


会員企業の経営力向上を目指して
～ 寄り添う、聴く、動く 商工会議所 ～

令和 3 年度　事業計画・予算　決定 !特  集

経営支援強化（企業が求めるコトの実践）
骨 子

×
1

❷各種施策の活用（持続化補助金等コロナ対策）
　ａ．マル経融資および各種融資制度の推進
　ｂ．経営資源の有効活用に向けた調査および情報提供
　ｃ．持続化補助金、雇用調整助成金をはじめとする各種
　　 　施策の活用

❶窓口相談・訪問（巡回）による課題解決支援
　（声を聴く・情報を集める）
　ａ．全職員体制による事業所訪問・ヒアリングの実施
　ｂ．専門家・コーディネータの相談・派遣
　ｃ．経営状況の分析、経営計画等の策定支援

企業の事業継続・雇用維持への支援 ２ DX の推進

❶デジタル活用による生産性の
　向上
　ａ．企業とのオンライン相談・
　　　交流会等デジタル活用の
　　　強化
　ｂ．コロナ禍に対応した販路
　　　開拓（EC 等）への支援

４ 地域経済再生への働きかけ

❶国・県・市等への提言活動、
　協働事業実施
　ａ．会員企業を守り伸ばすこ
　　　とに繋がる提言、要望活
　　　動の実施
　ｂ．広域連携事業の推進
　ｃ．諸団体への活動支援

３

❷多様な人材活用、働き方改革関連法への対応
　ａ．企業経営の継続に貢献する人材育成・定着
　ｂ．新卒者・中途求職者等との出会いの機会創出
　ｃ．各種講座・講習会の開催
　ｄ．教育機関・行政等との連携
　ｅ．ビジネスに必要な検定事業の実施
　ｆ．SDGs・ESG
　　　　（Environment：環境　Social：社会　Governance：ガバナンス）

　　　経営の普及・啓発、健康経営推進の支援

❶創業、新事業展開、事業承継の促進
　ａ．創業の実現
　ｂ．業態転換、事業再編、新分野進出等への支援
　ｃ．事業承継の円滑化

アフターコロナ（ポストコロナ）を見据えた対応支援

❸地域創生に向けた産業振興
　ａ．販路開拓への支援
　ｂ．次世代産業の育成に向けた情報提供
　ｃ．NHK 大河ドラマ放映を見据えた地域の魅力発信

基本方針
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令和３年度
予算規模

組織基盤強化（健全な組織運営）
骨 子

×
1

◯令和３年度　収支予算

5億5,678万円
（単位　千円）

❷コロナ禍によって減少した事業収入の回復お
　よび新たな事業の実施
　ａ．共済事業、労働保険等の実施、加入促進
　ｂ．各種保険、補償プランの提供

❹所内での環境社会に向けた取り組み
　ａ．SDGs の実践
　ｂ．ESG 経営への取組み
　ｃ．健康経営の推進

❶コロナ禍における各種施策や事業活動を通じ
　た会員加入促進
　ａ．部会、青年部・女性部活動、各種交流事
　　　業による会員間ネットワークの形成

❸ＲＰＡ等の導入による生産性の向上
　ａ．仕事の見える化による業務改善

財政基盤

３

❶コンプライアンス徹底と BCP 策定
　ａ．議員総会、常議員会等意思決定機関の適正
　　　な運営
　ｂ．会員情報の適正な管理、運営
　ｃ．キャッシュレス決済の導入、推進
　ｄ．有事における危機管理体制の整備
　ｅ．職員の意識高揚、資質向上

