
「日本は良くなるか～揺れ動く内外情勢と今後の政局～」
～時局講演会～

と　き　平成28年6月14日(火)　14時00分～15時30分
ところ　安城商工会議所　５階　大会議室
講　師　時事通信社  特別解説委員  田﨑　史郎 氏

※詳しくは、会報5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
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！

－15－あんじょう商工会議所



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「平成28年度講習会 年間スケジュール」7

特集「平成28年度検定試験 年間スケジュール」7

事務局の人事11

eyelash salon cross
　所在地　安城市二本木町切替56-5
　　　　　プリマグランデ安城弐番館
　　　　   106号室
　電　話　080-1618-7099

KB SPORTS
　所在地　安城市桜井町城阿原60-1
　電　話　0566-99-5522

５月

11日㈬
11日㈬
11日㈬
19日㈭
24日㈫
26日㈭
27日㈮
29日㈰

経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
建設部会主催セミナー
法律相談
仕事の段取り力セミナー
３次元設計セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）
安城七夕親善大使オーディション

10：00～12：00
10：00～12：00
14：00～16：00
13：00～16：00
10：00～17：00
13：30～16：30
13：00～16：00

４月

４日㈪
５日㈫
６日㈬
12日㈫
13日㈬
13日㈬
21日㈭
22日㈮

新入社員研修（基本コース）
新入社員研修（基本コース）
ものづくり補助金セミナー【個別相談】
新入社員研修（製造コース）
経営相談
金融相談（日本政策金融公庫）
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）

9：30～16：30
9：30～16：30
18：00～21：00
9：30～16：30
10：00～12：00
10：00～15：00
13：00～16：00
13：00～16：00

　メトロ電気工業株式会社では、独自の加工技術で製造した高純度カーボンフィラメントを不
活性ガスとともに石英管に封入した高効率・高出力カーボンヒーター管を使用した電気七輪を
開発しました。高純度石英管を使用しているため、水やタレがかかっても割れることが無く、
保護用石英管が被せてあるので、ヒーター管の汚れや劣化を防ぎます。外郭は能登の切り出し
珪藻土を手加工で削り、焼成した天然素材を使用しています。炭や火を一切使わないため、安
全で埃の心配もありません。電気で手軽に炭火焼きと同じように美味しく焼ける電気七輪をご
希望の方は、一度、お問合せください。なお、現在は企業様のみ注文を受け付けています。

【お問合せ】   メトロ電気工業株式会社
　 　 　 　 所 在 地：安城市横山町寺田11-1

連 絡 先：0566-75-8811

火を使わない七輪「電気七輪」を製造・販売！！

今月号の表紙　メトロ電気工業株式会社
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にて会員事業所の「我が社自慢の商品・製品・サービス」を掲載しています。掲
載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

安城商工会議所会報誌　表紙掲載事業所の募集！

折込「東北地方名産品プレゼントキャンペーン」
折込「建設部会主催セミナー」
折込「今から始める3次元CAD講座（初級編）」
折込「仕事の段取り力セミナー」

特集「平成28年度事業計画・収支予算
　　　　　　　　　　　　　決まる！」
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　わが国経済は、一部に弱さが見られるものの、大企業
の好調な企業収益が設備投資や雇用・所得の好転につ
ながり、各種政策の効果もあり緩やかな回復基調が続い
ています。しかしながら、中国経済の先行き不透明感、原
油安による世界経済への悪影響、そしてマイナス金利政
策による影響等々今後の見通しはますます難しくなって
きております。また、当地域においては人手不足による雇
用環境の悪化など、中小企業、小規模事業者、地域経済
においても先行きに対する慎重な見方が続いています。
　こうした状況の中、政府の地方創生政策を背景に、地
域経済の主要な担い手である中小企業や小規模事業者
の支援体制の重要度が増している中、昨年11月に、地域
中小企業の持続的発展により地域経済活性化を目標と
して申請していました、「経営発達支援計画」が国より認
定され、当所が果たす役割はますます重要となっていま
す。今後は支援計画に沿った市内中小企業への伴走型の
個社支援や面的支援への積極的な取組みを通して、地
域経済活性化に取り組んでまいります。
　また、会員の皆さまから頂いたご意見から新たに取組
み始めた、「会員大会」や「賀詞交歓会」を始め、安城七
夕まつりにおいて市内の一押しグルメを集めた「グルめ
ぐり」事業の検証や、行政と連携しながらものづくり企業

　当所は、３月１４日（月）に常議員会、３月29日（火）に通常議員総会をそれぞれ開催し
ました。平成２８年度事業計画（案）ならびに各会計収支予算（案）について審議を行い、
原案通りに可決されました。
　また、通常議員総会の席で、当所議員事業所のメトロ電気工業㈱取締役社長の川合
誠治氏に対し、平成27年度省エネ大賞省エネ事例部門「資源エネルギー庁長官賞」受賞
の功績をたたえ、田村会頭より表彰状を贈呈しました。

