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特集１

安城市執行部との意見
交換における再要望

有限会社 初寿司
岡田 嘉子 氏
〜経済講演会〜

「最近の金融経済情勢と今後の展望」
と

き

令和３年２月３日㈬ 14時00分〜15時00分

講

師

日本銀行 名古屋支店長

ところ

安城商工会議所 ５階 大会議室

定

80名（先着順）

員

加藤 毅 氏

※詳細につきましては、１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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LIS GLOBAL
(リス グローバル）
所在地

三河安城南町1丁目
15-8

電

話

090-7944-9040

はなまる治療院
(㈱プロスマイル）
所在地

小川町御林50

電

99-9045

話

安城商工会議所 行事予定
12月
４日㈮

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

すぐにできて成果を出すための即効販促術 14:00〜16:00
８日㈫

働き方改革Q&Aでわかる実務のギモン 14:00〜16:00

９日㈬

金融相談（日本政策金融公庫）

10:00〜12:00

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

まちゼミ説明会

14:00〜16:00

17日㈭

法律相談

13:00〜16:00

23日㈬

雇用調整助成金労務相談

13:00〜17:00

まちゼミ説明会

14:00〜16:00

16日㈬

18:00〜20:00
25日㈮

金融相談（愛知県信用保証協会）

表紙、P2

企画／制作

13:00〜16:00

アイデアバルブ株式会社

安城商工会議所事業のご紹介
＜小規模企業共済・経営セーフティ共済＞
｢もしも」のときの備えや節税対策として、小規模企業共済と経営セーフティ共済があります。利用あっせんと加入手続きを
当所で行っておりますので、ぜひご利用ください。

小規模企業共済

年金だけでは不十分で不安がある事業所や、節税方法
に悩まれている事業所にお応えできる共済制度です。
・経営者のための退職金制度
・受取時も税制メリット
・契約者貸付の利用が可能

経営セーフティ共済

取引先事業所が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場
合に、貸付を受けられる共済制度です。
・掛金の10倍の範囲内で最高8,000万円まで貸付
・貸付条件は無担保・無保証人
・掛け金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に

詳しい内容につきましてはP8に掲載していますのでそちらをご覧ください。また、お問合わせにつきましては当所までお願い
します。
安城商工会議所 TEL:0566-76-5175
あんじょう商工会議所

− ３−

おしらせ

商工会議所からの

『 健 康 経 営 』〜企業インタビュー〜

三方良しの

「株式会社玉井設計」「玉井建設株式会社」
健康経営優良法人 2020（中小規模法人部門）に認定
〜人々の生活を造り同時に社員の健康を造る〜
社員の健康が第一の経営を目指す
弊社は「建物を造るだけではない 人々の生活を創造する」を理念として
います。海外出張も多く、経営者として健康の重要性を身に染みて意識して
いました。しかし社員の健康づくりに目を向けてみると定期健康診断受診率
こそ100％でしたが、再検査や精密検査の受診率は低く、特別な検診も実施
できておりませんでした。そこで社員との個別面談を実施し、受診勧奨に力
を入れたところ、受診率は向上し、コミュニケーションも図れました。

代表取締役 玉井秀一氏

健康経営実践はまず課題把握から
そんな折、健康経営の制度を知り健康経営優良法人を目指すことにしました。まず健康課題を把握す
るため生活習慣アンケートを実施。結果は運動不足、ストレスを抱える社員が多いことわかりました。
課題解決の為、室内トレーニングの機器を多目的エリアに設置し、メンタルヘルス相談窓口も設置しま
した。毎年決まった時期にアンケートを実施することで、改善も可視できます。
大切な社員とその健康とともに会社も成長していく
社員が日頃から健康を意識すること、それを継続していくことが会社の活力を生み出し、成長に繋が
るという信念のもと今後も取組を継続してまいります。

特に重要視している取組 健康診断
（病気の早期発見・早期治療）
・健康診断+追加項目
・生活習慣病予防健診＋追加項目
・生活習慣病予防健診＋脳ドック＋追加項目
・インフルエンザ予防接種、
出張先で必要な予防接種

