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〜経済講演会〜

「世界経済・日本経済・東海経済」
と

き

平成30年２月９日(金)

14時00分〜15時30分

安城商工会議所

大会議室

講

師

日本銀行 名古屋支店

ところ

支店長

５階

内田 眞一 氏

※詳しくは、１月号の折込チラシまたは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

安城

商工

安城商工会議所事業のご紹介
年末調整や確定申告の計算や控除内容が分からない方にオススメ！
おすすめサービス

『税務個別相談会』
をご存じですか？

「税務個別相談会」では、源泉徴収、年末調整、所得税･消費税確定申告の作成ポイントの指導から提出までをお手伝いします。

源泉徴収、年末調整、確定申告は
税務個別相談会利用でスムーズに！
■源泉徴収個別相談会
従業員、
専従者等の給与を支払っている事業所を対象に、
毎年１月から６月までに支払われた給与・賞与に対し生じる
源泉所得税の計算方法について指導を行い確認の上、
受
付を行います。
〔開催時期〕毎年７月上旬

■年末調整個別相談会
従業員、
専従者等の給与を支払っている事業所を対象に、
毎年１月から１２月までに支払われた給与・賞与に対し生じる
源泉所得税の計算方法、
所得控除について指導を行い確
認の上、
受付を行います。
〔開催時期〕毎年１月上旬

■青色決算･所得税申告（確定申告）個別相談会
個々に作成された決算書、
確定申告書の点検や記載方法、
計算方法について指導を行い確認の上、
受付を行います。
〔開催時期〕毎年２月下旬（所得税申告）

■消費税確定申告個別相談会
個々に作成された消費税申告書の点検や記載方法、
計算
方法について指導を行い確認の上、
受付を行います。
〔開催時期〕毎年３月中旬（消費税申告）

源泉徴収、
年末調整、
確定申告の税務個別相談会は個人事業主の方が対象になります。会員事業所の方は、
税務個別相談会の事前予約サービスをご利用できます。
安城商工会議所

亀岡

直樹

節税と
「もしも」
のときのための備えとして、
小規模企業共済とセーフティ共済があります。利用あっせん・加入手続き
を安城商工会議所で行っていますので、
ぜひご利用ください。

中小企業倒産防止共済制度

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等
が回収困難になった場合に、
貸付けが受けられる共済制度です。
「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバック
アップします。
掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付け
「回収困難となった売掛金債権等の額」
と
「掛金総額の10倍に相当する額
（最高8,000万円）
」
のいずれか少ない額となります。償還期間は共済金の貸
付金額に応じて5年〜7年
（据置期間6か月を含む）
で毎月均等償還です。

安心安全、国がつくった

安城商工会議所

三村 綾

小規模企業共済

こんな悩みにお答えします。
年金だけでは不十分で、 自分で積み増しするには、
不安がある
どんなものがあるの？
経営者のための退職金制度
小規模企業の個人事業主
（共同経営者を含む）
または会社等の役員の方
が廃業や退職後の生活資金等をあらかじめ準備しておく制度です。

貸付条件は無担保上無保証人

掛金は全額所得控除

共済人の貸付けは
「無担保・無保証人」
「無利子」
です。
ただし共済金の貸付
けを受けますと受付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛け金総額か
ら控除されます。

掛金は、
金額が「小規模企業共済等掛金控除」
として、
課税対象所得から控
除できます。

掛金は税法上損金（法人）
または必要経費（個人事業）
に

掛金月額は、
5千円〜20万円の範囲内
（5千円単位）
で自由に選べます。

受取時も税制メリット

共済金の受取は、
一括の場合は
「退職所得扱い」、
分割の場合は
「公的年金
等の雑所得扱い」
です。

今月のみどころ
6
7
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今月の会員事業所紹介

特集1「平成29年度 安城商工会議所
会員大会開催！｣
特集2「平成29年度 安城商工会議所からの
要望書の回答 その3｣

株式会社ティーエス
プロジェクトサービス

折込「ものづくり補助金 攻略合宿」

株式会社TDC

所在地

今池町1-17-4

電

98-5503

話

特集3「働き方改革」

折込「POPの書き方セミナー」
折込「税務セミナー&年末調整個別指導会」

所在地

三河安城東町1-23-6

電

74-0808

話

安城商工会議所 行事予定
12月
２日㈯
３日㈰
３日㈰
６日㈬
10日㈰
13日㈬
17日㈰
21日㈭
22日㈮

１月
安城企業説明会ANJOB
安城元気フェスタ2017
カラーコーディネーター検定試験
整理術セミナー
ビジネス実務法務検定試験
金融相談（日本政策金融公庫）
エコ検定試験
法律相談
金融相談（愛知県信用保証協会）

安城商工会議所会報誌

10：00〜16：00
：00〜16：00
13：30〜16：30
10：00〜12：00
13：00〜16：00
13：00〜16：00

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：76-5175

今月号の表紙

９日㈫
10日㈬
10日㈬
11日㈭
12日㈮
12日㈮
14日㈰
16日㈫
16日㈫
17日㈬
18日㈭
21日㈰
21日㈰
26日㈮
26日㈮
28日㈰

経営計画作成支援セミナー
金融相談（日本政策金融公庫）
新春賀詞交歓会
年末調整個別相談会
年末調整個別相談会
経営計画作成支援セミナー
ものづくり補助金攻略合宿
税務相談（記帳継続指導）
税務セミナー
経営計画作成支援セミナー
法律相談
Anjo創業スクール
ものづくり補助金攻略合宿
経営計画作成支援セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）
Anjo創業スクール

