
フクロウが棲む鎮守の杜
　周辺に水田や里山が広がる東近江市内神社の杜にフクロウ
の巣立ちを見ることができました。福篭（福がこもる）、また
は不苦労に通ずるとして、幸福と安心を呼び込む縁起の良い鳥
とも言われ、昔から森を護る最高の神や知恵の神とされていま
した。森を見つめる大きな目や首をかしげて思案する姿は、賢
者の佇まいを感じさせます。こんな身近で見ることができ、福
を授かれたような気がしました。

会員数 1,610名
（令和４年６月17日現在）

№392022.07
商工会報

［会員満足向上運動］ 商工会は 行きます 聞きます 提案します



　さる、５月19日（木）午後１時30分からひばり公園内にあるみすまの館にお
いて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行ったうえで、市長と県
連合会、担当部局を来賓に迎え、第12回通常総代会を開催しました。

　令和３年度事業の総括概要については、一昨年に続き新型コロナウイルス感染症に世界が翻弄された一年となりました。
一方、国内景気は、３回目のワクチン接種が始まり、今まで行われていた行動制限も段階的に緩和され、国内旅行や外食
などの需要の拡大が期待されましたが、原油高の影響やロシアによるウクライナ侵攻問題
なども影響し足踏み状態にあります。
　このような中、一年間を通して補助金や支援金等の申請を行い、事業所支援を行った結
果、97件の新規会員の加入がありました。その他、市の委託を受けて実施した雇用維持
支援金については、135事業所2,054万円を交付し、雇用維持を支援することができま
した。さらに販路開拓支援助成金についても、103事業所454万円強を交付し、販路拡
大に繋げることができました。会員福利厚生事業では、感染対策を行いながら、健康診断
事業を実施し145事業所727人が受診されました。また２年ぶりの開催となったチャリ
ティーゴルフ大会では、90人の参加、グラウンドゴルフ大会では、34人が参加され、会
員の親睦を図ることができました。
　今年度は、５つのアクションプランに沿った重点事項を中心に、新型コロナウイルス感
染症の状況を見ながら各種事業を実施します。

理事会
回数 月　　日 時　間 場　所
1 ４月22日（金） 17:00 湖東商工会館 ３階

２ ６月17日（金） 17:00 湖東支所　２階

３ ８月19日（金） 17:00 湖東商工会館 ３階

４ 10月14日（金） 17:00 湖東支所　２階

５ 12月16日（金） 16:00 湖東支所　２階

６ ２月17日（金） 17:00 湖東商工会館 ３階

７ ３月22日（水） 17:00 湖東支所　２階

正副会長・筆頭理事会議
回数 月　　日 時　間 場　所
１ ４月22日（金） 15:00 湖東商工会館 ２階
２ ５月11日（水） 15:00 談話室
3 ６月  8日（水） 10:00 談話室
４ ７月19日（火） 17:00 談話室
５ ８月19日（金） 14:00 湖東商工会館 ２階
６ ９月13日（火） 15:00 談話室
７ 10月14日（金） 15:00 談話室
８ 11月  8日（火） 15:00 談話室
９ 12月16日（金） 14:00 談話室
10 １月10日（火） 15:00 談話室
11 ２月17日（金） 15:00 湖東商工会館 ２階
12 ３月22日（水） 15:00 談話室

　役職員が一丸となって商工会活動および地域商工業の振興発展のため積極的に取り組む所存ですので、会員各位
のより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

職員の人事異動のおしらせ （敬称略）

ご苦労様でした。 ご苦労様でした。

令和４年度事業計画＜重点事項＞
７．地域振興事業等の実施
８．会員の福利厚生事業・親睦事業の実施
９．関係団体・金融機関等との連携強化

１．伴走型支援の実施
２．壮青年部の活動支援
３．SDGs の推進

４．デジタル化の推進
５．財政基盤の確立
６．消費喚起策の実施

よろしくお願いします。

主任　村井　潤（米原市商工会へ） 主幹　前田　能利

（令和４年3月31日付） （令和４年6月30日付）転 出 退 職

主事　鵜飼　泰之 ( 蒲生支部担当 )

