
「小倉流 ！ ヒトを活かすコミュニケーション」
～安城商工会議所青年部創立20周年記念講演会～

と　き　平成27年９月12日(土)　開場：15時30分　開演：16時00分
ところ　安城市文化センター マツバホール
講　師　キャスター　小倉　智昭　氏
聴　講　無料　※無料入場整理券が必要になります
定　員　500名 ※詳しくは、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
「常議員会・通常議員総会 開催！」

4

安城商工会議所副会頭の変更6

折込「第２回新商品・新サービス・新事業
　　　　　合同プレス発表会 参加企業募集」
折込「営業力開発セミナー」
折込「理工系大学教授等との情報交換会」
折込「ジョブ・カード制度を活用した
　　　　　人材育成のための助成金セミナー」

ZAKKA FACTORY
V.O.W TOY’S
　所在地　安城市安城町宮前38-1
　電　話　0566-93-5655

fam hair
　所在地　安城市横山町下毛賀知19-7
　電　話　0566-76-6421

７月 ８月

７日㈮
８日㈯
９日㈰
12日㈬
12日㈬
20日㈭
28日㈮
28日㈮

第62回安城七夕まつり
第62回安城七夕まつり
第62回安城七夕まつり
金融相談（日本政策金融公庫）
経営相談
法律相談
営業力開発セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）

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

３日㈮
５日㈰
７日㈫
７日㈫
８日㈬
９日㈭
12日㈰
16日㈭
17日㈭

19日㈰
21日㈫
22日㈬
24日㈮
26日㈰
28日㈫

ものづくり補助金セミナー【第２回】
ビジネス実務法務検定試験
ものづくり補助金セミナー【第３回】
源泉納付個別相談会
経営相談
ものづくり補助金セミナー【第４回】
福祉住環境検定試験
法律相談
ものづくり補助金セミナー
【受講者対象の個別相談会】
ビジネスマネジャー検定試験
税務相談
建設部会主催セミナー
金融相談（愛知県信用保証協会）
エコ検定試験
人材育成のための助成金セミナー

18：00～21：00

18：00～21：00
９：00～16：00
10：00～12：00
18：00～21：00

13：00～16：00

13：00～16：00
14：00～16：00
13：00～16：00

14：00～15：30

　企業向けの弁当製造販売及び食堂運営を行っている株式会社美炎では、新たな取り組みとして、
ドライフルーツを開発し、現在、関連会社にて製造・販売を行っています。様々な果物のドライフ
ルーツを製造しており、どのドライフルーツも保存料を一切使っていないため、安心・安全で、素
材そのものの味や香りを楽しむことができます。また、長く保存ができるため、季節の果物を１年
中味わうことができます。ぜひお買い求めください。
【販売価格】540円（税込）
【販売場所】株式会社美炎に直接ご連絡ください
【お問合せ】株式会社美炎　 TEL：0566-92-5111

保存料を一切使用しないドライフルーツを製造！!

今月号の表紙　株式会社美炎 表紙の写真／©スタジオ RAY 田中克浩

　日本政策金融公庫と連携し、下記日程で半日公庫を開催しま
す。日本政策金融公庫の融資担当者が、融資及び金融に関する
個別相談を行います。
　◆開催日　平成27年7月22日（水）
　◆時　間　午後1時00分～午後4時00分
　◆場　所　安城商工会議所 2階 相談室

『半日公庫』in安城商工会議所のご案内

－３－あんじょう商工会議所



【議　　題】
①平成26年度事業報告承認に関する件
②平成26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
④副会頭選任に関する件
　アイシン・エィ・ダブリュ株式会社：中村 一教 氏
⑤常議員選任に関する件
　倉敷紡績株式会社安城工場：室橋 龍司 氏
　株式会社三菱東京UFJ銀行安城支店：高津 秀典 氏

【報告事項】
①議員職をとる者の変更について
　株式会社大垣共立銀行安城支店：中村 浩一 氏
　株式会社名古屋銀行安城支店：江川 博也 氏
　東海東京証券株式会社安城支店：平井 弥生 氏
　株式会社ニッセイ：山田 昌宏 氏
　株式会社キヌウラ：水野 輝久 氏
②新入会員について
　平成27年度新入会員（平成27年４月以降）46社が承
　認されました。
③持続化補助金の採択状況について
　平成26年度補正予算の小規模事業者持続化補助金の
　採択状況について報告されました。

常議員会を６月11日（木）、通常議員総会を６月24日（水）に開催し、
全ての議案が原案どおり可決されました。

平成26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！
平成26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！

