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安城商工会議所会員大会

参加者募集！

安城商工会議所では、会員事業所従業員の勤労意欲の向上、また、会員事業所相互の交流を目的に、会員大会を開催い
たします。当日は、優良従業員表彰および共済加入事業所表彰の後、立食形式の会員交流パーティーを開催します。簡単
な軽食のほか、安城市観光土産品を一堂に集めますので、今後の手土産等の参考としても活用いただけます。
また、豪華景品が当たるお楽しみ大抽選会も開催いたしますので、会員事業所皆様のご参加をお待ちしております。
なお、多数のご参加が予想されますので、１事業所２名様まででお願いいたします。
申込開始：平成27年10月５日（月）〜

当所窓口、もしくは、お電話にて受付開始！！

※FAXでのお申込みはご遠慮ください

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

経営者と従業員の慶弔金や労災の上乗せなど、
福利厚生を充実させたい方にオススメ！

point

割安な掛金で、大きな保障

01（不慮の事故死亡最高1,500
万円）
が得られます。

point

業務内・業務外を問わず、
交通事故はもちろん不慮
の事故・病気死亡にいた
るまで広範囲に24時間保障。

02

point

ご加入手続きは簡単。
（健康
状態についての告知が必要
です）

point

1年ごとに収支計算を行い、
剰余が生じた場合には配
当も。（収支計算の結果、
配当金が0となる年度もあり
ます）

point

商工会議所独自の給付制
度が充実。

point

掛金は損金又は必要経費
に算入も。
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今月のみどころ
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今月の会員事業所紹介

特集
「平成27年度安城商工会議所からの
要望書の回答 その２」
ガンバル事業所、応援します！
折込「金融部会主催 マイナンバー実務セミナー」

ふじや旅館
所在地

安城市御幸本町6-7

電

0566-76-2631

話

株式会社アイシア

折込「安城商工会議所 会員大会」

所在地

安城市赤松町堀切35

折込「消費税転嫁対策セミナー」

電

0566-93-4880

話

折込「たなばた共済だより」

安城商工会議所 行事予定
10月
５日㈪
７日㈬
14日㈬
14日㈬
14日㈬
15日㈭
16日㈮
19日㈪
21日㈬
23日㈮
23日㈮
23日㈮
26日㈪
28日㈬
28日㈬
30日㈮

11月
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】
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】

今月号の表紙

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
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

２日㈪
４日㈬
４日㈬
６日㈮
９日㈪
10日㈫
11日㈬
11日㈬
15日㈰
17日㈫
19日㈭
22日㈰
24日㈫
27日㈮
29日㈰

複式簿記夜間講座【第11講】
マイナンバー実務セミナー
複式簿記夜間講座【第12講】
複式簿記夜間講座【第13講】
複式簿記夜間講座【第14講】
消費税転嫁対策セミナー
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
簿記検定試験
税務相談
法律相談
福祉住環境コーディネーター検定試験
安城商工会議所 会員大会
金融相談（愛知県信用保証協会）
カラーコーディネーター検定試験

株式会社メタルヒート

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

表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

株式会社メタルヒートではダイシングフレームの製造販売を行っております。
金属熱処理業の㈱メタルヒートはダイシングフレームの熱処理を長年続けておりました。
ダイシングフレームの特徴としては、ステンレス製、大きなサイズですと外形約575ミリにも
なりますが、厚みは２ミリで、平坦度は0.2ミリ以下と言うことです。
製品のコストを下げるためプレスで打ち抜きをしますが、その時にどうしても歪みが生じてし
まいます。弊社ではプレスで生じた歪みを熱処理工程で矯正し、平坦度を規格以内にしています。
この熱処理のノウハウを生かし、熱処理工程を中心に最終製品の品質・価格を考え一貫生産をす
ることで、高品質はそのままに低価格化を実現することができました。
主流サイズでは在庫を持つ様にし、お客様の急なご要望にも対応しております。
電話やFAX、H.Pからでも御注文を承っております。
愛知県安城市東栄町五丁目３番地６
FAX：0566-98-2504 H.P http://www.metalheat.co.jp/

【お問い合わせ先】株式会社メタルヒート

TEL：0566-98-2501

あんじょう商工会議所

− ３−

平成26年度事業報告・収支決算承認される
商工会議所からの
常議員会・通常議員総会

おしらせ

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 参加者募集！
今回のセミナーでは、平成28年1月から順次利用が開始
されるマイナンバー制度における企業に求められる安全管
理措置や、具体的に守るべき情報などについて、詳しく解
説をいただきます。また、最近のセキュリティ事故の事例
と対策についても紹介いたしますので、ぜひご受講くださ
い。
時 平成27年10月23日（金）14時00分〜15時30分

〜プレゼンテーション力開発講座〜

プレゼンテーション基礎セミナー
参加者募集！
今回のセミナーでは、プレゼンテーションの基礎知識を
はじめ、信頼を高めるアプローチの方法や、自社の提案力
をさらに高めるためのプレゼンの仕方など、営業時や内外
の展示会等において自社の製品やサービス内容を短時間で
効果的にPRするために必要不可欠なプレゼンテーション技
術について学んでいただくことができますので、ぜひご受
講ください。
時 平成27年10月28日（水）10時00分〜17時00分

場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 デュプロ販売株式会社

開催！

場 安城商工会議所 ３階 研修室

瀬尾 俊明 氏

講 有限会社幸プランニング

内 1.最近のセキュリティ事故事例と対策
2.マイナンバー制度の概要
企業に求められる安全管理措置
具体的に守るべき情報とは
3.企業における具体的な5つのセキュリティ対策
4.質疑応答

代表取締役

長野 ゆき子 氏

内 1.営業力強化とプレゼンテーションの基礎
自社を売り込み、強みを洗い出す方法
プレゼンの基本と内容の組み立て方
2.プレゼンテーションの準備
魅力ある資料づくりのポイント（パワーポイント・タブレット）
プレゼンに不可欠なPREP法
3.プレゼンテーションの実践

