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2017三河総合住宅展グランプリ受賞
「なごみの家」

温水式床暖房機器
!

〜 安城商工会議所 新春賀詞交歓会 〜
新しい年のスタートにあたり、当所では「新春賀詞交歓会」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29年1月10日（水） 11時30分 〜 13時00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）
【定 員】120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。

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

『採用支援事業』

をご利用ください！

新卒者やキャリア豊富な中途採用者を獲得できるよう、大学・高校の就職担当者と企業の人事担当者とのパイプ役を努めたり、
企業の人材確保のお手伝いをします。

安城商工会議所で主催・共催する採用支援事業です
ステージに応じてぜひご活用ください
（平成 29 年12月2日（ 土 ）開催！ ） 出展企業
「安城企業説明会 ANJOB」
西三河地区合同企業説明会（平成 30年3月15日（ 木 ）開催！ ） 募集中 !!
「人材確保のために安城でも雇用の場を設けて欲しい」
という会員様の声から企画した、安城
市単独の企業説明会「安城企業説明会ANJOB」
は、
すぐに採用したい企業とすぐに働きたい
方を繋ぐ機会となっています。来場者は期間工、派遣社員、非正規従業員や3月卒業予定者、
転職希望者が多く、新卒者〜中途採用者まで幅広い人材確保の場を提供しています。
それ以外にも、近隣地域との共催による西三河地区最大級の合同企業説明会などを開催し
ています。
当所が主催・共催する企業説明会の出展企業は、中小企業、小規模事業所が多く、出展企
業様から
「合同企業説明会から採用に繋がった」
という声を多くいただいています。人材確保が
困難である近年では、
リピート参加が多い事業となっています。

理工系大学就職担当教授等との情報交換会
高校進路指導担当者との情報交換会
近隣高校の進路指導担当
者と名刺交換ができ、人脈を構
築することができる事業です。
例年６月上旬に開催しており、
２
５校以上の高校が参加していま
すので、
多くの情報を得ることが
でき、高卒者の確保にお役立
ていただけます。

理工系大学生の
人 材 確 保と産 学 連
携を目的とした情報
交換会です。専門的
な人材確保、共同研
究の情報交換の場と
してご活用いただけま
す。
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企業

パイプ作り

大学・高校

企業ガイドブック
安城市内の積極的な雇用の促進と
企業ＰＲを行うため、企業ガイドブックを
制作しています。事業所の採用活動に
も活用できます。

今月のみどころ
5
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今月の会員事業所紹介

特集1「小規模事業者持続化補助金・
ものづくり補助金 採択者の声｣
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2｣

株式会社ひとり

折込「安城商工会議所 新春賀詞交歓会」

よなき家安城店

所在地

今池町1-16-4 2F

電

91-7357（事務所）

話

特集3「景況調査」

折込「整理術セミナー」
折込「半日公庫」
折込「あんじょう企業ガイドブック2018」

所在地

里町東山ノ田117-1
ライセル里 1F

電

98-7470

話

折込「交通事故防止のPOINT」

安城商工会議所 行事予定
11月
１日㈬
６日㈪
８日㈬
10日㈮
12日㈰
13日㈪
15日㈬
16日㈭
17日㈮
19日㈰
21日㈫
21日㈫
24日㈮
24日㈮
26日㈰

12月
初級複式簿記講座
初級複式簿記講座
初級複式簿記講座
初級複式簿記講座
ビジネスマネジャー検定試験
初級複式簿記講座
金融相談（日本政策金融公庫1日公庫)
法律相談
安城商工会議所会員大会
日商簿記検定試験
税務相談
消費税軽減税率対策セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）
合同プレス発表会
福祉住環境コーディネーター検定試験

今月号の表紙

18：30〜21：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
18：30〜21：00
13：00〜16：00
13：30〜15：30
13：00〜16：00
14：00〜16：00
13：00〜16：00
14：00〜16：00

２日㈯
３日㈰
３日㈰
６日㈬
10日㈰
13日㈬
17日㈰
21日㈭
22日㈮

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

株式会社イヨダホーム

超省エネ温水式床暖房システムを開発！
表紙の写真は、株式会社イヨダホームが開発した温水式床暖房システムになります。
この床暖房システムは、ガスや電気を利用した床暖房システムに比べ、エネルギー
のランニングコストを大幅に削減でき、さらに、各部屋の温度差を無くし、室内の温度
を一定に保つことで家全体を暖めることができます。また、湿度も一定に保つことが
でき、エアコンの温風のような不快感や乾燥、空気汚染の心配もありません。
同社では、この床暖房システムを取り入れた「なごみの家」の建設を行っていますの
で、興味のある方は問い合わせてみてはいかがでしょうか。
【お問合せ】株式会社イヨダホーム
所在地：柿碕町宮ノ西126 TEL：0566-98-1497
あんじょう商工会議所
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おしらせ

商工会議所からの

平成29年分
青色申告決算説明会

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

販路開拓＆売上アップセミナー
本セミナーでは、販路開拓並びに売上アップのノウハ
ウを学んでいただき、即実践が可能な内容も含まれてい
ますので、ぜひご参加ください。
時 平成29年11月21日(火) 14時00分〜16時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 ビリケンセールス&マーケティング

