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安城商工会議所会報誌 表紙掲載事業所の募集!!
平成27年４月号より表紙デザインを変更し、現在、会員事業所の「我が社自慢の商品・技術」をご紹介しています。随時、
表紙に掲載いただける事業所を募集しておりますので、自社自慢の商品や製品、サービス等がございましたら、お気軽にお
問合せください。なお、お申込みの状況によりましては、順番をお待ちいただくこともございますので、ご了承ください。
【お問合せ】安城商工会議所 広報係 TEL：0566-76-5175

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp

安城

商工

安城商工会議所事業のご紹介
販路拡大に人手が足りない…、販路拡大
の方法が見つからない…、新規顧客開拓
に不安…、とお考えの方にオススメ！

今月のみどころ
4
8

今月の会員事業所紹介

特集１
「写真で振り返る 第62回安城七夕まつり」
特集２
「平成27年度安城商工会議所からの
要望書の回答 その１」
折込「会員事業所優良従業員表彰の推薦について」
折込「プレゼンテーション基礎セミナー」
折込「マイナンバー制度対策!!
企業に求められる『情報セキュリティ』対策セミナー」

蕎麦切り さとう
所在地

安城市弁天町1-12
弁天ビル１階

電

0566-72-2126

話

カフェ&キッチンyy
所在地

安城市高棚町小牧31

電

0566-93-2981

話

折込「無料『省エネ・節電診断』を実施しませんか！」

安城商工会議所 行事予定
９月
７日㈪
９日㈬
９日㈬
９日㈬
12日㈯
15日㈫
17日㈭
25日㈮

10月

観光サービス部会主催セミナー
健康経営セミナー
金融相談（日本政策金融公庫）
経営相談
創業スタートアップセミナー
税務相談
法律相談
第２回新商品・新サービス・新事業
合同プレス発表会
25日㈮ 金融相談（愛知県信用保証協会）

今月号の表紙

14：00〜16：00
14：00〜16：00
10：00〜12：00
10：00〜12：00
15：00〜17：00
13：00〜16：00
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５日㈪
７日㈬
14日㈬
14日㈬
14日㈬
15日㈭
16日㈮
19日㈪
21日㈬
21日㈬
23日㈮
23日㈮
23日㈮
26日㈪
28日㈬
28日㈬
30日㈮

複式簿記夜間講座【第１講】
複式簿記夜間講座【第２講】
複式簿記夜間講座【第３講】
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
法律相談
複式簿記夜間講座【第４講】
複式簿記夜間講座【第５講】
理工系大学教授等との情報交換会
複式簿記夜間講座【第６講】
マイナンバー制度対策!!情報セキュリティセミナー
複式簿記夜間講座【第７講】
金融相談（愛知県信用保証協会）
複式簿記夜間講座【第８講】
プレゼンテーション基礎セミナー
複式簿記夜間講座【第９講】
複式簿記夜間講座【第10講】

株式会社ネクスト

18：30〜21：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
10：00〜12：00
10：00〜12：00
13：00〜16：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
13：00〜16：30
18：30〜21：00
14：00〜15：30
18：30〜21：00
13：00〜16：00
18：30〜21：00
10：00〜17：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

安城発の新名物
「安城プレスハム」を販売開始！！
安城産業文化公園デンパーク内でソーセージやパンなどを製造販売している株式会社ネクスト
では、「安城ハム」のブランドでハムの販売を開始しました。
安城プレスハムは、旨味・甘味を多く含み保水性の高い厳選した国産豚モモ肉の赤身を低温長
期熟成させて肉の旨味をしっかりと引き出した伝統ある香り豊かなプレスハムです。
デンパーク内だけでなく、近隣の道の駅、ＪＡあいち中央の産直店、西三河近郊のスーパーで
購入することができ、今後は、市内の飲食店でも使用されていく予定。また、インターネットか
らも購入することができますので、ご希望の方は、下記ＵＲＬからぜひお買い求めください。
【販売価格】安城ハム（プレスハム）380ｇ入り 1,274円（税込）
【お問合せ】株式会社ネクスト TEL：0566-92-5512
※インターネット販売はこちら（http://www.next-anjo.com/）

あんじょう商工会議所
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第62回

写真で振り返る
第62回安城七夕まつり
今年のテーマ：「POWER」
８月７日（金）から９日（日）の３日間、
「POWER」をテー
マに、第62回安城七夕まつりが開催されました。毎年恒
例の願いごとが書かれた風船を一斉に飛ばす
「願いごとふ
うせん」や、願いごと短冊が飾られた
「短冊ロード」、願い
ごとをキャンドルに巻き付け願いごとを託す
「願いごとキ
ャンドル」など、安城七夕まつりのコンセプト「願いごと、
日本一。」にちなんだイベントが行われま
した。その他にもANJO浴衣コレクショ
ンや、DANCEバトルなど、様々な催しが
行われ、３日間合計110万人の人出で賑
わいました。

生きるPOWER、愛するPOWER、通じ合うPOWER、乗り越えるPOWER…。

▲短冊ロード

▲願いごとふうせん

▲打ち水大作戦

▲安城七夕親善大使市中パレード

▲安城七夕まつり公式キャラクター
「きーぼー」
グリーティング

▲ANJO浴衣コレクション

願いに包まれた幻想的な灯り「願いごとキャンドル」開催！！
願いごとふうせん、願いごと短冊に続く、安城七夕まつりの新たな願いごとイベントとして、
キャンドルに願いごとを巻きつけて願いごとを託し、安城神社の境内にある安城七夕神社内に飾る
「願いごとキャンドル」を開催しました。
キャンドルドーム、キャンドルツリー、キャンドルロードといった様々な形で展示し、ほのか
な灯りに照らされた願いごとキャンドルを安城七夕まつりに訪れた多くの来場者にご覧いただく
ことができました。