（令和４年４月１日付）新規採用

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更することがあります。

令和４年度　第12回通常総代会の開催

令和 4 年度　会議開催予定

小椋市長

鈴村会長
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部会報告及び活動報告

工業部会
部会長　岡田　喜吉

サービス業部会
部会長　山本　直彦

部長　藤野　富佐子

　6月7日（火）、第1回幹事会を開催しました。
　今年度は、下記の事業を予定しています。

１．知識と親睦を深める視察研修の実施
２．会員に役立つセミナー等の実施
　①ビジネスチャンス・補助金制度等に関するセミナー
　② 講演会
　③ 事例報告会
３．人材の確保に関する取り組み

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、過去２年度は当
初計画していたとおりの事業を実施することができませんで
した。
　今年度は、コロナ禍による苦境を乗り越
えていくために、会員事業所の持続的発展
に資する事業を実施していきます。

建設業部会
部会長　村林　則夫

　6月15日（水）、第1回幹事会を開催しました。
　今年度は、下記の事業を予定しています。

今年度の事業計画

①知識と親睦を深める「会員交流と視察研修」の実施
②研修会・講習会の開催
③他団体等との懇談会・交流会の開催
④各種資格取得に係る支援事業の実施
⑤会議等の開催

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収まらない見通しの
中、部会活動も制約を受けながらの活動となりますが、部会員皆
様のご協力、どうぞ宜しくお願いします。

女性部

　菜の花の咲き誇る4月14日(木)、午前10時より愛東コミュ
ニティセンター大ホールにおいて、東近江市商工会 鈴村会長を
来賓にお迎えし、通常部員総会を開催しました。
　お陰様で提出議案は全て原案通り承認され、役員として2年
任期の2年目がスタートしました。
　昨年度は勉強の年と位置づけ、SDGsセミナーを始めとした
様々な研修を重ねてきました。今年度は、コロナ感染はまだ予
断を許さない状態ですが、ウィズコロナで事業を進めていく時
が来たと思っています。コロナ禍でもできる形を模索しなが
ら、視察研修会や親睦会を兼ねた経営講演会も年間計画に入
れ、昨年度の研修成果を活かし
た事業を進めて参りたいと思っ
ています。
　今年度も、商工会女性部に皆
様の温かいご支援とご協力をど
うぞよろしくお願いします。

　5月31日（火）、第1回幹事会を開催しました。
　当サービス業部会は、お客様と直接かかわる事業の主体とし
て「三方よし」の精神を大切にし、自社の発展、地域経済の発展
につながる事業に取り組んでいきます。
　コロナ禍ではありますが、何もしないのではなく、できるこ
とを計画し、本年度に実施できる事業を進めて参ります。
　また、地域の他団体とも連携を図りながら、より一層新しい
情報とビジネスチャンスが得られる場を作り出します。

　今年度は、下記の事業を予定しています。

・研修会の実施
・県内視察ツアーの実施
・部会内交流会の実施　
・他団体との連携事業の実施

青年部
部長　中村　剛司

　青年部では全国統一「絆」感謝運動の一環として、6月10日
（金）に市内小学校の校門及び通学
路での地域見回り、あいさつ運動を
実施しました。コロナ感染対策のた
め、距離を保っての活動になりまし
たが、子供たちの元気な姿を見て、
私たちも元気をもらいました。ま
た、昨年コロナの感染拡大により中
止になった、献血運動も今年度は取
り組む予定をしています。少しでも
地域に貢献できるような活動を行
いますので、今後とも青年部活動に
ご協力をお願いします。

商業部会
部会長　平尾　克己

　6月2日（木）、第１回幹事会を開催しました。今年度の事業
は、次のとおりです。
　まず、セミナーの開催については、部会総会でのアンケート
調査結果を踏まえ、写真撮影のセミナーとSNSの情報セミナー
を開催します。コロナ対策を万全に行って開催しま
すので、皆様のご参加をお待ちしています。
　この他、SDGsに取り組まれている企業訪問も計
画していますので、是非ご参加をお願いします。

　第1弾　「スマホで撮る写真セミナー」
　　　　　７月1日（金）13:30～16:30  湖東商工会館3階

　第2弾　「知っておくと得するスマホ・SNS活用セミナー」
　　　　　7月25日（月） ①14:00～16:00  ②18:00～20:00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖東商工会館3階
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お知らせコーナー

