
商工神奈川9月号.indd   1 2021/09/09   11:13:29



2 商工神奈川　2021年9月号

巻　頭

神奈川県支援施策のご案内神奈川県支援施策のご案内
神奈川県中小企業等支援給付金神奈川県中小企業等支援給付金神奈川県中小企業等支援給付金

申 請 方 法

3か月分まとめての申請を推奨します。1か
月分ずつ分けて申請いただくことも可能です
が、その場合、申請の都度、必要書類一式の提
出が必要になります。

　2021年４月から６月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重点支援措置に伴う飲食店への
休業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が減少した酒類販売事業者以外の県内の事業者
等の皆様に対し、国の月次支援金に対して、県独自の給付金額を加算して支援を行います。

電子申請又は郵送による申請を受け付けています。電子申請の場合、申請から給付までの時間が短く、マイペー

ジから審査状況を確認できるため、便利です。 電子申請がオススメです！

申請受付期間

【電子申請】

令和３年７月21日（水）～10月31日（日）

【郵送による申請】

令和３年７月1日（木）～10月31日（日）　※当日消印有効、締切厳守

申請受付期間を超えた場合は受付できませんので、予めご承知おきください。

給　付　額

中小法人等　５万円/月（定額）
…中小法人等とは、資本金の額若しくは出資の総額が10億円未満、又は資本金の額若しくは出資の総額が
定められていない場合は常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人をいいます。

個人事業者等　2.5万円/月（定額）
…個人事業者等には、個人で開業し主たる収入を事業所得で確定申告した個人事業者のほか、フリーラン
ス又は主たる収入を雑所得若しくは給与所得で確定申告した方を含みます。

対　象　者

１．国の月次支援金の支払いをうけていること。
２．地方公共団体による対象月における休業又は営業時間短縮の要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象をなっている者でないこと。

３．他の地方自治体による月次支援金に準じた給付金又は県の大規模施設等に対する協力金若しくは他都道府
県の同種の支援金の支払いを受けておらず、今後も受給する意志がないこと。

４．県内に本社や主たる事務所を有し、事業を行う中小法人等又は県内で主たる事業活動を行う個人事業者等
であること（酒類販売事業者等を除く）。

５．給付金の給付を受けた後にも事業の継続及び立て直しをする意思があり、事業継続及び立て直しのための
取り組みを対象月以降に継続的に行う意思があること。

神奈川県中小企業等支援給付金 検索

制度の詳細については
ホームページにてご確認ください
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3商工神奈川　2021年9月号

2019年又は2020年の基準月（４・５・６月）の売上－（2021年の対象月の売上＋国

の月次支援金の給付額）

2019年又は2020年における対象月と同じ月

2021年４月から６月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が実施さ

れた月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が

30％以上減少した2021年の月

中小法人等
（中小法人等の定義は「神奈川県中小企業等支援給付金」と同様です）

【売上減少率30％以上70％未満】　20万円/月

【売上減少率70％以上】　40万円/月

個人事業主等
（個人事業主等の定義は「神奈川県中小企業等支援給付金」と同様です）

【売上減少率30％以上70％未満】　10万円/月

【売上減少率70％以上】　20万円/月

給　付　額

給付上限額

基　準　月

対　象　月

申請受付期間

給付額等

【電子申請・郵送による申請ともに】

令和３年７月1日（木）～10月31日（日）　※当日消印有効、締切厳守

申請受付期間を超えた場合は受付できませんので、予めご承知おきください。

※本給付金は、申請内容を電子申請で事前登録いただくと、申請がスムーズに進みます。

対　象　者

酒類販売免許または酒類製造免許を取得し、県内に本社若しくは主たる事務所を有する中小法人等又は県内で
事業活動を行う個人事業主等であることが要件です。対象者の詳細はホームページにてご確認ください。

【両給付金についてのお問合せ先】
　支援給付金コールセンター
　TEL：045-900-5907
　〈受付時間〉月～金（祝日除く）9時～17時酒類販売事業者支援給付金 検索

制度の詳細については
ホームページにてご確認ください

酒類販売事業者支援給付金酒類販売事業者支援給付金酒類販売事業者支援給付金

申 請 方 法

　2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言及びまん延防止等重点支援措置に伴う飲食店への休
業・時短要請又は外出自粛等の影響を受け、売上が大きく減少している県内酒類販売事業者等を特
に支援するため、国の月次支援金に対して、給付金額を加算するとともに、支給対象を拡大して県
独自に給付します。

電子申請又は郵送による申請を受け付けています。
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4 商工神奈川　2021年9月号

個人事業者の方はスマートフォンからでも申請できます。

登録申請は、e-Taxをご利用いただくと
手続きがスムーズです。

制度導入までのスケジュール制度導入までのスケジュール

から
消費税インボイス制度
令和3年10月1日から
消費税インボイス制度
登録申請書受付開始！

令和5年10月1日から
「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。
適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付
することができます。

