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｢安城市内景況調査」
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｢商工会議所要望事項に
対する回答③」
特集3

｢小規模企業共済＆
セーフティーネット共済」

環境に優しい超軽量パレット「ロジパレ」販売中！

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】
【場 所】
【参加費】
【定 員】

令和2年1月8日㈬ 12時00分〜13時15分
安城商工会議所 5階 大会議室
1人 2,000円（税込）
120名（定員になり次第、締め切り）
※詳細につきましては、当所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
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コラム
｢ポップサーカス豊田講演」開催
抽選で鑑賞券プレゼント！

今月号の表紙

安城商工会議所 行事予定
11月
１日㈮
６日㈬
６日㈬
８日㈮
10日㈰
11日㈪
12日㈫
13日㈬
13日㈬
17日㈰
19日㈫
21日㈭
28日㈭
22日㈮
24日㈰
26日㈫

初級簿記講座
文化講演会
初級簿記講座
初級簿記講座
ビジネスマネージャー検定試験
初級簿記講座
税を考える週間事業セミナー
級簿記講座
金融相談（日本政策金融公庫）
日商簿記検定試験
税務相談（記帳継続指導）
法律相談
同一労働同一賃金対応セミナー
会員大会
福祉住環境コーディネーター検定試験
安城企業就職フェアANJOB

18:30〜21:00
14:00〜15:30
18:30〜21:00
18:30〜21:00
18:30〜21:00
14:00〜16:00
18:30〜21:00
10:00〜12:00
13:00〜16:00
13:00〜16:00
14:00〜16:30
13:30〜15:30
10:00〜15:00

日本モウルド工業株式会社

輸送費を下げる革命的なパレット販売中！
表紙は、10月17日・18日に行われたものコン2019内で開催された安城ス
ゴい会社大賞2019にて大賞を受賞された日本モウルド工業㈱の主力製品
「ロジパレ」です。
ロジパレは、同社独自の技術により重量約4㎏と非常に軽量のパレット
で、現在流通しているダンボール製のパレットと比べ約半分の重量です。
また、木製パレットで必要な燻蒸・熱処理が100％紙製のロジパレは必要あ
りません。材料は古紙とダンボールで形成されているため、リサイクル性
に優れており、環境負荷が少ないことも特徴の一つです。
「環境に配慮したい」「輸送コストを下げたい」とお考えの企業様は、日本モウルド工業㈱の「ロジパレ」を
ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
【お問合せ】日本モウルド工業㈱ 所在地：三河安城町2-20-1 TEL：76-3101
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

税を考える週間事業

交通運輸部会主催セミナー

税務研修会

同一労働同一賃金対応セミナー

本セミナーでは、消費税増税ならびに軽減税率
導入後の経理実務上の留意点と「区分経理」につ
いて基本的な仕組みと計算方法等、実務対応など
を解説しますので、この機会にぜひご参加ください。

本セミナーでは、関連通達等のポイントを確認
しながら、難しい対応が予想される賃金待遇差の
説明義務に対応できる人事制度などについてご紹
介します。
令和元年11月28日㈭14時00分〜16時30分
安城商工会議所 ３階 研修室
講 社会保険労務士/精神保健福祉士/
RMCA-J®上級リスクコンサルタント
時

令和元年11月12日㈫ 14時00分〜16時00分
場 安城商工会議所 ３階 研修室
講 竹内泰夫税理士事務所
税理士 竹内 みほ子 氏
内 １．消費税率10％増税への対応（新旧税率の判
断）
２．軽減税率への対応と区分経理の基本事項
３．消費税が8％のままとなる経過措置の具体
例と実務上の注意点
４．改正に伴い変更が必要な事務処理対応
対 経営者、経営幹部、経理担当者
￥ 無料
時

地域商談会（三河・知多会場）
「受注企業」参加募集中！
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。
今回は65社の発注企業が参加を予定しています。
独自の技術や自社製品をお持ちの中小・小規模企
業の皆様、直接商談できるこの機会を、ぜひご活
用ください。
日 時
場 所
募集企業
参加条件

場

赤澤 将 氏
１．｢同一労働同一賃金｣とは
２．｢同一労働同一賃金｣の不合理な待遇差解消
のための取組手順について
３．｢同一労働同一賃金｣ガイドラインのポイント
４．最近の代表的な裁判例のポイント
５．待遇差の説明義務対応
６．問題演習
￥ 無料
内