の新産業分野進出への支援など、引き続き会員の皆さま
の声を事業に反映しながら取り組んでまいります。
　更に、国の支援施策であります、ものづくり補助金、小
規模事業者持続化補助金などの経営計画作成支援や、
平成29年4月に予定されています消費税の再引き上げに
対する転嫁対策、軽減税率導入に向けた啓蒙活動にも
積極的に取り組んでまいります。
　地域総合経済団体である商工会議所の重要な役割で
ある、国、県、市への基盤整備、産業振興事業等への意
見要望活動を引き続き積極的に推進するとともに、安城
市経済の将来像を見据えながら、行政をはじめ関係機関
との連携をより一層推進することで、「話せる 頼れる 商
工会議所」として会員および地域の期待に応えられるよ
う取組んでまいります。
役員・議員・会員の皆さまには常に温かいご指導ご協力
を賜り、当所が順調に発展してまいりましたことを心か
ら深く感謝いたすと共に厚くお礼申し上げます。
最後に、Action Planに沿った当所の体質改善・強化を
目的とした会員増強や共済事業を引き続き推進してまい
りますので、今後ともより一層のご支援ご協力をお願い
申し上げます。

平成28年度 事業計画大綱

▲表彰状を受け取る川合社長

安城商工会議所通常議員総会を開催!!
～平成28年度事業計画・収支予算決まる!!～

－４－ あんじょう商工会議所



安城商工会議所　平成28年度重点事業

（１）小規模事業者の持続的発展に向けた経営発達支援事業の実施
　　事業計画策定、販路開拓支援等、伴走型支援事業の推進
（２）個社支援に伴う各種補助金申請・助成金申請取得支援の実施
　　小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金等の申請支援
（３）消費税転嫁対策、軽減税率対策事業の啓蒙
　　消費税率の再引き上げや軽減税率導入に対する、個別相談、セミナーの実施
（４）雇用対策支援
　　中小・小規模事業者の人材確保、育成支援の推進
（５）市内事業者の新陳代謝促進のための支援事業の実施
　　新規事業者（創業者）創出のための、Anjo創業支援ファームによる創業支援事業（創業支援セミナー
　　等）の実施

１．中小企業・小規模事業者に対する支援

（１）安城市中小企業コーディネーター事業と連携したものづくり支援の実施
　　市内事業者の新産業分野進出に向けた事業の企画・支援
（２）まちづくり支援の実施
　　「安城市中心市街地活性化協議会」の各プロジェクトの推進
　　商業者向け販路拡大、売上向上に繋がる「グルめぐり」事業の企画・運営
（３）会員交流事業の実施
　　会員事業所間の交流を推進するための会員大会・賀詞交歓会の企画・開催

２．地域活性化事業の推進

（１）国、県、市に対して、中小企業対策・インフラ整備・税制改正・地域経済活性化等の提言・要望活動の
　　実施
（２）市政に対して、市長、市議会議員との意見懇談会を通じた提言・要望活動の実施

３．地域経済振興に関する意見・要望活動の推進

（１）職員のレベルアップ
　　経営発達支援事業を実施するための職員の資質向上の推進
（２）事業の見える化
　　会員訪問強化と情報発信力強化による事業の見える化推進
（３）財務体質の強化
　　会員増強・共済事業、検定事業・労働保険事業の推進

４．商工会議所の組織・財政基盤強化

－５－あんじょう商工会議所



◆収入の部 ◆支出の部
項 予算額 備　　　考

部会活動費
委員会活動費
商業振興費
活性化対策費
異業種交流費
研修会費
検定事業費
講習会開催費
会報発行費
観光事業費
事業推進費
情報化対策費
雇用対策事業費
法定台帳作成管理費
活性化協議会設置費
産学連携事業費
地域ブランド事業費
指導事業費
共済事業推進費
共済事業見舞金 ・ 給付金

部会活動 等
委員会活動
イベント事業
商工活性化対策
サルビア研究会
各種研修会
日商検定 ・ 東商検定
講習会・講演会
会報誌作成
七夕まつり、観光協会
賀詞交歓会、会員大会
ＩＴ推進事業
企業説明会 等
法定台帳作成 等
中心市街地活性化
愛知学泉大学等連携事業
アンジョウ・ハーツ事業
中小企業相談所経営指導
共済還元事業
共済事業自家給付

3,000
900
2,500
1,200
300
600
1,600
2,200
9,000
1,250
3,000
1,800
1,200
200
1,600
100
1,800
15,700
3,000
6,200