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の

提出が必要です。登録申請書提出後、税務署から登録番号等の通知が行われます。

※登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T+法人番号」、それ以外の事業者の方はＴ+13桁の数字
（新たな固有の番号）」が登録番号となります。

登録申請書は、令和３年
10月１日から提出が可能
です。

令和5年10月1日から登録を受けるため
には、原則として、令和5年3月31日まで
に登録申請書を登録する必要があります。

登録申請書の
受付開始

インボイス
制度の導入

令和3年10月1日 令和5年3月31日 令和5年10月1日
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5商工神奈川　2021年9月号

インボイスって何？？インボイスって何？？

「インボイス制度」とは？？「インボイス制度」とは？？

e-Taxに関する情報e-Taxに関する情報 インボイス制度に関するお問合せ先インボイス制度に関するお問合せ先

現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

区分記載請求書（現行） ～令和5年9月

【記載事項】
①請求書発行事業者の氏
名又は名称

②取引年月日

③取引の内容

④税率ごとに区分して合
計した対価の額

⑤書類の交付を受ける事
業者の氏名又は名称

インボイス 令和5年10月～

【記載事項】
区分記載請求書に以下の
事項が追加されたもの

①登録番号（課税事業者の
み登録可）

②適用税率
③税率ごとに区分した消
費税額等

電子データ
（電子インボイス）
でもOK！

電子データ
（電子インボイス）
でもOK！

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の

記載が追加されたものをいいます。

●売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しな

ければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

●買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登

録事業者から交付を受けたインボイス※の保存が必要となります。

※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記
載された取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることも
できます。

e-Taxに関する詳しい情報は、

e-Taxホームぺージ
（https://www.e-tax.nta.go.jp）

をご覧ください。

利用開始の手続き、推奨環境及び

よくある質問（Ｑ＆Ａ）等を

お知らせしています。

インボイス制度に関する一般的なご相談先は

専用ダイアルで受け付けております。

ＴＥＬ：0120-205-553（無料）

【受付時間】9:00～17:00（土日祝除く）

制度に関して詳しく知りたい方は

国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の

特設サイトをご覧ください。
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中央会トピックス中央中央中央中央中央会トピックス会 ス会 ス会トピックス会ト ックス中央会トピックス

①記念講演会　10:30～12:00
開 催 日 時 令和3年11月25日（木） ②全 国 大 会　14:00～16:30

開 催 場 所 ①パシフィコ横浜会議センター5階　501・502会議室 （定員：300名）
②パシフィコ横浜 国立大ホール
（横浜市西区みなとみらい1－1－1）
※みなとみらい線　みなとみらい駅から徒歩5分
　 JR京浜東北線・横浜市営地下鉄　桜木町駅より徒歩12分

参　加　費　①無料　　②１名 6,000円

講演会内容　・「2050年カーボンニュートラルの実現に向けて
　＝ SDGs・脱炭素社会への取組と中小企業」
小泉進次郎 氏 （環境大臣 気候変動担当、内閣府特命担当大臣（原子力防災））

・組合事例発表
①橋本商店街協同組合
②神奈川県室内装飾事業協同組合

主　　　催　全国大会：全国中小企業団体中央会/神奈川県中小企業団体中央会
記念講演会：神奈川県中小企業団体中央会

※新型コロナウイルス感染症の影響により開催内容が変更となる可能性があります

　本年で第73回を迎える中小企業団体全国大会が横浜みなとみらいで開催されます！本県での全国大会開催は
27年ぶりとなっており、新型コロナウイルス感染対策を万全に行い、神奈川県らしいおもてなしで皆様をお迎
えしたいと考えています。
　また、同日の大会に先立ち、小泉進次郎 氏（環境大臣 気候変動担当、内閣府特命担当大臣（原子力防災））を迎
えて記念講演会を開催し、併せて SDGs に積極的に取り組み、活性化に繋げている組合の事例発表を行います。
コロナ禍の状況ではございますが、本大会を全国の中小企業団体の代表者の参加のもとに盛大に開催するために
は、会員皆様方のご支援とご協力が是非とも必要です。詳しい申込方法等は組合事務局様に別途送付させていた
だいた開催案内・申込書をご確認ください。

本会　業務推進部　近藤・菅野
TEL：045-633-5131
FAX：045-633-5139
E-mail：info@chuokai-kanagawa.or.jp

お問合せはコチラ

第73回 中小企業団体全国大会
神奈川大会・記念講演会 開催のご案内
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本年度の中小企業組合検定試験の詳細が決定いたしましたので、お知らせいたします。
試験に関するお申込み、お問合せは下記お問合せ先までお願いいたします。