− ４−

あんじょう商工会議所

飾り付けコンクール入賞者
★飾り付け大賞【愛知県知事賞】 ★ 飾り付け大賞
【愛知県知事賞】八宝亭
八宝亭
★ 特選

【愛知県議会議長賞】桜井屋【安城市長賞】㈲吉野屋

★ 準特選

【安城市議会議長賞】㈱ホソイメガネ【安城商工会議所会頭賞】㈲両口屋菓匠【愛知県観光協会長
賞】㈱金魚屋【安城市観光協会長賞】大野屋【中日新聞社賞】小林時計店

★ 入選

★特選【愛知県議会議長賞】
桜井屋

【あいち中央農業協同組合長賞】㈱博文堂事務機店【安城ロータリークラブ賞】あいち中央農業
協同組合【三河安城ロータリークラブ賞】㈲フットバランス【安城ライオンズクラブ賞】趣味の
志ぼりおおた【安城南ライオンズクラブ賞】めん処丸長【安城中央ライオンズクラブ賞】㈱アイ
ライフ石川【安城青年会議所賞】広瀬㈱【明治用水土地改良区賞】㈱栄寿司【国際ソロプチミスト
安城賞】Neo natural bis【安城商工会議所青年部賞】㈱梅本【キャッチネットワーク賞】㈱花の
店友楽園【安城サルビアスタンプ会賞】㈲稲垣カメラ【砺波市賞】㈲杉浦熔接【JR東海賞】杉友時
計店【安城文化協会賞】メガネの杉友

★ 準入選

精文堂印刷、㈲日新堂書店、大衆居酒屋じゅーじゅー、㈱玉木屋、㈱築本屋、御菓子司枡見屋、㈲
ナカガワモータース、和菓子処櫻屋、㈱富士屋呉服店、渥美商店

★ 特別奨励賞

錦町小学校、中央精機㈱、愛三工業㈱、医療法人安祥会松井整形外科、TAKOYAまんぷく、野田
公民館絵画教室、安城市立安城南中学校、小川町加美福祉委員会、新田保育園、安城老人保健施
設、安城学園B（歓迎アーチ）、桜井中学校、錦町小学校、安城市児童センター、安城婦人会協議会、
御幸子供会、ボーイスカウト安城1団、立正佼成会、セブンティーンズ、末広子供会、Anjo北斗、
安城保育園、安城学園A（竹飾り）、横山町内会、西尾信用金庫、安城北部幼稚園、朝日町子供会、
㈱豊田自動織機、花ノ木子ども会、ガールスカウト愛知県96団

★特選【安城市長賞】
（有）吉野屋

★ ロゴ・キャラクター特別賞

【きーぼー賞・個店の部】㈱ホソイメガネ【きーぼー賞・団体の部】医療法人安祥会松井整形外科

★ 飾り付け区域外優秀賞

井畑町内会、西尾町内会、石橋町内会、里町内会、相生町内会、高棚町内会、東栄今本連合町内会、
百石町内会、古井町内会、東端町内会

が大集合

地元安城の逸品グルメ

安城七夕まつり期間中の願いごと
広場会場内にて、地元安城の人気店
のメニューや、話題の商品などを一
堂に集めた『安城「イチオシ」グルめぐ
り』を開催しました。安城商工会議所
の会員事業所を対象に募集を行い、
合計15事業所が出店しました。
会場に訪れた来場者は、まだ知ら
なかったお店やグルメ、一度行きた
いと思っていたお店の味を楽しむこ
とができ、猛暑にも関わらず、多く
の来場者で賑わっていました。

安城「イチオシ」グルめぐり 開催!!
〜出店事業所一覧〜

㈲安城の郷（ふるさと館）
安城デンビール㈱
㈱1丁目カンパニー（南朝日町1丁目花れ）
㈱Ｌ&Ｒ（バーシュール）
㈱海沼（どんぐり和泉店）
Café B+
給食当番
㈱皓介
cobaco ne cobaco（Cafe LATTE）
杉浦製粉㈱×ぼてこアンドぼてじゅう
タージ・ベンガル
㈱ネクスト
福来源
三河一押 安城魂
和diner龍
【五十音順】

あんじょう商工会議所
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おしらせ

商工会議所からの

第10回がんばる企業経営セミナー

観光サービス部会主催セミナー

「人材価値の再開発！『活き活き職場』
は経営戦略」参加者募集！
企業が「健康経営」に取り組むことは、従業員の活力向上や生
産性の向上など、組織の活性化をもたらし、結果的に企業の業
績向上や、企業価値の向上へ繋がることが期待されています。
今回のセミナーでは、「健康経営」の社会的背景から、先進企
業の具体的な取組み内容、12月に義務化されるストレスチェ
ックに関する最新情報をご提供いたしますので、ぜひご参加く
ださい。

時 平成27年９月９日（水）14時00分〜16時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
内

「ディズニーランドに学ぶ接客術」
参加者募集！
今回のセミナーでは、お客様から人気があり、リピート率の
高い「東京ディズニーランド」でも実務経験のある講師が、デ
ィズニーランドから学べる点を織り交ぜながら、お客様の心を
とらえる接客術についてお教えいたいます。お店や事業所で実
践できる多くのことを学べますので、ぜひご参加ください。

