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今使用している請求書とは何が違うの？
免税事業者は発行できません。
　インボイス制度は、正式名称「適格請求書等保存方式」といい、税務署に登録済みの課税事業
者のみが発行できる、登録番号の記載された請求書や領収書のことです。現在使用されている
請求書との大きな違いは、①免税事業者が発行できないこと、②登録番号を入れること、③7年
間の保存義務が発生すること、④受け取った側は修正や追記ができないことです。

免税事業者ですが、インボイスの発行や事業者登録は必要？
顧客や取引先によって対応が分かれます。
取引先（販売先）が免税事業者、簡易課税事業者、消費者の場合は、インボイスの発行を求めら
れない可能性が高いでしょう。本則課税の事業者との取引については、課税事業者からの仕入
れのみ控除できる制度のため、課税事業者になるよう求められる可能性があります。
インボイスを発行するには？
課税事業者としての登録が必要です。
インボイスを発行できるのは、税務署に登録した課税事業者のみとなります。免税事業者につい
ては、インボイス制度導入後は、インボイスを発行することはできませんので、ご注意ください。
また、適格請求書発行事業者登録をした場合、売り上げが1,000万円以下となった場合でも消
費税の支払いが必要となります。

商工会活用術
経営強化に向けて、商工会はさまざまな支援をしています。具体的にどのように相談したら
よいのか紹介していきます。

2023年10月から始まる「インボイス制度」をご存知ですか？
請求書が大きく変わる制度で、令和3年10月から登録申請が始まっています。税 制
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　商工会では、国や地方自治体による補助金や助成金の情報提供や申請のサポートを行っています。
県や市町村独自の制度もありますので、お気軽に商工会にご相談ください。

あの店・この店・あの企業あの店・この店・あの企業あの店・この店・あの企業
商工会の新規会員をご紹介します

便利やけん便利やけん

カフェ メモリーカフェ メモリー

真幸架堂真幸架堂
「ささいなことでもご相談ください」

代　表：瀬尾　　隆
所在地：〒769-2713　東かがわ市与田山119-1
T E L：0879-49-3138　F A X：0879-49-3139
M A I L：benriyaken119seo@gmail.com

代　表：松井　春馬
所在地：東かがわ市湊1827-7
T E L：0879-25-3325
営業時間：9：00～17：00
定休日：毎週日曜日

　お家、店舗の内、外装の修繕、リフォーム、
家具の移動まで各種不用品処分、遺品回
収、空家の管理、各種の代行業務など

「落ち着けるボックス席のある喫茶店」
　創業40年。昭和レトロな喫茶店です。御食事メニューも充実。
手作りハンバーグ、牛スジ肉カレーなどが人気です。ご来店お待
ちしております。

「困難な道を歩きやすく進む為に」
　相談者様は経営者様が多く、また特殊な案件も対応するコン
サルティング業でございます。西日本の方は、弊社までお越しな
り、東日本の方は、お伺いするかオンラインでも対応しております。
詳細などはHPをご確認ください。

商工会に加入すると！

お問い合わせは、東かがわ市商工会まで
（東かがわ市湊1810-1 TEL：25-3200）

会員募集中
●各種補助金（国・県）、助成金の紹介・申請書類の作成支援から採択後の
実績報告までをフォローします。（事業計画の策定を含む）

●創業支援、事業承継に伴う各種補助金や融資などにおける事業計画策
定の支援を行います。また、設備投資による生産性向上による各種優
遇制度を受けるための支援を行います。

●日本政策金融公庫の無担保・無保証人の融資制度を利用できます。（条件有）
●経営上の難しい問題に対しては、専門家による相談を無料で受けられます。
●労働保険（雇用保険・労災保険）の事務代行を行います。
　•労働保険料を年3回に分割納付できます。
　•通常加入できない事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。
●個人の所得税や青色申告制度の相談、記帳・申告支援を受けることができます。
　他にも経営に関する相談・支援があります。

代　表：松下　友美
T E L：090-4784-0668
営業時間：10：00～20：00
定休日：年中無休
H P：https://shinkoukado.com/

