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2022年
令和４年

7月

阿波おどりの開催について

10日 ぞめき大和2022
日曜日

ステージ演舞

【開催場所】大和市文化創造拠点シリウスにて開催
全席
指定席

7月

※チケットの金額・販売方法等に関しては、HPを
ご確認ください。

30日 31日 第46回神奈川大和
阿波おどり本大会
土曜日

日曜日

【開催場所】大和駅前東側プロムナードに桟敷席
を設置して開催予定
全席
指定席

※チケットの金額・販売方法等に関しては、HPを
ご確認ください。

※日程及び開催の有無は新型コロナウイルスの感染拡大状況によって変更になる
場合があります。※商店街や路上での開催はおこないません。

お 知 ら せ
令和4年

阿波おどり開催について
令和4年度は当所役員・議員改選の年
● 新型コロナウイルス感染症関連
中小企業向け補助金・助成金一覧
●【訃報】
常議員 長本 享一 氏ご逝去される
●

https://yamato-awaodori.com/
問合せ先：050-7303-4837

050-7303-4837（振興協会） [応対時間] 10：00〜17：00（7月は9：00〜18：00）※いずれも土日祝・お盆・年末年始を除きます

問合せ先

2022年

時間、開催要項等の詳細は神奈川大和
阿波おどり公式HPをご確認ください。

●
●
●
●
●
●

6月は事業所調査の月です
所得税源泉徴収指導会のお知らせ
大和商工会議所女性会 コンポスト事業
青年部 第53回青年部通常総会
コラム
「働き方の変化は、中小企業人材を多様化
するチャンス」日経BP総合研究所 上席研究員 渡辺和博
コロナに負けない新規出店応援事業

神奈川県 子ども食堂応援事業
4月の景気動向調査
● 産業廃棄物管理票交付等状況報告を提出
してください
● 福祉制度キャンペーン実施のお知らせ
● 「アルバイトの労働条件を確かめよう
！」
キャンペーン中です
●
●

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。
友だち追加

大和 商工会 議 所
令和 4 年度は

当
所役員・議員改選の年
当所

第 10 期役員・議員は、令和 4 年 10 月31日をもって3 年間の任期が満了となります。これに伴い、商工
会議所法により、第 11 期役員・議員改選が行われます。
役員・議員は、通常の会費とは別に、一定額の特別会費も負担していただき、無償で地域経済発展のた
めに貢献される方々です。

商工会議所役員は…
会頭１人、副会頭４人、専務理事１人、常議員 43 人及
び監事３人が役員となります。
会

頭

副 会 頭
専務理事

議員総会において、会員の中から選任します。
議員総会の同意を得て、会頭が会員の中から

事

な事業計画及び収支予算、その他会議所運営に関する重
要事項を審議決定いたします。
さらに、会頭、副会頭、専務理事及び監事以外の役員・

選任します。

議員は部会に所属して、関係業種の改善発展を報告する

議員総会の同意を得て、会頭が選任します。

任務があります。

常 議 員 議員総会において、議員の中から選任します。
監

商工会議所運営の最高方針を決定する議員総会におい
て、会員の意思を代表し、商工会議所の事業活動に重要

議員総会において、会員の中から選任します。

商工会議所議員は…
１）議員の総数は 130 人です。その内訳は、１号議員 66 人、
２号議員 45 人、３号議員 19 人となります。
２）１号議員は、会員及び会員以外の特定商工業者が投
票によって会員のうちから選挙した議員です。
３）２号議員は、部会（業種別に８部会あり、会員はいず
れかの部会に所属）が部会員のうちから選任した議員
です。
４）３号議員は、会頭が常議員会の同意を得て会員のうち
から選任した議員です。

会頭は、その報告に基づき内容を検討し、必要によって、
商工会議所の意見として行政庁等関係方面へ建議要望を
行います。

議員になるには…
大和市内に事業所のある商工業者のうち、商工会議所
の会員で、所定の納期までに会費を納めていれば、誰で
も議員になる資格があります。

役員・議員改選スケジュール…
１）会頭・副会頭・専務理事・常議員及び監事は令和 4
年 11 月の議員総会で選任します。
２）３号議員は、令和 4 年８月の常議員会で同意を得て、
会頭が選任します。