時 平成27年９月７日（月）14時00分〜16時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 NHKレポーター

ディズニーランドの実務経験を持った実践派講師
CS向上コンサルタント・トレーナー 藤田 理恵 氏

「健康企業・健康経営」を取り巻く社会的背景とその価値
講師：中部経済産業局 ヘルスケア産業室

小林 弘和 氏

室長補佐

対 接客・営業担当、電話・来客応対のある事務の方、窓口担当、
お客様と接点のある方々など

自社の「企業健康度」を見える化！人材の伸びシロを捉える
講師：あいちヘルスアップコンソーシアム、

内

（独）国立健康・栄養研究所 健康増進研究部
協力研究員

高山 光尚 氏

【事例発表】先進取組企業の取り組み
講師：サンエイ株式会社 安全衛生推進部
保健師

ディズニーランドの接客で学べる点は？
お客様の心をとらえる応対のポイント
接客意識とモチベーション
言葉と動作の重要性
実践！ロールプレイング

￥ 安城商工会議所会員：無料！

一般（上記以外）：１名2,160円
（消費税込）

神崎 友子 氏

ストレスチェック義務化対策について
講師：NECソリューションイノベータ株式会社

初級より日商簿記３級まで

第一医療ソリューション事業部

複式簿記夜間講座

マネージャー 根本 繁 氏

受講生募集！

￥ 無料！

平成27年度地域創業促進支援事業

創業スタートアップセミナー 参加者募集！
今回のセミナーは、創業へのスタートアップとして、起業に
関する基調講演を開催いたします。新しく創業を予定している
方、創業に関心のある方ならどなたでもご参加できます。また、
10月からは「安城創業スクール2015」を開催し、今回のセミナ
ーと共に創業について学び、知っていただく機会ですので、ぜ
ひご参加ください。

時 平成27年9月12日（土）15時00分〜17時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
内 1.基調講演「創業とは何か？〜創業の現実と心構え〜」
講師：岡崎ビジネスサポートセンター「Oka-Biz」
センター長 秋元 祥治 氏

対 新たに創業を予定している方、
起業に興味・関心のある方

￥ 無料

簿記は事業経営には必要不可欠なものです。近年は電子化も
進み、便利な会計ソフトが多数販売されていますが、簿記の基
本が理解できないと利用することができません。
今回の講座では、日商簿記３級の合格レベルの内容を習得で
きます。また、簡単な経営分析の仕方にも触れ、財務面での意
識向上にもつながり、経営の一助となりますので、ぜひご参加
ください。

時 10月５日（月）〜11月９日（月） 計14回コース
各日18時30分〜21時00分

10月

５日（月）・７日（水）・14日（水）・16日（金）・
19日（月）・21日（水）・23日（金）・26日（月）・
28日（水）・30日（金）

11月

２日（月）・４日（水）・６日（金）・９日（月）

場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 税理士 鳥居
対

玄倫 氏（東海税理士刈谷支部所属）

複式簿記を初歩より習得したい方
個人事業の青色申告特別控除65万円を希望される方
経理実務を習得したい方
日商簿記３級合格を目指す方

￥ １名16,200円（テキスト代・消費税込）

但し、安城商工会議所会員：8,100円（テキスト代・消費税込）
法人会・青色申告会会員：12,960円（テキスト代・消費税込）

定 30名

− ６−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講 講師 ■
対 対象 ■
内 内容 ■
定 定員 ■
￥ 受講料・入場料 ■
申 申込み
■

知財セミナー in 西三河
参加者募集！
西三河地域商工会議所、愛知県商工会連合会西三河支部・豊
田支部、一般社団法人愛知県発明協会では、中小企業・小規模
企業の知財戦略、リスク管理策のヒントとしていただきたくセ
ミナーを開催いたしますので、ぜひご参加下さい。

時 平成27年10月14日（水）13時30分〜16時10分
※受付開始は13時00分〜

場 刈谷商工会議所 ２階 大会議室（刈谷市新栄町3-26）
内 1.「知的財産権（特許、実用新案、商標、意匠）とは」
講師：愛知県知財総合支援窓口相談員

山本 雅俊 氏

定
対
￥
申
問

2.「株式会社デンソーの知的財産活動」
講師：株式会社デンソー 知的財産部
第２特許推進室長 松島 尚義 氏

愛知県では、愛知県内で事業を行っている企業様の事業展開
をサポートするため、愛知県産業立地キャラバンを開催します。
愛知県の施策説明や、産業技術センターの紹介などを通し、企
業様の事業を支援します。
工場の拡大・設備投資をしたい、補助金を活用したい、用地
を探しているなどのご相談に県や市町村の職員がお応えします
ので、どうぞお気軽にご参加ください。

時 平成27年9月11日（金）14時00分〜16時00分
※受付開始は13時30分〜

場 愛知県技術開発交流センター ２階 研修室１
（産業技術センター内）

内 1. 産業立地施策説明会

立地優遇制度について
愛知県の地震リスクと対策について
2. 産業技術センターの紹介・見学
産業技術センターの事業内容や企業様の活用事例の紹介
や、センター内の見学をしていただきます。
3. 交流会
県や市町村の職員が、産業用地、優遇制度についての相
談に応じます。個別相談を希望される方は事前にお申込
みください。

