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南極観測船ふじ（名古屋市）

開催場所
木曽川鵜飼乗船場
（犬山市犬山北白山平2番地先）

 䇗  ⚥ ﺲ礴 幨 嫎 ﻖ
ꝴ 鲣  ﺯ釤 ﺝ ﻂ ﺑ ﺫ ﺐ ﺬ ﺗ ﻏ

開催期間
6月1日 〜10月15日

南極観測のために建造された砕氷船「ふじ」
は
名古屋港ガーデンふ頭に係留され
当時の姿でそのまま残されています。

所在地：名古屋市港区港町1番9号

VOICE

愛知県中小企業団体中央会
愛知県中小企業団体中央会専務理事に就任して

専務理事

佐々木

靖志

を牽引しており、その基盤を支えているのは中小企

業でありますが、取り巻く環境は、長引く新型コロ

ナウイルス感染症の影響に加え、ロシアのウクライ

ナ侵攻による原油・天然ガスの価格高騰や原材料の

供給不安など、先行きが見通せない状況が続いてお

ります。さらには、人材不足、事業承継問題、働き

方改革への対応やＤＸ、カーボンニュートラルの推

進など課題が山積しています。

このような状況の中、我が国の発展のためには、

で助け合いながら、それぞれが責任感・使命感をしっ

ことは、中央会事務局が若い職員の多い中、チーム

中央会としても皆様からのお声をしっかりとお聞き

用して、経営基盤を強化していくことが重要です。

が不可欠であり、そのためには連携の力を最大限活

地域の社会経済を支えている中小企業の持続的発展

かりと持ち、明るい雰囲気の中、真摯に業務に取り

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中央会のプレゼンス向上に向けて頑張りますので、

ロック中央会との横のつながりも大切にしながら、

中央会を目指すとともに、全国中央会や東海北陸ブ

私も微力ながら皆様から信頼され、お役に立てる

が重要な使命と感じております。

きるよう、きめ細やかな対応をさせていただくこと

し、それぞれの経営課題を解決し、元気に活動がで

愛知県は日本一のものづくり県として我が国経済

今後への思いをお聞かせください。

役割を担っている組織であると感じました。

対応支援など地域の中小企業支援においても重要な

の組合支援に加え、ものづくり補助金や諸制度改正

また、中小企業等連携組織支援の専門機関として

組んでいることが印象的でした。

４月より会長付に就任して感じた

中央会への
印象をお聞かせください。

佐々木靖志 専務理事に
お話しを聞きました。
これまでの経歴を教えてください。
この４月１日から、愛知県中小企業団体中央会に
会長付としてお世話になり、６月９日の通常総会を
もって専務理事に就任いたしました佐々木靖志でご
ざいます。皆様どうぞよろしくお願いします。
直近３月までの１年間は愛知県人事委員会事務局

年間は、愛知県経済産業局

にて、職員の任免や給与制度勧告などの業務に従事
しており、それ以前の

（旧産業労働部）にて航空宇宙産業やロボット産業
などの次世代産業の振興や中小企業支援など様々な
業務に携わってきました。特に２０１９・２０２０
年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大に
対する経済対策に取り組んだことが強く印象に残っ
ています。
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中央会ニュースクリップ

第 67 回通常総会

開催

６月９日（木）15 時より名古屋マリオットアソシアホテル 16 階「タワー
ズボールルーム」において、第 67 回通常総会を開催しました。昨年までは
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、感染防止に十分留意した役
員を中心とした少人数での開催としておりましたが、今年度は通常開催とい
たしました。
長谷川会長は開会の挨拶において、３年ぶりに通常開催できることへの感
謝を述べるとともに、「新型コロナウイルス感染症は未だ収束に至っていな
いが、各種支援策や感染防止対策の浸透により、社会経済活動は正常化して
長谷川正己会長
きている。その一方で、長期化するウクライナ侵攻により、燃料や原材料、
各種部品等の価格上昇・供給不足が起きており、その先行きは不透明である。また、人材不足や事業承継問題、
働き方改革・SDGs への対応、DX の推進など、中小企業は多くの経営課題を抱えている。この厳しい状況下にて、
中小企業が持続的に発展していくためには、変革を恐れず、持ち前の行動力や創造性をもって事業展開してい
くことが必要であるとともに、個々の経営努力では解決できない課題に対しては、相互扶助の精神の下、中小
企業組合の連携の力を存分に発揮して課題解決を図っていくことが極めて重要である。本会としても、組合等
を通じ、様々なニーズに合わせた支援事業を積極的に推進していく。」と述べました。
総会では、令和３年度事業報告書及び決算関係書類、令和４年度事業計画書及び収支予算書、賦課金の額及
び徴収方法等の議案が審議され、全議案とも原案のとおり承認可決決定されました。

