


本所会員２名が受章
令和２年秋の叙勲では、会員企業の２名の方が受章されました。
永年に亘り経済・社会のためにご尽力された皆様に想いを伺いました。

旭日双光章
————————————

納税功労

㈱三龍社　取締役社長
（本所常議員・元副会頭）

　田口 竜也 氏

このたびは、旭日双光章の栄誉を賜り、身に余る光栄
に存じます。
これまで30年以上に亘り、法人会をはじめ間税会、納
税貯蓄組合連合会の活動を通じ、社会にとって大切な税
の知識の普及と納税道義の高揚に努めてまいりました。
こうした活動は、決して一人で出来るわけではありませ
んので、今回の受章は今まで関わったすべての方々を代表
していただいたものと受け止めています。
昨今、税金の使い道について厳しい目が注がれ、税金
に対する関心が高まっているように感じます。税金は人々
の暮らしを支え、自然災害やいざという緊急時に私たちを
助けてくれる源泉です。
また、納税は国民の義務であることはもちろん、一番
の社会貢献でもあります。納税の義務があるということ
は、法人・個人を問わず、経済的に良好な状態にある証
であり、納税額が大きいことは幸せな状態である、とい
うことを感じていただきたいと思います。
この受章を励みに、これからも「納税の大切さ」を呼
びかけ、引き続き微力ではありますが社会の発展や岡崎
の経済の活性化に尽力してまいります。

瑞宝単光章
————————————

技能検定功労

㈱近藤石材店
代表取締役　

近藤 保則 氏

このたびは、図らずも叙勲の栄誉に浴しましたこと、身
に余る光栄に存じます。これまで多くの方々のご支援とご
協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
昭和54年、23歳のときに大阪へ修業に行ったことで私
の石工人生が始まり、以来40年以上経ちます。職人とし
ての技術向上はもちろん、平成12年11月からは、国家資格
「技能士」の合否を判断する技能検定員を20年に亘り務め
ています。また、青年技術者の技能レベル日本一を競う
技能五輪全国大会では、審査員として運営に携わってい
ます。
岡崎市は石の都と呼ばれ全国から家業を継ぐべく若い
職人が集まり切磋琢磨しています。私も職人として技能を
練磨しました。現在弊社には３人の若い職人が住み込み
で修業しています。その中には昔育てた弟子の息子さんが
修業にきており、世代を超えた技術継承は大変感慨深い
です。
今後も、岡崎市の伝統産業の文化と技術を絶やさぬよ
う石工職人の養成や石材業界の再活性化に尽力するとと
もに岡崎市の経済の発展に微力ながら貢献してまいりた
いと存じます。

ご受章おめでとうございます！

秋の叙勲

会員慶事披露 会員企業の皆様が表彰されました。おめでとうございます。

小林 敬央 氏（㈱小林秋三郎商店） 鈴木 宏章 氏（大和化成工業㈱）
梅村 和彦 氏（㈱ジェイテクト 岡崎工場）岡本 ミカ 氏（㈱DESIGN PLUS（ATELIER ANGELIQUE））
柴田 昌司 氏（○柴田石材工業所） 柴田 峰雄 氏（㈱メタルヒート）

　　（事業所名50音順/本所会員企業関係分）      

秀

中部経済産業局伝統的工芸品産業功労者表彰

愛知県優秀技能者表彰

大島 義春 氏（大島組）　 加納 英行 氏（㈱加納石材店）
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令和２年分の確定申告に向けて会員の個人事業者の皆様に決算申告相談を行います。
決算書・所得税の申告書、消費税の申告書の作成にともなう相談が受けられます。

【 相 談 日】令和３年２月５日（金）～24日（水）　※土日祝日を除く12日間
　　　　　各日　午前９時30分～・午後１時～
　　　　　※東海税理士会岡崎支部所属の税理士指導のもと実施します

【申込受付】令和３年１月５日（火）～12日（火）午後５時まで
　　　　　☎（53-6500）又はＦＡＸ（53-0101）でご連絡ください
　　　　　※電話の場合は土日祝日を除く　
　　　　　※予約制のため、ご希望の日程をお取りできない場合がございます。ご了承ください。　　　

令和２年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります　
　　平成30年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。　

個人の方の所得税について
① 青色申告特別控除額（上限）が変わります（現行　65万円　⇒　改正後　55万円）
② 基礎控除額が変わります　　　　　　　（現行　38万円　⇒　改正後　48万円）
③ 「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えてe-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を
　 行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。
　 ※以上の改正は、令和２年分以後の所得税について適用されます。

