
「リーダーシップと声の力」
～文化講演会～

と　き　平成28年11月３0日(水)　14時00分～15時30分
ところ　安城商工会議所　５階　大会議室
講　師　キャスター・アナウンサー
　　　　吉川　美代子　氏

※詳しくは、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 安城　　商工
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安城商工会議所事業のご紹介
役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おすすめサービス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『たなばた共済』をご利用ください！

病気、災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。

入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付 福祉団体定期保険
＋

安城商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金（品）・助成金制度）

記載の内容はたなばた共済制度の制度内容の一部を記載したものです。
ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

１年更新で医師の診査なし

業務上･業務外を問わず24時間保障

毎年収支計算し
剰余金があれば

 配当金も！福利厚生制
度

にご活
用いた

だ

けます

商工会議
所独自の

給付制
度

も！

安城商工会議所 ☎ 0 5 6 6 - 7 6 - 5 1 7 5
〒446-8512 愛知県安城市桜町16-1 〔引受保険会社〕アクサ生命保険株式会社

お問い合わせ先



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２「平成28年度安城商工会議所から
　　　　の要望書の回答 その１」
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株式会社スズオキデザイン
　所在地　安城市三河安城本町2-7-18
　　　　　オリエントコート202
　電　話　0566-91-2005

株式会社アパートセンター
オカモト安城店
　所在地　安城市大山町1-5-1
　電　話　0566-71-0787

11月

２日㈬
４日㈮
７日㈪
９日㈬
15日㈫
17日㈭
21日㈪
24日㈭
25日㈮

25日㈮
30日㈬

初級複式簿記講座【第12講】
初級複式簿記講座【第13講】
初級複式簿記講座【第14講】
金融相談（日本政策金融公庫）
税務相談
法律相談
消費税軽減税率対策セミナー
安城商工会議所会員大会
新商品・新事業・新サービス
　　合同プレス発表会
金融相談（愛知県信用保証協会）
文化講演会

18：30～21：00
18：30～21：00
18：30～21：00
10：00～12：00
13：00～16：00
13：00～16：00
14：00～16：00
14：00～16：30
14：00～16：00

13：00～16：00
14：00～15：30

10月

３日㈪
４日㈫
７日㈮
11日㈫
12日㈬
12日㈬
12日㈬
14日㈮
18日㈫
19日㈬
20日㈭
24日㈪
26日㈬
26日㈬
28日㈮
28日㈮
31日㈪

初級複式簿記講座【第1講】
初級複式簿記講座【第2講】
初級複式簿記講座【第3講】
消費税引き上げ対策セミナー
商業部会主催セミナー
初級複式簿記講座【第4講】
金融相談（日本政策金融公庫）
初級複式簿記講座【第5講】
初級複式簿記講座【第6講】
初級複式簿記講座【第7講】
法律相談
初級複式簿記講座【第8講】
人材育成における助成金活用セミナー
初級複式簿記講座【第9講】
金融相談（愛知県信用保証協会）
初級複式簿記講座【第10講】
初級複式簿記講座【第11講】

18：30～21：00
18：30～21：00
18：30～21：00
14：00～16：00
18：30～21：30
18：30～21：00
10：00～12：00
18：30～21：00
18：30～21：00
18：30～21：00
13：00～16：00
18：30～21：00
14：00～16：00
18：30～21：00
13：00～16：00
18：30～21：00
18：30～21：00

　株式会社ローゼルでは、フィトセラピー（植物療法）を通して、植物を原料とする商品の販売や
フィトセラピー教室などを行っています。その中でもフィトンヒュドールは、自社で開発・販売し
ており、水を一切加えず、熱による香りや成分の変質もなく、100％植物由来のとてもピュアな植
物生体水です。香りによるアロマテラピー効果だけでなく、抜群の浸透力で植物の活性力を肌や髪
に行き渡らせることができます。香りはローズマリー（80ml10,000円（税別））、ダマスクローズ
（80ml12,000円（税別））、ラベンダー（80ml10,000円（税別））の3種類あり、お好きな香りを楽しむこ
とができます。また、30mlサイズも販売していますので、ぜひ店頭またはホームページのお問合せ
フォームよりお買い求めください。
【お問合せ】株式会社ローゼル　所 在 地：愛知県安城市美園町1-6-12
　　　　　連 絡 先：TEL 0566-97-3132　ホームページ：http://roselle-salon.com/

植物細胞から取り出した生体水「フィトンヒュドール」

今月号の表紙　株式会社ローゼル
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。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。

安城商工会議所会報誌　表紙掲載事業所の募集！

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」
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折込「文化講演会」
　　「新商品・新事業・新サービス 合同プレス発表会」
　　「安城商工会議所会員大会」
　　「雇用対策事業パンフレット」
　　「元気ステージ・元気市場出展者募集」
　　「人材育成における助成金活用セミナー」
　　「消費税軽減税率対策セミナー」
　　「がんばる経営セミナー」
　　「CLUB CCI」
　　「健康診断」

－３－あんじょう商工会議所



■ とき　■ ところ　■ 対象　■ 講師　■ 内容　■ 定員　■ 受講料・入場料　■ 問合せ時 場 対 内講 定 ￥ 問

　本セミナーでは、ホームページ、ブログ、メールマガ
ジン、SNS等を有効活用し、売上拡大に繋げるために
自社の強みをどのように活かしていくのか、また、各
ツール活用のリスク、留意点についてご教授いただき
ます。
　今後の売上拡大に際して身近なツールでもある「ＩＴ」
について学べる良い機会になりますので、ぜひご参加
ください。