30名（定員になり次第、締め切り）

経営者・管理職・ご担当者（知財、設計・開発担当）など
無料（どなたでもご参加いただけます）

平成27年10月７日（水）までに下記へお申込みください
一般社団法人愛知県発明協会（名古屋商工会議所 産業振興部内）
TEL：052-223-5640

「き〜☆モビ」車両ステーション
募集のご案内
内

愛知県産業立地キャラバン
IN 三河のご案内！

容

超小型電気自動車を利用した会員制ワンウェイ型カーシェア
リング実証事業「き〜☆モビ」の事業拡大に伴い、車両ステーシ
ョン（駐車場）の設置についてご協力いただける事業者様を募集
しています。興味のある方は、安城市役所環境首都推進課（0566
-71-2206（直通））までご連絡ください。
また、御社の社員様の「き〜☆モビ」会員登録についてもご検
討ください。10人程度の人数が集まるようであれば、御社での
開催も可能です。

定 70名

（参加受付証は発行しませんので、お申込みの上、直接会場
にお越しください）

対 企業（製造業・物流業）の皆様
￥ 無料

申 平成27年８月26日（水）までに下記へお申込みください
問 愛知県 産業労働部 産業立地通商課
TEL：052-954-6372

サービス

安城市雇用促進助成金事業
補助金のご案内

会員制ワンウェイ型カーシェアリング。詳細は、き〜☆モビ公
式ウェブサイト（http://www.kiimobi.jp/）をご覧ください。

実施主体

安城市創蓄省エネルギー・プロジェクト推進協議会
（安城市、株式会社デンソー、豊田通商株式会社、安城商工会
議所、株式会社安城スタイル、株式会社日本総合研究所）

ステーションの提供について
ステーションの提供については、無償（賃貸借契約等は締結
しておりません）で、充電用のコンセント（100Ｖ）が必要となり、
電気代（４台駐車150kwh／月）や整備等は御社負担となります。
（電源コード、ロゴシール、パーキングコーンは協議会で提供します。）
【車両スペック】

【駐車場所サイズ】

内

容

安城市役所商工課では、潜在的な生産年齢人口である子育て女
性の雇用を促進し、地域の雇用創出のため、離職中の子育て女
性（小学校６年生以下の子を養育していること）を新たに正規労
働者として６ヶ月以上継続雇用する事業所に対して、離職者一
人当たり30万円の補助金を交付しております。
新たに正規労働者として子育て女性を雇用する予定のある事業
所は、ぜひ補助金をご利用ください。
なお、対象となる雇用や労働者等の条件及び申請にあたっての
様式等につきましては、下記からご確認ください。
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/hojoseido/koyousokushin.html
安城市「望遠郷」＞暮らす＞雇用と労働＞安城市雇用促進助成金事業補助金

幅1,095mm、横2,395mm
高さ1,500mm

問合せ先

長さ３m×幅1.5m程度 ※２台分以上設置希望
ビレッジ開発本社 ステーション 2015.6.1開設

会員登録に関すること
南吉館 コールセンター（0120-40-1420)
ステーションの提供に関すること
安城市役所 環境首都推進課（TEL〈71〉2206）

問合せ先
安城市役所産業振興部商工課工業労政係
0566−71−2235（ダイヤルイン）

あんじょう商工会議所

− ７−

平成27年度

商工会議所からの要望書の回答

名古屋圏と三河圏を結ぶ広域道路として大きな
役割を担っており、国道1号線を補完するバイパ
ス道路で、自動車産業をはじめとする内陸工業地帯を結
ぶ重要な幹線道路でありますので事業推進を愛知県に働
き掛けいただきますよう要望いたします。
名古屋岡崎線バイパスの整備については、県事業とし
て行っており、安城市のみならず、名古屋岡崎線建設推
進協議会（沿線５市で組織）を通じ、国、県に強く要望し
ているところです。
安城市内の整備状況として、岡崎市境から現豊田安城
線までの区間については、今年の3月に開通をいたしま
した。また、豊田市側から安城北部地区工業団地に隣接
する市道里長根３号線までの区間については今年度の開
通を目指していると聞いています。
その他の区間についても、一部区間は工事着手されて
おりますが、引き続き整備の促進を要望してまいります。

中期
JR安城駅前につきましては、整備後かなりの年
数が経過したとともに、現在の安城市の人口に対
し手狭で駅への送迎も苦労している状況です。
また、安城駅前は安城市の顔であり、近隣の都市にお
いては駅前周辺の整備がされ魅力的な駅前環境の整備に
より都市間競争においても安城市は魅力を失っていると
考えられます。
つきましては、20万都市を目前にした当市に相応しいJR
安城駅前の一体的整備（ペデストリアンデッキの撤去や駅
前再開発事業）について要望いたします。
JR安城駅前地区につきましては、安城市の都市拠点に
ふさわしい魅力・活力あふれるまちづくりの必要性があ
ると認識しております。しかしながら現在、南明治土地
区画整理事業、中心市街地拠点施設が事業中であり、駅
周辺の未整備地区の整備方針を検討することも優先課題
であると考えています。また、地域住民や土地建物の権
利者など関係する多くの方々のまちづくりに対する前向
きな意識が醸成されることも必要と考えております。つ
きましては、JR安城駅前の一体的整備については、現時
点で、検討、方針策定の予定はございませんが、将来的
な課題として認識しております。