従業員全員
35歳より
（3年に1回胸部腹部CT)
45歳、
55歳以後3年ごと実施
会社で予約、
費用負担、
業務内接種

株式会社玉井設計・玉井建設株式会社 ・所在地 安城市住吉町 ・事業内容 建築設計・建設 ・従業員数 27名

安城プレミアムお買物券
「飲食店券」
「商店券」を使ってお得な
キャンペーンの応募締切迫る！
安城プレミアムお買物券にあわせて当所で実
施している｢飲食店券｣｢商店券｣を使ってお得な
キャンペーンの第２回応募締切が迫っていま
す。応募ハガキをお持ちの方は締切までにご応
募ください。またキャンペーン参加事業所様は
ハガキの配布期間にご注意ください。
応募締切 令和２年12月15日㈫ 当所必着

− ４−

あんじょう商工会議所

家賃支援給付金・持続化給付金
申請締切迫る！
感染症拡大により、売上の減少に直面する事
業者に対して、地代・家賃の負担を軽減するた
めの｢家賃支援給付金｣、営業自粛等により特に
大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継
続を支え、再起の糧としていただくための「持
続化給付金｣の申請締切が迫っています。申請が
お済でない方はお早めに申請ください。
申請締切 令和３年1月15日㈮

時 とき ■
場 ところ ■
講 講師 ■
内 内容 ■
対 対象 ■
定 定員 ■
¥ 受講料・入場料 ■
申 申し込み期間 ■
問 問合せ先
■

第１回安城まちゼミ
参加事業所募集

受章・受賞おめでとう！
令和２年度秋の褒章】
令和2年度秋の褒章にて林ふとん店の林 春代氏
が受章されました。おめでとうございます。
＜黄綬褒章＞

｢得する街のゼミナール(略して まちゼミ)｣を安
城市内で開催します。お店の方が講師となり、専
門知識や情報、コツを受講者(＝お客様)にお伝え
する少人数のゼミナールを無料で開催すること
で、お店の存在や特徴を知っていただき、お店や
店主などのファン創りを勧め新規顧客獲得を目指
しますのでこの機会にお申し込み下さい。
時 令和３年1月29日㈮〜令和３年２月14日㈰
対 安城市内に事業所がある当所会員事業所
￥ 2,000円（税込）

林ふとん店

林 春代氏

令和２年度納税表彰】
令和２年度納税表彰にて当所会員事業所の2名の
方々が表彰されました。おめでとうございます。
＜国税局長表彰＞

＜刈谷税務署長表彰＞

申 令和２年12月23日㈬まで

まちゼミ説明会
うちもやってみようかな 話だけでも聞いてみよ
うかな と思われる事業所を対象にオンライン(当所
でも受講可能)でまちゼミ説明会を行います。事業
概要やまちゼミ開催方法やコツなどご紹介します。
時 令和2年12月16日㈬

令和2年12月23日㈬

￥ 無料

ジャパンピアノクリニック
田村 誠氏

株式会社亀山製作所
亀山 新一氏

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
交歓会をグランドティアラ安城にて開催します。
時 令和３年1月５日㈫ 11時30分〜13時00分
定 150名（定員になり次第締切）
￥ 1人3,000円（税込）
※新型感染症の状況によって中止となる場合があります。

安城商工会議所
年末年始業務のご案内

14時00分〜16時00分
14時00分〜16時00分
18時00分〜20時00分

30年プレミアム会員証
当所に入会されて永きにわたり会員として在籍
していただいた21事業所様に感謝の意を込めまし
て「プレミアム会員証」をお贈りいたします。お
手元に届きましたらご受納ください。
対 今年度、在籍30年目を迎えられた会員事業所様
・石原公認会計士事務所
・農事組合法人和泉営農組合
・植村産業株式会社
・有限会社岡田商事
・喫茶カーペンター
・コニックス株式会社東海支店
・株式会社里組
・鈴木設計
・竹内機械設計
・東海労働金庫安城支店
・南天工業株式会社

・有限会社畠中工業
・ファミリードラッグたけみつ
・ぶつだんの橋本屋
・ベストライフ株式会社
・株式会社朋友
・有限会社ポケット
・有限会社間野塗装店
・株式会社ムツミ
・有限会社ヤシマ
・有限会社ラドゥーセボー
（五十音順）