　申込書に必要事項をご記入の上、東近江市商工会ＦＡＸ：0749-45-5088へお申込みください。
　また、健康診断はどの会場でも受診できますので、お申込みの際にご希望の会場をご記入ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業所別に時間を指定させていただきますので、ご協力をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、実施時期等が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
１. 実施会場一覧表

開催日 会　場 受付時間 申込締切
令和４年８月  ４日（木） 永源寺コミュニティセンター 9：00～14：30 6月17日(金)
令和４年８月30日（火） やわらぎホール（東近江市躰光寺町） 9：00～16：00 7月15日(金)
令和４年９月  ８日（木） 蒲生コミュニティセンター 9：00～16：00 7月22日(金)
令和４年９月16日（金） 愛東コミュニティセンター 9：00～16：00 7月29日(金)
令和４年９月27日（火） 湖東コミュニティセンター 9：00～16：00 8月19日(金)

　※12：00～13：00はお昼休憩です。(永源寺会場を除く)
２. 受診者負担料金（定期健診）
　　１人目～５人目：5,300円　６人目～10人目：5,800円　11人目～15人目：7,000円　16人目以上 ：7,500円
３.健診実施機関：一財）滋賀保健研究センターによる出張健診　（TEL. 077-587-3588）

令和４年度の健康診断日程表

　東近江市商工会では、新型コロナウイルス感染
症の影響により、落ち込んだ消費を喚起すること
を目的に、プレミアム付き商品券「わくわく商品
券」を3,000セット販売します。 
　この商品券は、10,000円で商品券を購入して
いただくと、2,000円のプレミアム分が付加され、
12,000円分の商品券として使用していただけま
す。（1,000円×12枚綴）
　10,000円分が小規模事業者の取扱店でご利
用いただける商品券、2,000円分が大型店を含
めすべての取扱店でご利用いただける共通商品
券となっています。

商品券購入方法
　下記の期間中に、ご住所、ご氏名（フリガナ）、電話番号、希望の引換日（会場）をオンラインや書
面で東近江市商工会へお申し込みください。１回の申込みにつき１口（冊）とし、お一人様10回ま
でで、どなたでも申し込みできます。
　応募者の中から抽選で、3,000名に当選ハガキ（商品券購入券）を送付し、特設会場にて販売
（引換）します。
　　　応募期間　令和４年６月24日（金）～令和４年７月14日（木）16:00までです。

商品券販売額の２％をウクライナ人道支援募金として支援団体を通じて寄付します。

東近江市商工会 わくわく商品券の発行

10,000円 商品券
12,000円

商品券
1,000円

共通商品券
1,000円

購入

小規模事業者の取扱店でご利用可能 すべての取扱店でご利用可能

×10枚　＋ ×2枚

内プレミアム
2,000円付

販売（引換）日 時間 特設会場
令和４年７月２７日（水） 10：00～1９：00 東近江市商工会

令和４年７月２８日（木） 10：00～16：00 蒲生コミュニティセンター

令和４年７月２９日（金） 10：00～16：00 能登川コミュニティセンター

令和４年７月３０日（土） 10：00～1９：00 東近江市商工会

商品券販売（引換）日程・会場

わくわく商品券ご利用期間：令和4年8月1日（月）〜9月30日（金）

第8回　会員親睦チャリティーゴルフ大会
開催日：令和4年10月7日（金）　場所：蒲生ゴルフ倶楽部

商品券購入応募
QRコード

予 

定
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制度名 給付額 要 件 受付締切 申請方法 担当窓口

滋賀県事業継続
支援金【第4期】

（県）
10万円/個人
20万円/法人

国の「事業復活支
援金」を受給済で、
県内に事業所を
有する方

8月1日（月）

オンライン
のみ

コールセンター
0570-200-575

東近江管内事業者様向け 新型コロナ対策 支援施策早見表
令和４年6月24日現在

東近江市商工会
東近江市池庄町505番地
電話：0749-45-5077
メール：higashiomi-shoko@e-omi.ne.jp

令和4年6月24日現在の情報をもとに作成しています。
概要版のため、制度の詳細は個別にご確認ください。
予告なく変更される場合がありますので、
HP等で最新の情報をご確認ください。