国道23号名豊道路につきましては、名古屋圏か
ら三河南部地域への物流交通の円滑化を担う幹
線道路として利用促進が進められています。一方、通行
車両の増加に伴い、製造業が集積する西尾IC、藤井ICへ
のアクセス道路周辺では、渋滞対策が急務であります。
つきましては、IC周辺の取付道路における渋滞緩和整
備を要望いたします。
名豊道路のICに接続する道路については、渋滞を緩和
するために交差部分でどのような改良が可能であるか、
国、県とともに検討していきたいと思います。
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あんじょう商工会議所

その1

豊田安城線は豊田市などの内陸工業都市から衣
浦臨海工業都市を結ぶ物流の円滑化と、当市の市
街地の渋滞緩和を図る重要な幹線道路です。整備計画区
間内の先行整備区間（700ｍ）の早期完成と、引き続き名
鉄西尾線との立体交差部を含む未整備区間の早期事業化
の推進を、愛知県への働き掛けについて要望いたします。
都市計画道路安城高浜線の整備は、県事業として行わ
れており、安城市としましても重要路線として、国、県
に要望しているところです。
愛知県においては、豊田安城線バイパスから現豊田安
城線までの区間（約700ｍ）を先行整備区間と位置づけ、
すでに事業着手し、今年度より用地買収に入っております。
今後も県と連携を図りながら、名鉄西尾線との立体交
差部を含む全線の早期開通に向け、整備の促進を要望し
てまいります。

中期
国道23号名豊道路につきましては、この地域の
大変重要な幹線道路です。一方、朝の通勤時には
西尾IC、藤井IC付近に大渋滞が発生し、その車が国道23
号の本線まで入り込み大変危険な状態となっています。
つきましては、ICの信号機の点灯時間を調整するなど、
大渋滞の解消に向けた取り組みを関係機関に働きかけて
いただくよう要望いたします。
国道23号名豊道路につきましては、平成24年度に安城
市内の藤井ICまでの４車線化工事が完了し、現在、西尾
市内の西尾東ICまでの４車線化工事が行われています。
また、暫定２車線ではありますが、蒲郡ICまで開通し、
本線通行量が増加傾向にあることに伴い、安城市内のIC
付近でも渋滞が発生していることは、市としても認識し
ています。
名豊道路のICに接続する道路については、渋滞を緩和
するために交差部分でどのような改良が可能であるか、
国、県とともに検討していきたいと思います。

中期
2027年のリニア新幹線開通に向けたまちづくり
やインフラ整備が県内の至る所で行われ始めま
した。西三河の玄関口となる三河安城駅周辺地域におい
てもリニア開業後を見通した計画的なインフラ整備が望ま
れます。
つきましては、インフラ整備の一環として、三河安城
駅から国道23号知立バイパスに接続する重要な幹線道路
であります新池箕輪線の整備促進を要望いたします。
新池箕輪線につきましては、三河安城駅から国道23号
知立バイパスに接続し、国道419号から臨海工業地帯へ
と繋がる重要な路線であります。この路線は、県道小垣
江安城線の代替路線であり、県による都市計画決定がさ
れていること、また、この路線の一部が通過する三河安
城駅南地区は、住宅系市街地拡大候補地として実現性の
検討を進めていることから、単独で道路整備を行うのか、
あるいは、面的整備と一体で進めていくのか、市街地拡
大の実現性の検討にあわせ、県の意向も確認しながら整
備方針を整理する必要がありますので、よろしくご理解
ください。

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

http://anjo-cci.or.jp/

蕎麦切り さとう
とことん食材にこだわった江戸前手打ち蕎麦屋
今回は、弁天町に新規オープンした蕎麦屋「蕎麦切り さとう」に伺いました。
風情漂う扉を開けると、大人の隠れ家を彷彿させる空間が迎え入れてくれました。木
材をベースに、和を取り入れた落ち着きのある店内と、お洒落なジャズのBGM。そし
て、店内中央には蕎麦打ち場があり、運が良ければ実際に蕎麦を打っている姿が見られ
るとのこと。
おすすめの料理は「つけ鴨せいろそば（税込1,500円）」。鴨の脂が味に深みを与え、食
材一つ一つが生きる味わいとなっています。また、「車海老天せいろ（税込1,600円〜）」
や「おろしそば（税込1,000円）」、さらに、蕎麦屋ならではの一品料理があり、他では味わえない料理を堪能することができま
す。国産最高級の食材を取り扱っており、素材そのものの旨味を引き立てる料理に感動すること間違いなし！
今まで味わったことのない蕎麦を提供してくれる「蕎麦切り さとう」。江戸時代から続く蕎麦文化と、見事な食材のハーモ
ニーをぜひ一度体験して下さい！
営業時間

ニチモウ
商事
ホワイト
急便

※祝祭日の場合は営業。次の平日がお休みになります。

所 在 地
電
話

弁天町1-12 弁天ビル1F
72-2126

至国道
１号

北安城駅

線
名鉄西尾

定 休 日

至新安城

昼の部／11：30〜14：00
夜の部／17：30〜21：00
火曜日

弁天町

★

大見歯科
医院

杉山

ミニ
ストップ

新田町宮町

至西尾

喰いしん坊
太郎

カフェ&キッチン ｙｙ
地元食材にこだわった料理でおもてなし
今回は、高棚町にある「カフェ＆キッチンyy」をご紹介します。今年３月にオープンした地
元産食材と自家製デザートがこだわりのおうちごはんカフェです。駐車場が広いので立ち寄り
やすく、明るく開放的な店内にはゆったりとした音楽が流れホッとくつろぐことができます。
おすすめメニューは、夜メニューをあれこれ盛り付けたよくばりプレートランチ(1,500円
・数量限定)とカレーランチ(1,200円)、共に自家製デザート付。胃にもたれないようにと市販
のルーを極力控え、スパイスやだしにこだわったカレーはオーナーの自信作です。金・土はディナーの営業もしていて、ラン
チとは少し違ったメニュー（パスタやフレンチトースト、パエリア
（要予約）など）も楽しめますよ。
また、演奏会やパーティー・会合などにもご利用いただけます。営業時間外でも要相談だそうなのでお気軽にお問い合わせ
下さい。そして今後は料理教室も開かれるそうなので興味のある方は是非ご参加下さいね。
カフェ＆キッチンｙｙで美味しいご飯を食べながら、みんなで「わいわい」過ごしてみてはいかがでしょうか。
至名古屋