商工会議所役員・議員の役割は…
商工会議所の役員及び議員は、地域経済人として、商
工業の総合的な改善発展を図ると同時に、社会一般の福
祉の増進に資し、わが国の商工業の発展に寄与していた

３）２号議員は、令和 4 年７月の常議員会で部会別の割当
数を決定し、各部会で選任します。
４）１号議員に立候補する人は、令和 4 年９月５日から９
月17日までに、所定の文書で届け出る必要があります。

だく方々です。
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新型コロナウイルス感染症関連

※QRコードを読み込むと該当補助金HPが見られます。

中小企業向け補助金・助成金一覧
事業再構築補助金

【対象】全事業者向け
【概要】本補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転
申 請 受 付
換等の取組、事業再編を通じた規模の拡
令和4年3月28日㈪〜6月30日㈭18時まで 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。
●認定経営革新支援機関による

確認書発行受付締切：令和4年6月23日

小学校休業等対応助成金
休暇取得期間
令和４年４月１日㈮〜６月30日㈭
申 請 期 限

令和４年８月31日㈬必着

URL：https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

【対象】全事業者向け
【概要】令和３年８月１日から令和４年６月30日までの間
に、新型コロナウイルス感染症の対応として、臨時休業と
なった学校等に通う子どもの世話を保護者として行うこと
が必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休
暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）
を取得させた事業主を支援します。

URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

IT導入補助金
通常枠
２ 次 締 切

令和４年６月１３日㈪１７時まで

【対象業種】全事業者向け
【概要】本補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課
題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補
助することで、業務効率化・売上アップといった経営力の
向上・強化を図ることを目的としています。IT導入補助金
2022から新たにソフトウェア導入に関わ
るPC・タブレットの購入費用やPOSレジ、
モバイルPOSレジの購入費用も一部認め
られるように内容が拡充しております。

URL：https://www.it-hojo.jp/

６月は

訃報

常議員 長本 享一 氏
ご逝去される
当所常議員 長本 享一氏
（有限会社
ゆたか典礼 代表取締役）
が、
４月24日にご
逝去されました。
享年62歳。
長本氏は、
平成１６年１０月に２号議員に
就任後、平成19年11月から現在に至るま
で常議員を務められ、当所の組織運営に
重要な役割を果たされました。平成25年
11月から令和元年10月の期間には、
サー
ビス業部会部会長に就任し、事業活動に
積極的にご尽力されました。
また、氏は現
職として座間市商工会会長も務められて
いて、
広域にわたる地域経済振興に、
並々
ならぬご貢献をされていました。
ここに謹んで哀悼の意を表し、
ご冥福を
お祈り申し上げます。

６月 30 日（木）まで

締切は

事業所調査の月です
特定商工業者制度へのご理解・ご協力をお願い申し上げます

新型コロナウイルス感染拡大の長期化など、非常に厳しい経済状況のさなか、皆様に、事業所調査票のご提出についてご理解とご協力
をお願い申し上げます。
商工会議所では、その地区内の商工業の実態把握を目的とした商工業者法定台帳を作成・管理・運用することが商工業会議所法によ
り義務付けられており、
その作成及び更新の為、毎年事業所調査を行っております。
会員の皆様には、
６月１日付で事業所調査票をお送りさせていただきますので、変更事項や未登録箇所にご記入の上、
６月30日
（木）
ま
でに当所宛にご返信くださいますようお願い申し上げます。
なお、本制度では神奈川県知事許可（令和３年度申請済）のもと特定商工業者（※１）に該当する事業所の皆様の同意の上、負担金（※２）を
ご納入いただき、台帳作成にかかる費用の一部に充てさせていただいております。
※１特定商工業者とは

