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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！

おすすめサービス
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『労働保険事務代行サービス』
の活用を！

当所が運営する労働保険事務組合が、事業主に代わって労働保険料の納付や従業員の雇用保険の届け出等、
わずらわしい事務を代行する商工会議所のサービスです。

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

ガンバル事業所、応援します8

特集「新年のご挨拶」4

折込「経済講演会」
折込「交通運輸部会主催セミナー」
折込「新入社員教育担当者セミナー」
折込「決算書の見方・読み方セミナー」
折込「青色決算・所得税申告・消費税申告 個別相談会」
折込「平成27年度補助金セミナー」
折込「航空宇宙産業進出セミナー」

レストランキッチングルメ安城店
　所在地　安城市大東町9-31
　　　　　ザ・モール安城1階
　電　話　0566-74-9215

Smiley MAMA　
　所在地　安城市日の出町3-1
　　　　　ハイライフマンション
　　　　　HORIO1階
　電　話　090-9662-6801
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　高棚町で生産設備の設計・製作・施工・販売を行っている株式会社石亀工業では、日頃お世話に
なっている皆様に対し感謝の気持ちを形に込めて９年前より「干支の置物」を製作しています。
　この置物は、同社にて特許を取得している「はめ込み工法」を使用しており、表紙の猿は合計72
パーツから作られています。切断時間６分54秒にてレーザー加工し、厚さ２㎜でそれぞれのパーツ
を製作しています。それを約２時間かけて１つ１つプラモデル感覚で社員の方が組み立てています。
　同社の技術が詰まったこの置物は販売しておらず、得意先やその他関係者の方々にお渡ししてい
ます。
今後も柔軟な発想と時代を読み取り、次代を見つめ変化していく企業「株式会社石亀工業」から目
が離せません。
【お問合せ】
　株式会社石亀工業
　所在地：安城市高棚町石亀88 ／ TEL：0566-75-7301

独自技術が詰まった干支の置物を製作！！

今月号の表紙　株式会社石亀工業 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。ご掲載いただける事業所を随
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がありますので、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「ものコン。開催」

－３－あんじょう商工会議所



　又旧年中は、安城商工会議所の事業・運営に深いご理解とご支援、ご協力を賜りましたことに厚
くお礼申し上げます。
　さて、昨年のわが国経済を振り返りますと、個人消費が一定程度下支えしたものの、中国経済の
減速による景気の不透明感やテロによる企業心理の動きから企業の設備投資は様子見傾向が強まっ
ています。大手企業の収益は過去最高水準にありますが、中小企業においては人手不足や人件費の
上昇、価格転嫁の遅れ、消費者心理の動向など景況感は先行き慎重な見方が続いています。

　こうした中、安城商工会議所では安城市経済の将来像を見据えながら、企業が持続的に発展する為の支援に取り組んでまい
りました。特に小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金の支援では県下でも高い実績をあげることができました。

　昨年11月には、兼ねてより申請しておりました、地域中小企業の持続的発展による地域経済活性化を目標とした「経営発
達支援計画」が経済産業大臣より認定され、当所が果たす役割はますます重要となってきております。今後は計画方針に沿っ
て経営状況分析による中小企業の現状把握をはじめとした個社支援だけでなく、面的支援として商業活性化事業によるまちの
ブランド化、工業活性化事業による重点成長産業育成にも積極的に取り組み、地域経済活性化に繋げてまいりたいと思います。

　会員の皆様からの要望が多かった交流会事業につきましては昨年11月24日に従来の従業員表彰と合わせて会員大会を実施
し、本年1月６日の新春賀詞交換会の開催など、今後も会員相互・異業種間での交流を深めていただける事業を行ってまいり
ます。又、2月には西三河最大級のものづくり専門展示会「安城ものづくりコンベンション2016」を開催し、企業の受発
注・商談・連携・人材雇用の支援にも取り組んでまいります。

　本年も『地域総合経済団体』としての使命を果たすべく現場の声を第一に考え、行政並びに各関係機関との連携を図り「地
域と企業に密着！話せる・頼れる商工会議所」を目指して最善の努力を尽くす所存でございます。

　本年が皆様方にとりまして大きな飛躍の年となりますようご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。

新年　明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、平成28年の新春を健やかにお迎えのことと
お慶び申し上げます。

新年のごあいさつ　　安城商工会議所 会頭　田村  脩

　皆様におかれましては、日ごろから市政に対し温かいご支援ご理解を賜り、厚くお礼申し上げます。

　我が国経済は、アベノミクス効果により、デフレ脱却、景気回復、日本再興に向けた動きを続け
ています。当地域の自動車関連の輸出企業においては円安・原油安の影響を受け、業績が向上し、
雇用・所得環境の改善が見受けられました。しかし、一方で急激な円安が原材料や建設資材の高騰
を招き、今なお、多くの中小企業では経営状況の厳しい状態が続いています。

　そんな中、少子・高齢・人口減少時代に対応し、将来にわたる持続可能な発展のため、本市でも
「安城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定中であります。2060年に19万人程度の人口を確保するという長期の目標
を実現するため、「ものづくり産業の強みを伸ばしつつ、産業の多様化にも取り組む」ことを基本目標に掲げてまいります。
それに向けて、中小企業コーディネーター事業及びがんばる中小企業応援事業を核として、ものづくり産業の高度化、新技術
開発支援、産業の多様化、女性の雇用拡大などに取り組んでまいります。

　２月には、貴会議所主催で、市内の製造業の技術力とノウハウが集結する「安城ものづくりコンベンション2016」が開催
されます。販路拡大や高付加価値化、新事業への進出など多くの成果が生まれますことを期待しております。

