


製造業のみならず飲食店・小売業・サー
ビス業など幅広い業種をモデルとし、
簿記の学習の有無を問わず原価計算の
基本を学べるのが特長です。

マーケティング力強化
で流通・小売をリード！

ネット社会で必要な
「仕事力」が身につく！

日常業務における
実践的な知識を習得

情報技術の基盤となる
知識やスキルが身につく！

販売・接客技術をはじめとして、販売
促進に向けた企画立案や在庫管理、マー
ケティング、売場、店舗の管理まで幅
広く実践的な知識が身につきます。

Microsoft Off ice（Word/Excel/
PowerPoint）を活用して、正しいビ
ジネス文書作成や業務データ管理に必
要なスキル・知識を学びます。

社会人必須の論理的思考力、問題解決
力の向上に役立ちます。また、企業の
システム開発・改良をはじめ、生産性
向上を具現化する IT 利活用能力を飛
躍的に高めることができます。

2020 年 12 月先行スタート

試験時間が変更になります。

1 級（現行のまま 前半90分・後半 90 分）

ネット試験

2021 年７月スタート

自社でできる！ 団体試験

試験方法（①〜③いずれの方法も受験料、試験時間、合格基準は全て同じです）

ネット試験会場のパソコンで随時実施　（インターネットを利用した試験）

統一試験（６・１１・２月※１級を除く）

会場認定要件

各地域のテストセンターにて随時実施します。
試験の概要（会場、スケジュール、
申込方法など）はご確認ください。
　　　　　　　　　詳細はコチラ⇒

自社の従業員を対象に団体受験（出前）を希望する
場合に実施します。（ペーパー試験）

変
更

現行 6 月試験より適用
2 級 120 分 90 分
3 級 60 分

※認定要件を満たせば自社をネット試験会場として設定可能

自社のパソコンで 365 日
いつでも受験できます。

リテール
マーケティング

（販売士）

日商 PC
（文書作成 / データ活用 /
 プレゼン資料作成）

日商
プログラミング

原価計算
初級

こんな方におすすめ
  効果的なビジネス文章や説得力のある
  プレゼン資料作成を実務で要する方 など

こんな方におすすめ
  製造業・サービス業・卸小売業の販売・ 
  営業・企画担当の方やコスト管理者 など

こんな方におすすめ
  経理・財務担当者、製造・生産現場の担当者
  研究者、営業職、事務職の方 など

こんな方におすすめ
  IT 技術者に限らず、プログラミング
  スキルの習得を要する方 など

NEW!

NEW!

受験者の声
「受験機会が増える」 

「再チャレンジしやすい」
「短時間の試験なので集中して問題に取り組めた」
「学習の進捗状況に合わせて受験できる」 　       など

・会員であること
・受験機器、通信環境を整えること
　※申請には手続きが必要です。

2021年７月
ネット試験化スタート

日々の取引を数字というデータに置き替えて整理・理解する力がつきます。

日商簿記検定
２・３級

（１級は統一試験のみ）

ネット試験
会場検索

受験申込
試験当日
即時採点
合否判定

▶ ▶

企業が求める資格第 1 位！
企業の経営内容を数字からつかむ

特集

商工会議所検定試験

〜社会人の学び直し（リカレント教育）にも最適〜

詳細はコチラ⇒ 

検定試験が変わる ビジネス新スタイル ネット
試験

①

② ③
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ビジネスに役立つ色彩に関す
る知識を理論的に身につける

環境問題に関する基本知識
でビジネスに差をつける 

「管理職が身につけておくべき重要な
基礎知識」を習得することで、マネ
ジャーとしての不安や戸惑いを軽減
できます。
こんな方におすすめ
　管理職候補（昇格要件の１つとして）、
　新任管理職の方 など