代表 壁谷 幹善 氏

対 売上アップ、新規顧客開拓を図りたい経営者、

経営幹部の方（小売業、サービス業）

¥ 無料

個人の青色申告者を対象とした青色申告の決算説明会
を開催しますので、ご活用ください。
（金）
時 平成29年11月24日
10時00分〜12時00分

場 安城市民会館サルビアホール

当日に会場でお渡しします。
備 説明会資料は、

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。
※年末調整事務の説明会は同日13時30分か
ら15時30分に同会場にて開催いたします。
問 刈谷税務署 個人課税第一部門 TEL 21-6212

「税を考える週間」事業

西三河８市町
個人住民税の特別徴収徹底宣言！

経営セミナー

本セミナーでは、資金繰り管理と関連する節税方法に
ついてのノウハウを学んでいただく機会になりますので、
ぜひご参加ください。
時 平成29年11月14日(火) 14時00分〜15時30分
場 安城商工会議所
講 税理士 長坂

３階

賢氏

研修室

対 経営者、総務・経理担当者、資金繰り等について

学びたい方

¥ 無料

会員交流・共済還元
優待バスツアー
会員同士の交流と共済制度の加入者様への還元を目
的に、滋賀県への日帰りバスツアーを開催します。
今回のバスツアーでは近江牛の鉄板焼きの昼食をメ
インに、紅葉の名所や隠れた穴場３カ所をめぐる紅葉
狩りをお楽しみいただけます。共済加入者様は会員優
待価格よりさらにお値打ちにご参加いただけますので、
まだご加入いただいていない事業所様はぜひこの機会
にご加入をご検討ください。
時 平成29年11月28日(火) 7時20分集合

集合場所：三河安城MAパーク

定 80名（1事業所2名まで）

西三河8市町（岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、
知立市、高浜市、幸田町）は、平成31年度から原則として
全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施します。事
業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。
＜個人住民税の特別徴収とは＞
事業所（給与支払者）が、毎月従業員（納税義務者）に支
払う給与から個人住民税を徴収（天引き）し、従業員に代
わって市町村へ納入していただく制度です。
法令等により、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、
原則としてすべて特別徴収義務者として住民税の特別徴
収を行っていただくこととされています。
＜対象事業所＞
対象となる事業所は、従業員（アルバイト・パート・役員
などを含む）の総数が3名以上の事業所です。ただし、以
下のいずれかの理由に該当する従業員のみ、普通徴収に
切り替えることができます。
1. 総従業員数が3名未満の事業所の給与所得者
2. 他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
3. 毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
4. 給与の支払が不定期な者
5. 個人事業主の専従者
6. 退職者または指定年度の5月31日までに退職予定の者
【お問合せ】安城市 市民税課 TEL 71-2214

¥ 会員事業所：1名8,500円（税込）

あなたの自慢のお写真を
展示しませんか

共済加入者：1名5,500円（税込）
※事業所が共済に加入していても参加者本人が共済
加入者でない場合は会員事業所価格となります。
申込受付期間に共済に加入した方も共済加入者価
格で参加できます。

当所会館4階ロビーに写真展示したい方を募集します。
提出、
展示方法は、
当所までお問い合わせください。

【申込期限】11月10日（金）
（定員になり次第締め切り）
備 詳細は先月号の折込チラシまたは当所ホーム

ページをご覧下さい。
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あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

問 安城商工会議所
講師

広報係 TEL 76-5175

対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
備 備考 ■
問 問合せ
■

特集１
平成28年度補正

小規模事業者持続化補助金
ものづくり・商業・サービス革新補助金 採択者の声

平成28年度補正「小規模事業者持続化補助金」及び「ものづくり・商業・サービス革新補助金」申請における作成支援を行
い、小規模事業者持続化補助金92.9%、ものづくり・商業・サービス革新補助金94.4%と高い採択結果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、セミナー等を活用され、見事採択された企業をご紹介します。

持続化

ロミロミにより心身に満足を与える
癒しの脱毛で新規顧客開拓
ロミロミとは、｢揉む・マッサージ
をする・手から伝わる愛情｣を意味し、
ご自身の自然治癒力を高め、心と体
を本来の状態へと戻すお手伝いをす
るハワイの伝統的マッサージです。
新規顧客開拓のため、顧客ニーズ
の高い｢脱毛｣を新メニューに取り入
れて、当店の看板メニューである｢ロミロミ｣×｢脱毛｣でど
こにもないオリジナル癒しメニューで美容の幅を広げ差別
化を図ることを検討していました。そして、今回の採択は、
その実現のための脱毛機器の導入に活用しました。

企業DATA

販路開拓内容

事業所名：ロミロミサロン Kayasa 脱毛機器導入
代表者名：吉田 沙耶香
所 在 地：安城市横山町下毛賀知39-7

もの補助

「両曲げCNCパイプベンダー」の導入による
フレキシブル三次元曲げ加工技術の高度化の確立
当社は、約65年に渡りパイプ
曲げ加工を中心に行っている会社
であります。今回の採択により、
三次元データのデザイン具現化に
よる三次元曲げ加工技術高度化の
実現が可能となり、試作段階から
量産までの作業効率、低コスト化
による生産能力が向上します。
企業DATA

