
経営支援だけかと
思ってた！

イベントだけじゃ
ないんだ！

新製品開発の支援
だけだと思ってた！

経営改善 ものづくり
課題解決

販売促進 人材活用

人材育成以外にも
活用できた！

その手があったか！
なるほど
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従業員の
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交流

岡崎商工会議所 サービス案内



ひとつだけじゃない！
交流

経営改善

創業・経営革新・経営力向上・経営改善サポート・融資
経営革新、経営改善、創業に関する支援、助言。
事業計画、マーケティング、資金繰り表、資金調達など経営課題の解決。
※各融資制度はそれぞれ対象条件があり、融資実行をお約束するものではありません。

専門家相談（無料）
税理士・弁護士・弁理士・社会保険労務士等による税務・法律・発明・労務・経営・金融・
取引・情報化相談

優
記帳指導
個人事業所（青色申告）の方に、源泉徴収、年末調整、決算書・申告書作成までわか
りやすくサポート

各種調査結果の提供
賃金調査（賞与・賃金改定）、景況調査（市内・全国）、大型店販売動向調査などの結果
を提供

限
労働保険の事務代行
従業員の雇い入れ時に必要な労働保険（雇用保険・労災保険）の事務を代行。役員の労災
加入（特別加入）の取扱い

限 建設業一人親方労災保険
市内の一人親方および家族従事者の加入から給付までをサポート

限
“業界の情報収集や会員同士の交流の場”【部会】
業種別に８つの部会があり、月に 1回、講演会や勉強会、視察会を開催。また、
会員同士のつながりをより深める交流会も活発に開催。
８部会：商業、食品・サービス、情報文化、工業、建設、機械金属、交通、理財

限
“人格・教養・経営能力の向上を目指す、若手経営者研鑽の場”【青年部】
ニューリーダーの育成を目指して「相互啓発」と「自己研鑽」、「地域振興」の
３つを活動の大きな柱に活発な交流、研修活動を展開。

限
“会員交流と女性経営者としての資質・能力の向上”【女性部】
同じ立場に立つ女性経営者が集い、毎月１回研修・交流活動を実施。今年度は、
従来以上に地域の活性化事業に取り組むべく、「女性部から元気を発信するこ
とで地域を活性化する！」をテーマに活動。

限“年に一度、２００名の大交流会”【会員新年祝賀会】
全部会合同による交流会、多くの会員の皆様と知り合うチャンス。

限“新入会員同士の交流と、つながりを深める”【つながり、ひろがり交流会】
新入会員同士とともに、会議所とのつながりを深める、きっかけの交流会

“伝統産業を世界に向けて発信！”【おかざき匠の会】
歴史豊かな岡崎に今も生きる「匠の技」の継承と、その技を活かした新たなも
のづくりへの挑戦を目指す、職人・作家による横の交流と勉強の場。

“商業部会の活用事例”
業種・業態や規模の大小に関わらず、お
客様や従業員、その地域を幸せにしてい
る繁盛店の事例研究に取り組んでいま
す。①事前勉強会　②現地視察＋社長卓
話会　③視察後の検証と自社への落とし
込み　という３つのステップで勉強会を
開催しています。流行る店にはワケがあ
ります。経営を見つめなおしてみたい方、
ぜひご参加ください。

“経営について幅広く相談”
　昨年９月に常滑から岡崎に移転
しました。岡崎商工会議所には常
滑の時から利用してきたインター
ネットによる記帳指導をお願いす
るとともに、あおい共済にも入り
ました。
　当社の計数把握をしてもらって
いるので、マル経融資もスムース
に利用できました。今後、新たに
従業員を雇用したいと思っていま
すので、労務相談なども活用した
いと思っています。

山本機工製作所 
代表  山本祐己さん

中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」ならではの
さらに強力な相談体制でより一層の支援をいたします。

