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大和商工会議所

令 和 4 年2月1日発 行

神奈川やまと

正副会頭会

3月25日(金)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
貸会議室の利用制限について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和４年１月１３日から
当面の間、以下の通り利用目的の制限をさせていただきます。

ご利用を制限させていただく内容
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管理・会員サービスチーム 046-263-9111

サテライト
オフィス

PM
1日

通常使用料金
PM
1日

1,000円
1,300円
2,000円

2

お 知 ら せ

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
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4年度春期健康診断
ハーフ・プライス
「青年部」臨時総会開催
にぎわい大和プレミアム商品券は
2月15日で終了です
新春会員交流会開催延期について
12月の景気動向調査
産業フェア
障害者雇用給付金制度に基づく各種
助成金のごあんない
65歳超雇用推進助成金の
ごあんない

今後の会議室の利用について

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。

事業再構築補助金

●酒類販売事業者支援給付金

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

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）

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

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
【10月分の申請】
（売上減少率※に応じて以下の支援）

中小法人等：上限20万円〜60万円/月

●

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 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。

個人事業者：上限10万円〜30万円/月

●

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

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

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

売
上
減
少
率

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

給
付
額

90 ％以上

※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）

令和3年11月10日
申請受付【10月分】
期間
〜令和4年2月28日

【対象】小規模事業者
申請期間
●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(一般型)
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
●第7回受付締切：令和4年2月 4日（金）

第8回受付締切以降（2022年度以降）については、
今後改めてご案内します。

大和市デリバリー店支援金
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。
【対象】中小企業・小規模企業・個人事業主
申請期間
令和4年2月28日(月)

●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。
給付金額

申請可能月：
10月分
中小法人等：
5万円/月(定額）
個人事業者等：
2.5万円/月
（定額）

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）
中小法人等 5万円／月
個人事業者等 2.5万円／月
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

令和3年11月22日
申請受付【10月分】
期間
〜令和4年2月28日

お問合せ先

県の制度

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）

頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！
還元額

150円
200円
300円

差引金額

600円
800円
1,200円

個室オフィス
AM

FEB.

行事予定

ブース席（１．
２．
３）
750円
1,000円
1,500円
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vol.

国家公務員の再就職等規制に
ご協力を

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。

通常使用料金

2022

コロナ時代の労務管理 高年齢者の
継続雇用

大和商工会議所

AM

商工
会議所

令和4年2月28日〆切の給付金・支援金があります。
詳しくは下記の制度をご参照ください。

還元額

200円
260円
400円

差引金額

800円
1,040円
1,600円

本紙購読料は会費に含まれています。

お問合せ先

会員事業所の 新しい働き方 をサポート

中小企業向け補助金・支援金一覧

定価 :１部100円（税込）

【令和４年１月１３日以降 ※同日以降の予約受付分から適用】
●一般消費者を対象とするもの（セミナー、説明会、展示会、会議等）
●集団形式での面接、登録会
※個別面接会については総利用人数を会議室の定員内までとして
ください。
【令和３年１１月１日以降 ※継続利用】
●ケータリングなど飲食を伴うもの。
●大きな声を出すことや歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行
うこと。
●密閉、密集、密着のいずれかに該当するもの。
●不特定多数の来館が見込まれるもの（申込者が事前に当日の来館
者を把握していないものは不可）。
●商品の試食・試飲。その他、多数が手を触れられる状態での商品等
の展示。
その他、大和商工会議所貸会議室に関する感染予防対策は「貸会議
室の感染予防対策について」をご確認下さい。

通常議員総会

新型コロナウイルス感染症関連支援金

※

3月16日(水)

広報委員会

常議員会

【編集発行人】

3月 2日(水)

株式会社リベラル
TEL 046−274−8161

正副会頭会

刷】

2月16日(水)

【印

常議員会

【発行所】 大和商工会議所 〒242-0021 大和市中央5−1−4
TEL 046−263−9111〜2 FAX 046−264−0391
https://www.yamatocci.or.jp
E-mail yamatocci@yamatocci.or.jp

2月 2日(水)

神奈川県の事業者のみなさまへ

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
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HangaQoo

FEB.

