間
大和市大和東
大和市下鶴間
大和市中央林間
大和市大和東
大和市中央

事 業 内 容
へちま栽培、加工、販売、ワークショップ
ネットショップ
鳥害対策工事
不動産登記、商業法人登録、相続業務全般
ＬＩＮＥ公式、デリバリー等代理店、各種コンサル
ＨＰ制作、ＷＥＢ広告運用代行、ローカルメディア運営
バー
から揚げ店

大和市 に

リベラル あり。
デザイン

提案無料

»詳しくはHPへ«
紙に強い 広告代理店

㈱リベラル
2

046-274-8161
3

神奈川県の事業者のみなさまへ
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新型コロナウイルス感染症関連支援金

国の制度

県の制度

大和市の制度

※各種補助金、支援金には申請要件等があります。
詳細を必ず各公募要領にてご確認ください。

中小企業向け補助金・支援金一覧
事業再構築補助金
制度内容 本補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等
の取組、事業再編を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新た
な挑戦を補助するものです。
【対象】全事業者向け

申請期間

●第5回申請受付開始：令和4年1月中開始予定

令和2年度補正小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
制度内容

【対象】小規模事業者

申請期間

●第5回受付締切：令和4年1月12日
（水）
●第6回受付締切：令和4年3月 9日
（水）

令和元年度補正小規模事業者持続化補助金
制度内容
本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基
づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、業務効率化
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。

【対象】小規模事業者
申請期間

小企業を支援する税制措置や事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長等5つの要望をしている。

給付対象
（国の月次支援金を受給されていない方も給付対象となる場合があります。）
なお、令和3年4〜10月において、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金の給付対象である事業者の方は給付対象外です。

給付金額
【7〜10月分の申請】
（売上減少率※に応じて以下の支援）

給付のイメージ

県の上乗せ
中小法人 20 万円/月
個人
10 万円/月

個人事業者：上限10万円〜30万円/月

●

県の上乗せ
中小法人 40 万円/月
個人
20 万円/月

県の上乗せ
中小法人 60 万円/月
個人
30 万円/月

7月〜10月
の新制度

２か月連続
15 ％以上

30 ％以上
50 ％未満

70 ％以上
90 ％未満

50 ％以上
70 ％未満

90 ％以上

令和3年9月1日〜令和4年1月31日
申請受付 【7〜9月分】
期間 【1 0 月 分】
令和3年11月10日〜令和4年2月28日

●中小企業等支援給付金
給付対象

国の月次支援金を受給していること。
中小法人等又は個人事業者等（酒類販売事業者等を除く。）

※県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行っている事業者
※新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の給付対象である事業者の方、または
他の都道府県による月次支援金に準じた給付金を受給した方は、給付対象外です。

③デジタル投資を促す少額減価償却資産特例の延長・
拡充

申請可能月：
7月分〜9月分

従業員、
青色専従者等の給与所得者の年末調整に
関する個別指導会を下記の通り開催致します。
日程 … 令和4年 1月18日
（火）、19日
（水）
時間… 午前10時より午後4時まで

（12時から13時までは休憩となります。）

会場… 大和商工会議所

給付のイメージ

神奈川県中小企業等支援給付金
（国の月次支援金に対する上乗せ）

大和市デリバリー店支援金

個人事業者等：
2.5万円/月
（定額）

国の月次支援金
中小法人等 20万円／月 個人事業者等 10万円／月

個人事業者等 2.5万円／月

令和3年9月1日〜令和4年1月31日
申請受付 【7〜9月分】
期間 【1 0 月 分】
令和3年11月22日〜令和4年2月28日

【対象】中小企業・小規模企業・個人事業主
お問合せ先

支援給付金コールセンター ☎045-900-5907

＜受付期間＞ 月〜金９時〜17時（祝日及び年末年始を除く）

❶ 各種控除証明書

（生命保険、損害保険、小規模企業共済掛金等）

❷ 社会保険料（国民年金、国民健康保険等）の
支払金額がわかるもの
❸ 一人別源泉徴収簿
❹ 源泉徴収票、総括表、納付書
❺ 令和3年7月に支払った源泉所得税の
納付書
※年末調整には、給与支払者、従業員、従業員の配偶者・扶養家族
のマイナンバーの記載が必要です。
※マイナンバー記載の書類に
関しては、
当所で取扱い、
お預かりは出来ない為、
マイナンバーの
記載は、
ご自身で記載いただきますので、
ご了承ください。