中小企業組合士制度とは？？
　中小企業組合の事務局で働いている役職員の方が職務を遂行する上で必要な知識に関する試験を行い、試
験合格者の中から一定の実務経験を持つ方に、中小企業組合士の称号を与える制度です。今、中小企業組合
には、ガバナンスの充実が求められており、広く社会の信頼を高め、社会的責任を果たすには、 組合運営の
経験と専門知識を備えた人材が必要です。現在、全国で約3,200名の方が中小企業組合士に登録されてお
り、組合はもちろん中小企業団体中央会、商工中金等それぞれの分野で活躍しています。是非、この機会に
チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

試　験　日 令和3年12月5日（日）
願書受付期間　令和3年9月1日（水）～10月15日（金）
試 験 科 目　組合会計、組合制度、組合運営
受　験　料　6,600円

（一部科目免除者は5,500円、二部科目免除者は4,400円）
試　験　地　札幌、青森、仙台、秋田、郡山、東京、長野、静岡、名古屋、大阪、松江、岡

山、広島、山口、高松、福岡、大分、鹿児島、那覇

■お問合せ先　本会 活性化支援部  TEL:045-633-5133

次の文章について、正しい場合には〇印を、誤っている場合には×印をつけなさい。問題にチャレンジ！

Ｑ．脱退した組合員の持分は、脱退した時点の組合
財産によって決まる。

A．正解：×
　脱退した組合員の持分は、脱退した事業年
度末の組合財産によって決まる。

「ウノとパンチの今日もどこかでDYNAMITE!!」とコラボした動画
タレントのウノ山本さんとパンチ佐藤さんが企業や商店街を訪
問して紹介する動画です。

「湯河原観光PR動画」
日本在住の台湾人youtuberの阿倫氏とコラボし、湯河原温泉の魅
力を台湾の方に向けて発信する観光PR動画です。

※会員様限定動画をご覧いただくにはパスワードが必要となりま
す。本会の会員様のみパスワードをお伝えしていますので、パス
ワードを知りたい方はお問合せ先までご連絡ください。

中央会 動画配信サービスのご案内中央会 動画配信サービスのご案内中央会 動画配信サービスのご案内
　本会では、令和２年度から動画配信を活用した情報発信に取り組んでいます。ホームページ上に新たに専用ペー
ジを作成し、組合や組合員企業を紹介させていただく動画や経営や労務、販促について専門家がテーマ別に詳し
く解説する会員様限定動画等、様々なコンテンツをご用意しております。15 分程度のコンパクトな動画になっ
ておりますので、スキマ時間にもご覧いただきやすい構成になっております。

フ
リ
ー
公
開
動
画

各種セミナー動画
「ウィズコロナ時代における企業経営」
「オンラインを活用した販路・営業方法」
「中堅・中小企業に求められる脱炭素経営」
「職場におけるハラスメント防止」
配信用に新たに収録したセミナー動画を
ご覧いただけます！

会
員
様
限
定
動
画

本会ホームページのトップ画面にある「本会作成動画はこちら」を
クリックすると専用ページに移ります。

【動画配信サービスに関するお問合せ先】
本会　活性化支援部  TEL：045-633-5133

例えば・・・こんな動画を配信しています

中小企業組合検定試験のご案内
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オリンピック開幕前夜に光り輝く人々の想いを乗せた竹あかり

湘南電設業協同組合 青年部
　本機関誌令和2年9月号（第753号）でご紹介した、竹あかり演出制作会社
「CHIKAKEN」が主催する「みんなの想火」プロジェクトが今年も開催されました。今
年で２回目の開催となるこのイベントは、全国の都道府県及びブラジル、カンボジア、
中国等の世界6カ国の賛同者が地元で竹あかりを製作・設置し、オリンピック開幕前
夜の令和3年7月22日に一斉点灯を行うものです。神奈川県からは湘南電設業協同組
合 青年部がイベントに賛同し、湘南ベルマーレひらつかビーチパークにて竹あかり
の点灯を行いました。昨年に引き続き、実行委員長として活動されていた株式会社金
子電機空調（平塚市）の金子 誠 氏にこの取り組みについて取材させていただきました。