19：00〜21：00
10：00〜12：00
11：30〜13：00
：00〜16：00
：00〜16：00
19：00〜21：00
：30〜20：30
13：00〜16：00
14：30〜16：30
19：00〜21：00
13：00〜16：00
：30〜16：30
：30〜20：30
19：00〜21：00
13：00〜16：00
：30〜16：30

株式会社伊藤商店

鰹節のことなら伊藤商店にお任せください！
表紙は、創業80有余年の鰹節専門店「株式会社伊藤商店」です。一品一品に吟味を重ね
た風味豊かな伝統の味と香りをお届けします。同店では、常に最高レベルの原料を仕入
れることはもちろん、仕入れた後にもお出汁の味、風味、色、にごり等のチェックは欠か
しません。鰹節の原料の質が悪いと、お出汁の風味も薄く、美味しくありません。その薄
さや味を補うために、化学調味料や添加物に頼ることは簡単です。しかしながら、鰹節
の持つ本来のうまみに手を加えることはせず、質の良い原料を状態良く削ったものを、
そのまま皆さまの食卓にお届けします。ぜひ毎日の食卓に鰹節を！
【お問合せ】株式会社伊藤商店
所在地：安城市御幸本町8-9 TEL：0566-74-2224
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

事務所の片付け・整理術セミナー
今回のセミナーでは、企業の事務所における整理の基
本的な考え方やポイントについて、実際の事例をもとに
ご教授いただきます。物の整理は、心の整理に繋がります。
捨てる基準と持つ基準を知り、捨てられない気持ちに決
着をつけましょう。一般家庭でも使える内容も含まれて
いますので、ぜひ、ご参加ください。
時 平成29年12月6日(水) 13時30分〜16時30分
場 安城商工会議所

3階

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、新春賀詞交歓会を開催
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、会員相互の交流にも繋がりますので、ぜ
ひご参加ください。
（水）11時30分〜13時00分
時 平成30年1月10日
場 安城商工会議所 ５階 大会議室

内 立食形式のパーティー（アルコール類の提供はありません）

（税込）
￥ 1人2,000円

研修室

支店長・支社長、
対 会員事業所の経営者・幹部社員、

講 ミラクルマジック 代表 香田 佳江 氏
内 1.片付け・整理の基本的な考え方

後継者

（定員になり次第、
締め切り）
定 120名

2.事務所の整理の事例
3.物の整理とそのポイント
4.書類整理のポイントとその要領

あんじょう企業ガイドブック

5.レイアウトの仕方
6.在庫整理
7.片付けと性格との関連性
8.事務所や家庭での片付け・整理の進め方のポイント
¥ 安城商工会議所会員事業所 1名2,160円(税込）

一般（上記以外）

1名4,320円(税込）

安城商工会議所
年末年始業務のご案内！
当所では、
（金）〜平成30年1月3日
（水）
平成29年12月29日
まで業務を休止させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

地元企業の積極的な雇用の促進と企業のPRを行うた
め「あんじょう企業ガイドブック2018」を発行いたしま
す。新卒学生等の採用や企業PRの手段として活用できま
すので、ぜひ、お申込みください。
【掲 載 枠】A4版、1ページ、モノクロ
【配 布 先】県内主要大学・短期大学、掲載企業への送付、
平成30年3月以降開催の合同企業説明会等に
て配布（予定）
【発行部数】2,000部
【掲載内容】会社名、所在地、TEL・FAX、URL・E-mail、代表
者名、業種と事業内容、設立年、資本金、従業員
数、採用予定、地図、事業所写真等
【発刊予定】平成30年3月上旬
【掲 載 料】1社10,000円
※但し、安城商工会議所会員事業所は無料！
【申込締切】平成29年12月11日（月）

受賞おめでとう！
【平成29年度納税表彰式】

平成29年11月13日（月）に刈谷市総合文化センターに
て、平成29年度納税表彰式が開催され、当所会員事業所
が受賞されました。
今回、表彰された会員の方々は以下のとおり。

【平成29年秋の褒章受章】

当所副会頭の福田雅美氏（碧海信用金
庫会長）が、業務精励の功績により、黄綬
褒章を受章されました。

〈 刈谷税務署長表彰 〉

碧海信用金庫

福田 雅美 氏

− ４−

あんじょう商工会議所

株式会社大嶽安城

大嶽 岩雄 氏

〈 黄綬褒章 〉

御菓子司旭軒

碧海信用金庫

澤田 忠良 氏
時 とき ■
場 ところ ■
内 内容 ■
講
■

福田 雅美 氏
講師

対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料
■

ザ・ビジネスモールを
ご活用ください
「ザ・ビジネスモール」は、全国の商工会議所・商工会が
共同運営しており、商工会議所が協力金を支払うことに
より、その商工会議所の会員事業所が登録できる日本最
大企業情報検索サイトです。
当所は、登録団体として協力金を支払っていますので、
当所会員事業所様であれば無料でご利用いただけます。
登録された全国約26万社が取引先になるチャンスです。
自社をPRしたい、自社の技術・強みを知ってもらいたい、
ビジネスパートナーを探したい、仕入先を見つけたい、複
数の企業から見積をもらいたい、販路を拡大したい等の
課題解決にぜひ、
「ザ・ビジネスモール」をお役立てくださ
い。
〜ご登録のメリット（一部紹介）〜
１．カンタンにホームページを開設できます！
２．自社の商品やサービスがPRできます！
３．既存のホームページ閲覧数が増加します！
４．WEB上で商談先を検索し、発見できます！
５．買いたい商品・技術の提案・見積りが募集できます！
６．新しい顧客先を獲得できます！