主

な

事

業

計

画

●制度改正等の課題解決環境整備事業
 新型コロナウイルス感染症による影響の他、各
種制度改正に中小企業が円滑に対応できるよう、
講習会の開催、専門家派遣等を行い支援する。
●事業環境変化対応型支援事業（新規）
 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制
度）の施行に伴い、制度周知、講習会の開催、相
談窓口の設置、専門家の派遣を行うことにより、
中小企業組合や組合員企業等が円滑に対応できる
よう支援を行う。
●外国人技能実習制度適正化指導事業
 事業協同組合である監理団体や実習実施機関で
の不正行為等が増加していることに鑑み、巡回指
導及び講習会等による情報提供を行い、監理団体
等の事業運営の適正化を推進する。

●ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
 生産性向上に資する革新的サービス開発・試作
品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投
資等を行う中小企業・小規模事業者に対する支援
を行う。
●新設組合等運営適正化支援事業（新規）
 新規設立組合並びに役職員交代組合に対し、組
合運営の適正化に資するための支援を行う。
●緊急対応助成事業（一部変更）
 新型コロナ・DX のための講習会・研修会費用、
新型コロナ感染防止、DX 対応のための備品購入
に対する助成を行う。

中央会あいち
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中央会ニュースクリップ
令和４年度

各種支援事業のご案内

詳しくは本会までお問い合わせください。
○ 事業環境変化対応型支援事業のご案内
インボイス制度の中小事業者等への周知を目的に、講習会の開催や専門家の派遣を行っております。イ
ンボイス制度が施行される令和５年 10 月１日以降は、売り手である登録事業者はこれまでの請求書とは
異なる適格請求書の発行が必要になる等、どの事業者もインボイスを交付する事業者となるか検討が必要
です。組合事務局の皆様の中には「インボイス制度が始まるって聞いたけどどうすれば良いかわからない」
「そもそもインボイスって何？」と疑問に思っておられる方や、「組合員からインボイスについて聞かれた
けど、上手く答えられない…」とお悩みの方も多いと思われます。
そうした組合事務局や組合員企業のもとに、無料で税理士等の専門家を派遣いたしま
すので、是非ともこの機会にインボイス制度について、専門家にお尋ねください。

お申込みは
こちらから

【問合せ先】
愛知県中小企業団体中央会

中小企業支援部

担当

國枝

電話番号：052-433-3343

○ 制度改正等の課題解決環境整備事業のご案内
働き方改革への対応や民法改正等、制度改正による課題解決に向けた環境を整備し、組合等への経営改
善等の支援を行うため、無料で社会保険労務士・司法書士等の専門家の派遣を行います。
組合運営の問題の他、組合員企業への個別支援も対象になりますので、是非ともこの
機会に専門家をご活用いただき、経営問題解決への糸口を見つけてください。

お申込みは
こちらから

【問合せ先】
愛知県中小企業団体中央会

中小企業支援部

担当

國枝

電話番号：052-433-3343

○ 令和４年度緊急対応助成事業のご案内
コロナ禍で事業の取り組みにお困りの組合様へ、中央会より研修会・講習会の開催又は感染防止・DX
対応設備導入に要した経費に対して３分の２（上限 10 万円）を助成致します。詳細につきましては同封
のパンフレットをご覧の上、HP より関係様式等をダウンロードいただき、郵送により申請してください。
なお、当事業の助成を受けるには事前の申請が必要となりますので、あらかじめご了
承ください。
【問合せ先】
愛知県中小企業団体中央会
電話番号：052-485-6811
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振興部