危機管理

２ 情報発信

❶各メディアの充実および報道機関との連携によ
　る、本所活動の見える化の実践
　ａ．必要な情報を適時伝達
　ｂ．会員の交流拠点となる会館サービスの運営

会　計 令和３年度 令和２年度 比較増・減

一般会計 243,424 277,238 ▲ 33,814

特別会計

中小企業相談所会計 120,000 126,384 ▲ 6,384

法定台帳関係費会計 11,250 10,953 297

不動産貸付事業会計 73,320 76,425 ▲ 3,105

請負事業会計 103,794 100,125 3,669

会館改修工事事業会計 5,000 10,076 ▲ 5,076

合　計 556,788 601,201 ▲ 44,413

　新型コロナウイルス感染症は、小規模・中小・中堅の企業経営に深刻な影響を及ぼしています。
コロナ禍が長期化するなか、変化と競争の激しい経営環境を生き抜くには、新商品・新サービス
の開発、デジタル技術の活用による生産性の向上等、新たな取り組みが必要です。
　本所では、商工会議所の礎を築いた渋沢栄一翁の思想のもと、“会員のため地域のための商工
会議所”として、『会員企業の経営力向上を目指して』 ～寄り添う、聴く、動く 商工会議所～
を基本方針に、企業の活力強化と地域経済の再生に総力を挙げて取り組みます。 ▲第 246 回通常議員

　総会にて（3月23日）
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〈就職情報室　登録募集のご案内〉
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 角岡拓海
（新入職員）

箕浦桂子市川優美子 柴田浩志

まずは
ご連絡
ください合同企業説明会　開催予定

６月３日（木）
【第１部】午前９時30分～午後０時30分
【第２部】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があります。

★学生・求職者との出会い★

「チャンネル登録者７万人のYouTuberが伝える！
採用動画発信のポイント」
5月12日（水）　午後1時30分～3時　
会場：岡崎商工会議所　講師：モリタジュンタロウ 氏
参加費：本所会員１名1,000円（就職情報室登録企業は無料）

★採用力向上★

「同一労働同一賃金への対応」 進捗状況は？社労士に聞く！人事労務のツボ

　今月から、中小企業に対しても、正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」の適用が
開始されます。企業の対応は、どのくらい進んでいるのでしょうか。
　「不合理な待遇差をなくすために取り組んだ内容」及び「今後取り組む予定の内容」が（独）労働政策研究・研修機構の調
査結果として公表されています。取り組んだ内容として最も回答割合が高かった取り組みは、「基本的な賃金の水準の引
上げ（54.9％）」で、今後取り組む予定として回答割合が高かった取り組みは、「定年後の再雇用者に係る制度や活用の見直
し（23.2％）」、「退職金の導入や算定方法等の見直し（19.6％）」等が挙がっています。
　同調査は、賃金、手当、賞与や休暇制度等についての動向も分かる内容となっていますので、今後の取り組みの参考にし
てみてはいかがでしょうか。

⇒詳細は 『パートタイム』や『有期雇用』の労働者の活用状況等に関する調査結果 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）

セミナー参加者募集中　詳細は↓

　大学生等の採用活動には、岡崎商工会議所　就職情報室を毎年継続して活用していま
す。2022卒採用も、岡崎商工会議所主催の合同企業説明会（３/16）でスタートしました。
　採用広報では、若者の情報収集手段として定着している、YouTube、Instagramを
一昨年から取り入れています。就職情報室主催「動画制作セミナー」にも参加し、プロ
のクリエーターである講師から、コンテンツの内容や撮り方についても具体的にアドバ
イスをもらい、大変参考になりました。学生の就活が本格化する３月前を意識し、投稿
件数を増やし、現在22本アップしています。まだ大きな反響はありませんが、視聴回数
の伸びからニーズを探ったり、「自分だったらどんな動画を見るだろう」と視聴者側の
視点を想像しながら制作しています。複数ある事業部の上司も必要性を理解し、各部署の社員が撮影に協力してくれる
のでありがたいです。少しでも会社の雰囲気が伝わり、新たな出会いにつながると嬉しいです。
　弊社では、日本人の新卒採用だけでなく、外国人雇用にも積極的に取り組んでいます（自動車整備士として正社員雇用 
＜技術／特定技能＞、技能実習生受入れ等を実施）。また、自社でのノウハウを活かし、他社の外国人雇用をサポートす
る事業部も立ち上げました。直近では、日本で就労希望のベトナム人大学生を呼び
寄せる「就労予定インターンシッププログラム」も立ち上げ、正社員として長く雇
用できる海外の大卒人材と企業のマッチングを後押ししています。 

