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日本初！最先端の｢動く広告｣システム誕生！
安城商工会議所事業継続支援アプリ
「め組」
「BCPめ組」は大規模災害時のBCP（事業継続計画）をスムーズに行えるよう開発され
たアプリケーションです。スマートフォンや、携帯電話、パソコンで管理者と従業員間の
メッセージのやりとりなど双方向で安否確認ができ、大人数を同時に一元化して管理で
きます。
BCP対策にぜひ、ご利用ください。
※詳細は当所ホームページをご覧ください。

安城商工会議所 E-mail▶info@anjo-cci.or.jp
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安城商工会議所事業のご紹介
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おすすめサービス

『労働保険事務代行サービス』
をご利用ください！
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Q「労働保険」ってなに？
労災保険

と
「雇用保険」との
A 「労災保険」
総称を「労働保険」といいます。
労 働 保 険

業務上のケガや病気に備えた保険

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。

Check!

Q
A

雇用保険

失業・倒産に備えた保険
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。

労働保険は法人・個人を問わず、労働者を一人でも雇用していれば、
事業主・労働者の意思に係わらず、加入することが法律で義務づけられています。

Q

労働保険事務組合ってなに？
厚生労働大臣から認可を
受け、事 業 主に代わって労
働 保 険 料の納 付や労 働 保
険に係わる各種届出の事務
を代行する中小事業主等の
団 体です。代 行を委 託すれ
ば、煩わしい事 務 処 理の手
間が大幅に軽減できます！

Q
A

こんなときは事務委託をオススメします
●労働保険に関する事務手続きが分からない
●労働保険の年度更新が難しい
●人手不足で事務処理をする余裕がない
●事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい
●関係官庁に出かける時間がない

何を代行してくれるの？
●労働保険料の申告及び納付に関する事務
●保険関係成立届、雇用保険の事業設置届の
提出等に関する事務

㰁㰚㰉

●雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
●その他、労働保険の適用徴収にかかる申請、
届出、
報告等に関する事務

A

労働者を雇用していれば
誰でも委託できるの？
委託ができるのは下記の2点に該当してい
る事業主の皆さんです。
①安城商工会議所の会員
②常時使用する労働者が以下の企業
a.金融・保険・不動産・小売・
・
・50名以下
b.卸売業・サービス業・
・
・
・
・
・
・
・100名以下
c.その他の事業・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・300名以下

Q
A

委託手数料はどのくらい？
5,940円〜

従業員数・特別加入者の数により異なりま
すので、
お申し込みされる前に労働保険事
務組合に確認してください。

Q その他にメリットは？
A

●本来労災保険に加入できない事業主や
家族従事者なども、特別に加入すること
ができます。
●労働保険料を3回に分割納付できます。

今月のみどころ

今月の会員事業所紹介
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特集1「常議員会・通常議員総会 開催！」

8

特集2「平成29年度第2回
あいち中小企業応援ファンド」

Dining Bar RR
所在地

安城市御幸本町6-8

電

0566-74-9550

話

折込「理工系大学教授との情報交換会」
折込「交通事故防止のポイント」
折込「新入・若手社員フォローアップセミナー」

東寿司
所在地

安城市御幸本町6-8

電

0566-76-3256

話

安城商工会議所 行事予定
７月
２日㈰
４日㈫
９日㈰
12日㈬
13日㈭
16日㈰
18日㈫
20日㈭
23日㈰
28日㈮

８月
ビジネス実務法務検定試験
源泉納付個別相談会
福祉住環境コーディネーター検定試験
金融相談（日本政策金融公庫）
下請代金法セミナー
ビジネスマネジャー検定試験
税務相談
法律相談
eco検定試験
金融相談（愛知県信用保証協会）

４日㈮
５日㈯
６日㈰
９日㈬
17日㈭
25日㈮

９：00〜16：00
10：00〜12：00

13：00〜16：00
13：00〜16：00

第64回安城七夕まつり
第64回安城七夕まつり
第64回安城七夕まつり
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）

10：00〜12：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00

13：00〜16：00

安城商工会議所会報誌

表紙掲載事業所の募集！

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
表紙の写真／ © スタジオ RAY 田中克浩

今月号の表紙

株式会社Ｓｉｇｎ

車に乗るだけで商品が貰える！最新システム開発！
表紙の写真は、株式会社Ｓｉｇｎが独自に開発した日本初の動く広告システム『マイ
カーアフィリエイト』
（以下ＭＡ）です。
自家用車に広告主様のステッカーを掲載し、アプリと連携することで自家用車のオー
ナーにポイントが入るシステムです。広告主は低価格で広告掲載出来ると共に、会員とし
て消費者を獲得できます。さらに、掲載エリアを限定できるので、
『地元企業』としてのイ
メージアップにも繋がります。ＭＡ会員は溜めたポイントを、お米や、ＱＵＯカード、他社
のポイントといった様々な生活用品に交換することが出来ます。
株式会社Ｓｉｇｎの日本初のＭＡにご興味のある方は、お気軽にお問合せ下さい。
【お問合せ】株式会社Ｓｉｇｎ