担当

榊原・中瀬

お申込みは
こちらから

内田俊宏の経済トレンド

中京大学 経済学部

客員教授

内田 俊宏

観光分野のリベンジ消費に期待大

インバウンドの段階的な受入再開

11

６月から外国人観光客の受け入れ再開に向けた動
きが出ている。これまで１日あたりの入国者数の上
限は１万人に設定されてきたが、６月から倍の２万
人に引き上げ、入国時の検査や待機も入国者の８割
で不要とする措置を取る。当面は、全面的な受け入
れ再開に向けた実証実験としての位置づけで、米豪
など感染拡大のリスクレベルの低い国や地域からの
小規模団体ツアー客に限定し、実証実験を経て、旅
行代理店向けのガイドライン作りに取り組むことに
なる。

観
･ 光競争力ランキングで日本が１位

130

日本が他の国や地域より競争力が高いと評価され
た項目としては、ホテルなどの観光客向けインフラ
や、観光資源の豊富さが挙げられている。道路や鉄
道などの交通インフラの整備状況でも前回より評価
を上げており、コロナ禍での旅行に対しても耐性が
高いと評価された可能性がありそうだ。
その一方で、改善の余地があるとされた項目のう
ち、価格競争力に関しては、今年に入ってから、欧
米の消費者物価上昇率に比べて日本国内の物価上昇
率が低く抑えられていることに加え、円安の進展に
よって主要通貨の日本国内での購買力が上昇したこ
とにより大幅に改善しているとみられる。 年の年
初に１ドル＝ 円台だったドル円相場は、足元で
円前後で推移しており、３割近くも下落しており、
価格競争力も高まっている。
21

観光関連消費は８月以降に本格回復へ

と な る 屋 内 展 示 施 設「 ジ ブ リ の 大 倉 庫 」
の入場料は、大人（中学生以上）で平日
２０００円、休日２５００円で、国内観
光客にもお値打ちな水準だが、円安の進
展でアジアなど外国人観光客にはさらに
割安となっている。
今秋と来秋にオープンが予定されるジ
ブリパーク開業に合わせて、名古屋市内
ではコロナ禍でも大きな計画変更がな
かったシティホテルが続々とオープンし
ている。通常、ホテル事業は計画から開
業まで短くても３年近くかかるため、今
年開業するホテルはコロナ前のビジネス
客やインバウンドを前提としながら、ジ
ブリパークの開業に合わせた計画といえ
る。コロナでスタート段階では計画に狂
いが生じているだろうが、夏場以降の巻
き返しに期待したい。
ジブリパークの年間来場者数は、初年
度で当初開業予定だった３エリアで 万
人が想定されていた。このうち、１つの
エリアが来年秋に延期されることになっ
たが、２エリアだけでも達成できる可能
性が高い数字とみている。足元の円安は、
米中央銀行であるＦＲＢ（米連邦制度準
備理事会）や欧州中央銀行のＥＣＢが年
内に複数回の利上げを予定していること
か ら、 さ ら に 円 安 が 進 む 可 能 性 が 高 い。
コロナ禍でも外国人の日本への渡航ニー
ズは高まっており、入国制限さえ緩和さ
れれば、インバウンドは確実に増加基調
となることが予想される。また、日本人
観光客も今年３月末で約 兆円とされる
強制貯蓄を背景にリベンジ消費への意欲
が旺盛とみられる。コロナ禍でダメージ
の大きかった宿泊・飲食サービスを中心
に夏以降の観光需要への期待は大きい。

1968 年青森県生まれ。91 年一橋大学経済学部卒業。02 年名古屋大学大学院経済学研究科博士前期課程修了。91 年野村證券。93 年東海総合研究所（現

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）。15 年４月中京大学経済学部客員教授、学校法人梅村学園評議員、19 年１月同理事。ニュース番組などの

コメンテーターを務めるほか、国土交通省中部地方整備局、愛知県、名古屋市、名古屋港管理組合などの委員も務める。専門はマクロ経済、地域経済。

Profile

102

訪日外国人観光客の受け入れは６月から段階的に
緩和され、本格的な再開は８月以降となる公算が高
い。インバウンドや国内観光客が急速に戻ることが
期待される秋には、愛知県が 億円をかけて公共事
業として整備したジブリパークの開業が 月に予定
されている。先行開業する２エリアのうち、メイン
340