愛知県内の商工会議所で初の認定



岡崎商工会議所の使い方

ものづくり
課題解決

販売促進

優 会員優遇 会員の方は割引などの特典があります限 会員の方のみを対象としたサービスです会員限定

“社外の力で、現状を打開”
　3年前から浮上油吸引装置を開発していました
が、社内のスタッフだけでは思うように進みませ
んでした。これまで商工会議所は利用していませ
んでしたが、補助金を活用したいと思い、相談し
たところ、補助金の事業計画策定、技術課題解決
のための専門家派遣、販路開拓の補助金活用のた
め中小機構の紹介などにより開発スピードがアッ
プし、事業化も順調に進んでいます。困っている
こと、やりたいことを相談すれば、利用できるも
のがたくさんあることを実感しました。

㈲智寛
代表取締役　渡部寛子さん

“お客様、参加店同士の 
  つながりが魅力”
ファーマーズマーケット
は、お客様との会話や新商
品への反応が楽しくて参加
しています。また、毎回商
品を買いに来ていただける
お客様がお店にご来店いた
だいたり、参加店同士の繋
がりが新たなイベントに発
展するなど魅力の多いイベ
ントです。

㈲蛇の目鮨
鶴田公男さん　寿恵子さん

限
様々な媒体でPR（広報）
メールニュース（無料）、ホームページ（無料）、会報広告・折込チラシ（有料）等で企業・
事業PR

優 お店の個性・地域資源を活かした元気なまちづくりを応援
おかざき１００円商店街、得するまちのゼミナール（まちゼミ）、商店街発見ツアー実施

おかざきファーマーズマーケット（地産地消の朝市）
地元の採れたて農産品、鮮魚、加工品を販売。楽しい企画により新しい出会いを創出（JR
岡崎駅東口すぐ）

優 岡崎の地域資源を活かした活気あるまちづくり
家康公検定の実施、観光ガイドブックの制作など観光まちづくりの推進

限
国内の受注・販路開拓
アライアンス・パートナー発掘市や地域商談会等を通じ希望する企業と充実した商談、
販路開拓の補助金等の施策の活用、展示会・商談会の情報提供

海外販路開拓
JETRO等を活用した海外ビジネスの展開支援

業者照会
全国の商工会議所のネットワークを活用

限
企業と製品をPR
1階の物産展示コーナーを利用して
企業や製品を紹介、販路拡大のお手伝い

優
ホール・会議室の貸出
8人～ 320人まで様々な会合に対応できる
ホールと会議室（机と椅子の準備・片付不要）

新製品・新技術開発
国・県・市の補助金等の施策の活用支援、豊田中
央研究所・三菱自動車工業等企業OBによる専門
家派遣、大学研究室・公設試験研究機関の紹介

品質向上・コストダウン・納期短縮支援
小集団・５Ｓ・改善活動支援のための専門家派遣、
生産現場を改善する講座と実践で、QCD（Quality:
品質、Cost: 原価、Delivery: 納期）向上

優
技術・技能講座
ものづくり人材の育成（○技術講座：切削加工、プレス加工、
金型、溶接、プラスチック成形加工　○技能講座：電気基礎、自主保全、

NC旋盤、問題発見・解決手法）

岡崎ものづくりネットワーク
新たな取引先・パートナー探しの企業検索

“わが社の会議室のように使っています”
昭和 24年から建物の解体、はつりを専門にやって
きました。これまで多くの実績を積んできた中で、
一番大切にしていることは、工事前に近隣の方々
に“万全の対策で工事をします”と笑顔でご挨拶し、
安心していただくことです。こうした社員教育や工
程会議に、商工会議所の会議室をわが社のように使
わせてもらっています。机や椅子
はいつも希望通りに並べてもらい、
終われば片づけもせず帰るだけ、
本当に助かっています。

