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特集 SDGs 経営 はじめの一歩
　最近、ニュースなどで耳にする機会の増えた「SDGs（エスディージーズ）」。
　社会貢献の色合いが強く、行政や大企業が取り組むイメージがありますが、中小企業においても
顧客の共感や従業員のモチベーションアップ、新たなビジネスチャンスの創出などの効果が期待
され、SDGs を経営に取り入れる企業が増えています。
　本特集では「はじめの一歩」と題して、SDGs 経営のポイントと事例を紹介します。

SDGs とは …

「持続可能な開発目標」 を意味し、英語の「Sustainable Development Goals 」の略称です。

　「誰一人取り残さない」
という理念のもと 2015
年に国連で採択され、気候
変動や貧困など地球規模の
問題を解決するために定め
られました。2030 年の
達成を目標に、17 の目標

（左イラスト）と 169 の
ターゲットが設定されてい
ます。
　“ 持続可能 ” な取り組み
は、経営を安定して継続的
に成長・発展させ
ることにつながり
ます。

取り組み状況

41.3%

11.9%

17.4%

29.4%

今後取り組みたい
と思っている

現在、取り組んでいる

取り組むための準備や
情報収集をしている

取り組む
予定はない

まずは、SDGs を知ろう ! What? SDGs

杉本桑原諭史
（新入職員）

サスティナブル    　デベロップメン卜     ゴールズ

会員の皆さんに聞きました！
SDGs 知りたいこと・ギモンなこと

（複数回答）

1位

２位

３位

具体的な取り組み方法
　身の回りにある小さいことでも取り組みたいが、
何があるのかまだまだ分からない。

（運輸・流通業）

SDGs の基礎知識
　SDGs への取り組み方について、基礎的な知識
から学びたい。

（金融業）

どんなメリットがあるのか
　大切な取り組みだが、社内で優先順位が上がらな
い。どんなメリッ卜があるか、詳しく知りたい。

（サービス業）

期間：令和３年 10 月 27 日（水）～ 11 月 12 日（金）
対象：岡崎商工会議所会員事業所　回答数：109
業種：サービス 26.4%　製造 22.7%　建設 15.5%
　　　小売 ･ 卸売 10.9%　飲食 ･ 宿泊 10%
　　　運輸 ･ 流通 4.5%　その他 10%

調査概要

今日からできる「SDGs 経営」

既に取り組んでいることが SDGs

例えば、こんなケースです。

社内研修を積極的に行っている
 ⇒ 目標４ 質の高い教育をみんなに

こまめな節電で省エネ
 ⇒ 目標７ 工ネルギーをみんなに そしてクリーンに

日々の延長線上に実践のヒントがあります。

事業活動と 17 の目標を紐づけ
「うどん屋さん」 で考えると…

地元での食事提供
 ⇒ 目標２ 飢餓をゼ口に

雇用創出・地域経済に貢献
 ⇒ 目標８ 働きがいも経済成長も

フードマイレージ（地元産8 割）
 ⇒ 目標13 気候変動に具体的な対策を

地元メーカーとの協働
 ⇒ 目標17 パートナーシップで
　　　　　　目標を達成しよう

現状の事業活動と 17 の目標との繋がりを
確認します。チェックシートなどを使うこ
とで、可視化できます。

〈参照 : 中部地方ESD活動支援センターホームページ〉

「SDGs ウォッシュ」にご注意を
　一方で SDGs と思っていた取り組みが、実態を伴
わないうわべだけの場合があります。これを「SDGs
ウォッシュ」といい、注意が必要です。
　誇張した表現や誤解を与える内容に留意することや
現状把握を客観的に行い、途中経過や結果を一貫した
指標で示すことで防止できます。

会 員 事 業 所 の取り組み紹介

岡崎通運㈱　管理本部　田中 美咲 さん
〔東大友町 / 運送業 /560 名〕

㈲中田屋　代表取締役　伊與田 晃浩 さん
〔能見通 / 菓子製造業 / ７名〕

　弊社は、20 年前から三河産大豆や玄米を使用した地産地消の「かりんとう」を製造していますが、
輸送で発生する C02 削減につながることから、これが SDGs の取り組みだと分かりました。また、
新たに「社内照明の LED 化」や「食育の推進」 「子ども食堂への寄贈活動」などを進めており、持
続的な経営を考える良い機会となりました。現在は社員全員で SDGs の勉強会に参加し、SDGs 
宣言に向けて準備を進めています。