￥ 安城商工会議所会員事業所：無料！
一般（上記以外）：１名2,160円(消費税込)

￥ 安城商工会議所会員事業所：1名3,240円（昼食代・消費税込）
（公社）刈谷法人会安城支部会員事業所：1名6,480円（昼食代・消費税込）
一般（上記以外）：1名9,720円
（昼食代・消費税込）
定 30名（定員になり次第、締め切り）

〜会員限定サービス〜
会員事業所優良従業員表彰

申込みのお忘れは
ありませんか？

推薦申込受付中！

会員事業所に永年勤続し、その成績が優秀な方、また、考案・改良・改善によって企業に多大な貢献をした従業員の方々に表
彰状と記念品を贈ります。
時 平成27年11月24日（火） 15時00分〜
場 安城商工会議所

５階

大会議室

負担金額

対 ★優良勤続表彰（平成27年９月30日現在をもって算出）
同一事業所に勤務し、職務に精励し品行方正である者
勤続５年から30年まで（５年ごと）

優良従業員表彰

★永年勤続表彰（平成27年９月30日現在をもって算出）

同一事業所に永年勤続し、職務に精励し品行方正であり、
事業所の発展に貢献した者

永年勤続表彰

以下の各項のいずれかに該当し事業主が推薦する者。

15年 ・ 20年表彰

5,000 円

25年 ・ 30年表彰

7,000 円

35年 ・ 40年表彰

8,000 円

平成27年10月２日
（金）

重大な事故・災害などの非常事態または業務上の損害

※期日後でも数日は申込
みを受け付けますが、
お早めにご連絡くださ
い。

を適切な処置をとり未然に防止するなど、特に功労の
あった者

ボランティア等の社会的活動を積極的に行い、または
社会的な善行功績があり、事業所の信用を高め当該事
業所の名誉となる行為のあった者

あんじょう商工会議所

8,000 円

推薦期日

技術の向上・改良、職場改善などで功績のあった者

商店の改良・改善などで商店の発展に功績のあった者

− ４−

4,000 円

特別表彰

勤続35年、40年

★特別表彰（１事業所につき１名を原則とする）

5年 ・ 10年表彰

問 担当 ： 杉山

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 ■
問 問合せ
■

会員増強&共済加入促進
キャンペーン 実施中！

地域商談会（三河・知多会場）
発注企業募集！

現在、会員増強&共済制度加入促進キャンペーンを実施
しています。期間中は、当所職員および共済制度引受会社
であるアクサ生命保険株式会社の推進員がお伺いさせてい
ただきますので、その際はお時間を賜りますよう、お願い
いたします。
また、新たに当所へご入会いただいた事業所には、会議
所事業でご利用いただける「利用割引券3,000円分」を差
し上げます。
【ご入会特典】
会議所事業でご利用いただける「利用割引券3,000円分」
※会員事業所からご紹介をいただいた場合には、ご紹介者
にも上記割引券を差し上げます。
【共済制度加入特典】
たなばた共済３口以上、特定退職金共済10口以上、福祉制
度成約でそれぞれ粗品を差し上げます。
【実施期間】
11月30日（月）まで
【お問合せ】
安城商工会議所 総務・業務グループ 共済担当

三河・知多地域を中心とした中小・小規模企業の受注機
会の増大及び新規取引先の開拓を図るため、三河・知多地
域の各商工会議所と共催で、地域商談会を開催いたします。
この商談会は、発注企業と受注企業が一堂に会し、対面
方式により具体的な商談または、意見・情報交換をしてい
ただく企業間の出会いの場です。
新たなビジネスパートナーが発掘できる絶好の機会です
ので、ぜひご参加ください。
時 平成28年2月9日（火）13時00分〜17時10分
場 刈谷市産業振興センター「あいおいホール」
内 発注企業と受注企業の個別相談
（面談回数：最大８回、１回の面談時間：25分）
￥ 無料
定 50社（受注企業の参加は150社を予定しています）
申 平成27年10月23日（金）までに公益財団法人あいち産業
振興機構ホームページの商談会参加申込書をダウンロード
いただき、お申込みください。
問 公益財団法人あいち産業振興機構 TEL：052-715-3068

日本商工会議所 事業活動表彰および役議員永年表彰を受賞！
第122回日本商工会議所通常会員総会・会員大会が平成27年9月17（木）にグラン
ドプリンスホテル新高輪にて開催され、事業活動表彰および役議員永年表彰を受賞
しました。事業活動表彰では、当所事業の協同組合アンジョウ・ハーツの取り組み
が表彰され、役議員永年表彰では、当所より推薦しました合計５名の役員の方々が
表彰されました。当日は、それぞれを代表して当所の田村会頭が表彰状を受け取り
ました。今回、表彰された役員の方々は以下のとおり。