　また、今年は、地域経済の活性化に向けて中小企業の設備投資を促進するための新たな補助事業を創設いたします。産業の
分野を問わずご利用いただける内容となっておりますので、多くの事業者の皆さまに是非ご活用いただきたいと思っております。

　商業につきましては4月より、商業コーディネーターの配置を検討しております。商業集積された商店街エリアを中心に、
商業コーディネーターが各個店を訪問し、個店が抱える経営課題や今後の商店街のあり方等を検討し、解決策を考えてまいります。

　また、創業を支援するため、JR安城駅に観光案内所を併設したビジネス交流施設を開設しました。ここでは個人事業主や起
業しようとされる方々にスペースを提供しています。今後はセミナーの開催や各事業者間の交流を促したいと考えています。

　現在、中心市街地では平成29年の図書情報館のオープンに向けて、建設工事が進んでおります。更なる魅力的なまちづく
りの推進と今後の地域社会の発展にご協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、貴会議所の一層のご発展と会員の皆
様のご多幸を心からお祈り申し上げます。

新年のごあいさつ　　安城市長　神谷  学

安城商工会議所会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。
平成28年の輝かしい新春を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。

－４－ あんじょう商工会議所



　昨年の世界の動向は、ギリシャ問題、中国経済の新常態への移行、資源・エネルギー価格の下落、
シリア問題など、世界経済を揺るがす問題が多数ありました。新興国経済が低迷する中で、相対的
に先進国経済は底堅く、米国経済は好調に推移し、昨年の世界経済全体は緩やかな回復となりまし
た。本年は、米国がいよいよ金融緩和の出口戦略に入り、中国経済の先行きの不透明さと合わせて、
新興国経済に力強さがうかがえないなど、世界経済の回復は今年も緩慢なものになるのではないか
とみられております。
　一方で、わが国経済は、ようやくデフレ脱却への道筋が見え、昨年はＴＰＰの大筋合意や訪日観光客の増加、さらに、昨年
後半からは、企業の設備投資も拡大していることが明らかとなり、国民・経済界が将来に向けて明るい展望を持てる期待感が
広がりつつあります。また、来年４月には消費税率が１０％にアップすることから、本年後半にはある程度の駆け込み需要が
発生するのではないかと思われます。

　将来の日本の持続的な成長を成し遂げていくためには、50年後の人口１億人の維持を目標とする抜本的な少子化対策、働
く意欲を持った高齢者と女性の労働参加を促進する労働改革、日本の食の魅力と安全を世界に発信する強い農業への転換など、
構造改革の推進がいずれも待ったなしの状況となっています。また、これらを実現する財源のためには、税と社会保障の一体改
革の実現も急務となります。
　わが国は、幸いなことに安定政権の下で、政策を継続的かつ粘り強く実行する体制にあります。日本再生のためには、改革
のプラスとマイナスを明示し、国民にその必要性を説明し、説得し続けることで改革を成し遂げることが重要であります。

　さて、このような中で、商工会議所といたしまして、どのようなことに軸足を置いていくことが必要であるか考えますと、
全国514の商工会議所が、それぞれの地域で、関係者と緊密に連携しながら地域の将来をデザインし、地方創生に向けて取り
組んでいくことが肝要だと思います。特に「観光」や「ものづくり」など地域の強みを生かす活動には、商工会議所が強い
リーダーシップを発揮していくことが求められているのではないでしょうか。

　まず、地方創生の切り札として期待される観光分野では、外国人観光客は、一昨年に1300万人を超え、昨年は約1900万
人と急激に増加しました。2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに2000万人という当初の目標を前倒しで達成
することが確実となっています。それぞれの地域が、外国人のみならず国内の観光客を引き付けるためには、デービッド・ア
トキンソン氏の『新・観光立国論』にも述べられているように、「文化」「気候」「自然」「食事」の四大要素を軸として、
地域が独自の魅力を発信するとともに、地域間の連携も必要ではないでしょうか。新たな目標設定とともに、ボトルネックの
解消と観光消費の効果を得るための現実的な対策を考えていくことが重要です。

　次に、観光と並んで日本の強みを生かす分野に製造業があります。六重苦が徐々に解消され、ＴＰＰの大筋合意により、国
内立地の競争力は改善傾向にあり、新しいものづくり立国を構築する好機が訪れています。昨年11月には、「ＴＰＰ政策大
綱」がまとめられ、ＴＰＰを活用した中小企業と農業の輸出促進支援策も検討されており、地方創生にも大いに貢献すること
が期待されます。１～２年後にはＴＰＰが発効することを想定して、これまで海外ビジネスに取り組んでいなかった企業でも、
どのように活用できるか、検討していくことが重要ではないでしょうか。特に、ＴＰＰでは日本の農業を強い産業に変革して
いくとともに、日本の農産品・食品の輸出拡大に貢献することが期待されています。

　さらに、日本再生という点では、本年３月で震災から６年目に入る被災地の復興の歩みも加速させなければなりません。一
日も早い本格復興に向けて、現地のニーズに即した支援を着実に実行していくことが重要です。

　最後になりますが、地方創生の主役は、われわれ自身であり、明るい未来を切り開く気概を持ったわれわれの一歩が日本再
出発の推進力となります。自信を持って前を向き、変化をチャンスと捉え、果敢に挑戦してまいりましょう。皆さまの一層の
ご支援とご協力を心からお願い申しあげます。