有効期限：2月28日

大和市版

地域密着型の半額クーポン・ガイドブック販売中！
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。

※確定申告指導会は、完全予約制となります。

掲 載 店

書店・コンビニ

「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

日程 … 令和4年2月16日
（水）、3月10日
（木）11日
（金）14日
（月）

ご用意いただくもの

時間 … 午前10時より午後4時まで

❶ 各種帳簿、
月別集計表（貸借対照表作成準備表）

間中、本書を提示すると、地元の名店のランチやディ

❷ 令和2年分決算書、確定申告書（提出用・控え）

ナー、カフェ、美容系、フィットネスなど様々なジャン

（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

ルが“半額”で楽しめます。本誌を購入し、是非プレミ

❹ 各種控除証明書（国民年金（基金含）、生命保険、損害保険、

アムな体験をお楽しみ下さい！！

地震保険、小規模企業共済掛金等）

第1・2・3会議室

❺ 社会保険料（国民健康保険等）の支払金額のわかるもの

申告指導会で対応できる内容… 事業所得、
不動産所得、

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。

❻ 印鑑
❼ 本人名義の銀行預金通帳

掲載店舗

大和商工会議所ホームページ参照

❽ 筆記用具・計算機等

金

990円
（税込）

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）

購 入 先

書店、
セブンイレブン、
アマゾン、掲載店舗

お問合せ

大和商工会議所（046-263-9112）

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

❸ 棚卸し表（令和3年12月31日現在のもの）

のぼりが目印

のぼりが目印

額

経営支援チーム 046-263-9112
２月１８日
（金）

【トラブルを避けるための事故物件に関する基礎知識 】セミナー延期のご案内
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を鑑み、本セミナーは延期にすることといたしました。
新しい日程が決まり次第、改めてご案内申し上げます。何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
検診・日程
実施日
4日（月）
★5日（火）
4月

6日（水）
13日（水）

受付時間

●生活習慣病
8：30〜10：30〈定員 各日60名〉
●通常￥16,200のところ￥14,200

15日（金）

●定期健康診断
13：15〜14：45〈定員 各日60名〉
●通常￥9,200のところ￥7,200

20日（水）

★5日(火)､14日（木）…レディスデー（女性のみ）

★14日（木）

21日（木）

会

場

(一財)神奈川県労働衛生福祉協会
大和健診事業部
大和市大和東3-10-18
ＴＥＬ：046-262-8155

12月14日(火)に青年部の臨時 総会 が 開催され、令 和４年度の 役 員が決定しまし
た。
会長には ㈲三吉野の小 嶋

※申込書は2月上旬に発送します。3月3日(木）までにFAX、mailまたは郵送にて商工会議所へお申し込みください。
※定期健診Ⅰは厚生労働省の通達により、医師の判断が必要なため廃止しました。定期健診Ⅱの受診をご検討ください。
※新型コロナウイルス感染予防のため安全対策に努めて実施いたしますが、感染拡大の状況により、中止となる場合がございます。

お問合せ先

職

氏

名

備

会

長

小 嶋

隆

㈲三吉野

考

副

会

長

森

義 幸

小嶋氏は挨拶の中で、
「仲

副

会

長

陳

勝

間 同士 の 絆 を深 めて一 致

専 務 理 事

伊澤 佑二

㈱伊沢工務店

理

事

川浪 英之

㈱ファンク

理

事

小島 啓義

㈱ケイ・システム

理

事

中村 彩乃

蕎麦割烹ふる里

監

事

長井 隆史

長井製作所

監

事

柴田 健介

プルデンシャル生命保険㈱

を述べられました。次年度
の役員は右記の通りです。

mail:yamatocci@yamatocci.or.jp

役

役員

隆 氏 が 選 任 さ れ ました 。

団結していきたい」と抱負

管理・会員サービスチーム TEL:046-263-9111 FAX:046-264-0391

令和４年度大和商工会議所青年部

焼肉dragon横浜
中国料理 品珍酒家

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
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12月14日(火)に青年部の臨時 総会 が 開催され、令 和４年度の 役 員が決定しまし
た。
会長には ㈲三吉野の小 嶋