役議員永年表彰受賞者

日本モウルド工業㈱
石原 昭 氏
（役議員：40年）

㈲六衛門
稲垣 和彦 氏
（役議員：40年）

㈱丸山組
丸山 光夫 氏
（役議員：40年）

㈱大見組
大見 哲久 氏
（役議員：30年）

万能工業㈱
小西紀久雄 氏
（役議員：20年）

あんじょう商工会議所

− ５−

平成27年度

商工会議所からの
要望書の回答 その2

中心市街地において、空き店舗への入居者に対す
る家賃補助を行っていただいておりますが、同制度は
補助対象条件として１階のみの利用であり２階以上の空き店
舗へは活用が出来ない制度となっています。また空き店舗補
助利用店舗の入居者が退店した後３年間は当該店舗での補
助制度利用が出来ないなど新たな新規出店者を呼び込む上
で活用できない事案が増えてきています。
つきましては、空き店舗の活用を図るため２階以上への空
き店舗補助金の適用と利用後３年間の規制の廃止を要望い
たします。
２階以上への空き店舗活用補助事業の適用については、
１階部分の空き店舗の存在が目立つ中で２階以上への補助
が必要であるのか現状や需要、他市の状況等について調査
研究したいと考えます。
次に、３年間の補助制度の利用規制につきましては、過去
に補助制度を不正に利用しようとするケースがあり、制限を
設けましたが、今後は運用方法を見直すことで制限期間の
短縮若しくは撤廃を検討してまいります。
安城市におきましては、過去に当所から要望させて
いただきました定期サーベランスを除く更新費用の
補助制度で、市内中小企業のISO規格の維持更新にご尽力を
いただきお礼申し上げます。
しかしながらその対象はISO9001,14001,22000の3規格
に限定されており、今後、中小企業が次世代産業への進出
や更なる受注確保を目指すために必要なISO/TS 16949や、
航空機産業に必要となるJIS規格・記号W/Q系列部門等への
支援が市内中小企業の更なる発展に不可欠となります。
つきましては、これらの規格への新規取得時の取得費用
及び更新費用の補助について要望いたします。
今年度、JISQ9100を新たに補助の対象とさせていただき
ました。今後の拡充につきましては、企業様からの具体的な
要望内容を受け、調査、研究していきたいと考えます。
安城市は住宅地の地価も高く、用地確保も難しい
ことから市外への若年層の流出が今後に向けた大き
な課題となっています。安城市の都市計画マスタープランに
おいて三河安城南地区について拡大市街地の方針が掲げら
れており、事業の実施については早期の取組みが期待され
ています。
つきましては、市街化区域の拡大と指定時期の明確化に
ついて要望いたします。
三河安城南地区の市街化区域の拡大につきましては、安
城市都市計画マスタープランで住居系拡大市街地と位置づ
けておりまして、その実現性について地元役員と協議を重ね
ております。指定時期については、地元の方々とまちづくり
に関し、合意形成が必要であり、現時点でお示しすることが
できませんので、
ご理解をお願いします。
新たに安城へ進出を希望する企業や既存企業の工
場拡張希望など、企業の要望に速やかに対応できる
ためには空き工場及び遊休地のデータベースの構築による
管理が必要となります。
つきましては、コーディネーター事業と連携して希望企業に
情報提供できる環境の整備を要望します。
ホームページ等を利用して市内の空き工場や遊休地を情
報提供できる仕組みづくりは産業活性化と企業誘致に必要
でありますので、貴会議所との連携方法について調査、研究
していきたいと考えます。

− ６−

あんじょう商工会議所

市内中小企業が企業用地を求めていることは、商
工会議所と中小企業コーディネーターで行った企業
訪問でも複数挙がっています。中小企業向け工業用地開発
については、都市計画マスタープランにも明記されています
が、中小企業が計画的に投資を行う上で、時期が未決定で
あれば経営計画を策定することが困難となります。
また、当該エリアの地価は、隣接する碧南市や西尾市と比
較した場合割高であると想定されるが、土地単価を低減する
ことは近隣地に大きな影響を与える可能性が考えられます。
そのため、市内企業が移転する場合の費用負担の軽減、市
外企業の誘致による新たな需要を喚起するための施策の実
施が求められます。
つきましては、工業用地開発と企業進出の支援策として以
下の２項目について要望いたします。①工業用地開発の早
期着工と実施時期の公表、②開発工業用地への移転企業に
対する補助制度や法人市民税、償却資産税の優遇措置の実施
①工業用地開発につきまして、都市計画マスタープラン
で示されている国道23号沿いの工業系拡大市街地の中から
検討しておりますが、現段階では具体的な場所は未定でご
ざいます。今後の予定としては、場所、規模、整備手法等の
「工業用地整備方針」を今年度のなるべく早い時期に策定し、
事業化に向けて取り組んでまいります。
②法人市民税、償却資産税の優遇措置の実施については、
市内企業の設備投資の促進の観点から必要性が高いと考えて
いますので、制度設計等を検討してまいりたいと考えています。
南明治地区の土地区画整理事業につきましては、
末広・花ノ木地区の移転整備や拠点施設の工事も始
まり、いよいよ新しいまちづくりへ向けて事業が目に見える
形で動き始めました。
しかしながら、当初の計画に盛り込まれておりました御幸
本町の内5.2ｈａの区域の土地区画整理事業につきましては、
一向に事業の動きがなく、区域内の住民・事業者にとっては建
築規制のため新たな建物建設ができずに時が経過しています。
つきましては、今後の事業計画を立てるうえで南明治土地
区画整理事業未着手区域の事業実施時期について明示いた
だきますよう要望いたします。
南明治地区は、第一地区では家屋移転が49％進捗してお
り、第二地区では、事業が完了に近づいております。このよ
うに着々と整備が進む状況を見て、未整備である当該地区
の方から整備を進めて欲しいという声があることも承知して
います。また、都市計画決定から10年以上が経過しており、
第二地区の終結が近いことから、この未整備地区の方向性
を検討する時期であると捉えております。
今年度は、まず意向調査を行い、その結果を分析して、今
後の整備方針を絞り込んでいきたいと考えております。
そのため、現時点では事業実施時期につきましては明示する
ことができませんが、よろしくご理解ください。
安城市内には産業フェア等を開催する施設が安城
市体育館のみであり、開催にあたり展示物の搬入制
限など展示会場としての活用には不具合を生じています。
安城市では中心市街地活性化の中心施設としての図書情報
館が完成後の地域活性化の施設として期待されております
が、当市産業の一層の振興を図るため、多業種が利活用で
きる展示会場と支援設備を有する
（仮称）
産業振興センターの
建設について早急に具体的な計画策定、用地の確保等を要
望いたします。
また、
（仮称）
産業振興センターの建設まで活用する、安城
市体育館の床面強化の補修や搬入搬出口へのスロープ取付
などにつきまして早急に対応いただきますよう要望いたします。
産業振興センターの施設整備につきましては、周辺自治
体の産業振興施設の利用状況等を勘案し、中長期的な課題
として認識して調査・研究を進めたいと考えています。市内
企業が会する産業フェア等の開催につきましては、まずは既
存の施設をご利用いただくことをお考えいただき、地域経済
の振興に繋がる事業の開催をご検討いただきたいと思います。
また、安城市体育館は、平成29年度に大規模改修工事を
行う予定としており、平成27、28年度で改修内容の検討と
設計を行います。この中で、床面の強化や体育館内への搬
入・搬出口のスロープ取付につきまして、検討してまいりた
いと思います。