日本商工会議所 会頭　三 村 明夫

明けましておめでとうございます。
平成28年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

平成２８年 三村会頭 年頭所感

－５－あんじょう商工会議所



　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2016」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
お申込下さい。
【掲載対象企業】　安城市内の企業（100社予定）
【掲 載 枠】　Ａ4版1ページ、モノクロ
【配布予定先】　県内主要大学・短期大学、掲載企業への送付、
　　　　　　　　平成28年3月以降開催の合同企業説明会等に
　　　　　　　　て配布
【作成予定部数】　1,250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28年2月下旬
【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 期 日】　平成28年1月15日（金）
　　　　　　　　※申込み受領後、ガイドブック
　　　　　　　　　に掲載する企業概要書をお送
　　　　　　　　　りします。

新卒者採用・企業PRのための
「あんじょう企業ガイドブック2016」
掲載企業募集！

対 青色申告を行う個人事業主、経理担当者

講 刈谷税務署個人課税部門　鈴木　啓泰 氏

■ 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

　消費税が８％に増税され、２回目の決算期、確定申告期を迎
えます。加えて、マイナンバー制度が施行され、今後の確定申
告等にも各々に付与されたマイナンバーが必要となります。
　今回のセミナーでは、決算書、確定申告書の作成方法等につ
いて解説、円滑に作成できる手法に加えて、マイナンバー制度
への対応についても学んでいただく機会ですので、ぜひご参加
ください。

税務セミナー 受講者募集！

あきんど商品券・量販店券・建設券
換金期間について

時 平成28年１月19日（火）14時00分～15時30分

内 ⑴ 平成27年分青色決算、所得税確定申告書の留意点
⑵ 税務におけるマイナンバー制度について
⑶ 消費税確定申告について
⑷ e-taxについて

場 安城商工会議所  ３階  研修室

　「あきんど商品券」「あきんど量販店券」「あきんど建設券」
の換金期間が下記のとおり迫ってきております。まだ換金され
ていない登録事業所は、期日までに換金いただきますよう、ご
案内いたします。

大規模展示場整備に関する
要望書を提出！

　西三河地域9市1町の市長および商工会議所会頭、商工会会
長名にて、11月20日（金）に
知事公館において、愛知県知事
の大村秀章氏に対して大規模展
示場整備に関する要望書を提出
しました。

● あきんど商品券・量販店券
【換金期間】平成28年1月20日（水）まで
【換金方法】各小規模店は碧海信用金庫口座を準備の上、市内
　　　　　　碧海信用金庫10店舗および東刈谷支店にて「取扱
　　　　　　店証・回収済みあきんど商品券・専用入金票」を
　　　　　　通帳と共に窓口へお渡しください。即日の入金と
　　　　　　なります。
　　　　　　※碧海信用金庫口座のご用意できない方・各チェ
　　　　　　　ーン店・大型店は安城市商店街連盟事務局まで
　　　　　　　ご相談ください。
【お問合せ】安城市商店街連盟　TEL：0566-72-5002
● あきんど建設券
【換金期間】平成28年1月20日（水）まで
【換金方法】「回収済みあきんど建設券・専用請求書」を同封し
　　　　　　安城商工会議所までご持参ください。確認でき次
　　　　　　第、貴社指定口座へ換金手数料ならびに振込手数
　　　　　　料を引いた金額を振込みさせていただきます。
【お問合せ】安城商工会議所　TEL：0566-76-5175

￥ 無料

　平成27年分源泉所得税に係る個別相談会（年末調整）を開催
いたしますので、ぜひご利用ください。

※１　当所会員限定の時間帯（予約優先）となります。
　　　午後からは、青色申告会と合同開催になります。
【相談内容】従業員・専従者等の給与に係る年末調整手続き指導及び相談
【必要書類】◎国民年金・生命保険・損害保険・個人年金・小規模企　
　　　　　　 業共済等の各種証明書
　　　　　◎所得税徴収高計算書（OCR用） ◎所得税源泉徴収簿　
　　　　　◎給与支払報告書（個別明細書） 
　　　　　◎源泉徴収票等の法定調書合計表
　　　　　◎給与等の支払状況内訳書  ◎印鑑　など
【備　　考】上記開催日時以外でのご相談はご遠慮下さい。

年末調整個別相談会のご案内

大見代議士に要望書を提出！

　11月30日（月）に衆議院議員の大見 正事務所を訪問し、政策
秘書の後藤 誠氏に「平成28年度税制改正」および「中小企業・
小規模事業者関係予算」に関する要望書を提出しました。
　今回は、中小企業のイノベーション
を促進する税制改革や「一億総活躍」
・「強い経済」の実現と「TPP」の活用
促進に向けた中小企業・小規模事業
者関係予算の重点要望項目の内容に
ついて要望を行いました。

▲昨年の企業ガイドブック

日　　　時
1月14日（木） 9時～12時 ※1
1月15日（金）

1月15日（金）

13時～16時 安城商工会議所 ３階 研修室

桜井福祉センター ２階 多目的室

会　　　場

9時～12時 ※1
13時～16時

当所会員を対象に、「事前予約サービス」を実施しています。
事前予約により、待ち時間なしでご利用いただけます。

「事前予約サービス」は当所会員限定の特典になりますので、ご活用ください。

『事前予約サービスでスムーズに！』

－６－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ



　当所が策定した小規模事業者の持続的発展を支援する中長期計画「経営発達支援計画」が、11月17日に認定され
ました。
今後は、計画に基づき事業者の皆さんのパートナーとして支援内容の充実を図ります。なお認定された計画は、中
小企業庁ＨＰ（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/nintei.html）に掲載されています。

安城商工会議所「経営発達支援計画」を経済産業大臣が認定！

　安城市産業界が持つ技術力・ノウハウを一堂に会する展示型マッチング商談会
「ものコン。～安城ものづくりコンベンション2016～」を開催いたします。さまざまな
イベントに加え、企業紹介ブースや講演なども盛りだくさんです。今回は、その中から
「ものづくり基調講演」と「事前予約型マッチング商談会」をご紹介しますので、ぜ
ひ、ご来場ください。