マネジメント知識を
体系的・効率的に身につける

高齢者や障がい者のため
の住環境を提案できる

自分と会社を守る
仕事の法律知識が身につく
業務上必要となる法律知識を身につ
けられ、企業防衛はもちろん、コン
プライアンス意識の向上にも役立ち
ます。

こんな方におすすめ
　若手ビジネスパーソン、
　 法務、営業、販売、人事、総務の方 など

色の性質・特性などの知識と、色の
与える心理的効果などを学習できま
す。お店のディスプレイづくりに活
かすことができます。

こんな方におすすめ
　商品企画・開発部門の方 など

多様化・複雑化する環境問題を幅広
く体系的に学べます。SDGs を理解す
るための環境基本知識を身につける
ことができます。
こんな方におすすめ
　環境や社会に配慮した製品・サー
　ビスを担当する方、SDGs や CSR
　担当の方 など

医療・福祉・建築の体系的な知識と、
適切なプランを提案する知識・能力を
身につけられます。

こんな方におすすめ
　福祉医療分野の方、建築分野の方、
　工務店・ハウスメーカーの営業担
  当の方 など

ECOECO

SDGsSDGs

BOOK
Keeping
BOOK
Keeping

海外の企業との取引など、海外での
会計実務をイメージした英文簿記・
英文会計スキルを身につけることが
できます。
こんな方におすすめ
　英語力をビジネスに活かしたい方、
   IFRS 適用企業の方 など

「英語」×「簿記」で海外展開に不可欠な
国際会計スキルを身につける

BATIC
（国際会計検定）

カラー
コーディネーター
検定試験

福祉住環境
コーディネーター
検定試験

ビジネス
実務法務
検定試験

ビジネス
マネジャー
検定試験

eco 検定
（環境社会検定試験）

会員事業部　滝川・柴原・中根・金澤
　　　　☎ 53-6164　ホームページ：

東商検定 I BT 

３つのポイント
Internet Based Test

使用機器（受験者ご本人にご準備いただきます）
 ・インターネットに接続されたコンピュータ（PC）　・コンピュータの内部カメラまたは Web カメラ
 ・コンピュータの内部または外部のマイク　　　　　・コンピュータの内部または外部のスピーカー
受験環境（受験できる場所）
 ・プライバシーが配慮され受験に適した環境であれば、どこでも可（公共スペースは不可）

2021 年度スタート！
１ ２ ３

詳細はコチラ⇒ 

受験日時が選べる！
■平日や業務時間内に受験で
　きます（土日・祝日も受験可）
■社員に受験を勧めやすくな
　ります

■次のステップアップにすぐ
　取り組めます
■モチベーションが維持しや
　すくなります

■時間を効率的に使えます
■受験に向けた学習に集中
　できます
■「３密」を回避できます

即時採点で
すぐに合否が分かる！ 自宅や会社で受験できる！

２

バティック

2020 年度はコロナ禍の影響で上期統一試験が中止となりました。
そこで安定的な受験機会を提供するため「ネット試験」がスタート
します。人財育成ツールとして是非お役立てください！

検定試験についてのお問合せ・詳細はコチラから

インターネット経由での試験

（IBT）に変わります
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〈就職情報室　登録のご案内〉
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

 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★

柴田佳奈藤木七海 板倉諒 箕浦桂子市川優美子 山本京子

まずは
ご連絡
ください

合同企業説明会　開催予定
４/24（土）午前９時30分～午後０時30分　午後２時～５時
会場：岡崎市竜美丘会館　
※詳細は就職情報室登録企業様宛に、後日ご案内します。
※開催方法の変更や中止となる場合もあります。

★学生・求職者との出会い★

　愛知県内における産業別の最低賃金（特定最低賃金）が改定されました（令和２年12月16日付）。
　下記のいずれかに該当する事業所については、地域別最低賃金（927円）ではなく、特定最低賃金が適用されますので、
今一度しっかりとご確認いただき、法令順守の徹底をお願いいたします。

＜特定最低賃金改定のお知らせ＞　～岡崎労働基準監督署より～

36協定届の押印省略が可能になります社労士に聞く！人事労務のツボ

　行政手続における押印原則の見直しに伴う労働基準法施行規則等の一部改正により、令和３年４月１日から
36協定届の様式が新しくなり、押印等は原則不要となります。ただし、36協定と36協定届を兼ねる場合には、
使用者及び労働者代表の署名又は記名押印などは必要となりますので、ご留意ください。