※申込書は2月上旬に発送します。3月3日(木）までにFAX、mailまたは郵送にて商工会議所へお申し込みください。
※定期健診Ⅰは厚生労働省の通達により、医師の判断が必要なため廃止しました。定期健診Ⅱの受診をご検討ください。
※新型コロナウイルス感染予防のため安全対策に努めて実施いたしますが、感染拡大の状況により、中止となる場合がございます。
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を述べられました。次年度
の役員は右記の通りです。
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隆 氏 が 選 任 さ れ ました 。

団結していきたい」と抱負

管理・会員サービスチーム TEL:046-263-9111 FAX:046-264-0391

令和４年度大和商工会議所青年部

焼肉dragon横浜
中国料理 品珍酒家

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
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11月1日より開始されました「にぎわい大和プレミアム商品券」のご
利用は、2月15日（火）までです。お手元に残ることの無いようご利用

例年2月に開催しております新春会
員交流会は、新型コロナウイルスの

ください。
また、使用済みの商品券の換金につきましても2月23日（水）集計セ
ンター必着としています。その後の換金につきましてはご対応出来

感染拡大の収束が変異株の発生が
続き、先が見えない 状 況となってお
り、名刺交換などの交流を目的とし

ませんのでくれぐれもご注意ください。発送は余裕をもって、2〜3日
前にはお手続きして頂きます様お願いします。尚、最終の送金予定
日は、3月15日（火）となります。

ており、本事業の開催を延期させて
いただきます。
開催につきましては、今後の状 況を
注視しながら検討をし、ご案内をさ
せていただきます。

集計センター到着締切日

送金予定日

第7回

令和4年2月15日
（火）必着

令和4年3月 4日
（金）

第8回

令和4年2月23日
（水）必着

令和4年3月15日
（火）

NOV.

2

大和商工会議所

FEB.

昨年12月1日〜12月31日まで開催しておりました、WEBやまと産業フェア2021
が無事に終了いたしました。特設サイトへ多くのアクセスをいただき、誠にありが
とうございました。
特設サイトコンテンツである商工関係PRページは33社、農業関係PRページは
3か所、団体関係では7団体がご参加いただきました。オンライン開催ということ
もあり、各々動画によるPRを実施致しました。
特設サイト目玉企画の1つである、大和商工会議所青年部（長井会長）による、
「わくわく☆WORK」も、オンラインによる職業体験として実施。参加者全員から
「満足した」との評価をいただき、大好評のうちに終了しました（下記掲載）。
目玉企画の2つ目である、
「キーワードプレゼント企画」は、出展企業の動画の中よりキーワードを見
つけ、ご応募いただき、正解者に抽選で大和の特産品・推奨品等をプレゼントするもの。こちらもたく
さんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。
今後とも、やまと産業フェアを、大和市が誇る商工業の技術や商品を広く市民にPRするため、発展
充実させてまいります。

令和

3年

12月の景気動向調査
2021年12月の景気と天気図（前年同月比）

建設

製造

「住環境を見直す消費者からリノベーション依頼が多く、売
上は増加。ただし、受注を受けても給湯器やトイレなどの品
不足により完成遅延が発生している」
（一般工事業）
「原材料の仕入価格の高騰が著しい。油脂は今年度5回目の
値上げが予定されている。取引先と価格交渉を行っている
が、その分受注量が減少してしまうことを懸念している」
（菓
子製造業）