入札参加資格登録申請・電子入札が
変わります
平成28年度から、事業者の利便性の向上を図るため、
安城市の発注する公共工事、業務委託及び物品調達は、
愛知県及び県内の市町村が加入している「あいち電子調
達共同システム」を利用した入札参加資格登録や電子入
札に変わります。
同システムへの移行について、今後は安城市ウェブサ
イト望遠郷『入札の広場』で随時ご案内していきます。
入札参加資格の登録時期
平成28年１月４日（月）から２月15日（月）まで
電子入札などの開始時期
平成28年度発注分から
問い合わせ先
安城市役所 総務部 契約検査課
71-2211（ダイヤルイン）

赤い羽根共同募金の事業所募金に
ご協力をお願いします
今年度も10月１日から全国一斉に「赤い羽根共同募金
運動」が展開され、安城市におきましても街頭募金をは
じめ戸別募金、学校募金等の運動を展開します。事業所
の皆さまには事業所募金としてご協力いただいています。
安城市では、担当地区の民生委員が各事業所を訪問し、
募金の協力を呼びかけています。平成26年度は1,109
事業所から4,087,097円の募金をいただきました。お
寄せいただきました募金は、地域のボランティア活動、
障がい者施設への施設備品等助成、民間保育所や児童ク
ラブへの施設費助成、ひとり親家庭の子どもへの入学祝
い品贈呈、経済的に困難な家庭へ修学旅行費の一部補助
等に幅広く活用をさせていただいております。
つきましては、今年度も赤い羽根
共同募金にご協力いただける事業所
を大募集します。ご協力いただける
事業所がございましたら、下記まで
ご連絡をお願いします。
みなさまのご理解とあたたかいご支
援、ご協力をお願いします。
【連絡・問い合わせ先】
安城市共同募金委員会事務局 伊藤
（安城市社会福祉協議会総務課事業係内）
TEL：77-2941

中小企業みらい設備投資
促進事業補助金のご案内

速報

平成28年度から平成30年度まで安城市において「中
小企業みらい設備投資促進事業補助金」が実施される予
定です。今回は、概要および対象等についてお知らせい
たします。詳細につきましては、来月の会報誌11月号
にてご案内いたします。
概要
中小企業者の設備投資の促進及び経営基盤の強化を図るため、
安城市内に所在する事業所において設備投資を行う場合に、そ
の費用の一部を補助する。

対象者
次のいずれにも該当する中小企業基本法に規定される中小企業者
市内で事業活動を行っていること
役員及び従業員が暴力団員または暴力団もしくは暴力団と密
接な関係を有する者でないこと
市税を滞納していないこと

対象経費

安城市に償却資産（固定資産税）の申告をした下記に該当する資産
のうち、新規取得したもの。（平成28年１月２日以降取得のもの）
ただし、取得額の合計が100万円に満たない場合は交付対象と
はならない。
第１種 構築物・建物附属設備
第２種 機械及び装置
第５種 車両及び運搬具

（※自動車税、軽自動車税の対象となる資産は含まない）

第６種 工具・器具及び備品
※安城市の他の補助金の交付対象となっている物は除く

補助率等
補助対象経費の100分の５。ただし、補助金額は100万円を上限とする。

税務署から電話相談窓口のお知らせ

「電話相談センター」の利用案内
電話相談の窓口
①刈谷税務署（TEL 0566-21-6211）へお電話を
お掛けください。
②自動音声によりご案内しますので、 を押して
ください。
（案内の途中でも押すことができます。）
③自動音声に従って、相談したい内容の番号を
選択してください。
【受付時間等▶8：30〜17：00（土日祝日、年末年始を除く。）】

インターネット上の税務相談
「タックスアンサー」
国税庁ホームページでは、よくある税に関するご質問に対す
る回答を「タックスアンサー」として掲示しています。
タックスアンサーを利用するには、インターネット環境のあ
るパソコンや携帯電話において、「タックスアンサー」で検索し
てください。（http://www.nta.go.jp/taxanswer）
あんじょう商工会議所

− ７−

ガンバル事業所、応援します!!
株式会社Switch／13倉庫-JUSAN SOKO-

百百ちゃんぎょうざ

次世代のものづくりを発信する場所、
「13倉庫」をプロデュース

手作りテイクアウト惣菜はじめました！

13倉庫はクリエイターを対象にしたシェアアトリエです。
「創作・発信・交流」の3つを軸に、地域のものづくり文化の
向上を目的としています。
2015年5月30日に安城市福釜町にオープンし、創作と販
売を兼ねたアトリエショップ、雑貨の委託販売、カフェスペ
ースの活用を中心に、日々稼働しています。
安城市は、愛知県で13番目に生まれた市。西三河周辺か
ら安城市に集う、新たな可能性を秘めたモノ、コト、ヒトを
発信するものづくりの"集荷と出荷の基地"となるよう「13倉
庫」と名付けました。
カフェでは、日替わりでオーナーが入り、こだわりのごは
んやおやつを振る舞います。作家さんの雑貨商品も日々新し
くなります。13倉庫は、クリエイ
ティブがうまれ、つたわり、まじ
わる場所です。ぜひご利用ください。
【DATA】