⇒詳細は 2021 年 4 月　36 協定届 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）

変
　
更
　
点

（１）36 協定届における押印・署名の廃止　※記名は必要です。
（２）労働者代表の選任にあたり、①管理監督者ではないこと、②選出方法を明確にしたうえで、投票・挙手等の
　　方法で選出されていること、③使用者の意向に基づいて選出されていないことについてのチェックボックス
　　の新設
※令和３年３月 31 日までは、旧様式又は新様式のどちらでも届け出することができます。

⇒詳細は 愛知県の特定最低賃金 検索

該当する産業 時間額  
（ ）は前年額 適用労働者の範囲

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、
鋼材製造業（表面処理鋼材を除く。）

976円
（975 円）

　左の各産業に属する事業場で働く労働者（技能実
習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者
も含む。）に適用されます。ただし、次に掲げる適
用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除
外され、愛知県最低賃金（927 円）が適用されます。
　＜適用除外労働者＞
1.18 歳未満又は 65 歳以上の者
2. 雇入れ後 3 か月未満の者であって技能習得中の者
3. 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主とし
　 て従事する者
4. 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者
  　①製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
　  　　軽易な運搬の業務に主として従事する者
  　②輸送用機械器具製造業
　　　　手作業により又は手工具若しくは小型手持
　　　　動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、
　　　　選別又は塗装の業務に主として従事する者

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用
機械器具製造業

（建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・
分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器
具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光
学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。）

948円
（947 円）

輸送用機械器具製造業
（建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・
同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関
製造業を除く。）

957円
（955 円）

自動車（新車）小売業 943円
（941 円）
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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/

第１回　ものづくりコーディネータの企業レポート　

産学官連携で企業課題の解決を！　＝岡崎ものづくり推進協議会 学識委員ご紹介＝

　今回は、岡崎市日名北町に本社をおく自動車部品メーカー㈱セキソー様をご紹介。“音”に拘り「心
地よい音色のクルマ」を目指し、吸音性能の高い不織布を活用した製品の開発・設計・製造を手掛けて
います。長年の研究開発に裏付けされた技術を活かし、今後は他分野における「音のお困りごと」にも
事業の幅を広げたいと検討中です。また、経営理念である「生き生きとした職場づくり、人財づくり」
を実践しており、地域経済だけでなく従業員や来社される方にも元気を与える企業だと感じました。
　2020年10月には、経済産業省『地域未来牽引企業』に選定され、選定企業向けの支援策を活用する
ことで、さらなる成長が期待されています。

　㈱セキソー様のテクニカルセンターにて、山田昌也社長と技術開発部担当の高尾秀男常務からお伺いしま
した。20 年以上前から音響工学に基づく製品開発に取り組まれ、騒音を快適な音にする“制音”技術で自動車
業界に貢献されています。特に２μm（0.002㎜）の極細繊維で吸音性能を高めた“セキソーアコースティック
ファイバー（SAF）”などを独自開発され、その使い方まで提案されています。エンドユーザーを２つの角度“車
を使われる車内のお客様”“車の外（環境を含め）にいらっしゃるお客様”から捉えられ、真のお客様に快適な音
空間をご提供できるよう、日々研究されている姿勢に大変感銘を受けました。

　現在、製造業ではデジタル人材が不足しています。本学では、製造業におけるデジタル活用に
貢献できる人材を育てるために、AI・IoT・ロボット導入、サイバーセキュリティ講座等を開講し
ています。また大学の研究成果を活かした新しいビジネスプランの提案などにもチャレンジし
ています。一例として、本学 石井先生が持つ特許「フナムシの生態模倣技術」をもとに、結露前に
水を水膜化することで曇らない製品開発を企画し、「ビジネスプランコンテスト“未来2019”」（主