販路開拓内容

事業所名：キムラ工業㈲
担当者名：専務取締役 木村 忠嗣
所 在 地：安城市三河安城東町
2丁目2-23

三次元曲加工機
（両曲げCNCパイ
プベンダー）

持続化

もの補助

大人の女子向けコラボ企画の知名度アップと
ホームページ作成における集客力の拡大

「ウェザーストリップ３工程自動塗布装置」
の導入による製品供給体制の確立

安心・安全・手作りをコンセプト
に国産の食材にこだわっているカ
フェ＆キッチンｙｙです。今回の採
択により、パン教室・フランス菓子
店パティシエ・ウォーキング講師・
インスパイリング講師といった様々
な分野の方とのコラボ教室ができ、
知名度アップに伴う販促に役立てることができました。多
くのお客様に足を運んでいただいています。

当社は押出成形されたモール素材
に対して後加工を行うことにより、
自動車用プラスチック製外装モール
部品を製造する企業です。今回の採
択により、ウェザーストリップを製
造する過程にある、３つの塗布行程
を自動化し、リードタイムの最短化
及び、熟練工の仕上がりと同等の品質維持を目指します。
技術的課題の解消と生産性向上により、製品供給体制の確
立を実現します。

企業DATA

事業所名：カフェ＆キッチンｙｙ
代表者名：石川 めぐみ
所 在 地：安城市高棚町小牧31

販路開拓内容
ホームページ
店舗改装
コラボ企画備品
店舗外広告

企業DATA

事業所名：㈱エーピーシィ
担当者名：取締役 安藤 寛高
所 在 地：安城市赤松町新屋敷264

販路開拓内容
３工程自動塗布装置

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636
あんじょう商工会議所
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「No more 労働災害」
キャンペーン実施
刈谷労働基準監督署では、各労働災害防止団体と連携
して、劈開地域の労働災害撲滅を目指して「No more 労
働災害」キャンペーンを実施します。実施事項を順守し、
従業員が安心して働ける職場作りへご協力ください。
【実施期間】
平成29年10月1日〜平成29年12月31日
【実施事項】
（1）経営トップによる労働災害防止の取組に向けた所信
表明
（2）以下（3）〜（8）の実施状況を重点に置いた事業者又は
総括安全衛生管理者による職場巡視
（3）論理的な安全衛生管理の考え方に基づく労働災害防
止対策の実施
（4）作業者による安全作業手順書の再読・再確認及び管
理者による遵守状況の確認
（5）階段からの墜落・転落対策、躓き・滑りによる転倒対
策の実施
（6）はしご、脚立からの墜落・転落対策の実施
（7）清掃､調整等の際に機械の確実な停止の徹底
（8）荷役作業における労働災害防止対策の実施
【お問合せ】
刈谷労働基準監督署 TEL 21-4885

平成30年4月1日から障害者の
法定雇用率が引き上げになります
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員とし
て共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべて
の事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用
する義務があります（障害者雇用率制度）。この法定雇
用率は、平成30年４月１日から以下のように変わります。
法定雇用率
事業主区分
現行

平成30年4月1日
以降

民間企業

2.0% ⇒

2.2 %

国、地方公共団体等

2.3% ⇒

2.5 %

都道府県等の教育委員会

2.2% ⇒

2.4 %

また併せて、下記の2点についてもご注意ください。
①対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広
がります。
②平成33年4月までには、更に0.1%引上げとなります。

【お問合せ】ハローワーク刈谷

TEL 21-5003

「取引先の倒産」と「商取引の事実」の確認で迅速に貸付実行。
回収困難となった売掛金（被害額）相当の資金を調達できます。
（最高8,000万円まで）

掛金は
損金もしくは
必要経費に
算入できます

当面の資金繰りに役立ち、自社と社員を守れます。

将来、
「廃業」
「役員退任」等が生じたときに共済金を
受け取れます。
現役引退後の安心した生活設計が図れます。

掛金は
全額所得
控除

★毎月3万円の掛金（年間36万円）で、例えば課税対象
所得400万円の方なら、約11万円の節税になります。
（左図は確定申告書の記載例）

経営セーフティ共済

− ６−

あんじょう商工会議所

検 索

小規模企業共済

検 索

特集2

平成29年度

安城商工会議所からの要望書の回答

先月号に引き続き、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「地域振興・地域活性化」に関する回答になります。

安城芸妓文化振興会(笑美素会)への支援

短期要望

その2

南明治土地区画整理事業未整備地区の推進 短期要望

安城文化を支援する安城芸妓文化振興会に対する
支援について要望

早期の整備方針策定による事業の推進を要望しま
す。

安城芸妓文化につきましては、本市の歴史に根ざした伝統
文化であり、第8次安城市総合計画においても本市における
観光資源の一つとして位置づけております。引き続き、芸妓
文化の活用と継承支援につきまして、調査研究してまいりま
す。

今年の2月に実施した第3回まちづくり勉強会や地区別の
車座集会には、今までいただいたご意見を考慮してまとめた
整備方針を権利者の皆様に提示させていただきました。さら
に、6月発行の区画整理ニュースでもお知らせしました。
今後は国や県など関係機関との調整や各種の調査業務を
行っていく予定であり、早期に事業化できるよう努めてまい
ります。