地域商談会（三河・知多会場）
受注企業を募集します
発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や情
報交換をしていただく商談会を開催します。
独自の技術や自社製品をお持ちの中小企業の皆様、新
たなビジネスパートナーを発掘しませんか。発注企業と
直接商談できる絶好のチャンスです。
この機会にぜひご参加ください。
時 平成30年2月20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」
￥ 無料
内 発注企業と受注企業の個別面談

※商談回数は最大8回、1回の面談時間は25分
募集社数】150社

参加条件】愛知県内に事業所がある中小企業

※(公財)あいち産業振興機構への事前
登録が必要(無料）

申込期限】平成29年12月15日(金）
問 安城商工会議所

担当：鈴木 TEL 0566-76-5175
(公財)あいち産業振興機構
TEL 052-715-3068

新商品・新サービス・新事業 合同プレス発表会 開催！
当所会員事業所の販路開拓をサポートすることを目的
に、11月24日（金）に「新商品・新サービス・新事業 合同プ
レス発表会」を開催しました。
当日は、第1部の発表会と第2部の交流会の2部構成で
実施し、第１部の発表会では、参加事業所5社が自社の新
商品や新サービス、新事業の概要および特徴等を各社１
０分程度で報道機関に向けて発表いただきました。
第2部の交流会では、参加事業所と報道機関の間で名刺
交換および情報交換を行い、報道機関とのパイプ作りに
役立てていました。
参加された事業所からは、
「 普段、報道機関へ直接ア
ピールできる機会がないので、非常に有意義な時間でし
た」と好評いただきました。
今後も当所広報事業として報道機関に会員事業所の情
報を広く周知・提供していけるよう努めていきます。

▲第１部「発表会」の様子

〈参加事業所一覧〉
株式会社ティーエスプロジェクトサービス

新サービス

無人航空機ドローンを使用したお値打ちな空撮
サービスを開始！

プランエイチ株式会社

新

商

品

様々な用途に対応した「ペンタグラムネイチャー
テント」販売開始！

御菓子所 安城とらや

新

商

品

新しい味覚の和菓子「黄金パイ」開発中！

一般社団法人経営者が助かる会

新サービス

働くほど得をする求人サイト「ハタとく」を開設！

藤塗装工業株式会社

新サービス

メタル似顔絵カンバン「ポートレートサイン」開始！

▲第２部「交流会」の様子
あんじょう商工会議所

− ５−

特集１
平成29年度

安城商工会議所
会員大会 開催 !!

会員事業所従業員の勤労意欲の向上および会員事業所相互の交流を目的に、11月17日（金）に平成29年度安城商工会
議所会員大会を開催しました。
第1部の「会員事業所従業員表彰」では、会員事業所29事業所よりご推薦いただいた従業員183名に対し、当所沓名会
頭より表彰状と記念品を授与しました。
第2部の「ものまねパフォーマンスショー」では、ものまねタレントのマロン陵をお招きし、数々の有名人のものまね
を行っていただき、会場は大いに盛り上がりました。
第3部では、
「お楽しみ抽選会」を開催しました。今回は、会員事業所の一押し商品をはじめとした13品を景品とし、会
場内は当日参加した95名で賑わっていました。

〜会員事業所従業員表彰〜

▲会員事業所従業員表彰の様子

〜お楽しみ抽選会〜

▲目玉商品当選者の記念撮影

〜ものまねパフォーマンスショー〜

▲会場風景

− ６−

あんじょう商工会議所

▲ものまねタレントの「マロン陵」によるショー

特集2

平成29年度

安城商工会議所からの要望書の回答
10月号および11月号に引き続き、安城市長および安城市議会議長に提出した要望書に対する回
答を掲載いたします。今月号は、要望事項の中から｢産業振興｣に関する回答になります。なお、10
月号には｢インフラ整備｣､11月号には｢地域振興・地域活性｣に関する要望事項の回答を掲載してい
ますので、併せてご覧ください。

中小・小規模事業者の採用活動への支援

短期要望

採用活動への支援策として、就職支援サイトへ
の掲載費用補助など企業の採用活動への支援施策
の拡充について要望します。
市内中小・小規模事業者が実施する採用活動への支援
として、平成28年度から企業説明会等への出展の際の小
間料を補助する制度を創設し、21件の利用がございまし
た。現在のところ、就職支援サイトへの掲載に対して費
用補助を行う予定はございませんが、事業者が人材確保
を行うための効果的な支援方法について、今後も研究し
てまいります。