特集

平成26年度 安城商工会議所収支決算

会費
5,604万円

補助金
7,328万円

事業収入
8,614万円

・共済収入
・貸館収入
・事務組合収入
・検定収入
・事務委託収入
　　　　　など

その他
4,098万円

前期繰越金
2,870万円

事業費
7,399万円

次期繰越金
3,481万円

人件費
8,351万円

事務費
1,873万円

その他
7,410万円

※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）

収入の部（総額：28,514万円） 支出の部（総額：28,514万円）

－４－ あんじょう商工会議所



　平成26年度の日本経済を振り返りますと、アベノミクス効果により、経済の好循環
が生まれ始めているものの、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や円安に伴
う輸入物価の上昇、さらには、消費税率引上げの影響を含めた物価の上昇などによる
個人消費に弱さが見られ、これらが地域の中小企業等にも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な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。
　重点事業として掲げました、中小・小規模事業者支援では、補助金を活用した販路開拓支援による、小規模事業
者持続化補助金の申請支援において県下で３番目の採択件数を挙げることができ、多くの小規模事業者より好評を
得ることが出来ました。
　また、安城市中小企業コーディネーター事業との連携により開催しました第１回安城ものづくりコンベンション
2014（「ものコン。」）では、ものづくり企業のマッチングに特化した取組みで、81小間の出展及び1,600名の来場者
があり、マッチング商談会では47件の商談を行っていただくことが出来ました。その他では、創業支援として、安
城市、碧海信用金庫、日本政策金融公庫と連携して設立した「安城創業支援ファーム」において創業支援セミナーの
開催や、平成25年度に引き続き消費税転嫁対策支援事業にも積極的に取り組んでまいりました。
　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
進やプレミアム商品券事業の実施へとつなげることが出来ました。
　従来からの中小・小規模事業対策の推進、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・共済キャンペーンを行い、会員増強運動では日本商工会議所より
２年連続して組織強化表彰を受賞することが出来ました。
　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御礼申し上げ
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。

＜短期的要望事項＞
１．インフラ整備
　　①名古屋岡崎線バイパスの事業推進
　　②豊田安城線の事業推進
　　③国道23号名豊道路のICの渋滞解消
２．産業振興
　　①（仮称）産業振興センターの建設
　　②空き店舗活用の推進
　　③認証規格に係る支援補助金の拡充
　　④空き工場及び遊休地のデータベース構築と情報
　　　提供
３．地域振興・地域活性化
　　①南明治第2地区区画整理事業の推進

＜中期的要望事項＞
１．インフラ整備
　　①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
　　②新池箕輪線の早期整備
２．産業振興
　　①企業用地の計画的確保と対応
３．地域振興・地域活性化
　　①三河安城南地区の
　　　市街化区域拡大と
　　　指定時期の明確化
　　②JR安城駅前の一体
　　　的整備

平成27年度 安城商工会議所からの要望書 提出！
安城市長ならびに安城市議会議長へ要望書を提出しました。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●会員の皆様へ

－５－あんじょう商工会議所



▲副会頭　中村一教 氏

　安城市集客力No.1イベント「安城七夕まつり」において、逸
品グルメエリアを今年度より設置します。会員飲食店、食品製
造・小売事業者の皆さんが出店されます。
　同エリア「願いごと広場」は、これまで更生病院跡地で行われ
ていた「ステージ」や「願いごと短冊」など集客力のあるエリアの
移転先で、加えて今回の逸品グルメが楽しめる会場となってい
ます。ぜひ七夕まつり当日は、「願いごと広場」へ足を運び、美
味しいグルメを堪能しましょう！

【開　催　日】
平成27年8月7日（金）～9日（日）　10時～21時
【出店者・出店内容】
★安城デンビール㈱（フォレ・フェスト）
★安城の郷（ふるさと館）　　★㈱皓介（たこ焼き皓介）　　
★Cafe B+　　　★Cafe LATTE　　　★給食当番
★杉浦製粉㈱　　★タージベンガル
★㈱海沼（どんぐり和泉店）　　★バーシュール
★福来源　　　★ネクスト（デキタッテトレタッテ）
★三河一押 安城魂　　　★和diner龍

【出店エリア】安城駅西駐車場野外（愛知県安城市御幸本町5-25）

【時　　間】　平成27年７月７日（火）　９時00分～16時00分
　　　　　　※午前（９時00分～12時00分）は、会議所会員限
　　　　　　　定の時間帯になります。但し、予約多数の場合
　　　　　　　は当所で調整の上、ご連絡いたします。
　　　　　　※午後（13時00分～16時00分）は、会員以外（青
　　　　　　　色申告会会員など）と一緒になりますので、お見
　　　　　　　えになられた順番による相談となります。
【場　　所】　安城商工会議所、桜井福祉センター
【内　　容】　従業員・専従者等の給与に係る源泉所得税納付手
　　　　　　続き及び相談を行います
【必要書類】　所得税徴収高計算書（OCR用）、27年分所得税源
　　　　　　泉徴収簿など
【備　　考】　税額が無くても報告が必要です。
　　　　　　当日は、商工会議所委嘱税理士が相談に応じます。
【そ の 他】　上記開催日時以外でのご相談は、ご遠慮ください