お問合せ先

4

第5・第6会議室

ご用意いただくもの

給付金額

中小法人等 5万円／月

令和4年2月28日(月)

⑤事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長

※売上減少率は、
前
（々）
年比
（酒類販売を含む事業者全体の事業収入）

中小法人等：
5万円/月(定額）

申請期間

②飲食事業者等の救済に資する交際費課税特例の延
長・拡充

売
上
減
少
率

●第7回受付締切：令和4年2月 4日（金）

制度内容
デリバリー用メニューの作成と、
そのポスティングに
かかる費用を支援致します。外部業者の種類にかかわらず、上記内
容を委託する場合は対象になります。※デリバリー代行業者への配
達手数料は対象にはなりません。

④賃上げ等に取り組む中小企業支援に向けた所得拡
大促進税制の枠組み維持・拡充

7月〜10月の新制度

国の月次支援金
中小法人 20 万円/月
個人
10 万円/月

県の独自支援
中小法人 20 万円/月
個人
10 万円/月

給
付
額

①令和3年度に講じられた土地に係る固定資産税の据
置き措置の継続

※

本補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業
計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少
と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスや
サービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

正に関する重点要望」を地元選出の甘利明代議士に手交した。令和4年度は新型コロナウイルス感染症で大きな影響を受けた中

酒類販売・製造事業者（県内に本社又は主たる事業所を有する者）

中小法人等：上限20万円〜60万円/月

令和
4年度

当所では、11月25日（木）に令和4年度の税制改正議論が始動するのを受け、日本商工会議所が取り纏めた「令和4年度税制改

●酒類販売事業者支援給付金

●

JAN.
NOV.

1

大和商工会議所

経営支援チーム 046-263-9112

個人事業者を対象として
「令和３年分の決算書及び確定申告書」
作成指導会を下記の通り開催いたします。
※ご注意下さい！！

確定申告指導会は、完全予約制となります。詳細は、

同封のチラシをご参照下さい。

日程 … 令和4年2月16日
（水）、3月10日
（木）11日
（金）14日
（月）
時間 … 午前10時より午後4時まで

（12：00〜13：00は会場準備の為会場を閉鎖致します。）

実施時間… 午前中 10：00〜12：00／午後 13：00〜15：30
会場 … 大和商工会議所

第1・2・3会議室
不動産所得、
申告指導会で対応できる内容 … 事業所得、
給与所得（青色専従者のみ）
※マイナンバー記載の書類に関しては、
当所で取扱い、
お預かりは出来ない為、
マイナンバーの記載は、
別室で記載いただきますので、
ご了承ください。

ご用意いただくもの
❶ 各種帳簿、
月別集計表（貸借対照表作成準備表）
❷ 令和2年分決算書、確定申告書（控え）
❸ 棚卸し表（令和3年12月31日現在のもの）
❹ 各種控除証明書（国民年金（基金含）、生命保険、損害保険、地震保険、小規模企業共済掛金等）
❺ 社会保険料（国民健康保険等）の支払金額のわかるもの
❻ 印鑑 ❼ 本人名義の銀行預金通帳 ❽ 筆記用具・計算機等
❾ マイナンバーの記載があるもの（通知カード、
マイナンバーカード等）
❿ 2021年に受けた「協力金」
「給付金」
「補助金」等の情報（通知書や振り込まれた通帳等）
※詳細は同封のチラシをご参照下さい。

お問合せ先

経営支援チーム 046-263-9112
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新型コロナウイルス感染症関連支援金

国の制度

県の制度

大和市の制度

※各種補助金、支援金には申請要件等があります。
詳細を必ず各公募要領にてご確認ください。

中小企業向け補助金・支援金一覧
事業再構築補助金
制度内容 本補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換等
の取組、事業再編を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新た
な挑戦を補助するものです。
【対象】全事業者向け

申請期間

●第5回申請受付開始：令和4年1月中開始予定

令和2年度補正小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
制度内容

【対象】小規模事業者

申請期間

●第5回受付締切：令和4年1月12日
（水）
●第6回受付締切：令和4年3月 9日
（水）

令和元年度補正小規模事業者持続化補助金
制度内容
本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基
づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組や、業務効率化
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。