会員限定　決算申告相談日のお知らせ（予約制）　

今回ご紹介させていただく「石窯パン工房ＰＯＵＳＳＥ（プース）」

様は、コロナ禍による新しい生活様式に沿った対策として、手指

消毒、3密の回避、個別包装等を一早く行い、商品同様に安心・安

全に留意されました。

マスク越しですが､オーナーご夫婦の笑顔

が素敵です｡

お店の魅力を紹介したブログはこちら 

⇒⇒

岡女レンジャースマイル６の

ス マ イ ル コ － ナ －
～Vol. ５～

　こんにちは！岡女レンジャースマイル６、オレンジ今泉です。

今年度は、集合を伴う会議や交流会が中止または、やり方を変え実施していま

す。巷には多くのオンラインでのセミナーや見本市が開催されています。時

流を知り、業務に活かすために、機会をみては聴講しています。オンラインで

の発信も大切だなと思いつつ、
　☝岡崎商工会議所が、今、求められていることは何なのか。

　☝一番大切で、すべきことは何なのか。

　☝そもそもその事業は、会員の方々 が求めているものなのか。

導き出した答えは、やっぱりこれ！

「集まれないこの時期、コロナ対策しながら個社へ訪問しよう！」。

ものづくりチームのレッド＆オレンジが伺った企業様はこちら☞　

お会いすると、「現場を見て行って～」から始まり、今困っていること、

知りたいことと、話に花が咲きます。　次号はホワイトにバトンタッチです。

岡崎商工会議所
ブログ

今月のレンジャーの部屋　　　　　　　　　　　　

お薦めブログ記事　グリーン情報　 　

レンジャーのカラーは、地域資源を
モチーフにしています

羽田野

　偶然出会った「断捨離」番組。数週続けて観ていたら、私のや

る気スイッチもいつしかＯＮに。

　見よう見まねで始めた私の断捨離生活。最初は冷蔵庫を、次

に本棚、洋服ダンス、、、と各コーナーをひと通り制覇。気付かぬ

うちに増えてしまった「いつか使うモノ」を目の前にし

て、「いつか」は来ない…を実感。断捨離する事で、

「自分の判断軸」が見えて来る感覚にハマっています。

　今月は職場の机を手掛ける番です！

最近のお気に入り　ブルーの巻

松岡

今泉

お客様の「こうしたい！」を形にするお助け隊として
結成した女性職員６人組が、“笑顔のタネ”をお届けします！

ものづくりコーディネータと一緒に訪問中！

㈲林鐵工所様

㈱鈴木工業様
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相談所だより本ページのお問合せは中小企業支援部　☎53−6500へ



就職情報室　登録企業募集中！
採用対象：大学生・短大生（2022年春卒）、
                中途求職者等
登 録  料：本所会員70,000円（非会員120,000円）
登録期間：登録日～2021年12月

業界研究会・合同企業説明会　参加企業募集
２/17（水）午前10時30分～午後４時30分
内容：オンライン開催の面談会　参加費：30,000円

外国人雇用管理研修会「外国人留学生の雇用」   参加者募集
１/19（火）午後２時～３時30分　会場：岡崎商工会議所

柴田佳奈 藤木七海 板倉諒 箕浦桂子市川優美子 山本京子

『同一労働同一賃金』に関する注目裁判②社労士に聞く！人事労務のツボ

　最高裁判所は、日本郵便（東京、大阪、佐賀）の正社員と契約社員との待遇格差について、各手当・制度の趣旨や目
的を個別に分析した結果、「不合理な格差に当たる。」という判断を示しました（10月15日）。

⇒詳細は 最高裁判例 令和２年 10 月 15 日 検索 （本所専門指導員／社会保険労務士・行政書士　三浦 太介 氏）

★学生・求職者との出会い★

 ★採用力向上★

 就職情報室　登録企業募集中 地元に特化し、貴社の採用活動を応援します！

登録企業の求人情報を掲載
検索ＯＫナビ

★企業の魅力発信★

まずはご連絡
ください

▷WEB上には情報があふれている。様々な媒体への情報掲載から出会いが生まれる。動画も一つのツール。
▷採用活動で「まずは見学に来て」といっても学生は来ない。動画で魅力を伝え「いってもいい」と思わせること。
▷何を目的とするか（興味を持たせるためのツールor魅力を深堀りし理解を深めるもの）で動画の構成は変わる。
▷学生の関心は、「自分のできること」「自分がやりたいこと」「会社から自分に求められること」が一致するかや、
　「仲間」、「職場の雰囲気」。一方、中途には、「自分の生活に会社がフィットするか」が大切なポイントとなる。
▷ありのままを正直に伝えることで、自社に合う人材に響く。それが出会いのきっかけとなる。
　「休憩室でワイワイ」より、「昼休憩には自分の車でスマホをいじっている人が多い」に魅力を感じる人も。
▷総論より各論、エピソードで伝えたほうが、自社の唯一無二な特徴が力強く伝わる。
　×「グローバルな仕事ができる」→　〇「サンパウロの駐車場で買い物客と会話し、市場調査して製品づくりに活かしている」