所在地：安城市御幸本町7−6

連絡先：0566-76-2990
あんじょう商工会議所

− ３−

特集

平成28年度事業報告・収支決算承認される
常議員会・通常議員総会

開催！

常議員会を６月15日（木）、通常議員総会を６月28日
（水）に開催しました。
通常議員総会につきましては、今年6月にオープンしたアンフォーレにて初めて開催し、全ての議案が
原案どおりに可決しました。
【議
題】
①平成28年度事業報告承認に関する件
②平成28年度各会計収支決算承認に関する件
③要望書提出に関する件
【報告事項】
①議員職をとる者の変更について
株式会社ニッセイ：杉浦 和伸 氏

②新入会員について
平成29年度新入会員（H29.4〜）31事業所が承認されま
した。
③安城ものづくりコンベンション2017開催報告について
第3回安城ものづくりコンベンション2017の開催結果に
ついて報告されました。
④かもめ〜る「交通安全啓発防止活動」について

平成28年度 安城商工会議所収支決算
収入の部（総額：24,323万円）
その他
409万円

前期繰越金
3,032万円

事業収入
8,196万円

支出の部（総額：24,323万円）
次期繰越金
2,386万円

会費
5,718万円

補助金
6,968万円

その他
4,512万円

事務費
1,467万円

事業費
6,417万円

人件費
9,541万円

※労働保険事務組合特別会計の保険料、特定退職金共済特別会計の掛金・退職給付金は除く（単位：万円）

− ４−

あんじょう商工会議所

平成29年度 安城商工会議所からの要望書 提出！
安城市長および安城市議会議長に対して要望書を提出しました。
＜短期的要望事項＞
１．インフラ整備
⑴豊田安城線の事業推進
⑵名古屋岡崎線バイパスの事業推進
⑶国道23号名豊道路のＩＣの渋滞解消
⑷都市計画マスタープランの拡大市街地の拡大整備
⑸河川(鹿乗川等)の改修工事の推進
２．産業振興
⑴中小・小規模事業者の採用活動への支援
⑵企業立地用地の進捗状況と支援措置の実施
⑶「アンフォーレ」を活用した中心市街地商業者の
活性化支援
⑷空き店舗補助制度の対象地域の拡大
⑸国道23号高架下の駐車場利用
⑹EXPO ANJO開催への支援
３．地域振興・地域活性化
⑴南明治土地区画整理事業未整備地区の事業推進
⑵地域活性化策としてのプレミアム商品券事業の実施
⑶空き家対策
⑷安城芸妓文化振興会(笑美素会)への支援
⑸第65回安城七夕まつりと日通倉庫維持、七夕神社
への支援
⑹新幹線三河安城駅｢ひかり｣停車活動への協力
⑺地方版規制改革会議の設置
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＜中期的要望事項＞
１．インフラ整備
⑴国道23号名豊道路のＩＣ周辺の取付道路における
渋滞緩和整備
⑵新池箕輪線の早期整備
⑶衣浦ポートアイランド産業廃棄物最終処分場の建設
促進
２．産業振興
⑴（仮称）産業振興センターの建設
３．地域振興・地域活性化
⑴三河安城南地区の市街化区域拡大と指定時期の明確化
⑵JR安城駅前の一体的整備
⑶新安城駅周辺の一体的
整備と名鉄本線の高架化

会員の皆様へ
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平成28年度の日本経済を振り返りますと、アベノミクスの取組みの下、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が
続いているものの、個人消費や設備投資は力強さを欠いた状況であり、英国のＥＵ離脱など海外要因による先行き不透明
感が高まりました。また、地域の中小企業等では変わらぬ人手不足の問題も経営のリスクとして影響を及ぼしています。
こうした状況の中、当所は地域を代表する総合経済団体として、地域の中小・小規模事業者の経営力強化や持続的成長の
ための支援や、地域の活性化に向けた意見要望活動を積極的に取組んでまいりました。また、３年に１度行われる役員改
選の年として、新たな役員・議員の選任も行いました。
重点事業として掲げました、中小・小規模事業者支援では、「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり補助金」の
申請支援においていずれも９割を超える高い採択率を得ることができ、経営計画策定、販路開拓支援に繋げることができ
ました。国より認定を受けた「経営発達支援計画」に沿った伴走型支援推進事業として実施をしております専門家派遣事
業「ビジネス問題バスターズ」では、多くの事業所から派遣依頼をいただき、事業所における課題解決支援に繋げること
ができました。また、厳しい採用環境が続く市内中小事業者の雇用支援策として開催した、中途採用のための企業展「Ａ
ＮＪＯＢ」へ30社に出展いただくとともに、115社の採用情報を掲載した企業ガイドブックの作製とホームページに掲載
し採用支援に取組みました。
その他では、引き続き「安城創業支援ファーム」として創業セミナーの開催による創業者支援に取組むとともに、市内
の10金融機関と連携した事業承継支援としてセミナーの開催による啓蒙活動を行いました。
さらに、国・県・市に対する中小企業対策、景気対策などの意見要望活動も積極的に取組み、インフラ整備の推進や補助
制度の更新、新設へとつなげることが出来ました。
なお、従来からの経営改善普及事業の推進、会員ニーズに応じた講習会・講演会、検定事業のほか、財政基盤強化に向
けた会員増強にも力を入れ、会員数も2500社を超えるまでになり、大きな成果を得られました。
ここに役員・議員各位を始め会員の皆様からの温かいご支援に心からお礼申し上げます。
今後とも、商工会議所の体質強化に取り組み、会員及び地域の期待に応えられるよう、一層努力してまいりますので、
従前以上のご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