㈾永田印刷所　常務　永田 昌巳 さん
〔亀井町 / 印刷業 / ５名〕

　紙の裁断で出る切れ端や残紙を使用したオリジナル商品「ながたぶんぐ」は、資源の再利用だけ
でなく、製本工程の一部を弊社に隣接する就労支援施設に依頼し、働く環境づくりにも携わってい
ます。今年 10 月に開催された商工会議所の部会例会（SDGs 基礎講座）に参加し「もったいない、
何かに活用できないか」という想いが SDGs に繋がると気付きました。SDGs に関する視点を学
んだことで、資源を大切にする意識を一層高めるきっかけになりました。

もっと知りたい方はコチラ
「愛知県 SDGs 登録制度」について
SDGs 取組紹介サイトはこちら

〈あいち SDGs Action〉

　既存の事業活動を別の角度からみること
や、社会問題の解決を担う新たな取り組みは、
持続的な経営と企業価値を高めるための重要
なカギだと感じました。

こんな視点で始めてみたら

　これまでの活動が SDGs と合致していたので、スムーズに始められ、継続できています。弊社
の場合は「清掃美化活動」 「街頭立哨活動」「地元小学校での交通安全教室」などです。社内浸透を
図るために定期的に経営者メッセージの発信をしています。また、最近は学校教育でも SDGs が
取り入れられたので、お子さんをもつ従業員には自社の活動に誇りを感じてもらい、意識変化も起
きつつあります。
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ポイント

日　　時
会　　場
講　　師
内　　容

お申込み

非接触・非対面の事業展開を進めるために
「キャッシュレス決済の導入状況と導入する場合のメリット・デメリット」を改めて考えてみましょう！

講習会の受講をお勧めします
参加費
無料

導入の観点は、
①機会の損失、　 ②顧客の利便性、　 ③目的ではなく手段　の３点を検討して、進めるべきです。
導入ありきではなく、メリットを最大限活かし、デメリットを少なくする試み・チャレンジをすべきです。
自社の価値を高めるには？時流に乗ってわが社が生き抜くためには？　

「キャッシュレス決済を導入する？しない？」を検討するにあたって、商品戦略を考えてみませんか？

～キャッシュレス決済導入編～

中小企業診断士　井谷 義紀 氏

神谷貴博

同封チラシを
ご覧ください

うちも導入した

ほうがいいの？

どんな効果が

期待できるのかな？

今月の先生

12 月 15 日（水）午後２時 30 分〜４時 30 分
岡崎商工会議所　２階　中ホール
アイデックス　代表　井谷 義紀 氏（中小企業診断士）
１）キャッシュレス決済の導入の留意点、メリットとデメリットへの対策
２）国の補助金等の活用を検討　  ３）新型コロナウイルス感染症対策・政府支援施策の概要
事業所名、参加者名、連絡先を電話、メール等にてご連絡ください。
TEL：53-6500　　FAX：53-0101　　E-mail：jizokuka@okazakicci.or.jp

キャッシュレス決済の導入『できること』と『すべき対策』

出典：経済産業省　キャッシュレス決済の実態調査（2021.1/27 〜 3/31）結果、および本所主催「キャッシュレス決済講習会」資料より

中小企業診断士　井谷 義紀 氏

MG インストラクター、創業コーディネー
ター（あいち産業振興機構）、創業マネー
ジャー（名古屋産業振興公社）として多く
の個社支援実績を持つ。

プラス要因

プラス要因へ

マイナス要因
新たなターゲット層や

顧客の開拓
手数料など経費の負担増

↓

経費の負担分を回収できるような
「付加価値」「新商品」開発

現金を直接や
り取りしない
のが、キャッ
シュレス決済
の特徴です。

主な決済手段

カード決済、スマホ決済など媒体は様々　　　　　　小売業やサービス業など BtoC 業種は高い導入率

キャッシュレス決済の導入状況（業種別）

その他小売

観光

飲食店

食品小売

その他
サービス業

88.3％

86.7％

85.4％

78.8％

63.8％

キャッシュレス決済実態調査アンケート　経済産業省
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リテールマーケティング（販売士）検定 ネット試験開始！ ネット試験のご案内