（11/11開催　「スマホで簡単！たった２回で完成！採用動画制作セミナー」の概要を抜粋）

自社に合う人材と出会うために　雰囲気を伝える採用動画を報告

就職情報室登録企業限定
お子さんの就職・進学が気になっている親御さん必見！

高校生・中学生保護者様向け　進路選択応援セミナー（要申込）

12/19（土）午前10時～正午　会場：岡崎商工会議所
大学生・短大生保護者様向け　就活応援セミナー（要申込）

1/23（土）午後２時30分～４時30分　会場：岡崎商工会議所

契約社員であっても、正社員と同じ趣旨・目的が当てはまると判断したポイント
扶養手当 継続的勤務が見込まれ、扶養親族がいる者の生活設計を容易にし、継続的雇用を確保すること
年末年始勤務手当 年末年始期間に業務に従事したことに対する対価であること
年始の祝日給 最繁忙期である年始期間に勤務したことに対する代償であること
夏期冬期休暇 労働から離れる機会を与えることで、心身の回復を図ること
病気休暇（有給） 継続的勤務が見込まれる者の生活保障を図り、療養に専念させて継続的雇用を確保すること

２月実施検定試験のご案内　～社員教育・スキルアップにお役立てください！～

検定名 級・受験料 試験日 申込受付期間 申込場所・お問合せ

日商珠算（そろばん）
計算力と暗算力を養い、脳を鍛える

1 級 2,340 円
2 級 1,730 円
3 級 1,530 円

２/14（日） １/ ６（水）～１/13（水）
本所３階  平日９：00 ～ 18：00

（土曜・日曜・祝日は除く）
☎ 53-6164

 
http://www.okazakicci.or.jp/

kentei/

ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ（販売士）
流通業界で唯一の公的資格

1 級 7,850 円
2 級 5,770 円
3 級 4,200 円

２/17（水） １/14（木）～１/25（月）
【ネット申込み】～１/25（月）

日商簿記
企業の経営内容を数字からつかむ

1 級 7,850 円
2 級 4,720 円
3 級 2,850 円

２/28（日） １/14（木）～１/29（金）
【ネット申込み】～１/30（土）

各種検定申込受付期間を変更しました。なお、簿記１級については2月も実施することになりました。
※日商簿記（2級・3級）について、年3回の統一試験日におけるペーパー試験に加えて随時受験可能なネット試験を、2020年 12月を目途に
　開始する予定です。詳細が決まり次第、検定ホームページにてご案内いたします。受験料は振込みでの納入も可能です。

西三河地区合同
地区最大級
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ひとづくり 本ページのお問合せは就職情報室　☎53−6165へ



http://okamono.com/

原価企画を取り入れながら従業員の声を活かした新商品開発をしています

　弊社は、30年以上、橋目町で業務用生中華麺・生パスタお
よび餃子皮の製造・販売を行っています。
　中華麺、餃子皮をメインに始まった会社ですが、従業員の
提案を受け、８年前から新しい商品の企画・開発に取り組ん
でいます。今では季節ものの冷製パスタや天然素材を麺に
練り込んだカラーパスタをはじめ、デュラム小麦100％の
本場イタリアパスタの食感が味わえる自社ブランド「金の
麦」を開発し、大変好評をいただいております。
　今後も弊社の経営理念「商品を作る会社」から「サービスを
作る会社」へと成長するため、森コーディネータから教わっ
た原価も意識しながら商品開発に力を入れていきます。

㈱時麺　代表取締役　栗山 廣士 氏

▲前列左から栗山専務、栗山社
　長、畑中執行役員、製造部門
　の社員様

▲自社ブランド「金の麦 」
　白黒写真でとても綺麗な黄金
　色がお見せできないのが残念
　です

■ 企業ＤＡＴＡ ■　 　所在地：橋目町勘介屋敷89-１　　☎32-3665

　昨年受講された「原価の見
える化講座」から約 1 年、社
内の経費削減や製造原価・原
価企画の見直し支援を行って
います。
　取引先である飲食店の廃業
や入れ替わりが激しい中、自
社ブランドの確立に取り組み
つつ、新商品開発には原価率
を意識させ、より強い会社に
なっていただけるよう、今後
も支援していきます。

森コーディネータ
からのコメント

第 15 回 業務改善発表会 参加サークル募集　　　　　　　　　　　　
ものづくり現場、サービス部門等、業種・職種は問いません。業務改善活動の活性化に活用しませんか？
※コロナウイルス感染拡大防止の為、事前収録動画、パワーポイントの資料による審査を行います。

自社で取り組んでいる業務改善活動を自由にご発表ください。
( 例：生産性向上、コストダウン、業務サービスの向上等）
８サークル程度
１サークル原則 10 分で最大 12 分。12 分を超えた場合は減点。
３月上旬に入賞者（優秀賞・優良賞 各 1 サークル）の発表をホームページ上で行います。
入賞サークルの発表動画・資料をオンラインにて配信予定（希望制）。
詳細は同封チラシをご覧ください。

【発表テーマ】

【募集サークル数】
【 発 表 時 間 】
【 表 彰 等 】
【 そ の 他 】

【申込み期限】
令和２年

12 月 10 日 ( 木 )

▲生徒を指導する太田
　社長 ( 右 )