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 短期要望
周年の年を迎える七夕まつりを今まで以上に盛り
上げていくための予算の増額と、日通倉庫の維持、
七夕神社の移転時の支援について要望
日通倉庫につきましては、所有者である日本通運㈱とも協
議を行い、今後も継続してお借りできるよう調整しています。
また、七夕まつりに関しましては、周年に関わらず、必要
な支援を行ってまいります。なお、七夕神社に関しましては、
現時点で移転が具体化しているものではございませんので、
今後も「願いごと日本一」に向けた観光資源の一つとして、
他地域の事例等を参考に、有効な活用方法の研究を進めてま
いります。

新幹線三河安城駅｢ひかり｣停車活動への協力

短期要望

｢ひかり｣停車活動に対する支援、協力を要望
新幹線三河安城駅への｢ひかり｣の停車につきましては、駅
の開業以来、行政主導での要望活動を進めてきており、現在
は愛知県を通じての要望を実施しております。
このたびの、経済界を中心とした要望活動に対しましても、
西三河地域の各市からの賛同も得られており、協力をさせて
いただくことを考えておりますので、よろしくお願いいたし
ます。

地方版規制改革会議の設置

短期要望

｢地方版規制改革会議｣の安城市での早期設置と愛
知県への設置の働き掛けについて要望
今のところ設置の予定はございません。まずは既存の制度
や組織で対応することとし、設置が望まれる具体的事案が発
生した場合に、検討したいと考えております。愛知県にも確
認しましたが、同様の考えでした。

新安城駅周辺の一体的整備と名鉄本線の高架化 中期要望
新安城地区の整備について駅周辺を始め地域の一
体的整備と名鉄本線の高架化を市の将来ビジョンと
して策定するよう要望
新安城駅周辺につきましては、安城市の北部地域の拠点と
してテーマ性のあるまちづくりの必要性があると認識しており
ます。駅舎の橋上化や周辺のまちづくりについて現在、地元の
皆様と新安城まちづくり協議会において、協議や地域住民へ
のアンケートを実施するなどし、駅周辺の利便性の向上を含
め、まちづくりの観点から地域の方々と模索している最中であ
ります。また、名鉄本線の高架化につきましても、現時点では、
将来的な課題としての認識を協議会と共有しております。

地域活性化策としてのプレミアム商品券事業の実施 短期要望
地域経済の活性化策としてのプレミアム商品券事
業(商店版・建設版)の実施に対する支援について要
望します。
プレミアム商品券及び建設券の発行につきましては、景気
の減衰が予測される際に、地域経済の活性化支援策としての
検討をしてまいりたいと考えます

空き家対策

短期要望

地域の景観や安全面からも早期の空き家対策の推
進について要望
平成28年度に協議会を設置し、平成29年度末に対策計画
を策定する予定です。対策計画の中で、適切な管理に関する
事項、除却及び跡地の利活用に関する事項、相談への対応に
関する事項などを具体的な施策として取り組みたいと考えて
います。

三河安城南地区の市街化区域拡大と指定時期の明確化 中期要望
市街化区域の拡大に早期に取組んでいただくとと
もに、今後のスケジュールの明確化について要望
新幹線三河安城駅周辺の南側一体は、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しておりまして、
その実現性について地元関係者と協議を重ねております。
事業の実施時期については、地元の方々とまちづくりに関
する勉強会を開催するなど、意識の醸成を図るなかで、まち
づくりの範囲や整備手法などとともにスケジュールについて
も合意形成を図ってまいりますので、ご理解をお願いします。

JR安城駅前の一体的整備

中期要望

利用者が安心して利用でき、現在の市勢に相応し
いJR安城駅前の一体的整備(ペデストリアンデッキの
撤去・駅前再開発事業)について取り組んでいただく
よう要望
JR安城駅前地区につきましては、安城市の都市拠点にふさ
わしい魅力・活力あふれるまちづくりの必要性があると認識し
ております。しかしながら現在、南明治土地区画整理事業が事
業中であり、駅南西側の未着工地区の進展を図ることも優先課
題であると考えています。また、地域住民や土地建物の権利者
など、関係する多くの方々のまちづくりに対する前向きな意識
が醸成されることも必要と考えております。JRア安城駅前の
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。
あんじょう商工会議所
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安城市内景況調査結果
（平成29年7月〜9月）
（平成22年4月〜6月）

＜ 来期も今期同様に依然厳しい状態が続いていく見通し ＞
1．調 査 対 象

対象企業数

会議所役員・会員事業所

2．調査対象時期

平成29年7〜9月期

102企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期(平成28年7〜9月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(平成29年10〜12月)の先行き見通し
3．企 業 数 内 訳