催：㈱三井住友銀行・㈱みらいワークス）に参加、最優秀賞と事業化資金をいただきました。
　学生教育では、６年一貫コース「創造工学研究課程」を設置、「工学デザイン科目」や「イノベーション論」といった授業の
他、ビジネスアイデアを出し合うグループワークを行うことで、新事業に興味を持つ学生も増えています。大学との連携や、
課題解決に向けたヒントをお探しの場合は、名工大にご連絡ください。

㈱セキソー

〜　「ノイズ 」から「サウンド」へ　〜

名古屋工業大学　産学官金連携機構　准教授　矢野 卓真 氏

▲山田昌也社長

■大学DATA■　　所在地：名古屋市昭和区御器所町　☎052-735-5627（産学官金連携機構）

■企業DATA■
代表取締役：山田 昌也 氏
所在地：日名北町1番地３　☎25 - 2121

vol.2

今回の訪問企業

〜感動のためいき〜　ものづくり担当より 岡崎市の未来を担う素敵な企業とのご縁をいただきました。

【地域未来牽引企業】とは
経済産業省が、地域内外の取引実態や雇用・売
上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、
成長性が見込まれるとともに、地域経済のバ
リューチェーンの中心的な担い手である企業と
して選定するものです。全国で 4,743 社、愛知
県内 168 社、市内では 5 社が選定されています。

和田

ホームページ：

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西岡昭彦です。
「ものづくりコーディネータによる企業レポート」の第１回を担当します。
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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



何度も節目を迎え、乗り越え歩んでいく思いを込めて

人生の節目を彩る万年筆「眞
し ん き ち

吉」発売
　創業90周年を迎えたことを記念して、㈱たけうちの創
業者である、先代の竹内眞吉氏の名を冠した特別限定万年
筆を製作しました。しっかりと根をはり、まっすぐ高く
伸びる縁起の良さと、同社の社名から“竹”をモチーフに、
こだわりの鉄紺色で仕上げました。万年筆メーカーであ
るパイロットとコラボし、限定100本製作。すでに30本
が購入されましたが、同社GM（グランドママ）の竹内さ
ちよ氏とツイッターで繋がっている市内の中学3年生が、
ゲームを買おうと貯めていたお金で眞吉を買いに来てくれ

「びっくりしたと共にとても嬉し
かった」出来事も。
　昨年度からのコロナ禍の中
で、家で過ごす時間の中でも人と
の繋がりを求め、“手紙を書く”と
いう行為が再び注目を集めていま

す。さちよ氏は「50歳のころに、本
当に自分の好きなものは何か、と考
え、“書いて人と繋がること”にたど
りつき、現在のペンズアレイを立ち
上げました。夏には、“万年筆で書い
た暑中見舞いを当店に送ってくださ
い”と呼び掛けたところ、北海道から
九州まで全国各地から100通程度の
お便りが来ました。こちらからもお返事を出すなど、様々
な繋がりが生まれ嬉しい限りです。今回の万年筆を創るこ
とができ、商売の楽しさを教えてくれた義父の眞吉への恩
返しができたかなと思っています」と話します。

代表取締役社長：石川 正文 氏
所在地：篭田町 36
☎ 21-0864

㈱たけうち

▲“眞吉”1 本 30,000 円
　 限定 100 本

現在ご登録のお店から「新たな顧客を獲得することが出来た」・「お弁当の注文
と一緒に惣菜の注文もあった」など、嬉しい声が届いています。

（登録店数 24 店舗：2021 年 1 月 25 日時点）

登録特典
①専用ホームページに掲載
②本所会報記事での PR
③東海愛知新聞での紹介(予定)