■ 給付金（該当者が申請すれば給付される）

■ 補助金（該当者が申請し、審査の上決定・補助される。必ず受け取れるわけではない）

制度名 補助金額
（補助率） 内 容 次回申請締切 申請方法

事業再構築補助金
（国）

100万円～1億円
1/2又は2/3（一部3/4）

コロナ禍で売上が減少し、
事業再構築に取組予定
の中小企業を支援

第7回〆切
後日公開予定 オンライン

ものづくり・
商業・サービス補助金

（国）
100万円～1,250万円
中小1/2 小規模2/3

新製品・サービス開発、
生産プロセス改善の
ための設備投資等に利
用

第11次〆切
8月18日（木） オンライン

持続化補助金
（国）

【通常枠】 50万円
【特別枠】 200万円
2/3（一部3/4）

小規模事業者が行う
地道な販路開拓等の
取組に係る経費に対す
る補助

第9回 9月20日（火）
第10回 12月上旬
第11回令和5年2月下旬

郵送又は
オンライン

IT導入補助金
（国）

【通常型】 450万円
（1/2）

【デジタル化基盤導入型】
50万円～350万円

（2/3）

中小企業が行うITツー
ル等の導入により、業
務効率化を図る取組に
係る経費に対する補助

【通常型】
4次〆切 8月8日（月）
【デジタル化基盤導入型】
7次〆切 7月25日（月）

オンライン

販路開拓支援金
（東近江市商工会）

上限5万円
（10/10）

新型コロナウイルス感
染症の影響を乗り越え、
積極的に販路開拓に
取り組む東近江市商
工会会員事業所に対
して、必要経費の一部
を助成

9月1日（木）
～

10月31日（月）

東近江市
商工会へ
持参

コロナ禍における原油価
格・物価高騰対応事業
継続支援助成金

（東近江市商工会）

上限10万円
（10/10）

ウクライナ侵略などの
影響による原油・物価
高騰の影響を緩和し、
経営安定を図ることを
目的とした事業に対し
て、必要経費の一部を
助成。

9月1日（木）
～

10月31日（月）

東近江市
商工会へ
持参

※ オンライン申請には、gBizIDが必要となります。取得までには日数がかかります。

東近江管内事業者様向け 新型コロナ対策等 支援施策のご案内
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　令和４年4月より雇用保険料率が引き上げられ、雇用保険料の負担が増加しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて雇用保険の財政が悪化し、健全化を図る必要が
生じたためです。４月から事業主負担分のみ0.5/1000上がりました。さらに１０月からは、
事業主負担・労働者負担ともに2/1000上がります。
　最新の保険料率は、右のQRコードよりご確認ください。

令和４年4月より　雇用保険料率が引き上げられました

　令和５年１０月１日から、インボイス制度が開始されることで、消費税を申告する課税事業者や免税事業者の多くの事業
者に影響があり、インボイスの発行や保存の対応が必要です。
　インボイス制度により、インボイス登録番号等の必要事項が記載された請求書や領収書等の「適格請求書」（インボイス）
の保存が、消費税申告時の仕入税額控除の要件となります。
　特に、現在、自社が消費税の免税事業者の場合で、法人や個人事業主等の企業との取引がある場合は、取引先の消費税の申
告に影響があり、インボイスの発行を求められる可能性があるので、これまでの取引や今後の取引を考慮して、インボイス
制度の適格請求書発行事業者の登録と消費税の申告の検討が必要となります。

　インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録申請は現在開始しており、令和５年10月１日の制度開始日に導入する
ためには、令和５年３月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
　詳しくは、国税庁のインボイス制度特設サイトをご覧ください。

　東近江市商工会では、右記の日程でインボ
イス制度の研修会を予定しております。
　各セミナーについて、昼の部と夜の部での
開催を予定しています。詳細については、改
めてご案内しますので、是非ご参加ください。

※不特定多数の者に対して販売
等を行う小売業、飲食店業、タク
シー業等に係る取引については、
適格請求書に代えて、適格簡易請
求書を交付することができます。

国税庁特設サイト
QRコード

国税庁
インボイス制度
説明会QRコード

■ 適格請求書とは

【インボイス研修会のご案内（予定）】

（適格請求書等保存方式）
インボイス制度 が始まります!!