款 予算額
会費・特商負担金
 1. 会費・特商会費
 2. 役員議員会費
事業収入
 1. 事務手数料
 2. 検定事業収入
 3. 広告料
 4. 受講料
 5. 事務手数料
 6. 記帳機械化処理手数料
 7. 会館使用料、定期使用料
 8. 共済手数料
 9. 労働保険事務組合手数料
10.特定退職金手数料
11.特定退職金掛金
12.特定退職金給付金受入
13.労働保険事務組合受取保険料
14.その他事業収入
事業補助金
事業負担金
雑収入
繰入金
繰越金

56,221
44,641
11,580
397,475
2,225
3,000
3,500
900
950
3,900
10,460
41,170
3,500
4,070

101,000
115,000
105,800
2,000
67,410
1,800
3,759
67,190
496,596

（単位：千円） （単位：千円） （単位：千円）
款 予算額

事業費
 1. 一般事業費
 2. 会議費
特定退職金給付金
共済事業積立金
労働保険事務組合支払保険料
管理費
 1. 給与費
 2. 福利厚生費
 3. 旅費交通費
 4. 事務費
 5. 交際・渉外費
 6. 租税公課・分担金
退職引当金
積立金
繰入金
雑費
予備費

62,650
60,450
2,200

115,000
101,000
105,800
130,329
83,879
13,860
1,730
23,530
1,700
5,630
14,208
501,525
56,890
120
2,929

主な事業費

※各表は、一般会計・相談所会計・収益事業会計・積立金会計を合算した収支予算です。合　計　1,090,451

合　計　1,090,451

　日本商工会議所は、３月17日（木）に第123回通常会員総会
を開催しました。日本商工会議所の三村会頭は、挨拶にて新
年度を迎えるにあたり所信を述べられました。
　わが国経済は、これまで大企業を中心に業績改善が進んで
きましたが、足元では新興国経済の減速や個人消費の鈍さな
どから、足踏み状況にあると言えます。また、実体経済が金
融に振り回されており、そのことが経営者のマインドを不安
定にさせ、経済に悪影響を及ぼしていると言えます。
　世界経済のリード役が、新興国から米国をはじめとする先
進国に移行しました。新興国経済の減速の主要部分を占めて
いる中国経済が、10％の高成長から６％台の中成長への移行
を果たす中で、軟着陸となるか、ハードランディングとなる
かは、依然として大きなリスク要因と言えます。
　国内経済においては、構造改革が進み、長く企業経営の足
かせとなっていた六重苦が解消または解消の方向に向かって
きました。「強い経済」を実現するために、各地域において、
克服すべき三点の課題について、申し述べます。
　その第一は、「中小・中堅企業の成長・発展に向けた後押
し」であります。商工会議所として、国や地方自治体に対し
粘り強く要請するとともに、相談・教育支援機能の強化、小
規模事業者への伴走型経営支援等に全力で取り組んでいかな

ければなりません。
　第二は、「地方創生の推進」であります。日本商工会議所
としても、全国の多様な取り組みと手法を広く普及させると
ともに、共同展示商談会の開催等により、販路開拓を積極的
に支援してまいります。
　第三の課題は「人手不足の克服」です。労働規制の柔軟化
や働きやすい税・社会保障制度の導入を進めるとともに、専
門性や知見に見合った仕事とのマッチングを図ることが重要
となります。
　今後の大きな課題は販路の回復・開拓です。日本商工会議
所では、バイヤーの派遣や首都圏における展示販売機会の確
保により販路獲得を強力に支援するとともに、東北地方への
訪問者拡大を推進してまいります。各地商工会議所におかれ
ましても、引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。
　間もなくスタートする平成28年度においても、日本商工会
議所は、全国の商工会議所の皆様方とともに、商工会議所の
ネットワークを最大限活用して、目の前の諸課題を乗り越え
ていきたいと思います。多大なるご支援、ご協力をお願いし
ます。

平成28年度　安城商工会議所収支予算

日本商工会議所　第123回通常会員総会

－６－ あんじょう商工会議所



安城商工会議所　検定担当申込み・お問い合わせ先

◆日本商工会議所主催検定

◆東京商工会議所主催検定

珠算検定
207

回数 試験日 受験料申込受付期間検定科目

208
209

1級　2,100円
2級　1,570円
3級　1,360円

143

144

145

1級　7,710円
2級　4,630円
3級　2,570円
4級　1,640円

簿記検定

6 26日（日）月 4 18日（月）～月 5 26日（木）月
10 23日（日）月 8 15日（月）～月 9 23日（金）月
2 12日（日）月 12 5 日（月）～月 1 12日（木）月