■ 企業ＤＡＴＡ ■　 　所在地：日名南町４-12　　☎22-1366

企業の現場実習を通じて『ものづくりの技』を次世代へ　～ものづくり基盤人材育成事業～　

㈱オーケーエス　代表取締役　太田 裕一郎 氏

社員の指導能力が向上しました

　弊社は日名南町で各種治具の設計・製作をしています。今回初め
て「ものづくり基盤人材育成事業」に参加、岡崎工業高校の生徒を受
入れました。
　２日間の実習で、弊社の事業内容を知ってもらうために、実習後
も使うことができる靴箱を製作してもらいました。今まで、大学生
の現場体験の受入れ経験はありましたが、高校生の受入れは初めて
であったので、社内でコミュニケーションが取れるだろうか、とい
う心配がありましたが、明るく素直で、わからないことは、すぐに質
問できる生徒でした。
　また、図面をみることや、旋盤・フライス・CADの操作も授業で習っていた
ため、スムーズに教えることができました。実習が終わった翌日、会えない
のが寂しかったです。来年度もぜひ受入れた いと思います。

実習の成果を発表します！
　岡崎の優れた地域産業の技
の継承および中堅技術者や後
継者となる若手人材の育成を
目的に「ものづくり基盤人材
育成事業」を行っています。
　岡崎工業高校の生徒が各企
業の現場実習で学んだ成果を
発表しますので、次年度、生
徒の実習受入れをご検討いた
だく機会として、ぜひご聴講
ください。

【開催日時】
12月25日（金）
午後２時～４時

※詳細はお問合せください。

【発表会 開催要項】

本所からのお知らせ

2020.12
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ものづくり本ページのお問合せは地域支援部（ものづくり支援担当）　☎53−6191へ



各種バス・ジャンボタクシー・
患者輸送車・花嫁車のご利用もどうぞ

鉄
筋
一
筋
二
十
六
年

オレンジカウンティ 麻布茶房㈱コットンテール 茶楽音。（㈱中町）

　“パンは日常的な食品”
という考え方から、毎日
でも安心して食べられる
事にこだわり、国産小麦
100％の無添加生地を
使った安心で安全な美味
しいパンを提供していま
す。また、「おかざきめ
し」のメニューのひとつ、「おかざきカレーパン」と
して販売する「岡崎おうはんキーマカレーパン」は自
慢の一品とのことです。焼きたてほかほかのパンを味
わってみてはいかがでしょうか。

　麻布茶房が新し
く な っ て オ ー プ
ン！「茶楽音。」
のもつ和の雰囲気
を現代風にアレン
ジし、アンティー
クを巧みに使用した落ち着きある店内で美味しい甘
味、お食事をお楽しみいただけます。また、「茶楽
音。」とのコラボでジャズライブも開催します！広々
70席の座席数でゆったり過ごすことができる店内に
は常時JAZZが流れており、音響設備にこだわったそ
うです。お買い物の際は、麻布茶房で一息ついてはい
かがでしょうか。

奥村 英世 氏
午前 10 時～午後 8 時
64-1755

代表取締役：
営 業 時 間：
T E L ：

代表取締役：
営 業 時 間：
T E L ：

中田 町子 氏
午前 10 時～午後９時
73-0888

♪ ♪

地域とつながる、新しい暮らしをこの場所から
「イオンタウン岡崎美合」グランドオープン！

↑本所会員企業から 2 社がテナント出店します！

ホームページ：

5
2020.12

会員情報

イオンタウン㈱

　11月27日、2014年まで80年間に亘り地域経済を支えてきた
日清紡美合事業所跡地に「イオンタウン岡崎美合」がグランドオー
プンしました。同跡地で再開発中の「つむぎテラシア」の商業ゾー
ンを担っており、今後は、住宅、公共施設なども建設予定です。
　岡崎市初出店となるマックスバリューを核店舗に、家電量販店
やドラッグストアなど26の専門店が出店し、敷地面積は29,521
㎡、約440台の駐車場も完備しています。また、防災機能を強化
し、万が一災害が発生した際には地域の安全拠点としての役割も担
います。
　出店を統括する営業本部中部事業部、運営部長の天野氏は、「コ
ロナ禍の開店となりますが、安心してご来店頂くため様々な取り組
みを実施します。地域の皆さまの便利でいきいきとした暮らしをサ
ポートさせて頂きます。」と話します。

代表取締役社長：加藤 久誠 氏
所 在 地  ：美合町字つむぎ南 1 番 1
営業時間：午前 10 時～午後 9 時
　　　　　( マックスバリュ 24 時間営業 )
定 休 日  ：年中無休



岡崎の伝統的な
ものづくり、ぜひ
ご覧ください。

■第 20 回カルチャーフェスティバル in 岡崎■ おかざき匠の会『新作発表会2021』開催
「コロナに負けるな！疫病退散」をテーマとした、新作の展示・紹介を行います。

１月９日（土）～ 11 日（月・祝） 　　午前 10 時～午後５時
イオンモール岡崎 １階 セントラルコート
★新たな試みとして、iPad を使用し、作品の製作過程を写真や動画で
　ご覧いただけます。
★アンケート回答で、抽選で “ 匠の賞品 ” が当たります！

