
安城商工会議所  新春賀詞交換会
　新しい年のスタートにあたり、当所では「新春賀詞交換会」を開催いたします。会員事業所の皆さまが親しくご歓談い
ただける良い機会となり、会員事業所相互の交流にも繋がりますので、ぜひお気軽にご参加ください。
【日　時】平成28年1月6日（水）12時15分～13時30分
【場　所】安城商工会議所　5階　大会議室
【参加費】1人2,000円（税込）※立食形式のパーティー  但し、アルコール類はご用意しておりません。
【定　員】180名（定員になり次第、締め切り）
 ※申込方法等の詳細につきましては、今月号の折込チラシをご覧ください。
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安城商工会議所事業のご紹介
雇用保険・労災保険の手続きってどうすればいいの？
社長も労災保険に入りたいんですけど…？とお悩みの
方にオススメ！

労働者が業務上の事由、または通勤に
よって負傷したり、病気に見舞われた
り、あるいは不幸にも死亡された場合
に、被災労働者や遺族を保護する為に
必要な保険給付を行うものです。

労働者が失業した場合に、労働者の生
活の安定を図るとともに、再就職を促
進するために必要な給付を行うもので
す。また、事業主の方には一定要件を
満たすと各種助成金が支給される制度
もあります。



今月のみどころ

安城商工会議所 行事予定

今月の会員事業所紹介
特集「景況調査」4

特集「平成27年度 安城市への
　　　　　　　　　  再要望事項の回答」

6

特集「平成26年度補正ものづくり・商業・
　　　サービス革新補助金採択事業者の声」

7

ガンバル事業所、応援します！8
折込「安城商工会議所 新春賀詞交換会」
折込「2015 国際ロボット展視察会」
折込「新入社員フォローアップセミナー」
折込「ガンバル企業経営セミナー」
折込「西三河地区合同企業説明会」
折込「半日公庫とマル経融資をご利用ください」

中国料理 北京本店
　所在地　安城市三河安城本町
　　　　　2-4-1
　電　話　0566-75-0230

フェリシア　
　所在地　安城市御幸本町7-3
　電　話　0566-76-2388

12月

６日㈰
６日㈰
９日㈬
９日㈬
13日㈰
17日㈭
20日㈰
25日㈮

ビジネス実務法務検定試験
安城元気フェスタ2015
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
エコ検定試験
法律相談
ビジネスマネジャー検定試験
金融相談（愛知県信用保証協会）

９：00～16：00
10：00～12：00
10：00～12：00

13：00～16：00

13：00～16：00

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

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
13：00～16：00

13：00～16：00
13：00～16：00

15：00～17：00
13：00～16：00

11月

　三河安城本町にあるCafe PIQUANTでは、今年の９月より新メニュー「PIQSAN！（ピクサン）」の販売を開始し
ました。会報誌表紙のベジタブルをはじめ、ベーコンチーズ、バジルチキン、焼肉の４種類から選ぶことがで
き、どれもボリューム満点のサンドイッチになっています。モーニングセットには、サンドイッチ、ゆで卵、
デザート、ドリンクが付き、朝だけでなく、営業時間内であればいつでも注文することができます。また、ラ
ンチもお昼だけでなく、朝から夜まで注文できるため、どの時間帯に行ってもお値打ち価格で料理を楽しむこ
とができます。朝からランチ、夜なのにモーニングを楽しめるCafeで、店長の想いがたくさん込められたサン
ドイッチをぜひ食べてみてください。
　【販売価格】・ＰＩＱＳＵＮベジタブル　420円（モーニング：ドリンク代＋250円）
　　　　　　　 ・ＰＩＱＳＵＮベーコンチーズ　520円（モーニング：ドリンク代＋350円）
　　　　　　　 ・ＰＩＱＳＵＮバジルチキン　650円（モーニング：ドリンク代＋400円）
　　　　　　　 ・ＰＩＱＳＵＮ焼肉　650円（モーニング：ドリンク代＋400円）
　【お問合せ】Ｃａｆｅ ＰＩＱＵＡＮＴ
　　　　　　　所在地：安城市三河安城本町1-1-8 ／ TEL：0566-75-4165

新メニュー「ＰＩＱＳＵＮ！」販売開始！！

今月号の表紙　Cafe PIQUANT 表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩

安城商工会議所会報誌　表紙掲載事業の募集！
現在、安城商工会議所会報誌表紙にて会員事業所の「我が社自慢の商品・
製品・サービス」等を掲載しています。ご掲載いただける事業所を随時
募集していますので、ご紹介したい商品・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、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

－３－あんじょう商工会議所



ふくろう

（平成22年4月～6月）

1．調  査  対  象　  対象企業数　会議所役員・会員事業所　75企業
2．調査対象時期　  平成27年7～9月期
　　　　　　　　　 (1)前年同期(平成26年7～9月)と比べた今期の状況
　　　　　　　　　 (2)今期と比べた来期(平成27年10～12月)の先行き見通し
3．企業数内訳

企業数
構成比

製造業

製 造 業

全　産　業

小売・卸業 建 設 業 サービス業

22
29.3%

小売・卸業
17
22.7%

建設業
11
14.7%

サービス業
25
33.3%

計
75

100.0%

　安城市内の今期の業況判断ＤＩを詳しく見ると下記の表のとおり、△20.0ポ
イントと下降した。全産業において借入難度ＤＩ以外の全項目が下降判断とな
った。来期については、今期に比べ全体的に上昇傾向にあるが、収益状況や雇
用人員等において厳しい状態が予測される。