試験日：2021年12月21日（火）〜24日（金）
　　　　2022年  1月24日（月）〜28日（金）

以下の検定試験は、ネットで受験できます。
ご自分の都合に合わせて、試験の日時が選べます！

○日商簿記（２級・３級・初級）　   ○日商原価計算初級
○日商ＰＣ（文書作成・データ活用・プレゼン資料作成）

【試験会場】岡崎商工会議所 4階 パソコン教室　※社員教育の一環として企業様での団体受験も可能です。
【ネット試験の申込・お問合せ先】パソコン教室 ☎ 52-7002

メリット

その1     

メリット

その2     

「ザ・ビジネスモール」で販路開拓・取引拡大を支援！

あおい共済 〜祝金や健康診断の助成も〜
従業員の福利厚生に役立っています！

会員になるとこんなメリットが！

「ザ・ビジネスモール」は全国の商工会議所・商工会が共同で運営している商取引支援サイトです。
全国約27万社が登録しており、無料で自社PRやマッチングシステムを利用することができます。

ユーザー登録は
こちらから→

活用のメリット４選！

当方は工業デザインの提案・具現化やＣＧパース制作を営んでいます。小さなメーカー故に
商流に加われない歯痒さを「ザ・ビジネスモール」で解消できました。また、ビジネスモール
の機能の一つである「ザ・商談モール」を活用し問合せから連絡まで、簡単かつスピーディに
商談ができました！当方としては、数年間足踏み状態が続いていた商品を扱っていただけるこ
とになり、本当に感謝しています。

アダプト
代表 戸松 真也 さん

商談を成約させた会員事業所の事例紹介

大阪の機械工具・日用雑貨等の卸売業者に自社製品を納品！

無料で登録・ 
利用が可能！

入力・操作が
カンタン

スマホ対応サイト
やSEO対策

※

も！

※Webページを検索結果に上位表示させる手法

例えば 1 口（820 円）の加入で…

祝　金 小学校入学、中学校卒業　5,000円

映画券 イオンシネマ  1,800円→1,200円
ユナイテッドシネマ 1,800円→1,000円

健康診断 1,000円助成 ※商工会議所限定の健康診断受診時のみ。詳細は同封チラシをご覧ください。

あおいちゃん

場所：岡崎市医師会はるさき健診センター

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

2/27（日） 1/17（月）〜 28（金）
【ネット申込】〜1/29（土）

本所３階 
平日午前９時〜午後６時
（土日・祝日は除く）
　　　　　 ☎ 53-6164

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！〜

場　所

受診日

健康診断のご案内
2021年度

岡崎市医師会はるさき健診センター （岡崎市針崎町春咲1-3）
2021年4月1日（木）～2022年3月31日（木） 

予約日 2021年3月1日（月）～対象者 岡崎商工会議所会員事業所の経営者、役員、従業員等

0120-489-545

0120-489-545

0564-53-61640564-53-0101

TEL
FAX

8:00～17:30
0564-52-8371

月～土曜日 8:00～12:10

随時

※なお、 人間ドック・脳ドック・肺ドックは、上記時間帯と別枠設定となります。
日曜日

※定員があります。　※実施できないオプション（CT、MRI、婦人科など）があります。

(日曜・祝日を除く) 

(日曜・祝日を除く) 

※土曜は 8:00～17:00
※最終ページ

岡崎市医師会はるさき健診センター

会員事業所様

岡崎商工会議所

受付時間

岡崎市竜美南1-2

FAX

受診票郵送

予約申込み

○予約受診日2週間前までに、事業所に到着

検査結果郵送○受診後一ヶ月以内に事業所に到着

請求書郵送

助成金請求※あおい共済加入者限定

○受診終了確認後、事業所に到着※請求書は全て事業所宛になります。（当日の個人払いはできません）

○１口につき1,000円助成（年度内1回限り）
　・所定申請用紙に必要事項を記入、提出

受
診
方
法

予約受付

お申込・受診に関する
お問合せは

はるさき健診センター
まで！

はるさき健診センターにて受診

あおい共済
加入の方は
お忘れなく！

（助成金額は受診料を限度額といたします。）

①

②受診票

安全
第一

　『岡崎商工会議所健康診断の申込』と伝える受診日、コース、時間を予約

電話予約後 専用の『健康診断申込書』に必要事項を記入、FAXにて申込

特別日程

岡崎商工会議所 会員限定

2022年1月30日（日）

全国の会員と
取引が可能！

1 2 3 4

あおい共済には30年間余り加入しており、30代〜 70代まで幅広い年代の
従業員が利用しています。従業員には「会社からのお祝い金を新入学用の費用に
充てることができた」など、喜んでもらっています。また共済加入で、映画券が、
会議所の会員価格よりも格安で購入できるので、従業員のご家族にも好評です。
煩雑になりがちな手続きも、アクサ生命さんが電話1 本で駆け付けてくれるので、
とても助かっています。