【 日 時 】　
【 会 場 】　

第20回学生フォーラム開催　初のオンライン！
With コロナの時代だからこそ「笑」って過ごそう ＝岡崎大学懇話会＝

岡崎市内７大学の学生による研究発表を一般の皆様に公開し、地域の活性化
に貢献することを目的として毎年開催しています。 

　お問合せ：岡崎大学懇話会事務局（人間環境大学総務課）☎ 48-7811

【日時】   12 月 12 日（土）　
　　　　午後１時～５時 30 分

【料金】   無料

お申込みは
QR コードより
当日まで申し込みＯＫ

《岡崎大学懇話会　構成大学》
愛知産業大学　愛知産業大学短期大学　
愛知学泉大学　愛知学泉短期大学　
岡崎女子大学　岡崎女子短期大学　
人間環境大学

日本の伝統的工法に
よる木造建築でした。

　「国産の木材を多用した店内では、お菓子の製造過程や、
岡崎市の四季の移ろいをサイネージで流し、お客様にくつ
ろぎながらお買い物をしていただける、この街の菓子屋を
目指しております。また、オープン記念の新商品、ハチミ
ツ羹が入ったもっちり生地のバターどら焼 “ 蜂蜜バターど
ら焼 ” は、現在、南店と本店で限定販売中です。皆様のお
越しをお待ちしています。」と代表の中野氏。

(名)備前屋

　来年、創業 240 年目を迎える（名）備前屋は、藤田医科大
学岡崎医療センター南隣に完成した “ ルビットパーク岡崎 ”
の一角に「岡崎南店」をオープンしました。
　これまで本店以外は、商業施設等へのテナント出店が主
たるものでしたが、市南部エリアの販売拠点が手薄であっ
たことや、今後同地域の発展が想定されることから、今回

の出店を決断しました。
本店以外の路面店を開
設することは初めての
経験であったため、代
表自らイメージに合う
店舗を探して各地を巡
り、たどり着いたのが

代表社員　中野 邦夫 氏　　　 所在地：岡崎駅南土地区画整理 52 街区 1
営業時間：午前 10 時～午後７時　　☎ 64-5600

ＪＲ岡崎駅南地区に新店舗をオープン

▲代表の中野氏
ホームページ：

　現在、国を挙げてキャッシュレス化の促進が図られています。事業者にとっての魅力は、「レ
ジの大幅な効率化」であり、コロナ禍の今、非接触型の支払いを希望する方への対応をするこ
とで「販売チャンスを逃がさないこと」です。
　本所では、会員企業のキャッシュレス化をお手伝いするとともに、会員企業の皆様の利便性
向上のため本所会館内に決済端末を設置予定です。
　キャッシュレス決済のご相談は中小企業相談所（☎ 53-6500）までご連絡ください。

キャッシュレス決済をお手伝いします

2020.12
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専務理事
　　山中　賢一

セミナーや視察会、卓話会を通じて、
企業経営・問題解決に役立つ例会を
企画しています。
新たな発見・交流の輪の広がる部会
活動にぜひご参加ください！

7
2020.12

※商業部会、食品・サービス部会、工業部会、建設部会、機械金属部会、
　理財部会、女性部の12月例会は休会です。
※ご参加いただける方は事前にお申込みください。
※青年部の例会には所属の方のみ参加できます。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止・変更となる場合が
　あります。

部会 例会 月1212
新たな

発見・交
流の和が広がる部会活動にぜひご参加ください！

毎年恒例の標記事業は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、今年度は開催を中止
いたします。ご承知おきください。

「令和３年新年賀詞交歓会」
「女性部主催交流ボウリング大会」

中止のお知らせ

この事業を通じYEGメンバーが新たな気づきを得て自身の成長につな
げるとともに、YEG（われら）同志の繋がりを強固にしていきます。また、
YEGメンバーの仕事や働く楽しさを未来を担う高校生に知っていただきま
す。

会場：岡崎商工会議所
会費：無料
服装：（講師）仕事着、ネームプレート、徽章
　　　（講師以外）法被、ネームプレート、徽章
持物：名刺

19土12
午前
　9時20分～
午後
　5時45分

研修会

「岡崎YEG あきんど塾 2020」
青
年
部

【担当：石原　☎ 53-6500】

コロナ禍で一堂に会することが厳しい状況の中で2020年最後の事業で
す。岡崎市図書館交流プラザりぶらにてセレモニー及び「岡崎YEGあきん
ど塾2020」の振り返りを行います。

会場：岡崎市図書館交流プラザりぶら
会費：無料
服装：自由、ネームプレート、徽章、マスク着用

22火12
午後
　７時～

会員交流会

「岡崎YEG（われら）の明るい未来へ
勇往邁進！」

視察会

【担当：柴田佳奈・板倉・箕浦　TEL 53-6165】

会議

㈱太田商店は明治23年の創業以来、安全な飼料の製造・販売を手掛け、
美味しく、栄養価が高い自社ブランドタマゴ“ランニングエッグ”や、純国産
地鶏“岡崎おうはん”など、常に食の安全・安心を追求した食材を提供し続け
ています。当日は昨年竣工した「たまご工場」と６月にリニューアルオー
プンしたレストラン＆直売所の「らんパーク」の２ヶ所を見学します。