《登録料》岡崎商工会議所会員 6,000 円
　　　　 （2021年4月〜2022年3月）
　　　　　★会員限定の企画です

　 弁当の製造に必要な許認可を有したうえでお申込みください。

【お問合せ】岡崎商工会議所　地域支援部　☎ 53-6190　担当：竹内・松岡

まずは、岡崎会議弁当で検索！

ホームページ：

▲ GM の竹内さちよ氏

地元の農産物とコラボ　「藤川産苧
ちょ

麻
ま

麺」開発
岩瀬食品

　岩瀬食品ではこの度、栄養素豊富な藤川
産苧

ちょ

麻
ま

（別名:からむし）を練り込んだう
どんを開発しました。江戸時代、藤川宿周
辺では自生する“苧麻”という野草を活用し
た麻細工が盛んであったと言われており、

現在は藤川地区
の一部地域に自
生しています。
岩瀬食品では愛
知学泉短期大学

と協力して成分分析を行い、粉末化して麺
に練り込み、苧麻の栄養を簡単に摂取でき
るよう“うどん”として商品化しました。
　代表の岩瀬氏は「ビタミンやミネラルな
どを豊富に含み、味にくせがないため、大
人から子供まで美味しく食べていただける
と思います。道の駅藤川宿で春頃から販売
する予定ですので、ぜひお試しください」
と話します。

代　表：岩瀬 定徳 氏
所在地：羽根町若宮 39
☎ 51-2831▲苧麻麺

岡崎市内の食の楽しみを応援する【岡崎会議弁当】

“ お弁当 ” を募集しています
オフィス昼食・研修・来客接待など、お弁当ニーズは様々

10ページで、
登録店舗を
ご紹介中！
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〇 中⼩企業等事業再構築促進事業 （中小企業庁　技術・経営革新課　☎03 - 3501-1816）
【概要】新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の
　　　拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を⽀援

【補助対象要件】申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上⾼が、コロナ以前の同3カ月の合計売上⾼と
　　　　　　　⽐較して10％以上減少している中小企業等。※他の要件あり

【補助金額・補助率】

区分 補助金額 補助率

中小企業（通常枠） 100 万円以上 6,000 万円以下 2/3

←詳細はこちらを
　ご覧ください。

令和2年度第3次補正予算案のポイント （経済産業省関係一部抜粋）

※上記事業は、予算案成立を前提としており、今後事業内容が変更等される場合があります。

※他の枠あり

【利用例】
　・小売店舗による⾐服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮小し、ネット
　　販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
　・ガソリン⾞の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある
　　中、今後の需要拡大が⾒込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導⼊。

2021.2
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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

　　
〇 中⼩企業⽣産性⾰命推進事業の特別枠の改編 （中小企業庁　技術・経営革新課　☎03 - 3501-1816）

【概要】現下ウィズコロナ及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を
　　　⽀援
①ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進事業（ものづくり補助金）
　補助額100万～1,000万円、補助率2/3
　→対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資、システム構築等
②⼩規模事業者持続的発展⽀援事業（持続化補助金）
　補助上限100万円、補助率3/4 
　→ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援
　→感染防⽌対策への投資についても、一部支援（補助対象経費のうち1/4を上限）
③サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業（IT導⼊補助金）
　補助額30万～450万円、補助率2/3
　※テレワーク対応類型は補助上限150万円

〇 事業承継・事業引継ぎ推進事業 （中小企業庁　財務課　☎03 - 3501- 5803）
【概要】事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多⾓化を含む新たな取組（設備投資、販路開拓等）や廃業に係る
　　　費用等を⽀援

⽀援類型 補助率 補助上限額 上乗せ額
※廃業を伴う場合

①事業継承・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費用の補助

 創業⽀援型 他の事業者が保有している経営資源を引き継いで
創業した事業者への⽀援 2/3 400 万円 200 万円

 経営者交代型 親族内継承等により経営資源を引き継いだ事業者
への⽀援 2/3 400 万円 200 万円

 M&A 型 M&A（株式譲渡、事業譲渡等）により経営資源
を引き継いだ事業者への⽀援 2/3 800 万円 200 万円

②事業引継ぎ時の士業専門家の活用の補助

 専門家活用型 2/3 400 万円 200 万円
（売り手のみ）



鉄
筋
一
筋
二
十
七
年各種バス・ジャンボタクシー・

患者輸送車・花嫁車のご利用もどうぞ

　 第551回常議員会　報告　１/26

≪報告承認事項≫
１．１号議員（３人）補欠選挙・選任経過について

２．主要事業経過報告について
　１）「挑戦型経営革新事業2020 おかざき勝人塾」結果
　２）「おかざき匠の会 新作発表会2021」結果

　３）「新⼊社員研修」案内
　４）「設備導⼊のための⽀援策」案内
　５）「就職情報室事業」案内
　６）「SDGs実践セミナー」案内
３．新⼊会員加⼊について
４．部会等開催状況について　他 原案通り承認されました。