　今後も、四半期ごとに景況調査を実施いたしますので、ご協力の程よろしくお願いたします。
　なお、詳しい指標は、当所ホームページの「景況調査」のページをご覧下さい。

※ＤＩとは、「ディフュージョン・インデックス」(景気動向指数)の略で、各調査項目について「増加」(好転、やや好転)した企業割合から、「減少」(やや悪
　化、悪化)した企業割合を差し引いた値である。例えば、売上で「増加」25％、「不変」60％、「減少」15％の場合のＤＩは、25－15＝10となる。

凡例▶
△30以上△10超える10～△1010超える30以上

前
年
同
期
対
比

来
期
の
見
通
し

業 況 判 断

売 上 高

売 上 単 価

資 金 繰 り

借 入 難 度

収 益 状 況

雇 用 人 員

業 況 判 断

売 上 高

売 上 単 価

資 金 繰 り

借 入 難 度

収 益 状 況

雇 用 人 員

△20.0

△18.5

△18.6

△5.4

8.0

△28.0

△25.3

0.0

△1.3

△9.3

△1.3

9.3

△10.7

△25.3

△13.7

△9.0

△41.0

△9.1

4.6

△40.9

△22.7

18.2

13.7

△27.3

△4.6

4.5

△9.1

△27.3

△52.9

△58.7

△17.7

0.0

11.8

△29.4

△29.4

△29.4

△35.3

11.7

0.0

11.8

△17.7

△23.5

9.1

9.1

△18.2

△9.1

0.0

△36.3

0.0

9.1

9.1

△18.2

9.1

18.2

△9.1

△18.2

△16.0

△12.0

0.0

△4.0

12.0

△12.0

△36.0

0.0

12.0

△4.0

8.0

8.0

△8.0

△28.0

安城市内景況調査結果（平成27年7月～9月）

＜ 来期は緩やかな回復の兆しがあるが、収益状況・人手不足は引き続き深刻化 ＞

業況判断

売上高

売上単価

資金繰り

借入難度

収益状況

雇用人員

△20.0

△18.5

△18.6

△5.4

8.0

△28.0

△25.3

4.3

7.0

4.2

△4.2

6.9

△2.8

△23.7

0.0

1.3

△9.3

△1.3

9.3

△10.7

△25.3

前年同期比
（前　回）

前年同期比
（今　回）

来期の
見通し

－４－ あんじょう商工会議所



　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。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
交流パーティーを行います。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
み抽選会も開催いたしますので、ぜひご参加ください。

消費税転嫁対策セミナー
参加者募集！

消費税転嫁対策セミナー
参加者募集！

　消費税率は平成26年4月に8％に増税され、平成29年4
月より10％に引き上げが予定されています。
　今回のセミナーでは、消費税10％への引き上げ前に実施
することや、増税に伴い経理実務に必要なことをはじめ、
売上・利益アップのポイント等についてもご解説いただき
ますので、ぜひご参加ください。
時 平成27年11月10日（火）14時00分～15時30分

講 大山康範税理士事務所　税理士　大山 康範 氏

内 1. 消費税10%増税前にやるべきこと
2. 増税を機に経営を考える～売上・利益をアップさせるには～
3. 経理実務で必要なこと～会計・経理処理の注意点～

場 安城商工会議所  ３階  研修室

￥ 無料

対 個人、法人事業所の経営者、幹部社員、
経理及び総務担当者

　各種イベントを通じ、地域活性化と野球等のスポーツを
通じて将来を担う青少年の健全育成を図り、「明るい安城」
「元気な安城」を創造することを目的に、安城元気フェスタ
2015を開催いたします。17回目を迎える今年のテーマに
「体験！発見！未来へつなげ安城元気フェスタ」を掲げ、様
々な催しをご用意しておりますので、ぜひお越しください。

安城元気フェスタ2015開催！

時 平成27年12月6日（日）9時00分～16時00分

内 ●野球教室：中日ドラゴンズ選手・OBによる野球教室、
　　　　　　安城市少年野球連絡協議会によるオールスター戦
●ソフトボール教室：デンソーソフトボール部ブライト
　　　　　　　　　　ペガサスによるソフトボール教室
●サッカー教室：名古屋グランパスエイトによるサッカー教室
●元気市場：安城商工会議所会員事業所による飲食物販売、
　　　　　　物販、企業展示など
●元気ステージ：子供たちによるダンスなどのステージショー
●体験コーナー：警察・消防・自衛隊による一般参加体験ブース
●一輪車教室：日本一輪車協会名古屋支部による一輪車
　　　　　　　教室・検定試験
上記のほかにも、ものづくり体験教室、青年部職業体験
教室などを開催いたします。

場 安城市総合運動公園一円

時 平成27年11月24日（火）15時00分～17時00分
場 安城商工会議所  ５階  大会議室

定 120名（定員になり次第、締め切り）
※１事業所２名まで

対 安城商工会議所会員事業所

内 第１部：表彰式　15時00分～15時40分
第２部：会員交流パーティー　15時40分～17時00分

￥ 無料

■ とき　■ ところ　■ 講師　■対象　■ 内容　■ 定員　■ 受講料・入場料　■ 申込み　■ 問合せ時 場 講 内対 定 ￥ 申 問

平成27年度安城商工会議所
会員大会 参加者募集！

　株式会社浅賀井製作所会長の加賀昭成氏は、安城市体育
協会主催の平成27年度体育功労者・特別優秀選手・優秀選
手・優秀団体表彰において、体育栄誉者を受賞しました。
安城市体育協会副会長をはじめ、長きにわたり体育協会な
らびにソフトボール協会の役員を歴任され、安城市のスポ
ーツ振興および発展に貢献されたことが評価されました。