新卒採用・外国人雇用で、新たなチャレンジ続々！ 積極採用 ㈱ウィン

■ 企業DATA ■　

▲左：総務経理 担当主任 河原 氏
　右：人材開発事業部 大島 氏

業務内容：ディーラー事業、国内中古車売買、海外中古車・部品輸出、外国人就労支援
従業員数：97名　　所在地：六名南2-4-20　　☎73-2100　

㈱ウィン YouTube チャンネル
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http://okamono.com/

第３回　ものづくりコーディネータの企業レポート　

㈱イナック

～社是「信頼」　個々の力で強い企業に～

■企業DATA■
代表取締役：谷口 武司 氏
所在地：大西町揚枝23-１　☎27-1855

ロボット・AI・IoTはご相談ください！　＝岡崎ものづくり推進協議会 学識委員ご紹介＝

　現在、第4次産業革命の真っ只中にあ
ります。これらを牽引する4つのキーワー
ドはIoT、ビッグデータ、AI、ロボットで
す。本年４月、情報科学部をこれら４つ

の分野に対応した情報システム、シミュレーション科学、
知能メディア、ロボティクスの4コースに再編、新たなカリ
キュラムをスタートします。情報化社会で活躍できる技術
者の養成に取り組みます。

　また、学術研究情報センターのもとに研究推進局を新設。
次世代ロボット研究所、ICTテクノポリス研究所など6研究
所の体制を整え、グローバルな視野から地域の発展に貢献
し得る学際的な研究、多様な主体と連携した研究などを推
進します。人とロボット、ロボット同士の自律的・協調的な
動作やインタラクション関連技術、三次元センシング技術、
IoTやAI関連の課題解決、スタートアップ企業支援などを
ご希望の場合は、愛知県立大学までご連絡ください。

愛知県立大学 教授　次世代ロボット研究所 所長　村上 和人 氏

■大学DATA■　　所在地：長久手市茨ケ廻間1522-3　☎0561-76-8843（研究支援・地域連携課）

vol.4

今回の訪問企業

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宮沢亮です。
「ものづくりコーディネータによる企業レポート」の第 3 回を担当します。

▲谷口代表取締役

谷口社長が何度も仰っていた“自主性”。今回のセミナー参加者
も自ら希望しての受講とのこと。「大きな会社ではなく強い会社、
長く続く会社を作りたい」と熱く語る社長の想いに応えられる自
主性を持つ社員様。個々の能力の高さに感銘を受けました。

　今回は、㈱イナック様をご紹介します。“透明”樹脂製品加工技術を活かして自動車・家電・化粧品
等様々な分野に、一品ものの樹脂製品を製造・販売しています。１人１人の社員が強い個性を発揮
してモノづくりに取り組んでいます。今回、岡崎商工会議所主催のセミナー「ものづくり現場改善
実践講座」に２名の若い社員様が参加されました。３回のセミナーの後の成果報告会には、社長を
筆頭に各部のリーダーが集合、積極的に質問・講評を行い、社長が掲げる“自主性”“個々の能力”の高
さを実感、企業の将来に希望を感じました。

　コロナウイルス感染症拡大防止のため動画及び書面審査にて実施し、次の３チームが入賞しました。

高田

～感動のためいき～ ものづくり担当より

▲成果報告会で改善結果を報告する社員様

第15回業務改善発表　結果報告

賞 企業名 サークル名 テーマ
優秀賞 豊興工業㈱ ＣＶＴサークル 別軸ギア第２ライン打痕キズ不良０への挑戦
優良賞 豊田バンモップス㈱ サトノダイヤモンドサークル ロータリドレッサラップ工程の生産能力向上
特別賞 ㈱鈴木化学工業所 コンバイン アウターフラップ ガサつき改善～手を打て！ネック不良になる前に！！～