製造業 小売・卸業 建設業 サービス業
企業数

25

27

18

構成比

24.5%

26.5%

17.6%

計

32

102

31.4% 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、△13.7ポ

イントとなった。業況判断の前回実績(△18.3)と比較すると4.6ポイントの上昇

であった。来期も業況判断においては上昇が見込まれる。しかし、全産業にお
いて人員不足の状態が続いていく見通しである。

30以上

凡例▶

10超える

10〜△10

△10超える

全
製 造 業
業

況

前 年 同 期 対 比

売
売

判
上

産

業況判断

△18.3

△13.7

△3.0

売上高

△18.2

△8.8

△4.9

売上単価

△18.2

△15.7

△14.7

資金繰り

△10.1

△8.9

△8.8

借入難度

5.2

7.9

△2.9

収益状況 △19.3

△17.7

△14.8

雇用人員 △32.7

△39.3

△39.2

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

断

△13.7

8.0

△29.6

△5.6

△28.2

高

△8.8

8.0

△12.2

△11.1

△21.9

上

単

価

△15.7

△12.0

△22.2

△11.1

△15.7

資 金
ふくろう

繰

り

△8.9

△4.0

△18.5

△16.7

△18.7

来 期 の 見 通 し

借

入

難

度

7.9

12.0

3.7

22.3

0

収

益

状

況

△17.7

△4.0

△29.6

0

△28.1

雇

用

人

員

△39.3

△40.0

△14.8

△77.8

△37.5

業

況

判

断

△3.0

△4.0

0

△5.6

△3.2

高

△4.9

△4.0

△3.7

△11.1

△3.1

売

上

来期の
見通し

売

上

単

価

△14.7

△12.0

△18.5

△16.7

△12.5

資

金

繰

り

△8.8

△8.0

△22.2

△5.5

△6.2

借

入

難

度

△2.9

4.0

△14.8

11.1

△6.3

収

益

状

況

△14.8

△16.0

△11.1

△16.7

△15.6

雇

用

人

員

△39.2

△32.0

△25.9

△72.2

△37.5

※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。

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。

− ８−

あんじょう商工会議所

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

株式会社ひとり
つながり のお手伝い
今回は飲食店の経営、運営企画を行っている株式会社ひとりをご紹介します。西三河エリ
アを中心に7店舗展開しており、安城には名鉄新安城駅からすぐの所に【大衆酒場なべちゃ
ん8】と【新安城炉端焼きどんぱち】の2店舗があります。
【大衆酒場なべちゃん8】
はサクサク食感の焼餃子がイチオシ！ボリュームたっぷりの焼き
そばも外せません。
100種類以上の組み合わせが可能なボトル飲みは、
隣の人ともシェアでき
る楽しさ！席のタイプも複数あり1人でじっくり呑みたい方は大きなカウンターが人気です。
▲新安城炉端焼き どんぱち
それぞれが思いのままに過ごすことができます。
【新安城炉端焼きどんぱち】
では新鮮な丸魚を串に刺し、
炭火でふっくらと焼き上げる
『原始焼き』
と、
天然鯛をこだわりの出汁で炊
き上げる
『羽釜で炊く鯛めし』
が絶品です。
友人や同僚たちとゆったりお酒を酌み交わせるどこか懐かしい雰囲気の空間で、
漁港直送
の鮮魚や旬の食材を美味しくいただけます。
2階は33名席があり、
団体での宴会にご利用できます。
宴会プランも充実していますので、
忘新年会・歓送迎会にいかがでしょうか。
株式会社ひとりの経営理念は、
『つながり』
のお手伝い。
お店の中でのお客様同士、
お客様とスタッフという関係はもちろん、
酒蔵ツ
アー等を開催し店外のつながりも。
まずはお店へ来てください。
楽しいつながりが待っています。
今本町一丁目

所 在 地
電
話

▲大衆酒場なべちゃん8

営業時間
店 休 日

今池町1-16-4
大衆酒場なべちゃん8→91-7337
新安城炉端焼き どんぱち→91-8455
16時30分〜23時30分
第2・4日曜日

1

名鉄本線

★
（矢嶋）

新安城駅
ドン
キホーテ

ローソン

イトー
ヨーカドー

名鉄西尾線

よなき家 安城店
こだわりの中華そばを是非ご賞味下さい!!
今回ご紹介するのは、里町にある元祖屋台の味「中華そば よなき家安城店」です。
店内は昔ながらの屋台風な雰囲気。カウンター、テーブル、座敷があり、おひとり様か
らグループ、家族みんなで一緒に食べることができます。
よなき家のオススメはなんといっても中華そば。スープのお水には還元水を使用
しているので材料の味が良く出て、やわらかくまろやかな味わいです。さらにチャー
シューの煮汁を使って2週間かけて作る秘伝の醤油ダレと、1週間寝かせた熟成麺を
使用。チャーシューは国産豚バラ肉を使用し、じっくり弱火で半日かけて煮込みます。
箸でつかめないほどの柔らかさが人気です。
他にもご飯物、おつまみも充実しており、その中でも「名物イカ焼き」はお客様に大人気。北海道松前産のイカを丸ごと
プレスし、秘伝のタレで香ばしく焼き上げます。ふんわり肉厚、濃厚な風味です。
こだわり抜いた至極の中華そばと共に、元気で明るい店長、スタッフがお出迎えします。是非一度お越しください。
所 在 地
電
話
営業時間
定 休 日

里町東山ノ田117-1 ライセル里1F
98-7470
11：30〜14：30
18：00〜深夜2：00（O.S.1：30）
※金・土曜日のみ深夜3：00（O.S.2：30）
火曜日
（丸山）