令和５年10月１日から

日　　　程 内　　　　　容
  9月  5日（月） 14時
  9月16日（金） 19時
10月12日（水） 19時
10月24日（月） 14時
11月11日（金） 19時
11月22日（火） 14時

12月

インボイスが経営に与える影響について

免税事業者向け　インボイスセミナー

課税事業者向け　インボイスセミナー

全事業者向け　インボイス登録手続きについて
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　当商工会では、経営課題解決のための各種個別専門相談会を以下のとおり開催します。
　　①各種法律に関すること ②事業資金及び創業資金に関すること
　　③特許・実用新案・意匠・商標に関すること ④働き方改革や従業員の労務管理に関すること

それぞれ専門家による相談会ですので、お気軽にご相談ください。
相談日と内容

法律相談 金融相談 知的財産
総合相談

労務管理
相談

令
和
４
年

6月 １５日（水） １４日（火） ２７日（月） ２日（木）
7月 ６日（水） １２日（火） ２５日（月） ７日（木）
8月 ２４日（水） ２日（火） ２２日（月） 　４日（木）
9月 １４日（水） １３日（火） ２６日（月） １日（木）

10月 １９日（水） １１日（火） ２４日（月） ６日（木）
11月 ９日（水） ８日（火） ２８日（月） １０日（木）
12月 ２１日（水） １３日（火） ２６日（月） １日（木）

５
年

1月 １１日（水） １０日（火） ２３日（月） ５日（木）
2月 １５日（水） １４日（火） ２７日（月） ２日（木）
3月 ８日（水） １４日（火） ２０日（月） ２日（木）

令和4年度個別専門相談会のご案内

会　場： 東近江市商工会（湖東支所１階）　 
住所：東近江市池庄町505

時　間 ： いずれも13：30～16：30　お一人様１時間以内
※ 事前予約制で、相談会開催日の1週間前までに予約を

お願いします。
（予約後にキャンセルされる場合は必ずご連絡ください。）

費　用： 会員無料（法律相談、労務管理相談については、
非会員11,000円）

申込先： 東近江市商工会（担当：神山・中山） 
☎０７４９-４５-５０７７

秘密厳守 会員無料

　インターネットを利用した商工会推奨の経理システム「ネットde記帳」が令和5年3月をもって、システムを終了
します。長きにわたるご利用ありがとうございました。今後は、商工会推奨のクラウド型新経理システム「ERPシ
ステム」を令和5年1月から導入します。
　現在「ネットde記帳」を利用中の方は、別途移行の手続きを案内させていただきます。
　導入にあたってご不明な点がございましたら、東近江市商工会までお問い合わせください。（担当：青木・深田）

「ネットde記帳」システム終了に伴う新経理システム「ERPシステム」の切り替えについて

→国が作った経営者のための退職金制度です。
　小規模企業共済法に基づく共済制度で、国が全額出資する（独）中小機構が運営しているの
　で安心・安全です。

①経営者のための退職金制度
・小規模企業の個人事業主（共同経営者）また

は、会社等の役員の方が廃業や退職後の資金
をあらかじめ準備しておく制度

②掛金は全額所得控除
・掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」

として、課税対象所得から控除できます。

③受取時も税制メリット
・共済金の受取は、一括の場合は「退職所得扱い」
　分割の場合は「公的年金等の雑所得扱い」です。

安心・安全！　国が作った 小規模企業共済
◎小規模企業共済とは

◎制度の特徴

詳しくは東近江市商工会までお問い合せください。
中小機構「小規模企業共済」HP→

◎掛金は月額1,000円～70,000円の
　範囲内で自由に選ぶことができます。
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事業所紹介コーナー

ご予約
フォーム

蒲生支部

 

Hair.105(イチマルゴ) 

〒527-0174 
滋賀県東近江市大萩町 105  ☎070-2012-3441 
LINE ID:@961fgyqo 
定休日/月曜日 
営業時間/9:00〜17:00 