事業者の声
「地道に継続してきた活動が今年花開いた。

これからも竹あかりを通じて業界や組合、地域を明るく照らしていきたい！」
　「昨年を思い返すと、まさか今回ここまで学校や団体、協賛者の協力と支援を受けて、『みんなの想火』を盛大に開催できるとは思
わなかったです。最近は組合内でも新しく『バンブーアート委員会』が立ち上がり、組合全体で竹あかりを活用した地域貢献と業界
PRをする青年部の活動を後押ししてくれており、青年部自体も結束力が高まってきています。思い起こせば３年前に「CHIKAKEN」
から竹あかりの製作技術を学び、地道に活動を続けてきたことが今年になってようやく花開いたと感じています。青年部を取り巻
く組合関係者や学校、団体、協賛者には感謝しかありません。ありがたいことに最近は市内の学校を中心に竹あかりの相談を先方
からいただくことが多いので、若年層に七夕の街である平塚の魅力と電気工事業の魅力を PRしていくつもりです。学生たちに竹
あかり製作のワークショップを行う際も、できれば竹の中に LEDや圧着端子を取り付ける体験をしてもらって、少しでも電気工事
士という仕事を身近に感じてもらえるように工夫していければと考えています。コロナ禍でなかなか先が見えない現状ですが、今
後も竹あかりを通じて組合や業界、地域を明るく照らしていくつもりです。」

今年は一味違う !? 様々な人の想いを乗せて実現した「みんなの想火2021」プロジェクト
　今年は青年部が製作した竹あかりだけでなく、平塚市立旭陵中学校、神奈川県立川崎工科高校、ノンブランド小田原（小田原地
域の活性化を図る学生団体）の学生たちが製作した竹あかりも会場に設置され、大きな反響を呼びました。昨年、「みんなの想火
2020」プロジェクトに青年部が参加し、メディアやSNSを通じて竹あかりが話題となったことをきっかけに、竹あかりに関心を持っ
た学校や団体と青年部が交流を持ち、ワークショップ等を経て学生たち自らが製作を行いました。学生たちは炎天下の中、事前の
設営をサポートする他、イベント当日も自身が製作した竹あかりの点灯を一目見ようと会場まで駆け付ける等、熱意に溢れ、感激
した様子で写真にその様子を収めていました。昨年組合で掲げた「竹あかりを通じて地域を盛り上げ、若年層にも電気工事業の PR
をしていく」という目標に今回で大きく近づくことができたのではないでしょうか。　　
　また、例年では湘南ひらつか七夕まつりで使用された竹を利活用していましたが、今年も開催が中止となったため、原材料とな
る孟宗（もうそう）竹の調達が困難な状況下ではありましたが、青年部内のネットワークを通じて市外から孟宗竹を入手し、自社業
務終了後や休日にもメンバーが集まって精力的に製作作業を進めていったことで、無事に当日を迎えることができました。さらに、
開催にあたって会場となるビーチパークの使用許可や利用時間の特別延長、必要資材となる LEDの無償提供や資金面でのバック
アップ等を協賛者から受けることができ、様々な人の協力や支援を受け、その想いを乗せて実現した、まさにプロジェクト名の通
りの「みんなの想火」となりました。

【記事内に関するお問合せ先】

湘南電設業協同組合 事務局
（神奈川県平塚市東真土２-20-31）
TEL：0463-55-5990

　当日は設営作業以外にもテレビ局の
取材対応や組合関係者・協賛者への挨
拶等、慌ただしい一日を送っていた金
子 氏ですが、常に笑顔で気配りを忘れ
ずにいる姿が印象的でした。「自然と周
囲に人が集まる」、そんな人柄を取材中
に感じました。

　メイン会場に設置された竹あかりオブジェの一部は神奈
川県立川崎工科高校の生徒たちが製作したもの。「出口の無
いトンネルはない‼」という、コロナ禍でも希望を持つこと
を忘れない生徒たちの力強いメッセージが彫られています。

　ひらつかビーチパークへと続く遊歩道にも平塚市立旭陵
中学校の生徒たちが製作した竹あかりが設置されました。
足元を照らす幻想的な演出に歩行者も目を奪われていまし
た。

商工神奈川9月号.indd   8 2021/09/09   11:13:47



9商工神奈川　2021年9月号

組合個別
専門相談
組合個別
専門相談

組合運営に関するよくある
質問に、本会の無料個別専
門相談を担当している、弁護
士、税理士・公認会計士・社
会保険労務士の先生方がわ
かりやすくお答えします！

組
合
組
合
組
合

第

回

第

回

第

回
48Q AQ A&&

令和3年

◎法律、税務・経理、労務 10月6日（水）

午後1時～4時　本会会議室にて

●電話予約をお願いします。　本会 組合支援部 TEL：045-633-5132

■ 次回日程

●通常相談は無料、秘密厳守●

新たに「zoom」による
相談ができるように
なりました!!