安城七夕まつり新エリア「飲食・食品ブース」
安城「イチオシ」グルめぐり出店者決定！

　平成27年分源泉所得税にかかる個別相談会を開催いたしま
す。この相談会では、平成27年1月から6月までに支払われた
給与・賞与に対し、その源泉所得税を計算し、7月10日までに
納付するものです。

源泉納付個別相談会のご案内

【会　　期】　平成28年２月11日（木）　10時00分～17時00分
　　　　　　　　　　 ２月12日（金）　10時00分～16時00分
【会　　場】　安城市体育館（愛知県安城市新田町新定山41）
【出展分野】　一般機械器具製造、金属製品製造、電気機械器具製造、樹脂製品製造、
　　　　　　各種加工業、ＩＴ関連分野、販路開拓支援分野など
【小間仕様】　１小間：間口3,000㎜×奥行3,000㎜×高さ2,400㎜　小間仕切り：システムパネル
　　　　　　標準オプション：パラペット、バックパネル、社名板、一次電源供給（100Ｖ／１ｋｗ）×１台
　　　　　　※最大２小間までお申込みいただけます
【募集小間】　90小間（先着順）
【出 展 料】　25,000円／小間（安城商工会議所非会員は50,000円）
【申込方法】　平成27年９月30日（水）までに出展申込書をご提出ください。
　　　　　　※出展申込書は、当所ホームページよりダウンロードいただくか、当所窓口までお越しください。
【備　　考】　出展者を対象に事前説明会を11月初旬に開催します。

　昨年開催した「ものコン。～安城ものづくりコンベンション2014～」は、盛況のうちに終わり、多くの来場者との出展者の間で活発な
商談が行われました。
　自動車産業の裾野で培った製造力・ノウハウを持つ安城市内のものづくり企業を一堂に集めた製造業専門展示会「ものコン。～安城も
のづくりコンベンション2016～」を今年度も開催いたします。
企業と企業を、技術と技術を結ぶ2日間になります。多くの企業様のご出展をお待ちしております。

西三河最大級ものづくり展示会
　ものコン。～安城ものづくりコンベンション2016～ 出展企業募集！

　６月24日（水）の通常議員総会にお
いて、アイシン・エィ・ダブリュ株式
会社の役員改選により上向宣明副会頭
より退任の申し出を受け、引き続き、
同社の常務執行役員の中村一教氏を新
副会頭に選任しました。

副会頭の変更について 願いごと広場

－６－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ



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

　建設部会と交通運輸部会は共催で、西三河地域及び安城市の
建設事業や交通網整備事業（道路整備）等の現状・概要・将来像
について、国・県・市の各々の担当者より今後の計画等をご紹
介いただきますので、ぜひご参加ください。

建設部会・交通運輸部会
主催セミナー 参加者募集！

時 平成27年７月22日（水）　14時00分～16時00分

講 国土交通省中部地方整備局（名四国道事務所） 担当者
愛知県知立建設事務所 担当者
安城市建設部 担当者　※予定

対 どなたでも聴講できます

場 安城商工会議所 ３階 研修室

￥ 無料

内 国、愛知県、安城市の建設事業や交通網整備事業等の現状と
今後の計画

　平成28年４月採用の職員を募集します。
安城市の商工業発展のため、幅広い視野と熱意を持って仕事に
取り組むことができる方をお待ちしています。
【採用の職種】
　◆総合職
　　地域事業者の経営支援事業、地域振興・産業振興に係る各
　　種事業計画・運営など
【応募資格】
　平成28年３月四年制大学卒業見込者（既卒不可）
【勤務条件等】
　職員募集要項は商工会議所窓口または安城商工会議所ホーム
　ページをご覧ください。

職　員　募　集

　愛知県では、女性の活躍に積極的に取り組んでいる企業等を
県が認証し、広くPRすることにより、企業等における更なる
取組を促進するために、女性の活躍企業を認証する制度を新た
に開始します。また、認証企業のうち、平成27年度以降に具
体的な取組を新たに行った中小企業に対しては、女性の活躍促
進奨励金を支給します。