自宅兼店舗の小さな美容室です✂ 
予約制のプライベート空間となっております。

 カット，カラー，パーマ，ヘッドスパ，シャンプー，トリートメント
 着付け，セット(七五三・成人式の予約も承っております。) LINE

愛東支部

自家焙煎コーヒー豆の販売

世界で5%しかとれない
スペシャルティコーヒー豆をセレクト。
手廻しの直火焙煎機でじっくりと
ローストしたコーヒー豆をご堪能ください。

527-0012
滋賀県東近江市八日市本町7-6

FRI-SUN：13:00-20:00

PHONE：080-3034-3942

Instagram：@ginmi_coffee

永源寺支部

四季料理　米定では四季の香りを盛り込んだお料理をお楽しみいただけます。
会席料理や松花堂弁当、祝事や仏事での仕出しのお料理など、
是非一度ご賞味くださいませ。
全部屋　個室です。
アクリル板、パーテーションあります。

四季料理　米 定

東近江市猪子町 382-5
TEL:0748-42-0025
https://komesada.com/

能登川支部

軽自動車車検 総額 72,000円〜！

湖東支部

※この広告欄は、会員事業所の PR・お知らせ等にご利用下さい。

　時のたつのは早いもので、令和２年も半年が過ぎようとしています。年のはじめの豪華客船ダイヤモンドプリンセス号からはじ

まった新型コロナウイルス感染症による肺炎の拡大により、世界中がパンデミックとなり今だに収束の時が見えません。その影響

は我々にも大きくあり、感染拡大に係る経営支援を求め、１人１人が、皆が協力しあってこの国難を乗り越えましょう。

編 集 後 記

問　　題　春過ぎて爽やかな季節となり、新型コロナウイルス感染症の影響で外に出られ
ない日々が続きました。間もなく梅雨に入るこの頃、まわりの景色を見ると咲
く花の季節もすっかり変っています。しっとりと降る雨に似合う花、外国名はハ
イドランジアと言います。時間がたつにつれ、花の色が変わり、秋色になった花
も味があります。その花の名前はあじさい。さて漢字で書くと○○○です。

応募方法　・クイズの答え
　　　　　・ご希望の店名（広告掲載の６店舗から選んでください。）
　　　　　・郵便番号　住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、官製

ハガキ又はFAXで応募してください。

発行人：東近江市商工会　東近江市池庄町 505 番地　TEL.0749−45−5077

応募締切　2020年８月31日（月）必着

送 り 先　〒527-0113
　　　　　東近江市池庄町505番地
　　　　　東近江市商工会　広報係　宛
　　　　　FAX　0749-45-5088
・商品券の発送をもって当選者の発表と
させて頂きます。
・抽選の結果、お店はご希望に添えない
ことがあります。
・個人情報は、抽選の目的以外は使用し
ません。

読者プレゼントクイズ
商品券3,000円分を12名様にプレゼント

第30号読者プレゼントクイズ 問題 答え

お願い 住所、社名、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

13m
1991年に「能登川水車とカヌーランド」のシンボルとして
復活した大水車の直径は何メートルでしょうか？

酸素カプセル
ケガの早期回復や睡眠障害､ベストな
パフォーマンスを発揮したい方におススメ

クイックマッサージ
新感覚のマッサージ｡コリやむくみを
短時間で改善したい方におススメ

酸素・温熱・クイックマッサージ

マハロ　スタイル
東近江市五個荘竜田町 241-2-103
                            （8号線沿い）
営業時間11:00～21:00　木曜定休
お問い合わせ 090-7966-0213

五個荘支部

当会の総代会も無事終了し、いよいよ事業開始です。ここ２年間は、新型コロナウイルスの感染
拡大により、思った事業活動ができませんでした。これからは、徐々にではありますが、部会活
動も開始されると思います。会員皆様のお力をお借りしながら事業推進してまいりますので、ど
うかよろしくお願いします。
また、ロシアとウクライナの戦争が一刻も早く終結し、世界平和を願います。（K.O）

編集後記

アルコールチェック義務化の準備はお済みですか？
　2022年の道路交通法改正により、安全運転管理者選任事業所に対して、運転前後のアルコールチェックが義
務化されます。乗用車であれば５台以上、もしくは、乗車定員１１名以上の車両を１台以上保有する事業者が対象
となります。

2022年4月 2022年10月

運転前後の目視による酒気帯び確認の実施
アルコール測定結果を1年間保存

アルコール検知器を使用した酒気帯び確認
アルコール検知器を常時有効に保持

白ナンバー事業者のみなさま
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