　商社や県内の優良企業の調達担当者を紹聘し、みなさまの技術をＰＲしていただくための面談ブース「ものコン事前予約型マ
ッチング商談会」を開催いたします。招聘企業に対して自社技術をＰＲして、新たな販路を開拓するチャンスです。
【日　　時】２月11日（木）11：00～16：00および2月12日（金）11：00～15：00（１面談30分上限）
【招聘企業】岡谷鋼機㈱、シマツ㈱、中央工機㈱、中央精機㈱、㈱槌屋、富士精工㈱、峰澤鋼機㈱　＜五十音順＞
【申込期限】１月31日（日）　※なお、安城市外の企業は1月10日（日）よりお申込みを受け付けます。

ものづくり基調講演ものづくり基調講演 会場：ものコン2016会場内（安城市体育館）

事前予約型マッチング商談会事前予約型マッチング商談会 会場：ものコン2016会場内（安城市体育館）

リニアインパクト！
　ものづくり愛知での活かし方

名古屋大学 未来社会創造機構 教授
グリーンモビリティ連携研究センター長

森川 高行 氏

講師 （一社）宇宙エレベーター協会

代表理事　大野 修一 氏

講師

株式会社 最新レーザ技術研究センター

代表取締役　沓名 宗春 氏

講師

デンソーの技術開発と農業分野の取組について
　～農業の未来を創るプロファーム～

世界に学ぶ第4の波（産業革命）！
～安城の地にも先端レーザー技術を～

宇宙進出のための新奇システムの開発

2月11日木 11：00～12：30 2月11日木 14：00～15：302月11日木 14：00～15：30

2月12日金 11：00～12：00 2月12日金 13：30～15：00

（株）デンソー 農業支援室

室長　高須 康仁 氏

講師

ものづくり基調講演、および、事前予約型マッチング商談会のお申込みは、当所窓口にお越しいただくか、
当所ホームページをご覧ください。

販路開拓の
チャンス!!

主な支援内容

安城商工会議所は事業者の皆さんのパートナーとして、皆さんとともに売上向上を目指します！

①経営状況分析
・経営分析や決算財務分析から事業者の現状把握、経営資源
　の掘起しを行います。
・専門家派遣事業を立ち上げ、事業者支援の充実を図ります。

③需要・経済動向調査
・市内動向を把握する「定期景況調査」の実施と様々な統計
　調査から事業者ごとの現状を把握します。
・市場分析や商圏分析から事業者の今後の方針を支援します。

②創業計画、事業計画作成
・創業時の「創業計画」、持続的発展を目指した「事業計画」
　など創業補助金や持続化補助金、ものづくり補助金などの
　申請支援と併せて、計画作りを支援します。

④新規顧客獲得、売上向上支援
・販路開拓を目指した「ものコン。」「合同プレス発表会」　
「七夕まつり出店」などを活用し、新規顧客の獲得を目指します。
・ITの活用や販路開拓セミナーにより売上向上を支援します。

－７－あんじょう商工会議所



中部電力はじめる部を設立！

【DATA】
カフェ&キッチン yy
住所 安城市高棚町小牧 31
TEL  0566-93-2981
（まずはお電話にて問合せを）

カフェ&キッチン yy

　中部電力株式会社では、2016年4月から始まる電力の全
面自由化に対し、当社独自のサービスを開発し、他社に先駆
けて提供していきます。

<お問合せ窓口>
ビジエネ：0120-210-035　カテエネ：0120-933-348
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.chuden.co.jp/

クッキングスタジオ開始（28.1～）
　地元産食材と自家製デザートにこだわりをもった高棚町に
あるおうちごはんカフェ「カフェ＆キッチンyy」。今年1月か
らクッキングスタジオを始めます。事業主の石川さんは以前
料理を教えていて、昨年3月にカフェをオープンしてからも
ぜひ料理教室をという声が多く、開催の運びとなりました。

　お弁当、パーティー料理など3～4回ごとにテーマを決め
て実施します。その他、季節の行事用の料理、専門家を招い
ての紅茶教室など、盛りだくさんの内容となっております。
　身近な旬の素材を使って、
和食・洋食・エスニックなど
気軽に楽しくできる料理を
体得してみてはいかがですか。

～　ｙｙ（ワイワイ）クッキングスタジオ　～
日　時 ： 毎月第3火曜日（10時～13時30分頃）
参加費 ： 4,000円（会員）　5,000円（ビジター）　　
            　 (昼食・ケーキ・飲み物付)
入会金　: 3,000円
　　　　  ※平成28年1月中に入会の方は入会金無料です

【DATA】
中部電力株式会社　安城サービスステーション
住所 安城市明治本町 19-11

中部電力株式会社

【DATA】
ダンススタジオ KIRINJI
住所 安城市御幸本町 7-17 安城壱番館 4F西
TEL  0566-72-5040
URL：http://www.geocities.jp/depth2011/

ダンススタジオKIRINJI

音響と照明が充実し、今度は映像まで！
本当にダンススタジオなの？

　今年の2月に御幸本町に移転したダンススタジオKIRINJI。
移転したばかりだというのにもうリニューアルです！
　今度は高さ２Mもの大型スピーカーを導入し、更に舞台用
照明まで導入。スタジオでイベントや簡単な発表会まで出来
ちゃうスタジオになっています。更に、ハイスペックなプロ
ジェクターも導入し、『音』『光』『映像』を合わせた新し
い表現のできるダンススタジオになりました。これは昨年実
施していた小規模事業者持続化補助金の採択により一部補助
金を受けて導入が可能となりました。
　スタジオでは、レンタルも行っております。会員様がいろ
んな表現が出来る様、
サポートさせていただ
きます！また、ダンス
練習だけでなく、お友
達と集まって最高の音
と大画面で映画鑑賞す
ることも可能！是非、
遊びにきてください！