　総合病院の八千代病院（松本隆利理事長）は、世界各国の
病院が加盟する国際病院連盟（ＩＨＦ）主催の「ＩＦＨ国際
賞」で優秀賞を受賞しました。優秀賞の3部門のうち「健康
管理体制が優れた病院」の部門で、10カ国16病院の中から
選ばれました。救急医療の患者を安城町の安城更生病院と
分担して受け入れたり、在宅ケアの訪問看護や訪問リハビ
リを充実させたりと、他の病院・診療所や市と連携して包
括的な医療体制を整えたことが評価されました。

消費税転嫁対策セミナー
参加者募集！受賞おめでとう！

医療法人財団新和会 八千代病院

株式会社浅賀井製作所 会長 加賀昭成 氏

商工会議所からのおしらせ

－５－あんじょう商工会議所



七夕飾りの作業倉庫の移転の話が聞こえてきますが、
今後も作業場として残しながら、一部を七夕飾りの
常設の展示場にするなどして年間を通じて安城七夕
をPRできるようにお願いしたい。

日通倉庫は、昨年末空け渡しの申し出があり、代替地を提示す
るなど引き続き、現在の場所が使えるように交渉中でございま
す。保管場所、作業場所として今やなくてはならない場所と認
識しております。今年度、拠点整備を見据えて、七夕に関する
ワークショップを開催してまいります。施設につきましては、
関係者の皆様のご意見を伺いながら、検討してまいります。

平成27年度 安城市への再要望事項の回答安城市への再要望事項の回答
　平成27年9月30日（水）に安城市執行部との意見交換会を開催し、その中で当所から再要望しま
した。安城市からの主な回答は下記のとおり。

〈商業部会〉
七夕飾りの作業倉庫について

刈谷市にある産業振興センターの状況は、産業関係の
利用18回／年、ホール稼働率72%（H25）でした。安
城市の企業も利用しているとのことでしたので、是非、
安城市も建設について前向きに検討をお願いしたい。

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。

〈工業部会〉
産業振興センター建設について

商業版コーディネーターを設置し、商店の状況、困
っていること、市・商工会議所への要望の把握等を
行っていただきたい。

中小企業コーディネーター制度は、平成24年の導入以来企業ニ
ーズの施作展開など一定の成果が出ています。平成29年にオー
プンする拠点施設に設けるビジネス支援機能の一つとして導入
を検討してまいります。

〈商業部会〉
商業版コーディネーターについて

駅前のデッキを撤去し、駅周辺を取り込んで安城市
に相応しい駅前にしていただきたい。大きなお金が
かかると思いますので、まずは、ビジョンを策定し、
その後、出来ることから実施をお願いしたい。

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。

〈商業部会〉
JR安城駅前の整備について

本年度市長への要望で調査研究等となっているもの
に対し、1年に1回程度、どんな調査研究検討をして
きたのか、その結果等を報告していただきたい。

調査・研究事項については、一定の結論、方向性が決まった段
階で皆様にも順次ご報告、説明してまいりたいと考えます。ご
理解いただけますようお願いいたします。

〈観光・サービス部会〉
市長要望に対する経過報告について

鉄道高架を含めた区画整理等、夢のある街づくりの
長期ビジョンを策定していただき、目に見える形で
進めて行って欲しい。

新安城駅周辺は、現在の駅とその周辺の区画整理事業が完了し
て、45年が経過しており、市内の他の拠点と比べて、都市とし
ての機能が老朽化してきていることは認識しています。当面の
課題である駅の橋上化と自由通路の整備につきましては、地元
代表者で組織する新安城まちづくり協議会とも協議し、早期に
整備していきたいと考えていますが、その他の都市機能の課題に
つきましても、長期的な課題として研究していきたいと思います。

〈商業部会〉
新安城駅近辺の長期ビジョンについて

目標年度を決めて、もう少し、スピードアップを図
り進めて欲しい。市街地拡大は、若い世帯の流入も
考えられ、また、土木業者、建設業者の活性化にも
繋がってきますので早急にお願いしたい。

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。

　安城市の産業活力を維持増進し、安定的で持続可能な市政運営を実現するため、
周辺地域の生活環境との調和を保ちつつ、既存企業の流出抑制や新規企業の誘致な
ど、企業立地の促進を図ります。

整備方針
　国道23号知立バイパスと県道安城碧南線が交差する付近の
榎前町地内（約25ヘクタール）を候補地としています。
今後のスケジュール
平成28年度　農振除外手続き、地区計画の策定用地買収、
　　　　　　 農地転用手続き、各種設計
平成29年度　地区計画の施行（条例）開発許可（協議）、
　　　　　　 造成工事
平成30年度　造成工事、分譲開始

〈建設部会〉
三河安城駅周辺の市街化拡大について

企業立地推進事業

－６－ あんじょう商工会議所



ものづくり・商業・サービス革新補助金
採択事業者の声

　国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資や
サービス開発・試作品の開発を行う中小企業を支援する制度です。
　◆革新的なサービスの創出（補助率 2/3）　（1）一般型　　　　補助上限額 : 1,000万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）コンパクト型　補助上限額 : 　700万円
　◆ものづくりの革新（補助率 2/3）　　　　　補助上限額 : 1,000万円

　当所は認定支援機関として、平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」申請における経営計画書と補助金
申請書の作成支援を行い、69.2％と高い採択成果（全国平均採択率43.1％）を挙げることが出来ました。
　経営指導員による計画のブラッシュアップ、補助金申請書作成セミナー等を活用され、見事採択を勝ち取った企業の生の声
を紹介します！

