
1

木曽川商工会だより
商工会　会報

2021 年 1月

21号
「商工会は行きます・聞きます・提案します」

新春のごあいさつ
　明けましておめでとうございます。新年にあたり、皆様にご挨拶申し上げます。

　平素は商工会の運営に格別なるご支援・ご協力を賜り心より御礼申し上げます。

　昨年は商工会法施行 60周年の節目の年でございましたが、残念ながら世界的な新型

コロナウイルスのパンデミックという予期せぬ事態に加え、感染拡大を防ぐための活動・

往来の自粛により、経済不安もかつてない規模となってしまいました。

　海外市場の低迷に伴う輸出の減少、インバウンド需要の蒸発、移動・外出の自粛や消費マインドの悪化等、新型コロナ

ウイルス感染症の影響に、近年多発している豪雨や台風など自然災害が加わり、かつてない厳しい状況が続いております。

また地域経済の担い手であります中小企業や小規模事業者は人手不足、後継者難、最低賃金の引上げ、社会保険料負担の

増大や働き方改革の対応など、課題が山積みしている中、これまでに経験したことのない局面に直面しております。

　そのような中、木曽川商工会では、行政や専門機関とのネットワークを生かし、様々な施策を活用しながら、売り上げ

の向上や販路の開拓、創業や業態転換への支援を始め、融資や税務、法律の相談事業など、幅広い分野で地域の商工業者

の皆様にきめ細やかな「伴走型」の支援を行ってまいりました。特に新型コロナウイルス感染症拡大により事業継続に影

響を受ける事業者に対して、5月から 6月にわたり、雇用調整助成金の無料相談会を開催し、7月下旬には 10日間の枠で、

木曽川商工会館２階会議室において持続化給付金申請に係る「申請サポートキャラバン隊」の派遣を受け入れました。そ

の他、各種補助金・融資・給付金の相談、申請支援など事業者に寄り添った取り組みを行ってまいりました。なかでも給

付金の申請に際しては新たに整備したパソコンを活用して、多くの会員事業所とより密着した申請サポートを行うことで

きました。

　また昨年は地域振興事業としての「一豊まつり」や「商工まつり」をはじめ、すべてのイベントを感染症拡大の影響に

より中止とさせて頂きました。そうした中でも会員の皆さんに何か還元できることはないか、何か木曽川地区内の活性化

を図ることはできないか、という思いから、木曽川商工会「会員限定商品券」を無料配布させて頂きました。会員事業者

からは「わずかでも、うれしい」との声も届いているようでございます。さらに 11 月からは新たに「会員事業所 PR チ

ラシ折込サービス」をスタートいたしました。会員事業所にむけて商品の PR、イベントの周知、求人募集などいろいろ

な PR にご利用いただければ幸いでございます。また、「一豊まつり」や「商工まつり」ではイベントに工夫を凝らすこと

により、年々、訪れる観光客が増加していますが、本年は一宮市が市制施行 100 周年の年でありますので、より充実した

ものとして、木曽川町のブランド力や魅力のさらなる発信・醸成にも努めてまいりたいと考えています。

　これからも、事業者や地域の持続的な発展のため、会員のニーズを的確に捉えた伴走型の支援活動を行うことにより、

これまで以上に「頼りになる商工会」として、その役割を果たしていきたいと考えております。また、こうした活動を通じて、

一宮市がますます魅力ある街へと発展し、地方創生の実現に少しでも貢献できるよう尽力してまいる所存であります。

　今後とも、なお一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　皆様にとっても実り多く、輝かしい一年となりますよう心から祈念し、新年のごあいさつとさせていただきます。

五藤会長挨拶 愛知県商工会大会役員功労者表彰伝達

第 4回
理事会

木曽川商工会　
会長　五藤政尋



2

理 事 会 だ よ り

第３回　理事会　令和2年１０月３０日（金）
１　協議事項
　議題１．新規加入申込者について
　議題２．会員加入推進について 
　議題３．商工会員限定の商品券について 
　議題４．会員事業所ＰＲチラシ折込サービスについて
　議題５．その他

２　報告事項
（１）脱退者について
（２）第４４回木曽川町商工まつりについて

　　　　　　　　　　　全議案が承認されました。

第４回　理事会　令和2年１２月１8日（金）

１　協議事項
　議題１．新規加入申込者について
　議題２．給与規程の一部改正について 
　議題３．令和３年度木曽川町一豊まつり・木曽川町商工まつりについて 
　議題４．その他

　　　　　　　２　報告事項
　　　　　　　（１）脱退者について

　　　　　　　　　　　全議案が承認されました。

事　業　所　名

(株 ) コパンスポーツクラブ木曽川

　田塗装
大照 (株 )