旅行

こ う し た 中、 世 界 の 政 治 経 済 の リ ー ダ ー が 集 ま
るダボス会議の主催団体である世界経済フォーラ
ム（ＷＥＦ）が、２０２１年の国際的な旅行・観光
競争力ランキングを発表し、日本が初めて世界トッ
プとなったことが発表された。２位以下は米国、ス
ペイン、フランス、ドイツと米欧の観光立国が続い
ており、アジア太平洋地域では、オーストラリアが
７位、シンガポール９位、中国 位などとなってい
る。前回調査からは評価方法が一部変更されている
ものの、前回の２０１９年調査では日本は世界４位
であった。
12
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景況天気図
この情報は、中央会傘下の県下主要業界組合に配置した 112 名の情報連絡員から寄せられた各業界の
景況報告を集計したものです。情報連絡員は全国に約 3,000 名配置され、全国集計も行われています。

【2022 年 4 月分】
景況天気図（対前年同月比）
好 転
＋30≦DI

凡例

売 上 高

やや好転
＋10≦DI＜＋30

在庫数量

販売価格

変わらず
−10≦DI＜＋10

取引条件

収益状況

やや悪化
−30≦DI＜−10

資金繰り

操 業 度

悪 化
DI≦−30

雇用人員

景

況

製 造 業
非製造業
○●○●

愛知県の景況の推移（前年同月比）
DI 値：好転％から悪化％を引いた値

○●○●

全国の景況の推移（前年同月比）
DI 値：好転％から悪化％を引いた値
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業界レポート ●○●○

【製造業】
紙・紙加工品：新型コロナ規制がＧＷに発令されないとの見込
みから土産物、食品関係の引合いが増加した。また、人の動き
が活発になると見込まれ、ギフト関係を含め全般的に取引が増
えてきている。
印刷：印刷用紙の価格は３月から約 15% 上昇している。顧客に
価格転嫁を要求すると、先方も予算があるため、部数やページ
数を減らされ収益改善に繋がらない。
窯業・土石製品： 燃料、原材料等の高騰から会員各社では値上
げを行っているが、ウクライナ情勢の影響などから充分なもの
にはなっておらず、更なる値上げも必要となってきている。
【非製造業】
卸売業：原油価格高騰により電気、ガス、燃料代に値上げがあ
り業種問わず大変な状況。５月以降に商品に値上げ分が転嫁出
来ないと厳しい。
小売業：新型コロナウイルス感染者数が減ってきて若干客数が
戻ってきた。前年並みとなってきたが、なかなか新型コロナウ
イルス前には戻らない。
建設業：公共及び民間工事が殆どなく、稼働率は減少し、収益
は悪化。受け身で待つだけの土木建築業界は、貯めてきた利益
を吐き出す、つらい時期である。

業界レポート（全国）●○●○

【製造業】
紙・紙加工品（茨城県）：４月から仕入価格が上がり、客先に販
売価格の改定をお願いしているが、すぐには改定出来ておらず、
収益が悪くなっている。受注量は値上がり前の前倒し注文もあ
り、悪くはなかった。
印刷（東京都）
：新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が発
生している中で、設備の稼働率が下がっている事業者が出てい
る。仕事量は資材値上がり前の仮需要の動きもあり潤沢である。
窯業・土石製品（佐賀県）：４月の陶土共同販売高は対前年同月
比約 93％、対前月比約 92％で推移する見込み。少し動きが戻り
つつあった昨年４月と比較しても動きが鈍いように感じる。
【非製造業】
卸売業（岩手県）
：４月下旬からゴールデンウイークがはじまり、
コロナ禍の影響は見られるものの、徐々に市内の飲食店は人出
が戻ってきているようである。小売業（福井県）：原材料の値上
りで販売価格は上昇傾向にあるが、売上は前年比減少傾向が続
いている。客単価は概ね 100％を維持。電気料など経費負担の
増加から、収益への影響が懸念される。
建設業（三重県）：給湯器等は入手困難が続いており、トイレ関
連では便座の入手がまだまだ困難な状況である。また、手洗い
の自動水栓の入手も困難であり、使用中の故障の対応に苦慮し
ている。
（出典：全国中小企業団体中央会 HP より）

初めてのテレワーク

誰もが安心していきいきと働く。「仕事と生活が調和した社会」の実現の為に

第9回

テレワーク便利グッズ紹介

昨今の雇用情勢の変化を受け、時間や場所にとらわれず自分のライフスタイルに合わせて働くことができるとともに、新
型コロナウイルス感染防止策にもつながるテレワークという働き方が広がっています。今回は、テレワークをより快適に
行うための便利グッズについてご紹介します。
リングライト付き WEB カメラ