A．
　組合員総会で承認されて予算上に計上された教育情
報費用賦課金を返金することは決算操作とみなされる
おそれがあります。中小企業等協同組合法第９条の２
第四号には「組合員の事業に関する経営及び技術の改善
向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教
育及び情報の提供に関する事業」が定められています。
　さらに、同法の定める事業を行う組合は、その事業
の費用に充てるため、組合員総会での剰余金処分案で
毎事業年度の剰余金の20分の１以上を法定繰越金又は
教育情報事業繰越金として、翌事業年度に繰越すこと
が規定されています（同法第58条第４項）。これらの規
定から同法では教育情報事業が協同組合の運営上も極
めて重要と考えられていることが分かります。
　ご質問のように、重要な事業の実施ができず、次期
に繰り越して実施する場合の救済策として法人税法の
基本通達においては次のように賦課金の仮受処理の取
り扱いを定めています。

14- ２- ９  協同組合等の特別の賦課金
　協同組合等が、組合員に対し教育事業又は指導事
業の経費の支出に充てるために賦課金を賦課した場
合において、その賦課の目的となった事業の全部又
は一部が翌事業年度（その事業年度が連結事業年度に
該当する場合には、当該連結事業年度。以下14- ２
- ９において同じ。）に繰り越されたため当該賦課金に
つき剰余が生じたときにおいても、その剰余の額の
全部又は一部をその目的に従って翌事業年度中に支
出することが確実であるため、その支出することが
確実であると認められる部分の金額を当該事業年度

において仮受金等として経理したときは、これを認
める。

　ここで留意しなければならない点は次の要件を備え
る必要があることです。

①教育事業又は指導事業の経費の支出に充てるため
に賦課金を賦課したこと
②その賦課の目的となった事業の全部又は一部が翌
事業年度に繰り越されたため当該賦課金につき剰
余が生じたこと
③その剰余の額の全部又は一部をその目的に従って
翌事業年度中に支出することが確実であること
④その支出することが確実であると認められる部分
の金額を当該事業年度において仮受金等として経
理したこと

　①の要件については前述の中小企業等協同組合法第
９条の２には協同組合の行う事業が７つ列挙されてい
ますが、そのうちの４号に該当する事業以外は対象と
なりません。また、そのことが前年の総会資料の事業
計画や予算案において明確に分かるように記載する必
要もあります。②では教育・情報事業の損益が把握で
きなければなりませんので、組合の決算書上、部門別
損益計算が明確になっていなければなりません。③に
関しては組合員総会の資料の事業計画及び予算案に実
施が繰り越された事業について確実に実施されると見
込まれると判断されるために十分な程度の記載が必要
です。④では決算書の貸借対照表の流動負債に「仮受賦
課金」勘定として計上すること及び計上された金額が③
の事業計画及び予算額に照らして合理的であることも
重要です。

　当組合は商店街協同組合であり、今期には組合員の経営力の強化を目指して、組合員に対する教育及び
情報提供事業として「組合員事業の経営成績向上に資する経営分析の方法について」というタイトルで、大
学の先生を講師として招いて３回のシリーズでセミナーを開催する予定でおりました。組合員の要望に
沿ったテーマでもあり、幸いにして受講を希望する組合員も多かったのですが、予定した会場ではコロナ
禍の中で過密になるおそれがあるために実施を次年度に繰り延べることとしました。この教育情報事業に
ついては定時組合員総会で承認された予算案に基づいて収益勘定である教育情報賦課金が既に組合員から
徴収されていますが、教育情報費用は実施が次期に延期されたために期末までの残り２か月間での発生は
殆ど生じないと見込まれます。このような状況の下では今期の教育情報部門の利益が過大となり、法人税
等の負担額も例年より多額になると見込まれます。そこで、今期中に教育情報費用賦課金を納付した組合
員に対して返金したいと考えておりますが、法人税法上留意すべき点がありますか。

Q. 

成
田
公
認
会
計
士
事
務
所

　

所　

長
成
田
博
隆
先
生
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2021  7月2021  7月 業界情報業界情報 情報連絡員の声情報連絡員の声

売上高
景
況
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気
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（
前
年
比
）

全　

体

製
造
業

非
製
造
業

在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人員 業界の景況

-23.0％

-4.8％

-30.2％

-10.9％

4.8％

-24.0％

8.1％

4.8％

9.4％

-16.2％

-14.3％

-17.0％

-39.2％

-28.6％

-43.4％

-23.0％

-14.3％

-26.4％

-14.3％

-14.3％

―

-5.4％

-4.8％

-5.7％

-41.9％

-23.8％

-49.1％

快晴

30以上

晴れ

10～30未満

くもり
10未満　
　～-10

雨
-10超～　
　-30未満

雪

-30以上

【天気図の見方】各景況項目について「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」（また
は「悪化」）業種割合を引いた値（KJI）をもとに作成。その基準は次の通りである。ただし、
在庫数量はKJI値プラスの場合には雨、マイナスの場合には晴れの方向に表した。KJIとは、
「神奈川県情報連絡員調査指数」の略である。