「女性の活躍企業の認証」および
「女性の活躍促進奨励金」のお知らせ

愛知県内に本社がある中小企業の皆さまへ

　愛知県知財総合支援窓口では、中小企業者の皆様の特許、実
用新案、意匠、商標などの知的財産に関するご相談に対応する
ために、愛知県東三河総局とあいち産業科学技術総合センター
産業技術センターにも知財総合支援窓口を開設しています。
【開設場所】
東三河窓口：愛知県東三河総合庁舎 ３階 会議室303
　　　　　（豊橋市八町通５-４）
西三河窓口：あいち産業科学技術総合センター
　　　　　　産業技術センター　技術開発交流センター ２階
　　　　　（刈谷市恩田町1-157-1）
【相 談 日】
毎週水曜日 10時00分～16時00分
【申込方法】
事前予約制、相談日の１週間前までにお申込みください。
【お問合せ】
栄・伏見窓口TEL：052-223-6765／名駅窓口TEL：052-462-1134

～女性の活躍企業の認証～
【対象企業】
　愛知県内に本社または事業所を置く企業・団体等
　※認証基準等は下記URLをご覧ください
【認証の有効期間】
　３年間(再度申請により更新あり)
【認証のメリット】
　・企業のイメージアップ・PR
　・協賛金融機関における認証企業を対象とした融資の金利優遇
　・県が行う各種セミナーなど女性の活躍に関する情報を提供
　・中小企業等については女性の活躍促進奨励金の対象

～女性の活躍促進奨励金～
【対象企業】
　次に掲げる項目すべてに該当する企業を対象とします。
　・「女性の活躍企業」の認証を受けていること。
　・常時雇用する従業員数が300人以下であり、愛知県内に本
　　社があること
　・奨励金の対象となる取組を実施し、平成28年１月末まで
　　に申請すること。
【奨励金の申請】
　・申請は、申請対象となる取組の終了後とします。
　・申請は、１企業１回限りとします。（上限10万円）
【奨励金の対象となる取組み】
　・女性の活躍を促進するプロジェクトチームの設置等、推進
　　体制の新たな整備
　・女性の登用に向けた、女性社員の能力向上に資する研修の
　　実施など
【URL】
　http://www.pref.aichi.jp/0000082680.html

愛知県知財総合支援窓口
三河地域の相談窓口のお知らせ

　道路交通法の一部が改正され、本年６月１日に施行されまし
た。危険行為をくり返す自転車運転者に対する講習制度が実施
されることになりました。
【危険行為の対象】
現在ある違反行為のうち、14類型を危険行為として定めました。
＜信号無視、標識のある場所での一時不停止、酒酔い運転、右側通行など＞
※詳しくは安城警察署交通課にお尋ねください
【制度の流れ】
1. 危険行為をくり返す（3年以内に2回以上）
2. 県公安委員会が自転車運転者に対し、講習の受講を命令
3. 講習の受講（時間：3時間、手数料5,700円）
※命令を受けてから3か月以内の指定された期間内に受講しな
　いと5万円の罰金となります。
【飲食業の方へのお願い】
自転車で来店し飲酒して帰るお客様には、駐輪場などに自転車を
置いていくか、運転せずに押して帰るように声をかけてください。

自転車運転者講習制度がスタート

安城商工会議所　総務グループ
安城市桜町16－１　TEL 0566－76－5175
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時局講演会 マイナンバー制度
業務対応セミナー

　経営者、総務・経理担当者を対象に、マイナンバー制度業
務対応セミナーを６月12日（金）に開催し、100名の方々に
ご聴講いただきました。
　講師に社会保険労務士事務所みらいサポート特定社会保険
労務士の大参直子氏をお迎えし、マイナンバー制度の概要お
よびその影響、行政手続き業務の対応や、マイナンバー制度
開始までの準備などについ
てご解説いただきました。

　東京新聞・中日新聞論説副主幹でジャーナリストの長谷川
幸洋氏を講師にお招きし、時局講演会「激動する世界～日本
の針路を考える～」を６月３日（水）に開催し、250名の方々
にご聴講いただきました。
　当日は、各国の国際情勢をはじめ、現在の政治や経済の動
きなどを最近の話題を中心にテレビでは出来ないような裏話
まで、笑いを交えながら、
今後予想される動きなどに
ついて詳しくご解説いただ
きました。

　商業部会は、リピーター数が売上に大きく影響する小売業
やサービス業の方、リピーター数が少ないと悩んでいる方を
対象に、プレミアム商品券の新規顧客をリピート顧客にする！
「低コスト集客とリピート化」セミナーを開催しました。
　当日は、講師に株式会社ザッツ代表取締役の米満和彦氏を
お招きし、安城市で今年７月から販売されるプレミアム商品
券で来店した新規顧客をリ
ピート顧客にするための方
法について事例を交えてご
教授いただきました。