里町北

★

里町北歌口

ネット
カフェ
WAVE

ミニ
曙工業
ストップ

不乗森神社

デンソー
安城
製作所

活動報告ダイジェスト
版
総務担当者セミナー&交流会
総務担当者を対象に、10月26日（木）に「よく分かる！
総務の基本と実務セミナー＆交流会」を開催しました。
当日は、有限会社マスエージェント代表取締役の林忠史
氏を講師にお招きし、総務の基本と実務についてご教授い
ただきました。
参加者は、総務の業務
内容を再認識し、日常業
務のサイクルやポイント
を整理し、より効率よく
業務を遂行するための処
理法を学びました。

プレスリリースセミナー
10月25日（水）にプレスリリースセミナーを開催いた
しました。
当日は、愛知よろず支援拠点コーディネーターの小坂英
雄氏を講師にお招きし、マスコミに響く効果的なプレゼン
資料のポイントについて
ご教授いただきました。
参加者は、効果的なPR
方法やマスコミに取り上
げられるために必要なノ
ウハウを学びました。

安城市執行部との意見交換会
安城市執行部との意見交換会を9月27（水）に開催しま
した。
当日は、安城市長をはじめとした安城市役所執行部の
方々にお集まりいただき、安城市政の取り組みについてご
説明いただきました。
また、当所より提出しました平成29年度の要望事項に
対しご回答いただき、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。

− 10−

あんじょう商工会議所

文化講演会
ソムリエの田崎真也氏を講師にお迎えし、10月24日
（火）に文化講演会「食、そして人生を楽しむために生きる」
を開催しました。
当日は、185名の方々
に聴講いただき、食を通
じた人生の楽しみ方につ
いてご講話いただきまし
た。

補助金セミナー
10月17日（火）に補助金セミナーを開催しました。
当日は、販売促進に関心のある方や、補助金の利用を考
えている方々にご受講いただき、当所担当者より販売促進
に利用できる小規模事業
者持続化補助金や販売促
進事業補助金等の説明を
し、参加者に補助金につ
いての理解を深めていた
だきました。

碧海経済サミット
10月2日（月）にホテルクラウンパレス知立にて平成29
年度碧海経済サミットを開催しました。
当日は、愛知県副知事の中西 肇氏をお招きし、安城・碧
南・刈谷の3商工会議所な
らびに知立・高浜の2商工
会の会頭および会長より
各市における愛知県への
要望書を提出しました。

西三河交流圏推進協議会 要望書提出
西三河エリア６商工会議所（安城・豊田・岡崎・刈谷・碧
南・西尾）で構成する西三河交流圏推進協議会は、10月13
日（金）に名四国道事務所、
愛知県建設部、中部地方
整備局を訪問し、西三河
地域の幹線道路網整備促
進に関する要望書を提出
しました。

第49回全国商工会議所女性会連合会 北海道全国大会 監事 山口美重子
10月6・7日に役員7名と事務局で北海道全国大会に参加しました。懇親会は、
札幌市内の3ホテルで4カ所に分かれ、全国2,702名の参加メンバーと交流し、
アトラクションの「ソーラン節」でのエネルギッシュな群舞は今でも印象に残っ
ています。翌日の大会では、女性起業家大賞授賞式、全国商工会議所女性会連合
会表彰授賞式が行われ、女性の活躍の素晴らしさを感じました。次回開催地岩手
への女性会連合会旗引渡しで閉会しました。最後に、㈱ニトリホールディングス
の似鳥昭雄氏より「お、ねだん以上〜ニトリ」の成長秘話を聴講しました。成功の
5原則、ロマン・ビジョン・意欲・執念・好奇心を元に、一代で大手チェーンに築き
上げられた方の逞しさと、これからは世界に目を向けられている力強さを感じ
ました。

三河商工会議所女性会サミットに出席して 会長 大橋 緑

江南商工会議所女性会 創立30周年記念式典 副会長 加藤 淳子

10月20日、岡崎商工会議所女性部の幹事により29年度
の三河サミット（事業活動概況等報告）が、岡崎ニューグラ
ンドホテルにて開催されました。
10市の女性会が参加し地域に密着した行事等、積極的な
発表と和やかな昼食交流会が行われました。
ファッションデザイナー桂由美氏により
「女性実業家とし
ての人生論」と題して、ご自身のブラ
イダル業界への進出を語られました。
現在は、ウエディングドレスのみで
なく和装にも力を入れ、顧客ファー
ストを目指しておられます。最後に
「好きな事は継続し、身の丈経営に徹
して益々輝いて下さい。」とエールを
送って頂き閉会しました。

10月17日、すいとぴあ江南にて創立30周年記念式典が
開催され、役員4名で出席しました。木曽川を中国長江（揚
子江）に見立て南側に位置することから江南と名付けられ
たそうです。
「藤まつりクリーン運動」等、地域発展活動の報
告がありました。記念講演会は江
南出身の元フィギュアスケーター
中野友加里氏の「スケート人生と
今 の 私 」と 題 し て 会 員 さ ん と の
トーク＆ディスカッションが行わ
れました。心温まるおもてなしに
感動した式典でした。
お 知 らせ
●元気フェスタ全体会議 11月27日（月）
13：30〜会議所3階
●安城元気フェスタ2017 12月3日（日）安城市総合運動公園