あんじょう商工会議所

− ５−

おしらせ

商工会議所からの

下請代金法セミナー
受講者募集！

メンタルヘルスアドバイザー
派遣制度をご利用ください
愛知県では、職場のメンタルヘルス対策を支援する
ために、専門家をアドバイザーとして無料で派遣して
います。専門家が中小企業の皆様のもとに伺い、職場
のメンタルヘルスに関するさまざまな課題について
アドバイスいたします。
不調者が出てしまったけれど、どう対応したらいいの？
職場に合った対策に取り組みたい。
どこから手をつければよいのか分からない。
メンタルヘルスに経費はそこまでかけられない。
とメンタルヘルス対策にお悩みの中小企業の皆様は、
ぜひご利用ください。
【派 遣 対 象】 常用労働者の数が300人以下の県内に
所在する中小企業等の事業所
常用労働者の数が300人以下の県内所
在企業が構成員の過半数である団体
【アドバイザー】職場のメンタルヘルスに精通した産業医
や社会保険労務士等
【内
容 】 全従業員や管理監督者対象の研修会の講師
休業者(がん患者等の病気療養者を含
む)の場復帰体制の支援等
※労働者個人からの相談には対応できま
せん。
【時
間 】２時間以内
【料
金 】無料
【お 問 合 せ】愛知県産業労働部労働福祉課
調査・啓発グループ
T E L 052-954-6359
FAX 052-954-6926

適正な取引を行うためには「下請代金支払遅延等防
止法（以下「下請代金法」という。）」を理解しておくこ
とが非常に重要です。下請代金法に違反すると、行政
指導を受けることになり、企業の信頼が大きく損なわ
れます。
本セミナーでは、下請取引における親事業者による
下請代金の支払遅延、減額、買いたたき等を防止する
ために下請代金法の理解度向上を目指します。
下請代金法について学びたい方は、お気軽にご参加
ください。
（木）14時00分〜16時10分
時 平成29年7月13日

場 安城商工会議所 3階 研修室
下請代金法に
対 製造業の経営者および購買担当者等、

ついて学びたい方

講 経済産業省 中部経済産業局 担当者
内 1.下請代金法の主旨・目的説明

2.親事業者の4つの義務
3.法が定める11の禁止事項

（当所会員限定）
￥ 無料

第10回ビジネス商談会「名銀ジョイント」
サプライヤー企業募集！
当所は、株式会社名古屋銀行と共催で第10回ビジネス商談会「名銀ジョイント」を開催します。
商談バイヤーに株式会社豊電子工業を招聘し、逆見本市形式で行います。今回は、製缶等の製造を行っている事業
所を対象に、サプライヤー企業の募集をいたしますので、
ぜひこの機会にご参加ください。
【日
時 】平成29年10月6日(金) 10時00分 〜 17時00分
【場
所 】名古屋銀行 ハートフルプラザ
【募 集 数】12社程度
【商談時間】25分
板金、
切削加工品
（角物・丸物）
、
セラミック・チタンの
【商談対象】製缶品、
切削品、
銅パイプのコイル曲げ及びろう付け加工
【料
金】無料
（金）
【申込期限】平成29年8月4日
事前に
【注意事項】①バイヤー企業の希望分野と合致しない場合は、
お断りすることがございます。
②参加申込み多数の場合は、
バイヤー企業と相談の上、
商談先を選定させていただきます。
【お問合せ】名古屋銀行 法人営業部 法人コンサルティンググループ
TEL 052-962-6994