design office Switch

住所 安城市横山町八左 196 番 6
TEL 0566-91-6175
URL http://www.switch-design.jp/

13 倉庫 -JUSAN SOKO-

住所 安城市福釜町細池 49-2
info@13soko.jp
URL http://13soko.jp/

会員事業所の皆様の
新しい情報をお待ちしております！
ガンバル事業所のコーナーでは、当所会員事業所限定にて
自社の新商品・新製品・新サービスなどのトピックスを無料で
掲載させていただいております。
新たな製品・商品の開発、新工場・新事務所の建設、新連携・
新事業の展開などがございましたら、お気軽に当所までご一
報いただきますよう、お願いいたします。
なお、こちらのコーナーは不定期にて掲載しておりますの
で、会報掲載時期等のお問合せについては、下記まで直接ご連
絡ください。
また、当所では、会報誌のガンバル事業所コーナーに掲載す
るだけでなく、会員事業所の新しい情報を報道機関に随時プ
レスリリースするサービスや、報道機関を一堂に集めて担当
者より新しい情報を発表していただく合同プレス発表会等も
行っておりますので、報道機関に取り上げていただきたい内
容がございましたら、ぜひ当所まで併せてご一報ください。
【ご要望・お問合せフォーム】
http://anjo-cci.or.jp/formmail.php
【お問合せ】
安城商工会議所 広報担当
T E L 0566-76-5175
FAX 0566-76-4322

− ８−

あんじょう商工会議所

国産鶏がらスープで作ったコラーゲンがたっぷり入った
完全手作り「百百ちゃんぎょうざ」がテイクアウトの餃子のお
ともに日替りテイクアウト惣菜の販売を始めた。
日替りテイクアウト惣菜は、もやしのナムルやきんぴらを
はじめとした2〜3種類から選べ、1人前1パック120円〜
400円で提供。当然、手作り、無添加でテイクアウトの餃子
（330円）にプラスして健康的な食事がお手頃価格で味わえる。
ちなみにその日の惣菜はFacebookでチェックを！
また鶏がらコラーゲンをだし汁として使っている「ぎょう
ざのせカレー」のカレールーがテイクアウト商品として登場。
1.5人前1パック400円と安く、自宅で「ぎょうざのせカレー」
が再現できる。
そのほか新たに手作りドレッシング「凍れ玉ねぎの百百ちゃ
んドレッシング」も販売を開始した。こちらも1パック300円と
安く、無添加で防腐剤が入っていないので安心して食べられる。
ただし売り切れ次第終了となってしまうため、気になる方
は早い時間帯の購入を！
【DATA】

百百ちゃんぎょうざ

住所 安城市末広町 2-4
TEL 0566-77-1510
URL http://momochan-gyouza.com/
FB https://facebook.com/ 百百ちゃんぎょうざ -458459757564223/

プランエイチ株式会社
国内産木材を使用したオーダーメイド
オリジナル看板を制作！！
グラフィックデザインやディスプレイ製作を行っているプ
ランエイチ株式会社は、この度、看板ストアドットコムとし
て、海外産の木材が増えてきている中で、国産のサワラやヒ
ノキなど国内産木材を使用したオリジナル看板の販売を開始
しました。古木-coboku-と檜-hinoki-をシリーズ販売してお
ります。
古木シリーズは、印刷ではなく掘込み・掘出しをし、雰囲
気のある看板に仕上がります。一方、ヒノキシリーズは、板
面がスライドで外せ両面使いや内照使いなど機能的。デザイ
ンや色など、お客様のオーダーに合わせたアレンジも可能で
す。
現在は、A型看板のみ販売していますが、来年以降、様々
な形の看板も取り揃えていこうと企画しています。販売だけ
でなく、取り扱っていただける代理店も募集していますので
宜しければご連絡ください。

【DATA】

プランエイチ株式会社

住所 刈谷市幸町 3-2-6
TEL 0566-78-3276
URL 看板ストアドットコム
http://www.kanbanstore.com/

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

ふじや旅館
昭和３年に創業、市内唯一の和風旅館
今回ご紹介する事業所は、御幸本町にある「ふじや旅館」です。昭和３年に創業し、近隣地
域に旅館が少ない中現在も元気に営業している老舗旅館です。
市内唯一の和風旅館で、客室は全て畳の和室となっています。「和室ならではの落ち着い
た空間とくつろぎの時間」及び「サービスの行き届いたおもてなしの提供」を経営理念に、ビ
ジネス出張客、ファミリー客からスポーツの試合で安城市に訪れた団体客まで、幅広く多く
の方に利用されています。
宿泊費用としては、食事なしの素泊まり１名4,000円（税込）や、朝食・夕食２食付宿泊プラン１名6,150円（税込）など、
ニーズに合わせた宿泊プランを用意しています。また、提供する食事は地元産のお米、旬の食材を利用し「一汁三菜の手料理」
を基本に「宿泊される方に楽しんでいただける」
「健康に配慮」をモットーに提供しています。
宿泊予約については、インターネットによる宿泊予約も可能です。また、昨年に洗面室を改装し、現在は新しい食堂を建設
中で利用される方の多様なニーズに対応できるよう、利便性向上にも努めています。
老舗の旅館で、和室ならではの落ち着いた空間でリラックスした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか？
営業時間
休 業 日
所 在 地
電
話