あんじょう認知症
思いやり 企業募集！
あんじょう認知症 思いやり 企業（団体）とは、
市内で認知症の方への支援や取組みを積極的に取
り組んでいる企業（団体）に「思いやりサポート宣
言」をしていただき、安心して暮らせるまちづくり
を一緒に行っていただくものです。
登録特典 ・「あんじょう認 知 症 思いやり 企
業」ステッカーの配布
・市ホームページ上での公表など
対象企業 ｢定期的に認知症サポーター養成講座
を実施｣｢認知症の人とその家族への見
守りや支援についての取組を行ってい
る｣等、認定要件の一項目以上を満たし
ている企業。
登録方法 登録方法、対象企業などの詳細につき
ましては、お問い合わせいただくか安
城市のホームページをご覧ください。
お問合せ 安城市役所高齢福祉課地域支援係
TEL：７１-２２６４
備 考 認知症に関する下記イベントも開催し
ますので、ぜひご参加ください。

令和２年２月20日㈭ 13時00分〜17時15分
刈谷市産業振興センター
「あいおいホール」
150社
愛知県内に事業所がある中小・小規模
企業
※あらかじめ「（公財）あいち産業振興機
構」への登録（無料）が必要となります。
無料
令和元年11月14日㈭〜令和元年12月13日㈮

参加料
募集期間
お問合せ
安城商工会議所 担当：杉山 TEL：0566-76-5175
公益財団法人あいち産業振興機構
TEL：052-715-3068
担当：阿比留、長尾
− ４−

あんじょう商工会議所

時 とき ■
場 ところ ■
講
■

〇日時：11月30日（土）午後1時30分〜4時
入退場自由
〇会場：アンフォーレ本館
〇内容：「若年性認知症の人が書いた本」の紹介
午後2時〜 若年性認知症の本人を交えての座談会
午後3時〜 認知症カフェ交流会
※３階健康支援室にて「介護予防イベント」を同時開催しています。

講師

内 内容 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
問 問合せ先
■

安城市内景況調査結果 （2019年7月〜9月）
特集
1
＜全産業において雇用人員に緩やかな改善が見られる＞
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

2019年7〜9月期

103企業

前年同期比 前年同期比
（前 回） （今 回）

(1)前年同期(2018年7〜9月)と比べた今期の状況
(2)今期と比べた来期(2019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 その他
企業数

22

20

24

22

構成比

21.4%

19.4%

23.3%

21.3%

計
103

15

14.6% 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、‑5.0ポイン
トとなった。業況判断の前回実績（‑16.4）と比較すると11.4ポイントの上昇で
あった。中小企業の業況は、一部業種に雇用人員の不足が見られるものの、全
産業とも基調としては緩やかに改善が見られる。

凡例▶

30以上

10超える

10〜△10

全
製 造 業

産

△10超える

業況判断

3.8

△5.0

△18.7

売上高

2.9

△5.0

△17.8

売上単価

△4.9

△3.0

△16.8

資金繰り

△6.9

△6.0

△11.9

借入難度

△1.0

0

△4.9

収益状況

△2.9

△7.0

△20.7

△3.0

△4.9

雇用人員 △12.8

△30以上

業

小売・卸業

建 設 業

サービス業

その他

前 年 同 期 対 比

業 況 判 断

△5.0

△18.1

0

△4.2

0

0

売

高

△5.0

△18.2

△15.8

△12.6

0

33.4

売 上 単 価

△3.0

△9.1

0

△8.3

△4.8

△13.3

△6.0

△4.5

15.8

△20.9

△23.8

13.3

借 入 難 度

0

0

15.8

△4.2

△9.5

0

収 益 状 況

△7.0

△18.2

△10.6

0.1

△14.3

13.3

雇 用 人 員

△3.0

△22.7

5.3

0

4.7

0

業 況 判 断

△18.7

△18.1

△5.2

△24.9

△28.6

△13.4

売

高

△17.8

△13.7

△15.8

△29.2

△23.8

0

売 上 単 価

△16.8

△13.6

5.2

△20.8

△23.8

△33.3

資 金 繰 り

△11.9

△9.1

△5.2

△16.7

△19.1

△6.6

借 入 難 度

△4.9

△13.6

5.3

△4.2

△4.8

△6.6

収 益 状 況

△20.7

△13.6

△31.5

△29.2

△19.1

△6.7

雇 用 人 員

△4.9

△4.5

0

△8.3

△9.6

0

上

資 金
ふくろう

繰 り

来 期 の 見 通 し

上

来期の
見通し

※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。

あんじょう商工会議所

− ５−

特集2

令和元年度

商工会議所要望事項に対する回答

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。

南明治第三土地区画整理事業の推進

短期要望

早期の事業化による整備の推進を要望
昨年の１月に立ち上がった地元組織のまちづくり
協議会が主体となって、土地活用勉強会などが開催
され、権利者の意識も高まってまいりました。現在は、
昨年に実施した意向調査を基に、区画整理設計を進
めております。
今後は、国や県など関係機関との協議を進め、権
利者の皆様と連携して、早期に事業化できるよう努め
てまいります。