商業部会主催セミナー
『すごいPOPの書き方教えまスペシャル!!』
受講者募集

消費税引き上げ対策セミナー
『売上アップにつながる！ITを活用した
情報発信で売上拡大！（入門編）』受講者募集

　本セミナーでは、値下げせずに売れる「手書き
POP」の書き方や、文字やイラストの苦手を楽しい
に変える方法、手書きPOPの効果を上げるポイント
等について事例を交えてご教授いただきます。また、
キャッチコピーづくりや商品の魅力を伝えるノウハ
ウについてもご解説いただきます。
　講師に対して質問し放題の実践タイムもあります
ので、刺激的な販促ヒント満載のセミナーにぜひご
参加ください。

当日は、カメラまたはスマートフォン（写真撮影用）、電池が
心配な方はモバイルバッテリーをご持参ください。また、商
品やスタッフの写真、お店のパンフレットやチラシなどの
販促物をお持ちの方は併せてご持参ください。

時 平成28年10月12日（水）
18時30分～21時30分
※開始15分前より受付開始

￥ 無料

場 安城商工会議所　３階　研修室

定 30名程度　※会員優先とさせていただきます

講 すごはん 増澤　美紗緒 氏

時 平成28年11月24日（木）
14時00分～16時30分

定 100 名（定員になり次第、締め切り）

場 安城商工会議所　5階　大会議室

内 第１部：優良従業員表彰
第２部：会員事業所抽選会
　　　　※１事業所1応募といたします。
第３部：会員交流（名刺交換）タイム
　　　　・希望した事業所と直接、情報交換できる
　　　　 「会員マッチング」を実施します。

対 安城商工会議所会員事業所　限定！

定 総務・業務グループ

申 10月31日（月）までに当所窓口にお越しいただくか、
お電話もしくはFAXにてお申込みください。

時 平成28年10月11日（火）14時00分～16時00分
場 安城商工会議所　３階　研修室
講 株式会社ACC
代表取締役 藤井 健太郎 氏（中小企業診断士）

￥ 無料

内 1.情報発信にITを活用するには
2.実際に何を書くのか～コンテンツ作成～
3.より多くの人に見てもらうには？
4.情報発信で失敗しないためには？

　昨年度に引き続き、平成 28年度安城商工会議所会員大会を開催します。

安城商工会議所
会員大会を開催します！

申込みのお忘れは
ありませんか？当所会員限定！

〈会員大会の概要〉

詳しくは今月号の折込みチラシを
ご覧ください！

★優良勤続表彰（平成28年9月30日現在をもって算出）
　同一事業所に勤務し、職務に精励し品行方正である者
　・勤続5年から30年まで（5年ごと）
★永年勤続表彰（平成28年9月30日現在をもって算出）
　同一事業所に永年勤務し、職務に精励し品行方正であ
　り、事業所の発展に貢献した者
　・勤続35年、40年
★特別表彰（1事業所1名を原則とする）
　下記の各項のいずれかに該当し事業主が推薦する者
　１．技術の向上・改良、職場改善などで功績のあった者
　２．商店の改良・改善などで商店の発展に功績のあった者
　３．重大な事故・災害などの非常事態または業務上の損
　　 害を適切な処置をとり未然に防止するなど、特に功
　　 労のあった者
　４．ボランティア等の社会的活動を積極的に行い、また
　　 は社会的な善行功績があり、事業所の信用を高め当
　　 該事業所の名誉となる行為のあった者
　５．その他、審査により特別表彰に値すると認められた者

〈優良従業員表彰の対象〉
申込期日：平成28年10月5日（水）

－４－ あんじょう商工会議所

商工会議所からのおしらせ



　平成28年9月15日（木）に第124回日本商工会議所
通常会員総会・会員大会が帝国ホテルにて開催され、
当所より推薦しました2名の役議員の方々が役議員永
年表彰を受賞しました。おめでとうございます。
　今回、表彰された役議員の方々は以下のとおり。

日本商工会議所役議員
永年表彰を受賞！

馬場産業株式会社
馬場園　政信　氏
（議員：20年）

碧海倉庫株式会社
平岩　昌彦　氏
（議員：20年）

　会議所会員事業所様の慶事について、会頭名で祝電
を出させていただきます。約2,500の事業所様につい
て全ての状況を把握するのは困難ですので、申し訳あ
りませんが、新装開店・工場新築・創立○周年記念行事
等についての情報をぜひお寄せくださるようお願い
いたします。

会員サービスのご案内

1.新装開店・創立◯周年記念行事等の祝電について

　東京商工会議所と事業連携し、福利厚生支援代行
サービス「ＣＬＵＢＣＣＩ」の提供を10月より開始し
ました。商工会議所のスケールメリットとネットワー
クを活かして、会員事業所様へ充実した福利厚生サー
ビスを提供します。
　お問い合わせや詳細は別紙折込チラシをご覧ください。

2.福利厚生支援代行サービス「CLUBCCI」始めました！

　ベストウイズクラブでは、「福祉制度キャンペーン」を
9/15～11/30に実施いたします。本キャンペーンは『商
工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員
事業所の福祉向上にお役立ていただくことを主な目的と
しています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や
退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニー
ズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員
がお伺いした際には、是非ご協力いただきますようお願
い申しあげます。

『商工会議所福祉制度
キャンペーン』実施のお知らせ

　この度、共済還元事業としてＢＷＣ福祉制度キャン
ペーン期間中に新規で「たなばた共済３口以上（増口含
む）」もしくは「福祉共済（掛金月額２万円以上）」に加入さ
れた事業所を対象に、費用の半額以下で参加できる日帰
り優待バスツアーを開催いたします。