D&L(dynamic&laugh)D&L(dynamic&laugh)
「つながる。」のその先へ

　無添加お菓子にこだわって、手作りおやつを製造販売してお
ります。ネット通販のみで全国的に人気が出てきており、大変好
評です。まだ商品数が少ないので今後は増やして行きたいと思
います。

代　表：丸山　加代
所在地：東かがわ市引田511-5
T E L：090-7144-8198
営業時間：ネット販売のみ
定休日：不定休

ティーズラボティーズラボ
「ホームページや広告宣伝はお任せください！」
　パソコンやWEBの悩み、飲食店の集客が思うようにいかない
等ございましたら 「ティーズラボに聞いたらなんでも解決してくれ
る」そう思っていただけるサービスの提供をお約束致します。

代　表：福光　智宏
所在地：東かがわ市白鳥2355-2
T E L：070-4465-0240
H 　 P：https://tslabokagawa.com/

DEMIND MEDIA WORKSDEMIND MEDIA WORKS

代　表：今出　和男
所在地：東かがわ市三本松295-2
T E L：0879-49-3160
H 　 P：https://demind.co.jp

「動画制作/編集/企画」
　「2020年創業、動画制作/PR業務を
得意とする会社です。令和時代のトレンド
にマッチした現在進行形の動画制作は
様々な製品やサービスの「PR業務/情報
発信」を強力にサポートします。

Tickled PinkTickled Pink

代　表：松井　さやか
所在地：東かがわ市三本松1729-1
T E L：070-7584-3877
営業時間：8：30～18：00
定休日：不定休
H 　 P：https://tickled-pink.jimdosite.com

　９月３日OPEN。美容室です。お一人
お一人に寄り添い、大切に、心を込めて
カウンセリングから仕上げまで担当致
します。初回２０％OFF!
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事業者向け支援メニュー、続 ！々
事業拡大・ライフステージに沿った支援を拡充しました

事業者向け支援メニュー、続 ！々
事業拡大・ライフステージに沿った支援を拡充しました
東かがわ市の令和４年度における事業者の事業拡大・新事業展開のための補助金、従業員の
ライフステージ（就職・育児休業）に併せて活用できる支援事業をお知らせします。

※各事業の詳細は、東かがわ市HPをご参照ください。

新 規 東かがわ市未来創生就業定住促進事業助成金（申請：受付中）東かがわ市未来創生就業定住促進事業助成金（申請：受付中）

継 続 東かがわ市事業強靭化補助金（申請：受付中～令和４年12月28日）東かがわ市事業強靭化補助金（申請：受付中～令和４年12月28日）

　男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度（出生時育児休業制度） の創設や雇用環境
整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。　
※全業種の全企業が対象です。（中小企業の特例はありません）

産後パパ育休（出生時育児休業）の創設
育児休業の分割取得

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定
で定めている場合は、1か月前までとすることができます。

※2 具体的な手続の流れは以下①～④のとおりです。
　　①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
　　②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示（候補日等がない場合はその旨）
　　③労働者が同意
　　④事業主が通知
　　なお、就業可能日等には上限があります。
　　●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
　　●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
※3 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業
　　の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業
　　を取得できます。

産後パパ育休（R4.10.1～）
育休とは別に取得可能

子の出生後8週間以内に4週間まで
取得可能

原則休業の2週間前まで※1

分割して2回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要）

労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲※2 で休業中に
就業することが可能

対象期間
取得可能日数

申出期限

分割取得

休業中の就業

1歳以降の延長

1歳以降の再取得

育児休業制度
（R4.10.1～）

原則子が1歳
（最長2歳）まで

分割して2回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

特別な事情がある場合に
限り再取得可能※3

原則就業不可

育休開始日に柔軟化

原則1か月前まで

育児休業制度
（～R4.9.30）

原則子が1歳
（最長2歳）まで

原則１か月前まで

原則分割不可

原則就業不可

育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定

再取得不可

●概要　東かがわ市の未来を創る世代の就業及び定住を促進するため、就労初期の経済的負担を軽減する
　　　　就労奨励金・奨学金償還支援を行います。
●就労奨励　　　　一律 50,000円
●奨学金償還支援　総額 360,000円（上限）　月額 10,000円（上限）×36カ月分
●対象者　1. 新規就業者（正規常用雇用者）又は新規創業者
　　　　　※令和3年度以降に高校・大学等を卒業し、卒業後3年以内に就職、又は創業した者
　　　　　2. 就業した日に東かがわ市の住民基本台帳に記載されている者
　　　　　3. 30歳未満である者（毎年度4月1日を基準日として、29歳以下の者）他
※就業先・創業先は市内、市外は問いません。
今年度からの制度で4/1に就職・創業した方は早ければ10/1から申請できます。