チェックイン 16：00〜
チェックアウト 9：30
年末年始
御幸本町6-7
76-2631

幹線

東海道新

市営
駐車場

JR安城駅
南口
UFJ

光徳
保育園

★

大垣共立
銀行

御幸本町

杉原

碧信本店

株式会社アイシア
安心して利用できる家庭的で過ごしやすい施設
今回は、赤松町にある「咲の樹デイサービス・ショートステイ」をご紹介いたします。
訪問すると、利用者様の笑い声が聞こえ、とても和やかな雰囲気に包まれていました。施設内
は、ゆとりある広々とした空間に豊富な設備が整っており、利用者様は快適な生活ができます。
咲の樹では、専門のリハビリスタッフによる機能訓練に加え、創作活動やレクリエーションな
ど幅広い活動を取り入れ、利用者様が飽きることなく楽しんでリハビリを行える取り組みをされ
ています。さらに、気分転換に利用できるカラオケや囲碁、麻雀などの娯楽施設もあります。
また、看護師や介護士などによる手厚い個別ケア、近くのクリニックとの連携により、充実したサポート体制がとられてお
り、安心して利用することができます。
そして、利用者様だけでなく、職員の方が気持ちよく働ける環境作りにも積極的に取り組まれていました。
利用者様と職員の方の繋がりが看護・介護だけでなく、精神的な安心と信頼であることが分かり、とても心温まる気持ちで
東海道
帰途につきました。
新幹線
営業時間

ピアゴ
ユーホーム
安城
高校

8：30〜17：30

西部
小学校

※サービス提供時間は内容により異なります。お問合せください。

定 休 日
所 在 地
電
話

年中無休（デイサービスのみ 日曜日）
赤松町堀切35番地
93-4880

★

若松神社

中央
図書館
更生病院

赤松町
カーマ

伴野
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アイシン
辰栄

デンパーク

事業所のPRをしませんか？

安城商工会議所
事業所訪問先募集中
商工会議所の会報とホームページに無料で掲載できます。
会員向けにクーポンを発行したい方大歓迎です！
是非ご利用ください！
問合せ：安城商工会議所

TEL 76-5175

活動報告ダイジェスト
版
各部会開催

観光サービス部会主催セミナー

当所６部会（工業・商業・観光サービス・建設・金融・交
通運輸）は、それぞれ部会を開催しました。
平成27年度各部会事業の経過報告ならびに視察会・講習
会等の今後の事業活動について協議を行いました。併せて、
当所より行政に対して提出しました平成27年度の意見要望
事項の回答について説明しました。
★各部会の開催日

観光サービス部会は、９月７日（月）に観光サービス部会主
催「ディズニーランドに学ぶ接客術」を開催しました。
当日の講師には、NHKレポーターやディズニーランドの
実務経験を持ったCS向上コンサルタント・トレーナーの藤
田理恵氏をお迎えし、ディズニーランドの接客で学べる点や、
お客様の心をとらえる応対のポイント等についてご教授いた
だきました。

９月９日（水） 金融部会
９月10日（木） 建設部会

観光サービス部会

９月14日（月） 商業部会

交通運輸部会

９月15日（火） 工業部会

創業スタートアップセミナー
新しく創業を予定している方、創業に関心のある方を対象
に、９月12日（土）に平成27年度地域創業促進支援事業とし
て「創業スタートアップセミナー」
を開催しました。
講師に岡崎ビジネスサポートセンター「Oka-Biz」センター
長の秋元祥治氏をお招きし、創業に関する現状と心構え等に
ついてご教授いただきました。
また、10月３日（土）よりスタートする安城創業スクール
2015のPRも併せて行いました。
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がんばる企業経営セミナー
中部経済産業局、一般社団法人刈谷労働基準協会、あいち
ヘルスアップコンソーシアムの協力のもと、９月９日（水）に
第10回がんばる企業経営セミナー「人材価値の再開発！『活
き活き職場』は経営戦略」を開催しました。
当日は、中部経済産業局ヘルスケア産業室室長補佐の小林
弘和氏、あいちヘルスアップコンソーシアムの高山光尚氏、
サンエイ株式会社安全衛生推進部保健師の神崎友子氏、NEC
ソリューションイノベータ株式会社第一医療ソリューション
事業部マネージャーの根本 繁氏をそれぞれ講師にお呼びし、
健康経営の社会的背景や、先進企業の具体的な取組み、12
月に義務化されるストレス
チェックの最新情報などに
ついてご教授いただきまし
た。
受講者は、今後重視され
ると言われる「健康経営」に
取り組むことの必要性につ
いて理解を深めました。

〈8月15日現在〉
事業所名

有限会社はるみこ
（ファミリーマート安城東栄町店）

所在地

東栄町3-816-1

代表者

小久保

業

種

小売業（コンビニエンスストア）

電

話

96-0775

愛知県最低賃金の改正について
「愛知県最低賃金」は、

10月１日から時間額820円に改正されます。
なお、愛知県の特定（産業別）最低賃金（７業種）について
は、現在、改正等のため調査審議中ですので、今後の改
正状況に注意して下さい。詳しくは、愛知労働局労働基
準部賃金課（TEL：052-972-0257）、または、最寄りの労
働基準監督署にお尋ねください。

沙奈美

議員職をとる者の変更

大規模小売店舗の設置情報

【アンデン株式会社】藤井 隆 → 森下 雅好

議員

森下

大規模小売店舗の設置届出がございましたので、お知ら
せいたします。
【事 業 所 名】 株式会社バロー
【店 舗 名 称】 バロー安城日の出ショッピングセンター
【所
在
地】 安城市日の出町４番１ほか４筆
【本 社 所 在 地】 岐阜県恵那市大井町180番地の１
【新
設
日】 平成28年１月２日
【店舗面積合計】 4,544㎡