6 12日（日）月

11 20日（日）月

4 4 日（月）～月 5 13日（金）月
4 4 日（月）～月 5 14日（土）月
9 12日（月）～月 10 21日（金）月
9 12日（月）～月 10 22日（土）月
12 19日（月）～月 1 27日（金）月
12 19日（月）～月 1 28日（土）月

2 26日（日）月

回数 試験日 受験料申込受付期間検定科目

カラーコーディネーター
検定

40
41

6 19日（日）月 4 ５日（火）～月 5 ６日（金）月
12 4 日（日）月 9 20日（火）～月 10 21日（金）月

2級　7,340円
3級　5,250円

ビジネス実務法務
検定

39
40

7 3 日（日）月 4 19日（火）～月 5 20日（金）月
12 11日（日）月 9 27日（火）～月 10 28日（金）月

２級　6,480円
3級　4,320円

福祉住環境コーディネーター
検定

36
37

7 10日（日）月 4 26日（火）～月 5 27日（金）月
11 27日（日）月 9 13日（火）～月 10 14日（金）月

2級　6,480円
3級　4,320円

環境社会（eco）
検定

20
21

7 24日（日）月 5 10日（火）～月 6 10日（金）月
12 18日（日）月 10 4 日（火）～月 11 4 日（金）月

5,400円

ビジネスマネジャー
検定

3
4

7 17日（日）月 5 6 日（金）～月 6 3 日（金）月
11 13日（日）月 8 30日（火）～月 ９ 30日（金）月

6,480円

※第145回簿記検定においては１級の試験は行いません。
※窓口受付時間 ： 平日８時30分～17時30分（インターネットの場合は、土日も24時間受付可能です。）

窓 口：
ネット：

窓 口：
ネット：

窓 口：
ネット：

平成28年度 安城商工会議所検定試験日程表

日商簿記検定３級受験に向けた個人学習を支援するため、講義動画や模擬問題、スマホアプリ等の学習ツールや検定関連情
報を提供する無料会員制サイト「日商簿記学習倶楽部」をご利用ください。
【ＵＲＬ】https://cloud-cafe.biz/users/sign_in

学習支援サイト「日商簿記学習倶楽部」のご案内

平成28年度 講習会事業計画

４月
新入社員

製造業事業所に入社する新入社員
経営者・総務担当者他

従業員全般
若手社員・中堅社員
従業員全般

ー
職場リーダー・現場リーダー
経営者・総務担当者他

ー
ー

商業・サービス関連
経営者・総務担当者
新入社員・若手社員
営業担当者
経営者

経理担当者等

新入社員研修基本コース
新入社員研修製造コース

建設部会主催セミナー（経営力向上）
上手な段取り力セミナー

コミュニケーション能力向上セミナー
クレーム対応セミナー

商業部会主催セミナー（POP）
意識・行動変革セミナー

メンタルヘルス・ストレスチェック関係
観光サービス部会主催セミナー（キャッチコピー）
工業部会主催セミナー（新産業進出）

SNS販売促進セミナー
労務・メンタルヘルス対策セミナー
新入・若手社員フォローアップセミナー

交渉上手になる“秘訣”
小さい店・企業がメディア取材を呼び込む方法

夜間簿記講座（14回コース）

11月

12月

月 対象者 内　容 月 対象者 内　容

３月

２月

１月

経営者・マーケティング担当者
ー

経営者・総務担当者他
経理担当者等

経営者・経理担当者他
経営者・現場管理監督者

管理職
ー

創業スクール2015
個人事業主、経理担当者

教育担当者
ー

経営者・経理担当者
創業スクール2015
経営者・経理担当者他

従業員全般

中小企業向け実践マーケティングセミナー
金融部会主催セミナー

建設部会主催セミナー（防災関連）
夜間簿記講座（14回コース）

消費税対策セミナー（税務関係）【税を考える週間事業】
危機管理セミナー
管理職セミナー

工業部会主催セミナー（現場改善・新産業進出）
創業スクール（4回～7回コース）
消費税申告、決算申告ポイント
教育担当者向け実践型セミナー

交通運輸部会主催セミナー（雇用関連）
経営セミナー（上手な金融機関の付き合い方）

創業スクール（4回～7回コース）
消費税対策セミナー（決算書関係）

部下・後輩指導セミナー

５月

７月

９月

10月

６月

－７－あんじょう商工会議所



 「きーぼー」のイラストを商品パッケージやグッズ、メニュー
やチラシなどに無料で利用できるようになります。ぜひ「きー
ぼー」を使って、安城市と安城七夕まつりを盛り上げましょう。

これからの商品化は…
　・利用申請を提出していただき、利用許可された商品等は、
　　認定料が無料で様々な媒体で販売できるようになりま
　　す。
　　※ただし、利用申請により利用を
　　　お断りする場合があります。