JR安城駅、名鉄新安城駅の混雑解消 短期要望
企業の送迎バス等が安全に運用できるよう停
車場所の整備による混雑の解消への取組みを
要望
両駅とも、周辺にバスの乗降に適した土地がなく、
現状において即効且つ有効な対策がありませんので、
将来的な課題としております。
なお、名鉄新安城駅につきましては、企業側の協力
により、従業員の通勤時間帯の分散や、交通誘導員
の配置など、混雑の緩和に取り組んでいます。

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に
着手、推進を要望

平成30年３月に策定した「安城市空家等対策計
画」の中で、管理が行き届いていない「問題のある空
き家」160件を成果指標として管理しています。平成
30年度につきましては、目標値115件に対し、109件と
なっております。
平成30年度の主な取り組み状況としましては、シル
バー人材センターとの管理実績件数48件／年、除却
補助金交付実績４件／年、無料相談会の開催１回／
年となっております。また、令和元年度から（公社）愛
知県宅地建物取引業協会碧海支部と不動産・空き家
無料相談事業に関する協定を締結し、毎月第４火曜
日の午後不動産・空き家相談を実施しております。
引き続き、本計画に基づいて空き家対策を総合的
かつ計画的に進めてまいります。

安城芸妓文化振興会（笑美素会）
への支援

短期要望

安城芸妓文化振興会に対する支援を要望
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。
− ６−

あんじょう商工会議所

三河安城南地区の市街化区域拡大と
既存市街地の容積率緩和の推進

その3

短期要望

市街化区域拡大に向けた早期の事業化と既存市
街地の容積率緩和による三河安城駅周辺市街地
の有効活用への取組みを要望

新幹線三河安城駅南側の市街化調整区域の一部は、
第三次安城市都市計画マスタープランで住居系拡大
市街地と位置付けております。本区域では、地元が組
織する三河安城南地区まちづくり研究会を中心に、そ
の手法やスケジュールについて検討してまいります。
また、駅周辺の既成市街地においては、順調な民
間開発の一方で、容積率を十分に活用した都市空間
となっていない現状もございます。容積率の緩和に
つきましては、土地利用の共同化や建築許可におけ
る総合設計制度など、民間の創意工夫から容積率を
十分に活用した開発の検討がなされるよう誘導を
図ってまいります。

プレミアム商品券事業への支援

短期要望

プレミアム商品券事業（商店版・建設版）を実
施する際には、過去に実施した平成27年度の
販売規模とプレミアム率20％での事業支援を
要望
消費税増税よる消費に与える影響を緩和するため、
今年度プレミアム商品券事業の実施に係る予算確保
を行い、貴商工会議所により事業を遂行していただい
ています。
事業概要は、平成27年度と同様、商店券、量販店券、
建設券の３種を発行し、商店券と建設券はプレミア
ム率20％、量販店券はプレミアム率10％となっており、
発行総額は、平成24年度とほぼ同規模の６億3,500万
円となっております。

新幹線三河安城駅「ひかり」
停車活動への協力

短期要望

三河安城駅への「ひかり」停車活動に対し、引
き続きの支援、協力を要望
2027年のリニア中央新幹線の開業に向け、新幹線
の利用促進に係る活動を三河全域で行うことを目指
して、令和元年５月７日には、岡崎市、豊橋市、豊田市
と本市の４市が主体となり、三河全域の行政と経済
団体が一体となった広域連携組織「三河地域新幹線
駅利用促進期成同盟会」が発足しました。
今後は会員が連携して、三河安城駅への「ひかり」
停車に向けた要望活動を行うとともに、新幹線の利
用を促進するためのプロモーション活動等の取り組
みを進めてまいりたいと考えています。
また、新幹線三河安城駅への「ひかり」停車につきま
しては、毎年愛知県を通じて要望しております。
今後も、三河安城駅の利便性向上のために、JR東
海に対して、引き続き働きかけを行ってまいりますの
で、よろしくご理解をお願いします。