全国景気動向
調査結果
12月の動向

天気図

アイコン

晴れ

薄晴れ

曇り

小雨

雨

業況DI は、コスト増の影響続くも改善先行きは、
変異株への警戒感から慎重な見方広がる

日常生活の回復に伴う外出機会の増加や一部自治体による需要喚起策
の効果により客足が増える飲食・宿泊業を中心としたサービス業の回復
が続くほか、小売業では衣料品の需要に持ち直しの動きがみられる。一方、
製造業を中心に依然として幅広い業種で、部品供給制約による納品遅れ、
原油価格を含む資源価格や鉄鋼などの原材料費の上昇などのコスト増
加が続いている。加えて、活動正常化に伴う人手不足も発生しており、中小
企業の景況感は回復基調が続くものの、力強さを欠いている。

卸売

「大手自動車メーカーの挽回生産により、受注は回復傾向に
あり、売上は改善」
（自動車関連卸売業）

先行き見通しDIは、▲18.0（今月比▲2.2ポイント）
感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けた国・自治体の支援の拡充に

小売

サー
ビス

4

「活動回復は緩やかで期待していたほどの来客数はないが、
クリスマスフェアや食料品売り場のリニューアルにより来店
客を確保し、売上は改善」
（百貨店）
「テイクアウトやデリバリーによる売上が引き続き好調。店
内飲食についても、少人数の団体が中心ではあるが、宴会の
予約が入り始めている」
（飲食業）

『職業体験わくわく☆WORK』をオンラインにて開催！

全産業合計の業況DIは、▲15.8（前月比+5.3ポイント）

令和３年１２月１１日（土）、１２日（日）にて大和商工会議所青年部主催による『職業体験わくわく☆WORK』がオンラインにて開催
されました。
「宝石石鹸を作ろう」
「クリスマスリースを作ろう」
「動画クリエーターの撮影方法を学ぼう」
「オリジナルモイストポプリを作ろう」
「上生菓子体験」の生配信５社の協力と、事前に収録しYouTubeでいつでも閲覧できる形で「RefreʼK・品珍酒家・三吉野」の三社から
ご協力いただきました。
当日は、延べ８９名の子供達にご参加いただき、参加いただいた子供たちの真剣な様子や喜ぶ姿がたくさん見れました。後日、参加
者からのアンケートをいただき

コメントが皆「楽しかった」
「また是非お願いします」
「この難しい時期に工夫して開催していただき

ありがとうございました」等の声も沢山いただき、大変満足度が１００％という形で終えられて大変有意義な事業となりました。

より、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
などへの期待感がうかがえる。一方、オミクロン株による感染拡大と活動
制約を懸念する声に加え、部品供給制約の長期化や円安、資源価格の高
止まり、最低賃金引き上げによる人件費増などのコスト上昇圧力の継続、
仕入価格上昇分の価格転嫁の遅れから、先行きの不透明感が高まり、慎
重な見方が広がっている。
上生菓子体験

宝石石鹸を作ろう

クリスマスリースを作ろう 動画クリエーターの撮影方法を学ぼう オリジナルモイストポプリを作ろう

当日の様子
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掲載

障害者雇用納付金制度に基づく
各種助成金のごあんない
障害者作業施設
設置等助成金

雇用する障害者のために、
施設、
設備を設

障害者介助等
助成金

障害者のために、必要な介助等の措置を

置・整備する事業主

行う事業主

職場適応援助者
助成金

ジョブコーチによる支援を実施する措置

重度障害者等
通勤対策助成金

通勤を容易にするための措置を行う事業

を行う事業主

主

助成金を支給するためには、
定められた要件を満たす必要があります
詳しい内容につきましては、
以下の問合わせ先までご連絡ください。
また、
機構ホームページでも情報提供していますのでご覧ください。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/
お問合せ先

無料

65歳超雇用推進助成金のご案内
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度の整備（賃
金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等）に係る措置を実
施した事業主

高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと
働ける社会を構築していくために、
50歳以上かつ定年年齢未満
の有期契約労働者を転換制度に基づき、
無期雇用労働者に転換
させた事業主
詳しい内容につきましては、
以下の問合わせ先までご連絡ください。
また、
機構ホームページでも情報提供していますのでご覧ください。

https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
神奈川支部 高齢・障害者業務課

045-360-6010
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朝日自動車株式会社

FEB.