当所地区内（大和市内）
で事業を営む事業所（支店・営業所を含む）
のうち、①法人事業所の場合→
資本金又は払込済出資金額が300万円以上、又は、常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業に属する事業を
営むものについては５人）以上の事業所②個人事業所の場合→従業員数のみ法人事業所と同一条件を満たす事業所（注）
会員・非会員を問いません。
※２負担金とは 全特定商工業者の方々に年額1,500円の負担金をお願いしております。
調査終了後、改めて12月にご請求
させていただきます。

お問合せ
管理・会員サービスチーム

TEL

046-263-9111

FMやまとは
大和市内の地域情報
をお届けする
ラジオ局です

URL https://www.y-kankyo.info/

スマートフォンでも
聴けます！

䝷䝆䜸ᨺ㏦ ᰴᘧ♫
䛈242-0016 ⚄ዉᕝ┴ᕷ༡1-8-1 YAMATOᩥ᳃ 203
TEL 046-264-5061 / FAX 046-264-5127
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大和 商工会 議 所
所得税源泉徴収
指導会のお知らせ

１月〜６月分の所得税

納付期限は
７月11日
（月）

大和商工会議所女性会
コンポスト事業

所得税源泉徴収の納期の特例の申請をしている方
の１月〜６月分の所得税の 納付期限 は７月11日

（月）
です。

令和４年４月28日にコンポスト事
業の新たな取り組みとして、子育て
ルームさといも園・こそだちきょうし

従業員、青色専従者の給与に係る源泉納付手続き
に伴う指導会を下記の日程により開催いたします。

つ

さといも園を運営している一般

社団法人地域創生会様にコンポス
トバッグ２個を寄贈いたしました。

どうぞ、
ご利用下さい。

今回の取組みは地域創生会様と連携し、園のお子さんたちや
先生方のお弁当で食べきれなかったものをコンポストで堆肥に

日 時 ７月7日
（木）
・8日
（金）
10時〜12時／13時〜16時
場 所 大和商工会議所 ３階

第５、第６会議室

していただくというものです。
お子さんたちに堆肥づくりを体験していただき、学びの一環と
していただきながら、生ごみ削減、SDGsの輪を広めることが目
的です。
今後は当会会員事業所で農園を借りている方とも連携し、園

お問合せ

青 年 部

大和商工会議所 経営支援チーム
電話：046-263-9112

けの農業体験を開催する予定です。

第 53 回 青年部通常総会

4月26日(火)に大和商工会議所青年部は第53
回通常総会を開催致しました。
今年度の小嶋隆会長は「部員で一致団結して
活動を実施していきたい」
と抱負を語りました。
総会では、前年度の事業および収支決算報告
と今年度の事業計画および収支予算案が審議さ
れ、満場一致で承認されました。
総会には、河西正彦大和商工会議所会頭をは
じめ、井上昇副市長、吉澤弘市議会議長、屋比久
盛友（一社）大和青年会議所理事長らが来賓とし
て列席、祝辞を述べられました。
その後、年度末を
もって青年部を卒業した青年部員の卒業セレモ
ニーも併せて行われました。
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コラ ム

働き方の変化は、中小企業人材を多様化するチャンス
日経 BP 総合研究所 上席研究員

渡辺 和博

先日、地域の伝統的な資源を原材料として活用するビジネス

そうした環境の中、多様な人材を取り込むのに適した方法が

を立ち上げようとしている事業者さんと販路開拓の話をしてい

登場しています。副業やフリーランスのマッチングサービスも充

ました。環境問題や自然保護などに高い関心を持つ若い女性を

実してきました。先の学生インターン制度なども有効な手段だ

ターゲットに置いていました。この層を狙うなら、インスタグラ

と思います。例えば鳥取県のハローワークでは、都市部のスキ

ムやツイッターなどのSNSによる情報発信は不可欠です。
ところが、社長自身はもう60代だということもあり、
「やらな
ければいけないと思うけれど、
どうすればいいか分からない」
と