育児・介護休業法が改正施行されました！
【改正内容】
1.「保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得
可能に」
子が1歳6ヶ月に達する時点で、保育園に入れないなど
の場合には、育児休業期間を最長2歳まで再延長でき
るようになりました。
2.「子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度
などをお知らせ」
事業主は、労働者やその配偶者が妊娠・出産または介
護をしていることを知ったときには、関連する制度に
ついて、個別に制度を周知するための措置を講ずるよ
う努力しなければなりません。
3.「育児目的休暇の導入促進」
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を教養
する労働者について、育児に関する目的で利用できる
休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。
【お問合せ】愛知労働局雇用環境・均等部指導課
TEL 052-219-5509
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中小企業省エネ実践セミナー
安城市の中小企業を対象に、省エネ相談事業のご紹介
とともに実際の省エネの事例等を専門家がお話しいたし
ますので、お気軽にお申込みください。
【日

時】平成29年12月7日（木）
14時30分〜16時00分
【場
所】アンフォーレ多目的室2
【内
容】
講演「企業にとっての省エネの意義 ｰ背景と目的ｰ」
講師：原 理史 氏（中部大学中部高等学術研究所）
「これからの経営改善 ｰ省エネの実践を通じてｰ」
講師：六鹿 大詞 氏（日本経営オアシス／エネルギー管理士）
【対
象】安城市内の事業者
【申
込】Eメールで、氏名（同行者含む）、参加人数、所
属の会社・部署名、連絡先（電話番号または
メールアドレス）を12月4日（月）までに環境
都市推進課（TEL 71-2206 Eメール kankyo
@city.anjo.lg.jp）へ

YEG

安城ＹＥＧだより

安城商工会議所青年部

9月例会「若手経営者大交流会」
平成29年9月27日（水）アンフォーレ ホールにて9月例会「若手経営者大交流会」を開催いたしました。
今回の例会では、会員事業所並びに商店街等の若手経営者の方々が地域のより多くの人たちと互いに親睦を図ることを目的に
大交流会を企画いたしました。
当日は一般参加者59名及び青年部メンバー48名の方にご参加頂きました。
第１部講演会では、安城商工会議所青年部OBであります株式会社ネクストの代表取締役丸山公房氏に「地域に根ざした信頼
される会社を創る」をテーマに講演をして頂きました。
今までの事業を営むにあたって会社の沿革であったり、そして現在、数々の金賞受賞を獲得されてみえます「安城ハム」製品
のブランドとしての開発・販売等の取り組みについても語って頂き、特にお話しの中で印象に残っていますのが、地域社会の
方々との繋がりや関わりを大事にされてみえることが今日の会社経営の根幹となっている等、我々若手経営者にとって今後の
経営に大変役に立つお話しを聴くことが出来ました。
講演会後、第2部交流会では、立食形式で食事等を頂きながら、若手経営者の参加者の皆様と青年部メンバーの間で盛んに名
刺交換を行ったり、青年部メンバーが日頃の活動を参加者の方々にPRするなど大変和やかな雰囲気の中、大いに盛り上がり親
睦を深めることができたことと思います。
今回、開催場所につきましても今年6月にオープンしました中心市街地拠点施設アンフォーレをお借りして交流会を企画い
たしましたが、周囲の商店街のお店にご協力を頂き、食事等をケータリングさせて頂きました。商店街の方々には快くご協力し
て頂いたこと大変感謝しております。
そして、定員を超える大勢の参加者の方々にお忙しい中、大交流会にご参加頂いたこと、心より御礼申し上げます。また、参加
者の募集、設営から片付けに至るまでご協力頂きました青年部メンバーの皆様、ありがとうございました。

安城元気フェスタ2017 告知
12月３日（日）９時〜16時まで安城市総合運動公園一円において、
第19回安城元気フェスタ2017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）、サッカーの元気
カップやPKの蹴1GP、ものづくり･職業体験、元気市場やAnjo北斗に
よるパフォーマンスが見られる元気ステージを行います。スポーツ教
室では、中日ドラゴンズやデンソー女子ソフトボール部ブライトペガ
サスの選手にご指導いただきます。安城元気フェスタ2017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。

トーク

元気ノ助のメールで投句

少子化や 我が家も未だ 孫は無し
ナントカナランカ
︵ 才・宇頭茶屋町︶

︻宛先︼Ｅメール atsuya
＠ katch.
ne.jp
Ｆ Ａ Ｘ ９９ー２７７６
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ー11月例会『平成29年度愛知県YEGDAY
in ポートメッセなごや』ー
11月例会を下記のとおり開催します。
○日 時
○場 所
○内 容
◯その他