OCT.

2

大和商工会議所

掲載事業所募集中

046-263-9111

株式会社KPサービス

☎ 0800-777-2828（365日24時間受付）

☎ 046-211-9250（365日24時間受付） FAX 046-211-8402

御遺体搬送寝台車 近くから長距離搬送すぐ出発できます。

安心の価格 火葬式専門店 99,000 円(税込)+ 火葬料

当 社 は一 般 貨 物自 動
車 運 送事 業（霊 柩）を
営んでおり、病 院から
ご 自宅まで の 搬 送 や
地 方へ の 長 距 離 搬 送
を霊柩車や寝台車で行
なっております（ 警 察
対応可）。万が一の時や葬儀社がお決まりでない時など安置
室で一時預かりも対応します。安心の提携葬儀社のご紹介も
お任せください。

元々冠婚葬祭のギフト販売を主と
してスタートしましたが、このコロ
ナ禍により参列者が激減した為返
礼品が出なくなりました。その為
新たに火葬式(直葬)専門の葬 儀
部門を立上げました。99,000 円
(税 込)＋火葬料の安心価格で真
心の対応を心掛けております。公営の大和斎場の火葬料金は
市民1万円です。葬儀後国保加入の方は葬祭費5万円が支給さ
れます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

所在地 〒242-0012 神奈川県大和市深見東1-4-21
定休日 なし 代表者 宍倉 作蔵

所在地 〒242-0012 神奈川県大和市深見東1-4-21
定休日 なし 代表者 宍倉 作蔵
E-Mailアドレス kp@shishikura-yamato.com

特定課題講座
（大和）

A-GLASS
新型コロナウイルス感染症が拡大し、生活や経済に大きな影響を及ぼ
しています。感染の拡大は、採用活動や雇用の維持といった労使の雇
用関係にも影響が及んでいます。
今回の講座では、コロナ時代の労務管理（高年齢者の継続雇用）をメ
インテーマに、改正高年齢者 雇用安定法の概要及び、定年後再雇用者
の同一労働同一賃金の諸問題について専門家の先生にお話ししてい
ただきます。
❶日時：3月16日（水）18:30〜20:30
テーマ：高年齢者の継続雇用について
講師：
（株）リーガル・ステーション代表 岩﨑 仁弥 氏
❷日時：3月23日（水）18:30〜20:30
テーマ：定年後再雇用者の同一労働同一賃金
講師：青山学院大学法学部教授 細川 良 氏
■会場：大和市文化創造拠点シリウス ６階 601講習室
■対象：人事労務担当者、労働者など どなたでも
■定員：各回30名 事前申込制（先着順）
■申込方法：
電話 046-296-7311（神奈川県かながわ労働センター県央支所）
ホームページ（電子申請）https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w4v/cnt/f7599/

■再就職の依頼・情報提供等の規制
現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢの再就
職を依頼することや、再就職させる目的で国家公務員・ＯＢの情報提供
等を行うことは禁止されています。
■利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっ
ている利害関係企業等に対し、再就 職の約束などの求職活動を行うこ
とは禁止されています。
■元の職場への働きかけ規制
再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図
るよう元の職場に働きかけを行うことは禁止されています（原則として
退職後2年間）。
★皆様へのお願い
皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・
OBにこうした行為を求めないようご協力をお願いします。また、規制違
反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで 情報提供を
お願いします。秘密を厳守します。
連絡先
URL

再就職等監視委員会事務局

03-6268-7660〜7668、7681

https://w w w5.cao.go.jp/kanshi/index.html

大和市勤労者サービスセンター ふくりこ やまと

☎ 046-216-9160

☎ 046-264-6780

天然シーグラス専門店

大和市からの補助金を受けて運営管理している会員制の団体です。

日本初となる天然シーグラス専門店の実店舗が
大和市に誕生!天然のシーグラスのみを扱ってお
り、シーグラスやオリジナルアクセサリーを販売
しています。そして、気軽に参加できるワーク
ショップを開催しています。シーグラスの他にも自分が好きな色のカラーサンドやパー
ツを選び自由に作れます。世界にたった一つのオリジナル作品が 簡単に作れるワーク
ショップを毎日開催中!また、様々な出張イベントにも対応可能です。シーグラスの魅力
を多くの皆様にお伝え出来るよう、
【天然へのこだわり】をもって、新しい事にどんどん
チャレンジしていこうと思っております。