日　　時　平成28年12月７日（水）
　　　　　12時30分～20時30分
場　　所　ラグーナテンボス（愛知県蒲郡市）
参 加 費　5,000円（入園・乗船・食事・消費税込）
　　　　　※申込み受領後、請求書を発送いたします
参加条件　9月15日（木）以降に新規で「たなばた共済
　　　　　３口以上（増口含む）」
　　　　　もしくは「福祉共済（掛金月額２万円以上）」に
　　　　　加入された事業所
定　　員　50名（定員になり次第、締め切り）
申込締切　11月18日（金）までにお申込みください。
お問合せ　総務・業務グループ　共済係
※詳細については、当所ホームページ、もしくは、電話に
てお問合せください。

共済還元事業「日帰り感謝観劇
バスツアー」のご案内

問 総務・業務グループ問 総務・業務グループ 共済係

－５－あんじょう商工会議所

※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の
　普及・推進を目的とし全国各地の商工会議所およびアクサ
　生命保険株式会社により運営されている組織です。



●商品開発のための販売管理システムの開発導入
●新たな専門店舗化に伴う店舗改装とチラシ制作
●自社商品開発のための設備導入とPR写真撮影
●顧客開拓のためのスマホ予約とリスティング広告

●新コンセプト商品に伴うパッケージ開発
●高齢者に向けたサービス強化PRのための看板設置
●事業PRのためのロゴデザインと車両ラッピング
●新事業展開に伴う内装工事とフリーペーパ掲載

　当所は認定支援機関として、平成27年度補正「小規模事業者持続化補助金」および「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53.8%、ものづくり・商業・サービス革新補助金60.0%と高い採択成果を
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、補助金申請書作成セミナー等を活用され、見事採択を勝ち取った　企業の生の声を紹介します！

　スマホでのイタリア料理教室を検
索する新規顧客へ強みをPRできるよ
うHPのリニューアル費用と本場イタ
リアでの料理教室ツアーのため調査
や打合せ費用として海外航空券と宿
泊費に活用します。

この他にも当所からの推薦により、様々な採択をいただきました！！

小規模事業者持続化補助金 および ものづくり・商業・サービス革新補助金   採択者の声小規模事業者持続化補助金 および ものづくり・商業・サービス革新補助金　採択者の声
平成27年度補正

予約システム導入と
イタリア料理教室ツアー事業化

事業所名：ドゥエペルソーネ
代表者名：鈴木　彩
所 在 地：安城市福釜町釜渕2-1

企業DATA
スマホ予約システ
ム・HP・旅費

販路開拓内容

　惣菜製造小売とカフェを営む当店
は、食育をお客様と一緒に学んでい
くお店作りを目指し計画を申請しま
した。補助金はイベント出店および
勉強会に係る費用やチラシ制作に活
用します。

自然食材を使用した惣菜のPRと
学べるお店としての存在の確立

事業所名：おかずや＋CAFE
代表者名：冨岡里美
所 在 地：安城市東栄町2-7-1

企業DATA
イベント出店・チ
ラシ

販路開拓内容

　和装小物卸を営む当社は、関東圏
新規顧客獲得を目指し首都圏展示会
に初めて出展する計画を申請しまし
た。補助金は出展料や展示新商品開
発費、PR用のHPやパンフレット制作
に活用します。

きものサローネイベント出展による
新規顧客開拓プロジェクト

事業所名：㈲カジ
代表者名：鍛冶知之
所 在 地：安城市東新町11-2

企業DATA
商品開発・展示会
出展・HP

販路開拓内容

　自社製品の存在、多様な施工内容、
質の高い人的資源を複合させ、【設
備の匠】としてブランド化を図り、
BtoCリフォーム市場への参入を目指
します。そのために、HPの改修を行
うとともに、情報誌への広告掲載に
よりHP誘導を行うことで、効果的な
販路開拓を行います。

「設備の匠」ブランドによる
大手量販店顧客に対する販路開拓事業

事業所名：㈱シンワサービス
代表者名：大西伸和
所 在 地：安城市高棚町井荒井127

企業DATA
HP・DM・広告
販路開拓内容

　当社の経営する飲食店「ももの
樹」は、深夜帯のラーメンの需要拡
大により独自で開発の「居酒屋ラー
メン」提供を核にした顧客開拓強化
計画を申請しました。
　補助金はラーメン調理用のスチー
ムコンベクションオーブン、ゆでめ
ん機購入に活用します。

「居酒屋ラーメン」の提供を核にした
業務効率・顧客開拓強化

事業所名：㈱TOP-RISE
代表者名：高橋秀樹
所 在 地：安城市御幸本町16-1
　　　　　GPスクエア1階

企業DATA
設備導入
販路開拓内容

　住宅図面を3D画像に、大きさも等
身大で実感できる『3Dバーチャル・
デザイン』。この新システムをPRし
知名度を上げ新規顧客を開拓する為、
補助金をホームページのリニューア
ル、パンフレット・ショップカード
制作に活用します。

新システム『3Dバーチャル・デザイン』
PRによる新顧客開拓

事業所名：KAKA（同）
代表者名：長谷和典
所 在 地：安城市福釜町猿町41-1

企業DATA
チラシ・HP
ショップカード

販路開拓内容
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　当所は認定支援機関として、平成27年度補正「小規模事業者持続化補助金」および「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53.8%、ものづくり・商業・サービス革新補助金60.0%と高い採択成果を
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、補助金申請書作成セミナー等を活用され、見事採択を勝ち取った　企業の生の声を紹介します！

●シーム溶接機導入による、耐腐食性能向上に向けた接合方法
　の開発
●５軸マシニングセンター導入による、自動車塗装ライン向け
　設備の試作
●超ハイテン材加工の高精度化による軽量自動車骨格部品の
　試作開発
●スクリーンチェンジャーの導入による、高純度再生樹脂の
　安定供給化