【優秀賞受賞企業コメント】豊興工業㈱
仕事の合間を使い些細な情報でも交換できるようQCボードを利用して活動を見える
化し、活動の中で学びの場を設けたことでサークルレベルを向上させることができ、
今回の成果につながったと思います。今後もこれを励みに更なる上を目指し、職場の
活性化につなげていきたいと思います。
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本プロジェクトで生まれた商品

 籠田公園横に !!
ドリンク＆スイーツテイクアウト専門店オープン

　広告の企画・編集、中高生に地元の仕事情報を伝える雑
誌の発行を手掛ける㈱アンビシャスは、籠田公園横にドリ
ンク＆スイーツのテイクアウト専門店『T

テ ィ ー

EA　S
ス タ ン ド

TAND　
R

ロ ブ

OB』をオープンしました。
　レゲエミュージシャンとしても活躍する友人が、ジャマ
イカ特産のコーヒーの移動販売やコーヒー豆の販売を行っ
ており、いつか店を出したいという想いがあったところ
に、籠田公園横に空き店舗があることを知り、二人で店を
開く決意をしました。
　「タピオカドリンクやレモネード、パンケーキで生ク
リームを挟んだ“パンドラ”等、若い方から年配の方まで、
幅広い層の方に楽しんでいただけるメニューを取り揃えま
した。籠田公園がリニューアルし、これまで以上にファミ
リー層の来園が増えているので、気軽にテイクアウトして
公園での楽しいひとときのお供にしてもらえることを期
待しています。また、かつて康生の古着屋で働いていたの
で、顔見知りの商店主の方も多く、近隣の方々が温かく迎
えてくれたことも、とても嬉しかったです。

　桜城橋から籠田公園までの遊歩道も整備され、さらに
“歩くことが楽しい”エリアになります。散策の途中にぜひ
お立ち寄りください　」とのことです。

㈱アンビシャス

▲石原代表取締役

岡崎市の伝統産業 × 企業 ＝ 新商品開発！ 
「ミライおかざき匠プロジェクト」新商品開発に挑戦！
　本プロジェクトは、職人が持つ伝統の技を企業の製品・
商品と掛け合わせることで、新しい商品・価値を創り出し、
新しい市場にチャレンジする企画です。

（主催：岡崎商工会議所、おかざき匠の会）

　今回は国県指定の岡崎の伝統産業６社とマッチング企業
３社が参加し、現代のニーズに合った新商品を開発しまし
た。今後も伝統技術を次世代に継承するため新商品開発に
挑戦し続けます！

岡崎市役所西庁舎１階市政情報コーナーで展示しました !!
岡崎市の協力のもと、３月 22 日～ 26 日に本プロジェクトで生まれた商品を展示しました。
多くの市民や職員にご覧いただき、岡崎の伝統産業の可能性を広く伝えることができました。

石彫の戸松

㈱タケヒロ産業（造園資材卸）
「ケルベロス狛犬（西洋風の狛犬）」

❶ 石工 楠名石材商店

㈱タケヒロ産業（造園資材卸）
「Ｈ i Ｂ i ＆積み石灯篭」

❷ 石工

粟生人形工房

㈱ IDA（IT・デザイン）
「aniwa（和柄のカードスタンド）」

❹ 雛人形

ムラセ銅器

（マッチング企業選定中）

「銅製ホットサンドメーカー」

❻ 仏具製造上新石材店

（マッチング企業選定中）

「LUCK UP ★ TOY ストーン」

❺ 石工

㈱三浦太鼓店

㈱タナベ（皮革部品加工）
「和太鼓専用グローブ」

❸ 太鼓

× ×

× ×

× ×

代表取締役：石原 和也 氏
所在地：康生通南 3-20
　　　　 （STAGE BLD2 1F）
☎ 64-0911

店舗情報
所在地：籠田町１
☎ 73- 3334

Instagram
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愛知県事業承継・引継ぎ支援センターの専門相談員による「サテライト定例相談会」のお知らせ
～後継者問題で悩む事業者に身近な相談の場～