【DATA】
安城印刷株式会社
住所 安城市花ノ木町 5-2
TEL  0566-75-1188　URL：http://www.a-print.co.jp/

安城印刷株式会社

安城南明治土地区画整理事業にともない
建設中の新社屋がついに完成

　今年で創業80年を迎えた安城印刷㈱は、チラシ印刷から
情報誌、記念誌など様々なお客様のニーズをメディア化する
総合印刷の老舗。
　この商工会議所の「会報あんじょう」や安城市の「広報あ
んじょう」など大量制作も可能な同社は、今回の新社屋建設
により効率化を実現するとともにキャパシティの拡大を可能
とし、さらなる顧客ニーズ対応体制が整った。
　また今回の新社屋完成と併せ、ロゴマークも一新。創業以
来80年にわたる実績と蓄積された高度な印刷技術ノウハウ、
お客様との密接な相互信頼を大切にし、企画提案未来型企業
（メディアステーション）として、お客様のニーズに応える
べく企画力を充実し、高級で高品質な印刷物を生み出し、社
会から常に存在価値を認められる印刷会社を目指している。

ビジネス向けの新サービス、はじめます。

ご家庭向けの新サービス、はじめます。

集客お手伝いサービス
会計お手伝いサービス
ビジネス相談ダイヤル（法務・税務）
スマートメーターを活用したサービスの充実
オフィスまとめてお手伝いサービス

「
ビ
ジ
エ
ネ
」

サ
ー
ビ
ス
の
充
実

カテエネポイントのサービス拡充

スマートメーターを活用したサービスの充実

地域お買いもの情報
安心コール

「
カ
テ
エ
ネ
」

サ
ー
ビ
ス
の
充
実

●カテエネポイントの電気料金充当
●ポイント提携先の拡大

●カテエネレポートのバージョンアップ
●省エネお手伝いメール　●見守りお手伝いサービス
●TVで電気のご使用量を「見える化」

－８－ あんじょう商工会議所

ガンバル事業所、応援します!!



メニュー豊富な昔懐かしいレストラン

お財布に優しい嬉しい安心価格の整体サロン
　10月27日に日の出町商店街にＮＥＷオープンした整体サロン、スマイリーママ。
リトミックインストラクターやチャイルドカウンセラーをしていたオーナーの、ふとした思い付きから
はじまったこのサロン。主婦やママ業にお休みはない、ママ達だってご褒美がほしい！癒されたい！だ
けど、ほとんどのリラクサロンは託児がない。
　なかなか子連れで、気軽に行けるサロンや整体のお店って少ない。そこで当時シングルマザーだった
オーナーは、誰にも気を使わなくていいサロンをつくろうと、完全１組貸切の癒し空間を考えました。
最初はママ向けのサロンでしたが、人目を気にしないことから男性や、今までサロンに行きたくても行
けなかった方にもご来店頂けるように、でかでかと大きな看板で「ダイエット」「美容」「癒し」と表
示されていると初めての方は人目を気にされます。スマイリーママは「整体サロン」の表示のみで、整
体院だと思って入り易いのだとか。
　また東京からやってきたハイレベルな小顔技術！東海地区で初めての「ビーキューブ・フェイシャル・セラピー」を受けら
れるのも魅力のひとつ。
　10分でキレイになれる「取戻し美容」をお教えしちゃいます。プロの整体師が常駐しているので、慢性的な疲労感や痛み、
様々なお悩みに合わせた施術を受けられます。お財布に優しい嬉しい安心価格。子育ての悩みから様々なお悩みまで、心も身
体も癒せるのはここだけ！！ぜひ一度、お問い合わせください。

　今回は、大東町のザ・モール安城レストラン街にある「レストラン キッチングルメ安
城店」に伺いました。
　料理サンプルで埋め尽くされた外装が昔懐かしい雰囲気をかもし出している。ディス
プレイにある料理サンプルのとおりメニューの多さに驚くばかり。その数100種類以上！
その魅力に誘われてか、買い物を終えたお客様が途切れず来店していました。
　おすすめの料理は「オムライス（税込702円～）」。ふわふわの玉子に包まれたライス
にしっかりと味が付いており、噛めば噛むほど米の甘みと、食材の旨味が口に広がりま
した。特に玉子の焼き加減、ふわふわ感は絶妙の一言！
　また、季節のデザートやキッズメニュー、メガサイズ（2.5人前）等があり、お客様の希望が叶う料理が必ずあります！
　オーナーが自信を持って提供する料理をぜひ味わってみてください。

三村

㈱Anniversary（レストランキッチングルメ安城店）

整体サロン Smiley MAMA

●営業時間　10：00～21：00
●休 業 日　なし
※ザ・モール安城が休みの日は営業しません
●所 在 地　大東町9-31 ザ・モール安城1F
●電　　話　74-9215

●営業時間　10：00～22：00（完全予約制）
●定 休 日　木曜日、第２日曜日
●所 在 地　日の出町3-1（駐車場有　カード可）
●電　　話　91-1626／090-9662-6801
　HPからもご予約頂けます。