事例紹介

㈱横山製作所
横山社長と担当の前田さん

格安で映画も
鑑賞しています。

2021.12
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平岩佳奈藤木七海 角岡拓海
（新入職員）

箕浦桂子市川優美子 柴田浩志

ご連絡
お待ちして
います！

< セミナー　参加者募集中 >

地域に特化し、貴社の採用活動を応援します !

・学生の９割はインターンシップに参加。
  →大学生との出会いの機会創出に有効。
・学生は「１日のみ」、「オンライン開催」を含め複数

社のプログラムに参加。
  → 参加者の満足度アップを図り、印象づけるには、個

別のフィードバックを行うとよい。

報告

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」始まります！社労士に聞く！人事労務のツボ

　令和４年１月１日から始まる「雇用保険マルチジョブ
ホルダー制度」とは、以下の３つの要件を満たし、対象
者本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行っ
た日から特例的に雇用保険の被保険者（マルチ高年齢被
保険者）になることができる新しい制度です。
⑴ 複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者であること
⑵ ２つ以上の事業所での勤務を合計した週の所定労働時
　 間が 20 時間以上であること

⑶ ２つの事業所それぞれの雇用見込みが 31 日以上であ
　 ること
　 また、ハローワークへの手続きは、マルチジョブホル
ダーを希望する対象者本人が行いますが、その手続きに
必要な証明（雇用の事実や所定労働時間など）や所定様
式の記入を求められた時には、事業主は速やかにその証
明等を行う必要があります。

⇒詳細は 雇用保険マルチジョブホルダー 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）

○岡崎エリアの就職情報サイト「OKナビ」

○合同企業説明会＆業界研究会　登録企業へご案内
　今後の開催予定（3/9・4/23・6/7・8/4・10/14）

採用対象：大学生・短大生（2023年卒） 
　　　　　中途求職者 等
登録期間：登録日〜2022年12月
登 録 料：本所会員70,000円
　　　　　(非会員120,000円)

早期化する大学生の就職活動、
学生はインターンの経験を通じ企業を選ぶ。

Z世代の情報収集の傾向
「事実」、「共感できるか」を重視。

インターンシップ参加者を選考で
優遇する企業もでてきている。

学生は匿名で参加できるSNS
（LlNEのオープンチャット等）
で口コミをチェックしている。

・情報の信憑性を重視。ネットでも複数の媒体をチェック
している。

  →自社 WEB サイト、就職情報サイト等の記載に食い違い
 がないか確認を。
・就職先選定の際、職場の雰囲気や社会貢献度を重視。
  →職場や社員の様子を具体的に伝える工夫を（動画・写真・
　　SNS の活用、社員との交流の機会を設定するなど）。
　　また、自社の事業の社会的価値をわかりやすく表現し、
　　共感をさそうとよい。
・初期配属先が決定していると、内定承諾しやすいという

学生が多数。特に勤務地には関心が高い。
  →配属先が決まっている場合、明示するとアピールになる。

（10/28開催　新卒採用セミナー「2022卒の中間総括・2023卒の展望」の概要を抜粋）

【新入社員育成担当者、人事担当者様　対象】
新入社員・若手社員　育成・定着のポイント

日時：2/3 （木）午後1時30分〜3時30分
会場：岡崎商工会議所

【高校生・中学生の親御さん　対象】
保護者様向け進路選択応援セミナー

日時：12/11（土）午後2時30分〜4時30分
会場：岡崎商工会議所

【大学生・短大生の親御さん　対象】
保護者様向け就活応援セミナー

日時：1/22 （土）午前10時〜正午
会場：岡崎商工会議所

 令和４年 就職情報室 登録企業募集中

12/17（金）までの登録
申込で「就職情報誌」掲載

（登録企業の求人情報を掲載）※132社掲載中

Z
ゼット

世代とは ･･･
1990年代後半から2000年代に生まれた人。
ライフスタイルの中心にデジタル技術が存在し
ている世代。

2021.12

5

本ページのお問合せは人材支援事業部　☎53−6165へ

大学生の採用に向けて　〜「Z世代」の特徴と情報発信のポイン卜〜



　令和３年分の確定申告に向けて会員の個人事業者
の皆様を対象に決算申告無料相談を行います。
　決算書、所得税・消費税の申告書の作成について
相談・指導が受けられます。