雅好 氏

会員の動き
【名称変更】

cafe LATTE ⇨ cobaco ne cobaco

【代表者変更】

有限会社ヤマデン
株式会社三共

今原廣宣 ⇨ 今原知宣
有限会社松永自動車

松永幸雄 ⇨ 松永一幸
有限会社碧工業

梅村謙治 ⇨ 梅村幸彦

ユニー株式会社ピアゴ ラフーズコア三河安城店
登 ⇨ 鈴木聡太郎

ユニー株式会社ピアゴ東栄店
鈴木健司 ⇨ 上田
株式会社丸山組

株式会社ワールドシステム
根崎町 ⇨ 安城町祥南30
杉浦幸宏税理士事務所

山下幸一 ⇨ 野々山雅弘

上田

【所在地変更】

登

丸山光夫 ⇨ 丸山祥子

御幸本町 ⇨ 住吉町2-1-4
cobaco ne cobaco

東栄町 ⇨ 二本木町西切替111-3
株式会社OZmachine

宇頭茶屋町 ⇨ 和泉町井ノ上2-2
株式会社ランド

安城町 ⇨ 箕輪町唐生128-1

【電話番号】

有限会社ヤマデン
92-2250 ⇨ 87-7711

株式会社ワールドシステム
92-7120 ⇨ 73-5266
杉浦幸宏税理士事務所

77-7215 ⇨ 91-0567

cobaco ne cobaco
97-7802 ⇨ 74-2775
株式会社OZmachine

98-6661 ⇨ 45-7340

【FAX番号】

有限会社ヤマデン
92-2401 ⇨ 87-9334

株式会社ワールドシステム
92-7140 ⇨ 73-5267
杉浦幸宏税理士事務所

77-7216 ⇨ 91-0568
cobaco ne cobaco

97-7802 ⇨ 74-2775
株式会社OZmachine

98-6692 ⇨ 45-7341
マルニ印刷

75-7609 ⇨ 76-5430

あんじょう商工会議所
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三河商工会議所女性会サミット

副会長

大橋

緑

８月26日（水）、東海市立商工センターにおいて弓場会長、大橋、鬼頭副会長の３名で三
河商工会議所女性会サミットに参加しました。
三河・知多地区の商工会議所女性会10市59名が参加し、盛会に開催されました。27年
度は東海商工会議所が幹事となり、鮮やかなオレンジのハッピ姿でお出迎えいただきました。
各商工会議所女性会の概況発表では弓場会長がトップ
バッターとなり安城の状況と事業実施を発表。他女性会
も地域密着型事業報告等が発表され、今後の活動の勉強
になりました。
午後は、「防災・減災について・街づくり参加につい
て」のディスカッションを行い、それぞれの防災対策と、
街づくり参加が発表されました。ランチタイムコンサー
トでは懐メロで楽しく「花は咲く」で締めくくり、ホット
▲事業概況を説明する弓場会長
な気持ちで帰安しました。

西尾商工会議所女性会
20周年記念式典
七夕委員長

河西

七夕まつり反省会

幸恵

9月7日（月）、三河湾リゾートリンクス
にて開催され、弓場会長他３名で参加いた
しました。私達安城女性会も、11月に創
立２０周年を迎えるにあたり、受付やおも
てなしの心などを勉強させていただければ
と思い、出席させていただきました。
役員、委員の方はお抹茶色スカーフをし
てお出迎えでした。三河湾を眺めながらお
抹茶をいただき、メイン会場に移動してか
らもなお、特別な嗜好で三河湾の美しさを
見ることができました。アトラクションは、
食事をいただきながら、力強くお腹まで響
くような太鼓と繊細なメロディーを奏でる
尺八のコラボでとても堪能いたしました。
安城女性会の20周年も皆さんが楽しん
でいただけると嬉しい
と思います。

会長、委員長より「お疲れ様でした」と労
いのお言葉をいただき、出席者の皆様と意
見交換を行いました。来場者から感謝の言
葉をいただけたのが嬉しかったこと、テン
トを１箇所にまとめたことで動きやすかっ
たなど、積極的な意見が出されました。

行事予定
※日程が変更になりました。
教養サロン＆20周年記念式典全体説明会
11月２日（月） 13：00〜

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。

47
女性会20年間の思い
平成16・17年度（第4代）
池田 佳子
女性会は本年度20周年を迎えることになりま
した。
私が会長に就任した当時は、中部国際空港の
開港と愛知万博が開催された年であり、全国商
工会議所女性会の総会が名古屋市と愛知万博会
場で開催されました。また、安城商工会議所女
性会も10周年の年であり、記念品を決めるのに
際して役員の皆さんと何度も集まって検討した
結果、「桜井凧」と「いずみそうめん」に決め
ることができ、苦労したことがつい昨日のこと
のように思い出されました。
先日、私事ではありますが、ある医療機関の
病院長様の講演を聴講いたしました。この医療
機関では経営の長期ビジョンを持ち、健康寿命
の延伸を図るために積極的に市民と関わりなが
ら、職員には「地域医療を担う気概と誇り」を
持たせるための教育を実施し、また 医 療 ・保
健・介護の中心的な役割を果たすために必要な
のは「優しい心と生きる力」であり、これらを
通じて地域住民と患者との信頼関係を構築する
ことにより経営を円滑にしていく、という講演
に大変感銘を受けました。
「優しい心を持つこと」は、前述の医療機関だ
けではなく女性会も同じだと思います。変化に
対応し、優しい心で誇りと喜びを持って、女性
会だけではなく地域の発展に貢献できるよう頑
張らないと、と思いました。これからも「優し
い心」を忘れずに女性会も発展していくことを
切に願っています。

〜安城警察署からのお知らせ〜
● 安城警察署管内の特殊詐欺被害は、８月末現在発生件数23件、被害額
１億6,700万円と昨年の同時期に比べ件数、被害総額も大幅に増加し、
極めて深刻な状況となっています。
●「だまされたふり作戦」にご協力下さい。犯人から詐欺の電話がかかっ
てきた時は、慌てず、そのままだまされたふりを続けて下さい。そして、
電話を切った後に110番通報して下さい。すぐに警察官が駆けつけ、現
金を受領に来た犯人を捕まえます。
●「年金情報流出」を口実にした特殊詐欺にご注意下さい。ご自宅や職場
などに日本年金機構の職員などを名乗る電話がかかってきたら、迷わ
ず下記にお電話下さい。
・ 警察相談専用電話 ＃9110（全国共通）
・ 安城警察署生活安全課 （0566）76-0110