杉山

クーポン付

クーポン付

★

南安城駅

日の出町

バロー●

名
鉄
西
尾
線

南安城駅北

南安城駅

丸　田

大東町

倉敷紡績

安城農林高校

ザ・モール
安城

安城中部
小学校

東海道本線

★

ホームページにも掲載中　http://anjo-cci.or.jp/

会員事業所訪問



　安城市と共催でＱＣ監督者およびスタッフを対象に、12
月9日（水）にＱＣ入門セミナーを開催しました。
　元アイシン・エィ・ダブリュ株式会社ＴＱＭ推進部部長の
和田幸敏氏を講師にお招きし、
ＱＣの基本とＱＣ的なモノの
見方や考え方、実務の中で向
き合う課題解決の進め方等に
ついてご教授いただきました。

2015国際ロボット展視察会

大須商店街と繁盛店視察会

安城警察署 激励訪問
　当所田村会頭をはじめ、金子副会頭、沓名副会頭は、12月
4日（金）に年末特別警戒を展開中の安城警察署を訪問しました。
　安城警察署の星野署長に慰問品を寄贈し、「年末年始は
様々な事故や事件が増加傾向
にあるため、市民の方々が安
心かつ安全に過ごせるように
取り組んでいただきたい」と
激励しました。この激励慰問
は、愛知県警察官友の会とし
て毎年開催しています。

　工業部会は12月3日（木）に東京ビッグサイトで開催された
2015国際ロボット展視察会を開催しました。
　産業用をはじめ、介護や災害対応用など幅広い分野のロボ
ットが出展されており、日本のみならず海外における未来に
向けたロボット技術について理解を深める良い機会となりま
した。開催された４日間で合計約12万人の人出で賑わって
いました。

　商業部会は12月8日（火）に大須商店街と繁盛店の視察会を
開催しました。
　東海地区最大の規模を誇り、広域型・面的商店街の性格を
もつ大須商店街とそこで経営
されている個性豊かな繁盛店
を視察しました。
　各店舗の工夫や取組みにつ
いて話を伺い、今後の経営に
対して良い参考となりました。

　入社5年目ぐらいまでの新入社員を対象に、11月27日（金）
に新入社員フォローアップセミナーを開催しました。
　当日の講師には、有限会社ボイスメッセンジャー取締役の
大野カオル氏をお迎えし、元
アナウンサーの経験をもとに、
信頼を生み出すワンランク上
のビジネスコミュニケーショ
ンやビジネスマナー等につい
てご教授いただきました。

QC入門セミナー

新入社員フォローアップセミナー

　11月30日（月）に安城市議会保守系4会派の市議会議員と
の意見交換会を開催しました。
　当日は、当所田村会頭およ
び安城市議会議長の早川建一
氏からの挨拶の後、平成27
年度商工会議所の要望事項お
よび商工会議所の取組みにつ
いて積極的な意見交換を行い
ました。

安城市議会議員との意見交換会

　当所広報委員会は12月3日（木）に広報視察研修会を開催し
ました。
　今回は、半田商工会議所を
視察し、会報誌の作り方や記
事掲載ポイントをはじめ、
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
において有益な情報を得ました。

広報視察研修会
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共済制度推進員紹介 （アクサ生命保険㈱）

当所の共済制度推進員が採用され
ましたので、お知らせします。

推進員
　木村　公映

あいちAEDマップの登録にご協力ください！

　安城市観光協会では、安城市にふさわしい土産品を選定し、
安城市の観光事業の振興を図ることを目的に、観光土産品の募
集を行います。
【応募資格】安城市内に事業所を有し、土産品を販売かつ製造
　　　　　 （委託製造含む）している方
【申し込み】平成28年1月20日（水）までに、所定の申請書に
　　　　　　記入のうえ、安城市観光協会事務局までお申込み
　　　　　　ください。
　　　　　　所定の申請書は、市役所商工課窓口または安城市
　　　　　　観光協会ホームページから印刷できます。
【応募点数】制限なし
　　　　　　※複数応募の場合は、オススメの1点を選んでいた
　　　　　　　 だきます。
【認定期間】平成28年4月1日（金）～平成30年3月31日（土）
【登　　録】認定を受けた商品は、登録料として1点につき　
　　　　　　3,000円を納入いただきます。認定期間内に限り、
　　　　　「安城市観光協会認定土産品シール」を貼付して、
　　　　　　販売することができます。
【問合せ先】安城市観光協会（市役所商工課内）
　　　　　　TEL：0566-71-2235

安城市観光土産品　募集！

　AEDマップとは、AED設置場所を簡単に検索できるように
するとともに、登録された情報を消防の通信指令システムに反
映させ、119番通報時に活用できる仕組みを構築するために愛
知県が開設したウェブサイトです。
　そのため、AED設置者の皆様に登録いただくことにより成
り立ちますので、多くのAED設置者の皆様のご協力をお願い
します。まだ登録がお済でない方は、ホームページ「あいち
AEDマップ」よりご登録をお願いします。
　また、スマートフォン用Webサイトからも設置場所の検索
を行うことができ、現在地から近い順に設置場所の一覧や地図
を確認することができますので、ぜひご利用ください。

【登録方法】設置場所の登録は、以下をご覧ください。
　　　　　　ＵＲＬ：http://aed.maps.pref.aichi.jp/
　　　　　　※スマートフォン用Webサイトは、下記よりご覧
　　　　　　　ください。
　　　　　　ＵＲＬ：http://aed.maps.pref.aichi.jp/sp/
【お問合せ】愛知県防災局消防保安課　TEL：052-954-6141
　　　　　　安城市保健センター　　　TEL：0566-76-1133

所在地　和泉町庄司作8-24
代表者　堀越一輝
業　種　金属熱処理

当所議員の久田 義光 氏（株式会社ヒサダ）
が12月12日に永眠されました。
同氏は、昭和47年より当所議員として商工会
議所の事業・運営に多大なご尽力をいただき
ました。ここに生前のご活躍に敬意と感謝を
表し、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