｢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

短期要望

中心市街地商業者等が実施しますまちなかの賑
わい創出と活性化のための事業への引き続きの支
援と、アンフォーレ利用者が中心市街地を利用し
やすい支援策について要望します。
アンフォーレは、オープン以降、多くの方々にご来館
いただいています。このアンフォーレの集客力を活用し
た賑わい創出と活性化の事業につきましては、関係する
商業者等との連携を図りつつ、効果的な支援策について
検討してまいります。

空き店舗補助制度の対象地域の拡大

短期要望

空き店舗補助制度の対象地域について中心市街地
エリア以外にも拡大するよう要望します。
空き店舗活用の補助制度につきましては、商業者・
サービス業者からの意向や商店街振興組合の要望等を聞
き取り、必要性に応じて補助対象区域を検討してまいり
ます。

EXPO ANJO開催への支援

短期要望

市内商工業者を広く周知するために開催予定の
EXPO ANJOに対する支援について要望します｡
来年度に開催を予定されている｢EXPO ANJO｣につき
ましては、市内経済の活性化に結びつく事業となるよう、
市としても前向きに支援の検討を進めてまいります。

企業立地用地の進捗状況と支援措置の
実施

その3

短期要望

早期に分譲内容について開示していただきたい。
また、市内中小企業への優先分譲と進出企業に対
する補助制度や優遇税制措置の実施について要望
します。
国道23号和泉ＩＣの東側約４ｈａについては、安城市
土地開発公社を事業主体として地権者との交渉を進めて
きましたが、全ての地権者とも契約を締結しましたので、
今後は今年度中の造成工事の着手を予定しています。西
側の約14ｈａについては、愛知県企業庁を事業主体とし
て地権者との交渉及び関係機関との調整を進めています。
なお、現時点で分譲方法等の詳細は決まっておりませ
んが、東地区の募集要項等の公表については、平成30年
度初めを予定しています。

短期要望

国道23号高架下の駐車場利用

平日に限り近隣工場の駐車場として有料にて貸
出しするよう要望します。
和泉グラウンド近接の国道23号高架下駐車場は、和泉
グラウンド利用者専用の駐車場であり、平日も急に大会
や催しの利用予約が入るなど、駐車場が必要となる場合
があることから、近隣の民間企業に対して駐車場の貸し
出しはできませんので、ご理解いただきますようお願い
いたします。
なお、高架下の新たな駐車場の整備につきましては、
貴会議所と連携し、引き続き、調査・研究を進めてまい
ります。

(仮称）産業振興センターの建設

中期要望

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具体的な計画策
定、用地の確保等を要望します。
大規模な展示場としての機能を有する産業振興セン
ターの建設につきましては、長期的な課題として研究し
てまいります。
その間、市内企業が会する産業フェア等の開催につき
まして、既存の施設を有効活用していただき、地域産業
の活性化に繋がる事業の開催をご検討いただきたいと思
います。

あんじょう商工会議所

− ７−

特集３

３分で分かる

働き方改革の概要

＜働き方改革とは？＞

2016年8月に閣議決定した安倍政権による経済対策であり、働き方の抜本的な改革を行い、企業文化や社会風土も
含めて変えようとするものです。そのなかにおいても最大のチャレンジと位置づけられているのが「働き方改革」です。
人口減少社会である日本では、生産年齢人口が総人口の減少を上回るペースで減少し、労働力不足が深刻化しつつあ
ります。労働人口が減少していることに加えて、日本で慣習化している長時間労働や残業といった働き方が日本経済の
低下につながると指摘されています。そのため、働き方改革によって生産性を向上させ、経済を発展させることが働き
方改革の目的となります。

働き方改革の９つのテーマと対応策
①非正規雇用の処遇改善

⇨同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラ
インの整備

②賃金引上げと労働生産性向上

⇨企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上
支援など賃上げしやすい環境整備

③長時間労働の是正

⇨法改正による時間外労働の上限規制の導入
勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備

⑥外国人材の受入れ

⇨害語句人受け入れの環境整備

⑦女性・若者が活躍しやすい環境整備

⇨多様な女性活躍の推進、就職氷河期世代、若者活躍に
向けた支援

⑧雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、
人材育成、格差を固定化させない教育の充実
⇨転職・再就職者の採用機会拡大に向けた支援

⑨高齢者の就業促進

④柔軟な働き方がしやすい環境整備

⇨継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援

⇨テレワークの拡大、副業・兼業の推進

⑤病気の治療､子育て･介護等と仕事の両立､障害者就労の推進
⇨子育て・介護と仕事の両立支援策の充実
障害者就労支援、トライアングル型支援の推進

＜企業としての動き＞

働き方改革は、こうしなければいけないという決まりはありません。そのため、企業ごとの社風にあった方法で進め
ていくことが必要になります。まずは、自社の経営状況を分析し、課題を把握することで取り組むべきことが見えてき
ます。例えば、労働時間に問題があるのか、働き方を改善しようとする意識がないのか等、問題となる比重が大きい課
題を確認します。こうした課題解決に向け、目標を設定し、課題と改善方法を見つけて働き方改革宣言を行います。自
社と同業種、同業態の企業の取り組みを参考にしてみても良いかもしれません。
従