【視察会】午前９時50分～午後１時
　会場：㈱太田商店
　説明：専務取締役　原 祥雅 氏

【会　議】午後１時20分～１時30分
　会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
　会費：お一人様 1,500円（昼食をご用意いたします）
　定員：25名

４金12
午前
　9時50分～
午後
　1時30分

「㈱太田商店 ～たまご工場・らんパーク～」
「副部会長選任について」

情
報
文
化

京都本能寺に滞在中の織田信長を家臣・明智光秀が謀反を起こし襲撃し
た事件として有名な本能寺の変については諸説あります。そこで今回は、
歴史研究家　岡崎ふるさと歴史教室　主宰　市橋 章男 氏をお迎えし、卓話
会を開催いたします。

会場：岡崎ニューグランドホテル　３階　飛竜
講師：歴史研究家　岡崎ふるさと歴史教室
　　　　主宰　市橋 章男 氏
会費：無料

卓話会

「本能寺の変の真実に迫る
 ～その時、家康公は～」

８火12
午後
　３時30分～
　５時

【担当：林結花・鈴木　TEL 53-6500】

交
通

※定員に限りがあるため、今回は交通部会員のみを対象に開催します。

※定員になり次第、締め切らせていただきます。



この広告枠で
宣伝しませんか？

10,000円～掲載
料金

1回
税込

【問合先】
　岡崎商工会議所　広報担当
　☎53-6161

部会だより 例会結果の一部を報告いたします。

　10月29日、本所大ホールにおいて、愛知産業大学経営学部教授の吉田修氏を
講師にお迎えし、「岡崎の100年企業について学ぶ」をテーマに、岡崎の地域経
済の成長・発展に大きく貢献した老舗企業の特長を中心に、岡崎産業界の変遷や
歴史的な背景、老舗企業が根付く岡崎地域の特性などをお話いただきました。
　岡崎市制100周年の際に吉田氏が中心となり発刊された研究誌「岡崎の100年
企業に学ぶ」を題材に、ご説明いただくとともに、岡崎に着任されて30年、岡崎
市の地域振興に積極的に携わってみえたその足跡にも触れて、岡崎愛を享受するこ
とができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：22名）

報告理財部会 「岡崎の100年企業について学ぶ」卓話会

　10月30日、本所中ホールにおいて、岡崎ものづくり推進協議会　ものづくりコ
ーディネータの中小企業診断士　西岡昭彦氏（ライトアップコンサルティング㈱　代
表取締役）を講師にお招きし、「設備導入するなら　知って得する“節税対策”」をテ
ーマに説明会を開催しました。制度説明前に各社の取り組み状況を伺いながら、参
加者に設備導入での節税への具体的なイメージを持っていただいた後、経営力向
上計画や先端設備等導入計画など設備導入の際に申請すると節税になる施策を、
概要だけでなく、実際に申請する際の申請書作成手順やその手続き、電子申請の
仕方までを説明いただきました。参加者一同、今後の設備導入における節税対策
の進め方について知見を深めることができました。　　　　　　（参加者：10名）

報告工業部会 「設備導入するなら　知って得する節税対策」説明会

　11月16日、本所大ホールにおいて、岡崎市都市整備部まちづくりデザイン課
主事の鈴木円氏を講師にお招きし、｢岡崎市の魅力と品格を育む広告景観づくり｣を
テーマに説明会を開催しました。岡崎市屋外広告物条例による規制や誘導、安全対
策についてご説明いただくとともに、屋外広告物は景観をつくる重要な要素で、安
全であることが大前提であり、広告物の色や大きさなどのあり方によって、まちの
表情はまったく違うものになることを観点に、屋外広告物の規制と緩和をバランス
よく運用し、まちの表情をきめ細かく創り上げていくことの大切さを学ぶ機会とな
りました。　　　　　　　　　　　　                  　　　　　（参加者：37名）

報告建設部会 ｢岡崎市の魅力と品格を育む広告景観づくり｣説明会

　11月20日、今年７月にグランドオープンした「岡崎市龍北総合運動場」の視察
会を開催しました。同運動場は、昭和43年より「県営グラウンド」として親しまれ
てきた総合運動施設を、岡崎市がPFI方式を採用し再整備したもの。当日は、事業
実施のために設立された龍北スポーツサポート㈱の代表企業である酒部建設㈱の
ご担当者より、PFI事業の概要と運営主体に地元企業が関わり運営しているメリッ
トについてのご説明とともに、場内施設をご案内いただき、誰もが使いやすい運
動場を掲げるスポーツコミュニティの新たな拠点の活用について認識を深めるこ
とができました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （参加者：19名）

報告情報文化部会 「岡崎市龍北総合運動場」視察会

会員限定 健康診断のご案内

企業の繁栄はまず
“ひと”の健康から

従業員が健康で元気に働く職場を
作るため、年に一度の定期健康診
断を受診しましょう !
詳細は同封チラシを
ご覧ください！ 2020.12
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 　（順不同・敬称略）
事業所名 事業内容 事業所名 事業内容