ご加入されることで、従業員の勤労意欲
の向上、人材の確保・定着が図られ、事業
所の発展につながります。従業員（勤労
者）には 、共済給付（各種お祝い金、見舞
金、弔慰金）、各種レクリエーション・イベント割引あっ旋、買物割
引などにより、生活の安定・向上が得られ、低廉な料金で様々な
余暇活動が可能になります。
＊ご加入者 大和市内の中小企業に勤務する勤労者（事業主および従業員）

所在地 〒242-0024 神奈川県大和市福田3591-10
定休日 月曜日 営業時間 10：00〜18：00
代表者 松井亮祐
ホームページ https://a-glass.site
E-Mailアドレス inf@a-glass.shop

FAX 046-263-6341

＊会費：一人月額500円（原則として事業主と従業員が折半する）
所在地 〒242‐0021 神奈川県大和市中央5-1-4
定休日 土・日および祝日 営業時間 8：30〜17：00
ホームページ https://www.fukuriko.com/
E-Mailアドレス fukuriko@fsinet.or.jp

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
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料金

サイズ

中面 ５ｃｍ×６ｃｍ（横1/3）

046-263-9111
7

2022

掲載

障害者雇用納付金制度に基づく
各種助成金のごあんない
障害者作業施設
設置等助成金

雇用する障害者のために、
施設、
設備を設

障害者介助等
助成金

障害者のために、必要な介助等の措置を

置・整備する事業主

行う事業主

職場適応援助者
助成金

ジョブコーチによる支援を実施する措置

重度障害者等
通勤対策助成金

通勤を容易にするための措置を行う事業

を行う事業主

主

助成金を支給するためには、
定められた要件を満たす必要があります
詳しい内容につきましては、
以下の問合わせ先までご連絡ください。
また、
機構ホームページでも情報提供していますのでご覧ください。

https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/
お問合せ先

無料

65歳超雇用推進助成金のご案内
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度の整備（賃
金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等）に係る措置を実
施した事業主

高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと
働ける社会を構築していくために、
50歳以上かつ定年年齢未満
の有期契約労働者を転換制度に基づき、
無期雇用労働者に転換
させた事業主
詳しい内容につきましては、
以下の問合わせ先までご連絡ください。
また、
機構ホームページでも情報提供していますのでご覧ください。

https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
神奈川支部 高齢・障害者業務課

045-360-6010

vol.335

朝日自動車株式会社

FEB.

OCT.

2

大和商工会議所

掲載事業所募集中

046-263-9111

株式会社KPサービス

☎ 0800-777-2828（365日24時間受付）

☎ 046-211-9250（365日24時間受付） FAX 046-211-8402

御遺体搬送寝台車 近くから長距離搬送すぐ出発できます。

安心の価格 火葬式専門店 99,000 円(税込)+ 火葬料

当 社 は一 般 貨 物自 動
車 運 送事 業（霊 柩）を
営んでおり、病 院から
ご 自宅まで の 搬 送 や
地 方へ の 長 距 離 搬 送
を霊柩車や寝台車で行
なっております（ 警 察
対応可）。万が一の時や葬儀社がお決まりでない時など安置
室で一時預かりも対応します。安心の提携葬儀社のご紹介も
お任せください。

元々冠婚葬祭のギフト販売を主と
してスタートしましたが、このコロ
ナ禍により参列者が激減した為返
礼品が出なくなりました。その為
新たに火葬式(直葬)専門の葬 儀
部門を立上げました。99,000 円
(税 込)＋火葬料の安心価格で真
心の対応を心掛けております。公営の大和斎場の火葬料金は
市民1万円です。葬儀後国保加入の方は葬祭費5万円が支給さ
れます。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