令和４年２月４日（金）～ 25 日（金）　
※土日祝日を除く 14 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。

中小企業相談所　TEL 53-6500  FAX 53-0101
令和４年１月５日（水）～ 11 日（火）午後５時まで
※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。

【相談日】 【申込受付】

岡田石原柳瀨

第16 回 業務改善発表会 参加サークル募集 参加
無料

　業務改善活動は、ものづくり現場における生産性向上やコストダウンの実現、
サービス部門における顧客満足度向上等に大変有効で、多くの事業所が取り組ん
でいます。
　活動経験年数が短いサークルも大歓迎。（※聴講者募集は、別途案内します。）

日時

会場

令和４年３月５日（土）
午前９時～午後０時 30 分

岡崎商工会議所　大ホール

募  集  要  項

本所会員事業所
（業種は問いません）
※但し、外部の大
会 等 で 受 賞 し た
サークルの参加は
ご遠慮ください。

自社で取り組んで
いる業務改善活動
を自由に発表。
例： 生 産 性 向 上、
コストダウン、職
場の安全、業務サー
ビスの向上等

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。

優秀賞１社、優良賞
1 社を選定。
申込状況に応じ、別
途特別賞を用意する
場合あり。
参加全サークルに参
加賞を用意。

申込状況に応じ
発表のグループ
分けを行う場合
あり。

８サークル
※１社で１サーク
ル の 参 加 と し ま
す。応募多数の場
合は書類選考する
場合あり。

対　　象 発表テーマ 募集サークル数 発表時間 表 彰 等 そ の 他

他社の発表を参考
にし、今後の活動
に活かせます。

職場の改善活動を
活性化したい！

従業員の改善意識を
高めたい！

自社の活動に対し、
評価・アドバイスを
もらいたい！

　新型コロナウイルス感染症の状況により、開催方法が変更となる場合がございます。

申込はコチラ 本 件 担 当
12 月 23 日（木）までに、ＱＲコード
よりお申込みください。
●ご記入いただいた情報は、岡崎商工会議所からの各
種連絡・情報提供のために利用する場合があります。

岡崎商工会議所
機械金属部会：柳瀨、石原　工業部会：岡田
(E-mail) okamono@okazakicci.or.jp

会員限定（予約制）
決算申告相談日のお知らせ

第 21 回  カルチャーフェスティバル in 岡崎おかざき匠の会 20 周年事業

　岡崎の職人・作家等で構成
する“おかざき匠の会”は今
年で設立 20周年を迎えます。

　歴史豊かな岡崎に今も生きる「匠の技」
を是非ご覧ください！ 

12月１７日金 /18日土 /19日日
午前 10 時～午後 5 時 
 （最終日は午後４時まで）

イオンモール岡崎
1 階 セントラルコート・3 階 イオンホール

「匠の手が創る大書と渾身の自信作」展示（３階）
実演・匠の技トーク（１階）

３階イオンホールにて
各日先着 200 名様に
20 周年記念品を
プレゼント！！

なくなり次第終了

期
間

会
場

内
容

主催：岡崎商工会議所機械金属部会・工業部会、岡崎ものづくり推進協議会

2021.12
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発表することで
活動に自信が

つきます。



　
第560回常議員会ならびに
第249回臨時議員総会 報告 11/16(火)