計画名：高精度金型部品の工程毎トレサビリティによる
　　　　「不良ゼロ」実現と生産高拡大

　当社では積極的な設備投資を行いたいと思っており、「もの
づくり補助金」の存在は知っていました。しかしながら、過
去に申請した企業から話を聞いていると、申請書作成も大
変で、申請しても採択される自信はありませんでした。
　そのような中で、商工会議所の経営指導員さんが申請書
作成の手順を説明してくださり、更には申請書作成に特化
したセミナーを開催するとの情報をいただきました。不安
はありましたが、設備投資の負担軽減のチャンスとしてセ
ミナーへの参加と補助金申請を決意しました。
　セミナーでは、抜群の補助金支援実績を誇る講師をお招
きいただき、初心者でも非常に分かりやすく申請書を作成
することができました。また、他企業からの参加者の皆さ
んとの情報交換を行うことができ、大いに参考となりました。
　実際の申請書作成に当たっては、担当の商工会議所経営
指導員さんをはじめ、多くの職員の方々が熱心にサポート
してくれました。様々な角度から経営計画を検討すること
が可能となり、効果的な申請書ブラッシュアップができま
した。今回、当社の申請が無事に採択されたのも、商工会
議所の熱心な支援があってのことだと、心から感謝してい
ます。
　また、補助金申請書作成は当社の経営計画を立案するこ
とと同義であったため、設備投資の時期や目標数値が明確
になり、設備の有効活用に向けた体制を社内で共有するこ
とができました。今後はいち早く事業計画を実行に移し、
技術力向上を実感できる日を楽しみにしています。今後も
チャンスがあれば様々な補助事業に積極的に挑戦し、より
強い会社を作っていきたいと考えています。
　一人で考えると事業計画を立てるのは難しいと思います。
しかし、安城商工会議所は最後まで万全のサポート体制を
整えてくれるので、中身が濃く、有効な事業計画や補助金
申請書を作成することができました。多くの助言を受け、
今後伸ばしていくべき自社の強みも明確になります。まだ
挑戦されていない企業の方とも情報交換をしながら、共に
成長していけるようになると嬉しいです。

所在地：安城市根崎町東新切5-1
TEL：0566-92-3285
URL：http://www.ne.jp/asahi/mitsuya/kogyo/
事業内容：
ダイカスト、プレス、鋳造、
インジェクション金型部品製造

ものづくり・商業・サービス革新補助金とは

ものづくり・商業・サービス革新補助金
採択事業者の声

平成26年度補正

有限会社三矢工業
補助金で
『縦型マシニング加工機』を導入します!

代表取締役
杉浦　貴史 氏

企業DATA

計画名：最新型CNCスピニング加工機の導入による、短尺チャ
　　　　　ッキング幅試作品の短時間・高精度加工体制の構築

　ものづくり補助金の申請を考えたとき、申請書類を入念に
作りこまないと採択は難しいと聞いていましたので、正直不
安はありました。そんな時、商工会議所の会報誌を見て、一
次公募の申請を決意しました。商工会議所が主催する補助金
対策セミナーを受講しましたが、結果としては社内事情によ
り、今年度の申請を見送ることになりました。
　ところが急遽、二次公募に申請することが決定し、約2週
間での書類作成が必要となりました。締切日も近く、焦りも
ありましたが、一次公募申請を目指して受講したセミナーの
内容が充実しており、申請書の書き方を一通り学んでいまし
たので、その知識を二次公募で活かすことができました。私
を中心として社内で申請書と事業計画を立案しましたが、最
終的には商工会議所の経営指導員さんと金融機関の経営支援
セクションが連携してブラッシュアップをしてくださり、採
択に結び付く計画が策定できました。僅かな期間にも関わら
ず、快く対応してくれたことには本当に感謝しています。ま
た、採択案件の実際の事例はインターネットを探しても見つ
けだすことができませんので、非常に助かりました。
　採択をいただいた今では、新たな設備の導入が現実となっ
たことで社内が活気付いていますし、その設備をフルに活用
するための社内体制の構築も経営計画に沿って進めています。
　今回の補助金申請・経営計画立案をはじめ、商工会議所に
は多くの支援をいただいています。未だチャレンジしていな
い企業の方にとっては、1年前の私と同じように、不安は多
いと思います。しかし、多くのノウハウを蓄積した商工会議
所の経営指導員さんのバックアップをいただければ、有効な
事業計画の立案は勿論、補助金採択率アップも可能だと思い
ます。補助金申請は、「通れば有難い、通らなくても会社方
針を明確にできるチャンス」のように感じています。補助金
によっていただけるお金は売上高ではなく、利益相当額と同
一です。今後も機会があれば、様々な支援施策に挑戦してみ
たいと思います。その時はまた、安城商工会議所に相談に行
きますね！

所在地：安城市赤松町的場190-1
TEL：0566-73-8661
URL：http://ise-kogyo.co.jp/
事業内容：
自動車用排気系、燃料系部品の
試作品製造

イセ工業株式会社
補助金で
『CNCスピニング加工機』を導入します!