来

課題 慢性的な長時間労働
休暇取得率の低下
企業経営 定着率の低下
生産性の低下
企業イメージ低下
従業員 健康面・精神面への影響

「働き方改革」の実施
2〜3年後に向け
目標を設定
改革を宣言
働き方や休み方の改善を実施
↓
取り組みを継続

取組後
経営者
従業員

生産性向上
企業成長、発展

働き方改革宣言の実例（日本経済団体連合会）
〜誰もがいきいきと働ける職場環境の実現に向けた取り組み〜
1. 経営トップの明確な意志表明とリーダーシップの発揮
経営トップは、働き方・休み方改革を経営方針に明確に位置づけ、社内に発信し、
全社で共有する。また、行動計画や目標を定めトップダウンで実現する。
2. 管理職によるマネジメントの徹底と自らの意識改革
管理職は、法令順守のみならず、経営方針を踏まえ労働時間管理を徹底する。
また、自ら意識を改革し、率先してメリハリのある働き方や休暇取得に努める。
3. 具体的取り組み例
①業務プロセスを見直し、効率化することにより、ムリ・ムダを省く。
②ノー残業デーの徹底、深夜残業の原則禁止や朝型勤務の導入、フレックスタイム制や
テレワークの活用を進める。
③職場・個人単位での年休の計画的付与や半日・時間単位年休の導入を進める。
④プラスワン休暇（土・日・祝日の前後に年休を取得）や子どもの休みに合わせた年休
の取得などにより、年３日程度の年休の追加取得を検討する。
⑤年休実績を見える化し、取得率が低い社員に管理職が取得を働きかける。
− ８−

あんじょう商工会議所

経営力の向上
人材の確保及び定着
モチベーションアップ
ワークライフバランスの充実
収益拡大

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

株式会社ティーエスプロジェクトサービス
無人航空機ドローンを使用した、次世代サービスを展開！
皆さん、安城市内にドローンの空撮を行っている事業所があることをご存じでしょうか。
今回は、今池町にあります「㈱ティーエスプロジェクトサービス」をご紹介します。
同社は、各種メディアで度々取り上げられている無人航空機ドローンを活用し、様々な事
業やサービスを展開している事業所です。現在、特に力を入れているのは「ドローンの空撮｣｡
PR動画や記念写真、結婚式、各種イベント等の屋外空撮など、幅広い用途で利用できます｡
料金は、撮影代やメモリーカード代など、コミコミパック（４K映像）で１フライト39,800
円（定価）となり、企業からだけでなく個人からの依頼も受け付けています。
国土交通省管轄の全国包括許可を取得しているため、安心・安全に飛行させることができ、依頼を受けた際に安全と判断できな
い場合は、無理に飛行せず、お断りすることもあるとのこと。それだけ安全を第一に考えていることがわかります。お客様から安心
してお願いできると好評いただいているそうです。
今まで撮影困難だった映像など、この機会にドローンを使用した空撮をお願いしてみてはいかがでしょうか。まずはお気軽にご
連絡ください。
今本町一丁目

所 在 地
電
話
営業時間
▲空撮画像

H P

今池町1-17-4
98-5503
月〜金曜日 9：00〜17：00
(空撮については土日祝も可)
http://ts-project-service.com/

1

名鉄本線

★

新安城駅

カーマ

（柴田（真））

ドン
キホーテ

ローソン

イトー
ヨーカドー

名鉄西尾線

株式会社TDC
株式会社TDCは｢安全｣を販売します。
今回は三河安城東町にございます、来年創業37年を迎える「㈱TDC」を取材しました。
TDCは大型バス・中型バス・マイクロバス等を多数保有しており、貸切バスによる観光
旅行や企業従業員送迎の運行、また学校・幼稚園・スポーツチーム等運転手の依頼業務を
おこなっています。他にも一般貨物運送・レンタカー事業も展開しています。
「慌てず、騒がず、着実に、誠実に」。自社の経営理念に基づき、お客様に安心して任せて
もらえるよう、日々社員の安全教育に力を入れています。メーカー企業ではないTDCに
とっての製品は「安全」。安全に人を運ぶことは当たり前のことですが、その当たり前を、
もっと当たり前にするために、TDCは常に安全を提供し続けています。
社長のモットーである「誠心誠意、真心を込めて」。その言葉のとおり、お客様のニーズに応えた送迎、そして今後も「TDCに任
せておけば安全だ」と感じて満足してもらえるよう、安全を販売し続けていきます。
TDCは必要な時に必要なだけ…、短期でも長期でも車両運行に関する様々な業種に対応します。一度、ご利用してみてはいか
がでしょうか。
JR

東海

所 在 地 三河安城東町1-23-6
電
話 74-0808
受付時間 8：30〜18：00
H P http://www.tokai-dc.com

道本

線

ネッツ
トヨタ

ユーハイム

★ 愛知トヨタ管池
自動車

エディオン
安城店

（三村）

ジャパン
レンタカー

活動報告ダイジェスト
版
税の表彰式
安城市内の小学校および中学校より習字と作文をそれ
ぞれ募集し、優秀な成績を修めた生徒・児童に対して表彰
する『税の表彰式』を11月16（木）に開催しました。
今回の表彰式は、刈谷納税貯蓄組合連合会が税を考える
週間の事業の一環として開催し、当日は、刈谷税務署長お
よび安城市副市長をお迎えし、表彰状ならびに副賞の授与
を行い、学校関係の皆様や、保護者の皆様とともに受賞者
を祝福しました。