所在地 〒242-0012 神奈川県大和市深見東1-4-21
定休日 なし 代表者 宍倉 作蔵

所在地 〒242-0012 神奈川県大和市深見東1-4-21
定休日 なし 代表者 宍倉 作蔵
E-Mailアドレス kp@shishikura-yamato.com

特定課題講座
（大和）

A-GLASS
新型コロナウイルス感染症が拡大し、生活や経済に大きな影響を及ぼ
しています。感染の拡大は、採用活動や雇用の維持といった労使の雇
用関係にも影響が及んでいます。
今回の講座では、コロナ時代の労務管理（高年齢者の継続雇用）をメ
インテーマに、改正高年齢者 雇用安定法の概要及び、定年後再雇用者
の同一労働同一賃金の諸問題について専門家の先生にお話ししてい
ただきます。
❶日時：3月16日（水）18:30〜20:30
テーマ：高年齢者の継続雇用について
講師：
（株）リーガル・ステーション代表 岩﨑 仁弥 氏
❷日時：3月23日（水）18:30〜20:30
テーマ：定年後再雇用者の同一労働同一賃金
講師：青山学院大学法学部教授 細川 良 氏
■会場：大和市文化創造拠点シリウス ６階 601講習室
■対象：人事労務担当者、労働者など どなたでも
■定員：各回30名 事前申込制（先着順）
■申込方法：
電話 046-296-7311（神奈川県かながわ労働センター県央支所）
ホームページ（電子申請）https://www.pref.kanagawa.jp/docs/w4v/cnt/f7599/

■再就職の依頼・情報提供等の規制
現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家公務員・ＯＢの再就
職を依頼することや、再就職させる目的で国家公務員・ＯＢの情報提供
等を行うことは禁止されています。
■利害関係企業等への求職活動の規制
現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっ
ている利害関係企業等に対し、再就 職の約束などの求職活動を行うこ
とは禁止されています。
■元の職場への働きかけ規制
再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図
るよう元の職場に働きかけを行うことは禁止されています（原則として
退職後2年間）。
★皆様へのお願い
皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・
OBにこうした行為を求めないようご協力をお願いします。また、規制違
反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで 情報提供を
お願いします。秘密を厳守します。
連絡先
URL

再就職等監視委員会事務局

03-6268-7660〜7668、7681

https://w w w5.cao.go.jp/kanshi/index.html

大和市勤労者サービスセンター ふくりこ やまと

☎ 046-216-9160

☎ 046-264-6780

天然シーグラス専門店

大和市からの補助金を受けて運営管理している会員制の団体です。

日本初となる天然シーグラス専門店の実店舗が
大和市に誕生!天然のシーグラスのみを扱ってお
り、シーグラスやオリジナルアクセサリーを販売
しています。そして、気軽に参加できるワーク
ショップを開催しています。シーグラスの他にも自分が好きな色のカラーサンドやパー
ツを選び自由に作れます。世界にたった一つのオリジナル作品が 簡単に作れるワーク
ショップを毎日開催中!また、様々な出張イベントにも対応可能です。シーグラスの魅力
を多くの皆様にお伝え出来るよう、
【天然へのこだわり】をもって、新しい事にどんどん
チャレンジしていこうと思っております。

ご加入されることで、従業員の勤労意欲
の向上、人材の確保・定着が図られ、事業
所の発展につながります。従業員（勤労
者）には 、共済給付（各種お祝い金、見舞
金、弔慰金）、各種レクリエーション・イベント割引あっ旋、買物割
引などにより、生活の安定・向上が得られ、低廉な料金で様々な
余暇活動が可能になります。
＊ご加入者 大和市内の中小企業に勤務する勤労者（事業主および従業員）
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代表者 松井亮祐
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＊会費：一人月額500円（原則として事業主と従業員が折半する）
所在地 〒242‐0021 神奈川県大和市中央5-1-4
定休日 土・日および祝日 営業時間 8：30〜17：00
ホームページ https://www.fukuriko.com/
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大和商工会議所