 　（順不同・敬称略）
事業所名 事業内容 事業所名 事業内容

㈱Ｔ＆Ｃ 調味料の製造販売 ㈱情熱Factory 人材サービス業
㈱森田経営 経営コンサルタント業 マエダ行政書士事務所 行政書士業
㈱チェスター 建築板金 Marutomo 設備組付け、ばらし、設置、移設、調整
㈱髙須company 建設外装業 侘助 日本料理店
DG　Industry アクセサリー、マスクフィルター製造・販売 ㈱AIコンサルティング 中小企業経営コンサルティング
Lumie Support 転職支援 ガロチャ 靴製造、販売

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：4,128事業所（1月 19日現在）

“会員にご興味のある方をぜひご紹介ください！”
～ご紹介いただきました会員様には、3,000円のギフト券を贈呈します。～
　⼊会についてのお問合せ・お手続きは担当までご連絡ください。

        【担当：会員事業部　☎53-6164】

会員
募集中

中⼩事業者に対する⽀援（一時金）のお知らせ

対象 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・間接の取引があること、
　（農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定）
または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
　により、本年１月または２月の売上高が対前年比▲ 50％以上減少していること
　（旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定）

支給額 法人は 40 万円以内、個人事業者等は 20 万円以内の額を支給
※算出方法：前年１月及び２月の事業収入－（前年同月比▲ 50％以上の月の事業収入×２）

申請方法
（調整中）

前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言等により
どのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。
なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存
を義務付け。

 ■売上の減少した中小事業者に対する一時金の支給   
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2021 年１月 12 日（火）〜 2021 年２月７日（日）の期間に
営業時間短縮の要請にご協力いただいている事業者の皆さまへ

愛知県感染防止対策協力金（１/12 〜２/ ７ 実施分）のお知らせ

　各業界団体等が作成した感染拡大予防ガイドラインを遵守している事業者で、県の営業時間短縮要請
に応じて営業時間の短縮（※）を実施した事業者に対し、感染防止対策協力金を愛知県が交付します。

（※）営業時間の短縮には、感染防止対策のため終日休業した場合も含みます。

■対象事業者等

期間 2021 年１月 12 日（火）〜
　　　　 １月 17 日（日）実施分

2021 年１月 18 日（月）〜
　　　　　２月  ７日（日）実施分

対象事業者

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営す
る中小事業者等
＜対象施設＞

「酒類を提供する飲食店等」
※飲食店営業許可が必要

県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営す
る事業者 ※大企業も対象に追加
＜対象施設＞

「飲食店等」
※飲食店営業許可又は喫茶店営業許可が必要

営業時間の短縮 ５時から 21 時まで
※従前より 21 時から５時の間に営業していることが必要

５時から 20 時まで
酒類の提供は 11 時から 19 時まで
※従前より 20 時から５時の間に営業していることが必要

支給額 1 店舗 1 日あたり４万円  最大 24 万円
（要請に応じた日数分を交付）

１ 店舗１日あたり６万円  最大 126 万円
（要請に応じた日数分を交付）

主な要件 ・業種別ガイドラインを遵守
・県の「安全・安心宣言施設」に登録し、PR ステッカーとポスターを掲示

※ 上記２つの実施分は合わせて申請となります。
※ 12 月 18 日～１月 11 日実施分の営業時間短縮要請に対する協力金（２月 19 日（金）締切）は、制度が異なるため、
　 申請は別となりますのでご注意ください。

☎ 052-954-7453　開設時間：午前 9 時から午後 5 時まで（土・日・祝日を含む毎日）

（1）愛知県感染防止対策協力金交付申請書兼請求書・申請に関する誓約書
（2）営業実態が確認できる書類（飲食店営業許可書（証）又は喫茶店営業許可書（証）の写し、確定申告書の写し）