広報視察研修会
当所広報委員会は11月９日（木）に広報視察研修会を開
催しました。
今回は、静岡県の三島商工会議所を視察し、会報誌の作
成方法や記事掲載のポイント、ホームページ等の広報活動
について情報交換を行い、当所の広報活動において有益な
情報を得ました。
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経営セミナー
経営者や総務・経理担当者を対象に、11月14日（火）に
経営セミナー「効果的な資金繰り管理と節税方法」を開催
しました。
当日は、東海税理士会刈谷支部所属の税理士 長坂 賢 氏
を講師にお招きし、効果的な節税方法等のノウハウをご教
授いただきました。
参加者は、日々の業務で実践可能な資金繰り管理の方法
等を学びました。

販路開拓&売上アップセミナー
新規顧客開拓を図りたい経営者等を対象に、11月21日
（火）に販路開拓＆売上アップセミナーを開催しました。
当日は、ビリケンセールス＆マーケティング代表の壁谷
幹善氏を講師にお招きし、販路開拓並びに売上アップの方
法をご教授いただきました。
参加者は、顧客ターゲットの設定の重要性や集客への取
り組み方などを学びました。

新入会員のお知らせ
事業所名

花北設備株式会社

事業所名

あまた

所在地

横山町石ナ曽根178-6

所在地

緑町1-12-21

代表者

花北 昭二

代表者

三浦 直

業

種

水道工事

業

種

塗装・防水

電

話

77-2046

電

話

91-7902

事業所名

アクシア

事業所名

有限会社花井電機

所在地

住吉町5-8-8

所在地

高木町上屋敷20

代表者

松山 政功

代表者

山口 重良

業

無機ELシート(光る紙)の販売及びレンタル

業

種

電気工事業

電

話

76-2009

種

事業所名

株式会社グローイング

事業所名

株式会社ミカワキャスト

所在地

根崎町東新切33-1

所在地

和泉町大海古2-1

代表者

渡辺 秀一

代表者

金持 克行

業

種

製造業

業

種

鋳物部品の製造・加工・卸・販売業

電

話

73-4161

電

話

93-1400

事業所名

会員の動き

学び安

【名称変更】

所在地

桜井町塔見塚96

代表者

石川 慈人

業

種

学習支援業(小･中学生対象の個別指導塾､自習室の運営)

電

話

99-3100

鯛常分店

→

代表者変更】

鯛常分店株式会社

株式会社三菱東京UFJ銀行安城支店
植木 正従

→

合同会社ＴＭＤ
久木田 猛

事務局の人事

→

株式会社丸山組

平成29年11月6日付けでパート
職員を採用いたしました。
よろしくお願いいたします。

鈴木

明子▶

丸山 祥子

→

米地 幹雄
杉田 章弘
鈴木 文三郎

鯛常分店株式会社
伊藤 幸郎

→

所在地変更】

伊藤 彰康

株式会社杉浦機械
花ノ木町10−18

→

安城町西広畔13−１

あんじょう商工会議所
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第1回教養サロン「箱寿司作り」

交流研修委員 古賀 岸子

10月27日、市民交流センターにて、第1回教養サロンが行われました。
安城エプロン会 会長の杉浦ひろ子先生のご指導のもと、三河地区伝統の箱寿
司を作りました。赤松町の石川和明さんよりご提供いただいたお米を使用し、参
加者18名、一人一舟をそれぞれのセンスで具を並べて、出来上がりを待つ間に
エプロン会の方の手作り紙芝居を鑑賞しながら、箱寿司発祥の説明を受け、出来
上がったお寿司をお互いにほめながら和気あいあいと楽しいひと時になりました。
家庭でも出来る牛乳パックを使った箱寿司も作り、各自お土産に持ち帰りま
した。当日の行事が中日新聞に掲載されました。

稲沢商工会議所女性会創立10周年記念式典・記念祝賀会

副会長 横山 さよ子

11月9日尾張大國霊神社（国府宮）において創立10周年記念行事が開催され、役
員3名で出席しました。稲沢といえば、毎年旧暦の正月に合わせて行われる「国府宮
のはだか祭」が有名ですが、近年では11月下旬から始まる「そぶえイチョウ黄葉ま
つり」も大人気のようです。式典終了後には山脇宮司の記念講演に先立ち正式参拝
をさせて頂き、又祝賀会では久納会頭より各テーブルに親しくお声かけ頂きました。
料理は会のシンボルのクレマチスが描かれた手作りの敷紙・箸袋でおいしくいただ
きました。後藤会長を中心とした10年のあゆみの中に後藤会長はじめ会員おひと
りおひとりの個性を生かした活動への取り組みや、おもてなしの心が感じられまし
▲稲沢女性会会員
良き機会を与えて頂きありがとうございました。
が製作した造花 た。
お 知 らせ