中心市街地における景観等の向上

中期要望

御幸本町西交差点から南安城駅までの東西
の通りについて、電線類が地中化されれば、防
災面や景観の向上と合わせて、七夕まつり開催
時の作業も一層軽減が図られますので、道路
景観等に配慮した整備の検討を進めていただ
くよう要望
御幸本町西交差点から南安城駅までの市道安城三
河安城線の電線類地中化は、災害の防止だけでなく
安全・円滑な交通の確保、良好な景観形成に有効で
あると考えております。
しかしながら電線類の地中化を実現するためには
多くの課題を解消しなければなりません。事業化へ
の要望という形で地域の意識醸成や合意形成が進ん
でいることは確認しておりますので、今後も町内会な
どを通じて地域の方々と協議してまいりたいと考えて
おります。

JR安城駅前の混雑解消と
一体的整備

JR安城駅前につきましては、明治24年に開業して
以降、市全域を支える中心的な市街地と考えており
ます。現在、安城南明治土地区画整理事業が進んで
おり、駅南側との一体的なまちづくり手法の検討が
課題と考えています。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。
従いまして、JR安城駅前の一体的整備につきまし
ては、安城南明治土地区画整理事業の効果を見定め
た上で、将来的な課題として認識しております。

中期要望

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してい
ただくことを要望
新安城駅周辺につきましては、新安城駅となった
50年余りの間、住民の生活を支える本市北部の中心
的な市街地と考えております。現在、名鉄が施工中の
橋上駅舎化を発端とした、駅周辺の再整備を視野に
入れた地元主導の勉強会が発足しております。本勉
強会の動向を踏まえつつ、民間活力を引き出すまち
づくりの手法等について検討を図ってまいります。
なお、名鉄本線の高架化につきましては、現在進む
駅周辺の一体的整備の検討の先にある、将来的な課
題として認識しております。

三河安城駅へのアクセス向上

中期要望

三河安城駅の利便性向上のために新安城駅を
中心とした市北部地域から、また、名鉄知立駅か
らあんくるバスの運行等によるアクセス向上につ
いて要望

中期要望

JR安城駅前の混雑解消と、現在の市勢に相応し
いJR安城駅前の一体的整備への取り組みを要望

種鶏場跡地の有効活用

新安城駅周辺の一体的整備と
名鉄本線の高架化

市では、鉄道駅を拠点とした公共交通ネットワーク
の充実と公共交通の活性化を図り持続可能な公共交
通体系の実現を目指し「あんくるバス」の運行に取り
組んでいます。
現状では、名鉄新安城駅から三河安城駅へのアク
セスにつきましては、あんくるバスの西部線をご利用
いただき、また、名鉄知立駅からにつきましては、鉄
道をご利用いただきますようお願いしたします。
今後、リニア新幹線の開業など、時代の変化に対応
して検討をしてまいりますので、ご理解いただきます
ようよろしくお願いいたします。

中期要望

関係者と情報共有を行いながら跡地の有効活用に向けた検討を進めるよう要望
種鶏場跡地の土地活用につきましては、敷地面積全体の約７割がＪＡあいち中央の所有であり、本市の単独所有分
が約１割、その他を碧海５市等で所有しています。そのため、ＪＡあいち中央と連携を密にするとともに、時期を逸する
ことのないよう、関係者間での協議を進め、今後の方向性を探っていくことが必要であると考えております。

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

『令和元年度無料税務相談』

（休日の場合は、第２水曜日）場 市役所相談室
（北庁舎１階）
時 毎月第１水曜日
11月６日㈬

12月４日㈬

１月８日㈬

２月５日㈬

３月４日㈬

○ 相談時間 PM１：30〜PM４：00
○ ２ヶ月前から安城市役所市民税課で予約を受け付けております（各月定員８名）
○ 当日空いている時間であれば、予約がなくても相談できます。

問 安城市役所市民税課 TEL 71ー2213
（直通）
あんじょう商工会議所

− ７−

特集
3

− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
障がい者雇用の はじめの一歩"セミナー
10月３日㈭に障がい者雇用の はじめの一歩"セミ
ナーを開催しました。
当日は、特別支援学校の教員や実際に障害者雇用
を行っている企業の担当者等を講師にお招きし、多く
の企業が障がい者雇用の際に課題と感じている障が
い者を受け入れるための体制の作り方や仕事内容、仕
事受け入れ時の注意点、各種助成金や支援制度などに
ついてご教授いただきました。

ものコン。

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30㈪に開催し
ました。
当日は、安城市長をはじめ安城市執行部の方々にお
集まりいただき、安城市政の取り組み説明や、当所より
提出した要望事項に対する回答をいただきました。
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、当市の産業振興
について情報を共有しました。