㈲生駒組
代表取締役 生駒尚久さん



個人 16,000円から
法人 22,000円から
※資本金 300万円以上の法人の方は特定
商工業者負担金 4,000円を併せご負担い
ただいています。

岡崎商工会議所　会員サービス部

〒 444-8611　岡崎市竜美南 1-2（岡崎商工会議所 3階事務所）
（山本京子　奥田敏夫　箕浦桂子）

TEL （0564）53-6164
FAX （0564）53-0101

お問い合わせ年会費

人材活用

優

優秀な人材確保をサポート
就職情報サイト（OKナビ）、合同企業説明会の活
用による企業情報の発信。ネットワークづくりを目
的とした、大学、企業との情報交換（就職情報室・
人事研究会・岡崎地区外国人雇用管理推進協議会）

限
中途・パート採用情報の発信
会員企業の採用情報を取りまとめ、本所ホームペー
ジから発信

優
階層別、職種別の各種セミナー
ひとづくり塾、新入社員教育、繁盛店セミナー、労
務セミナー、クレーム対応セミナー、メンタルヘル
スセミナー、簿記会計講座等

検定試験で役立つ資格取得
簿記、販売士、カラーコーディネーター、珠算、日
商PC、ビジネス実務法務、福祉住環境コーディネー
ター、エコ、電話応対技能（もしもし検定）

ジョブ・カード制度の活用サポート
西三河地域サポートセンターとして、雇用型訓練制
度の普及促進支援。ミスマッチを解消し、貴社のニー
ズに合った人材を育成、確保。

“新卒採用で大いに活用”
　新卒採用については、「就職情報室」に登録し、
情報発信や合同企業説明会等のサービスを活用
しています。特に合同企業説明会は、手頃な値
段で参加でき、また地元志向の強い学生が多く
集まるため、学生と直接話すことで自社の会社
説明会や採用試験につなげる良いきっかけの場
となっています。最近では、営業担当の採用を
強化すべく、人事に加え、営業も参加し積極的
な PRをしていますが、他社がどのように取り
組んでいるのかを知り、いい面を吸収できるの
も貴重な事だと感じています。

経営者と
従業員の
安心

経営者・従業員の退職金
節税をしながら積立てられる事業主の退職金制度「小規模企業共済」、従業員の退職金
制度「特定退職金共済」「中小企業退職金共済」

連鎖倒産の防止
取引先が倒産し、売掛債権等回収困難になった場合、貸付が受けられる「経営セーフティ共済」

限
生命共済「あおい共済」と福祉共済制度【対象 : 経営者・従業員】
1口 820円の手頃な掛金で最高250万円の保障、8口まで加入できる「あおい共済」
と各種保険制度（低払い戻し金型定期、終身医療、逓増定期、就業不能保障プランなど）

限
PL事故、情報漏えい、業務災害に備える保険【対象：経営者】
「中小企業PL保険」「個人情報漏えい保険」「業務災害補償プラン」個別加入に比べ保
険料が割安になる集団扱い保険制度

限
病気やケガで働けない間の所得補償【対象 : 経営者・従業員】
個別加入に比べ保険料が40～60%程度割安に加入できる「全国商工会議所休業補償プ
ラン」

限 健康診断（岡崎市医師会との協賛健診）【対象 : 経営者・従業員】
労働安全衛生法に定める基準を満たす「成人病コース」や、脳ドック、レディースコースを実施

限 各種サービス券の取扱い
映画・ボウリング・ゴルフ練習場割引券等

“使えるあおい共済”
　あおい共済は、安い掛け金で加
入できる上、補償や給付制度も充
実しているのでよく活用していま
す。子供の入学祝い金や歯の治療
で通院した時の見舞金ももらいま
した。歯は治療する機会も多いの
で、大変感謝しています。ほかに
映画券の割引サービスもあるので
週末の家族サービスに利用してい
ます。

石嶽石工業㈲
常務取締役
楠名康弘さん

優 会員優遇 会員の方は割引などの特典があります限 会員の方のみを対象としたサービスです会員限定

峰澤鋼機㈱　 
織田晴彦さん　広中理沙さん
大場康弘さん　近藤洋尚さん