平成29年11月3日
（金・祝）13：00〜20：30
ポートメッセなごや
基調講演・分科会・懇親会
落合博満氏による基調講演や現役メンバー／OB
・OG・卒業メンバー分かれての分科会など、県下
YEGメンバーが一堂に集う交流の場として開催
されます。
あんじょう商工会議所
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低迷する外食産業で光る『平和園』
十勝平野の母都市・帯広市の中心街の一角に「平和園」という
店名の外食産業がある。経営母体は株式会社平和園で、主事業
は焼き肉レストランの経営である。同社の設立は１９７０年で、
現社長の新田隆教氏の父親である新田良基会長が、実父の経営
していたホルモン焼き屋をいったん整理し、焼き肉屋として再
スタートさせた。
きっかけは、当時の焼き肉屋は繁盛店が多かったが、多くの
店の配膳や接客サービス、さらには商品価格を見るにつけ、
リーズナブルな価格と親切丁寧な接客サービスを提供すれば、
顧客に支持されると考えたからである。そしてもう一つの理由
は、新田会長自身、貧困な生活の中で育った体験から食を通じ
て多くの人々に喜ばれることをしたかったからである。
設立当初からこのことを肝に銘じ、愚直一途に経営を続けた。
その結果、現在は帯広市を中心とした十勝管内に６店舗、札幌
市内に３店舗の計９店舗を展開し、社員数も１４０人の規模と
なっている。より驚かされるのは、多くの外食産業は外部環境
の変化や自社の業績悪化を口実に店舗の移転や退店を繰り返
す中、設立以来47年間、撤退が１店舗もないどころか、この間、
おおむね黒字経営を持続している点である。
先日、恒例の大学院のゼミでの夏期合宿の一環で、同社を久
方ぶりに訪問させていただいた。新田社長に話を伺い、食事を
させていただいたが、その経営の考え方・進め方には参加者一

同感嘆するとともに、その肉のおいしさや接客サービスに驚か
された。
新田社長にその訳をお聞きすると、牛肉は全て十勝牛を中心
とする国産牛を使用し、しかもその加工は全て肉職人さんの手
切りという。15年以上のキャリアのある肉職人さんが一枚一
枚丁寧に切り落とし、余分な脂身を取り除きながら切り分けて
いるという。だからこそ肉はやわらかく、しかもボリュームが
あったのである。また、その味付けは、肉の状態に合わせ10数
種類の調味料を調合した「秘伝のタレ」をもみ込む「一丁付け」
という手法をとっているという。加えて言えば、これだけ品質
にこだわっているにもかかわらず、その値段はというと想像を
絶する安さなのである。
「私は病気で中途失明をしてしまい、今は全く見えません。で
も社員が私の経営への思いをよく理解し、頑張ってくれていま
す。世の中、経済的に恵まれた方々ばかりではありません。皆さ
まに安心・安全なお肉をリーズナブルな価格で、お腹いっぱい
食べて、喜んでいただきたいからです……」と、新田社長は私た
ちにニコニコ顔で話してくれた。その話を聞いたとき、私たち
は涙があふれ出てきた。
法政大学大学院政策創造研究科
教授 坂本 光司

スーツの着こなしマナー
私のクライアントに、広告代理店に勤める人がいます。仕事
中はカジュアルな服装が多く、重要な会議やプレゼンテーショ
ン（プレゼン）の場でしかスーツを着用しないため公式の振る
舞いに自信がないとのことで、つい先日、
「大切なプレゼンを控
えているから一度見てほしい」と頼まれ、せんえつながらアド
バイスをさせていただきました。
結論から言うと、プレゼンの内容以前に、スーツの着こなし
がＮＧでした。上着の前ボタンの留め方が間違っているのに加
え、立ち上がる際と座る際の、前ボタンの留め外しのぎこちな
さが気になります。無自覚なまま相手に対し失礼な振る舞いを
しており、印象も悪く、せっかくの提案がもったいないと感じ
ました。
ドラマでは、ビジネスパーソン役の俳優がスーツの前ボタン
を全て留めていることもよくあります。政治家やアナウンサー
といったスーツを着慣れているはずの人の中にも、着こなしを
間違えている人がいます。知らず知らずのうちに、相手に対し
て礼儀を欠いたり、信頼を損なったりすることにもなるので注
意が必要です。
元来、ワイシャツというのは下着と同類に当たるもの。人と
会う際には非礼に当たらないようジャケットを羽織ります。そ
のままジャケットの全てのボタンを留めるのがＮＧである理
由は、ボタンには装飾品という捉え方があり、一番下のボタン
を留めない「アンボタンルール」があるからです。さらにボタン
の留め外しをスムーズに行うことは、
エチケットとされています。
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大統領などの要人が、飛行機のタラップから降りる際、片手
の手のひらを上げて笑顔であいさつしながらもう一方の手で
ジャケットの前ボタンをブラインド（見ない）で留める様子を
見たことがあるはずです。このブラインドでボタンを留めるし
ぐさは、相手への礼儀を示します。ボタンに目を落とすと相手
から目線をそらすことになり、両手でボタンを留めるとその瞬
間、相手に意識を向けないことになるからです。笑顔で相手の
目を見ながら左手でスーツのボタンを留め、同時に右手で握手
ができれば完璧です。
ジャケットの種類により、ボタンの留め方は異なります。二
つボタンの場合、上のボタンだけを留めます。下は留めません。
三つボタンのジャケットには、２種類のデザインがあります。
一つは、第１ボタンが襟の返しの部分に半分ほど隠れて付いて
いるデザインです。この場合、第１ボタンは留めません。また、
三つ目のボタンも外し、二つ目の真ん中のボタンだけを留める
ようにします。第１ボタンが隠れていないデザインの場合は、
第１ボタンと第２ボタンを留めます。三つ目のボタンは外しま
す。スーツはビジネスパーソンの仕事服。社外での会合の多い
経営者、売り上げを左右する営業担当者は、くれぐれも「知らな
かった」ということのないようにしておきたいものです。
人財育成トレーナー
美月 あきこ