低コスト集客と
リピート化セミナー ものづくり人材育成研修会

　安城市役所と共催で、ものづくり人材育成研修会ベーシッ
ク編「現場の管理・監督者の実践訓練」を６月17日（水）と
18日（木）の２日間にて開催しました。
　当日は、工場運営の管理をはじめ、若者の育成・職場に定
着させるための監督者向けの現場管理、現場改善の基礎など
について、デンソー技研センター技能研修部次長の水野清美氏
よりご教授いただきました。
　受講者は、実践体験を通
じて、リーダーシップの重
要性や、ものづくり現場で
発生する問題点把握と改善
ができる能力を学ぶ良い機
会となりました。

近隣高等学校等との情報交換会

　雇用対策事業の一環として、近隣高等学校等との就職情報
交換会を６月２日（火）に開催しました。
当日は、高校生の採用を予定している市内事業所の人事担当
者30名と近隣高校の進路指導担当教諭24名が参加しました。
　就職講演会では、講師に株式会社トライアングル・トラス
ト代表取締役の安田真浪氏をお招きし、「キャリアアップ助
成金を活用した人材確保と定着のノウハウ」についてご解説
いただきました。
　また、就職講演会終了後、就職情報交換会を開催し、高校
と事業所による名刺交換や、採用に関する意見交換など、自
由な交流を行い、相互のパイプ作りに役立てていました。

活動報告ダイジェスト版
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遊びゴコロ満載な雑貨で、人生にワクワクを！

子供から大人まで家族で通えるファミリーサロン
　今回ご紹介するのは横山町にあるfam hair。創業大正14年から現在に至るまで４代
続くヘアーサロンヤマモトが、この度「fam hair」として６月12日にリニューアルオー
プンしました。
　「家族で通っていただけるサロン」というコンセプトをもとに、女性でも男性でも、子
供でも大人でも気軽に入れる理容室となったfam hair。お店に入って右側が女性のお
客様向けのスペースとなり、美容室のメニューに加え女性でも顔そりができるほか、カ
ーテンで仕切れる席もあるのが嬉しいですね。左側も、ヘアーサロンヤマモトの頃からのお客様が通っていただける理容室の
スペースとして、上向きでも下向きでも洗えるシャンプー台があります。今までのお客様も大切にという思いを込めてお店の

造りもバリアフリーになっていて、お手洗いは車いすの方でも安心して使えます。
　男女それぞれ美容室や理容室には入りにくいイメージがありますが、両方を兼ね揃えたfam 
hairなら気兼ねなく訪れることができますね。今回とてもお得なクーポンも
付けていただいたので、この機会にぜひ足を運んでみてはいかがですか？

　今回は、６月１日にオープンしたばかりのアメリカン雑貨販売店「ZAKKA 
FACTORY V.O.W TOY’S」に伺いました。店内にはヴィンテージ雑貨が所狭しと並
べられ、訪れただけでも心躍る空間になっています。
　「大好きなアメリカン雑貨の専門店をオープンするのが夢だった」と店長の吉川さん。
オススメはヴィンテージマグカップ「Fire-King」。ガラスに乳白色を混ぜ込んだ独特
な質感のガラス食器で、1960～80年代のアメリカの食卓やレストランで幅広く使用
されたほか、アドバタイジングとして配布される等、日常的に存在していたものです。残念ながらアメリカでの製造は終了し
ましたが、今でもオシャレに使えるヴィンテージ食器として、多くのコレクターに愛され続けています。VOW TOY’Sは三
河地域でも屈指の品揃えを実現。オープンから1ヶ月足らずですが、既に多くのファンを獲得しています。
　他にもガレージアイテムを中心に、遊びゴコロ満載の商品をラインナップ。気さくな店長と
一緒に、オールドアメリカンを探してみませんか？

田中

ZAKKA FACTORY V.O.W TOY’S

fam hair

●営業時間　11：00～20：00
●休 業 日　毎週月曜日
●所 在 地　安城町宮前38-1
●電　　話　93-5655
●ブログ　　http://14790413.at.webry.info/

●営業時間　8：00～カット19：00／カラー・パーマ18：00
●定 休 日　毎週火曜日、第２・３月曜日
●所 在 地　横山町下毛賀知19-7
●電　　話　76-6421

◯有効期限　平成27年７月末日
※他クーポンとの併用不可

◯有効期限　平成27年８月末日

クーポン付

クーポン付

二村
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所在地　三河安城東町1-16-7
代表者　大内　高博
業　種　照明器具開発・輸入・卸・販売
電　話　55-3341