30年プレミアム会員証

年末：令和２年12月28日㈪ 16時30分まで
年始：令和３年１月４日㈪ ９時00分から
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいた
します。
あんじょう商工会議所

− ５−

特集1

令和2年度

安城市執行部との意見交換における再要望
今月号では、10月5日に開催した安城市執行部との意見交換会の中で提出した安城市への再要望
に対する回答を掲載いたします。
（一部抜粋）

再要望

新型コロナを踏まえた建設業者への支援
新型コロナウイルスに対する経済対策のためプレミアム建設券の発行を要望
プレミアム建設券の発行につきましては、新型コロナウイルス感染症による建設業への影響を調査の
うえ、実施について検討をしてまいりたいと考えています。

今後の安城七夕まつりについて
来年度の七夕まつり開催、またはそれに替わるイベントを要望
現在、イベントの参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する場合は、愛知県への事前相談が
必要になります。そのため、次年度の開催に向けましては、今後、愛知県への事前相談を行い、一宮市
や近隣市の動向を踏まえ、七夕まつり協賛会実行委員会にて、実施方法を協議してまいります。

日本通運倉庫の土地利用
市が今後取得する予定である日本通運倉庫の土地の有効利用を要望
現在、JR安城駅前に倉庫が建っております日本通運株式会社所有の土地は、安城南明治第三地土地区
画整理区外であるものの、地区に接している土地であり、近隣には多くの市有地があります。そのため、
公共として一体的なまちづくりを行う不可欠な土地であり、将来、JR安城駅前の再整備の際に必要な用
地として、確保しておくことが望ましく、用地交渉を継続しているところです。

運転の妨げになる街路樹のせん定
トラック車両通行の妨げになる、車道に大きくはみ出している街路樹のせん定を要望
街路樹のせん定につきましては、樹形に配慮しつつ建築限界を侵さないように道路側では高さ4.5ｍ、
歩道側では2.5ｍ以上通行する空間の高さを確保できるように行っています。せん定の時期やサイクルに
つきましては、夏に1回行っています。なお、ナンキンハゼ等の成長が早い樹種については冬にも行っ
ています。今後も街路樹を適正に管理してまいりますが不具合等がありましたら維持管理課までご連絡
いただきますようお願いいたします。

東海税理士会
刈谷支部 安城部会

TEL 77-3636

『令和2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
12月２日㈬

１月６日㈬

２月３日㈬

３月３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）

− ６−

あんじょう商工会議所

令和３年度分の固定資産税・都市計画税の軽減について

安城市COCOAサポート店舗募集

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が
減少している中小事業者等に対して令和３年度分
の固定資産税・都市計画税の軽減を行います。

安城市、安城市観光協会、安城商工会議所で
は、COCOAをダウンロードして来店された方
に特典を提供していただける店舗を募集し、そ
の店舗を｢安城市COCOAサポート店舗｣として
PRします。

軽減対象：事業用家屋及び償却資産に対する固定
資産税及び都市計画税（土地の固定資
産税・都市計画税は対象外)
対 象 者：令和２年2月〜10月までの任意の連続
する３か月間の事業収入の合計が、前
年同期間と比べて減少している中小事
業者等（法人・個人）
軽 減 率：対前年同期比の減少率が
①30％以上50％未満の場合:１／２軽減
②50％以上の減少の場合:全額免除
手続きの流れ
①市HPから申告書類をダウンロードし添付書類と
あわせて※認定経営革新等支援機関等に確認依頼
(※当所・税理士・公認会計士・弁護士・金融機関等)
②認定経営革新等支援機関等から申請書類の確認
を得る。
③認定を得た申告書と添付書類を市資産税課へ提出
提出期間:令和3年１月４日㈪〜令和３年２月１日㈪

①確認の依頼

②申告書の確認

安城市役所
資産税課

認定経営革新等
支援機関等

中小事業者等
③申告:令和３年2月１日まで

お問合せ】
安城市役所資産税課TEL：0566-71-2215

住宅ローン控除の事前説明会について
令和２年中に返済期間10年以上の住宅ローン
を利用してマイホームの新築、取得または増改
築された方を対象に予約制による相談会を実施
します。
期間:令和３年１月５日㈫〜令和３年１月22日㈮
場所:刈谷税務署（刈谷市若松町1-46-1）
お問合せ】
刈谷税務署 個人課税部門TEL:0566-21-6212