営業時間
定 休 日
所 在 地
電
話

火〜土／11：00〜15：00
金・土のみ／18：00〜22：00の夜も営業
毎週日・月
高棚町小牧31
93-2981

ファン
ダーズ

★

フィール
でっかいどう

23

高棚町井池

都築
歯科医院

神谷

榎前町北山

福釜町下山

活動報告ダイジェスト
版
砺波市一行来所／安城七夕まつり激励会

ベストウィズクラブ 優良商工会議所視察

安城市と防災協定を結んでいる砺波市より砺波市副市長、
砺波商工会議所会頭、プリンセスチューリップをはじめ、計
11名の方々が８月７日（金）安城七夕まつり期間中に安城商
工会議所を訪れ、当所正副会頭と地域交流を図りました。
また、7月27日（月）、当所田村会頭、安城市長、安城七夕
親善大使は、第62回安城七夕まつりの七夕飾り作成中の作
業場を訪問し、七夕準備に力が入る商店街の皆様に激励の言
葉を掛けました。

全国の商工会議所とアクサ生命保険株式会社により運営さ
れるベストウィズクラブが主催する第31回優良商工会議所
静岡県連視察に参加しました。
今年度は、7月23日（木）にホテルセンチュリー静岡にて開
催され、全国514の商工会議所から210会議所250名の方々
が参加しました。
共済制度推進事例として
富士商工会議所の取り組み
と藤枝商工会議所の取り組
みがそれぞれ発表され、今
後の共済制度事業運営の参
考となりました。

▲安城七夕まつり激励会

▲砺波市一行来所

あいちワーク・ライフ・バランス
推進運動2015 賛同事業所募集！

国勢調査（スマート国勢調査）を
実施します！

愛知県では、昨年度に引き続き、県内企業等の皆様に、県内
一斉ノー残業デーを始めとした定時退社、有給休暇の取得促進、
育児・介護との両立支援などの取組を呼びかける「あいちワー
ク・ライフ・バランス推進運動2015」を実施します。

５年に１度行われる国勢調査が、平成27年10月１日
を期して全国一斉に実施されます。この調査は、人口や
世帯の実態を把握する上で最も基礎となる重要な調査で
す。
今回の調査からインターネットを通じて、パソコンや
スマートフォンでも回答ができるようになりました。調
査票への記入の手間や調査票の受渡しがなくなり大変便
利です！
ぜひ、インターネットによる回答をご利用ください!!

内

容

11/18(水)の定時退社（愛知県内一斉ノー残業デー※）
11月中に定時退社を実施
（11/18(水)の愛知県内一斉ノー残業デーを除く）
９月から11月の間に前年同期間よりも１日多い有給休暇取得
年間を通して効率的な働き方の取組を実施
11月末までに育児・介護支援の取組を実施
11月末までにメンタルヘルス対策の取組を実施
11月末までに管理職等への意識啓発の取組を実施

申込期間 平成27年11月30日（月）まで（必着）
対

象 愛知県内の企業、団体、事業所

お問合せ 愛知県産業労働部労政局 労働福祉課
仕事と生活の調和推進グループ
TEL：052-954-6360

※申込み・詳細等につきましては、専用ホームページをご覧ください。
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あんじょう商工会議所