〜安城ものづくりコンベンション2019〜

10月17日㈭・18日㈮に、製造業に特化した産業展示会「ものコン。〜安城ものづくりコンベンション2019〜」を、
東祥アリーナ安城（旧：安城市体育館）にて開催しました。70社・団体による企業展示・マッチング商談会、ものづ
くり基調講演など、多彩な事業を行いました。
また、出展者のうち、市内に本社を有する中小企業の中から、優れた技術力をもつ企業を表彰する「安城スゴ
い会社大賞2019」を選出しました。古紙等をリサイクルした材料を使用したパレットやトレイ、緩衝材等の加工及
び製品化を行っている日本モウルド工業株式会社が、技術力・独自性・新規性・市場性・展示の工夫の5つの観点
から評価され大賞を受賞しました。
ものコンは企業展示の場ではなく、
「商談の場」としての機能を目的として開催し、2日間で1,375名が来場し、
活発な商談や技術相談が行われました。

▲会場の様子

▲開幕セレモニー

▲安城スゴい会社大賞表彰式

“もっと社会のパートナーへ”

会 員 募 集 中 ！！

公益社団法人
刈谷法人会安城支部
〒446-8512 安城市桜町 16 番 1 号（安城商工会議所内）
ＴＥＬ 0566-76-5175
あんじょう商工会議所

− ９−

会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

株式会社スーベニール
９月26日より新店舗に移転、リニューアルオープン！
今回は御幸本町の
「ブティックスーベニール」
をご紹介します。
スーベニールは、
昭和53年に開店し創業41年を迎えたブティックですが、
９月26日より御幸本
町交差点南に店を移転、
リニューアルオープンいたしました。
店の広さは前店舗の２倍になり、
ゆったり、
落ち着いた雰囲気の中でお買い物を楽しんでいた
だくことができるようになりました。
また、
店内にはソファを用意し、
お買い物の合間にくつろぐ、
休息を取っていただくことによりお客様により一層ご満足いただける店となりました。
販売商品は国内、
インポートブランドの婦人服とバッグ、
靴、
アクセサリー等の小物ですが、
強
みである
「顧客視点の接客と目利き力を生かした品揃え」
「時流に即した商品提案」
「定評のあるコーディネート」
により、
若い方も含め幅
広い年齢層の方に季節や時流を踏まえ、
様々なシーンにフィットした服、
小物をご用意することができます。
リニューアルオープンした
「スーベニール」
にぜひご来店していただき、
素敵な装いとの出逢いを大切にファッションを楽しんではいか
がでしょうか。
東海

道本

所 在 地

安城市御幸本町14-1 1F

電

76-1101

話

線

JR

安城

駅

三菱UFJ銀行
御幸本町西

営業時間

10:00〜20:00

定 休 日

年中無休（年始のみ休業）

★

（杉原）

すみや接骨院
体のお悩みを根本から治しませんか
今回は横山町にあります、日常生活やスポーツ活動におけるケガや体の痛みによる様々な
症状の早期改善を目的とした施術を行っている「すみや接骨院」をご紹介します。
「根本から体の悩みを治して、治療から卒業しましょう」と常々お客様に話しているすみや
院長。痛みのある患部を手技治療するだけでなく、痛みの原因が何から発生して、どうしたら
根本的に治していけるかを親身に提案してくれます。
院内で行う施術方法は患部に対して直に行う「手技治療法」と「特殊電気治療」があります。特殊電気治療は微弱電流治療器を使
用しており一般的な低周波、干渉波治療器とは異なりほとんど電気刺激を感じません。電気治療の苦手な方や小さなお子様でも安
心して治療を受けてもらえます。また、子どもの運動能力を伸ばすスペシャリスト「キッズコーディネーショントレーナー」の資格を
取得し、院外では子ども達の底知れぬパワーと才能を最大限に引き出してあげられる活動を今後安城市内で展開予定です。
老若男女問わず、体の痛みがあるけれど「どこで診察を受けたらいいかわからない」
「どこに行っても治らない」という方は「悩み
の根本から改善する」すみや接骨院に一度相談してみていかがでしょうか。

南中入口

45

（神谷）

事業所のPRをしませんか？

鍛造素材から部品加工まで、
HV車部品を支える、匠の技

安城商工会議所
事業所訪問先募集中

丸中鍛工株式会社

商工会議所の会報とホームページに無料で掲載できます。
会員向けにクーポンを発行したい方大歓迎です！
是非ご利用ください！
問合せ：安城商工会議所 TEL 76-5175

●本
社：安城市桜町12-24
●東端工場：安城市東端町西大坪1-1

TEL 0566-92-1526
FAX 0566-92-3297

線
幹

（近日ホームページをリニューアルします）

★

新

定 休 日
H
P

横山町八左189-3
76-8070
8:00〜12:00/16：00〜20:00
※土曜のみ15:00〜18:00
水・日
http://sumiya-bs.com/kiki.html