＜参加条件＞
以下の３つの条件を満たす店舗
①新型コロナウイルス感染症対策を講じている
②愛知県の｢安全・安心宣言施設｣に登録している
③COCOAをダウンロードしている方に特典を
提供できる
＜申込方法＞
市HPから参加申込書をダウンロー
ドし、必要項目を記入の上、メー
ル、FAX、郵送のいずれかで申込
書を安城市観光協会に送付してく
ださい。

市HP

＜PR方法＞
・安城市観光協会ＨＰ等に参加店一覧を掲載
・広報あんじょうへの掲載
・報道機関への情報提供
・店舗掲示用のステッカー、ポスターの配布
お問合せ】
安城市役所商工課TEL：0566-71-2235

PCB使用製品およびPCB廃棄物の
処分期間が迫っています。
PCB使用製品およびPCB廃棄物は定められた
期限までに処分を委託する必要があります。高
濃度PCB廃棄物は期限が過ぎると事実上処分す
ることができなくなります。PCB含有の有無の
確認、処分の手続きには時間がかかりますの
で、お早めに確認ください。
＜高濃度PCB廃棄物の処分期間(愛知県内分)＞
○変圧器、コンデンサーなど
令和４年３月31日まで
○安定器など
令和３年３月31日まで
※低濃度PCB廃棄物処分期間令和９年３月31日まで

お問合せ】愛知県環境部資源循環推進課
TEL:052-954-6237
あんじょう商工会議所

− ７−

− ８−

あんじょう商工会議所

活動報告ダイジェスト
版
令和元年度旭日双光章受章祝賀会
令和元年秋の叙勲で旭日双光章を受章した当所元副
会頭 成瀬介宣氏(㈱ナルセコーポレーション)の祝賀会
を10月28日㈬にグランドティアラ安城にて開催しました。
当日は、大村秀章知事や、神谷学市長など140名の
方々にご参加いただきました。式典では成瀬夫妻に記
念品と花束の贈呈が行われるとともに、祝宴では安城
芸妓によるお祝いの舞など受章を盛大に祝う祝賀会と
なりました。

新しい生活様式で使える、
求められる店舗演出方法を知ろう
飲食店や小売店を対象とした販促セミナーを11月18
日㈬に開催しました。
当日は講師にすごはんの増澤美沙緒氏をお招きし、
お客様に安心して来店していただくための新しい生活
様式にあったお店作りをご教授いただきました。
受講生はコロナ禍に対応する準備すべきツールや販
促POPなど強い店舗づくりの理解を深めました。

税に関する「習字・作文」表彰式
安城市内の小学校、中学校より習字と作文を募集し、
優秀な成績を修めた生徒・児童に対して表彰する『税
の表彰式』を11月16日㈪に開催しました。
当日は、刈谷税務署長および安城市長・議長、安城
市教育委員会委員長などをお迎えし、表彰状や副賞の
授与を行い、学校関係者や、生徒の保護者の皆様とと
もに受賞者を祝福しました。

安城市議会議員との意見交換会
安城市議会議員との意見交換会を11月20日㈮に開催
しました。
当日は、安城市議会議員26名にお集まりいただき、
商工会議所の活動について説明するとともに、当所よ
り提出しました令和２年度の要望事項に対して意見交
換を行うなど、当所の正副会頭、運営委員等13名との
積極的な意見交換を通じて、当市の産業振興について
相互の理解を深めました。

“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
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会員事業 所 訪 問
ホームページにも掲載中

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

LIS GLOBAL（リス グローバル）
中古車の海外輸出をお手伝い
今回ご紹介するのは、
三河安城南町で今年8月に開業したLIS GLOBAL。
同社は、
中古車