　日本政策金融公庫岡崎支店（以下「日本公庫」という。）と本所は連携し、令和３年４月から岡崎市内で、標記
相談会をスタートします。

【目的】
　岡崎市内の中小企業・小規模事業者を中心として、後継者問題で悩む事業者に身近な相談の場を提供し、円滑な
事業承継を支援すること。

【事業承継の現状】
　経営者の年齢は高齢化がすすみ、事業承継は喫緊の問題となっています。
一方、日本公庫総合研究所が実施したアンケートによれば、中小企業・小規模事業者は、
①「事業承継を諦めやすい」「第三者承継は検討しない」といった経営者の後ろ向きな意識、
②後継者候補の選択肢が少ない等による承継先の確保の難しさといった２つの問題に直面しています。
　今後、支援機関や専門家の助力を得ながら、問題解決に取組んでいくことが必要となります。

【事業承継個別相談会】
 ・開催日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　毎月第2、4金曜日　相談時間は下記のとおり
　　　①午前11時～正午　
　　　②午後１時～午後２時
　　　③午後２時30分～午後３時30分　
　　 　（申込締切：１週間前までにご予約をお願いします。）

事業承継・引継ぎ支援センターとは？
　中小企業の事業承継などに関して、専門家が適切な助言、情報提供及びマッチング支援等様々な支援を
行っています。全国 47 都道府県に設置されている、事業承継を支援する公的機関です。

・開催場所
　　日本政策金融公庫岡崎支店
　　（岡崎市唐沢町１-４-２　朝日生命ビル１階）
・申込先
　　☎ 24-1715
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相談所だより本ページのお問合せは中小企業相談所　☎53−6500へ

　令和 3 年 1 月 18 日（月）～ 2 月 28 日（日）を対象期間とする愛知県の「感染防止対策協力金」
の対象から外れた飲食店または喫茶店に、感染防止対策協力金が支給されます。

岡崎市内飲食店への感染防止対策協力金のお知らせ

協力金 一店舗あたり 10 万円

対象

下記の①②全てに該当する店舗
①市内の飲食店または喫茶店（市外の事業者でも市内に店舗があれば対象）で、１月 14 日の緊急事態
　宣言発令の前から５時～ 20 時の範囲で営業を継続している店舗
②県の感染防止対策「安全安心宣言施設」に登録し、ステッカーまたはポスターを掲示している店舗
　※登録手続きは県ホームページで確認を。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外
・「愛知県感染防止対策協力金」の対象となる飲食店など（従前より５時～ 20 時の範囲を超えて営業し
　ていた店舗）
・スーパー、コンビニエンスストア
・建物店舗内での一般客への飲食物提供を主たるサービスとしない業態（持ち帰り専門、宅配専門、キッ
　チンカー、露店、移動販売、従業員食堂、学生食堂、患者などの食堂など）
・県が推奨する感染防止対策を講じていない店舗
・暴力団または反社会的勢力と関係のある店舗
・風営法許可対象業種　など

申請
市政情報コーナー（西庁舎１階）、商工労政課（西庁舎地下１階）にある申請書

（市ホームページから入手可）を郵送で。詳細は岡崎市ホームページで確認を。

申請期限 令和３年５月 31 日（月）（消印有効）
問合せ先 岡崎市商工労政課　☎ 23-6059　FAX 23-6213 詳細はこちら



　 第553回常議員会ならびに第246回通常議員総会　報告　３/23（火）
≪議件≫
１．令和３年度事業計画ならびに収支予算決定に関する件
２．本所定款一部変更に関する件
３．本所諸規則一部変更に関する件