( 株 ) 明邦オートサービス

らぁめん食堂千ごく

ドローンプランニング

歎異抄に学ぶ会

(有 ) ライズワークス

伊藤克彦税理士事務所

氏　　名

林　　義人

　田　啓二
大野　昭弘

宇佐見　哲平

千石　賢司

齋藤　義行

宇佐見　静子

山田　誠二

伊藤　克彦

業　　種

スポーツクラブ

塗装業

繊維製造企画

自動車修理

飲食業

ドローン開発 -製作 - 販売

宗教団体

建築土木資材卸

税理士

地　区

宝　町

特　別

北　山

八　幡

中小路

門　間

内割田

松　枝

東小路

新 規 会 員 の ご 紹 介 （R02.8.7 ～ 12.18）

( 株 ) コパンスポーツクラブ木曽川
こんにちは。コパンスポーツクラブ木曽川です。
令和 2年 6月 1日、一宮市木曽川町に新規オープ
ンいたしました。
プールの他、ジムエリアは 24時間年中無休。
ベビーからシニアまで幅広くご利用いただいてお
ります。
施設見学も行っておりますので、お気軽にお問い
合わせください。

大照 ( 株 )
弊社は 2016 年 4 月よりインテリア繊維製品の
開発・委託製造を営んでおります。
開発商品についてはカーテン用生地、テーブル
クロス用生地、ピアノカバー用生地（共同申請
製法特許生地）など
国内生産協力工場様と一緒にオリジナルの商品
開発をしている会社になります。
https://sites.google.com/view/daisyo
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女 性 部 よ り

青 年 部 よ り

あなたのお知り合いをご紹介ください！

会員紹介キャンペーン実施中！！

木曽川商工会ホームページでは、各会員事業所を周知する
目的で、会員情報のページを設けています。掲載を希望す
る事業所を募集しております。

申込方法
①同封の申込書に必要事項を記入
②FAXにてお申し込みください

申込方法
①同封の申込書に必要事項を記入
②申込書、料金、配布チラシを持ってご来会ください

料　　金 3,300 円（税込）

費用は
無料！

商工会員であれば
費用は無料です。

ホームページを始めたい方はGoopeをご利用ください。
ご利用の際は木曽川商工会ホームページからご覧ください。

会員情報掲載案内

会員への配布物（概ね２か月に１回）
に自社の商品やサービス掲載のチラシ
を折込して、配布します。

企業のＰＲに、ぜひ商工会の
配布物をご利用下さい！

商 工 会 活 動 だ よ り

商工会青年部に入って、地元を盛り上げて地域社会に貢献しませんか？ 
当商工会青年部では「地域活性化」「経営者の資質向上」「部員間の信頼関係」を築くため
様々な事業・イベント・活動・研修をしています。 
個性溢れる 45歳までの経営者及び将来経営者のかた、ぜひお待ちしています !!!

わたしたち商工会女性部は、魅力ある地域づくりをめざし、
地域イベントに積極的に参加するなど社会福祉の増進に取
組んでいます。
また、事業に役立つ講習や習い事教室（ソーイング教室・パッ
チワーク教室・エクササイズ教室）を開催するとともに、
研修交流会などで部員同士の交流を図っています。
ぜひ、ご一緒に活動をしてみませんか？ いつでも皆様の参
加・加入をお待ちしております！

今後の活動
●パッチワーク教室
　（13時 30分～15時 30分）
　令和 3年 1月 15日（金）
　　　　　 2 月 12日（金）
　　　　　 3 月 19日（金）

●ソーイング教室
　（13時～16時）
　令和 3年 2月 26日（金）

女性部員
募集中

青年部員
募集中

令和 3年　1月 25日（月）　第 5回女性部常任委員会
　　　　　3月 29日（月）　第 6回女性部常任委員会

【常任委員会】

会員事業所
PR チ ラ シ
折込サービス
の ご 案 内！
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愛知県商工会大会

陳　情

「一宮市サポートカンパニー」に新たに認定されました。

　令和 2年 10月 26 日（月）、商工会法施行 60周年愛知県商工会大会が名古屋市公会堂で開催され、各種表彰が
行われました。
　木曽川商工会からは五藤政尋会長以下９名の役員が受賞され、五藤会長が知事表彰受賞者 158名の代表として壇
上にて大村秀章愛知県知事から授与されました。

　令和 2年 12月 22日 ( 火 ) 五藤会長は、尾西商工会・木村会長とともに、中野正康一宮市長と横井忠史一宮議長
に、「商工会の経営支援体制確立と地域商工業振興に対する施策の拡充」について要望活動を行いました。
　多種多様な地域課題が山積する中、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多くの中小企業・小規模事業者
が先行きが見通せず、大きな不安と危機感に覆われているため、「感染症拡大の影響を受けた事業者への支援の拡充」
をはじめ、商工会が小規模事業者への支援や地域活性化に対する事業を積極的に推進していくために、「商工会事業
運営に対する財政的支援の維持・拡充」など、9つの項目について陳情いたしました。

　企業や事業者が既に行っている社会貢献活動を明確にし、その貢献度を測ることによって、地域に貢献されてい
る企業・事業者を「一宮市サポートカンパニー」として一宮市が認定します。 認定期間は認定年度を含む 3年度です。
　各種の企業活動の一助とするとともに、市民・企業・行政による協働のまちづくりを目指すものです。