を自動車オークションで仕入れて海外輸出販売を行ったり、
中古車販売店等の海外輸出

販売を代行したりしています。

海外では、
走行距離が長い車や年式が古い車でも直して使う習慣があり、
一定のニーズ

があるのだとか。
現在、
同社の主力輸出先は、
アフリカ方面。
アフリカでは、
10年以上の型落

ちや10万km以上走行した車でもバンやSUVなど車種によっては重宝されているという。

日本ではあまりニーズがない車が、
海外では重宝されている。
それはきっと、
中古車販売店さんの中にも、
埋もれてしまっ

た宝
（車種）
があるのではと。
そんなパートナーを探しているLIS GLOBAL。
「最初の手続きの入り口からお手伝いして、
ゆくゆ

くは代行ではなく、
中古車販売店さんが独自で輸出販売できるまでサポートしたい」
と神谷さん。

なかなか聞けない話もあるので海外輸出にご興味がある方は、
この機会に一度ご相談してみてはいかが。
所 在 地

JR

東海

本線

三河安城駅
三河安城駅前

509

12

三河安城南

（吉田）

48

★

三河安城
ツインパーク

線
幹
新
道
海
東
R
J

電
話
営業時間
定 休 日

三河安城南町1-15-8
サンテラス三河安城6F
090-7944-9040
9:00〜18:00
毎週土曜日・日曜日

298

はなまる治療院（㈱プロスマイル）
ツアープロキャディの経験を活かした治療院です
今回ご紹介するのは、小川町のはなまる治療院（㈱プロスマイル）です。

はなまる治療院は、有資格者による寝たきりの方・歩行困難な方への訪問鍼灸マッ

サージと治療院でのスポーツトレーナーによるスポーツマッサージをしています。

代表の林さんはプロゴルファー桑原克典さんのツアー帯同キャディーをつとめ、そ

の時に何よりも身体ケアが大切だと実感し、接骨院で修業後、治療院を開院しました。

治療院ではプロキャディ時代の経験を活かしてマッサージ・トレーニング・技術指導を

しています。施術の効果やゴルフの上達を喜ぶ患者さんの顔を見るのが嬉しい、と話してくれました。

また、企業の福利厚生として、訪問リラクゼーションを提供しています。導入した事業主からは社員の不調が少なくな

り、会社全体が元気に働くことができると好評です。

ゴルフの上達を目指す方、会社を元気にしたい事業主の方、はなまる治療院に相談してみてはいかがでしょうか？
桜井町塔見塚

小川町御林50（三河保温2階）

電

99-9045

話

営業時間

応相談（完全予約制）

定 休 日

日曜日

事業所のPRをしませんか？
安城商工会議所
事業所訪問先募集中
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
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あんじょう商工会議所

名
鉄
西
尾
線

所 在 地

（矢嶋）

鍛造素材から部品加工まで、
HV車部品を支える、匠の技

丸中鍛工株式会社
●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

小川町御林

★

桜井南
公園

小川町金政

44

292

女性会だより
三河商工会議所

2020.12 師走
女性会サミット

11月17日㈫13:00より、安城商工会議所4Fにて三河商工会議所女性会サミットが行われました。毎年10市が集まり、各地のPR、名産
物の発表、質疑応答などを行いますが今年はコロナ禍によりオンライン（安城主催）で開催しました。

サミットの発表を終えて
交流研修委員長

稲垣 三枝子

今回のサミットでは、新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、開催地である安城へ直接足をお運びいただ
くことは叶いませんでしたが、オンラインで繋ぐリモー
ト開催となりました。
「私たちのまち〜おすすめスポット＆名産物in各市
〜」をテーマに10市の各会から発表をいただき、安城商
サミットに参加して
七夕元気特別委員長 迫間 よし子 工会議所女性会は「丈山苑」、
「丈山文庫」、
「笑美素会」、
今年も様々な行事がありましたが、コロナ禍に於いて自粛ムードの高ま 「間杉手延製麺所」、
「デンパーク」をご紹介させていた
る中、11月17日㈫愛知県内10市の女性会によるサミットが安城主催のもと、 だきました。
オンラインで開催されました。
各市の魅力が伝わり、愛知県にこんな素敵な場所が
全市女性会の方々による地元の特産物やイベント等をご紹介いただき、 あったんだと再認識いたしました。
見聞きすることでとても感動いたしました。安城商工会議所女性会もそう
初の試みであったため不安もありましたが、商工会
ですが、女性会の方々はバイタリティがあると改めて感じました。本番に 議所事務局の力を借り、皆で知恵を出し合うことで、無
備え、リハーサルを何度も行った結果、無事に成功することができました。 事に進行することが出来たと思います。
畔栁会長をはじめとし、参加いただきました皆様の頑張りを身を持って感 今回のサミットに対し、ご多忙の中にご参加をいただ
じる良い機会となりました。
きました皆様に感謝申し上げます。
またまた