【対象】小規模事業者
申請期間

小企業を支援する税制措置や事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長等5つの要望をしている。

給付対象
（国の月次支援金を受給されていない方も給付対象となる場合があります。）
なお、令和3年4〜10月において、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金の給付対象である事業者の方は給付対象外です。

給付金額
【7〜10月分の申請】
（売上減少率※に応じて以下の支援）

給付のイメージ

県の上乗せ
中小法人 20 万円/月
個人
10 万円/月

個人事業者：上限10万円〜30万円/月

●

県の上乗せ
中小法人 40 万円/月
個人
20 万円/月

県の上乗せ
中小法人 60 万円/月
個人
30 万円/月

7月〜10月
の新制度

２か月連続
15 ％以上

30 ％以上
50 ％未満

70 ％以上
90 ％未満

50 ％以上
70 ％未満

90 ％以上

令和3年9月1日〜令和4年1月31日
申請受付 【7〜9月分】
期間 【1 0 月 分】
令和3年11月10日〜令和4年2月28日

●中小企業等支援給付金
給付対象

国の月次支援金を受給していること。
中小法人等又は個人事業者等（酒類販売事業者等を除く。）

※県内に本社や主たる事業所を有し、事業を行っている事業者
※新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の給付対象である事業者の方、または
他の都道府県による月次支援金に準じた給付金を受給した方は、給付対象外です。

③デジタル投資を促す少額減価償却資産特例の延長・
拡充

申請可能月：
7月分〜9月分

従業員、
青色専従者等の給与所得者の年末調整に
関する個別指導会を下記の通り開催致します。
日程 … 令和4年 1月18日
（火）、19日
（水）
時間… 午前10時より午後4時まで

（12時から13時までは休憩となります。）

会場… 大和商工会議所

給付のイメージ

神奈川県中小企業等支援給付金
（国の月次支援金に対する上乗せ）

大和市デリバリー店支援金

個人事業者等：
2.5万円/月
（定額）

国の月次支援金
中小法人等 20万円／月 個人事業者等 10万円／月

個人事業者等 2.5万円／月

令和3年9月1日〜令和4年1月31日
申請受付 【7〜9月分】
期間 【1 0 月 分】
令和3年11月22日〜令和4年2月28日

【対象】中小企業・小規模企業・個人事業主
お問合せ先

支援給付金コールセンター ☎045-900-5907

＜受付期間＞ 月〜金９時〜17時（祝日及び年末年始を除く）

❶ 各種控除証明書

（生命保険、損害保険、小規模企業共済掛金等）

❷ 社会保険料（国民年金、国民健康保険等）の
支払金額がわかるもの
❸ 一人別源泉徴収簿
❹ 源泉徴収票、総括表、納付書
❺ 令和3年7月に支払った源泉所得税の
納付書
※年末調整には、給与支払者、従業員、従業員の配偶者・扶養家族
のマイナンバーの記載が必要です。
※マイナンバー記載の書類に
関しては、
当所で取扱い、
お預かりは出来ない為、
マイナンバーの
記載は、
ご自身で記載いただきますので、
ご了承ください。

お問合せ先

4

第5・第6会議室

ご用意いただくもの

給付金額

中小法人等 5万円／月

令和4年2月28日(月)

⑤事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長

※売上減少率は、
前
（々）
年比
（酒類販売を含む事業者全体の事業収入）

中小法人等：
5万円/月(定額）

申請期間

②飲食事業者等の救済に資する交際費課税特例の延
長・拡充

売
上
減
少
率

●第7回受付締切：令和4年2月 4日（金）

制度内容
デリバリー用メニューの作成と、
そのポスティングに
かかる費用を支援致します。外部業者の種類にかかわらず、上記内
容を委託する場合は対象になります。※デリバリー代行業者への配
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個人
10 万円/月

給
付
額
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※
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令和
4年度

当所では、11月25日（木）に令和4年度の税制改正議論が始動するのを受け、日本商工会議所が取り纏めた「令和4年度税制改

●酒類販売事業者支援給付金

●

JAN.
NOV.