「一宮市サポートカンパニー」とは

表彰名
愛知県知事表彰

愛知県商工会連合会長表彰
五藤 政尋・岩田 忠道・堀江 克見・嶋﨑 保男
稲葉 勝利・町田 和雄・田中 秀雄・水野 高良・岩田 高志

受賞者

事業所名
株式会社 岩道建設

株式会社 オリジナルあい
株式会社 そよ風
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お 知 ら せ

特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業につい
て設定されていますが、愛知県では 12 月 16 日から
4業種の改定があります。

上記以外の愛知県内で働くすべての労働者は以下の
最低賃金適用されます。

4 業種で 12 月 16 日から改定
愛知県特定最低賃金

発効日　令和 2年 12 月 16 日

持続化給付金を受給し、事業所等
住居以外の場所に受信機を設置し
て受信契約をしているもの

対象

令和３年３月３１日（必着）まで
に「免除申請書」と「持続化給付金」
給付通知書のコピーをＮＨＫ東京
事務センターまで郵送

申請方法

ご自宅（住居）に設置された受信
機は免除の対象ではありませんの
でご留意ください。

留意点

軽減割合

減少率 30％～
50％未満

軽減割合

２分の１

減少率 50％以上 全額

対象資産

所有する事業用家屋
（併用住宅の場合、
事業専用部分のみ）
・償却資産

申請月と翌月の 2カ月免除の期間

一宮市が開設する市民税・県民税の申告相談会場は、混雑を
緩和させ新型コロナウイルスの感染リスクを低減させるため、
予約制になります。
また一宮税務署が開設する確定申告会場は、入場制限が行わ
れます。
ｅ－Ｔａｘであれば会場に出向かなくても、自宅からパソコ
ン・スマートフォンで確定申告を提出できます。

ID・パスワードの発行につきましては一宮税務署にお尋ね
ください。

新型コロナウイルスの影響で、事業収入が減少した
中小企業、個人事業者などへの緊急措置として、受
信料が免除されます。

新型コロナウイルスの影響で、事業収入が減少した中小事業
者などへの特例として、令和３年度分の固定資産税・都市計
画税を軽減します。軽減には申告が必要です。

　　　愛知県労働局ホームページ
（http://aichi-roudoukyoku.jsite.whlw.go.jp/）、
愛知労働局労働基準部賃金課（☎052-972-0257）
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 お問合せ先：一宮税務署（☎0586-72-4331）

【対象要件】
令和２年２月～１０月の任意の連続する３カ月間の事業収入
が、前年同期より３０％以上減少していること

【軽減される期間及び割合】

【申告方法】
２月１日（月）（消印有効）までに、必要書類を一宮市資産
税課へ持参または郵送。

お問合せ先：資産税課  償却資産グループ（☎0586-28-8967）

方式 申告の流れ 必要なもの

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

マイナンバー
カードの取得

申告等データ
を作成・送信

マイナンバーカード

ＩＣカード
リーダーライター

ＩＤ
・
パ
ス
ワ
ー
ド

ID・パスワード
の発行

申告等データ
を作成・送信

e-Tax の
ID・パスワード

特定最低賃金名
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、

鋼材製造業

はん用機械器具、生産用機械
器具、業務用機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

自動車（新車）小売業

時間額（円）

976

最低賃金名

愛知県最低賃金

時間額（円）

927

948

957

943

お問合せ先：名古屋駅前営業センター（☎052-589-6780）
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編集 /木曽川商工会　事務局
発行日 /2021 年１月

会員数の
現況

会員総数 698社

( 令和 2年 12月 18日現在 )
( 法人 414・個人 284)

経営・金融・税務経理・労務・販路開拓・共済・講習会研修会・地域振興 他
☆商工会では様々なメニューを用意して皆様の経営を支援しています。
お気軽にご利用ください。

■商工会館使用料金表 ※下記料金は総料金とする。休日料金（土曜・日曜・祝祭日）は平日料金の30％増とする。
　尚、非会員は会員料金の50％増。営利行為を目的とする場合は 50％増とする。

当商工会館は、各種会合、講習会、研修会、発表会など幅広くご利用いただけます。
ご利用されたい日の二ヶ月前から受け付けしております。窓口で、料金を添えて使用許可申請書にてお申込みください。
お電話でのご予約も可能です。

商工会館 1階展示コーナーでは、地元事業者による特産品や工業製品など、地場製品の魅力を発信するた
め展示を行っています。展示ご希望の方はこの機会に事務局までお申し込みください。（締め切り 3月末）

※掲載QRコードのリンク先は予告なく変更又は削除する場合があります。　国税局・税務署

名古屋国税局ホームページでは、
確定申告書等作成コーナーの操作マニュアルのほか、

申告書等作成の際に役立つ情報  を掲載しています。
随時更新!!

https://www.nta.go.jp/about/organization
/nagoya/topics/tokushu/index.htm

タブレット端末・スマー
トフォンをご利用の方は、
こちらをご利用ください。

名古屋国税局 検索

■今後の予定


