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2022 年 2 月17日 OPEN
新しいお店
できたって！

あのお店の料理
美味しそう♫
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お 知 ら せ

2022年2月17日OPEN

大和とぴっく
（通称やまとぴ）
中小法人・個人事業者のための「事
業復活支援金」に関する
登録確認機関としての対応について
県協力金第16弾申請受付のご案内、
県揚力金第17弾のご案内
所得税等の確定申告について

新型コロナウイルス感染症の影響により申
告期限までの申告等が困難な方へ

新入社員研修会を開催します
商工会議所団体保険制度「新型コロ
ナ」と「自然災害」に関する事故例と
保険制度
第６９回神奈川県優良産業人表彰

あの道工事
してるって

有名人来る
らしいよ！

1月の景気動向調査
コラム 人がつながる組織をつくる
「会社の生き方を問い直す」

サテライトオフィス
公式キャラクター
匠（たくみ）ちゃん

大和の
雑談ネタ
目白押し！

やまとぴは
コチラから

行事予定
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

頑張れ、日本！ 頑張れ大和！！
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

大和商工会議所

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者等に対して、事業規模に
応じた給付金を支給します。
「 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者」及び「2021年11月〜2022

年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50％以上又は30％以上50％未満減少した事業者」のポイントを満たす事業者は、業種や所在地を問わず給
付対象となり得ます。

本支援金の申請フローとして、一時支援金又は月次支援金を既に受給していない者は登録確認機関の事
前確認をしなければなりません。事前確認は、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうこと
への対応として、申請者が①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給

付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、
「 登録確認機関」が対面等で、事務局が定めた書類（帳簿等）の有無の確認や宣誓内容に関す
る質疑応答等の形式的な確認を行います。なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対
象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
大和商工会議所は登録確認機関として、下記の通り事前確認を行いますのでお知らせします。
❶対象者

大和商工会議所会員事業所であり納期の到来した会費を全て完納している方
※確定申告（中小法人等：2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年
度、個人事業者等：2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分）を提出済の方。
個人事業者等は事業所得で申告している方に限る。
※新たに加入手続きされる方は当該年分の会費納入や口座振替手続きが必須。
※過去に会費未納分があり再度加入する場合には過去分の会費納入も必須。
※一時支援金又は月次支援金を既に受給された方は、事前確認が不要です。

❷受付期間

令和4年1月27日（木）〜5月26日（木）午前9時〜午後4時（平日のみ）

❸予約方法

電話（046-263-9112）かメール（ymtkeiei@yamatocci.or.jp）

❹対応方法

原則、当所窓口

❺制度概要等 「事業復活支援金事務局ホームページ」にてご確認ください。
URL：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
❻相談窓口

お問合せ先
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事業復活支援金事務局
【申請者専用】
ＴＥＬ：0120−789−140
ＩＰ電話等からのお問い合わせ先：03−6834−7593
（通話料がかかります）
※受付時間は、8時30分〜19時00分（土日、祝日含む全日対応）

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拡大防止協力金
申請受付のご案内
申請受付期間

第16弾

マスク飲食実施店認証店
要請A

令和4年1月21日（金曜）から令和4年2月13日（日曜）まで

対象区域

県内全市町村

対象施設

食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等

営業時間 5時から21時までの時短営業
協 力 金の 交 付 要 件

酒類の提供は11時から20時まで

-

5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止
（酒類の店内持込を含む）

1テーブル4人以内
ただし、認証店である披露宴会場など（慶弔行事に使用する会場）は、
対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、人数制限なし

5時から20時までの時短営業

3万円〜10万円／日

酒類の提供を終日停止
（酒類の店内持込を含む）
●県の「感染防止対策取組書」又は
市町村が作成する「感染防止対策に係る
ステッカー」の掲示
●マスク飲食の推奨
1テーブル4人以内
3万円〜10万円／日

詳しくは、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第17弾）
ホームページをご覧ください。
神奈川 協力金 第17弾