㈲フォレスト 金属機械器具製造業 Relation 営業代行、映像制作
原田板金㈱ 住宅や工場の屋根・壁・樋を中心に行う工事 荘建－SOUKEN－ 建設業
linoleina コーチングをベースにした人材育成 ㈱ビージョイント 労働者派遣事業
㈱ZOOM 電気通信工事業 ウエストエンドデザイン デザイン、印刷等制作全般
nailatelier puret'e ネイルサロン ㈱Heart Free 貨物軽自動車運送事業
美＋健康サロン　リボーン 美と健康のサロン

新入会員ご紹介 ご入会いただきありがとうございます。　会員数：4,106 事業所（11月 18日現在）

　 第549回常議員会ならびに第245回臨時議員総会　報告　11/24
≪議件≫
１．常議員（１人）補欠選任に関する件

２．１号議員補欠選挙実施に関する件
　　　選挙人名簿閲覧期間　12月16日（水）～17日（木）
　　　立候補届出期間 　　  １月13日（水）～15日（金）
　　　当選人確定 告示　　  ２月16日（火）

３．名誉議員該当者決定に関する件
　  ㈱岡崎ニューグランドホテル　取締役会長　竹内 光博 氏
４．産業文化振興基金活用検討委員会設置に関する件

≪報告承認事項≫
１．顧問・参与異動について
　新）顧問　岡崎市長　中根 康浩 氏
　新）顧問　岡崎市議会議長　鈴木 静男 氏
　新）参与　愛知県岡崎警察署長　後藤 安彦 氏
２．議員の職務を行う者異動について
　新）㈱セントラルソフトサービス　代表取締役社長　清川 高史 氏
３．主要事業の経過報告について
　１）「西三河の幹線道路網整備の促進に関する要望」結果
　２）「諸制度改正に伴うセミナー」案内
　３）「就職情報室 登録企業募集」案内
　４）「商工会議所会員向け保険制度」案内
　５）「健康診断」案内
４．令和３年度定例常議員会・通常議員総会・議員懇談会の
　 日程について
５．新入会員加入について
６．部会等開催状況について　他 原案通り承認されました。

年末年始業務と開館時間のご案内
本所の年末年始開館時間は下記のとおりです。

よろしくお願いいたします。

西三河の幹線道路網整備の促進に関する要望をしました！
　西三河交流圏推進協議会（西三河エリア６商工会議所で構成）では、11 月４日と 16
日の２日間、国土交通省中部地方整備局、名四国道事務所、愛知県に対し、基幹的なイン
フラとしての「高規格幹線道路」の整備と「西三河における中核・広域連携を図る環状道路・
拠点間連絡道路」の道路ネットワークの早急な整備に向けた要望を行いました。本所から
は両日とも、大林会頭と山中専務理事が出席し、岡崎の国道１号と国道 248 号の整備と
併せ、その２つの国道が交差する八帖交差点の渋滞緩和を要望しました。

2020 年 12 月 28 日（月） 午前９時～正午（短縮業務）
　　　　 12 月 29 日（火）  

2021 年     １月   ３日（日）
   １月   ４日  （月） 午前９時～午後６時（通常業務）

～ 休業（終日閉館）

 永年勤続役員・議員 （年別事業所名50音順）

30年 中根 義一 氏　　岡崎高原開発㈱ 代表取締役会長 10年 太田 直樹 氏　　㈱太田商店 代表取締役

加藤 　勤 氏　　㈱ホンダカーズ三河 代表取締役会長 太田 健介 氏　　太田油脂㈱ 代表取締役社長

25年 武田 一成 氏　　武田機工㈱ 相談役 大林 市郎 氏　　岡﨑信用金庫 会長

刑部 聰史 氏　　第一電力建設㈱ 代表取締役 片岡 　勝 氏　　㈱片岡機械製作所 代表取締役副社長

20年 甲村 雅彦 氏　　㈱こうむら 取締役会長 大竹 昭宏 氏　　大洋荷役㈱ 代表取締役

志賀 爲宏 氏　　志賀爲㈱ 代表取締役 多々内 丈雄 氏　㈾多々内モータース商会 代表社員

15年 松原 広幸 氏　　松原鉱油㈱ 代表取締役 𠮷倉 勝二 氏　　㈱東洋工務店 代表取締役

10年 鋤柄 禎彰 氏　　㈱インテルグロー 代表取締役社長 野畑 裕司 氏　　野畑証券㈱

畝部 泰則 氏　　畝部泰則税理士事務所 所長　 小野 逸郎 氏　　フジ興業㈱ 代表取締役

大久保 稔 氏　　大久保商事㈱ 代表取締役 蒲野 功樹 氏　　丸ヨ建設工業㈱ 代表取締役

西日本電信電話㈱
西三河営業支店

支店長　西村 尚也 氏

2020.12
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相　　　談　　　名 開　　催　　日 時　　　間 担　　　当