※この業界情報は、県下74名の連絡員からの情報をもとにしております。
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給食事業は前年７月は、４～６月の給食中止（休
校）を補うため、７月開校給食増であったため、今

期は大幅ダウン。卸、市販、催事等は前年並みの状況。（給食
主体の組合員は売上大幅減となる。）

令和３年５月の清酒課税移出数量の特定名称酒は
対前年比92.91％と下回った。特定名称酒以外の

普通酒は前年比98.07％と下回り、合計で対前年比93.49％
と前年を下回る結果となった。

米国発の価格上昇「ウッドショック」により、家具
業界でも、一部の必要な資材不足、原価上昇が懸

念される。巣ごもり需要によって回復を果たしている企業は
一部であり、業界全体としては、まだまだ厳しい環境が続く
とみている。

例年なら夏休み期間中は、伊豆・箱根地区での干
物等の売上は増加する時期であるが、今年はそれ

が見込めず、コロナ被害のダブルパンチを受けている感じが
ある。

昨年の今頃は GoTo トラベルやイート等で人流
は活発に動いている時にも感染者は増えなかった

が、今年は人流や酒類の提供等の行動を抑えれば抑えるほど
に感染者が増えることを見て何故この緊急事態宣言は間違い
だと思わないのだろう。

連休による需要の増加もなく、昨年にも増して厳
しい月だった。人流の増加も印刷物の増加には繋

がらず、再び発令された緊急事態宣言による更なる冷え込み
が予想される。

前年は天候不順やコロナウイルスの影響により、
骨材の出荷が低調だったが、今年は若干増加した。

組合員各社の売上は概ね順調であり、大きく売
上を伸ばしている組合員もあった。中でも、自

動車用化成品の輸出は特に好調であった。

大型の一括受注案件があり、受注は増加してい
る。しかしながらコロナ禍の中で従来型製品の

受注は低調である。コロナ感染がまた拡大しており、今後に
ついては非常に不透明である。自動車向け半導体不足の影響
がまだ続いている。（生産が減少している）

７月の共同受電電気使用量
は、前年同月比＋17.12％と

なった。４、５月は前年同月比－6.78％、－4.74％であっ
たが、６月は＋6.02％、７月もプラスとなり、業況は好転し
つつあり、操業度も上昇傾向にある。

７月下旬には、コロナウイル
スの新規感染者が一万人を超

え、緊急事態宣言の延長、まん延防止等重点措置の地域拡大
が発せられ、先行き不透明感が増してきた。受注量は順調で
はないが、上昇傾向にあり、今後については状況を注視する
必要がある。

先月と変わらず大きな動きは無く、製造業は毎
日コロナと闘いながら仕事を続けている。町中

の人流が抑えられているとは思えない。神奈川県もコロナ感
染者が1,000人を越えて先が見通せない状況で企業も不安を
抱えている。やはりワクチン接種を早急に進めることが一番
である。

大きく変わりは
ない。コロナ禍

前程戻らず、厳しい中ではあるが、受注増となってきた企業が
増えてきている反面、業種には関係なく、全く変わらず横ばい
のままの企業もまだまだ多い状況。

自 動 車 各 メ ー
カーの部品不足

による減産により、受注量が低下。

世界的に設備投
資が回復傾向。

国内、海外向け共に前年比増。半導体関連の動きが活発化し
上向く見込みが持てる。コロナ禍の生活環境の変化により、
受注変化への対応が求められる。

パ　ン

酒　造

家　具

ひもの

製　麺

製　本

砕　石

石油製品

工業塗装

工業団地（相模原市）

工業団地（相模原市）

金属製品

工業中心の複合業種（川崎市）

工業中心の複合業種（川崎市）

工業中心の複合業種（厚木市）

輸

送

機

器

鉄鋼メーカーは供給能力を上回る引
き合いが寄せられ、海外でも需給が

タイト化して日本向け輸出は減少、国内の需給は非常にひっ
迫している。国内厚板需給バランスが狂った要因は造船の回
復が有る。昨年末時点の手持ち工事量は１年分を下回ってい
たが、今年５月末には1.5年分と急回復している。

指定業者（船舶）
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７月期は高齢者からのワクチン
接種が進み、日中はシニア層の

来街者は増加の傾向も後半は蔓延防止等重点措置が出され、
依然として厳しい状況が続く。８月期はワクチン接種促進イ
ベントを予定も緊急事態宣言の再発出で９月以降に延期した。