1

大和商工会議所

経営支援チーム 046-263-9112

個人事業者を対象として
「令和３年分の決算書及び確定申告書」
作成指導会を下記の通り開催いたします。
※ご注意下さい！！
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❺ 社会保険料（国民健康保険等）の支払金額のわかるもの
❻ 印鑑 ❼ 本人名義の銀行預金通帳 ❽ 筆記用具・計算機等
❾ マイナンバーの記載があるもの（通知カード、
マイナンバーカード等）
❿ 2021年に受けた「協力金」
「給付金」
「補助金」等の情報（通知書や振り込まれた通帳等）
※詳細は同封のチラシをご参照下さい。
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令和３年度大和市産業人表彰

令和4年度会報誌印刷業者

―優良従業員―

当所では、来年度の当会報誌印刷業者の入札を下記のとおり致します。
参加希望者は入札参加事前申し込みの上、仕様説明会に参加してください。

大和商工会議所と大和市共催による令和３年度大和市産業人表彰。
優良従業員の部では、勤続１０年以上の方を対象に、市長表彰、同じく５年以上の方を対象に、

1.競争入札に付する事項

会頭表彰するものです。また、創意工夫提案等にかかる優良従業員の部では、大和商工会議所村
関工業部会長より表彰しました。
なお、今年も昨年同様に新型コロナウイルス感染拡大の影響により、表彰式式典を執り行うこと

（１）件名…大和商工会議所会報誌（令和4年度4〜3月号）
（２）履行場所…大和商工会議所

2.競争参加者資格…当所会員で会費の未納が無い者に限る

ができませんでした。

3.入札日時

表彰者一覧は以下の通り

（１）仕様説明会…令和4年1月21日（金）午前10時
（２）集合場所…大和商工会議所
（３）入札参加申込期限…令和4年１月14日（金）午後４時

優良従業員表彰の部
市長表彰 ……………………………26名（26事業所）
会頭表彰

令和

11月の景気動向調査
2021年11月の景気と天気図（前年同月比）

建設

製造

小売

サー
ビス

5.入札の無効
（１）本公告に示した競争参加資格の無い者及び入札の条
件に違反した入札を行ったもの
（２）仕様説明会を欠席したもの
お問合せ先

管理・会員サービスチーム

046-263-9111

全国景気動向
調査結果
11月の動向

あなたは
ご存知ですか？

天気図

アイコン

晴れ

薄晴れ

曇り

小雨

雨

業況DI は、２カ月連続の改善先行きは、
改善見込むもコスト上昇圧力が重荷

「銅の価格上昇により、電線やケーブルの価格が上昇してい
るが、顧客とは価格上昇前の見積もりで契約しているため、
価格転嫁が難しく対応に苦慮している」
（電気通信工事業）

全産業合計の業況DIは、▲21.1（前月比+7.8ポイント）

「半導体不足や海外からの原材料の納期の遅れにより、製
品を納品できず、売上は悪化」
（金属加工機械製造業）

る建設業などで業況改善の動きがみられる。一方で、製造業、卸売業を中

全業種において業況は改善。時短要請や活動制限の緩和に伴い、客足が
戻りつつある外食・観光関連のサービス業や、民間工事が持ち直しつつあ
心に、半導体不足や部品供給制約による生産活動への影響が継続してい
る。幅広い業種で、鉄鋼などの原材料費や原油価格を含む資源価格の上

卸売

4.印刷業者決定方法…一般競争入札（総合評価方式）

……………………………48名（29事業所）

工業部会長表彰（創意・工夫・提案等にかかる表彰）
………………………………………13名（10事業所）

3年

OCT.

2022

JAN.

1

大和商工会議所

「IT機器関連の受注が堅調なものの、仕入先の半導体不足
や海外製造部品の供給制約により、納期に遅れが生じてい
る」
（電気機械器具卸売業）
緊急事態宣言等の解除以降、客足は回復しているものの、
客単価が低下しており売上は伸び悩んでいる。内食需要も
落ち着きつつあり、今後は非接触化など生活様式の変化に
対応した販促・営業活動を検討していく」
（総合スーパー）
「制限緩和により、宿泊需要が戻りつつあるが、従業員が不
足しているため、定員客数の対応ができずにいる。また、カ
ニの仕入価格が上昇しており、今後の収益圧迫を懸念して
いる」
（宿泊業）

昇などのコスト増加が続いており、中小企業の景況感はコロナ禍からの
回復に向けた動きがみられるものの、力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲17.5（今月比+3.6ポイント）
感染対策と社会経済活動の両立に向けた国・自治体の動きの加速による、
年末年始の商戦を契機とした個人消費拡大や、国内の観光需要回復など

小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をや
められたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあ
らかじめ準備しておく共済制度です。別名「経営者の退職金制度」とも呼ばれておりま
す。

掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます！！
● 毎月の掛金は 1,000 円〜70,000 円（500円単位）の間で自由に設定することができ、無理の
ない範囲で掛けることができます。また、掛金の増額・減額も随時行うことが出来ます。この
共済には満期はなく、事業を継続している限り、掛け金をかけ続けることが出来ます。
（※事業の廃止や役員を退職した場合は、共済金を請求する必要があります）

● 加入できる方は、常時使用する従業員が20人以下
（商業・サービス業では5

人以下）の個人事業主、青色専従者等の共同経営者および会社の役員な
ど

への期待感がうかがえる。一方で、半導体不足や部品供給制約の長期化、
資源価格の高騰、円安の進行、原材料費上昇分の価格転嫁の遅れなど、
コスト上昇圧力が重荷となり、中小企業においては、先行きへの慎重な姿

（※ここでの従業員というのは家族・役員、パート・アルバイトは含みません。その他、詳しい条件等はお問合わせください。）

勢が続く。

掲 載 広 告 募 集 中 です！
現在、広告掲載事業所を募集しています。
ぜひ、ご自分のお店、企業のPRをしてみませんか？
料金・掲載場所は以下の通りです。

中面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2）
裏面 ５ｃｍ×９ｃｍ（横1/2）

お問合 せ先

月 5,000円
月 7,500円
月 12,000円

尚、契約は1年間となります。

管理・会員サービスチーム

6

料金

サイズ

中面 ５ｃｍ×６ｃｍ（横1/3）

046-263-9111
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地域密着型の半額クーポン・ガイドブック販売中！
掲 載 店

書店・コンビニ

お 知 ら せ

ハーフ・プライス
年頭挨拶 河西会頭 大木市長
大和市 大木市長を正副会頭が訪問
第6回 常議員会ご報告
新規加入事業所一覧
新型コロナウイルス感染症関連支援金
中小企業向け補助金・支援金一覧
税制改正に関する要望を提出
年末調整指導会のお知らせ
所得税・消費税 確定申告書作成指
導会開催のお知らせ
令和3年度大和市産業人表彰

のぼりが目印

のぼりが目印

「ハーフ・プライスHangaQoo大和市版」は、街の紹介をはじ
め、地域に足を運び、プレミアムな体験を目的とした地域密着
型のクーポンガイドブック。有効期間中、本書を提示すると、
地元の名店のランチやディナー、カフェ、美容系、フィットネス

11月の景気動向調査

など様々なジャンルが“半額”で楽しめます。本誌を購入し、是

令和4年度会報印刷業者 入札のお知
らせ

非プレミアムな体験をお楽しみ下さい！！

行事予定
サテライトオフィス

サテライトオフィス

大和市版

1

小規模企業共済制度

大和商工会議所

HangaQoo

掲載店舗
金
額
購 入 先
お問合せ

大和商工会議所ホームページ参照
990円
（税込）
書店、
セブンイレブン、
アマゾン、
掲載店舗
大和商工会議所
（046-263-9112）

会員事業所の事業者及び従業員の皆さまには使用料金の20％を還元します！

テレワークやWEB会議などにぜひご利用ください。
ブース席（１．
２．
３）
通常使用料金

1日

料金還元の
流れ

8

ステップ

１

750円
1,000円
1,500円

150円
200円
300円

サテライト
オフィスを利用

通常使用料金

600円
800円
1,200円

※ご 利用には専用サイトからの
事前予約が必要です。
※ご 利 用 時 は 通 常 料 金 をお 支
払いいただきます。

AM
PM
1日

ステップ

2

事業所で取りまとめ
て料金還元を申請
※ 裏 面 の 料 金 還 元 申 請 書 にて
申請して下さい。

1,000円
1,300円
2,000円

ステップ

3

還元額

200円
260円
400円

頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！

差引金額

800円
1,040円
1,600円

事 業 所 の口 座にお
振込み
※1月ごとにまとめて事 業 所 の
口座にお振込みいたします。

本紙購読料は会費に含まれています。

PM

個室オフィス
差引金額

定価 :１部100円（税込）

AM

還元額

大和駅前の税理士なら
やまと総合会計事務所、
経理や確定申告なら
ご相談ください。

ホームページにもサポート情報満載!是非アクセスしてください!

大和商工会議所

検索

www.yamatocci.or.jp