≪報告承認事項≫
１．主要事業の経過報告について
　１）「令和２年度 決算・申告無料相談（会員限定）」結果
　２）「令和２年度 ものづくりに関する支援事業」結果

　３）「健康経営優良法人2021認定」結果
　４）「就職情報室の取り組み（2022年春卒業予定者向け）」結果
　５）「就職情報誌 ＯＫナビ データブック 2022」案内
　６）「令和３年度 女性社員交流会」案内
２．令和３年度常議員会、議員総会・議員懇談会の会費について
３．令和３年度本所委員等委嘱について
４．新入会員加入について
５．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

総合建設業・アメリカンガレージSmile＠ 総合建設業・アメリカンガレージ 三州電力㈱ 小売電力業
㈱建屋 建設業 ㈱花こころ 高齢者向け訪問鍼灸マッサージ
㈱建築資料研究社　日建学院岡崎校 教育、出版、CP販売 ㈲匠味　焼肉ダイニング べこまん 焼肉屋
小原 ひろみ 婦人服のリサイクル通信販売 ㈲オイソ企画 フィッシュオン岡崎 室内釣り堀
㈱E.FRISCO 人材派遣（産業廃棄物処理・自動車部品組立等） ㈱庭空間創 建築物外構造園工事の設計・施工・監理業

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：4,126事業所（３月16日現在）

皆様のおかげをもちまして、去る、2月18日、日本商工会議所にて開催された第703回常議員会において、会員増強に優れた
実績が認められて「組織強化関係表彰」を受賞しました。この場をお借りしてお礼申しあげます。

　 創 業 明 治 15 年。 五 代目。 蒟
こんにゃく

蒻・
心
ところてん

太一筋、140 年。
　数年前から工場直売での小売りも始
め、お客様からの「美味しい！」の声を
励みに頑張っております。
　青年部入会以来 30 数年、商工会議
所と様々なかかわりを持って参りました
が、今思うのは「我々中小零細企業に
とって商工会議所は利用すればするほど
役に立つ存在」ということです。岡崎商
工会議所がより一層頼りになる存在にな
るよう微力ながら尽くして参ります。 

㈾池田屋
代表社員　
長坂 光司 氏

　弊社は工場の機械設備工事、建物の
給排水・空調工事、上下水道などの公
共工事、機械整備を営んでいます。
　一昨年で創業 60 年を迎えました。
岡崎市に本社があり、千葉県、福井県
に支店があります。私は岡崎市で育ち、
大学進学・就職で京都、名古屋、東京、
シンガポール、クアラルンプールと 18
年間岡崎を離れ転々としていましたが、
家業を継承するため 20 年ほど前に岡
崎に戻ってまいりました。岡崎商工会議
所議員として、皆様のお役に立てるよう
尽力していきたいと思います。

喜栄工業㈱
代表取締役社長
同前 仁史 氏

　弊社は、康生通りに玩具店として創
業し本年で 100 周年を迎えます。現
在は化粧品専門店を岡崎市、名古屋
市、豊川市にて 5 店舗経営をしており、

「輝く女性の美容と健康をサポート」を
キャッチフレーズに社長以外全て元気な
女性スタッフにて運営しています。本店
は城下町である康生地区にある事から、
地域の活性化もともに考え、地域の皆
様に必要とされるお店作りを今後も進め
ていきたいと思います。微力ではありま
すが、先輩議員の皆様を見習い活動し
ていきたいと思います。

㈱みどりや
代表取締役
松井 洋一郎 氏

新議員紹介
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部会 例会 月４４
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！

　４月例会では、報告事項として①令和３年度岡崎商工会議所事業計画・重点事業、②令和２年度部会事業報告を、
また、議件として①幹事（若干名）委嘱に関する件、②新年度部会運営に関する件（例会日、部会運営費、企画運営等）
などについてご協議いただきます。

※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。
※部会担当者は決定次第ご案内いたします。

日時：４月 16 日（金）
         午前 11 時～正午
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