七夕まつり公式キャラクター「きーぼー」で
安城を盛り上げよう！！

問 安城七夕まつり協賛会事務局（安城商工会議所内）
TEL　76-5175

申 安城七夕まつり公式ウェブサイトより
ダウンロードできます。
申請書に必要事項を記入の上、下記問
合せ先まで申請ください。

　平成29年６月、JR安城駅前にオープンする中心市街地拠点
施設（愛称、アンフォーレ）を最大限有効活用してまちなか全体
の賑わい創出につなげるため、アンフォ－レを使ってなにかを
やってみたい、仲間をつくりたい、まちと関わりたいという方
を募集します。

安城市まちなか賑わい創出プロジェクト
「TALK AND TRY」参加者募集！

時 ワークショップ
第1回：5月28日（土）15時00分 ～ 17時30分
第2回：6月18日（土）13時30分 ～ 16時30分
第3回：7月16日（土）13時30分 ～ 16時30分
第4回：8月20日（土）13時30分 ～ 16時30分
※９月以降は、ワークショップで検討した企画を市内で
　実行に移す期間として予定しています。

場 市民交流センター　２階多目的ホール

問 中央図書館まちなか連携係
７６－1400

申 申し込み等の詳細は、
安城市公式ウェブサイトを
ご覧ください。

安城  まちなか賑わい
※イメージ図であり、実際の建築物
　とは異なる場合があります。

アンフォーレ

－８－ あんじょう商工会議所



実力派アイデザイナーのまつ毛エクステ専門店

屋内バッティングセンター&スポーツショップ！
　今回ご紹介するのは桜井町にあります「KB SPORTS」。もともと輸送機器の製造をしていた古海
物産有限会社が代変わりを機に、屋内練習場とスポーツ用品販売の複合型施設に生まれかわりました。
　昨年の12月にオープンしたばかりの同店では、野球やソフトボールの投球・打撃練習等を1時間
/1レーンで利用可能。打撃練習は硬式・軟式・ソフトボールの3種類があり、硬式野球のボールを
扱うのは安城市内ではここだけ！屋内なので天候に左右されず、夏場は日差しを気にしなくていい
のも嬉しいですね。
　また、先月併設されたスポーツショップでは野球関連商品がお店の壁いっぱいに並べられており、店長の古海さんが革の質
からこだわった、他店にはないKB SPORTSオリジナルの商品は要チェックです。グラブやスパイクの修理も早めの納期で取
扱いしてくださるそうですよ。
　かなりお得になる会員価格での利用や、駐車場の多いところも通いやすくて魅力的。今回、お店のご厚意でスポーツショッ
プ商品15％OFFのクーポンを付けていただきました！この機会にぜひ、足を運んでみてはいかがですか？

　今回ご紹介するのは、昨年７月に二本木町にオープンしたアットホームなまつ毛エク
ステ専門サロン「cross」。名古屋の有名店で年間1,200回以上の指名を受けた実力派ア
イデザイナーの黒須さんが、長年の夢であった開業を実現しました。単なる施術ではな
く、目の形や自まつ毛の太さ、長さに合わせてデザインを提案できるのもcrossの特長。
自まつ毛が伸びたような、飾り過ぎない仕上がりが人気の秘訣で、ナチュラルな仕上が
りからボリューム感のあるデザインまで幅広く対応できます。黒須さんのイチオシは東
京で大人気の最新技術「ボリュームラッシュ」。まつげ1本に対して、極細の毛を3～5本を束でつける技術で、従来技術に比
べてまつ毛への負担が少ないのが特徴です。使用する商材にもこだわり、柔らかい新プラチナセーブルや、安全性の高い国産
グルーを使用していて最上級の着け心地を実現しているそうです。
　ナチュナルな雰囲気を大切にしているという店内は、まるで欧米カフェのよう。同時施術をすることなく、プライベート空
　　　　　　　　　　　間でお客様をお迎えしています。
　　　　　　　　　　　 「とにかく丁寧に施術することが、一番の技術力」と笑顔で語ってくれた黒須さん。オープンから
　　　　　　　　　　　半年足らずで、予約が埋まっているのも納得です。

eyelash salon cross

KB  SPORTS

●所 在 地　安城市二本木町切替56-5 プリマグランデ安城弐番館 106号室
●電　　話　080-1618-7099（完全予約制）
●定 休 日　毎週日曜日午後
●営業時間　9：00～20：00（最終受付19：00）

●所 在 地　安城市桜井町城阿原60-1
●電　　話　0566-99-5522
●定 休 日　年中無休（臨時休業あり）
●営業時間　9：00～21：00（土日祝）
　　　　　　10：00～21：00（平日）
HP　http://www.katch.ne.jp/̃kbsports/index.html