第17弾

マスク飲食実施店認証店
要請A

令和4年2月14日（月曜）から令和4年3月6日（日曜）まで

対象区域

県内全市町村

対象施設

食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等

営業時間 5時から21時までの時短営業
協 力 金の 交 付 要 件

酒類提供
時間

酒類の提供11時から20時30分まで

-

5時から20時までの時短営業

要請C

5時から20時までの時短営業

※ただし、上記時短営業の対象となる店舗が休業する場合を含む
酒類の提供を終日停止
（酒類の店内持込を含む）
-

1テーブル4人以内
ただし、認証店である披露宴会場など（慶弔行事に使用する会場）は、
対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限なし
（検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方（全員）」のみ）

交付額（売上高方式） 2.5万円〜7.5万円／日

検索

非認証店
要請B

対象期間

その他の
交付要件

要請C

※ただし、上記時短営業の対象となる店舗が休業する場合を含む

-

交付額（売上高方式） 2.5万円〜7.5万円／日

検索

非認証店
要請B

対象期間

その他の
交付要件

R.

〈電子申請〉令和4年2月14日（月曜）〜令和4年4月15日（金曜）
〈郵送申請〉令和4年2月14日（月曜）〜令和4年4月15日（金曜）当日消印有効、締切厳守

下限額で不備のない申請については、2月下旬から交付開始予定です。
詳しくは、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金（第16弾）
ホームページをご覧ください。
神奈川 協力金 第16弾

酒類提供
時間

MA

3万円〜10万円／日

酒類の提供を終日停止
（酒類の店内持込を含む）
●県の「感染防止対策取組書」又は
市町村が作成する「感染防止対策に係る
ステッカー」の掲示
●マスク飲食の推奨
1テーブル4人以内
3万円〜10万円／日

第16弾では、
「マスク飲食実施店認証店」が要請Aを選択した場合の酒類の提供時間を「11時から20時まで」
としていましたが、
第17弾では、酒類の提供時間を30分間延長し、
「 11時から20時30分まで」
としています。

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

046-274-8161
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大和商工会議所
所得税等の確定申告について

新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
令和３年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和４
年４月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
※具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長
を申請する旨を記載する方法です（申請書の提出は不要）。
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の
申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法（PDF）

なお、確定申告書の提出は、外出せず利用できるe-Tax（ 国税電子申告・納税システム）が便利です。また、マイ
ナンバーカードや税務署の発行するＩＤ・パスワードをお持ちでないなどe-Tax がご利用できない方は、作成し
た申告書を郵送にて提出することもできます。
具体的な方法等（申告書余白部への記載やe-Tax を利用する場合の所定の欄の入力方法など）については、国
税庁ホームページ「個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照してください。

３日間コース
主催：大和商工会議所・綾瀬市商工会
日程・カリキュラム
4月13日
（水）
10：00〜17：00
（集合形式）

ビジネスマナー習得
（社会人としての心構え、言葉遣いの基本、身だしなみ、挨拶など）

4月20日
（水）
コミュニケーションスキル習得
10：00〜17：00
（オンラインZoom形式） （SNSコンプライアンス、グループコミュニケーションなど）
6月15日
（水）
フォローアップ研修
10：00〜17：00
（オンラインZoom形式） （リスク管理、仕事の優先順位、上司の立場を体験など）
開催場所
講
師
受 講 料
申込方法
お願い
お問合せ先
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大和商工会議所 会議室（2・3日目はオンラインZoom形式）
ジャイロ総合コンサルティング㈱ 渋谷 雄大 氏
1名様につき6,000円（教材費込）、非会員は10,000円
同封チラシ、又はHPより申込書をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、事務局までお
申込みください。
昼食準備はありませんので各自外食またはご用意ください。
全3日間のうち欠席される日がありましても、受講料は減額できませんのでご了承ください。

経営支援チーム 046-263-9112（担当：片山）
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団体保険制度
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3
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新型コロナウィルスの影響により、ＬＯＢＯ調査によれば、90％を超える事業者が、経営への影響が続いている、あるいは影響が出る懸念がある、と回答
しています。一方で、コロナに関するリスクの全体像を十分に把握し、どのような手配が必要か、明確に理解している事業者は極めて限定的です。
商工会議所の保険制度は、事業者の経営リスクへの備えや福利厚生の充実に寄与しております。コロナ禍において、コロナに関連するリスクをカバーす
る保険制度の重要性はさらに増しております。
このような環境を踏まえ、コロナに関連するリスクと、それをカバーする保険制度を紹介するチラシを２月号に同封いたしました。この度、
「 商工会議所
団体保険制度「新型コロナ」と「自然災害」に関する事故例と保険制度」の下表を掲載いたします。