●概要　令和３年度に引き続き、市内事業者等の経営の革新及び経営基盤の強化を図るため、自社製品等の
　　　　販路開拓・販売促進、異業種への新分野・新事業に取り組む事業者を応援します。
●補助金額 　　上限70万円（補助率 2/3）
●補助対象事業　1. 展示会等出展経費　参加費、展示装飾費 など
　　　　　　　　2. 販路開拓活動経費　広告宣伝費、旅費 など
　　　　　　　　3. 販売促進活動経費　広告宣伝費、旅費、知的財産取得費 など
　　　　　　　　4. 新分野・新事業展開経費　広告宣伝費、設備導入費 など

継 続 東かがわ市育児休業取得促進事業補助金（令和３年度から継続）東かがわ市育児休業取得促進事業補助金（令和３年度から継続）

●概要　育児休業期間中に給付される育児休業給付金に上乗せして賃金等を支給する
　　　　市内事業者に対し、当該賃金等に要する経費について助成します。

解体工事・古紙・鉄
　廃棄物リサイクルの

育児・介護休業法が改正されました　令和４年10月1日施行分

子供車・電動自転車フェア開催中
屋根工事、トタン工事 お任せください。

どんな雨もりにも対応します。

引田　TEL 0879-33-5375引田　TEL 0879-33-5375
㈱新崎フォーム㈱新崎フォーム
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事業拡大・ライフステージに沿った支援を拡充しました
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東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書東かがわ市商工会地区 中小企業景況調査報告書
東かがわ市商工会東かがわ市の皆さんへ

　この調査は、東かがわ市商工会地区内の経済動向等について、四半期ごとに変化の実態等諸事情を的確に収
集・提供して、経営改善普及事業を効果的に実施するために行っているものです。
　DIとは、各調査項目について≪増加・上昇・好転≫の割合から≪減少・低下・悪化≫の割合を差し引いた値で
≪景気動向指数≫を表しています。

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「大きく悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「大きく悪
化」、サービス業は「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「大きく悪
化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

令和4年度　第2回（R4年7月～9月）

※記号とDI値の関係は次のとおり

調査対象地区：東かがわ市商工会地区
対象企業数：100社（製造業50社、建設業10社、小売業20社、サービス業20社）

◆「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
・令和4年１0月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の
　事業の率が適用されます。

東かがわ地域交通安全活動推進委員協議会
東かがわ警察署

＜令和4年10月1日～令和5年3月31日の雇用保険料率＞

負担者

事業の種類

一般の事業

農林水産・
清酒製造の事業※

①
労働者負担

5/1,000

6/1,000

6/1,000

8.5/1,000

9.5/1,000

10.5/1,000

5/1,000

6/1,000

6/1,000

3.5/1,000

3.5/1,000

4.5/1,000

13.5/1,000

15.5/1,000

16.5/1,000

②
事業主負担

①＋②
雇用保険料率

（失業等給付・
育児休業給付の
保険料率のみ）

失業等給付・
育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業の
保険料率

建設の事業

（赤字は変更部分）

●相続税のことを知りたい
●財産をスムーズに分けるにはどうしたらいい？
●そろそろ相続税対策を考えたい
●その他いろいろな税金についても相談した

※地元の商工会会員（顧問）税理士が、ボランティアで親身に相談いたします。（秘密厳守）
　お気軽にご利用ください！！

相談日　休日窓口開庁（サンデーサービス）日＝（通常）第２・４日曜
時間等　10:00～12:00（一人1時間程度）
場　所　東かがわ市役所１F

無料相談

東かがわ市商工会地区の業種毎の主要項目のあらまし

業　　　　　況

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は
「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「悪化」、小売業は「悪
化」、サービス業は「悪化」を予測している。

売上額（完成工事額）

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「大きく悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「大きく悪化」、
サービス業は「大きく悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「大きく悪化」、建設
業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は「大きく悪化」を予測している。