（株）安城メディア・アート事業所名

所在地　東栄町3-805-2
代表者　梅山　順徳
業　種　機械設計、金型設計
電　話　97-2320

（株）東栄事業所名

〈5月15日現在〉

所在地　御幸本町8-1
代表者　萩森　誠行
業　種　教育業
電　話　76-5070

（株）LINK INNOVATION（桜咲総合アカデミー）事業所名

所在地　井杭山町高見3-3
代表者　深瀬　克巳
業　種　外構工事一式
電　話　74-7193

フカセ事業所名

所在地　今本町5-4-6
代表者　野々山　雄二
業　種　運送業
電　話　70-7539

（株）Y.N.S事業所名

所在地　小堤町6-13
代表者　鳥居　玄倫
業　種　税理士事務所
電　話　74-1222

鳥居玄倫税理士事務所事業所名

所在地　桜町19-29
代表者　松本　憲久
業　種　税理士業
電　話　91-6811

松本憲久税理士事務所事業所名

所在地　赤松町堀切35
代表者　岡田　雅子
業　種　介護施設
電　話　93-4880

（株）アイシア事業所名

所在地　浜富町6-8 コロナワールド内
代表者　山本　憲司
業　種　小売業　書籍、雑貨、自転車
電　話　76-9008

ヴィレッジヴァンガード安城店事業所名

所在地　住吉町荒曽根52-3
代表者　清水　伸雄
業　種　食品スーパー
電　話　96-2116

フィール新安城店事業所名
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事務局の人事議員職をとる者の変更

所在地　里町七曲り1-63
代表者　久野　裕司
業　種　広告代理業、パソコンサポート
電　話　97-0739

PC PRO NETS事業所名

所在地　住吉町荒曽根1-245 アワーズビル２階
代表者　笠松　真樹子
業　種　学習塾
電　話　91-6298

セルモ安城住吉教室事業所名

所在地　弁天町1-12 弁天ビル１階
代表者　佐藤　貴之
業　種　手打ちそば
電　話　72-2126

蕎麦切り  さとう事業所名

所在地　安城町宮前38-1
代表者　吉川　大輔
業　種　アメリカン雑貨の小売業
電　話　93-5655

ZAKKA FACTORY V.O.W TOY’S事業所名

【名称変更】
　●WAYA　→　THREE LITTLE BIRDS CAFE
　●（株）森田経営　→　税理士法人森田経営
　●健康堂施術所　→　（株）東洋医学ケアシステム
【代表者変更】
　●（有）加藤技建　加藤紘一　→　加藤克彦
　●（株）ニッセイ　藤井　明　→　長谷川友之
　●（有）中部日軽貨物　伊藤俊充　→　伊藤鐘次
　●（有）三好弥　神谷清信　→　神谷澄子
　●日興印刷　相澤　勉　→　相澤貴由樹
【所在地変更】
　●THREE LITTLE BIRDS CAFE
　　弁天町　→　桜井町新田101 アベニュー桜井B
【電話番号】
　●THREE LITTLE BIRDS CAFE
　　75-0881　→　99-7899

会員の動き

平成27年６月15日付けで
採用いたしました。
総務・業務課（派遣職員）伴野　文音

【㈱三菱東京UFJ銀行安城支店】
若山茂樹 → 高津秀典

常議員　高津　秀典 氏

【倉敷紡績㈱安城工場】
青山髙明 → 室橋龍司

常議員　室橋　龍司 氏
【東海東京証券㈱安城支店】
成瀬克久 → 平井弥生

議員　平井　弥生 氏

【㈱ニッセイ】
藤井　明 → 山田昌宏

議員　山田　昌宏 氏
【㈱キヌウラ】

稲垣柾四郎 → 水野輝久

議員　水野　輝久 氏
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～安城警察署からのお知らせ～
～「夏の交通安全県民運動」が開催されます～

・・・ STOP！ SLOW！ SMART！・・・

日帰り親睦研修を終えて
交流研修委員　清水　由起子
　比較的天候には恵まれていることの多い親睦
交流事業ですが、今年は国宝犬山城拝観時には
こんなにも雨が降るのかと思うほどでした。拝
観後の木曽川昼鵜飼では、予定していた「鵜匠
のおもてなし」は雨量が多く中止となりました
が、鵜飼の模様等を間近に見られ、舟の中では
のんびりとした時間を過ごすことが出来、夏の
風情を存分に満喫できました。また、杉原千畝
記念館でなかなか接することがない歴史を学び、
「人道」のお話を聞くことができ、素晴らしい
一日となりました。
　親睦交流事業に参加し、色々な人との交流も
良いな、と改めて感じることができたのも、商
工会議所女性会だからではないでしょうか。