− ６−

あんじょう商工会議所

株式会社豊電子工業
産業用ロボットシステムの開発から、設計、製造、現地での立
上げ、保守まで自己完結できるトータルエンジニアリング
メーカー。
海外5拠点（米国、中国、タイ、インドネシア、メキシコ）に
100%出資法人を構え、グローバルに対応する産業界のリー
ディングカンパニー。

【バイヤーのニーズ】
• 多品種少量の加工が得意で、短納期対応が可能な業者。
• 材料手配から加工・表面処理（焼付塗装・メッキ処理）を
一貫して対応可能な業者。
• VE・VA提案を積極的に協力して頂ける業者。

時 とき ■
場 ところ ■
対 対象 ■
講
■

講師

内 内容 ■
¥ 受講料・入場料 ■
問 問合せ
■

中小企業連携組織対策推進事業
第2回公募開始!
中小企業単独では解決困難なテーマ
（生産性の向上、
取
引力の強化、
海外展開、
既存事業分野の活力向上、
情報化の
促進、
技術・技能の継承等）
について、
中小企業連携グルー
プが改善・解決を図り新たな活路の開拓目指すプロジェク
トを支援します。
【支 援 内 容】①調査研修型

新分野に進出するための調査・研究、将来
ビジョンの策定
構想やビジョンをカタチにするため、
試作開発や実証実験を通じて、実用化・
具現化しようとするもの等

③展示会等求評型
試作品や新製品を国内／海外の展示会等
に出展、または開催して販路開拓戦略を
構築するもの等
【対

象

者】中小企業組合(事業協同組合、企業組合等)、

【補

助

率】補助対象経費の6／10以内

一般社団法人、任意グループ等です。
補助金額

⑴中小企業組合等
活路開拓事業

公益財団法人愛知県労働協会では、愛知労働局より事
業の委託を受け、再就職および転職を希望する方を対象
とした会社合同説明会を開催します。
従業員確保にお悩みの事業所は是非、ご応募ください。
【日

時】平成29年10月20日(金)

【場

所】刈谷市産業振興センター

【料

金】無料

11時00分 〜 16時00分
あいおいホール

【募 集 期 限】
平成29年7月12日（水）

②実現化研究型

事業の種類

第1回会社合同説明会
参加企業募集！

A型

上限額20,000千円

B型

上限額11,588千円

展示会等出展・開催時 上限額5,000千円
⑵組合等情報ネット A型
ワークシステム等
B型
開発事業

上限額20,000千円

⑶連合会（全国組合）等研修事業

上限額2,100千円

上限額11,588千円

【公 募 期 限】7月24日(月)

【お 問 合 せ】全国中小企業団体中央会振興部
TEL：03-3523-4905

【募集企業数】80社（予定）

【参 加 要 件】①愛知県内に本社または事業所を有して
いる企業であること

②求人募集は雇用保険が適用される常用労
働者、またはパートタイム労働者の募集
に限ること（派遣社員は対象外）
③当日参加者に配布する「企業・求人情報
誌」の作成に協力する企業であること
④法令違反が確認されている、暴力団関係、
特定の宗教団体、政治団体に関する企業
でないこと
⑤下記のいずれかに該当する企業であること
愛知ブランド企業、若者応援宣言企業、
ユースエール認定企業、愛知県ファミリー
フレンドリー企業、子育て中の方に配慮
のある企業、愛知県内を就業場所とする
正社員求人を職業安定所に提出している
企業（開催日までに提出予定の企業も含む）
【お 問 合 せ】
公益財団法人愛知県労働協会

事業課就労支援グループ 一体的実施事業
TEL：052-581-9230

受賞おめでとう！
愛知県法人会連合会感謝状

日本商工会議所議員感謝状

5月25日（木）に刈谷市産業振興センターにて開催され
た「（公社）刈谷法人会総会」にて当所の役員事業所が感謝
状を受賞されましたので、ご紹介いたします。

当所会員事業所の有限会社初寿司会長の岡田初夫氏が
日本商工会議所より当所議員として多年にわたる功労を
たたえ、感謝状を受賞されました。
6月6日（火）に開催された正副会頭会議の席上、沓名会
頭より岡田嘉子取締
役社長に感謝状を受
け取っていただきま
した。

新栄金属株式会社

金子 功男 氏

あんじょう商工会議所

− ７−

平成29年度あいち中小企業応援ファンド助成事業
〜第２回募集のご案内〜
【申請受付期間】平成29年6月30日（金）〜平成29年7月31日（月）
【助成対象事業】新製品（商品）開発、販路拡大、人材育成（新製品（商品）開発、販路拡大につながるもの）
各ファンドの対象事業者、助成対象分野、助成限度額・助成率