みんなの広場
総務広報委員 上條 敏
中国の春節(旧正月)の｢年越し餃子｣は日本の大晦日の｢年越しそば｣
私の出身地である中国の北方地方では、春節の大晦日の子の刻（23時〜1時）の新旧の年が
入れ替わる「交子（チャオズ）」に「餃子（チャオズ）」を家族全員で作って食べる習慣がありま
す。ちなみに、中国では餃子といえば水餃子、焼き餃子は鍋貼（ゴーティエ）といいます。
日本人が年越しそばに延命長寿や金運の願いを込めたように、中国人は餃子を馬蹄銀（昔の
高価な貨幣）にみたてて富や幸運という餡を皮で包みこみ吉祥如意や財宝を招き入れるとい
う願いを込めて食してきました。
皆さんも、大晦日に年越し餃子を食べてみてはいかがでしょうか。

●交通安全キャンペーン

12月1日（金）15：00〜イトーヨーカドー
6日（水）15：00〜安城市役所前

●元気フェスタ意見交換会

12月17日（日）11：30〜
茶寮 花の宴（大東町17-8）

●臨時総会・第２回教養サロン

平成30年1月22日（月）13：00〜

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〜

広げよう 支援の輪

〜あなたの思いやりと理解が犯罪被害者等の支えになります〜
警察は犯罪被害相談窓口を設け、犯罪の被害に遭われた方等の相談に応じています。どこに相談したらよいかわか
らない、このような時にはお電話ください。
●性犯罪被害相談

TEL:0120-67-7830

●被害少年相談 TEL:0120-786770

●列車内の痴漢被害相談

TEL:052-561-0184

●ストーカー110番 TEL:052-961-0888

●犯罪被害者のためのこころの悩み相談（ハートフルライン）TEL:052-954-8897
●性犯罪被害者のためのワンストップ支援センター
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TEL:0570-064-810

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

臨時総会・10月例会「本気でYEGを語る魂親会！」
平成29年10月25日（水）安城産業文化公園デンパーク内、農場レストラン花車に於きまして、平成29年度安城商工会

議所青年部の臨時総会・10月例会「本気でYEGを語る魂親会！」が執り行われました。

臨時総会では栄会長が議長を務め、平成30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に承認されまし

た。これで平成30年度、大西会長予定者率いる大西丸の船出の準備も整いました。

また10月例会ではアトラクションやゲストをお招きするのではなく、
「本気でYEGを語る魂親会！」をテーマに今の青

年部の在り方、今後の在り方、そしてより良い組織にしていくためにはどのようにしたらよいかと言うことを純粋に語
り合いました。普段、個々ではそういった話をすることはあっても全体の例会の場で改めて話し合うという機会はあま
りないので、皆さんとじっくり本音で語り合うことができました。

経歴の浅い方はベテランメンバーにYEGの歴史を教わったり、中堅メンバーも今後の安城YEGの発展について真剣に考
えることができ、平成30年度、大西丸の舵取りにも大いに参考になる例会になったと思います。

▲会長挨拶

▲新入会員紹介

▲魂親会

平成30年度役員
【会長】
【副会長】

大西充峰（㈱三ツ川電機産業）
田中直樹（㈲総合管理24）
鈴木章史（㈱中部広告）
鈴木雅裕（㈲スズキタイヤセンター）
鈴木彩（ドゥエペルソーネ）
【専務理事】 杉山哲一（精文堂印刷）
【総務委員長】浅野忍（アサノ薬品㈱）
【広報委員長】加藤康彦（かとう社労士事務所）
【研修委員長】田ノ上大和（㈱田之上塗装）
【交流委員長】生駒智彦（寧々）
【渉外委員長】岡田英彦（㈲岡田設備）
【七夕まつり特別委員長】鈴木雄一（㈱鈴木保温工業）
【元気フェスタ特別委員長】鈴木康孝（桜林建築）
【監事】
平松良太（㈱インタープラン）、竹中大輔（トータルエクステリアタケナカ）
【直前会長】 栄圭士（おそうじ本舗 新安城店）
【県連出向者】深津貴弘（中部土地開発㈱）、伊藤信也（㈱アイエーシー）
近藤実（㈱近藤電工社）、緑川伸子（㈱ローゼル）