●分散レンダリングによる工業デザイン開発支援サービスの
　高効率化
●高精度NC・ワイヤ放電加工機導入による医療用ロボット部品
　製造への対応
●タレットパンチング・レーザ複合加工機の導入による、大型
　部品の多品種・少量・短納期生産手順の確立

この他にも当所からの推薦により、様々な採択をいただきました！！

　８月24日に閣議決定された両補助金は、９月26日に召集された臨時国会にて補正予算が審議、承認後、速やかに執行されること
が予想されます。補正予算案額は、小規模事業者持続化補助金が120憶円、ものづくり等補助金は地域未来投資促進事業1001.3憶
円のうち700～800憶円程度を見込んでいます。
　当所では、公表後の公募にあわせ申請書作成セミナーを以下のとおり開催予定です。

【小規模持続化補助金】４日間講座＋個別相談を昼間コースと夜間コースの２コース
【ものづくり等補助金】土日での集中講座

　セミナーや補助金情報は、今後、会報やメールマガジン等で発信しますので、お見逃しなく!!

今後の『小規模事業者持続化補助金』および『ものづくり・商業・サービス革新補助金』再公募予想！！

小規模事業者持続化補助金 および ものづくり・商業・サービス革新補助金   採択者の声小規模事業者持続化補助金 および ものづくり・商業・サービス革新補助金　採択者の声

刈谷・安城・知立・高浜・東浦
合同企業説明会

　量産金型技術を生かした試作品製
作システムの開発と特定の製品のみな
らず幅広い製品において効果を発揮す
る量試一貫サポート用の生産ラインの
構築をすることで、試作品製作フェイ
ズの強化と各フェイズ全体に寄与する
金型製作技術の向上を行います。

「量試一貫サポート」における、量産金型技術
を活用した試作品製作システムの開発と専用
ラインの構築

事業所名：（株）サンワ金型
担当者名：常務取締役　　鈴木大輔
所 在 地：安城市和泉町
　　　　　大海古6番地17

企業DATA
マシニングセンタ、
CADCAMソフト

販路開拓内容

　「エアーシリンダー式金型脱着機
構」と「フレキシブル原反幅調整機
構」を併せ持つ専用機を当社主導で
開発し、全自動型連続生産方式であ
りながら、標準外寸法品への柔軟な
対応能力を示す生産方式を業界に先
駆けて導入します。

業界初！カンバンケース生産における
「エアーシリンダー式金型脱着機構」及び
「フレキシブル原反幅調整機構」の開発

事業所名：㈲ハヤシ商店
代表者名：代表取締役　林　勝博
所 在 地：安城市上条町千度21-2

企業DATA
ハイブリッド高周
波自動製袋機

販路開拓内容

　三次元金型設計、金型加工向け三次元
モデル、ＣＧアニメーション用三次元モ
デル、三次元建築パース等の設計、制作
技術を基礎に本事業ではリバースエンジ
ニアリング技術及びフリーフォーム（自
由に形状ができる）技術を導入し、新規
に医療分野と自動車モックアップ分野の
開拓を目指します。

高度な三次元造形技術を展開し新たに
医療、自動車モックアップ制作分野への進出

事業所名：ダイエンジニアリング㈱
担当者名：取締役　後藤　亮
所 在 地：安城市里町壱斗山269番地

企業DATA
リバースエンジニアリ
ング用ソフト、フリー
フォーム用ソフト

販路開拓内容

　義歯製造工程において、最新の
CAD/CAMおよび3Dプリンタを導入
し、手作業依存からデジタル制御へ
と移行させます。これにより、若手
技能士から熟練工まで多様な人材で
バラツキのない製造品質の確立と安
定供給を実現させます。

最新CADと3Dプリンタを活用した高精度
かつ短期間による義歯製作技術の開発

事業所名：ＡＱＵＡデンタルスタジオ㈱
代表者名：代表取締役　石本　忍
所 在 地：安城市木戸町北屋敷40

企業DATA
3Ｄプリンタ、ＣＡＤ／
ＣＡＭシステム切削加工
機、着脱式3軸スキャナ

販路開拓内容

－７－あんじょう商工会議所



商工会議所からの要望書の回答
　６月28日（火）に開催しました「通常議員総会」の中で安城市長および安城市議会議長に対してインフラ整備、
産業振興、地域振興・地域活性化に分けた要望書を提出しました。今月号より数回に渡り、その回答を掲載してい
きます。今月号は短期・中期要望のインフラ整備について掲載させていただきます。

商工会議所からの要望書の回答平成28年度 その1

　整備計画区間内の先行整備区間（700ｍ）の早
期完成と、引き続き名鉄西尾線との立体交差部を
含む未整備区間の早期事業化の推進について愛知
県への働き掛けを要望します。

　都市計画道路安城高浜線の整備は、県事業として行わ
れており、安城市としましても重要路線として、国、県
に要望しているところです。
　愛知県においては、豊田安城線バイパスから現豊田安
城線までの区間（約700ｍ）を先行整備区間と位置づけ、
すでに事業着手し、昨年度より用地買収に入っております。
今後も県と連携を図りながら、名鉄西尾線との立体交差
部を含む全線の早期開通に向け、整備の促進を要望して
まいります。

短期要望豊田安城線の事業推進

　自動車産業をはじめとする内陸工業地帯の重要
な幹線道路でありますので事業推進を愛知県への
働き掛けを要望します。

　名古屋岡崎線バイパスの整備については、県事業とし
て行っており、安城市のみならず、名古屋岡崎線建設推
進協議会（沿線5市で組織）を通じ、国、県に強く要望し
ているところです。
　安城市内の整備状況として、一昨年度の岡崎市側の開
通に引き続き、昨年度は、豊田市側の伊勢湾岸自動車道
から東方向の市道までの区間については、今年の3月に
開通をいたしました。また、今年度から猿渡川の橋梁改
築に着手されると聞いています。
　その他の未開通区間についても、引き続き、全線の早
期開通に向け、整備の促進を要望してまいります。