地域産業資源活用応援ファンド
対象事業者
小規模企業者
中小企業者

助成対象分野

地域産業資源 ※4

※1

（市町村別地域産業

※2

中小企業団体

活用する地域資源

※3

資源一覧（下記ホー

中小企業グループ

ムページ参照））に

一般社団法人及び

分野の指定なし

一般財団法人

記載された地域産

助成限度額

助成率

○個別の小規模企業者・中小企業者
50万円以上30万円以内
○団体又は中小企業者のグループ

1/2以内

50万円以上500万円以内

業資源のうち県下
全域及び事業所所
在地の資源）

小規模事業者
支援機関

50万円以上100万円以内

2/3以内

100万円以上500万円以内

2/3以内

※1
※2
※3

中小企業基本法第2条第5項に規定する者とします。
中小企業地域資源活用促進法第2条第1項第1号から第5号までに規定する者とします。
中小企業地域資源活用促進法第2条第1項第6号から第8号に規定する団体で、企業組合、協業組合、
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工組合、商店街振興組合、酒造組合等です。
※4 中小企業地域資源活用促進法に基づき愛知県が指定した資源（下記ホームページ参照）

モノづくり応援ファンド
対象事業者

助成対象分野

小規模企業者

次世代産業分野

中小企業者

※5

中小企業団体

地場産業分野

中小企業グループ

※6

※5
※6

活用する地域資源

県内の地域資源

助成限度額

50万円以上500万円以内

助成率

1/2以内

愛知県が定めた次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、ロボット、健康長寿とします。
愛知県が指定する地場産業（詳細は下記ホームページ参照）

農商工連携応援ファンド
対象事業者

助成対象分野

小規模企業者

あいち産業科

中小企業者

学技術総合セ

中小企業団体
中小企業グループ

活用する地域資源

ンターや愛知

県内の地域資源の

県農業総合試

農林水産物

助成限度額

50万円以上500万円以内

験場等と連携
して行う事業

【お問合せ】公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 地域資源活用・知的財産グループ
TEL 052-715-3074
各説明会情報や助成対象経費等の詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。
ホームページ：http://www.aibsc.jp/
− ８−

あんじょう商工会議所

助成率

1/2以内

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

Dining Bar RR
大人のためのお店

RR

をぜひお楽しみください

今回紹介するお店は、JR安城駅近くの少し隠れた場所にあるDining Bar RR。
「ココロもカラダも元氣いっぱいな人を増やしたい」という想いから、自然栽培野菜、
無農薬小麦粉、化学薬品不使用の菜種油、無投薬肥育の豚肉など、愛知産のエネルギー
食材を多く料理に使用しています。
お昼は、パスタ又はチキンカレーのランチが、無農薬虹色ベビーリーフのサラダ付
き900円で、夜は照明を落とした店内にジャズが流れ、また違った雰囲氣で、大人がお
酒と料理とおしゃべりを、ゆったりとした空間で贅沢なひとときを楽しむことができます。
リピーターの多いメニューは、お皿の上でお客さん自身が仕上げるカルボナーラ、スパイスの効いた辛めのチキンカ
レー、元パティシエが作る濃厚で柔らかな食感のチョコレートケーキです。
ナッツなどのおつまみ〜鶏肉の煮込みや豚肉の生姜焼き、パスタやピッツァなどの食事など種類も豊富で、デートや友
だちとの食事、打ち上げや歓送迎会など幅広く利用できるお店です。
所 在 地
電
話
営業時間

安城市御幸本町6-8 築山ビル1F
0566-74-9550
ランチ 11：30〜14：30（LO.14：00）
※祝日除
ディナー 18：00〜24：00（LO.23：00）
定 休 日 月曜、第2日曜
HP http://dining-bar-rr.jimdo.com

JR東海道本線

安城駅

UFJ
市営
駐車場

★

光徳
保育園

大垣共立
銀行

御幸本町

鈴木

碧信本店

東寿司
気軽に入れるお寿司屋さん！
東寿司は、JR安城駅前に昭和24年に創業して、昨年65年目を迎えました。そして、
今年66年目から代表者も三代目に事業承継して、これから先代の思いも受け継ぎつつ
新たなことにチャレンジして行く楽しみな寿司屋です。
ＪR安城駅前 徒歩1分という好立地にあり仕事帰りや宴会会場としてもとても便利
です。駅前という事もあり車でお越しの方の駐車スペースがありませんが、近くにある
市営駅西立体駐車をご利用の方には、駐車券をお渡しするサービスも行なっています。
敷居に高い寿司屋と言うよりは、庶民的な雰囲気あふれる店内。カウンター席・テーブル席を併せて15席。2階には座敷
もあり10名程度の小宴会も可能です。
ランチは、11時から14時までの間、ちらし定食、刺身定食や丼物など各種取り揃えています。また、季節によって、その
時期の旬の食材を活かした料理も豊富にあります。
料理はもちろんですが、三代目店主も とても気さくな方なので、カウンター越しに会話もお楽しみ下さい。
駅前が近くにあり、遅くまで人通りがある事から23時まで営業していますので、ぜひ一度お越し下さい。
JR東海道本線