エルゴノミクスキーボード・トラックボールマウス

タブレットスタンド

ノートパソコンスタンド

レベルメーター

マルチホワイトボード

3 段階で明るさが調整可能なリングフィルラ
イトを備えたカメラで、時間や場所を選ばず、
WEB 会議やライブ配信をする際に常に明る
くきれいに撮影できます。

人間工学に基づいたパームレストやドーム型の
キーボードは手や手首を正しい位置に保ちやす
くし、
快適にタイピングできます。
トラックボー
ルも手首や肩が疲れにくく場所を取りません。

WEB 会議専用スタンド。自由に高さや角度
を調整でき、目線を合わせることができます。
視線を上げることでよりきれいで明るい角度
を保つことができます。

画面の高さを目の高さに上げ、背中と首を快
適な姿勢に保ちます。熱伝導合金と通気中空
のデザインで過熱を防ぎ、PC の熱対策もで
きます。

機器本体に内蔵したセンサーで会話音のボ
リュームを検知し、光や音で音量のレベルを
知らせる装置です。声のボリュームを意識し
ながら会話ができるようサポートします。

よくある

Q

A

天板がホワイトボード、内側が収納、上部に
タブレットを立てかけることができ、すっき
りとしたデスク周りで生産性を高めます。

Q．テレワークでは、部下のマネジメントがしにくいのではないですか？
A．実際にテレワークを導入した企業では、「離れて業務をしているので、適切なマネジメントやコミュニケーションに
対する意識が向上し、業務改善が行われた」という意見もあります。また、テレワーク実施者側でも、「上司に自分
の業務状況を伝えるため、普段以上に報告・連絡をするようになった」という意見もあります。物理的な距離があっ
ても、電話や労務管理ツールを利用することで十分なマネジメントは可能です。あわせて、テレワーク実施前に上司
と部下の間で、報告や連絡の仕方について話合っておくとよいでしょう。
参考：厚生労働省

テレワークコラム

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

在宅勤務中の健康管理について

テレワークが浸透するにつれて運動不足やコミュニケーション不足による弊害が指摘されるようになりました。
テレワークを有効な業務形態として確立するためには、企業による健康管理は非常に重要です。企業側で「健康への取り組みルール」
を策定したうえで、
「健康への取り組み活動」を業務のひとつとし、
評価にも加えることで健康管理への意識を高めることが期待できます。
自社に適した健康管理方法を検討し、従業員が元気に働き続けることができる企業を目指しましょう。

適切な運動習慣を確保するために

メンタル系疾患を回避するために

1．ヨガやストレッチの動画配信
1．厳格な勤務時間の管理
➡リ モート会議だけでなく、簡単にできるヨガやストレッチな ➡上 司から見えない、終電を気にしなくてよい等の環境から、
どの動画を 1 日数回定期的に配信します。ストレッチは血流
長時間労働につながる恐れがあり、心身の不調を引き起こす
を良くする効果がありますので、運動不足だけでなく新鮮な
原因となります。勤怠の管理は厳格に行う必要があります。
アイデアを発想するためにもきっと良い刺激となるでしょう。 2．1 日 1 回以上、ミーティングや報告会の機会を設ける
2．ジョギング、ウォーキングの奨励
➡業 務課題や悩みを共有することにより、孤独化を防ぐととも
➡テ レワーカーの運動不足は本人も実感しており、ウォーキン
に、ストレスの発散にもつながります。また、表情をみて話
グを行っている割合は 4 割に上ります。朝・夕各 20 分以上、
す事により、体調の変化にも気づきやすくなります。
自宅周辺の散歩が理想的です。外出して体を動かすことによ 3．ストレスチェックの実施と産業医・保健師への相談機会を設ける
り、リフレッシュにも繋がります。
➡ス トレスチェックの実施に加えて、従業員本人の自己申告を
通じて専門家へ相談しやすい環境を整備し、体調不良を未然
に防ぐことが大切です。

利用無料
サテライト
オフィス

〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 3-21-7 名古屋三交ビル２F
ツドイコ名駅東カンファレンスセンター内
TEL：052-581-0510
E-MAIL：aichi-telework@pasona.co.jp
URL：https : //www.aichi-telework.pref.aichi.jp
営業時間：9 : 00 ～ 17 : 00（土日祝日、年末年始 (12/29 ～ 1/3) を除く）