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

安城商工会議所青年部の創立20周年事業にご来賓の方々をはじめ、大変多くの
商工会議所関係の皆様方にご支援いただき心より感謝いたすとともに厚くお礼
申し上げます
９月12日（土）安城商工会議所青年部創立20周年記念事業が行われました。
創立20周年記念式典では、安城商工会議所青年部の礎を築いてこられた歴代会長歴任者やOBの先輩方に対しまして今日
（こんにち）までの功績を讃え感謝を表す場を設けさせていただきました。愛知県下はもとより他県からも大変多くの皆様に駆
けつけていただき、喜びを共にいたしました。
20周年記念講演では、一般の方々にも公聴していただきまして、朝のテレビ番組「とくダネ！」でお馴染みの小倉智昭氏を
お招きし「小倉流ヒトを活かすコミュニケーション」を題材に人との上手な付き合い方や人の持つ特性を如何に上手に引き出し、
その人の個性を見い出すかなど、小倉氏ご本人の苦労話や笑い話を含め多種多様なご講演をいただきました。
この先も安城商工会議所青年部は20周年の節目をスタートとし、さらなる歴史を刻んで参ります。関係各位の皆様方には
引き続きのご理解とご協力、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

安城商工会議所青年部会長

竹中大輔

創立20周年実行委員長

白石和宏

▼小倉智昭氏による講演

▼歴代会長を代表して西脇OB会長が挨拶

▼竹中会長の挨拶

▼白石実行委員長のお礼の挨拶

▼安城芸妓によるオープニング

▼平松監事による謝辞

トーク

華麗に 加齢 重ねよう
オッサン︵ 才・安城町︶

元気ノ助のメールで投句

中高年

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６

50

ー 臨時総会・10月例会ー
臨時総会・10月例会を下記のとおり開催します。
○日

時

平成27年10月21日
19時00分〜（18時30分受付開始）
○場 所 鯛常分店
◯会 費 4,500円（当日徴収します）
○内 容 臨時総会後に懇親会を開催し意見交換を交わすこ
とで、メンバー間のより一層の親睦をはかり、本年
度の事業への参加率を高め、次年度の活動へ繋げる
ことを目的とする。
あんじょう商工会議所

− 13−

解説マイナンバー

第４回

番号収集の準備を

平成28年１月以降、税と社会保険関係の書類に順次個人
番号を記載して行政機関などに提出する必要がある。民間企
業は平成27年中に何をしておくべきであろうか。

ついては、担当者が訪問して対面で提供を受けるか、郵送で
やりとりするなどして、個人番号を収集する必要がある。
株主についても、個別に収集するか、株主総会の招集通知

平成27年10月の番号通知以降、個人番号を収集すること

の中に個人番号の提供および本人確認書類の同封を依頼する

が可能になる。従って、企業は、９月末までに個人番号を受

書面を同封し、返信するよう求めるなどして収集することに

け入れる準備を行う必要がある。

なる。

例えば、誰から、いつ、どのように個人番号を収集するの

特定個人情報の取り扱いを第三者に委託することは可能で

か、また、収集した個人番号をどのように保管するのかなど

ある。企業は、この委託を活用することにより、マイナンバ

を決めておく必要がある。

ー法への対応を大幅に軽減することが可能になる。

多くの企業にとって、取り扱う量が多い個人番号は、従業

例えば、個人番号の保管に関しては厳しい規制があるが、

員およびその扶養親族などの個人番号となる。この個人番号

これを回避する有力な手段として、会計事務所や社会保険労

はどのように収集することになるだろうか。

務士事務所などに特定個人情報の取り扱いを全面的に委託し

平成27年11月ごろから翌年１月にかけての年末調整時に
「平成28年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を従業

たり、クラウド・サービスを利用するなどして、会社として
特定個人情報を保管しないようにすることが考えられる。

員が会社に提出することになる。同申告書には、従業員およ

そうすれば、自らが特定個人情報を保管するための安全管

び扶養親族などの個人番号が記載されているから、これをも

理措置は必要なくなり、委託者としての監督義務、すなわち

って個人番号を収集することが簡便かつ確実であると考えら

①特定個人情報を適切に取り扱い、その取り扱い状況を把握

れる。

することができる業者・サービスを選定し、②ガイドライン

「扶養控除等（異動）申告書」の提出を受ける際には、従業員
本人の本人確認が必要となるが、扶養親族などの本人確認は
不要である。この点においても、同申告書の提出をもって個
人番号の収集をすることには大きなメリットがある。

に準拠した契約を締結するなどすれば、会社としての義務を
果たしていることになるのである。
これは、個人番号の収集についても同様のことが言える。
会計事務所や社会保険労務士事務所などに個人番号の収集を

従って、「扶養控除等（異動）申告書」によって個人番号を収

委託したり、本人確認書類（通知カードと運転免許証など）の

集する際に、その個人番号を社会保険の届出事務などでも利

画像ファイルをアップロードさせて電子的に収集することが

用するために、利用目的の通知などをしておく必要がある。

できるクラウド・サービスを利用すれば、個人番号収集の際

取引先および株主からは、個別に個人番号を収集する必要

の本人確認の事務負担を大幅に軽減することが可能となる。

がある。
取引先（講演を依頼する専門家や不動産のオーナーなど）に

牛島総合法律事務所

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、従来配布している内閣府からの冊子『マイナンバー社
会保障・税番号制度が始まります！』だけでなく、今回よ
り新たに『マイナンバー対応規程・書式集』および『マイ
ナンバー対応チェックリスト』の２種類の冊子も窓口にて
無料配布しております。ご希望の事業所は、当所までご連
絡ください。
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弁護士・影島広泰