❶新型コロナ関連補償
項目

事故例と想定される被害など
〈事業休業〉
コロナ感染者(従業員や来店客など)が自社施設内で発生。保健所の指示により消毒対応終了までは営業ができなくな
り、売上が減少した。

罹患者発生

〈感染症対策費用〉●(消毒費用)コロナ感染者(従業員や来店客など)が自社施設内で発生。保健所の指示により全自社施設を消
毒対応し、その費用が発生した。●(予防に関する費用)罹患者発生後、その他の従業員に感染拡大していないか確認するため、
PCR検査を実施し、
その費用が発生した。

対応する保険商品

ビジネス総合保険制度
(休業補償)

ビジネス総合保険制度
〈食中毒〉外食需要の急減対策のため、宅配弁当を始めたものの、保管中の衛生管理が不十分で食中毒が発生した。被害者に対す
(賠償責任補償)(休業補償)
また、保健所の指示により、営業中止となり、売上がゼロとなっ た。
デリバリー業務など るお見舞金や賠償金が発生した。
への業態変更
〈労災事故〉外食需要急減対策のため、宅配弁当を始めた。大型の台風が来ている中、従業員に宅配を命じたが、
その途中で風にあ
業務災害補償制度
おられ、大きなけがを負った。従業員は会社に対し、安全配慮義務を問う裁判を起こし、
その裁判費用、賠償金が発生した。

テレワーク
(働き方の変更)

役員・従業員
個人としての備え

〈情報流出〉●在宅勤務の従業員が、
その前日に個人情報を自宅に持ち帰ろうとしたが、
その帰宅途中にかばんを置き忘れ、個人情
報を流出させてしまった。●セキュリティ対策が不十分であったため、
サイバー事故によりテレワーク中に個人情報が漏えいしてし
まった。

ビジネス総合保険制度
(賠償責任補償)

〈ハラスメント行為の発生〉在宅勤務推奨の中、管理者が見えないところでハラスメント行為(セクハラ・パワハラなど)が発生してい
た。被害者が会社に賠償を求める裁判を起こした。

業務災害補償制度

〈就業不能〉
コロナに罹患して治療のため入院。
その結果、長期にわたって勤務が不可能となり、給与の減少を余儀なくされた。
〈治療費用〉
コロナに罹患し、入院とそれに付随する費用で出費が重なった。

休業補償制度
(1年休業、長期休業)
休業補償制度(医療補償)

❷自然災害 関連補償
項目

事故例と想定される被害など
〈水災〉台風による大雨により前面の田んぼより店舗内に汚水が流れ込み床上浸水した。汚泥の処理にも時間を要し、一定期間営
業ができなくなり、売上が減少した。
〈風災〉強風により天井やガラスなどが損傷し、施設内の機材も損傷。営業ができなくなり、売上が減少した。

事業休業

対応する保険商品
ビジネス総合保険制度
(休業補償)

〈雪災〉大雪の影響により工場の天井が崩落。修理期間中、全面営業ができず、工場稼働率が落ち、売上が減少した。
〈サプライチェーン(直接仕入先や納品先)の事故〉主要な仕入先事業者エリアで大規模な水災が発生し、仕入の納品が阻害された。
ビジネス総合保険制度
結果自社も一部営業を余儀なくされ、売上が減少した。
(休業補償)
〈地震による休業〉震度6以上の地震が発生し、完全休業を余儀なくされ、売上がゼロとなった。
〈水災〉豪雨により土砂災害が発生し、建物が破損し、
その修理費用が必要となった。

財産(火災保険)

〈風災〉強風により窓ガラスが 破損し、施設内にも風雨が侵入。工場設備も破損した。設備の修理費用がかさみ、多額の出費と
なった。

ビジネス総合保険制度
(財産補償)

〈雪災〉大雪により倉庫天井が破損。天井の修理費用および、倉庫内の設備の修理費用が発生した。
役員・従業員
個人としての備え

〈就業不能〉地震が発生し、
その避難時に足を大けがした。長期の入院が必要となり、一定期間仕事復帰ができなくなり、給与の減
少を余儀なくされた。
〈治療費用〉強風にあおられ、転倒した。入院・通院が必要となり、
出費が重なった。