（3）営業時間短縮（休業含む）の状況がわかる書類（告知ＷＥＢページの写し又は掲示ポスターの写真等）

（4）本人確認書類（運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し）

（5）振込先口座が分かる書類

■申請に必要な書類（予定）

■お問合せ先（県民相談総合窓口・コールセンター）

2021.2
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１月23日（土）に開催を予定していました「家康公検定2020」
は延期となりました。
開催日については現在調整中です。決定次第家康公検定サイト
に掲載いたします。

（受験の申込みをされた方には、葉書にてご案内いたします）
【お問合せ】（一社）徳川家康公に学ぶ会　☎25-7213
【ホームページ】https://ieyasukou.jp/

「家康公検定2020」
延期のお知らせ

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！

9
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※商業、食品・サービス部会、建設部会、機械金属部会、交通部会、
　理財部会の２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・女性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２２
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！

ものづくり企業にとって設備導入・更新の際に有益な事業
計画作成と補助金活用術についてお話しいただきます。

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
内容：事業計画作成と補助金活用
　　　〜設備導入前に知っておきたいこと〜
講師：大嶋経営提案事務所　大嶋 浩敬 氏（中小企業診断士）
会費：無料

説明会

「事業計画作成と補助金活用　
～設備導入前に知っておきたいこと～」

３水３
午後
　１時30分〜
　３時30分

【担当：高田・今泉　☎ 53-6191】

※詳細は追ってご案内いたします。25木２
午後
　６時〜
　９時

臨時会員総会＆研修会

令和２年度臨時会員総会
未来創造塾「～Y

わ れ ら

EG同志と創る未来のために～」

青
年
部

【担当：石原・柳瀬　☎ 53-6500】

女
性
部

　花の色合わせ、花合わせを楽しんでいただき、自分だけの
オリジナルのお花をお作りいただきます。

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：花のハーモニー　水谷 鏡子 氏
持ち物：花切りバサミ、エプロン、持ち帰り用袋
　　　　　　　　　　　　　　　　（30㎝四方）
会費：お一人様 3,500円

15月２
午後
　２時〜
　４時

体験セミナー

春の花を使って愛を表現しましょう

【担当：中根・柴原　☎ 53-6164】

工
業

withコロナ時代に求められる働き方と今後、改正・施行さ
れていく労働関係法のポイント等について説明いただきます。

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
内容：①求められるwithコロナ時代の働き方
　　　　（雇用調整助成金、最低賃金、副業・兼業、健康管理）
　　　②2021年以降に改正施行される労働関係各法のポイント
　　　　（高年齢雇用、ハラスメント対策、社会保険適用要件拡大）
　　　③同一労働同一賃金＆建設業キャリアアップシステム
講師：三浦法務事務所（社会保険労務士・行政書士）三浦 太介 氏
会費：無料（お持ち帰り可能な昼食を用意いたします）
※３月例会として開催します。

説明会

「建設業が取り組むべき労務管理」
～withコロナ＆2021～25年度対応～

１月３
午前
　11時〜
　正午

【担当：杉本・中垣　☎ 53-6161】

建
設

視察会

【担当：板倉・柴田佳奈・箕浦　☎ 53-6165】

　松平家・徳川家とゆかりの深い「龍海院」と「六所神社」
を視察いたします。

行程：13:30　 　　　　集合 龍海院（明大寺町西郷中34-1）
　　　13:30〜14:20　 説明「岡崎十二社・三十六地蔵について」
　　　　　　　　　　　　視察「龍海院」 
　　　14:35〜15:30　視察「六所神社」
　　　15:30　　 　　　解散
説明・案内：おかざき塾歴史教室　主宰　市橋 章男 氏
会費：無料