　平成７年・桜井商工会との合併の年、諸先輩方の後を引継ぎ初代女性会会長を務めさせ
ていただき早いもので20年を迎え、これも歴代役員の皆様の努力の賜物と思います。
　女性会活動の中で、税務、冠婚葬祭、健康、テーブルマナー等の講演会を通じて様々な
ことを学び、他業種の仲間との親睦交流、ディスカッションによりさらに色々なことを学
ぶことができて、楽しいひとときを過ごせたことは楽しい思い出です。
　また、他市女性会と交流した際には、会員増強、年間の事業計画は「何か事を起こさな
いと、何も起きない、生まれない」ことが互いの悩みのようであったことも、女性会活動
の基礎になったことも思い出されます。
　昨今、大型店舗の出店に伴い「シャッター商店街」という言葉が流行語になったように、
商店街が淋しくなりました。また、全国的に地震、津波、豪雨等の災害と異常気象と共に、
不景気風が吹いてきたのではないか、と感じています。「老いては子に従え」という言葉が
ある通り、今後は若い商店街レディに活躍していただき、私も協力して安城商工会議所女
性会を盛り上げていけたら、と考えています。

期間：平成27年7月11日（土）から7月20日（月）までの10日間
重点：◯子どもと高齢者を交通事故から守ろう
　　　◯全ての座席でシートベルト・チャイルドシートを正し
　　　　く着用しよう
　　　◯飲酒運転を根絶しよう
スローガン：広めよう交通安全３Ｓ運動

▲木曽川鵜飼の様子

▲杉原千畝記念館にて

◆七夕事前説明会及び浴衣着崩れ講習会
　７月27日（月）10：00～
　於：新富

私たちの創立20周年記念式典を
成功させましょう！

創立20周年実行委員長　白谷　隆子
　平成７年４月１日、安城商工会議所と桜
井商工会が合併し、「安城商工会議所女性
会」が誕生して20年目を迎えました。11月
17日（火）の記念式典、記念祝賀会を成功
させるため、昨年の歴代会長会議から準備
委員会を立ち上げ、前年度は７回、今年度
は６月までに３回の実行委員会を開催して
参りました。
　私が実行委員長を仰せつかり、基調にし
てきた想いは「おもてなし」「20年間の足
跡」「安城おかみさんの心意気」です。当日
会場のホテルグランドティアラ安城で予定
している内容は、①記念式典②記念講演
『一人芝居「命のビザ～杉原千畝物語」』
③記念祝賀会・アトラクションです。
　私達がお世話になったご来賓、県内女性
会会員の皆様をお迎えして盛大にお祝いし
ましょう。そして、お互いの「絆」を深め合
い、会員の皆さんで大いに盛り上げましょ
う！後５ヶ月となりました。皆様のご参加、
ご協力を熱くお願い申し上げます。

139

女性会20年間の思い
初代会長　近藤　あつ子
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★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!!

行事予定

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



６月例会

ー ７月例会 外部視察研修 ーー ７月例会 外部視察研修 ー

○日　　時　　平成27年７月15日（水） 7：45より
○場　　所　　静岡県浜松市
○会　　費　　4,500円
○内　　容　　静かな空間での座禅を通して、自分を見つめ直し、集中力

を高めることで自己研鑽する。
航空自衛隊広報館では普段見られない航空機等を見学し、
自衛隊のことを知るきっかけにしてもらうことを目的と
する。

７月例会 外部視察研修を下記のとおり開催します。

　６月17日（水）に商工会議所３階研修室において、６月例会を行いました。
　今回の例会は『青年経済人として知っておきたい事』と題しまして、青年経
済人として知らなければならないことや知って役に立つ情報を広報委員会内
で考えメンバーに知ってもらうことを目的で開催しました。
  [マイナンバー制度]と[ふるさと納税]の２つの内容について役に立つ情報
を伝えさせていただきました。 [マイナンバー制度]の説明は社会労務士の川
澄さんを講師に、[ふるさと納税]は長田さんが講師をされました。そして安
城市よりふるさと納税を担当されている。安城市総務部財政課の村藤様にお

越しいただき安城市のふるさと納税の状況について質問形式にてわかりやす
く解説していただきました。参加者の皆様に [マイナンバー制度]と[ふるさと
納税]について理解していただくきっかけになったと思います。
　われわれ中小企業の経営者やその社員にとって、知識や情報を得る場が大
企業と比べ多くあるわけではありません。この団体を通じ多くの知識を深め
情報交換ができたらよいと考えております。　
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第21回 安城商工会議所青年部創立20周年記念チャリティーゴルフコンペ