短期要望名古屋岡崎線バイパスの事業推進

　国道23号知立バイパスに接続する新池箕輪線の
整備促進について関係機関への働き掛けについて
要望します。

　新池箕輪線につきましては、三河安城駅から国道23号
知立バイパスに接続し、国道419号から衣浦臨海工業地
帯へと繋がる重要な路線であります。この路線は、県道
小垣江安城線の代替路線でとして、県による都市計画決
定がされており、この路線の一部が通過する新幹線三河
安城駅周辺の南側一体は、住宅系市街地拡大候補地とし
て実現性の検討を進めています。単独で道路整備を行う
のか、あるいは、面的整備と一体で進めていくのか、市
街地拡大の実現性の検討にあわせ、県の意向も確認しな
がら整備方針を整理する必要がありますので、よろしく
ご理解ください。

中期要望新池箕輪線の早期整備

　名豊道路のICに接続する道路については、渋滞を緩和
するために交差部分でどのような改良が可能であるか、
国、県へ要望してまいります。

　IC周辺の取付道路における渋滞緩和整備を要望
します。

中期要望国道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

　榎前地区工業用地に近接する新たな物流拠点施
設用の用地整備について要望します。

　本市において、まとまった産業用地を確保しようとす
る場合、切り開く山も埋め立てる海もなく、市街化調整
区域において農地の転用を図り造成することとなります。
優良農地が多い本市においては、農業の振興も視野に入
れ、開発と保全のバランスを考慮する必要があります。
　さらに、物流拠点を整備するためには、輸送車両の増
加に対応する道路形態にも配慮が必要となることから、
新たな物流拠点施設用の用地整備につきましては、諸々
の課題と共に、榎前地区工業用地の進捗状況や企業ニー
ズ等を踏まえた上での研究課題と考えております。

中期要望物流拠点施設用地の整備

　具体的な建設促進について、愛知県への働き掛
けを要望します。

　衣浦ポートアイランド廃棄物最終処分場の第2期建設計
画につきましては、愛知県の衣浦港港湾計画書の中に位置
付けられており、衣浦港ポートアイランド廃棄物最終処分
場確保促進協議会（周辺10市5町、5商工会議所、5商工
会で組織）を通じ県へ計画の促進を要望してまいります。

中期要望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

　ICの信号機の点灯時間を調整するなど、渋滞の
解消に向けた対策を関係機関と取り組みを要望し
ます。

　国道23号名豊道路につきましては、平成24年度に安
城市内の藤井ICまでの4車線化工事が完了し、今年の2月
に西尾市内の西尾東ICまでの4車線化工事が完了しました。
　また、暫定2車線ではありますが、蒲郡ICまで開通し、
本線通行量が増加傾向にあることに伴い、安城市内のIC
付近でも渋滞が発生していることは、市としても認識し
ています。
　名豊道路のICに接続する道路については、渋滞を緩和
するために交差部分の改良について、国、県へ要望して
まいります。

短期要望国道23号名豊道路のICの渋滞解消

－８－ あんじょう商工会議所



補助金採択事業の積極的展開により経営力が向上！
　今回は三河安城本町の「スズオキデザイン」を紹介します。主な業務はコンピュータ・グ
ラフィックスを使用した3DCGの画像・映像制作や展示会・プレゼンテーション・広告等の
デザイン制作を行っています。
　スズオキデザインでは、当所で支援し申請・採択された「小規模事業者持続化補助金」と
「ものづくり･商業･サービス新展開支援補助金」を活用し、①デザイナーによる「リーズナ
ブルな動画撮影サービス」、②工業系３DCGの制作開発を素早く行う「分散レンダリングに
よる自動車や工業デザイン開発支援サービスの効率化」、③３DCG技術を応用して製品を
立体的に把握する「バーチャルリアリティ技術を活用したデザイン評価用データ作成サー
ビス」の新規事業を積極的に展開しています。
　それぞれの事業において、自社の新規事業として定着し、また新規顧客からの受注、問い合わせが増加するなど経営力向上が
図られています。
　業務受注増加に伴い、現在では新規スタッフの採用を積極的に行い、併せて従業員が働きやすい職場を目指してワーク・ライ
フ・バランスの導入に取り組むなど、労働環境の整備にも取り組んでいます。
　今後の発展も期待されるスズオキデザインに注目！です。

株式会社スズオキデザイン

●所 在 地　三河安城本町2-7-18
　　　　　　オリエントコート202
●電　　話　0566-91-2005
●営業時間　9：00～18：00
●定 休 日　土曜日、日曜日
●Ｈ 　 Ｐ　http://suzuoki.net/ 杉原

不動産の小さな悩みから困ったことは何でもご相談ください！
　　今回は大山町にある「株式会社アパートセンターオカモト安城店」をご紹介しま
す。当店は、平成22年5月にオープンし、4年程前から大山町で新しいお店となりまし
た。店内はキレイでスタッフの方も明るく、とても入りやすい不動産屋です。店長を含
めベテランから若手・パートさんまでフレッシュな8人が活躍をしています！
　法人・個人を問わず、不動産の賃貸仲介・管理から売買・建物メンテナンスまで不動
産に関する幅広い分野を取り扱いしております。お客様からの信頼も厚く、安城市内
を中心に約5,400戸の物件を管理しております。
　店長の三浦さんのこだわりとしては、お客様の要望は全部聞き、お客様が一番に納得がいく物件を選んでもらうことを
心がけている。また、スタッフには、お客様に当社のファンになっていただけるような対応を指導している。
そんな心強いスタッフがみなさんの不動産を全面的にサポートしてくれます！
　不動産でお困りの方、お部屋をお探しの方、店舗・事務所をお探しの方などなど、お気軽にご相談ください。