トーク

集めて寒さ 吹き飛ばせ
安城 元気ノ助︵ 才・？町︶

元気ノ助のメールで投句

元気玉

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

？

ー12月例会『安城元気フェスタ2017』
ー
12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12月3日
（日）終日
安城市総合運動公園一円
各種イベントを通じ地域活性化と、スポーツを通じ
て将来を担う青少年の健全育成を図ります。また
「明るい安城」
「元気な安城」を創造し、地域に根ざし
たイベントとして安城が明るく元気な地域である
ことを実感してもらうことを目的としています。
あんじょう商工会議所
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農業を成長産業に変えた
おおむら夢ファームシュシュ』
おおむら夢ファームシュシュの本部、有限会社シュシュは、
しかしながら、その建設には多大の資金がかかるだけでなく、
長崎空港から車で15分ほど走った大村湾が一望できる小高い
リスクもあった。構想が煮詰まるにつれ、メンバーは減少して
丘の上にある。１万5000㎡の敷地には、農業体験ができるブ
いき、最後まで残った農業経営者８人で「おおむら夢ファーム
ドウ畑やリンゴ畑があるほか、シュシュで栽培されているさま
シュシュ」をスタートさせたのである。ちなみに、シュシュ
ざまな農産品や、それを加工した各種食品を販売する物産館、 （chouchou）とはフランス語の話し言葉で、
「お気に入り」とい
さらにはレストランや結婚式場などがある。時代は６次産業化
う意味である。
といわれるが、先駆けとなる長崎県を代表するビジネス農業体
同社の創業メンバーの中核は現社長である山口さんである。
である。
今日の隆盛は、正直、山口さんの経営手腕に負うところが大き
同社の創業は、今から約20年前の1996（平成８）年。現社長
い。
である山口成美（なるみ）さんをはじめ、地域の若い農業後継者
山口さんは1960（昭和35）年生まれ、長崎県大村市の出身で、
８人が、小規模農家の限界を感じ、所有していたビニールハウ
両親はイチゴや梨を生産する専業農家であった。山口さんは大
スを利活用して、栽培していたイチゴの販売や、イチゴ狩り体
学を卒業後、地元の農協に就職し、そして30歳のときに農協を
験を事業としてスタートさせた。
退職、両親が従事している農業後継者となった。
しかし、それだけでは足りないと感じた山口さんたちは、翌
定年まで農協に勤務することを考えた時期もあったが、農協
97年からは自分たちが生産しているイチゴやブドウ、さらに
職員であった約８年間、他産業を含めたさまざまな人々との出
は梨やイチジクなどの店売りを続ける一方で、地域の農業者か
会いを通じ、
「 やり方によっては、農業は成長産業になれる…
ら卵や牛乳などを仕入れ、大きさや形で出荷販売できない規格
…」と考え、仲間と共にこの事業を始めたのである。努力が実り、
外の果物を、ジェラートやパン・ケーキに加工して販売するよ
今や、おおむら夢ファームシュシュへの年間入り込み客数は、
うにした。それを契機に、店名もアイスクリーム工房「手作り
県内外を含め約50万人、年間売上高も約10億円、スタッフも
ジェラートシュシュ」と変えた。
50人を超す規模にまで成長・発展している。
その後、地元の若手農業者約40人の参加を得て、勉強会や全
国各地の先進的なビジネス農業体の視察を頻繁に行った。その
法政大学大学院政策創造研究科
成果として、地域の中小農家が大同団結し、魅力度を高める現
教授 坂本 光司
在のシュシュ構想が生まれた。

人心を掌握する目配り、気配り
経営者という立場上、皆さんは自社の社員や取引先、新規顧
客、株主など、実にたくさんの人と日頃からお会いになってい
るでしょう。そんな中で、会う人たち、特に下の立場で支えてく
れている人たちを魅了する「人たらし」になる簡単な方法を、今
回は紹介させていただきます。この方法は、いわゆる人心掌握
術の一種ですが、これを習得しておけば、周囲は経営者である
あなたにほれ込むことになり、それはあなたの会社にとっても
強みとなります。多くの人たちに会う機会をより有意義なもの
にするためにも、ぜひ習得してみてください。
私が新入社員の頃のことです。普段、話す機会などまず無い
部長職の方とすれ違った際、
「私のことなど知っているはずが
ないだろう」と思いながら軽く会釈だけして通り過ぎようとし
ました。すると、すれ違う際にその方が私の名前を呼び、
「おは
よう！ 頑張っているか」と声を掛けてきたのです。これには驚
き、
「新人の私に声を掛けてくださった！」と感動しました。正
直、プレッシャーを感じ、緊張したのも事実ですが、自分が組織
のメンバーとして認知されていることが誇らしかったのを覚
えています。後に若手社員同士の雑談で分かったことですが、
その方から声を掛けられたという人は多く、皆一様に「自分の
ような下の人間にも気を遣ってくれた」と受け取っていまし
た。このことは、その後の後輩育成において参考になったのも
事実です。
この「目立たない立場の相手にも目配りし、名前を覚え、呼び
掛ける」ことこそが、
「人たらし」になる方法です。目上への気配
りは当たり前ですが、その逆は意識していないとつい見過ごし
てしまいがち。だからそれができると、余裕がある人と認知さ
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れるのです。
歴史上の偉人の中には、
「人たらし」と呼ばれた人たちが数多
くいます。そして、その人たちは、総じて相手の名前や特徴をよ
く覚え、相手を驚かせ、感動させ、魅了することで自らの味方や
支持者にしたというエピソードを持っています。また、現代で
も、スポーツチームの監督が、選手のみならず家族のことまで
しっかり把握していて、その誕生日などにプレゼントを贈り選
手を感激させたといった話を耳にすることがあります。
コミュニケーションをとるためには、まずきっかけが重要で
す。そのために、相手に関する情報を最大限に活用する。
「人た
らし」な人は、この情報活用の仕方がとても上手なのです。特
に、自分を支えてくれている下の立場の人たちにこの目配り、
気配りをすると、
「自分のことをしっかり見てくれている」
「自
分にまで配慮してくれる素晴らしい人だ」として彼らの心をつ
かめるわけです。
人の名前や特徴を覚えることで、彼らは自分を好きになり、
自分のために動いてくれる。そういう人が10人、100人と増え
てくると、100倍、1000倍の強力なエネルギーになります。
今日からできるこのマナー。ぜひ実践してみてください。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