≪報告承認事項≫　
１．顧問異動について
　新）顧問　岡崎市議会議長　加藤 学 氏
２．令和4年度 常議員会・通常議員総会・議員懇談会の日程について
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】実施報告
　２）【岡崎商工会議所 パソコン教室】周知案内
　３）【商工会議所会員向け 保険制度】周知案内
　４）【第16回 業務改善発表会 参加サークル募集】周知案内
　５）【KOUGEI EXPO IN AICHI（第38回伝統的工芸品月間国民会議全国大会）】出展案内
　６）【おかざき匠の会20周年事業（第21回イオンカルチャーフェスティバルin岡崎）】開催案内
　７）【就職情報室 OKナビ2023登録募集】周知案内
　８）【就職情報室 中高生保護者向け 進路選択応援セミナー】周知案内
　９）【青年部 あきんど塾2021】周知案内
 10）【青年部 会員募集】周知案内
４．新入会員加入について
５．部会等開催状況について 原案通り承認されました。

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：4,138 事業所（11月 8日現在） （順不同・敬称略）

30年に1度の商機。市制作ロゴマーク・キャッチコピーテーマは「家康公生誕地」、「若き家康公」
本所では、2023 年大河ドラマ「どうする家康」の放映決定を契機として、岡崎の魅力ある地域
資源をさらに全国へ発信し、岡崎に誘客するために、会員事業所全体で盛りあげていきます。

第４回 売れる！岡崎みやげ品開発プロジェクト
「コンセプトを満たす商品・サービスを考える」

第３回 徳川家康公 岡崎プロジェクト

事業所名 事業内容
㈲山口電気設備 電気設備工事
㈱アルファクルーズ 採用コンサルティング・紹介力ウンセリング

（同）ELEMUS 漆に関する事業
㈱NONIDEL キャンピング力一製造・販売

（同）Prof スマホ講師業
西村塾 学習塾の運営
SET UP ルームエアコン新規据付、移設、照明取付
㈱ソクナ 岡崎営業所 ビルメンテナンス

≪議件≫
１．常議員補欠選任に関する件

11月17日(水)
岡崎商工会議所
中ホール

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　12/7（火）〜9（木）
　立候補届出期間　　　1/12（水）〜14（金）
　当選人確定　　　　　2/14（月）

東レ㈱岡崎工場
工場長
黒川 浩亨 氏

マルヤス工業㈱
代表取締役社長
山田 泰一郎 氏

新規会員募集中
お知り合いの方をぜひご紹介ください。

【お問合せ】会員事業部　☎ 53-6164

年末年始業務のお知らせ
2021 年 12 月 28 日（火）午前 9 時〜正午　※短縮業務

　　　　　　　 29 日（水） 

　 　 　 　 　 　 　 　 〜
2022 年 1 月 3 日（月） 
　　　　　 　  4 日（火）午前 9 時〜午後 6 時　※通常業務

休業（終日閉館）}

10月26日(火)　岡崎商工会議所　中ホール

　当日の会議では「岡崎市徳川家康公顕彰推進協議
会」が実施する口ゴマークおよびキャッチコピーの
募集仕様（案）と作品テーマや応募範囲、決定までの
スケジュール等を確認。委員からは“若き日の家康
公”、“岡崎ならではのイメージ”、“葵の御紋と若き

（幼少期の）家康公の組合せ”等の活発な意見が交わ
されました。
　また、今後の具体的な事業実施に向け、岡崎に観
光客を誘客した際の「おもてなしコンテンツ」につ
いても考えていきたい旨が示されました。

　今回は、商品企画・開
発・試作等の進捗状況

を発表したり、直面している悩みについて相談し、
講師や参加者からのアドバイスに耳を傾けていまし
た。
　メンバ一同士の異業種交流を目的とした工場・工
房の見学会を随時開催しています。「身近でこんな
技術を持った企業があったなんて初耳だった」「2社
でセット商品を作って、新たなパッケージで販売で
きるといい」等、新しい発想が生まれています。

　　「岡発P職員の工房訪問記」はこちら→
2021.12
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ご受章おめでとうございます