アパートセンターオカモト安城店

●所 在 地　大山町1丁目5番地1
●電　　話　0566-71-0787
●営業時間　10：00～19：00
●定 休 日　水曜日（1月～3月は無休営業）
●Ｈ 　 Ｐ　http://www.acogroup.co.jp
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碧海経済サミット
　9月23日（金）にホテルグランドティアラ安城にて平成
28年度碧海経済サミットを開催しました。
　当日は、愛知県知事の大村秀章氏をお招きし、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。
また、要望後には、大村知
事より「愛知の未来への
挑戦及び碧海地区のさら
なる飛躍」をテーマにご
講話をいただきました。

　本年10月31日で役員・議員の任期満了に伴い、選挙規約に
基づき、9月13日に1号・2号議員協議会を開催し、3号議員14
事業所の選任を行いました。選任された3号議員は以下のと
おり。
＜3号議員（五十音順）＞
アイシン・エィ・ダブリュ㈱、
㈱大嶽安城、㈱サンワ、新英
金属㈱、中央精機㈱、㈱デン
ソー安城製作所、㈱東祥、東
洋理工㈱、㈱ナルセコーポ
レーション、㈱南山園、碧海
信用金庫、㈱ホソイメガネ、
㈱マキタ、万能工業㈱

　安城市内の製造業を対象に、9月15日（木）に第16回が
んばる企業経営セミナーの一環として「産官学連携施設見
学会」を安城市と共催で開催しました。
　当日は、一般財団法人バイオインダストリー協会代表理
事・会長で京都学園大学バイオ環境学部教授、京都大学名
誉教授の清水　昌氏より
「私たちの暮らしを支え
るバイオのちから」を
テーマとした特別講演を
聴講後、高電圧実験室や
機械工学実習室などの先
端施設を見学しました。

1号・2号議員協議会

産官学連携施設見学会
　観光サービス部会は、8月29日（月）に主催セミナー「明
日から実践！１行で差がつくテクニック！！キャッチコ
ピーでずば抜けろ」を開催しました。
　株式会社エスト・コミュニケーションズ代表取締役でコ
ピーライター・マーケティングコンサルタントの弓削　徹
氏を講師にお招きし、商品・サービスのウリの見極め方や、
強い言葉を探す方法等についてご教授いただきました。
　受講者は、講師より
キャッチコピーの仕組み
と役割、売れる販促ツー
ルのコピー等を学び、今
後の自社商品・サービス
で使用できそうなキャッ
チコピーについて考えて
いました。

観光サービス部会主催セミナー

　工業部会は9月26日（月）にISO9001・14001規格改正
のポイントと対応セミナーを開催しました。
　講師に株式会社エイチ・フォー代表取締役の畑　寛和氏
をお迎えし、ISO9001・ISO14001に関する旧規格との差
分解説や、移行審査へのロードマップ、内部監査員の育成
方法に関する留意点等に
ついてご教授いただきま
した。
　今回受講された安城市
内のものづくり企業経営
者やISO担当管理者は、規
格改定に伴い、今から何
を行っていくべきかにつ
いて学んでいました。

工業部会主催セミナー
　安城市内のものづくり企業の経営者および生産技術担
当管理者を対象に、9月7日（水）に平成28年度ものづくり
講演会を安城市と共催で開催しました。
　アイシン・エィ・ダブリュ株式会社執行役員・生産技術本
部副本部長の大林巧治氏を講師にお迎えし、長年にわたる
生産技術開発活動の経験
をもとに高度化した、自
動車部品を支える生産技
術や、熱処理分野におけ
る開発事例を交え、もの
づくりの精神についてご
教授いただきました。

平成28年度ものづくり講演会
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活動報告ダイジェスト版

広告掲載の募集をします!!
あなたのお店・会社のPRを
会報でしませんか？

１小間〈タテ45mm×ヨコ84mm〉



　８月29日（月）、第63回七夕まつりの反省会が料亭新富で行われました。今年の七
夕まつりでは、御多用中にもかかわらず45名の会員の方が参加して下さいました。酷
暑の中、楽しくもあり、苦しくもありの七夕をみんなで乗りきって、一つの大きな仕事
を終わらせた達成感のような笑顔が溢れていました。今年は、利用者も541人を数え、
毎年利用して下さる方も増えてきました。利用者の方々に書いて頂いた感想ノートに
は、感謝の気持ちを表したコメントが多くありました。安城商工会議所青年部の皆様
には大変ご尽力を賜り、又女性会会員の皆様3日間有難うございました。本当にお疲
れ様でした。

　9月15日（木）刈谷市総合文化センターにて、刈谷商工会議所女性会創立30周年記
念式典に事務局及び副会長の鬼頭と共に参加させて頂きました。会費ゼロ！で行われ
た刈谷女性会。知事のビデオレター、活動写真のスライドショー。アトラクションでは、
刈谷市を満載したDVD、刈谷城盛り上げ隊の武将3名の演技等で会員の方々の「おも
てなし」を感じる記念式典でした。
　刈谷商工会議所青年部・女性会主催で、創立30周年記念事業として文化センター大
ホールにて一般の来場者の方々と共に、舞の海秀平氏による講演会を聴講しました。
～心、元気に～と題した講演は自身の相撲時代の経験を会場から沢山の笑いを誘いな
がら、人生の喜怒哀楽での際多方面から考えることが大切である。感謝・礼を常に心に
思う。などの話に聴講できた「縁」に感謝します。