７月はまだまだコロナウイルスの影響で
飲食店の厳しさが変わることはないが、

６月にサマーセールで30％プレミアムの商品券を発行した。川崎市の
「川崎市じもと応援券」もあって今年は多少売上に貢献してくれている。

非　製　造　業

卸

売

業

小

売

業

商

店

街

商

店

街

サ

ー

ビ

ス

業

建

設

業

そ
の
他
の
非
製
造
業

運

輸

業

売上は変わらず、３割の減少が続いているようであ
る。企業売店等の売上は回復せず、お中元の売上も

あまり伸びなかったようである。雇用調整助成金の特例措置が
12月まで延長されることが唯一の良いニュースになりました。

売上については、ようやく前年同月比で不変となっ
たが、コロナ禍以前と比較した場合、減収している

状況。一方、巣ごもり需要による特需で増収の企業もあり、販
売ターゲットによる業績格差が顕著に表れている。大幅減収の
企業においては、緊急特別融資で資金繰りを保っている状況。

予想通り新型コロナウイルス感染症が拡大し、
１都３県は８月31日まで緊急事態宣言が発令

された。酒類提供の禁止措置も取られ、組合員のお客様である飲食
業界は引き続き大変な痛手を被ることとなる。７月の売上も前年同
月比を割り込み、大変な状況が続き、８月も回復の余地はない。飲
食店の中には、酒類提供、営業時間の延長等、要請に反する店も多い。

海外への輸出古紙については、引き続き強
含みで移行している。要因としては米国の

内需が好調であることから古紙原料が国内メーカー向けに優
先されていることや、慢性化しているコンテナ不足等からア
ジア向け輸出が大幅に制限されていること等が挙げられる。

古紙市況はダンボール古紙の需要は海外だけ
でなく、国内も堅調となっているが、市中回

収量は低下しており、問屋在庫も低水準が続いている。鉄スク
ラップ市況は７月下旬に入り、軟調となってきており、電炉メー
カーにおいては、夏季減産が続いていくことが見込まれている。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出る等、対面
販売が主である当業界は相変わらず厳しい状況である。

暑さの影響で夏物商品は比較的好調であるが、エ
アコン等は品切れを起こす程の売上状況ではない。

食品販売と物販では、売上に違いが生じている。新型コ
ロナウイルスにより未収入金回収が思うように進まない。

７、８月で全国紙の購読料値上げが相次いで実施
される。

金属スクラップ価格堅調。

牛肉・豚肉ともに高値推移。

乗用車の市販用タイヤはメーカー出荷ベースで
は、前年比６％ほどアップしているが、2019

年と比較すると５％のマイナスである。ライトトラック用タイヤに
ついては、コロナ禍以前を上回る水準まで回復が見込まれている。

OPEC プラス会合終了で世界経済が正常化に向か
う中で、石油需要も回復基調にあり、６月上旬以降

の原油価格は70ドル /ℓを超える水準で推移している。OPEC
プラス会合の方向性が気になるところであるが、各国の経済活
動再開が進展すれば現在の水準で推移するものと考えられる。

飲食店組合員の給付金がなかなか入らず、事業主
は苦しんでいる。資金のやり繰りも限界であり、

要請にも従えない状態になりつつある。

７月に入り、天候も梅雨明けとともに局所に集中
豪雨、台風等の被害があったが、青果物全体的に

被害が少なく、入荷、相場ともに安定していた。コロナウイ
ルス感染がますます進み、期待していたオリンピックも無観
客開催の影響で、需要が伸びず、大型野菜中心に相場が出ず、
市場も廃棄量が増えて例年に比べ、安値が続いた。

７月は４連休もあり、休前日を中心に順調な稼働
でしたが、神奈川版緊急事態宣言発令から、酒類

提供自粛によりキャンセルや売上減少の影響が生じました。

患者は戻りつつあるが、2019年比較は90％台で推移
している。完全に戻るにはもう少し時間がかかる。コロ

ナワクチン供給が追い付かず、やや足踏みをしているが、9月第3週
には供給できるため、10月、11月で希望者全員の接種が可能となる。

飲食店が営業時間短縮と酒類の販売
停止で苦しい状況。早くコロナウイ

ルス感染拡大が収まり、普段の生活に戻ってほしい。

コロナ禍で集客に繋がる夏のイベントが打
ち出せず、また、自宅での五輪観戦で建物

への来店頻度は減少している。高齢者層がメインターゲットの当商店街
にとって、感染拡大と県（市）の外出自粛要請は大きなダメージである。

新規事業の取り組み
は地道に進行してい

るが、新型コロナウイルス感染防止のため、従来の事業中止
が生じているため、苦しい状況は続いている。

売上高、収益状況、業界景況はばら
つきあり。東京都で緊急事態宣言継

続、神奈川県で独自の緊急事態宣言の発出となり、飲食・交
通業を中心に全国的な経営不振が予想される。やや遅れて当
組合・当社への影響が懸念される。

建設業界では、藤沢市より小中学校の再整備対
象校が10校公表された。各学校に優先度が付け

られ、順次整備をしていく予定。三浦市では、市役所庁舎移
転及び新設計画が公表され、2026年度を目途に整備する予
定。横浜市では、区役所の建替え計画に着手し、建替えの優
先順位や事業手法等の検討を行う。その他、小規模な改修計
画は随時公表されている。