所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日

安城市御幸本町6-8
0566-76-3256
11：00〜23：00
毎週火曜

安城駅

UFJ

市営
駐車場

亀岡

★

光徳
保育園

大垣共立
銀行

御幸本町
碧信本店

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
各種検定試験
当所は、6月11日（日）に第146回日商簿記検定試験、18
日（日）に第42回カラーコーディネーター検定試験、25日
（日）に第210回珠算能力検定試験をそれぞれ開催しまし
た。 各検定試験の受験者数は、簿記検定試験が１級４名
（合格者未発表）、２級38名（内、合格者10名）、３級78名
（内、合格者33名）の計120名、カラーコーディネーター検
定試験が２級６名、３級15名の計21名、珠算能力検定試
験が１級21名（内、合格者４名）、２級21名（内、合格者14
名）、３級23名（内、合格者17名）の計65名が受験しました。
次回は、日商簿記検定試験が11月19日（日）、カラー
コーディネーター検定試験が12月３（日）、珠算検定試験
が10月22日（日）の開催になりますので、受験をご予定さ
れている方は、お申込み忘れのないようお願いいたします。

時局講演会
政治評論家の加藤清隆氏を講師にお招きし、６月６日
（火）に時局講演会「世界の中の日本〜今後の政治・経済の
課題と国際情勢」を開催しました。
当日は、朝鮮半島情勢を取り巻く中国やアメリカとの関
係などを中心に海外情勢についてご解説いただきました。
また、国内情勢では憲法改正・女系天皇などの政治課題に
ついてご解説いただき、
参加した当所会員及び一
般市民173名の聴講者を
飽きさせない熱い語り口
がたいへん好評でした。

− 10−

あんじょう商工会議所

高校進路指導担当者との情報交換会
雇用対策事業の一環として、６月14日（水）に高校進路
指導担当者との情報交換会を開催しました。
第１部では、株式会社アドプランナーコンサルティング事
業部の植松 精氏を講師にお招きし、
「人材確保、定着を目
指す！高卒採用の現状と育成のポイント」をテーマにご講
話いただきました。
第２部では、高校と事業所による名刺交換・就職情報交
換を行い、採用に関する積極的な意見交換や相互のパイプ
作りに役立てていただきました。
当日は、高校生の採用を予定している安城商工会議所会員
事業所の人事担当者38名と近隣高校の進路指導担当教諭
26名が参加し、
「今後の高校卒業者採用への第一歩となる
機会となり、非常にあり
がたい。」
「 先生方の就職
採用に対する生の声を聞
ける機会は滅多にないの
で、大変貴重な場となっ
た。」等のご感想をいただ
きました。

決算書セミナー
経営者、経理・総務担当者、決算書について学びたい方を
対象に、6月22日（木）に経営セミナー「決算書の見方・読み
方と分析方法」を開催しました。
当日は、税理士の伊藤秀人氏を講師にお招きし、貸借対
照表及び損益計算書の読み方をはじめ、財務諸表の分析方
法など決算書の基礎知識
についてご教授いただき
ました。
参加者は、決算書を見
るためのポイントと理解
するコツを学び、自社の
現状分析を行うための基
礎を習得しました。

女性会各委員会ご挨拶
七夕まつり特別委員会

委員長

弓場

てる子

早いものであと1ヵ月程で今年も安城七夕まつりが開催さ
れます。女性会としては、例年通りの「おむつ交換」
・
「授乳場
所の提供」
・
「浴衣の着崩れ直し」の他に、子どもたちに楽しん
でもらえる様なイベントを
考えております。会員にも来
場者の方にも 楽しい安城七
夕まつり である様にと考え
ております。皆様の御協力を
よろしくお願い致します。

交流研修委員会

委員長

鬼頭

絹江

元気フェスタ特別委員会

委員長

安仲

信子

この度は、元気フェスタ委員長のご指名を賜り、ありがと
うございました。
毎年行われる安城市民の子どもたちの為の安城元気フェ
スタで、皆様好評の温かい豚汁販売を今年も行います。また、
ごみの分別クイズや自衛隊、
警察、消防の協力を得ての子
ども体験も行います。無事に
開催できるよう頑張ります
ので、会員の皆様よろしくお
願い申し上げます。