道
海
東

所 在 地
電
話
営業時間

百石町2丁目

女性会だより
秋の交通安全キャンペーン
令和元年9月26日㈭に
「交通事故なし
（梨）
キャンペー
ン」
として、通行車両等に対して、安城特産の
「梨」
を配布し
ながら、交通事故防止を呼びかけました。翌日の27日㈮に
は
「ながらスマホ根絶キャンペーン」
として通行者に対し
て、啓発品を配布しながら、ながらスマホ根絶と交通事故
防止を呼びかけました。両日ともにアンフォーレ前にて実
施され、交通安全運動には５社のセーフティレディの方々
と共に参加させていただきました。
コラム

茶寮 花の宴

コラム

加藤 雅子

安城市でレストランを営んで、
もう20年になります。家族での
食事、会社の歓送迎会などの
宴におきまして、ただお料理と
お飲み物を提供するだけでな
く、幹事様の思い、参加する皆
様の思いなど大事にし、温かいおもてなしで、記録ではな
く、皆様の記憶に残る宴になるよう心がけております。
是非、大切なお集りには当店をご利用いただければと
思います。
日時：12月1日㈰ ８：00〜16:00
場所：安城総合運動公園

1.豚汁販売 2.ゴミクイズ 3.体験コーナー
●全体説明会

寺岡 千恵

2016年1月11日、私が おもち"
と しらたま"に出逢った日です。
犬の保護団体の譲渡会で里親
が見つからず残ってしまった母
娘。私が引き取り娘が名前を
おもち しらたま
付け、今では我が家の大切な
家族になりました。このご縁で、犬の美容室の仕事の傍
ら、レスキューされた犬達のボランティアトリミングもさせ
ていただいています。1頭でも多くの犬達が幸せを掴める
よう微力ながら協力していきたいと思っています。

日時：11月20日㈬ 10：00〜11:00
場所:安城商工会議所 3階 研修室

フラ部会
活動報告

お知らせ

●安城元気フェスタ2019

ぺっとはうす ぐりーと

・10月５日

桜井北町町内芸能まつり

・10月６日

姫小川白老会
小間町内会秋まつり

・10月９日

小川の里

・10月19日

あんのん館

安城警察署からのお知らせ
〜広げよう支援の輪〜

税務署から相談窓口のお知らせ

「11月25日から12月1日までは、犯罪被害者週間です」

「タックスアンサー」

インターネット上の税務相談室

ある日当然、何の落ち度もないのに、犯罪に巻き込ま

タックスアンサー

れ、命を落としたり、傷つけられたりすることが後を絶ち
ません。犯罪による被害は、犯罪そのものによって心や
身体が傷つくということだけではありません。被害者、そ

スマートフォンや携帯電話からも利用できます。

電話相談センター

の家族・御遺族は、その後の生活の中でも、様々な困難
に直面しています。あなたが、あなたの大切な人が、もし
犯罪に巻き込まれてしまったら…。命の重みを考え、社
会全体で支えていきましょう。
＜相談窓口番号＞

ハートフルライン（犯罪被害者のための心の悩み相談） 052-954-8897

性犯罪被害110番（性犯罪被害相談）

0120-67-7830

ふれあいコール（列車内の痴漢被害相談）

052-561-0184

被害少年相談電話（犯罪やいじめ等の被害に関する相談） 0120-78-6770
ストーカー110番（ストーカー被害に関する相談）052-961-0888
(社)サポートセンターあいち（犯罪被害等に関する相談） 052-232-7830
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あんじょう商工会議所

1

刈谷税務署（TEL:566-21-6211）

2

自動音声によりご案内しますので、 を押して
ください。

3

自動音声に従って、相談したい内容の番号を選択
してください。

へお電話をお掛けください。

受付時間等：８:30〜17:00（土日祝日、年末年始を除く。）

第21回安城元気フェスタ2019が開催！
安城商工会議所青年部の二大事業の一つ、元気フェスタ2019が12月1日に開催
されます。
今回は元気フェスタ特別委員長、日下委員長に元気フェスタにかける熱い思い
をお聞かせいただきました。
まず今年ならではのイベントをお聞かせください。
例年スポーツ教室やものづくり教室から、子供たちに楽しんでいただいています
がそれ以外にもより多くの子供たちに喜んでもらえるように、今年は新たな試みと
して歌を作りました。