ちょっといいお話

お知らせ
●手話・クリスマスリース特別講座

安城警察署より
交通安全啓蒙活動への
感謝状を
いただきました。

婚 活 で 更 に もう1 組
12月8日㈫ 10:00〜12:00
ゴールインされました。 【日時】
【場所】
総合福祉センター（変更になりました）
おめでとうございます。
【参加費】2,000円 【先着】
20名
どうぞお幸せに。

安城商工会議所

メルマガ会員募集中！
■登録無料でカンタンに登録！
■最新のコロナ対策支援策や
補助金、セミナー、イベント
などの情報を定期的にお届け！

〜安城警察署からのお知らせ〜
夕方5〜7（ゴーナナ）は
黄昏時に迫る

魔の時間

暗い闇

ハイビーム・反射板の
活用を！

登録ページ

右上の登録ページを読み取る、または当所
ホームページのメルマガ登録バナーからご登録
いただけます。
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あんじょう商工会議所

夕暮れ時の前照灯早めの点灯をお願いします！！

令和3年度

役員予定者

決定！

先日10月下旬〜11月上旬にネット上で開催しまし

◆令和3年度役員予定者
会
長 鈴木 彩（ドゥエペルソーネ）
副 会 長 深津貴弘（中部土地開発㈱）
菊地玲滋（㈱ＲＣＪ西三河店）
大見礼恵（アオミライフプランコンサルタント）
大橋明彦（緑不動産㈱）
専 務 理 事 岡田英彦（㈲岡田設備）
総務委員長 築山智幸（築山自動車商会）
広報委員長 松井拓磨（クリエイトデザインエム）
研修委員長 神谷啓介（㈲シンケン）
交流委員長 佐藤 忍（BAR Eleanor）
渉外委員長 岩井謙治（㈲日翔鈑金塗装）
七夕まつり特別委員長 神園明孝（㈲花井電機）
元気フェスタ特別委員長 太田崇（㈱LIBS）
出 向 理 事( 県 連 監 事 ) 田中直樹（㈲総合管理24）
監
事 近藤 実（㈱近藤電工社）
鈴木雄一（㈱鈴木保温工業）
顧
問 竹中大輔（トータルエクステリアタケナカ）
直 前 会 長 畔柳直道（不乗森神社）
県連出向者 杉浦淳彌（㈱アトス）
富田晋介（㈱南山園）
稲垣健太（GRIT）

たWEB臨時総会にて令和3年度の役員予定者及び
県連出向者が決まりました。コロナ禍ではあります
が、新年度へ向けてスタートを切りました。11月10
日に三役（会長、副会長、専務）で会議が行われ、来
年度の活動方針などの話し合いを行いました。鈴
木彩会長予定者は、ウィズコロナ時代に地域社会
では何が必要なのか改めて考え、地域社会に貢献
する1年にしていきたいと意気込んでいます。

令和3年度

令和2年度

三役予定者の皆さま

活動再開！

新型コロナウイルスの影響で年内の青年部活動を自粛しておりました
が、1月例会からの活動再開に向けて、令和2年度の役員会を再開いたし
ました。役員会では再開後の感染対策や参加者が安全に参加できるよ
うな活動について議論が重ねられました。
令和2年度は新型コロナ一色の一年となり、予定していた事業が次々
に変更や中止と思うような活動ができませんでした。残り少ない期間で
はありますが、実りある活動にするためにも一致団結して取り組んでい

トーク

50

元気ノ助のメールで投句

電線の 鳥も ソーシャルディスタンス
ウィズ コロナ︵ 才・末広町︶

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

きます。そして、良い形で令和3年度へバトンを渡していきたいです。

第3波の

コロナにも けるな
！

負

「＃安城エール飯」
「＃安城エール店」
あんじょう商工会議所

− 13−

視聴無料

当所会員様限定WEBセミナー

START!