やまと

大和商工会議所

令 和 4 年2月1日発 行

神奈川やまと

正副会頭会

3月25日(金)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
貸会議室の利用制限について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和４年１月１３日から
当面の間、以下の通り利用目的の制限をさせていただきます。

ご利用を制限させていただく内容

8

管理・会員サービスチーム 046-263-9111

サテライト
オフィス

PM
1日

通常使用料金
PM
1日

1,000円
1,300円
2,000円

2

お 知 ら せ

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
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4年度春期健康診断
ハーフ・プライス
「青年部」臨時総会開催
にぎわい大和プレミアム商品券は
2月15日で終了です
新春会員交流会開催延期について
12月の景気動向調査
産業フェア
障害者雇用給付金制度に基づく各種
助成金のごあんない
65歳超雇用推進助成金の
ごあんない

今後の会議室の利用について

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。

事業再構築補助金

●酒類販売事業者支援給付金

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

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）

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

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
【10月分の申請】
（売上減少率※に応じて以下の支援）

中小法人等：上限20万円〜60万円/月

●

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 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。

個人事業者：上限10万円〜30万円/月

●

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

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

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

売
上
減
少
率

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

給
付
額

90 ％以上

※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）

令和3年11月10日
申請受付【10月分】
期間
〜令和4年2月28日

【対象】小規模事業者
申請期間
●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(一般型)
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
●第7回受付締切：令和4年2月 4日（金）

第8回受付締切以降（2022年度以降）については、
今後改めてご案内します。

大和市デリバリー店支援金
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。
【対象】中小企業・小規模企業・個人事業主
申請期間
令和4年2月28日(月)

●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。
給付金額

申請可能月：
10月分
中小法人等：
5万円/月(定額）
個人事業者等：
2.5万円/月
（定額）

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）
中小法人等 5万円／月
個人事業者等 2.5万円／月
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

令和3年11月22日
申請受付【10月分】
期間
〜令和4年2月28日

お問合せ先

県の制度

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）

頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！
還元額

150円
200円
300円

差引金額

600円
800円
1,200円

個室オフィス
AM

FEB.

行事予定

ブース席（１．
２．
３）
750円
1,000円
1,500円

335

vol.

国家公務員の再就職等規制に
ご協力を

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。

通常使用料金

2022

コロナ時代の労務管理 高年齢者の
継続雇用

大和商工会議所

AM

商工
会議所

令和4年2月28日〆切の給付金・支援金があります。
詳しくは下記の制度をご参照ください。

還元額

200円
260円
400円

差引金額

800円
1,040円
1,600円

本紙購読料は会費に含まれています。

お問合せ先

会員事業所の 新しい働き方 をサポート

中小企業向け補助金・支援金一覧

定価 :１部100円（税込）

【令和４年１月１３日以降 ※同日以降の予約受付分から適用】
●一般消費者を対象とするもの（セミナー、説明会、展示会、会議等）
●集団形式での面接、登録会
※個別面接会については総利用人数を会議室の定員内までとして
ください。
【令和３年１１月１日以降 ※継続利用】
●ケータリングなど飲食を伴うもの。
●大きな声を出すことや歌うこと、呼気が激しくなるような運動を行
うこと。
●密閉、密集、密着のいずれかに該当するもの。
●不特定多数の来館が見込まれるもの（申込者が事前に当日の来館
者を把握していないものは不可）。
●商品の試食・試飲。その他、多数が手を触れられる状態での商品等
の展示。
その他、大和商工会議所貸会議室に関する感染予防対策は「貸会議
室の感染予防対策について」をご確認下さい。

通常議員総会

新型コロナウイルス感染症関連支援金

※

3月16日(水)

広報委員会

常議員会

【編集発行人】

3月 2日(水)

株式会社リベラル
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常議員会
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2月 2日(水)

神奈川県の事業者のみなさまへ

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