名古屋駅地下街経由徒歩７分！国際センター駅直結！
会社や自宅以外でテレワークをしたい、外出先の空き
時間で仕事をする場所を探しているなど、
「サテライト
オフィス」の 良 さ を 体 験 し て
みませんか♪

【施設概要】
■ 営業日時 月曜から金曜 9：00 ～ 18：00
■ 設備
Wi-Fi、ロッカー、複合機
■ 所在地
愛知県名古屋市中村区名駅 3-21-7
名古屋三交ビル 2F
ツドイコ名駅東カンファレンスセンター内
中央会あいち
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特集「改正電子帳簿保存法の概要と対策」
・税理士
公認会計士
健
渥美 吾の

改正電子帳簿保存法の概要と対策
第３回

清水英文税理士事務所
公認会計士・税理士・中小企業組合士
渥美 健吾

2022 年 1 月に改正電子帳簿保存法 ( 改正電帳法 ) が施行されて半年近くが経過しましたが、当事務所の顧問先でも改正
電帳法の話題が出ることが多くなってきました。今回も改正電帳法の概要を確認していきます。前回は全体的な保存要件
を見ていきましたが、今回は、国税関係帳簿の要件をより詳しく見ていきます。
● 国税関係帳簿の保存要件
要件

帳簿 ( 優良 )

帳簿 ( その他 )

税務署長の承認

〇

×

システム関連書類等の備付け

〇

〇

見読可能装置の備付け

〇

〇

訂正削除履歴の確保

〇

×

相互関連性の確保

〇

×

①主要な記録

〇

☆

②範囲指定

☆

☆

③２以上の項目の組み合わせ

☆

☆

☆

☆

検索機能の確保

電磁的記録の提出
〇：対応が必要

×：対応は不要

☆：どちらかを満たせばよい

まず、国税関係帳簿は大きく 2 種類に分かれます。一つが「優良な電子帳簿」です。これは改正前の保存要件を満たし
た電子帳簿で、これを適用するためには所轄税務署長の承認を得る必要があります。
もう一つが「その他の電子帳簿」です。これは優良な電子帳簿以外の電子帳簿で、所轄税務署長の承認が無いものは全て
こちらが適用されます。これらの電子帳簿は会社の規模や業種によって定められているものではなく、各社がどちらを適
用するか選択できます。
優良な電子帳簿は要件が厳しい代わりに特典が用意されています。修正申告した際に課税される過少申告加算税が 10%
から 5% に軽減されます。また、個人事業主の場合、青色申告特別控除 55 万円から 65 万円に増額されます (e-tax で申告
すれば 65 万円の特別控除が受けられるので、現状ではメリットとまでは言えないですが )。税務調査の際に何かしらの指
摘がなされるのがおよそ 8 割前後と言われているので、いざという時のために保険をかけておくかが優良な電子帳簿適用
の判断基準になります。
● 個別の要件について
上記の個別の要件の内、システム関連書類の備付け、見読可能装置の備付けについては前号の記事と同じのため割愛し
ます。また、相互関連性の確保と検索機能の確保については会計ソフトを使用している場合、システムで対応してくれる
のでこれらについても割愛します。本記事では訂正削除履歴の確保について解説します。
訂正削除履歴とは、訂正削除の日時、どの仕訳に対して行ったかの記録を指し、訂正削除前後の対象仕訳データ両方を保
存する必要があります。また、訂正削除の方法は、仕訳に直接行う方法と反対仕訳を起票する方法どちらも認められてい
ます。そして、一定期間経過後、訂正削除ができないようにする必要があります。
改正電帳法において、国税関係帳簿は「業務の処理に係る通常の期間」経過後に確認できる状態にしておくことが求め
られます。「業務の処理に係る通常の期間」とは、事務処理規定等で定められている処理期間で、最大で 2 ヶ月まで設定
できます。この期間経過後に仕訳を訂正削除する場合はその履歴を残す必要があります ( ただし、経過後 1 週間以内であ
れば履歴を残す必要はありません )。つまり、取引発生から 2 ヶ月以内に訂正削除を含めて仕訳データを確定させる必要
があります。この 2 ヶ月以内というのは、会計事務所に入力を依頼している場合も同様なので注意が必要です。
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Profile