総務・広報委員会

委員長に就任し、これまで

副委員長

伊藤

信子

本多委員長を中心に本年

の委員会の必要性と充実し

度女性会スローガン『「輝き」

た研修等に、ご尽力頂いた委

自分磨きのライフスタイル

員の皆様に心より感謝して

の追求』に役立つ情報、輝い

います。

ている女性会会員の紹介等、

この大変さを会員皆様の寛容な心でお許しを頂き、本年

会員の皆様が更に輝いていただく為の広報誌製作に尽力し

度は、会員交流を目的とした、日帰りバス研修サクランボ狩

てまいります。今後共、情報提供のお力添えをお願い申し上

り、故郷にちなんだ料理講習会・終活セミナー・健康づくり

げます。

講演会等を教養サロンとして開催したいと思います。

第64回安城七夕まつり

テーマ「新（しん）」
8月4日（金）、5日（土）、6日（日）
場所：へきしん天の川テラス

新入会員紹介

お 知 らせ
七夕まつり全体会議

日時：7月31日（月）14：00〜
場所：師崎茶屋 太っ腹

・大村
・山本

由香（どんぐり本店/堀内町）
規代（玉木屋/御幸本町）

・柴田由香里（LUANA/池浦町）

安城商工会議所メールマガジン購読者募集中！！

購読無料!!

★講習会・イベント最新情報
申込み
★事業所ＰＲ
当所ホームページ→ http://anjo-cci.or.jp
★会員の皆さんからの口コミ情報
左下
★公的融資や助成金情報
メールマガジンの配信
★各種経営情報 など
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
役立つ情報をメールでお届けします。
よりお申込みいただけます。

〜安城警察署からのお知らせ〜
非行の芽 はやめにつもう みんな我が子
〜地域ぐるみで有害な環境をなくしましょう〜

夏休みこそ少年たちと対話を！

少年達にとって、楽しい夏休みが間もなくやって来ます。
時局講演会

しかし、長い夏休みの間には、開放感やちょっとした気の緩みから、深夜徘徊、喫煙、家出などの不良行為を
行ったり、非行を犯して補導される少年が後を絶ちません。
少年達を非行や犯罪から守るために、家庭では、夕食のひとときや休日等を利用して親子の対話を増やしま
しょう。
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YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

平成29年度 通常総会・5月例会
5月24日（水）、安城市の料亭すず岡に於きまして、平成29年度安城商工会議所青年部の通常総会・5月例会が執り行わ
れました。
ご来賓には、沓名安城商工会議所会頭、福田副会頭、富田筆頭常議員、大橋女性会会長、岩瀬専務理事にご臨席いただき
ました。29年度栄会長の緊張感のある挨拶で会長所信を述べられました。また、青年部活動に全てを注ぐのではなく家庭
や仕事を大切にという本音の言葉も印象的でした。通常総会では議場封鎖により緊張感のある中で執り行われ、28年度
の青年部事業報告並びに収支決算が無事に承認されました。
総会承認後、松本直前会長からお礼の挨拶、そして栄会長へのバッジの引継ぎがなされ、本格的に29年度栄会長率いる
栄丸が出航しました。
また今年は例年と違い、会場を商工会議所から料亭すず岡へと移し、新しい試みでの通常総会・5月例会の設営となり、
進行がスムーズに行かない場面もありましたが、会場が変わって新鮮だという声もありよかったと思います。総会後の懇
親会では終始和やかな雰囲気で美味しい食事を頂きながら親睦が深まりました。また、アトラクションではミューマジ
シャンとして活動している佐野信幸さん、琴奏者の畑美智留さんをゲストに迎えてのマジックショーや琴の演奏を楽し
み、最後には今夜限りの琴と電子ピアノの素晴らしいセッションを聴くことができ、新年度のスタートを切るに相応しい
例会になりました。

▲栄会長挨拶

▲松本前会長挨拶

▲沓名会頭ご祝辞

▲会長バッジ引継ぎ

▲懇親会アトラクション

▲新入会員紹介

トーク

元気ノ助のメールで投句

辛い時 心の中で 呼ぶ名前
MANA︵ 才・小川町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー 7月例会 ー
「わんぱくみこし〜ひろげる。地域と共に！〜」
7月例会を下記のとおり開催します。

○日
○場
○内

時
所
容

平成29年7月29日（土） 11：45〜
安城市立桜町小学校体育館
小学生を70名集め、発泡スチロール製の部材を
組み合わせて、神輿を8基製作する。製作した神
輿は、安城七夕まつり3日目に子供たちがその
神輿を担いで練り歩きます。
あんじょう商工会議所
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日本一高齢者が活躍する
『コーケン工業』
磐田市（静岡県）の郊外に、
「コーケン工業株式会社」という社
員数約250人の中小企業がある。主事業は、農機具や建設機械、
自動車などに使用される、各種パイプの製造である。
同社の強さの根源は、パイプの開発技術力はもとより、パイ
プ加工・切削加工・溶接、そして表面処理までの一貫した社内生
産体制を保有している点や、生産本数が月１本とか、年間でも
３本〜５本しかない「超微量生産」にも柔軟に対応できる生産・
管理技術が卓越している点などである。それ故、同社商品の大
半は、こんなことをしたいとか、こんな形状のパイプができな
いか……といった、多くの企業が嫌がる面倒なものである。
パイプの生産で今や著名な同社であるが、先般、同社は第７
回「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」の中小企業部門で
は最高の賞である「中小企業庁長官賞」を授与された。それは同
社の高い技術力を評価したものではなく、1971（昭和46）年の
創業以来、既に45年以上にわたり、他社の模範となる「人をと
ことん大切にする正しい経営」を続けてきたことに対してであ
る。
その全てをここに紹介することはできないので、その一つで
ある、同社がこの間実施してきた高齢者雇用への取り組みを挙
げる。現在、同社の社員250人中60人、率にすると24％が66歳
以上の高齢社員である。ちなみに、現在の最高年齢社員は88歳