総務チーム
原田　毅 氏

企業DATA

－７－あんじょう商工会議所



和を新鮮に感じられる「三河の家」モデルハウス 設備のレイアウトから製作まで一貫サポートする
株式会社 ワールドシステムが新工場建設に伴い移転　三河の地に悠久の一邸を、との思いで生まれたモデルハウス。

　木の家で暮らす気持ち良さに触れて頂き、ゆとりのあるス
ローライフをご提案します。
　和を新鮮に感じて頂ける、和の良さを改めて感じて頂ける、
子育てが終わったご夫婦が、ほど良い距離感でお互いを尊重
し合いながら自分らしい暮らしを楽しく生活できる住宅とし
て考えています。
　素足で家を感じることができる、畳や木の床、人と呼吸を
共有できる漆喰や珪藻土、建物の内部を空気が流れるWB工
法、視線や風の流れから、部屋と庭との繋がりを楽しみ、人
を優しく包み込んでくれるモデルハウスとなっております。
　また、2020年省エネ基準対応、最新の省エネシステムを
採用する「ZEH」（ゼロエネルギー
住宅）仕様が特徴、安心安全な家
として制震工法を取り入れたモデ
ルハウスにもなっております。

【DATA】
株式会社 安水建設
住所 安城市横山町八左 126-5
TEL  0566-77-4433
E-mail  info@ansui.com

株式会社 安水建設

　設備のレイアウト、機械設計、製作、メンテナンスまで
をオーダーメイドで一貫してサポートしている㈱ワールド
システムが、新工場建設に伴い安城町に移転した。同社は、
顧客ニーズや課題に対し優れた発想力と高い技術力を活か
した提案により、生産ラインのインテリジェント化による
顧客の製造現場をサポートしてきた。
　これまでの3工場を新工場に集約することによる加工工
程の効率化や工場面積の拡大による業務キャパシティの拡
大、効率化と工場拡大による短納期化、工場集約により社
員間のコミュニケーション向上など、これまで以上に顧客
ニーズに応えることができる体制が整った。
　今後は機械設計、電気設計、製造部門のそれぞれの増員
による事業拡大を進めるとともに、中国、米国拠点を活か
したグローバル展開を目指している。
～将来の夢を叶えたい若い仲間を募集しています。
　　　　　　　当社へのエントリーお待ちしています。～

【DATA】
株式会社 ワールドシステム
住所 安城市安城町祥南 30
TEL  0566-73-5266
URL http://www.worldsys.co.jp/

株式会社 ワールドシステム

【DATA】
cobaco ne cobaco
住所 安城市二本木町西切替 111-3
TEL  0566-74-2775
https://www.facebook.com/cobaconecobaco

cobaco ne cobaco

　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
TEL 0566-76-5175
FAX 0566-76-4322

会員事業所の皆様の

新しい情報をお待ちしております！ 菓子製造場を増設して
移転リニューアルオープン！

　名鉄新安城駅北口にあった「CafeLATTE」が、二本木町に
店舗を移転し、９月29日から「cobaco ne cobaco（コバ
コ）」としてリニューアルオープンしました。駅前の雑踏から
一転、閑静な田園地帯に移り、さらにくつろげる空間となっ
ています。
　今回は菓子製造設備が店内に整ったことで、パティシエの
次女が作る人気のノンオイルシフォンケーキなど、スイーツ
メニューが充実しました。お持ち帰り用やドリップパックに
した自家焙煎の珈琲豆は、焼き菓子とセットで今後はギフト
商品として販売していきます。
　なお、貸し切りパーティーのご予約は前店舗と同様に承っ
ております。
　移転しても変わらぬ母娘
経営の温かさと、煎りたて、
挽きたて、淹れたての新鮮
な珈琲の香りに包まれた
カフェ。
　コバコをぜひご利用ください。

「三河の家」モデルハウス
住所 安城市百石町1丁目7-1
URL http://www.ansui.com/

－８－ あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!



安城のソウルフードといえば北京飯！

シェービングで一皮剥けたお肌に♪
　今回はＪＲ安城駅から徒歩３分ほどのところにあるレディースシェービング＆エステサロン、
フェリシアをご紹介します。
　古い角質を取り除くことにより化粧液が浸透しやすく、化粧ノリもよくなり肌もツヤツヤにな
るなど、顔の産毛を剃ること以外にも肌にたくさんの効果をもたらすシェービング。こちらのお
店では、クレンジング、顔・襟足剃り、リンパマッサージ、海草パック、ローションパックのフ
ルコースで3,900円というお手頃な価格で施術を受けることができます。
　シェービングは、１度行うだけでもかなりの効果がありますが、続けて行うことで５年、１０年後の肌が見違えるように変
わるそうです。アトピーやニキビ等肌荒れにお悩みの方や、男性の方もＯＫ。また、コースの中のリンパマッサージは、店長
の土井さんオリジナルのハンドマッサージ。あまりの気持ち良さに途中で寝てしまうお客様が続出するほど好評です。
　ヘアーサロンオオタから移転し今年の１月にオープンしたフェリシアですが、サロン検索サイトにて高評価ばかりの口コミ
や、定期的に通う方も見えリピーターもたくさん。
　上半身まで行えるブライダルエステやお着物コースでご来店するお客さんも多く、こちらもお手頃価格なのでぜひチェック
してみてくださいね。

　今回ご紹介するお店は、誰もが知っている安城のソウルフード「北京飯」を世に知らしめた
中国料理「北京本店」。親子三代で引継ぎ創業54年を迎える安城の老舗は、県内外からその
評判を聞きつけ来店する繁盛店。
　もちろんオススメの逸品は「北京飯」。毎日農協より仕入れる新鮮な卵をトロトロに仕上げ、
三河もち豚の唐揚げとともにご飯にのせられた「北京飯」は、口の中で卵のまろやかな甘みに
包まれたご飯とジューシーな唐揚げの相性が抜群。ご飯と一緒にかきこむ！まさに箸が止ま
らないとは、「北京飯」のためにある言葉なのではと思うほど…。
　ランチメニューの「お値打ちランチ」「王道ランチ」「至福ランチ」「Zランチ」には、北京飯がついて730円～1,050円とお
得なメニューが勢揃い。また新メニューやコンビニエンスストア、お祭りブースなど様々な舞台でチャレンジングに活動する
同店は、リピーターを飽きさせずファンも多い。
　有名店として行列の絶えない同店。それでも無性に「北京飯」が食べたくなる今日この頃は、やっぱり「北京本店」に行っちゃ
いましょう！