① 雇用調整助成金　個別相談会
　  特例措置が講じられている「雇用調整助成金」  に関する相談 12月４日㈮・18日㈮ 午後１時〜５時 社会保険労務士

            安藤 清美 氏

② 労　務　相　談　毎月第３水曜日
　  雇用に係る労務全般（退職金・就業規則など）と助成金に関するご相談 12月16日㈬ 午後１時〜５時 社会保険労務士

　　　　三浦 太介 氏

③ 税　務　相　談　毎月第１～４火曜日
　  経営上の税務に関するご相談

12月８日㈫
12月15日㈫
12月22日㈫
１月12日㈫

午前10時〜午後４時

税理士　堤 昭博 氏　 
　同　　中嶋 有美子 氏　
　同　　伊豫田 洋一 氏
　同　　齋藤 吉英 氏

④ 経営専門家相談
　  店舗の改装、販売促進、web、事業計画などのご相談 

12月８日㈫・24日㈭、1月12日㈫
12月７日㈪
12月16日㈬

午前９時15分〜
午後４時

中小企業診断士　豊増 さくら 氏
　   同　　　　松本 久敏 氏
　　同　　　　痴山 洋次郎 氏

⑤ 法　律　相　談　毎月第３木曜日
　  債権回収、契約など事業に関する法的なご相談 12月17日㈭ 午後１時30分〜 弁護士　三宅 大輝 氏

⑥ 金　融　相　談　毎月第１木曜日
　  信用保証制度をはじめとする資金繰りに関するご相談 12月３日㈭、１月14日㈭ 午後１時〜４時 愛知県信用保証協会

⑦ 発　明　相　談　毎月第２金曜日
　  特許・実用新案・意匠・商標に関するご相談

12月11日㈮
１月８日㈮ 午後１時〜５時 弁理士　柴田 淳一 氏

　同　　武山 峯和 氏

  ☎ご予約は①②53-6164、③~⑥53-6500、⑦53-6191「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中

　段々畑によく見られる石垣とは違う。この石垣は山を囲む長大なものだ。ヤマの
世界からヒトの世界に下ってくる厄介な使者を遮る、まさにヒトの知恵の砦だろう。
額田の里山に存在感を示す万足平の猪垣は、長さが612ｍに及ぶという。200年余り
も続く村人たちの壮大な知恵の試みに圧倒される。
　戦国時代には、この地で奥平氏と武田氏による「滝山合戦」があった。その際に
５千もの兵が入り乱れて戦ったことから「万足平」と呼ばれるようになる。山あい
の狭小な地域ではあるが、豊かな実りを求めて水田耕作も行われていた。合戦の際
も稲の生育期間を避けたという。村人たちにとって田畑を守ることが生きること
でもあったのだ。標高200mほどの小高い山に沿って延々と続く猪垣。横から見る
と、高さは２mほどでやや台形状に石が積まれていることが分かる。さらに注意深
く見ると山側が少し下向きに反っているように見える。これも侵入者を容易に越
えさせない人々の知恵であろうか。石材は、地元から産出する黒雲母片麻岩で、石
目に沿って力を加えると平らに割れ、積み重ねやすい材質である。記録によれば、
猪垣が構築されたのは江戸時代寛政期以前からであるが、現在の姿になったのは幕
末に近い文化文政期頃であるという。ほとんどは地元の農民の共同作業で築かれ
てきた。そして現在でも地元の有志によって毎月補修作業が行われている。共生
のための知恵の試みはこれからも続く。

ヤマの世界とヒトの世界を分かつ長城 ― 自然と共生してきた人々の「知恵の砦」―

表紙紹介
文化財は語る㉝

万
まん

足
ぞく

平
だいら

の猪
しし

垣
がき

愛知県指定有形民俗文化財
／額田町中金

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）

※その他、下請あっせん相談、創業相談はご希望日を基に日程調整いたします。※「持続化補助金申請説明会」実施中。詳細は同封チラシをご覧ください。

お店へご注文・お問合せの際に、『岡崎会議弁当、を見ました！』とお伝えいただけると嬉しいです。

岡崎で1番大きいエビフライを使っ
たお弁当です。ご飯がもりもり進
みます！

所  井田南町10-14　☎ 26-4119
営  11:00～14:30　17:00～21:30
休  月曜日（祝日の場合翌日）

シェフ自慢の料理をお弁当にふんだん
に盛り込みました。フタを開けた瞬間
の楽しいひととき、食べて美味しい本
格四川料理をお召し上がりください。

所  材木町82　☎21-6545
営  11:30～14:30　17:00～21:30
休  木曜日、第3水曜日

このコーナーでは『会議弁当』を販売するお店を順次ご紹介いたします
※掲載のお弁当は一例です。詳細は当サイトをご覧ください

うおのぶ食堂 城北飯店

1,200円（税込） 2,160円（税込）

岡崎会議弁当 検索
十一の巻

2020.12

今月（12/3〜1/14）の専門家相談（無料）＆ 表紙紹介
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