ルのある人をオンラインによる“時間貸し”のような形で、副業
で県内の中小企業に関わってもらうマッチングサービスを始め
ています。

のこと。私は「社長が無理して自分でやることはないですよ。す

費用は月額３万円程度で契約期間も１カ月から。仕事の内容

でにSNSを使いこなして、運用の勘所を押さえた若い人に任せ

に満足できれば延長するといった方式です。
これなら、地方の中

ましょう」
と言いました。
しかし、
「そんな若い人をどうやって見

小企業でも手が出せる範囲だと思います。実際に取材したとこ

つけたらいいか分からない。雇うお金もない」
との反応でした。
よく話を聞いてみると、地域資源を発掘する社長の取り組み

ろ、副業として参加している人は、都市部の大企業で働きなが
ら、
しっかりとしたスキルを持った人が多いようでした。

に共感した近くの大学の先生が、研究室を挙げて応援してくれ

こうした制度を上手に使うにはいくつかのポイントがありま

ていました。それならば、その研究室の学生さんをインターンと

す。いきなり重い仕事を任せず、仕事を切り分けて軽いものから

して受け入れたり、卒論の研究テーマとして関わってもらったり

任せること。本音でコミュニケーションが取れる「気の合う」人

することで、力を借りることができそうです。結局、SNSを使った

を選ぶことなどです。
こういった注意点を守れば、
うまく導入で

情報発信の立ち上げと運用もその研究室の若い学生に相談す

きるのではないでしょうか。

ることにしました。
自分ではできない能力を持った多様な人材をどのように集
めるかが今回のテーマです。男女や国籍の別だけでなく、
さまざ
まなキャリアを持った人材を活用する
「ダイバーシティ」が注目
されてずいぶんたちます。都市部の大企業では女性管理職の登
用など、
さまざまな取り組みが始まっていますが、地方の中小企
業では、なかなか進んでいないのが実態です。人材の供給市場
が小さい上に、多様な職能を持つ人を常時雇用するだけの余力
も企業側にないためです。

渡 辺 和 博／わたなべ・かずひろ
日経 BP 総合研究所 上席研究員。1986 年筑波大
学大学院理工学研究科修士課程修了。同年日本経
済新聞社入社。
ＩＴ分野、経営分野、コンシューマ
分野の専門誌編集部を経て現職。全国の自治体・
商工会議所などで地域活性化や名産品開発のコン
サルティング、講演を実施。消費者起点をテーマに
ヒット商品育成を支援している。著書に
『地方発ヒッ
トを生む 逆算発想のものづくり』
（日経 BP 社）
。

空き店舗での新規出店を応援します！
市内の空き店舗（事業所）を活用して事業を始める方を対象に、
令和 4 年 5 月1日〜12 月31日の期間内に支払う出店に伴う経費の一部を助成します。
概要（抜粋）
助成金額

上限 100 万円

※対象物件で行う事業が、日本標準産業分類における大分
類 G ー情報通信業に該当する場合は上限 200 万円

助 成 率

100％

助成採択
事業者数

5 事業者程度（予定）

※申込みできる方、対象になる空き店舗等（物件）には条件があります。
※助成対象となる経費は店舗等賃借料、店舗改装費、設備導入費、販売促
進費の一部です。
※申請書類をもとに審査を行い、助成採択事業者を選考します。

coffe shop

詳細は後日市ホームページで
公開いたします！ コチラから▶
問合せ先

大和市役所産業活性課企業サポート係
☎ 046-260-5135
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大和 商工会 議 所
神奈川県

子ども食堂応援事業

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の影響
により、子ども食堂の継続に支障が出ているボラン
ティア団体等の活動を支援するため、新しい生活様
式を取り入れて神奈川県内で子ども食堂を開催す
る個人又は団体に対し、協力金を支給する
「神奈川
県子ども食堂応援事業」の募集を開始しましたの
で、
お知らせいたします。
なお、各団体様におかれましては、当該取組につ
いて構成員の方へご周知いただきますよう、
ご協力
のほどよろしくお願いいたします。
ご不明な点につきましては、下記の問合せ先まで
ご連絡ください。