【所管：産業振興部　☎ 53-6191】

商
業

日時：４月 22 日（木）
         午後２時 30 分～３時 30 分
会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール

　【所管：産業振興部　☎ 53-6191】

機
械
金
属

日時：４月 23 日（金）
会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール

【会議】午後２時～２時 30 分
【説明会】午後２時 30 分～３時 30 分
　「おかざきカレーパン街道について」
　講師：岡崎グルメを盛り上げる会　

                代表幹事　神谷 知秀 氏

【所管：総務企画部　☎ 53-6161】

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

日時：４月 16 日（金）
         午後３時～４時
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

　【所管：人材支援事業部　☎ 53-6165】

情
報
文
化

日時：４月 21 日（水）
         午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

　【所管：産業振興部　☎ 53-6191】

工
業

日時：４月 19 日（月）
         午前 11 時～ 11 時 40 分
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

【所管：会員事業部　☎ 53-6164】

建
設

日時：４月８日（木）
【会議】午前 10 時 30 分～午後１時
　会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

【視察会】午後１時～４時
　岡崎の観光資源「鳥川ホタルの里」
　内容：ホタル学校（旧鳥川小学校）、
　　　　庚申の水・大岩の水

【所管：会員事業部　☎ 53-6164】

交
通

日時：４月 12 日（月）
         午前 11 時～正午
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

【所管：総務企画部　☎ 53-6161】

理
財

「会員総会ならびに例会」
日時：４月 28 日（水）
         午後５時 30 分～
会場：岡崎市シビックセンター　４階
　　　コンサートホール

【所管：産業振興部　☎ 53-6191】

青
年
部

「会員総会」
日時：４月 13 日（火）
         午前 11 時～ 11 時 45 分
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

【所管：会員事業部　☎ 53-6164】

女
性
部



お知らせ
健康経営優良法人

2021に認定！

本所会員企業から51社が認定されました！おめでとうございます。
また本所も「健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）」に認定されました。
今後も会員の皆様のために、アクサ生命保険㈱と連携して健康経営の推進に取り組むとともに、
健康増進に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

経営改善普及事業が発足 60 周年にな
るのを記念し、本所中小企業相談所の
職員３名が中小企業庁長官表彰を受賞
しました。

役職員功労者
　柴田 浩志

優良経営指導員
鈴木 正英

優良経営指導員
和田 紫野

大規模法人部門（ホワイト500）　2社 大規模法人部門　1社
アクサ生命保険㈱ ㈱デンソーエレクトロニクス

　※登録所在地は岡崎工場 ネッツトヨタ愛知㈱

中小規模法人部門（ブライト500）　4社
㈱アイギス 中島急送㈱ 服部工業㈱ 矢作産業㈱

中小規模法人部門　44社
㈱ IDK コンサルティング ㈱葵商店 アクティブ㈱ イノチオアグリ㈱
㈱ウィン ㈱ウエイアウト ㈱エアウィーヴ※登録所在地は幸田工場 栄四郎瓦㈱
エスケイライン㈱ 太田油脂㈱ ㈱オーテック ㈱岡三物流
㈱岡崎工業 オルック㈱ ㈲介護の街 グロースリンク税理士法人
㈲コンサルティングジャパン 酒部建設㈱ ㈱佐々木美建 ㈱しんこう
㈲杉山電機 ㈱セキソー ㈱善都 大法輸送㈱
㈱中部 槌屋ヤック㈱ ㈱ティーエスケー ㈱東海機械製作所
豊興工業㈱ ㈱庭善造園 野場電工㈱ ㈱ハマダ工商
㈱フジケン ㈱フジケングループホールディングス ㈱プロジェクトファイブ ㈲堀川製作所
㈱ホンダカーズ三河 ㈲マツシマ商会 丸栄工業㈱ ㈱マルサン木型製作所
丸七住宅㈱ ㈲水野印刷工芸 森菊㈱ ㈱ヤマカワ