時 インターネットによる回答期間：

平成27年９月10日（木）〜９月20日（日）
※インターネットで回答されない場合は、
９月26日（土）から調査員がお宅を訪問
し、調査票を配布・回収します。

時 安城市企画部経営管理課経営管理係

TEL 0566-71-2205（ダイヤルイン）

〈７月15日現在〉
事業所名

カイロプラクティックファイン

事業所名

株式会社バロー安城店

所在地

篠目町井山98-108

所在地

篠目町1-11-17

代表者

中根

代表者

田代正美

業

種

カイロプラクティック

業

種

スーパーマーケット

電

話

72-5703

電

話

71-2141

事業所名

徹

eyelash salon cross

事業所名

カフェ&キッチン ｙｙ

所在地 二本木町切替56-5 プリマグランデ安城弐番館106

所在地

高棚町小牧31

代表者

黒須理恵子

代表者

石川めぐみ

業

種

まつ毛エクステサロン

業

種

カフェ&キッチン

電

話

080-1618-7099

電

話

93-2981

事業所名

株式会社アオヤマ・インベスターズ・パートナー

事業所名

安城資材株式会社

所在地

赤松町新屋敷163-2

所在地

福釜町荒子184-3

代表者

青山竜也

代表者

杉本

業

種

投資アドバイス

業

種

煉瓦製造販売

電

話

71-1090

電

話

92-2165

忠

会員の動き
事業所名

喫茶グラスオニオン

所在地

福釜町矢場78-1

代表者

小島英則

業

種

飲食業

電

話

76-0788

事業所名

ブライダルエステと上質エステの
「natural

ivory」

所在地 岡崎市羽根北町4-3-6 HATAYA Apartment201
代表者

林

業

種

エステティック業

泰子

電

話

0564-83-8539

【名称変更】
ヒラタクリーンサービス ⇨ （株）メイナン
有限会社屋根義 ⇨ （株）Good Roof
師崎茶屋 太っ腹 ⇨ （株）ステップバイステップ
【代表者変更】
中部土地開発（株） 深津好伸 ⇨ 深津貴弘
服部硝子（株） 服部孔則 ⇨ 鈴木公彦
松井整形外科 松井順一 ⇨ 西尾 真
（株）三廣社 尾方功一 ⇨ 尾方圭介
（有）フナミ製作所 船見勝夫 ⇨ 船見和正
（株）
ステップバイステップ 弓場義久 ⇨ 弓場てる子
【所在地変更】
（株）メイナン 緑町 ⇨ 刈谷市一里山町金山74-1
（株）Good Roof 末広町 ⇨ 城南町1-8-12
【電話番号】
（株）メイナン 71-1558 ⇨ 93-5577
【FAX番号】
（株）メイナン 71-1559 ⇨ 93-5578

あんじょう商工会議所
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62nd Anjo Tanabata

〜POWER〜

七夕まつり特別委員会副委員長

山口美重子

今年も碧海信用金庫本店駐車場・市民スク
エアにて私達女性会主催の「浴衣着崩れ直し、
おむつ交換、授乳所」の運営を致しました。事
前に説明会を開いて準備を徹底し、七夕まつり
期間中は担当者一人一人の細かなスケジュール
を組み、ミスの無いよう集中してイベントの成
功に全力を注ぎました。
この数年、各方面からおむつ交換、授乳所の
▲7/27 浴衣着崩れ直し講習会
運営要望も頂けるようになり、また利用者のア
皆さん真剣に学んでます!!
ンケートでは他のお祭りに無い、このような
サービスがあり大変助かったというご意見が多
数寄せられました。
担当者の対応がとても良かったと評判が良く、
酷暑であったのに事故もなく、利用者も多く、
大好評でイベントを終えられたことを嬉しく思
います。

◀田村会頭も
利用されま
した。

行事予定
10月26日（月）

教養サロン＆20周年記念式典全体説明会
※時間・場所は未定です。
※多くの方の参加をお願いいたします。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！
！
★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
購読無料!!
★会員の皆さんからの口コミ情報
★公的融資や助成金情報
★各種経営情報 など
役立つ情報をメールでお届けします。

申込み：当所ホームページ→ http://anjo-cci.or.jp
左下

メールマガジンの配信
セミナーやイベントの情報を
いち早くお届けします 申込
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よりお申込みいただけます。

77
女性会20年間の思い
平成14・15年度（第３代）
会長 神谷美砂
私が先輩方のご指導のもと女性会の会長
をさせて頂いた頃は、県連に加入したり七
夕まつりや元気フェスタが青年部と合同化
していった頃でした。
七夕まつりは朝日町の「花いっぱいの無
料休憩所」から碧信の市民スクエアに場所
移動しました。今では親善大使も来場する
立派な七夕ステージも当初は４畳半サイズ
で、当時は今年で12年目となるおはなし
どんどん等、マイク１本で実施できるグ
ループにお願いしていました。
今回振り返ると創立10周年記念事業の
実行委員長として、最後のお礼の挨拶の中
で『青春』という詩を朗読して会場の皆様や
自分自身に心の若さや柔軟さを宣誓したこ
とは心に残っています。20年目の節目の
今，ご尽力されている役員の皆様に心より
エールを送ります。

〜安城警察署からのお知らせ〜
９月11日は、
「警察相談の日」です。
110番は、事件・事故が発生した際に警察へ通報する緊急通報
のための専用電話です。相談事については、警察の相談ダイヤル
である「＃9110」、もしくは、安城警察署に相談してください。
警察の相談ダイヤル＃9110
★固定電話（プッシュ回線のみ）、公衆電話、携帯電話、PHSで
利用可能
★ダイヤル回線、一部のＩＰ電話からは、052-953-9110
★月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く） 午前９時〜午後５時
★相談は無料ですが、通話料は有料

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

８月例会・第62回安城七夕まつり
８月７日（金）・８日（土）・９日（日）に第62回安城
七夕まつりが開催されました。
今年のテーマは『POWER』。各団体や商店街、一般
の方々の協力の元に安城市全体が盛り上がりました。
安城商工会議所青年部としては、例年通り碧海信用
金庫本店の駐車場をお借りし、物品販売並びに七夕飾
り等で参画させて頂きました。特に今年は安城商工会
議所青年部20周年という節目の年でもあり、その20
周年にちなんで折り鶴飾りを20基つくりました。

４万羽という途方もない数の折り鶴を、地元の小学校
や中学校、社会福祉法人や各団体、個人にお願いをし

てなんとか４万羽の鶴を集めることができました。途
中計画が上手くいかず断念せざる負えないかという状
況にまで追い込まれたこともありましたが、７月に入
ってからは、ほぼ毎日の深夜までの作業でなんとか
20基を完成させ、無事に20周年を飾るに相応しい折
り鶴飾りができたのではないかと思います。
また今年も３日間とも晴天に恵まれました。特に金