休業補償制度
(1年休業、長期休業)
休業補償制度(傷害補償)

※本表は補償の概要を示したものです。お客様が選択する補償プラン・特約によって補償されない場合があります。各保険会社によって補償できる項目、
内容が異なります。詳細は取り扱いの保険会社まで。各社の代理店がご説明や諸手続きをいたします。
こうの

えんどう

●東京海上日動火災保険㈱ 神奈川支店町田支社（担当者：幸野）
TEL:042-723-2623

●三井住友海上火災保険㈱ 神奈川支店厚木支社（担当者：遠藤）
TEL:046-223-5654

●損害保険ジャパン㈱ 神奈川支店町田支社（担当者：添田）
TEL:042-726-2611

●あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 神奈川中央支店 町田支社（担当者：内海）
TEL:042-722-6862

そえだ

うちうみ
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大和商工会議所

企業での活躍を通して、商工業の振興発展に貢献した産業人を表
彰する、神奈川県優良産業人表彰事業で、県内１４商工会議所に所
属する産業人１０１名が表彰され、当所からは４名が受賞しました。
今年も昨年と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ができませんでしたので、河西会頭より
表彰状を贈呈いたしました。

伊藤 仁子氏

事業所名

役職

氏 名

株式会社浜屋百貨店

監査役

伊藤 仁子

株式会社ＣＳＲ保険サービス

代表取締役

前川 健司

株式会社ティエスイー

代表取締役社長

髙橋 正実

イースタン技研株式会社

常勤顧問

内山 皓

令和

4年

1月の景気動向調査
2022年1月の景気と天気図（前年同月比）

建設

製造

卸売

小売

サー
ビス
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「メーカーの在 庫不足により設備機 器の入荷時期が遅れ、
工期が長引いている。工期延長に伴い経費が増加している
ものの、費用の補填がないため採算が悪化している」
（ 管工
事業）
「年末年始はスーパーマーケットからの受注が好調だった
ものの、小麦粉などの原材料費や燃料費の上昇が続いてお
り、先行きに対する不安感は拭えない」
（食料品製造業）
「木材の価格上昇が 続いているほか、合板の入手が困難に
なっている。給 湯器やトイレなどの住宅設備の納期も長期
化しており、販売機会の損失が生じている」
（ 建築材料卸売
業）
「年末年始は帰省客もおり、前年度並みの売上は維持でき
た。ただし、小麦、油などの価格が上昇していることに加え、
人手 不足による人件費も上昇しており、経営環 境は厳しく
なっている」
（総合スーパー）
「原油価格の高止まりが経営を圧迫している。複数の取引先
に対し、運賃の値上げを交渉しているが、思うように進まず
苦慮している」
（運送業）

前川 健司氏

全国景気動向
調査結果
1月の動向

河西会頭

片倉副会頭

髙橋 正実氏

内山 皓氏

天気図

アイコン

晴れ

薄晴れ

曇り

小雨

雨

業況DI は、オミクロン株の感染拡大により悪化、
先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し

全産業合計の業況DIは、▲18.2（前月比▲2.4ポイント）
自動車関連で生産回復の動きが見られる製造業や、消費者マインドの
回復により年始の初売りが好調だった小売業の業況感が改善した。一
方、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大に伴い、飲食業、宿
泊業などのサービス業では、イベントの中止や予約のキャンセルが相
次ぎ、客足が急減した。また、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原材料費の上昇によるコスト増加が
続いており、中小企業の業況改善に向けた動きは継続も、足元で鈍さ
が見られる。

先行き見通しDIは、▲27.4（今月比▲9.2ポイント）
オミクロン株の感染急拡大による営業時間短縮や人流抑制などの活
動制約、春の観光需要喪失を不安視する声は多い。また、部品供給制
約の長期化、資源価格の高騰、円安、人件費上昇などのコスト増加分の
価格転嫁の遅れによる業績悪化への懸念もあり、中小企業の景況感は
先行きへの警戒感が強まり、厳しい見方となっている。

vol.336

人がつながる組織をつくる
「会社の生き方を問い直す」

MA

OCT.

3

2022

R.