クーポン付

クーポン付
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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



　当所は、３月23日（水）に安城市内10金融機関と事業承継に関する業務提携の調印式を開催しました。
　今回の業務提携により、今後は事業承継に関するセミナーや経営相談会などを開催し、中小企業の事業承継に対する支
援を行っていきます。
　調印式の冒頭では当所田村会頭と、金融機関の代表として碧海信
用金庫の福田理事長より挨拶をいただきました。その後、田村会頭
と各金融機関との覚書を交わしました。業務提携を行った金融機関
は以下のとおりです。

●愛知銀行　　●愛知県中央信用組合　　●大垣共立銀行
●岡崎信用金庫　　●豊田信用金庫　　●名古屋銀行
●西尾信用金庫　　●碧海信用金庫　　●三重銀行
●三菱東京UFJ銀行　　　　　　　　（五十音順・敬称略）

事業承継支援業務提携に関する覚書 締結式を開催!!

ものづくり補助金 完全攻略2016
　安城市内の製造業者を対象に、３月９日（水）から全４回
コースにて「ものづくり補助金完全攻略2016」を開催してい
ます。
　今回のセミナーでは、ものづくり補助金採択のために必要
不可欠な経営計画の策定や、申請書に落とし込みづらい技術
的課題と解決方法の書き方などについて、講師の中小企業診
断士の佐原啓泰氏より、詳しくご解説いただいています。

新入会員Welcome交流会
　平成25年度以降に当所へご入会いただいた事業所を対象
に、３月15日（火）に新入会員Welcome交流会を開催しま
した。
　当所の事業を知っていただき、ご利用いただくこと並びに
事業所同士の異業種交流を目的に開催し、20名の方々にご
参加いただきました。
　当日は、当所職員による
セミナーや参加事業所の自
社紹介の後、参加者同士の
名刺交換会および情報交換
会を実施し、交流を深めて
いました。

睡眠力向上セミナー
　交通運輸部会は、３月４日（金）に「睡眠力向上セミナー～
交通事故防止へ～」を開催しました。
　当日の講師には、一般社
団法人日本快眠協会代表理
事の今枝昌子氏をお迎えし、
交通事故防止のための睡眠
基礎知識や業務中の眠気対
策等についてわかりやすく
ご解説いただきました。

観光サービス部会主催視察会
　観光サービス部会は、3月9日（水）に西日本最大級の大型
複合施設「ＥＸＰＯＣＩＴＹ」の視察会を開催しました。
　昨年11月19日（木）に大阪府の新たな観光名所として万博
記念公園にオープンしたＥＸＰＯＣＩＴＹは、7つのエン
ターテイメント施設や商業施設「ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴ
Ｙ」が入った今話題の観光施設になっています。
　当日は、現地のスタッフより完成までの経緯や各施設の特
徴・概要等について詳細に説
明いただきました。参加者は、
様々な表現方法を見せる各店
舗のお店づくりや、大人から
子供まで幅広い層の方々が楽
しめる工夫、お客様目線に
立ったサービスの仕方などに
ついて理解を深めました。

－10－ あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト版



　3月1日（火）、ウエスティンナゴヤキャッスルにて開催された名古屋商工会議所女性
会創立50周年式典に会員13名で参加しました。式典開始前に、老舗和菓子店の職人技
での和菓子とお抹茶をいただきました。
　第1部の記念式典では、昭和39年に設立されてからの50年の歩みが紹介されました。
高度経済成長期における地域に根付いた活動をお聞きし、歴史の重みと由緒ある会の
素晴らしさを感じました。
　第2部では、安倍晋三首相夫人・安倍昭恵氏による講演が行われ「社会のなかでの女
性のありかた」について語られました。
　昭恵氏ご自身の経験を踏まえながら、地域の発展に対する女性の関わり方の必要性
についてわかりやすく説明され、常にご縁を大切にしながら多岐にわたる活動をされ
ているというお話は大変感銘を受けました。
　第3部の懇親会では、アトラクションとして名古屋二期会によるオペラ「宗春」があ
り、とても素敵な演舞でした。
　安城商工会議所女性会も平成27年度で創立20周年を迎え、さらに30周年、40周年
と飛躍していきたいです。

名古屋女性会創立50周年記念式典に参加して 監事  山口美重子

　本年度は安城も含め、県内他女性会の周年記念事業の多い年度でした。西尾、半田、そ
して記憶に残る私達安城、名古屋、最後は3月8日（火）に行われた豊川商工会議所女性
会でした。
　記念式典・祝賀会は豊川市民プラザで開催され、私と加藤淳子理事の2名で参加させ
ていただきました。
　記念式典のオープニングセレモニーでは、陸上自衛隊豊川駐屯地が平成26年に編成
した「らっぱ部」による演奏でスタートし、式典の後半には”つむいでいこう女性会の
和”をテーマに周年記念行事として精力的に活動された平成27年度の行事を映像にて
紹介されました。