曜日、土曜日はうだるような暑さでしたが、そんな中
でも市民スクエアステージでは歌、ダンス、各種演奏
等でたくさんの方にご出演いただき8月の暑さ以上に
熱いステージになりました。
木曜日の前日準備を含め４日間、皆様方のご協力の
もと、無事に終了出来た事に感謝いたします。お疲れ
様でした。有り難うございました。

安城商工会議所青年部20周年記念事業告知
平成２７年度は安城商工会議所青年部20周年の年度となります。
来る９月12日（土）、記念事業として式典・講演会・祝賀会は開催いたします。
記念講演会は公開で講師にキャスター・小倉智昭氏をお招きし、「小倉流 ヒトを活かすコミ
ュニケーション」を題材に講演を行っていただきます。整理券は配布当日に全て無くなってしま
いました。皆様に楽しみにして頂けていることと思います。
式典並びに祝賀会は関係者のみになってしまいますが、安城商工会議所青年部一同、万全の準
備をして参加して頂ける皆様をお待ちしております。

トーク

あいつはあいつ 君は君
オレはオレ︵ 才・古井町︶

元気ノ助のメールで投句

僕は僕

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー 9月例会 20周年記念事業 ー
9月例会20周年記念事業を下記のとおり開催します。
○日

時

平成27年９月12日

○場

所

安城市文化センター

○内

容

13時15分受付開始

安城商工会議所青年部20周年記念事業を開催
します。式典・講演会・祝賀会を行います。

あんじょう商工会議所
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解説マイナンバー
第３回

安全管理措置が必要に

第３回は、民間企業で必須となる３つのマイナンバー対応

いる。これに対し、中小規模事業者では、その策定は義務で

（①個人番号の収集、②個人番号の保管、③帳票への記入と

はないが、①特定個人情報などの取り扱いなどを明確化する、

行政機関などへの提出）のうち、②個人番号の保管（安全管理

②事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引き継ぎを行

措置）について詳しく解説する。

い、責任ある立場の者が確認することが求められている。

特定個人情報（個人番号が含まれた個人情報）は、個人番号

組織的安全管理措置として、一般の企業においては、シス

を記載した書面を行政機関に提出する場合など以外は保管し

テムログまたは利用実績の記録や、特定個人情報ファイルの

てはならない。従って、書面を提出する事務を行う必要がな

取り扱い状況を確認するための手段の整備などが義務化され

くなった時点で個人番号を廃棄・削除しなければならない。

ている。これに対し、中小規模事業者では、①特定個人情報

このように廃棄・削除が義務である点が、個人番号の大きな

などの取り扱い状況の分かる記録を保存する、②情報漏えい

特徴である。例えば、従業員の個人番号は、退職後、「扶養

などの事案の発生などに備え、従業者から責任ある立場の者

控除等（異動）申告書」の法定保存期間である７年が経過した

に対する報告連絡体制などをあらかじめ確認しておく、③責

時点で、廃棄・削除する必要がある。

任ある立場の者が、特定個人情報などの取り扱い状況につい

個人情報保護法は、５千件以下の個人情報のみを取り扱う
企業には適用がなかったが、マイナンバー法は全ての企業に
適用がある。従って、これまで個人情報保護法が定める安全
管理措置などを講じてこなかった中小企業においても安全管
理措置を講じる必要があるため、大きな影響がある。

て、定期的に点検を行うことなどが求められている。
また、人的安全管理措置として、事務取扱担当者の監督お
よび教育が必要である。
物理的安全管理措置としては、さまざまなことが求められ
ている。典型的な例としては、特定個人情報が保存された

ただし、マイナンバー法のガイドラインが定める安全管理

PCが盗難に遭わないように管理を厳重にした上で、帳票を

措置には、「中小規模事業者」
（従業員数が100人以下の企業

取り扱う担当者以外の従業員が見ることができないようオフ

であって、委託を受けている企業や金融分野の企業などを除

ィスの座席の配置などを工夫して間仕切りを設置したり、オ

いたもの）に対する軽減措置が定められている。

フィスから帳票を持ち出す際には封筒や鞄に入れることなど

まず、安全管理措置の前提として、①個人番号を取り扱う

が求められる。

事務の範囲、②特定個人情報などの範囲、③特定個人情報な

さらに技術的安全管理措置として、情報が漏えいなどしな

どを取り扱う事務に従事する従業者（事務取扱担当者）を明確

いようさまざまな技術的な措置が求められている。中小規模

にすることが必要である。例えば、①は源泉徴収票を取り扱

事業者においては、特定個人情報を取り扱うPCをインター

う事務、②は従業員・扶養親族などの氏名・個人番号、③は

ネットに接続しないか、ファイヤーウォール機能のあるルー

税務関係の帳票を取り扱う経理担当者、と明確にすることに

ターを使用するなどして外部からのアクセスを防止すること

なる。その上で、基本方針を策定することが重要であるとさ

が、最低限求められている。
牛島総合法律事務所

れている。
一般の企業においては取扱規程などの策定が義務とされて

各種マイナンバー冊子 配布中！
平成27年10月にマイナンバーが通知され、平成28年
1月から運用が開始されるマイナンバー制度に先駆け、
当所では、冊子『マイナンバーＱ＆Ａ』および内閣府
からの冊子『マイナンバー社会保障・税番号制度が始
まります！』を窓口にて配布しております。ご希望の
事業所は、当所までご連絡ください。
※数に限りがございますので、ご了承ください。
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弁護士・影島広泰