コラム

人にも生き方があるように、会社にも生き方がある。
そう思ったことはありませんか。
お客さまにも社員にも何より誠実であることを大切にしてきた会社。技術にこだわり、丁寧なモノづくりを全員で追求してきた
会社。みんなで知恵を出し、新しいことにチャレンジし続けてきた会社……。
自分たちが大切にすることが、社員全体で共有され、そこに思いとプライドを持って働く。そんな生き方が貫かれている会社
が、
かつてはたくさんあったと思います。
ところが、バブル崩壊以降、日本企業は自分たちの生き方を見失ったように思います。家族のように大事にしてきた社員との関
係を断ち、仕事に埋没させる人だけをつくり、成果と報酬でつながる関係をつくろうとした。その結果、会社への信頼や愛情とい
う強い結び付きが失われ、会社が発しているメッセージと現場の取り組みにも大きな乖離（かいり）が生まれてしまった。気付く
と、目の前の仕事をこなし給与をもらうことが、社会人としての生き方だと思う人も増えてしまったと感じます。
極端な表現になっているかもしれませんが、同じようなことを感じている人も少なからずいるのではないでしょうか。そんな状
況の中でコロナが広がり、今までの働き方、生き方に疑問を持ち始めた人たちが出てきた。会社中心、言われたことをこなしてい
くという生き方を自分は本当に望んでいたのだろうか。もっと自分らしく生きたい、もっと自分らしく働ける場所を見つけたい。そ
う思って、働き方を変えたり、
副業を始めたり、転職したり、
移住する人も出てきています。
人が主体性を取り戻し、自分らしい生き方、働き方、会社との関わり方を模索し始めている。会社も同じように、会社の在り方、
生き方を問い直し、社員との新たな関係を見いだす必要はないのでしょうか。もしそんなことを感じていたら、次の二つの取り組
みを考えてみてください。
一つは、自分たち自身が改めて何のためにどう生きていく会社になるのか、その思いと生き方を一貫性のある形で示し、みん
なの思いになるように対話を重ねること。
もう一つは、多様な生き方をする人たちを応援する、あるいはそうした人たちの思いを重ねながら、新たな会社の在り方、生き
方を社員とともにつくっていくこと。
大切なのは、会社の理念や思いを押し付けて、社員に変われというのではなく、経営トップから社員までが、一緒に自分たちら
しい生き方を見いだし、追求し続けようという姿勢を持てるかです。しかもみんなで共有できるものは、例えば「誠実さ」
「思いや
り」
「楽しむ」など、そこに集まる人たちにとっても大事だと思える極めてシンプルなものかもしれません。そんな言葉を見つけよ
うとする対話を繰り返すことが、真のつながりをつくっていくことになるのだと思います。ぜひ、生き方でつながる組織づくり、目
指してみてください。

高橋 克徳／たかはし・かつのり
野村総合研究所、ワトソンワイアットを経て、ジェイフィール設立に参画。２０１０年より現職。１３年より東京理科大学
大学院イノベーション研究科教授、１８年より武蔵野大学経営学部 特任教授を兼務。榊原清則氏、野中郁次郎氏に師事
し、組織論、組織心理学、人材マネジメント論、人材育成論を専門とする。特に、人と人との相互作用が組織に与える影響、
ダイナミズムを研究し、組織感情、リレーションシップなどの新たな切り口を提示し、組織変革コンサルティング、人材育
成プログラムの開発などに力を入れている。０８年に出版した『不機嫌な職場（共著、講談社現代新書）』が２８万部のベ
ストセラーとなり、その後も数多くの書籍や講演活動を通じて働く日本人の心の再生への動きをリードしている。
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大和商工会議所

令 和 4 年 3月1日発 行

大和商工会議所
神奈川やまと

【編集発行人】

広報委員会

会員事業所の 新しい働き方 をサポート

大和商工会議所

サテライト
オフィス
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
AM
PM
1日

750円
1,000円
1,500円

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
通常使用料金
AM
PM
1日

1,000円
1,300円
2,000円

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。
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管理・会員サービスチーム 046-263-9111

正副会頭会

定価 :１部100円（税込）

お問合せ先

4月20日(水)

株式会社リベラル
TEL 046−274−8161

【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。

正副会頭会

刷】

ご利用を制限させていただく内容

3月16日(水)

【印

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。

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

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

3月 2日(水)