　祝賀会のアトラクションでは、会員が参加し創流36年を
迎える「日本舞踊松葉流」の舞で会場を華やかに盛り上げ、
さらに創設43周年を迎える陸上自衛隊豊川駐屯地の太鼓
部の演奏は、女性メンバーもいて頑張る女性に会場の拍手
もわれんばかりでした。また、たくさんのおもてなしは料理
にもあり、地産地消をテーマにした食事は女性が喜びそう
な演出に勉強となる点もありました。
　平成27年度は周年記念事業運営、参加をする中で、地域
と共に活動する女性会の関わり方等大変勉強、参考になる1
年間でした。

豊川女性会創立30周年記念式典に参加して   会長  弓場てる子

　本年度は創立20周年と記念すべき年に加え、
会報も模様替えし、縦書き原稿から横書きに変
わるという点で変革の年でした。そんな年に委
員長という大役をいただき不安ばかりでしたが、
経験豊富で頼もしい委員の皆様に支えていただ
き、何とか１年を終えることができました。突然
の原稿の依頼にも関わらず快く引き受けてくだ
さった会員の皆様にも大変感謝しております。
１年間ありがとうございました。
　　　　　　　　総務広報委員長　筒木麻三子

編集後記

・ 定時総会
　4月18日（月）11：00～
　於：ホテルグランドティアラ安城

行事予定

▲豊川女性会会長とともに

－12－ あんじょう商工会議所

★講習会・イベント最新情報
★事業所ＰＲ
★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。

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

申込み

当所ホームページ→　http://anjo-cci.or.jp

購読無料!!

左下

よりお申込みいただけます。

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



ー 4月例会「親睦交流会」 ーー 4月例会「親睦交流会」 ー

○日　時　平成28年4月18日（月）　19：00～21：00
○場　所　デンパーク　花車
○内　容　平成28年度のスタートにあたり、本年度青年部活
　　　　　動方針に鑑み、会員相互間は勿論、ＯＢや女性会と
　　　　　の親睦を図り、また事務局との交流を深め、本年度
　　　　　の活動が一層充実したものとなることを目的とす
　　　　　る。

4月例会を下記のとおり開催します。
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会　長　所　信

臨時総会・３月例会

　安城ＹＥＧは昨年、創立20周年の期を迎える事が出来ました。これも一重に設立時から現在に至るまでに多大なご尽力を賜りま
した先輩方、また地域の皆様のご理解・ご協力によるものであり、今の私共が安城YEGとして活動できる基盤をお創りいただきまし
た全ての方々に心より感謝申し上げます。
　平成28年度、会長と言う大役を仰せつかり、自分に役目を努めあげる事が出来るのかと悩み考え抜きました。私は平成19年に安
城YEGへ入会させていただき今年で10年目になります。今まで９年間のYEG活動を振り返ると、先輩方、多くのメンバーと出会い
や様々な体験をさせていただき、YEGに所属していなければ経験できない多くを学ばせて頂きました。私が思うYEGとは様々な人と
の出会いがあり、皆で学び自己研鑚し、青年経済人としてのリーダーシップを養う場だと考えます。様々な想いを持ったメンバーと
の出会いはとても貴重です。一人でも多くのメンバーとの出会いを私は大切にしていきます。そして互いに尊重し合い、力をあわせ
て協力し、事業を成し遂げる。これは会社組織でも同じだと思います。成功するのか、失敗するのかは組織力・信頼できる仲間が不
可欠です。力には、腕力、知力、協力、助力と、数え切れないほどの様々な力があり、人それぞれに持ち合わせた力も違います。そ
の人それぞれの力を合わせ、団結力を発揮できる場所が安城YEGです。そんな仲間を私は１人でも多く作り、力を合わせて様々な事
業にチャレンジしていきます。私１人ではできません。安城YEGメンバー全員の力を借りて成し遂げたいと思います。より一層メン
バー交流をし、コミュニケーションを深め、共に目標を成し遂げる仲間の絆を深めましょう。そして地域社会へフィードバックでき
るよう先導者として活動していきましょう！
　昨今、日本中で災害が多発し、特に東日本大震災で甚大な被害を受けられた方々は今もなお厳しい暮らしを強いられています。私
共もいつ同じ境遇に立たされるのかわかりません。微力かもしれませんが少しでも協力できるよう力を注いでいきたいと思います。
そして安城YEGとして20年を過ぎた今、先輩方の培ってこられた想いを胸に、更に地域の皆様から親しまれる青年経済団体となれ
るよう力を合わせ次の未来へと活動していきます。
　私はこの安城YEGが好きです。安城YEGに所属出来た事、また、会長と言う大役を仰せつかった事に感謝し、その感謝の想いを力
に変え、この１年間、精一杯、惜しむ事無く力を注いでいく所存であります。１年間どうぞよろしくお願いいたします。平成28年
度安城ＹＥＧ、船出します！！