の女性である。余談であるが、数年前までは93歳の女性社員が
最高齢であった。同社の実質創業者である村松久範会長は、
「わ
が社はまるでペンギン村だ……」が口癖である。
こうしたことができるのも、同社の経営理念が「全社員が物
心ともに豊かに、健やかになる事を追求する。雇用の継続に努
め、地域社会の繁栄に貢献する」であり、全社員が理念に基づい
た言動を続けているからである。つまり、同社では、その人の生
産性がどうであれ、その人が働きたいという意思がある限り、
働くチャンスを提供しているのである。また若い社員もそうし
た正しい経営姿勢に共感・共鳴し、
「チームコーケン」としての
連帯感・絆が極めて強いからである。
先般、同社を久方ぶりに訪問する機会があった。広い工場に
は10代〜80代までの社員が、一丸となってまるで家族のよう
に助け合いながら笑顔で生産に従事している様子を見て、筆者
は心が満たされた。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

対象者に合わせた話し方を
現在、縁あって、上場企業の経営者を対象に、株主総会時の話
し方、スピーチの仕方をアドバイスするという仕事をさせてい
ただいています。そこで気付いたのが、経営者の多くが、部下へ
の話し方もステークホルダー（利害関係者）への話し方も、ほぼ
同じであるということでした。つまり、対象者が誰であっても
同じような内容を同じような話し方で伝えているということ
です。
これは、あまり好ましいことではありません。なぜなら、対象
者によって立場や持っている情報量が異なるからです。
例えば、財務や経営戦略に直接携わる社員でなければ、社長
が頭を悩ませている経営戦略や戦術の話をしても、あまりピン
とこないかもしれません。難解な言葉や、ややこしい細かい数
字の話などは、一般の社員には響かないからです。
社長として、どんな社員に対しても会社の置かれた状況、現
状を、数字を用いて説明したい気持ちは分からないでもないで
すが、対象者のことをよく考えて話す必要があります。また、
長々と話すのではなく、端的に分かりやすく話すよう心掛ける
べきでしょう。
一般の社員に対しては、現在の会社の状況が良いのか悪いの
か、そして、具体的に何をしてほしいのかを三つか四つに絞っ
て話すとよいでしょう。
「早期に黒字にし、みんなでボーナスを
取ろう」
「経費を２割下げて売り上げを２割上げ、トータルで４
割上がれば、間違いなく黒字化する」
「経費削減といっても具体
的に何をすべきか迷ったら、徹底して早く歩く、10分話す電話
を８分で切る、１時間の会議を48分で切り上げるなど、できる
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ことからやってほしい」
「赤字のうちは、とにかく笑顔を心掛け
よう」
「職場をきれいに掃除しよう」というふうに、シンプルに
話すと分かりやすく、かつ、なんとなくできそうに思えません
か？ 社員に対しては、チームとして協力を依頼するように話
すのがコツです。その気にさせる話し方を目指してください。
一方、ステークホルダーに対して話をするときはどうでしょ
う。株主に対して「共に頑張りましょう」と言っても、
「頑張るの
はあなたでしょう」と一蹴されるだけです。
株主は、何の保証もない中で投資をしています。消費者や銀
行には保証や担保がありますが、株主には何のギャランティー
もありません。そこで、
「私は、株主さまとの約束を絶対に守る
自信があります」と、その根拠を論理的に組み立てて、自信たっ
ぷりに話さなくてはならないのです。ここを誤ると株主からの
信頼が崩れかねないので、くれぐれも注意が必要です。
経営者がテレビに出演する際の話し方のアドバイスも行っ
ていますが、社長としては、出演時にさりげなく自社や自社製
品の宣伝に努めなくてはなりません。テレビ出演によって信頼
性が増すことに加え、会話としての情報は伝わりやすいからで
す。ＣＭなどの宣伝行為は嫌がられるかもしれませんが、ユー
モアに包みながら宣伝することができればＯＫです。半面、自
慢話や悪口、聞かれてもいない過去の栄華を絡めて話をするこ
となどは、慎むべきでしょう。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