事業所名 50 音順

新入 職 員 紹 介

学生から社会人になり、期待と不安
で緊張していますが、岡崎商工会議
所で働けることを嬉しく思っていま
す。少しでも早く仕事に慣れ、日々
挑戦することを忘れず、全力で取り
組んでいきたいと思います。

“ B e s t  t h i n g s  h a p p e n  b y 
chance." を念頭に、会員の皆様と
の素敵な出会いやご縁を大切にし、
少しでも皆様のサポートができるよ
う、誠心誠意、仕事に励んでいきた
いと思います。

人材支援事業部
　角

つのおか
岡 拓

たく
海
み

総務企画部
広報観光担当
　桑

くわはら
原 諭

さと
史
し
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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

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 ４月21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

４月６日㈫
４月13日㈫
４月20日㈫
４月27日㈫

午前10時〜午後４時

税理士　堤 昭博 氏　 
　同　　伊豫田 洋一 氏
　同　　中嶋 有美子 氏
　同　　小島 淳 氏

③ 経　営　相　談
　  補助金活用、販売促進、web、事業計画等のご相談 随時 ー 中小企業診断士等

④ Ｄ　Ｘ　相　談
　  データやデジタル技術活用等のご相談 随時 ー 中小企業診断士

DX相談員等
⑤ 法　律　相　談　毎月第３木曜日
　  債権回収、契約等事業に関する法的なご相談 ４月15日㈭ 午後１時30分〜 弁護士　永谷 和之 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

４月８日㈭
随時 午後１時〜４時 愛知県信用保証協会 総合相談室

日本政策金融公庫 岡崎支店
⑦ 事 業 承 継 相 談　毎月第２・４金曜日
　  事業継承や後継者問題等に関するご相談

４月９日㈮
４月23日㈮ 午前11時〜午後３時30分 愛知県事業承継・引継ぎ支援

センター
⑧ 発　明　相　談　
　  特許・実用新案・意匠・商標に関するご相談 随時 ー 工業所有権情報・研修館

（INPIT）

  ☎ご予約は①53-6164、②~⑦53-6500、⑧53-6191
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中

この家康公像に出会った時、その眼差しに心を奪われた。厳しいのか、優しいの
か。それとも時代の先行きを心配する物憂げな眼差しなのか。戦乱の時代を終わらせ、
新たな社会を創り上げた大人物の表情は、見方によっては何とでも解釈できそうだ。

この木坐像は三代将軍家光の命により、京都の七条仏師康
こ う

以
じ

清右衛門により正保
年間（1644〜48）頃に制作された。七条仏師とは、平安期より京都七条に置かれた仏所

（工房）から輩出された、定朝から始まる運慶や快慶など仏師の系統を言う。大樹寺
に残る仏師康以書状では「権現様御神体」と記されている。もともと松平廟（八代の墓）
南の家康公廟所に安置されていたが、現在の位牌堂が建立されると、その中心部に
祀られるようになった。大変立派な神殿の中に収まり、神となった家康公「東照権現」
が静かに参拝者を見つめている。高さは47㎝ほど、黒

く ろ

袍
ほ う

を身にまとい、右手に笏
しゃく

を執り、
太刀を佩

は

く（身に着ける）束帯姿だ。この黒の束帯姿は四
し

位
い

以上の位階の者に許され
るものであり、貴重な姿と言える。

さて、この表情を見ながら思い出した家康公の言葉がある。
「もし将軍の政道その理にかなはず、億兆の民艱困することもあらんには、誰にて
もその任にかはらるべし。天下は一人の天下にあらず、天下は天下の天下なり」

神となった家康公の眼差しが語っているものは、この決意かも知れない。

神となった家康公 ― その眼差しは何を語るのか ― 

表紙紹介
文化財は語る㊲

木造東照権現
（徳川家康）像
市指定文化財／大樹寺

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）

※その他、下請あっせん相談はご希望日を基に日程調整いたします。

専門家相談（無料）のご案内
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10