平成28年度スローガン
「ーNEXT Innovationー 仲間に感謝の意を表し『力』を合わせ新たな飛躍を」

　平成28年３月19日(土)名古屋国際ホテルにて臨時総会を開催いたしました。
はじめに竹中会長の挨拶があり、今年度一年間の活動報告そして熱い想いを語られました。
　続いて審議事項としまして「平成28度事業計画書並びに収支予算書（案）」について審議され、承認さ
れました。
　次に次年度会長予定者の松本尚己君の会長所信（案）「～NEXT　Innovation～仲間に感謝の意を表し
『力』を合わせ新たな飛躍を」並びに活動方針が発表され次年度へ向けての志を青年部員の皆さんへ伝
えられました。
　卒業式・卒業を祝う会
　平成27年度卒業生は田中克浩君、野田幸子君。
　今年度は今までにない企画が用意されており、なんと結婚式風卒業式で装いもタキシードにウエディングドレス姿で登場し、会場
が大いに盛り上がりをみせました。
　まずは竹中会長より卒業証書、ＯＢバッジの授与、花束贈呈と厳かに卒業式が執り行われました。
　引き続きまして、卒業生を祝う会に移り、各委員会ごとで余興が行われ卒業生を取り囲み終始和やかな雰囲気の中、お祝いをしました。
　最後に青年部員より、はなむけの言葉が卒業生へ贈られました。そして、卒業生よりお礼の言葉を頂き、今までの青年部活動の想

い出や長年関わってきた中での想いを熱く語っていただきました。
　宴の最後に今回の企画・設営をしていただいた渉外委員の皆さんが一所懸命に企画等を
している姿の動画を拝見し、その姿にに感動させていただきました。また「ドッキリ大成
功」の札を掲げ、盛りあがりも例年以上だったと思います。
　長年築き上げてきた先輩の想いを胸に後輩である私達が安城YEGを盛り上げて次代へと
繋げていかなければとの想いになりました。
　卒業生の皆さん、本当にご卒業おめでとうございました。　　　　　  （文／川澄琴枝）

平成28年度
安城商工会議所青年部
会長　松本 尚己

－４－ あんじょう商工会議所



企業の活力強化に資する税制企業の活力強化に資する税制企業の活力強化に資する税制

機械・装置の固定資産税の減税措置の創設

法人実効税率20％台への引き下げが実現！
○平成28年度に法人実効税率（現行：32.11％）が2.14％引き下げられ、29.97％となります。
　また、平成30年度には、さらに0.23％引き下げられ、29.74％となります。
　（法人税（国税）：現行23.9％→平成28年度：23.4％→平成30年度：23.2％）

○中小企業が取得する一定の条件を満たす機械・装置の固定資産税（注1）が３年間、 ２分の１に減免され
　ます。

注１：固定資産税の税率：1.4％

【対象】
・中小企業が認定計画に基づき新規に取得する機械装置（生産性を高める機械装置）が対象
　※要件：①160万円以上、②生産性１％向上（10年以内に販売開始）

少額減価償却資産の特例の延長＜２年間＞ 交際費の損金算入特例の延長＜２年間＞

その他の税制改正ポイントその他の税制改正ポイントその他の税制改正ポイント

※詳細等につきましては、当所ホームページをご覧ください。　http://anjo-cci.or.jp/

○中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産
について、合計額300万円まで全額損金算入（即
時償却）を認める制度が２年間延長されます（従
業員1,000人以下の企業が対象）。

○中小企業の交際費のうち限度額（800万円）までを
損金算入できる制度が２年間延長されます。
○交際費のうち接待飲食費の50％までを損金算入す
ることができる制度（大企業も適用可能）について
も、２年間延長されます。

平成28年度 税制改正のポイント平成28年度 税制改正のポイント平成28年度 税制改正のポイント
速 報

○地方創生に資する税制　→
　　企業版ふるさと納税の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充

○内需拡大に資する税制　→
　　新築住宅の固定資産税の減税の延長、車体課税の見直し

○その他法人課税の見直し　→
　　外形標準課税の見直し（資本金１億円超の企業）、減価償却の見直し、
　　欠損金繰越控除の見直し（資本金１億円超の企業）

中
小
企
業
向
け

安城商工会議所
日本商工会議所

法人実効税率 20％台への引き下げをはじめ
設備投資を促進する税制改革が実現！

－14－ あんじょう商工会議所
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