採　　　　　算

　今期の実績は、前年同期に比べて製造業は「悪化」、建設業は「大きく悪化」、小売業は「悪化」、サービス業は
「悪化」としている。また来期の見通しは、前年同期に比べて製造業は「大きく悪化」、建設業は「悪化」、小売業
は「悪化」、サービス業は「悪化」を予測している。

資　金　繰　り

項　目　＼　業　種

業　　況

売上額（完成工事額）

採　　算

資金繰り

業　　況

売上額（完成工事額）

採　　算

資金繰り

△38

△21

△36

△29

△36

△29

△36

△31

△33

△28

△39

△22

△17

△22

△22

△17

△41

△24

△41

△24

△29

△24

△35

△24

△63

△50

△75

△63

△38

△25

△38

△25

今
期
の
実
績

来
期
の
見
通
し

製　造　業 建　設　業 小　売　業 サービス業

快晴 晴 薄曇 曇 雨

30.1～ 10.1～30.0 10.0～△10.0 △10.1～△30.0 △30.1～

東かがわ相続無料相談室東かがわ相続無料相談室

令和４年度雇用保険料率のご案内

自転車に乗るときも
　　　　　ヘルメットをかぶろう
自転車に乗るときも
　　　　　ヘルメットをかぶろう

お気軽にご相談ください！！（匿名OK）

　令和5年4月までに、全ての自転車利用者に対する自転車ヘルメットの
着用が努力義務となります。
　自転車の安全利用のために、ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法の改正
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対象企業数：100社（製造業50社、建設業10社、小売業20社、サービス業20社）
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・令和4年１0月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の
　事業の率が適用されます。
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製　造　業 建　設　業 小　売　業 サービス業

快晴 晴 薄曇 曇 雨

30.1～ 10.1～30.0 10.0～△10.0 △10.1～△30.0 △30.1～

東かがわ相続無料相談室東かがわ相続無料相談室

令和４年度雇用保険料率のご案内

自転車に乗るときも
　　　　　ヘルメットをかぶろう
自転車に乗るときも
　　　　　ヘルメットをかぶろう

お気軽にご相談ください！！（匿名OK）

　令和5年4月までに、全ての自転車利用者に対する自転車ヘルメットの
着用が努力義務となります。
　自転車の安全利用のために、ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法の改正
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　東かがわ市商工会では、後継者不足などで事業存続に悩みを抱える事業者の方々へ、専門の職員が問
題解決に向けたアドバイスやマッチング支援などを行うほか、外部専門家（会計士、税理士、弁護士等）
の無料相談支援を行っています。気軽に下記連絡先までご連絡下さい。（たとえば、廃業予定個人事業所
と創業希望者とのマッチング。）

東かがわ市商工会から

東かがわ市商工会
香川県東かがわ市湊1810-1

TEL 0879-25-3200　FAX 0879-25-9190
E-mail：higashikagawa@shokokai-kagawa.or.jp

連絡先

事業引継ぎ支援のお知らせ

【
編
集
発
行　

東
か
が
わ
市
商
工
会　

住
所　

東
か
が
わ
市
湊
一
八
一
〇
ー
一　
　

2
5
ー
3
2
0
0
】

TEL

090-5270-6677090-5270-6677電話番号が
変わりました

冷え症、便秘、肩こり、腰痛、生理痛
産後の引き締め、不妊症、むくみ
不眠症、ダイエット、デトックス

免疫力を上げる！

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。
ご融資額　お子さま１人あたり350万円以内
金　　利 年1.80％　固定金利
　　　　　　※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）以内の方」
　　　　　　　または「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得356万円）以内の方」は年1.40％
　　　　　　　（令和4年10月3日現在）
ご返済期間 15年以内
　　　　　　※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）以内の方」
　　　　　　　または「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得356万円）以内の方」は18年以内
お使いみち　入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
ご返済方法　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
保　　　証　（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

詳しくは、HP（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター
（0570-008656（ナビダイヤル）または（03）5321-8656）までお問い合わせください。

耳つぼダイエット＆よもぎ蒸し耳つぼダイエット＆よもぎ蒸し

りりあんりりあんスリムサポートスリムサポート
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