子ども食堂応援事業協力金
(1)協力金の支給額10万円
（神奈川県内に複数の活動拠点を有する場合は、活動拠点ごと
に支給できます。
）
(2)支給要件 ホームページをご確認ください。
(3)申請期間
第１期申請 令和４年４月27日
（水）
から５月20日
（金）
第２期申請 令和４年７月１日
（金）
から８月19日
（金）
※各申請期間終了後、
審査の上、
各期50者程度を決定します。
※第２期申請の協力金支給決定後、予算に残額がある場合は改
めて募集します。
(4)ホームページURL
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sy8/cnt/
f536929/kodomosyokudououenkikin.html

【 問合せ先 】企画グループ（古河、大山、原） 電話：045-210-4690
（直通）
／メール：jisedai-kikaku.pg3k@pref.kanagawa.lg.jp

令和４年

4 月の景 気 動 向 調 査

全国景気動向
調査結果

2022年4月の業種別動向（前年同月比）
建

設

製

造

卸

売

小

売

曇り

薄晴れ

曇り

曇り

サービス
曇り

「石油関連製品やアスファルト資材、燃料等の価格高騰の
スピードが速く、価格転嫁が追い付いていない。見積りか
ら施工の間に資材の単価が上昇するため、安易に仕事を
請け負えない状況」
（建設工事業）
「小麦等の原材料や資材などすべての仕入れにおいて値
上げが続いているものの、4月から受注が伸びてきてい
る」
（パン・菓子製造業）
「販売価格は上がっているが、物資や燃料費の値上げなど
のコストを吸収しきれていない。働き方改革への対応にも
追われている」
（穀物類卸売業）
「ゴールデンウィークでの帰省や行楽客の増加による好転
を見込んでいるが、原油等の資源価格や仕入コスト増に
よる収益悪化を懸念する」
（総合スーパー）
「感染拡大前の水準に戻るには、
まだ時間はかかるが、需
要喚起策等もあり客足は回復基調。会議や懇親会もまん
延防止等重点措置の解除に伴い、
わずかだが上向き傾向
にある」
（宿泊業）

【天気図アイコン】

４月の動向

晴れ

薄晴れ

曇り

小雨

雨

業況DI は、活動制約とコスト増の影響で大幅悪化先行きも不透明感
拭えず、厳しい見方

全産業合計の業況DIは、
▲25.7（前月比+7.0ポイント）
日常生活の回復が進み、再開した春のイベントや県民割等の需要喚
起策で客足が戻りつつある外食・宿泊関連のサービス業や、堅調な電
子部品や飲食品関連等に下支えされた 製造業で業況が改善した。一
方、資材の供給不足や設備機器の納期遅れで工期が長期化する建設
業で業況が悪化した。
また、業種を問わず、対露制裁や円安の急伸に
より、原油等の資源価格や原材料価格等の高騰が加速化したことが、
収益の圧迫要因となっている。加えて、価格転嫁の遅れも 収益回復の
足かせとなっており、中小企業の景況は２ヵ月連続で改善しているも
のの、
まん延防止等重点措置が出ていた昨年４月と同水準の回復に
止まっている。
先行き見通しDIは、
▲28.0（今月比▲2.3ポイント）
コロナの沈静化による活動回復に加え、大型連休での消費拡大に期
待感が高まる一方、感染再拡大を恐れて、観光やイベント参加を控え
る動きを懸念する声が寄せられている。
また、
ウクライナ危機の長期
化、原材料・資源価格等の高騰や円安が今後も進行することへの不
安感は拭えず、
さらなるコスト増の警戒感は強く、先行きは厳しい見
方が続く。

広告、動画、ホームページ制作まで

お客様のお悩みに何でもお応えいたします。

PR他各種
動画制作も
承っています
ホームページ制作もご相談ください。WEB
https://adtack.co.jp
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産業廃棄物管理票交付等状況報告を提出してください
ー 報告書の提出期限は6月末日です ー

■ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)報告の概要
産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した全ての排出事業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状
況を都道府県知事などに報告しなければなりません。