七夕まつり反省会 七夕まつり特別委員長　河西　幸恵

刈谷商工会議所女性会創立30周年記念式典 会長　弓場　てる子

　８月１０日（水）、愛知県女性団体連盟総会がウィルあいちで開催され、会員
３名で出席致しました。総会終了後、大村知事の“Heart”of JAPAN～
Technology＆Traditionを聴講しました。愛知は日本の中心に位置している。
人間にたとえれば心臓部、“Heart”といえ、また愛知の「愛」であり、英語で愛
知を宣伝したいとの思いで、このタイトルにされたそうです。「産業愛知」「豊
かな農林水産業」「人が輝く愛知」の３点を挙げられ、産業力、人材力、地域力を
高め、愛知の更なる活躍と日本一の元気な愛知を作りたいと熱く語られまし
た。総会当日は、リオオリンピックの開催中でしたので、県から沢山の選手が
出場、活躍されていることをとても喜ばれ、2016年は「愛知の未来へ挑戦」す
る年と意欲を語られ、熱い思いに参加者は熱心に耳を傾けていました。

知事の話を聞く会 交流・研修委員長　稲垣　三枝子

　愛知県内の事業場で働く常用、臨時、パートなどすべての労働者
に適用されます。
　日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して
愛知県最低賃金（時間額）845円と比較します。
また、愛知県の（特定（産業別））最低賃金（7種類）については、現在、
改正のため調査審議中ですので、今後の改正状況に注意して下さ
い。詳しくは、愛知県労働局労働基準部賃金課（電話：052－972－
0257）、または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

「愛知県最低賃金」は、10月1日から

時間額845円 に改正されます!!

　平成28年10月からパートタイマーといわれる短時間労働者の
方たちも、次の項目の全てが該当するときには、健康保険および
厚生年金保険に加入することとなります。
　① 企業規模が従業員501名以上
　② 週の労働時間が20時間以上
　③ 賃金の月額が8万8千円以上
　④ 雇用期間が1年以上見込まれる場合。但し、学生は対象外
　　 です。

短時間労働者の社会保険加入について

・第２回教養サロン「防災講習会」
 10月17日（月） 13：30～15：30
 商工会議所 ５階

お知らせ

フラ部会が慰問に
訪れたポテトハウス
の入所者の方々から、
お礼のお手紙を頂き
ました。

　10月29日・30日に安城市体育館で開催される日本リーグ「Ｗ
リーグ安城大会」は「安城市民スペシャル応援デー」として、安
城市広報誌（10月15日号の大会案内）を持参すると大人500円
割引で入場できます。この機会にアイシン・ＡＷ女子バスケッ
トボール部「ウィングス」の応援に行きましょう！

◇国内トップリーグの試合です。会場でご観戦いただき地元　
　チームを応援ください。 また、エキシビションとしてミニ、
　中学生の試合を行います。
◇チケット料金 : 大人2,000円
　　　　　　　  ※小中高生は各学校へ別途、ご案内いたします。

アイシン・AW ウィングスを応援に行こう！

《Wリーグ安城大会（安城市体育館 開場：9：30）》

10:00

11:30

14:00

ミニ
29日（女子）：安城ミニバスケ教室×三河安城バディズ
30日（男子）：安城ミニバスケ教室×三河安城バディズ

29日（女子）：岡崎市代表  ×  刈谷市代表
30日（男子）：蒲郡市代表  ×  知立市代表

中学生

WJBL アイシンAWウィングス  ×  三菱電機コアラーズ

10月29日（土）、30日（日）の試合

▲刈谷の会員の方と一緒に！
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ー 臨時総会・10月例会 ーー 臨時総会・10月例会 ー

○日　時　平成28年10月17日（月）
○場　所　デンパーク花車
◯会　費　3,500円（当日徴収いたします）
○内　容　臨時総会では平成29年度の役員予定者並びに
　　　　　県連出向予定者を選出する。10月例会では
　　　　　委員会対抗ミニ運動会を通して委員会内の結束
　　　　　力を高め、会員同士の交流を図ります。

臨時総会・10月例会を下記のとおり開催します。
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東海ブロック大会岡崎大会

家族交流会

　平成28年9月3日（土）に東海ブロック大会岡崎
大会の第6分科会「西三河でつなぐ『安城芸妓のお
もてなし』でGO to the TOP!Team安城YEG」が
岡崎竜美丘会館にて開催されました。総勢80名の
ご参加を賜り、芸妓の踊りや演奏、花街遊び体験な
どを催しました。中でも芸妓トークショーでは、芸
妓の道に進んだ理由や楽しかった宴席のエピソー
ドなど経験談をお話しいただき、盛り上がりまし
た。安城YEGとしても他単会と協力して一つの大
会を盛り上げる貴重な体験となりました。

　9月10日に愛知牧場にて家族交流会が行われました。この会は、青年部メンバー
間の親睦をより深めるため、メンバーの家族にも参加して頂き、約40名の参加があ
りました。
　バーベキューと乳搾り体験を行い、とても楽しい時間を過せました。
　青年部メンバーの親睦・結束がより一層深まった会となりました。

安城商工会議所青年部

安城ＹＥＧだよりYEG
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　福島市の郊外のロードサイドに、ペンション風の素敵な事務
所がある。ここが「元気エネルギー供給企業」をキャッチコピー
に掲げている、株式会社アポロガスの本社である。
　同社は、LPガスや太陽光エネルギーの販売などのエネル
ギー関連事業と、住宅リフォームや水道工事などの住宅関連事
業の２本柱が主事業である。今から45年前の1971年、地域の
小規模企業４社のLPガス供給業者が、利用者満足度と将来の
生き残りのためあえて合併し、設立した。なお、アポロガスとい
う社名は、同社が設立する２年前の1969年は宇宙船アポロ11
号が月面着陸に成功した年であることから、どんな時代もチャ
レンジ精神を忘れない会社経営をしようと名付けられた。
　設立以来、地域の支持を受け、ゆっくりではあるが着実に成
長発展しており、現在、関連会社を含め社員数は約70人、年商
は12.5億円強の規模である。同社のこの成長発展の最大の要
因は、現社長である篠木雄司氏が言う「わが社の強みは人財」と
いう言葉に尽きる。事実、同社の最大の魅力を利用者に聞くと、
大半の人々が「素敵な社員ばかり」と言い、この言葉に集約され
る。ガス屋さんというより、サービス業なのである。
　同社では、このため人財の確保・育成にことのほか注力して
いる。人財の確保に関して言えば、求める人財像を明確に示し
ている。ちなみに同社の求める人財は、「アインシュタインの言
葉の実践者」である。アインシュタインの言葉の実践者とは、