元気フェスタ特別委員長
日下 礼恵さん
歌が世界中のあらゆる人の力になっているように、元気フェスタの歌が安城の

子供たちの力に変わるよう、様々なイベントを企画しています。まずラジオパーソナリティの河原龍夫さんの
司会のもと子供音楽バンドによる大合唱のオープニングにより、元気フェスタ2019はスタートします。さら
に動画アプリTikTokで10代の女子に大人気の野々山ひなたちゃんのトークショーとTikTok実演を企画して
います。
スポーツ教室の目玉イベントはサッカー元日本代表の三都主アレサンドロさんによるサッカー教室です
ね。ものづくり教室もより充実させたイベントを企画しているところです。
現段階で何かお手伝いできることがありますか？
野々山ひなたちゃんのトークショーや元気市場の出店者の申し込みに
まだ余裕がありますので皆様ご参加いただいて盛り上げていただけれ
ばと思います。
最後に日下委員長の思いを皆さんにお話しいただけますか？
わたしは息子と娘を持つ一人の母親として青年部に入る前から元気
フェスタに参加して楽しみにしてきました。
元気フェスタは安城の企業様からの協賛をいただき、安城の子供たち
を育むすばらしいイベントです。しかもお金もかからず一日遊べる体験
型のイベントなんてそんなにありません。
今年の元気フェスタも子供たちの笑顔を育むイベントにします。みな
さまご期待ください！

トーク

元気ノ助のメールで投句

国士無双︵ 才・村高町︶

くそリーチ 掛ける阿呆に 降りぬ阿呆

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

55

ー11月例会『YEG愛に火をつけろ』ー
11月例会を下記のとおり開催します。

○日
○場
○内

時 令和元年11月21日㈭19:00〜21:00
所 デンパーク花車
容

OB会員との親睦交流会を開催いたします。現役メンバーとOB
会員の方々と交流を図り、
YEGの歴史、在り方について語り合
い、YEG愛に火をつけ絆を深めることで次代への先導者とし
て、
今後の青年部活動がより充実することを目的とします。
あんじょう商工会議所
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縫製業界をよみがえらせる
ライフスタイルアクセント
熊本市に本社、銀座に東京事務所のある「ファクトリエ」というファッションブランドを展開するライフスタ
イルアクセント株式会社という中小企業がある。主事業は、スーツ、ジャケット、パンツ、シャツなどのファッ
ションアイテムや、靴、バッグ、靴下といったファッション雑貨の商品企画・小売業で、創業は今から７年前の
2012年。現代表である山田敏夫氏がスタートした。
同氏は1982年、熊本県生まれ。実家は100年以上続く老舗婦人服店である。大学在学中にフランスへ留学
し、グッチ・パリ店に勤務。帰国後、同社を創業した。創業の目的は、実家もそうであったが、日本の縫製業界
を再生したいという強い思いからである。
日本の縫製業界は、かつては世界各国に輸出するほど威勢を誇っていたが、今や見るも哀れなほど衰退し
てしまい、縫製品の国産化率は３％程度にまで落ち込んでしまっている
もとより、それは需要が減退したためではない。事実、縫製品の市場供給量は過去30年間、右肩上がりだか
らである。つまり、海外進出した日本のブランドメーカーや、国内輸入商社、さらには海外メーカーが、中国や
バングラデシュなど、海外工場で生産した縫製品を最も安定したマーケットである日本に怒濤（どとう）のご
とく流入させたからである。
一方で、国内にわずかに残っている下請け縫製業者には、国際価格という名の下に、低単価発注や買いたた
きを行ってきたからである。多くの縫製業者は価格競争に嫌気が差し、廃業の道を選んだ。
こうした現状を踏まえ、何とか国内の縫製業者を再生したいと、同氏はグッチ・パリ店勤務などの経験を生
かし、工場直結ファッションブランド「ファクトリエ」を立ち上げたのである。
同ブランドは商品企画や開発、さらにはリアル店舗やネットでの直接販売を担い、生産は全て国内縫製業
者に依頼している。ユニークなのは、その値段の決め方で、一般的には小売希望価格になるが、同ブランドは
全てメーカー希望価格で買い取っている。つまり、依頼した縫製業者の言いなりの値段で、一切値引きをせ
ず、引き取っているのである。
それでも、その商品が市場で高い評価を得ているのは、同ブランドが縫製業者にアドバイスし、機能性や
デザイン性、さらにはコーディネートなどで、その商品に絶大な付加価値を付けているからである。
ちなみに、先日、同ブランドの銀座店に立ち寄った際、靴下を購入した。１足2000円と少々高額であった
が、商品名には『永久交換保証』の表示があった。
余談であるが、同ブランドのこうした取り組みにより、すでに30社以上の縫製業者が元気を取り戻している
という。
人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司