　平成27年５月31日（日）にザ・トラディションゴルフクラブに於きまし
て第21回安城商工会議所青年部創立20周年記念チャリティーゴルフコンペ
が開催されました。
　開催前日まで心配された天候も当日は絶好のゴルフ日和となり、安城商工
会議所副会頭金子功男様、一宮、稲沢、大府、岡崎、春日井、刈谷、瀬戸、
東海、常滑、豊川、豊田、豊橋、半田、西尾の各青年部、の現役メンバー並
びにOBの方々総勢80名を越える皆様にご参加頂きました。
　20周年記念大会ということで、多くの方々から賞品のご協賛を頂きま

した。懇親会、成績発表では多くの皆様の賞品獲得の笑顔で溢れ、また和や
かに交流の時間を楽しんでいらっしゃるひとときは、今年度のスローガン
「百花繚乱」を映していました。
　今回の優勝者は刈谷YEGの都築浩介様でした。おめでとうございました。
　20周年記念事業を９月に控えた我々安城YEGにとって、今回の安城チャ
リティーゴルフコンペは大勢の方々に出席していただき、20周年のPRをす
るとともに他単会の方と交流できるきっかけとなり、良いスタートをきれた
のではないかと思います。
　当日の企画運営を担当されました松本尚己副会長、鈴木彩渉外委員長そし
て渉外委員会メンバーの皆様に感謝申し上げます。

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　マイナンバー制度とは、住民票を持つ者全員に「個人番号」
（法人には「法人番号」）を付して、行政手続などで利用する制
度である。これにより、行政機関が保有する社会保障と税の
情報が一つの番号で管理できるようになり、社会保障の不正
受給の防止や、正確な所得把握などが可能になる。マイナン
バー制度の開始に伴い、平成28年１月以降、社会保障関係
の書類や税務関係の書類に、順次個人番号・法人番号を記載
することが求められるようになる。
　従って、民間企業で、①従業員・扶養親族、株主、取引先
（支払調書を提出する取引先のみ）などから個人番号・法人番
号を収集した上で、②これを保管し、③健康保険組合・年金
事務所・ハローワークなどに提出する社会保険関係の書類に
従業員などの個人番号を記載したり、税務署や都道府県に提
出する源泉徴収票・支払調書・報告書などに従業員・株主・
取引先などの個人番号・法人番号を記載する必要がある。つ
まり、マイナンバー制度への対応をしなくてよい民間企業は
存在しないのである。
　個人番号は、住民票があれば国籍や年齢を問わず全員に付
番される12桁の数字である。平成27年10月に、市区町村か
ら、住民票の住所宛てに、各個人の「通知カード」が郵送され
ることで通知される。
　個人番号をその内容に含む個人情報のことを「特定個人情
報」という。例えば、従業員の氏名・電話番号といった情報
に個人番号が加わると「特定個人情報」になる（個人情報＋個
人番号＝特定個人情報）。

　平成27年10月にマイナンバーが通知され、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、冊子
『マイナンバーＱ＆Ａ』を窓口にて配布しております。
　ご希望の事業所は、当初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。

　この個人番号と特定個人情報は、取り扱いについて厳しい
規制が存在する。例えば、民間企業は、原則として行政機関
などに個人番号を記載した書面を提出するために必要な場面
以外で、個人番号を利用すると違法となる。
　また、行政機関などに個人番号を記載した書面を提出する
ために必要な場面以外での特定個人情報の第三者への提供、
収集、保管も全て違法である。特定個人情報のデータベース
など（「特定個人情報ファイル」）も、行政機関などに個人番号
を記載した書面を提出するために必要な範囲を超えて作成す
ると違法となる。
　さらに、個人番号を取得する際には、必ず「本人確認」を行
わなければならない。具体的には、①番号確認（番号が間違
っていないか否かの確認）、②身元（実在）確認（提供している
人間がなりすましでない本人であることの確認）が必要とな
る。この本人確認の実務をどのように構築するかが、民間企
業におけるマイナンバー対応の最大の難所となる。
　民間企業は、平成28年１月から順次、行政機関などへ提
出する書類に個人番号・法人番号を記載することが求められ
ている。このため、今年中に、取り扱いの規制や本人確認の
義務などを前提とした①個人番号の収集、②保管、③行政機
関などへの提出のための業務とＩＴシステムの構築を行わな
ければならない。民間企業は、まさに待ったなしの対応を迫
られているのである。

執筆者：牛島総合法律事務所　弁護士・影島広泰

第１回　  企業の対応は急務

解説マイナンバー
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冊子『マイナンバーQ&A』配布中！
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