「人は周りの人々を幸せにするために生きている。感謝の気持
ち、目配り・気配り・心配りができる、思いやりの感性を持った
人を採用したい」ということである。
　また入社希望者には、入社後の仕事以外の必修項目も明示し
ている。例えば、社内のトイレや会社周辺の道路の清掃、親孝行
レポートの提出、さらにはラジオパーソナリティーの出演など
である。加えて言えば、内定者には雇用のミスマッチが無いよ
う、入社前に30日のインターンを経験させている。面接時、こ
うした会社の姿勢を聞き、辞退する学生も少なからずいるが、
入社する社員はまさに理念共鳴型の「才と徳」を兼ね備えた人
財である。
　先日、篠木雄司社長から2011年に発生した東日本大震災と
その後の福島原発事故当時の社員のエピソードを聞いた。それ
は多くの会社がこの地から撤退する中、社員に意見を求める
と、ある女性社員は「私の顔を見ると安心するという、おじい
ちゃん・おばあちゃんを残して、私一人が避難するわけにはい
きません……」と。また、ある中堅の男性社員は「一人で死ぬの
は嫌だけれど、アポロガスの皆と一緒なら何も怖くない」と語
る。同社がなぜ地域住民の高い評価を受け、成長発展してきた
のかが良く分かった。

法政大学大学院政策創造研究科
教授　坂本　光司

　千年に一度といわれる東日本大震災から早五年が経過した。
五年という歳月は、多くの人々の記憶から災禍を遠ざけるには
十分な日々かもしれないが、復興庁が2016年１月にまとめた
震災による避難生活者は、約17万8000人。彼らの多くは、原発
事故による人災で、未だ2011年が終わらない方々である。か
つて経験したことのない試練、日本人の記憶に永く刻み込まれ
る大震災の中、私たちの今の社会はなお、自然災害に対して脆
弱（ぜいじゃく）であることを思い知らされた。
それは私たちが抱いている「不安」がさらに強まったのでしょ
うか？
　兼ねてより隣り近所とのつながりである地域共同体が薄れ、
社会の分断化が進んでいるといわれる中、現代は「不安心理」が
一時的なことではなく、生活の中で常態化し、日常的になって
しまっているという。
　今直面しているこの「不安の正体」は、一体どこから来るので
しょうか？
　一つには、福祉や教育など、従来は市場経済になじまないと
されてきた領域まで市場原理と効率性により再編成しようと
する動きが進み、最低限の生活保障であるセーフティーネット
や雇用や社会保障が不安定になって、それが人々の感受性を常
に不安な状態に置いているのでしょう。　
　二つには、物があふれる物質的豊かさがもたらす社会とは、
人と人との協力を必要としなくなってしまった。コンビニ、
スーパーそしてネット販売で、あらゆる日常品が手に入ってし
まい、毎日のことが足りてしまう。平穏な時では、お金さえあれ
ば、誰とも協力し合わなくても、生きていける状況が作られて
しまうのである。しかし、ひとたび大災害など非常時に立たさ
れると、子どもやケアが必要な高齢者のように、一人では全く

生きてゆくことができない状況に追い込まれてしまうのである。
　さらに、かつては自分の生活とテレビをはじめとするメディ
アで紹介される世界との距離を十分に取っていた。しかし職場
でも家庭でも地域でも孤立している現代では、日々の生活に支
え合って生きている実感を持てないから、テレビとメディアが
伝える事件や事故の情報と自分の生活を切り離して相対化す
ることができない。つまり、テレビとメディアが犯罪を強調す
ると、それが直接、自分のまわりの恐怖になってしまうのだろう。
　さて、あの未曽有の東日本大震災では、通信、電気、水道等の
様々なシステムに想定外の事態が起きて瞬時に崩壊し、ライフ
ラインが切断された。しかし、その極限的な不安の中、見知らぬ
人との間で協力し合うコミュニティーが生まれ、私たちが失い
つつあったものを、震災は改めて突きつけていた。支え合う人
間の営みは、どんな事態でも力を発揮すると。
　とすると私たちの求める社会は、どんな方向に向かうべきな
のか、少し明らかになったようです。
　現代の「不安」にとらわれない生き方とは、お金に頼り過ぎる
ことではなく、インターネットやブログの関係でもなく、互い
に顔が見える関係で問題意識（なぜ、○○なのだろうか？）たと
えば、原発は誰のために再稼働するのか？等を共有する仲間を
つくること。メディア・ＳＮＳで結ばれる一方通行ではなく、自
分の考えがこうで、あなたの考えがこうでと、対話の仲間を
持っていることである。そこから生まれる、時にしがらみに鬱
陶（うっとう）しくもあるが、持ちつ持たれつという関係こそが、
「不安」にとらわれない生き方・生活ではないだろうかと痛感す
る今日この頃です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司法書士　矢田良一

人財の確保・育成により地域を支える
『株式会社アポロガス』

私たちを取り巻く不安！その正体はどこから来るか？
東日本大震災から５年を振り返って投稿コラム
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