12金２
午後
　１時30分〜
　３時30分

「松平・徳川氏の遺産」
“岡崎十二社・三十六地蔵”を訪ねて

情
報
文
化



相　　　談　　　名 開　　催　　日 時　　　間 担　　　当

① 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 ２月17日㈬ 午後１時〜５時 社会保険労務士

　　　　三浦 太介 氏

② 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

２月９日㈫
２月16日㈫
３月２日㈫

午前10時〜午後４時
税理士　齋藤 吉英 氏　 
　同　　堤 昭博 氏
　同　　中嶋 有美子 氏　

③ 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 

２月８日㈪、３月８日㈪
３月１日㈪
２月９日㈫・25日㈭

午前９時15分〜
午後４時

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

④ 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 ２月18日㈭ 午後１時30分〜 弁護士　齋藤 文司郎 氏

⑤ 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 ２月４日㈭、３月４日㈭ 午後１時〜４時 愛知県信用保証協会

⑥ 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 ２月12日㈮ 午後１時〜５時 弁理士　柴田 淳一 氏

  ☎ご予約は①53-6164、②~⑤53-6500、⑥53-6191「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中

　この兜の「鹿
し か つ の

角脇
わ き

立
だ ち

」には、当時の武士たちもさぞ驚かされたことだろう。とにか
く大きい。威圧感がある。戦場でこの兜に出会った途端、一歩二歩と退きたくなる
に違いない。「戦国最強」と謳われた本多忠勝は、その甲冑のパフォーマンスも最強
である。本多家の家伝によれば、伊賀八幡宮宮司の弟にあたる柴田某の夢想により
製作され、同じ夢を見た忠勝が所望したと記される。鹿は神の使い、正に神仏ご加護
の下に戦いに出たということだろうか。
　この甲冑は正式名称を「黒

く ろ い と

糸威
おどし

胴
ど う

丸
ま る

具
ぐ

足
そ く

」という。このような名称は具足のパーツ
名を並ばせたものである。威

おどし

は鎧の札
さ ね

（＝パーツ）を結ぶ紐のことであり「緒通し」が
その語源。例えば、紐の色が朱色の場合は「緋

ひ

色（＝朱）威」ということになる。「
胴丸」というのは平安中期以降よく用いられた鎧の形状で、札を重ね合わせた胴で
体の前後を守る合理的な造りとなっている。一般的に太ももを守るための草

く さ す り

摺が八
間に分かれて付いているが、忠勝のものは前部が三間、後部が四間の計七間で札は五
段下がりである。鎧全体が黒漆塗りを基調としており、重厚な感じを受けるが実は
軽量。実践向きなのだ。後年、忠勝が秀吉に謁見を求められた際、特に甲冑を着用し
てくるようにと求められた。全国最強の勇者の姿をと望んだのであろう。忠勝はそ
の際に大数珠を襷掛けにして姿を現したという。勝者は敗者あってのこと。秀吉に
真の勇者の姿を見せたのだろう。

本多忠勝の名物甲冑 ― 戦国最強のパフォーマンス―

表紙紹介
文化財は語る㉟

黒糸威胴丸具足
国指定重要文化財
個人蔵

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）

※その他、雇用調整助成金個別相談、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。

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。

霧島山麓豚（とんかつとチーズし
そ巻）と100%神戸牛のデミハン
バーグ。焼肉まるえんならではの
嬉しい組み合わせ！※ハンバーグ
は和牛ステーキに変更可能。
所  井田新町3-29　☎ 26-2582
営  11:30～14:00　17:00～24:00
休  水曜日、第２火曜日

「冷めても柔らかいサーロインステーキ弁
当」が好評!「ステーキ・おもてなし・会
議・揚げたてサクサク エビフライ」の4
種類の弁当をご用意。ケータリング・デリ
バリー・キッチンカー事業も展開中。
所  羽根西1-8-10 　☎64-7123
営  16:00～20:00
休  水曜日・祝日

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

焼肉まるえん しあわせのあおいくま

1,500円（税込）

岡崎会議弁当 検索
十三の巻

972円（税込）

営業時間等、変更の場合があります。事前にご確認ください。
2021.2

今月（２/４〜３/８）の専門家相談（無料）＆ 表紙紹介
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