株式会社堀越ラジエーター製作所事業所名

所在地　今本町8-4-17
代表者　岩月希都
業　種　柔道整復師
電　話　96-2107

鍼灸接骨院こころ事業所名

議員職をとる者の変更

【森永製菓株式会社中京工場】
嶋崎　信郎 → 上原　秀夫

議　員
　上原秀夫  氏

【名称変更】
　●サイクルガレージ・ニュース
　　→　株式会社サイクルガレージ・ニュース
【所在地変更】
　●有限会社ベニヤ
　　法連町　→　三河安城町1-16-5 東祥ビル1階
　●有限会社石川梱包運輸　池浦町　→　池浦町池西34
【電話番号】
　●株式会社ONZiii Act　91-3075　→　91-0356

会員の動き

訃　　報
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～安城警察署からのお知らせ～
1月10日は「110番の日」です

～事件・事故 緊急事案は　110番～
　新年明けましておめでとうございます。
　本年も市民の皆様が、安全、安心を実感して暮らしていただけるよ
う、署員が一丸となり取り組んでまいりますので、ご協力をよろしくお
願いいたします。ところで、皆様は、毎年1月10日が何の日かご存知で
しょうか？1月10日は「110番の日」です。
　事件解決の鍵は、皆様の素早い110番通報にありますが、通報時のポ
イントとしては、迷わず落ち着いて電話をしていただくことが大切で
す。また、110番は緊急通報のための専用電話です。緊急性のない相談
事や、問い合わせ等があれば、警察相談専用電話番号「＃（ｼｬｰﾌﾟ）9110」
（平日AM9時～PM5時まで）にかけていただくか、または安城警察署
「0566-76-0110」に直接お電話をしてください。

平成28年1月25日（月）
●臨時総会　13：30～14：00
●第２回教養サロン
　14：15～15：45
　「自己コミュニケーション能力の発見」
　講師　早川　順子　氏

　12月6日（日）快晴の中、毎年恒例の元気フェスタが行われました。今年度は、名鉄ハ
イキングのコースに入っていたことや、中日ドラゴンズＯＢやドアラが来場したことなど
により、大盛況でした。
　女性会では、従来の豚汁販売、警察・消防・自衛隊ブースのコーディネートの他、安城
市の支援を受けて、今年新たに「ごみ減量クイズ」を実施しました。　　
　このプログラムは、子ども向けには、実際のごみを使いながらの分別ゲームを、大人向
けには、安城市ごみ減量推進課で作成していただいた分別クイズを解いていただくという
ものでした。大人259名、子ども115名の参加があり、楽しみながらクイズにチャレンジ
してくれました。
　今年度の元気フェスタのキャッチフレーズは「体験！発見！未来へつなげ　安城元気
フェスタ」でしたが、改めて地球環境のため、自分自身が日常の生活の中でできることに
ついて考えるきっかけとなり、よりよい未来につながれば…と思いました。

　昨年は、安城商工会議所女性会創立20周年記念式典及び記念パーティーにおきましては、会員の皆様方のご協力、
ご参加誠にありがとうございました。皆様方のあたたかいおもてなしで来賓、お客様の皆様方には大変喜んでいた
だくことができました。また、昨夏の猛暑の中での安城七夕まつり、多くの来場者に恵まれた12月の安城元気フェ
スタでは皆様の底力を感じることができました。この場を借りて御礼申し上げます。
　平成27年度は「縁」～人・物・場所　出会いは無限 心のスキルのために～をテーマとして活動してきました。人
との出逢いはもちろん、感動を覚える出会いがあれば心は成長するのではないかと思います。皆様はいかがでした
でしょうか？
　さて、平成28年度は新たな10年の始まりの年です。日々移り変わる世の中の情勢に合わせながら、会員の皆様方

一人一人の力をお借りすると共に、諸先輩方の思いを継続し、女性らしさとおかみさんの心を持ち、地域の方々と共に協力、発展できるよう、
これからも皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。

元気フェスタ2015

会  長  挨  拶 平成27年度 会長　弓場　てる子

元気フェスタ委員長　本康　淳子

新春のお慶びを申し上げます

行事予定

▲豚汁販売は大盛況でした

▲ゴミ減量クイズでエコ意識を高めました

『交通事故ゼロドーナツキャンペーン』
平成27年12月10日（木）　JR安城駅前
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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!!

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1月例会「新年祈願と会員交流事業」ーー1月例会「新年祈願と会員交流事業」ー

○日時　　平成28年1月20日（水）　終日
○場所　　伊勢神宮　内宮周辺
◯会費　　4,500円
○内容　　新しい年の始まりにあたり、伊勢神宮にてご祈祷してい
　　　　　ただき、平成28年の会員事業所の益々の発展を祈ると
　　　　　ともに、1日を通し会員同士の親睦交流を図る場としま
　　　　　す。