田中

北京本店

FELICIA（フェリシア）

●営業時間　11：00～14：00（L.O.14：00）
　　　　　　17：00～21：30（L.O.21：00）
●休 業 日　月曜日
●所 在 地　三河安城本町2-4-1
●電　　話　75-0230

●営業時間　9：00～19：00
●定 休 日　日・月曜日
●所 在 地　御幸本町7-3 ひまわりビルF2
●電　　話　0566-76-2388
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ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問



　安城市執行部との意見交換会を9月30日（水）に開催しました。
　当日は、安城市長や副市長をはじめ、安城市役所執行部の
方々にお集まりいただき、現在の安城市政の取組みについて
安城市長よりご説明いただきました。また、当所より提出し
ました平成27年度の要望事
項に対し回答いただき、当所
の正副会頭、筆頭常議員、各
部会長ならびに委員長との積
極的な意見交換を通じて、相
互の理解を深めました。

常議員会 新商品・新事業・新サービス
合同プレス発表会

　会員事業所の広報支援の一環として、9月25日（金）に第2
回新商品・新事業・新サービス合同プレス発表会を開催しま
した。
　当日は、参加企業3社、報道機関●社にて行い、参加企業
は報道機関に向けて各社10
分程度で新たな取組みや新商
品の情報等を発表しました。
その後、交流会を開催し報道
機関とのパイプ
作り等に役立てていました。

　常議員26名の出席を得て10月22日（木）に常議員会を開催
しました。当日の議題ならびに報告事項は下記のとおり。
【議　題】
●役員選任に関する件
　役員1名の選任が承認されました。
●従業員表彰被表彰者の承認に関する件
　今年度の従業員表彰の表彰候補者として各企業より推薦い
　ただいた25事業所131名の方々が承認されました。
●新入会員の承認に関する件
　平成27年6月～9月までの4ヶ月間にご入会いただいた新
　入会員37事業所が承認されました。
【報告事項】
　議員職をとる者の変更、県
連会頭会議要望事項、上半期
事業報告について事務局より
報告を行いました。

　平成28年1月からマイナンバーの利用が順次開始されるな
かで、10月23日（金）に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セミナーを開催しました。
　当日の講師にデュプロ販売株式会社の瀬尾俊明氏をお迎え
し、マイナンバー制度におけ
る企業に求められる安全管理
措置をはじめ、最近のセキュ
リティ事故事例や企業におけ
る具体的な5つのセキュリテ
ィ対策等についてご教授いた
だきました。

安城市執行部との意見交換会

情報セキュリティセミナー

　西三河地区就職情報提供事業研究会主催で、人材確保と産
学連携を目的とした理工系大学教授等との情報交換会を10
月21日（水）に名鉄トヨタホテルにて開催しました。
　当日は、西三河地域企業98
社と県内外の理工系大学21大
学が参加し、名刺交換や情報
交換を通じて、参加企業の人
事担当者と大学の就職担当者
との繋がりを深めていました。

理工系大学教授等との情報交換会

　新規に創業、独立を考えている方を対象に、10月3日（土）
より計6回に渡り、安城創業スクール2015をAnjo創業支援
ファーム主催にて開講しています。
　講師には、中小企業診断士の蛯原健治氏のほか、税理士、
社会保険労務士、日本政策金融公庫の各担当者にお越しいた
だき創業を行っていく際に必要となる基礎知識や、ビジネス
プランの作成等についてご
教授いただきました。また、
同じ目標を持つ受講者同士の
交流を深め、今後のネットワ
ーク形成にも役立てていまし
た。

安城創業スクール2015
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税務署からのお知らせ
《税を考える週間（11月11日～17日）》

税の役割…考えてみませんか！

　安城駅前元気会（伊藤佳子会長）は、当所田村会頭を訪れ、
10月11日（日）に岩手県花巻市生涯学習会館「学び学園」に訪
問し、新美南吉の「ジャンボかるた大会」を実施したことを報
告しました。
　「東の宮沢賢治、西の新美
南吉」と言われる宮沢賢治の
故郷（岩手県花巻市）で、新美
南吉かるたを通じて「青春を過
ごしたまち安城」をPRし、相
互の交流を深めるとともに、安
城市への観光客誘致を行いま
した。

安城駅前元気会
岩手県花巻市との交流事業を実施

　「税を考える週間」では、国民の皆さんに、租税の役割
や税務行政に対する理解を深めていただくために、様々
な行事を実施します。
　国税庁ホームページでは、特集ページを開設し、動画
で国税局や税務署の仕事を紹介するインターネット番組
「Web-TAX-TV」や、イラスト・グラフを交えながら
税の役割を分かりやすく解説したスライドなど、税に関
する情報を掲載します。
　この機会に、税について考えてみませんか。