外出自粛のあおりをくい、閉院、廃業する
業者も目立ちだしてきた、平均的に観て当

業界でも景況感は悪化し、経営状況は厳しさを増している。

相変わらず民間受注が少なく、大変厳しい状況
下にある。建設投資におけるリフォーム需要の

回復の兆しに大いに期待したい。一方、公共工事では、上半
期発注の案件は出つくしたようである。

銅の高騰により、ケーブルの価格が非常に上
がっている。コロナウイルスの影響でお客様が

設備投資を控えている。

この状況下で業界全体が低迷時に10月の最賃
見直しが懸念される。

今は仕事量が減少していて、材料等の値
上げで状況が悪くなってきている。オリ

ンピックが終わらないと今後の動きがわからない。秋過ぎに
は仕事量が増えそうだ。

今年度６月分の組合共同購入材料が昨年度よりや
や増加。仕事が出ることは出るが、なかなか続か

ない。緊急事態宣言が発令され、またまた仕事減に繋がって
しまう。

資材の高騰。（ベニア・金物）

全般的には、回復傾向にあるものの、海コン業
者は厳しい状況のままである。

海上コンテナ輸送は前年よりも好転したが、地
場輸送は減少傾向にある。燃料価格の上昇は続

き、経営を圧迫している。

先月同様世界的な海上コンテナ不足の影響で輸
出入量の減少に伴い、物流量が減っている。本

状況は当分の間、改善が見込まれないようで影響が長引くこと
も予想される。半導体等製造業や建設業の材料不足による荷動
きの停滞も増えてきており、建設現場への資材の輸送及び自動
車関連部品の輸送が７～８割程度に落ち込んでいる。

前年同月より売上は増加したが、歯科用貴金属
の高騰により、仕入も増加し、経営圧迫要因に

なっている。国の成長・発展を図るための「規制改革実施計画」
が閣議決定され、歯科技工業務の見直しが盛り込まれた。

ウッドショックの影響から、新築の契約件数が伸
びたことにより、在庫の土地が減少。しかしなが

ら、成約価格は上昇せず、在庫の売り急ぎ感からか、むしろ
価格が低下したように感じる。

商店街（横須賀市）

商店街（川崎市）菓子卸

卸団地

料理材料卸

リサイクル

リサイクル

化粧品

電化製品

共同店舗

新　聞

金属原料

食　肉

タイヤ販売

燃　料

鮮　魚

青　果

温泉旅館

医療業

商店街（横浜市）

商店街（藤沢市）

ファイナンシャルプランナー

情報サービス業

建築設計

柔道整復師

管工事業

電気工事

建物管理

空調設備工事

畳工事

建　具

道路貨物

道路貨物

道路貨物

歯科技工

不動産
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有期実習型訓練のご案内 検索

厚生労働省 令和3年度キャリア形成サポートセンター事業
（本事業は株式会社パソナが厚生労働省より受託・運営しています）

有期実習型訓練についてPRRPRRPPRRPPRPPRPRRRPP ひろばひろばPRひろばPRひろば
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編集後記

　先月の豪雨・土砂災害で被害に見舞われた地
域のニュースを見て、自分たちの日常が自然現
象であっという間に無くなってしまう怖さを
改めて感じました。いつ自分の住んでいる地域
で自然災害が起きても、家族や友人、そして自
分自身を守れるようになりたいと思いました。
 情報調査部担当者

【組合の情報掲載に関するお問合せ】
情報調査部　TEL:045-633-5134

もしくは組合担当者まで

★イベントの
　告知をしたい
★組合の事業を
　紹介したい
★取材に来てほしい

『商工神奈川』に
組合の情報を掲載しませんか？

情報募集

お気軽にお問合せ下さい！お気軽にお問合せ下さい！

＃48  神奈川のなし
　県内で広く生産されている。横浜では「浜なし」、
川崎では「多摩川梨」、平塚では「湘南梨」、藤沢で
は「藤沢の梨」、厚木では「あつぎの梨」、足柄地域
では「足柄梨」など、各地域で親しまれている。
　こちらのコーナーは「かながわの名産100選」より抜粋してい
ます。
　「かながわの名産100選」は県 HP（http://www.pref.kanaga
wa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/）でもご覧になれます。

記事に関するお問合せはこちら
神奈川県  国際文化観光局  観光部 観光企画課

TEL：045-285-0739（直通）

今月
の逸
品『かながわの名産

　　　　　　100選』より
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神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆様へ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆様へ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆様へ耳より情報！
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