1月例会を下記のとおり開催します。
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第17回安城元気フェスタ2015
　平成27年12月６日（日）安城市総合運動公園にて第17回安城元気フェスタ2015が開催されました。
　今年は「体験！発見！未来へつなげ　安城元気フェスタ」をキャッチフレーズに青年部と女性会からなる安城元気フェスタ実
行委員会が主管となりスポーツ教室や体験教室、元気ステージなどの多くのイベントを行いました。
　開会式には、安城学園高等学校の吹奏楽部の皆様に大変素晴らしい演奏とダンスをして頂き大いに盛り上げて頂きました。
　スポーツ教室では、中日ドラコンズOBの皆様に野球教室を担当して頂き、㈱名古屋グランパスエイトのコーチの皆様にサ
ッカー教室、㈱デンソー女子ソフトボール部「ブライトペガサス」様及び安城市ソフトボール協会指導員の皆様にソフトボール
教室を担当して頂きました。
　スポーツ教室参加者は約400名となり各教室は子供たちの熱気に溢れていました。
　今年初めての取り組み、青年部職業体験教室では、ペンキ塗り体験、大工体験（フォトフレームづくり）、シルク印刷体験（エ
コバッグ印刷）、重機試乗体験で、子供たちは職人さんに教えてもらいながら、職業を体験していただきました。子供たちに
仕事・職業の楽しさや、やりがいを実感してもらえたのではないかと思います。
　今回の取り組みで、子供たちの将来の夢につながってくれましたら幸いです。
　会場は同日に開催した名鉄ハイキングのコースにもなって元気市場、各体験コーナーも行列ができる程の大盛況でした。
たくさんの子供たち、お客さんには楽しんでいただけたのではないでしょうか。
　元気フェスタにご協力頂きました企業、団体の方々ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元気フェスタ特別委員長　山崎泰弘

▼安城学園吹奏楽部によるオープニング
▼中日ドラゴンズOBによる指導
［野球教室］

▼デンソー女子ソフトボール部による指導
［ソフトボール教室］

▼元気市場の様子 ▼元気ステージの様子 ▼重機試乗体験の様子

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　　最終回は安全管理措置について解説いたします。
　特定個人情報の取り扱いについて、特定個人情報保護委員
会が示したガイドラインがあります。これによる事業者が講
ずべき安全管理措置の内容として、次の７つが示されていま
す。
１．基本方針の策定
　策定は義務ではありませんが、考え方の根幹をなす部分で
すので策定いただくと良いでしょう。
２．取扱規程など
　従業員数100人超の規模の事業所は策定しなければなりま
せん。マイナンバーの①取得、②利用、③保存、④提供、⑤
削除・廃棄の５段階について、取扱方法、責任者、事務取扱
担当者（以下担当者）の任務などについて規定します。
３．組織的安全管理措置
　責任者や担当者の役割、特定個人情報などの範囲、情報漏
えいなどの報告連絡体制などの組織体制を整備します。その
上で、取扱規程などに基づく運用と、その状況確認の手段を
整備し、万が一の情報漏えいなどの事案に対応する体制の整
備をします。また、定期的な見直しを行います。
４．人的安全管理措置
　担当者の監督と教育を行います。そのため就業規則などに
研修や特定個人情報などの秘密保持に関する事項を盛り込み
ます。
５．物理的安全管理措置
　事業所内の特定個人情報ファイル（以下ファイル）のシステ
ムを管理する「管理区域」と、特定個人情報の事務を実施する
区域「取扱区域」を明確にします。その上で、「管理区域」へ
の入退室管理、機器などの持ち込み制限や、「取扱区域」に間
仕切りなどを設置し、担当者以外の者が容易に特定個人情報
に接することがない座席配置などをして区域を管理します。
　また、取り扱うパソコン、USBメモリーや書類などは、施
錠できるキャビネットに保管するなどして盗難や紛失などを
防止します。電子媒体などを持ち出す場合は、データの暗号
化、パスワードの設定、施錠可能なケースやかばんに入れる
などの対策をします。
　そして、個人番号関係事務を行う必要がなくなった場合で、

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、内閣府からの『マイナンバー社会保障・
税番号制度が始まります！』をはじめ、『マイナンバー対応
規程・書式集』および『マイナンバー対応チェックリスト』
の冊子を窓口にて無料配布しております。ご希望の事業所
は、当所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。

法令の保存期間などを経過した場合には、マイナンバーをで
きるだけ速やかに焼却・溶解・シュレッダーなどで復元でき
ないように削除あるいは廃棄し、その記録を保存します。ま
た、委託する場合は証明書などにより削除あるいは廃棄を確
認します。
６．技術的安全管理措置 
　情報システムを使用する場合、アクセス権を担当者に限定
します。また、アクセスできるファイルの範囲をアクセス制
御します。その際、担当者のアクセス権の有無については、
ユーザーＩＤ、パスワードなどを使い、アクセス者の識別と
認証を行います。そして、ファイアウオールなどの設置や定
期的なログ管理や分析を行い必要な対策をします。
　さらに、インターネットなどの使用は通信経路を暗号化す
ることや、情報システム内の特定個人情報などのデータの暗
号化や、パスワード設定をするなどして情報漏えいなどの防
止をします。
７．委託先における安全管理措置
　「委託元」が、「委託先」に対して「必要かつ適切な監督」を行
わなかった結果、漏えいなどが発生した場合、番号法違反と
判断される可能性があります。
　「必要かつ適切な監督」とは、①委託先の適切な選定（自ら
が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否か
あらかじめ確認するなど）、②委託先に安全管理措置を遵守
させるために必要な契約の締結（秘密保持義務、目的外利用
の禁止、再委託の条件、従業者への監督・教育など）、③委
託先における特定個人情報の取扱状況の把握、が含まれます。
　以上のように、規定類や契約書などを作成しなければなり
ません。特に「就業規則」については、利用目的の明示、本人
確認のための書類などの提出時期や義務、担当者の教育や監
督、研修受講の義務、秘密保持、情報漏えいなどの防止や懲
戒などを規定する必要があるでしょう。
　なお、就業規則の変更は常時10人以上の労働者を使用し
ている事業所は、労働者の意見書を添えて、労働基準監督署
長に届け出なければなりませんので、ご注意の上、早目の対
応が必要です。
特定社会保険労務士　小林 元子 氏

第7回　  安全管理は事業者の責務

解説マイナンバー

－14－ あんじょう商工会議所

各種マイナンバー冊子  配布中！
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