所在地　大岡町船人15-1
代表者　松岡裕一
業　種　自動車販売修理
電　話　91-8657

クールガレージ フェローズ事業所名

所在地　福釜町細湫１
代表者　塚本恵三
業　種　金属製品製造
電　話　71-1060

株式会社アヤボ事業所名

所在地　御幸本町8-8
代表者　安仲嘉輝
業　種　訪問介護、広告・デザイン
電　話　87-8207

訪問介護あいわ事業所名

所在地　横山町大山田中57
代表者　小出　博
業　種　設備機器の設置・メンテナンス
電　話　93-8182

合同会社瑞鳳事業所名

【代表者変更】
　●有限会社トコム　鳥居美妃　→　鳥居将成
【所在地変更】
　●有限会社ベニヤ
　　法連町　→　三河安城町1-16-5 東祥ビル1階

会員の動き 共済制度推進員紹介 （アクサ生命保険㈱）

当所の共済制度推進員が採用
されましたので、お知らせし
ます。

推進員　中村 紀香

国　税　庁
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～安城警察署からのお知らせ～
ストーカー・配偶者暴力からあなたを守るために

　ストーカーによる被害や配偶者からの暴力で悩んでいませんか？
　ひとりで悩まず、被害が深刻になる前に相談して下さい。相談は、
安城警察署または相談ダイヤルへ。
　●安城警察署生活安全課　（0566）76-0110
　●警察相談専門電話　＃9110（全国共通）
　被害者保護のための住民基本台帳閲覧制限等の支援措置が実施さ
れています。この支援措置は、ストーカーや配偶者暴力を受けている
被害者の居所を加害者に知られないようにするため、住民基本台帳
の閲覧の制限等を行うものです。
　詳しくは、安城警察署、交番・駐在所、各市町村にお尋ね下さい。
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●元気フェスタ2015 12月6日（日）
●元気フェスタ2015事前説明会
　11月30日（月）14：00～
　於：安城商工会議所 3階研修室

行事予定

石川全国大会 総務広報委員長　筒木麻三子

　10月22日（木）、23日（金）に役員６名で全国大会に出
席して参りました。１日目は昼頃に金沢に到着し、市内
を視察した後、懇親会に出席しました。
　県の名産品を盛り込んだ料理を堪能し、食事の間のア
トラクションでは伝統芸能の数々を拝見させていただき
ました。特に輪島の御陣乗太鼓は会場の拍手も一際多く、
お腹の底から響いてくる太鼓の音に深く感動いたしました。
　２日目の式典は338団体3,237名の女性会会員が一同に
介し盛大に開催されました。前日の懇親会に引き続き、
ホストの役員の皆さんが、加賀友禅の着物に身を包み、
すてきな笑顔で「ようこそ石川へ」とお出迎えされていた
のには、これぞ日本のおもてなしと感激いたしました。式典の中の祝辞で、金沢市長の
「数ある伝統文化を大事に守っていくだけではなく、新しいものもまたそれと融合させ、
付加価値をつけながら次の世代に継承していくことが大切」という言葉が強く印象に残り
ました。 さんかく21.安城

イベントトーク&シネマに
参加して

総務広報副委員長　杉浦恵子

　10月12日（月）、安城市文化センターにて男
女共同参画イベントに参加させていただきまし
た。第１部は「男女で共に考える防災」について、
第２部は映画上映「救いたい」の鑑賞をしました。
東日本大震災の被災地で暮らす人々が、苦悩を
抱えながらも前向きに生きる姿を、鈴木京香さ
ん扮する女性麻酔科医の視点から描かれた
ヒューマンドラマで、妻である前に人間として
生きたい女医、男であり、夫である前に医師と
して生きることを選んだ医師。多彩な顔ぶれで、
あっという間の110分でした。被災地の現状を
垣間見ることができ、いつの間にか涙があふれ
ていました。
　これを教訓として、男女共同参画について今
一度考えてみたい思いです。

▲記念式典の様子

　９月25日（金）、ヴィラ シェトワ ハクサンにて開催さ
れ、弓場会長他３名で参加しました。入口では、半田市
観光マスコットのだし丸くんと、手作りの素敵な布製の
薔薇のコサージュを胸に飾った会員の方々が出迎えて下
さいました。半田商工会議所女性会の会員は、現在23名
ということでしたが、式典では全員参加を心がけたのだ
そうです。記念講演では、地元の中埜酒造㈱の馬場信雄
氏が、「酒道」について興味深いお話をして下さいました。
地域の資源を上手く生かし、全員のチームワークでおも
てなしをして下さった素敵な創立10周年記念式典でした。▲式典会場にて

半田商工会議所女性会創立10周年記念式典
元気フェスタ特別委員長　本康淳子

個人の青色申告者を対象とした青色申告の決算説明会を開催します。
【と　き】11月25日（水）10時00分 ～ 正午
【ところ】文化センター マツバホール
〇説明会資料は、説明会当日に会場にてお渡ししますので、当日
　お持ちいただく資料はありません。
※青色申告決算書用紙は確定申告書用紙等に同封されます。
【問合せ】刈谷税務署　個人課税第1部門 TEL：0566-21-6212
※年末調整事務の説明会は、同日午後1時30分～3時30分に同じ
　会場にて開催します。

平成27年分青色申告決算説明会

Cobaco ne cobaco（旧Cafe LATTE）
9月29日（火）より移転オープンしました。

秋の交通安全キャンペーン
　　　　に参加しました
秋の交通安全キャンペーン
　　　　に参加しました
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11月例会
「個性学を学びコミュニケーションを身に付けよう」

11月例会
「個性学を学びコミュニケーションを身に付けよう」

○日時　　平成27年11月18日
　　　　　19時00分～（18時30分受付開始）
○場所　　安城商工会議所
○内容　　己の個性を知り、相手の個性を知ることで、伝えるため
　　　　　の方法やポイントを理解し、そのうえで適切なコミュニ
　　　　　ケーションをとる為の能力を身に付け、伝える力を養う
　　　　　こと。そのほか自社事業のPRやセールスにも役立てて
　　　　　頂くための目的とした例会を行います。
　　　　　講師：柴田　肇氏