1981 年安城市生まれ。大学卒業後、金融機関勤務を経て 2008 年公認会計士試験合格。大手監査法人にて主に大手自動車メーカー系の上場企業の
監査を担当した後、現事務所へ移籍。2013 年公認会計士・税理士登録。「会社とともに歩み、成長をサポートする」を理念に活動する。年に一度
の車でのジオパーク巡りをライフワークとする。一昨年は鳥取、昨年は室戸岬、今年は・・・？

中央会あいち
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インフォメーション
おしらせ
団吉くんまつりが開催されました！

第 38 回有松絞りまつりが開催されました！

５月 28 日、29 日の２日間、岡崎石工団地内に

６月４日、５日の２日間、有松旧東海道一円に

て団吉くんまつりが３年ぶりに開催されました。

て有松絞りまつりが３年ぶりに開催されました。

当イベントは、今年で 23 回目となるイベント

第 38 回となる今回は、『ARIMATSU BLUE 日本

で、恒例の「石の掘出し市」をはじめ、様々な体

遺産にあいにきて』をテーマに、日本遺産の構成

験イベント、人気のキッチンカーの出店に加え

要素である「絞り×祭り×まち並み」を活かした

て、今年はなにわの

参加型プログラムに

バトルエンターテイ

よる、有松地区のも

メント・大阪プロレ

のづくり文化を体感

スによるイベントも

できるイベントとな

あり、会場は大いに

り、会場は大いに賑

（岡崎石工団地協同組合）

賑わいました。

▲会場の様子

（有松絞商工協同組合）

わいました。

公正取引委員会との
意見交換会が行われました！

粉祭が開催されました！
（一宮せんい団地内）

６月５日、協同組合一宮繊維卸センターの事務
所がある一宮せんい団地内において、粉祭（こな

６月８日、中央会会議室にて公正取引委員会と
の意見交換会が執り行われました。

さい）が開催されました。

公正取引委員会からは青木委員、服部中部事

当イベントは、
今年で 11 回目となるイベントで、
「粉」に関連するメ

務所長 他２名が参加、中央会からは長谷川会長、
石川専務理事、佐々木会長付 他２名が参加し、

ニュー（パン、ピザ、

原油・原材料価格の

お好み焼き等）を取

高騰による中小企業

り扱うキッチンカー

の価格転嫁の現状や

などの出店があり、

公正取引委員会の取

会場は多数の来場者

り組み等について懇

で賑わいました。

予告

▲会場の様子

▲会場の様子

談しました。

▲意見交換会の様子

第 67 回おりもの感謝祭一宮七夕まつり開催！！！
（一宮七夕装飾協同組合）

昨年は飾り付けやオンラインイベントのみの開催だった一宮七夕まつりですが、今年は主要会場に展示
される飾り付けが増えるだけでなく、３年ぶりに歩行者天国や盆踊り、露店など各種集客イベントが復活
します。皆様もぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
なお、新型コロナウイルスの感染状況により、直前あるいは開催中でも中止する場合があります。詳細
はホームページにてご確認ください。
日時：７月 28 日（木）～７月 31 日（日）午前 11 時～午後８時
会場：本町商店街を中心に一宮駅周辺

中央会あいち
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名古屋支店・熱田支店
豊

橋

支

店

〒460-0003 名古屋市中区錦3-23-18
〒440-0897 豊橋市松葉町3-71-2

TEL 052-951-7581

TEL 0532-52-0221

ん？

保険を通じて、企業の挑戦を支えるために
さまざまなリスクに対応できる商品・サービスを展開しています。
そこに、いつも。

※広告内容に関する責任は、広告主に帰属します。
※2022 年度に発行する「中央会あいち」に掲載する広告を募集しています。
お問合せ：情報調査部 TEL : 052−485−6811

発行 愛知県中小企業団体中央会 〒４５０−０００２
名古屋市中村区名駅４−４−３８
（愛知県産業労働センター）
☎ ０５２−４８５−６８１１㈹ FAX ０５２−４８５−９１９９
中央会あいち 毎月２０日発行
令和４年６月２０日発行
Ｅ-ｍａｉ
ｌ：ｋｉｋａｎｓｈｉ＠ａｉｗｅｂｏ
. ｒｊ
.ｐ

印刷所 興 栄 印 刷 株 式 会 社
定 価 １部３００円（年間３，
６００円但し会員に
ついては賦課金に含めて徴収）