本年度は、2021年4月1日から2022年3月31日までの産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況を、2022年6月30日まで
に提出していただくこととなります。
なお、
電子マニフェストを利用している場合はこの報告は必要ありません。
詳しくは、
下記アドレスをご覧ください。
(様式をダウンロードして使用できます。)

■産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f4463/
※いわゆる
「事業系一般廃棄物(オフィスペーパー、段ボール)」
を委託・売渡ししている場合で、
マニフェストに準じた管理票で処理確認をしているケースの報告は必要あ
りません。

■ 提出方法
4月1日から6月30日の間に郵送又は持参してください。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り郵送での提
出をお願いします。
提出部数は1部ですが、
受領印の押印のある控えが必要な場合は、2部提出してください。
なお、
郵送での提出で、
控えが必要な場合は、
宛名を記入し、切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

■ 提出先
神奈川県内の事業所の所在地を管轄する地域県政総合センター(横浜市、
川崎市、相模原市、横須賀市内の事業所はそれぞれの市)。

■ 問合せ・提出先
部署名

電話番号

提出先

045-210-4159

横須賀三浦地域県政総合センター環境部

046-823-0210

〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19

県央地域県政総合センター環境部

046-224-1111

〒243-0004 厚木市水引2-3-1

湘南地域県政総合センター環境部

0463-22-2711

〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1

県西地域県政総合センター環境部

0465-32-8000

〒250-0042 小田原市荻窪350-1

横浜市資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課

045-671-2513

〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

044-200-2581

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1

相模原市環境経済局廃棄物指導課

042-769-8358

〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15

横須賀市環境部廃棄物対策課

046-822-8523

〒238-8550 横須賀市小川町11

神 奈 川 県

環境農政局環境部資源循環推進課指導グループ

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。

サイズ

中面 ５ｃｍ×６ｃｍ
（横1/3）

月 5,000円
料
中面 ５ｃｍ×９ｃｍ
（横1/2）
月 7,500円
金
裏面 ５ｃｍ×９ｃｍ
（横1/2）
月12,000円

お問合 せ先
管理・会員サービスチーム

尚、契約は1年間となります。

046-263-9111
7

大和商工会議所

令 和 ４ 年６月１日発 行

神奈川やまと

6月 9日(木)

第57回通常議員総会・第89回議員例会

6月12日(日)

第161回日商簿記検定試験

6月15日(水)

正副会頭会

6月26日(日)

第225回日商珠算検定試験

7月行事予定

Q.大和市内で一番人口の多い町はどこ？

日直

（）

公式キャラクター匠（たくみ）
ちゃん

正副会頭会

んへ
事業主の皆さ

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
キャンペーン中です!!

広報委員会

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地
の商工会議所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

株式会社アドタック
TEL 046−264−8337

https://www.yamatopi.jp/

刷】

（略称：やまとぴ）
大和とぴっく

【編集発行人】

▶▶▶▶▶

【印

正解は……やまとぴをどうぞ‼

7月20日(水)

ベストウイズクラブでは、
「 福祉制度キャンペーン」を実施いたしておりま
す。本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただ
き、会員事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的としています。
『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入
院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
アクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いた
だきますようお願い申しあげます。

日

中央林間
つきみ野
下鶴間
中央

常議員会

「商工会議所福祉制度キャンペーン」実施のお知らせ

月

a.
b.
c.
d.

7月 6日(水)

【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

6月行事予定

重点事項
Point 1

アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です!

※労働者が希望した場合には、
メール等(プリントできるもの)での明示も可能です。

Point 3

アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!

Point 4

アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にそ
の代金を賃金から控除することもできません。

Point 5

アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労
働基準法に違反する減給制裁はできません。

平日夜間・土日の相談は

労働条件相談ほっとラインへ
※事業主の方からのご相談も受け付けております

はい!

ろうどう

0120-811-610
◯月~金：午後5時~午後10時

詳しくはこちら!
ポータルサイト
「確かめよう 労働条件」→

◯土・日・祝日：午前9時~午後9時

本紙購読料は会費に含まれています。

勤務シフトの設定を適切にしましょう!

定価：１部100円（税込）

Point 2