ポップサーカス豊田公演 開催！

2019年11月30日〜2020年2月2日
豊田スタジアム特設大テント 抽選で鑑賞券プレゼント！
世界中から集結したトップパフォーマー達が、超人的な肉体から迫力のアクロバットを
繰り広げる！世界で賞賛されたハイレベルなメダルアクトを目にすることができる、まさに
世紀のサーカスエンターテインメント！いましか味わえないこの感動を、お見逃しなく！豊
田公演を記念して、抽選で10組20名様へ「ポップサーカス豊田公演鑑賞券」プレゼント！

締切：2019年11月20日㈬

【申込方法】 必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。
①お名前 ②郵便番号 ③ご住所 ④電話番号 ⑤ＦＡＸ番号
⑥「ポップサーカス豊田公演鑑賞券」係宛まで
※鑑賞有効期間:12/14〜1/1。当選結果は、鑑賞券の発送をもってかえさせていただきます。

【問合わせ】安城商工会議所 FAX送り先：0566-76-4322
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※当所会員様限定価格でご鑑賞いただける専用申込用紙を当所窓口に設置しております。

毎月第4金曜発行

掲載店
募集中!

アンカリッチは安城・刈谷・知立の全域に確実に届く
クーポン付きフリーペーパーです｡(144,900部）

お問合せ・申込みは

〒446-0039 安城市花ノ木町5-2
TEL（0566）75-1188

http://www.ankarichi.jp

お客様のビジネスをサポート
インターネット接続サービス

防犯・災害対策サービス

拠点間接続サービス

映像・動画系サービス

データセンター・クラウドサービス

お問い合わせ

0120-2-39391株式会社キャッチネットワーク
刈谷市野田町大ヒゴ1番地

地元「安城」で生まれた名産品。
匠の味をお届けします。

広告掲載の募集をします!!

商工会館1階サイネージにて広告掲載あり
会報誌は、当所会員事業所をはじめ、行政機関や
主要交通機関等へ毎月2800部を配布します。
事業所のPRにぜひご活用ください！
＜料 金>

株式会社

ネクスト

〒446-0046 安城市赤松町梶 1 番地
TEL 0566-92-5512

ギフトセットはこちらから！

安城ハム

安城商工会議所は
セキュリティアクションを宣言しています
「SECURITY ACTION」は中小企業自ら
が、情報セキュリティ対策に取り組むことを自
己宣言する制度です。IT社会では、企業経営
においてもIT活用による「攻め」と、情報セ
キュリティによる「守り」が不可欠です。
身近なところから情報セキュリティ対策を
始めましょう。

内面モノクロ広告 1小間 年間掲載料： 62,400円（税抜）
1ヵ月単価： 5,200円（税抜）

裏面裏カラー広告 1小間 年間掲載料： 78,000円（税抜）
1ヵ月単価： 6,500円（税抜）

掲載ご希望の方はご連絡ください
安城商工会議所広報係

TEL 76-5175

ご意見・ご要望などをお寄せください
安城商工会議所に対するご意見・ご要望・ご提案などがございまし
たら窓口・電話・FAX・メールにお寄せください。メールは一部の職員
しか見ることができませんので、お気軽にお送りください。
TEL：0566-76-5175 FAX：0566-76-4322
メールアドレス：info@anjo-cci.or.jp

あんじょう商工会議所
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令和元年

「健康で元気をつくる東祥」 ホリデイスポーツクラブ

月１日号︵毎月１日発行︶

11

第
号

795

豊富なプログラムのスタジオ

リラックスできる温浴設備

〒

泳ぐだけじゃないプール

発行所／安城商工会議所

広く開放的なジム

ー８５１２

446

安城市桜町

〒446-0056
安城市三河安城町1-16-5

TEL 0566-79-3111

東京証券取引所 証券コード：8920

番１号

16

貸切バス

【ドライバーの運転マナーが自慢です】

0566-97-6000
安城市尾崎町堤下11-1 東伸運輸㈱バス事業部

★遺言書作成と資産承継★
電話相談受付は、夜8時まで！

76

代表
司法書士 矢田良一

司法書士 サルビア事務所
安城市緑町2丁目19番地15

TEL 0566〈77〉3882
四季の雫
（しずく）

検索

印刷所／安城印刷株式会社

中 型・ 小 型
40人・27人乗

幹事さんの強い味方!!
○観光旅行に○イベントに
○空港への送迎○結婚式の送迎
○巡礼の旅○冠婚葬祭に

①相続人に実印をお願いしなくても、
相続が完了する
②遺言者の希望通りの相続が完了する

☎

遺言を作って、安心して長生きを！

ー５１７５㈹

安城の

購買料／定価
円︵購買料は会費に含む︶

60
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