当所ホームページからいつでも視聴可能なWEBセミナーがございます。パソコンおよびスマートフォンから何度でも無料で視聴
が可能です。社員研修、経営、事業承継、労務、ITパソコンなど様々なコンテンツがありますので会員事業所様にあったWEBセミ
ナーをぜひご利用ください！

セミナー視聴ランキング

12月上旬配信予定
政治経済

おすすめセミナー

ポストコロナと向き合う
「日本の政治・経済の行方」

75分

1

(12月限定公開)

接客

ウィズコロナ時代リアル店舗のマスク接客

110分

健康

困難でも折れない心を持つための
7つの思考

48分

2

3

「Zoomミーティング」活用セミナー
22分

Withコロナ時代の現場本質型思考力
伝達コミュニケーション
58分

電話応対マナーパート1
36分

IDとパスワード

当所ホームページバナーを

クリック！

専用ページ

3K・5Kといわれる業種のモデル企業
『向陽信和』
JR名古屋駅から中央本線快速に乗車し、40分ほど行った土岐市駅で下車し、そこから車で山間に向かって15分ほど走った
場所に、建設資材が山と積まれた工事事務所がある。ここが向陽信和株式会社の本社兼作業所である。
同社は大別すると建設業であるが、事業内容は建設現場で使用する足場架け払いのリースサービスや仮設設備のリースお
よび販売である。もう少し具体的にいうと、建物の建設はもとより、建物の汚れや修繕など外面処理をするときにつくられる
足場作業を行う企業である。
創業は1993年、現社長である古澤一晃氏が、５年間の修業を経て29歳の時に創業。苦労と努力が実り、現在は本社に47
人、岩手支店に10人の計57人の社員を有する企業に成長発展している。専業としては、今や全国有数の規模であり、業績
もすこぶる順調である。そればかりか、業界の平均年齢が50歳代から60歳代が大半という中、同社は何と25歳という若さ
である。
同社の成長発展の要因は多々あるが、最大の要因は、古澤社長の経営姿勢が関係者の支持を得たからだと思われる。その
一つが大家族的経営である。創業者でもある古澤社長は、創業以来 社員は家族だから社員の家族も会社の家族 という、い
わゆる大家族的経営を実践している。社員の家族の理解と協力なくして一生懸命仕事はできないと、家族を巻き込んでの福
利厚生事業を数多く実践している。例えば、夏祭りや忘年会のほか、子どもたちに両親の働く姿を見てもらう職場見学会な
どである。
また自身の報酬を極端に下げ、代わりに冬のボーナスや決算賞与も支給している。この決算賞与の支給は税引き後利益が
生じた際に行っており、役職・年齢・性別・国籍を問わず、同一額を支給しているという。これは大家族的経営からの発想で
ある。
家族を大切にするという経営は、少ない残業時間にも表れている。業界ではサービス残業はもとより、社員１人当たりの残
業時間が１カ月当たり30時間以上というケースが多い中、同社は10時間以下である。
その理由は、他社と競争しなくても済む小さな市場に特化した営業戦略の結果であり、職人配置の巧みさにある。職人の
数は、同業他社の約1.2倍。こういうと人件費がかさみ収益が圧迫されると思うかもしれないが、そうなっていない。人員が
多いことで、業務のスピードだけでなく品質も高まり、事故率も低下するという好循環を生み、人件費を吸収できているとい
う。加えて職人同士がお互いさまの気持ちで仕事に取り組むことができる環境になっているのである。
同社の存在から「うちは3K・5K職場だから……」と嘆く多くの経営者は変わるきっかけをつかんでほしい。
人を大切にする経営学会
会長 坂本 光司
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あんじょう商工会議所

お客様の想いをカタチに伝えて

85年

＜感謝＞
おかげさまで創業85周年を
迎えることが出来ました。

〒446-0039 安城市花ノ木町5-2

TEL（0566）
75-1188 FAX（0566）75-3346

http://www.a-print.co.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

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2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︶

12

第
号

808

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！
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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！
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安城の

購買料／定価
円︵購買料は会費に含む︶
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あんじょう商工会議所