11月例会を下記のとおり開催します。
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臨時総会・10月例会
　平成27年10月21日（水）鯛常分店にて臨時総会・10月例会が行われました。
臨時総会では、竹中会長が議長を務め、平成28年度の役員選任並びに県連出向者案についての議案が無事承認されました。
役員予定者並びに県連出向予定者は下記の通りです。本年度商工会議所青年部は創立20周年を迎え、今年度の事業も折り返
しとなる時期ですが次の10年に向けての第一歩を踏み出す準備が出来ました。
10月例会では新入会員のバッチ授与が行われ、新しい顔ぶれを囲んでの楽しい一時を過ごすことが出来ました。これから元
気フェスタに向けて団結が強められる例会となりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文／長田和人

安城元気フェスタ2015 告知
　12月6日（日）９時～15時まで安城市総合運動公園一円において、第17回安城元気フェスタ2015を開催いたします。今年
の事業概要といたしまして、スポーツ教室（野球・ソフトボール・サッカー）、体験コーナー、ものづくり体験教室、元気市場
などの例年の事業に加え、一輪車教室、子供たちの元気なパフォーマンスが見られる元気ステージといった過去行っていた事
業と新たに青年部員が講師となる青年部職業体験教室も行います。野球教室では午前中に中日ドラゴンズの選手やドアラが登
場。またソフトボール教室では昨年に引き続きデンソー女子ソフトボール部の皆様にご指導いただきます。例年に加え、パワ
ーアップした安城元気フェスタ2015に是非遊びに来てください。
安城商工会議所青年部一同お待ちしております。

【会長】 松本尚己
【副会長】 大西充峰、 山田健太郎、 太田明仁、 杉山肇康、 鈴木雄一
【専務理事】 田中直樹
【総務委員長】 大坪久乃
【広報委員長】 長田和人　【研修委員長】 間野光貴
【交流委員長】 日比野裕之　【渉外委員長】 太田崇　　
【七夕まつり特別委員長】 近藤実
【元気フェスタ特別委員長】 中島正開
【監事】 藤井清光、 大山湖龍　【直前会長】 竹中大輔
【県連出向者】 栄圭士、 高橋伸弥、 鈴木雅裕
（以上予定者敬称略）

28年度 役員

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　第１回から第４回まで、マイナンバー制度の法律の概要に
ついて弁護士の影島博康氏から解説がありました。第５回か
ら第７回は、マイナンバー法の社会保障関連を中心とした、
注意点などを社会保険労務士の視点から解説いたします。
　マイナンバーは、今年の10月から住民票のある人全員に
付番され、住民票の住所地に世帯ごとにまとめて、簡易書留
で送られる通知カードによって通知されます。ここでご注意
いただきたいのは、国籍は関係ない点と、住民票の所在地に
簡易書留で届く点です。平成24年７月から、外国籍でも３
カ月を超えて在留する中長期在留者には住民票が作成される
ようになりましたので、この場合はマイナンバーの対象とな
ります。
　また、実際の住所と住民票の所在地が異なる場合、通知が
届かないケースなどが考えられます。さらに、簡易書留は、
１回目の配達日から７日以内に受け取れない場合は差出人へ
戻されてしまいますので、不在がちの場合は注意が必要です。
今のうちに従業員へのマイナンバーの受け取り方法の案内を
始めておきましょう。
　次に、マイナンバーを利用する事務は厳しく制限されてお
り、①社会保障、②税、③災害対策の３つの分野のみとなっ
ています。そのうち、①の社会保障分野で一般企業に関連す
る事務においてマイナンバーを利用できるのは、健康保険・
厚生年金保険・国民年金・雇用保険などの法令で決められた
手続となります。
　マイナンバーの利用開始は原則平成28年１月からですが、
健康保険・厚生年金保険などの社会保険については１年遅れ

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、内閣府からの『マイナンバー社会保障・
税番号制度が始まります！』をはじめ、『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』
の冊子を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。
※数に限りがございますので、ご了承ください。

の平成29年１月から開始予定です（国民健康保険組合は原則
通り）。そうすると、一般企業において、３分野のうち最も
早くマイナンバーを収集する機会が来るのは、②の税分野に
おける平成27年の年末調整でしょう（従業員から「平成28年
分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」の回収が行われる
ため）。
　さて、マイナンバーを取得するときは、個人情報保護法に
基づいて、利用目的を本人に通知または公表する必要と、本
人から直接書面に記載されたマイナンバーを取得する場合は、
あらかじめ本人に対してその利用目的を明示する必要があり
ます。
　そうなると、②の税分野で集めたマイナンバーを①の社会
保障分野でそのまま使用すると、利用目的が異なるため、利
用目的の変更をしなければなりません。しかし、それでは二
度手間となってしまいます。
　マイナンバー取得時に、複数の利用目的をまとめて明示す
ることが可能なので、最初に取得する時に雇用保険や健康保
険の事務など、社内で利用する事務を洗い出し、まとめて明
示することによって効率的に収集することができます。通知
などは従業員に扶養されているご家族への通知も必要ですの
で、就業規則への明記や社内LAN通知と併せて、利用目的を
記載した書類をご家族にも提示するなどの配慮が必要です。
今年の年末調整のご案内とあわせて、マイナンバーの利用目
的の通知などを行いましょう。

 　　　　　　　　　　　特定社会保険労務士　小林 元子 氏

第５回　  10月から通知開始

解説マイナンバー
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各種マイナンバー冊子  配布中！
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