地域産業振興への永年のご尽力、ありがとうございます

旭日双光章
建設業振興功労

黄綬褒章
業務精励

朝日エ業㈱
代表取締役会長
朝日 啓夫 氏

㈱岡田鉄工所
取締役会長
岡田 教志 氏

このたび叙勲の栄に浴し、身に余る光栄

に存じます。多くの方のご支援の賜物と

心より感謝申しあげます。

わが社が携わる業界は、災害から生命・

財産を守るインフラ整備の役割を担って

おり、この受章を励みに今後も地域社会

に貢献できるよう尽力してまいります。

黄綬褒章受章に際し、鉄エ会並びに関係

各位の皆様のカ添えの賜物と深謝を申し

あげます。

高度成長期、海外に負けない「ものづく

り」の技術カ向上を今日まで目指してまい

りました。今後も精進し、技術の継承、

後進の育成指導を通じて業界の発展に尽力

いたします。

秋の叙勲・褒章

厚生労働大臣表彰 卓越した技能者（現代の名エ）

　大島組　代表　大島 義春 氏

愛知県郷土伝統エ芸品優秀技術者表彰

　㈱三浦太鼓店　代表取締役　三浦 和也 氏

中部経済産業局伝統的エ芸品産業功労者表彰

　大島組　代表　大島 義春 氏
　大島石材店　代表　大島 正彦 氏
　深見石材店　代表　深見 光男 氏

愛知県優秀技能者表彰

　㈲磯貝彫刻　代表取締役　磯貝 泰隆 氏
　大和化成工業㈱　戸田 崇之 氏

野田 篤文 氏　　栄屋乳業㈱　代表取締役

高木 啓至 氏　　㈱髙木化学研究所　取締役相談役

寺井 正充 氏　　寺井土木㈱　代表取締役

蜂須賀 利雄 氏　ハチス力㈱　代表取締役会長

堤　 義隆 氏　   ㈱緑風造園　代表取締役会長

浅井 信太郎 氏　㈱まるや八丁味噌　代表取締役

20年35年

15年

本所永年勤続役員・議員

岡田 邦義 氏　　㈱岡田印刷　代表取締役　

服部 良男 氏　　服部工業㈱　取締役会長

渡邊 要市 氏　　ワタナベ鯉のぼり㈱　代表取締役

竹内 照男 氏　　㈱たけうち　代表取締役会長

30年

25年

（年別事業所名50音順）

2021.12
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【担当：高田・竹内　☎ 53-6191】

会場：味の集会場 魚信
講師：MORE経営コンサルティング㈱
　　　中小企業診断士　日野 眞明 氏
会費：お一人様 4,000円

商
業

勉強会

日野眞明の“ズバリ！言うわよ” 
〜2年ぶりの部会員交流会＆相談会〜

商
業

17金12
午後
　4時30分〜
 　7時

【担当：平岩・箕浦　☎ 53-6165】

会場：岡崎市中小企業・勤労者支援センター
講師：クローバードローン　代表　野澤 成裕 氏
会費：お一人様 1,000円

商
業

説明会 & 体験会

ドローンの今、そして未来を知る
情
報
文
化

８水12
午後
　3時〜5時

女
性
部

会場：岡崎ニューグランドホテル　3階
講師：【卓話】「コロナ禍での対応と取組み(仮)」
　　　　　　  岡崎ニューグランドホテル
　　　　　　  代表取締役　竹内 博剛 氏
　　　　　　  料理長　　　堀井 一馬 氏(料理紹介)
　　　【演奏会】サックス奏者　鈴木 研吾 氏
会費：お一人様 4,000円

to meet you　今できる交流の形
〜岡崎ニューグランドホテルの取組み〜

【担当：柴原・中根　☎ 53-6164】

７火12
午後
　2時〜4時

卓話＆演奏会

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
（西三河工リア 6 商工会議所
で構成）では、10 月 26 日
と 11 月 5 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
崎刈谷線（県道 48 号）岡崎市内 4 車線化」と「名古屋三河
道路の計画の早期具体化」を要望しました。

マルヤス工業㈱
代表取締役社長　山田 泰一郎 氏

機械金属部会
新部会長ご紹介

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：お一人様 10,000円

関ケ原古戦場記念館と陣跡

【担当：林結花・滝川　☎ 53-6164】

交
通

視察会

７火12
午前
　10時〜
午後　
　  8時頃

10:00
11:30〜16:00

17:35
18:30〜20:00

行程： 岡崎商工会議所 出発
視察（大垣城・関ケ原古戦場
記念館・陣跡）
岡崎商工会議所 到着
懇親会（魚清）

研修会

岡崎YEG あきんど塾2021
青
年
部

【担当：石原・柳瀨　☎ 53-6191】

11土12
午前
　10時〜12時30分
午後
　2時30分〜 5時

会場：岡崎商工会議所 会員募集
チラシを同封
しています。

9
2021.12

※食品・サービス、工業、建設、機械金属、理財部会の
　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。
※例会には他部会の方も参加可能です。
　但し、青年部・女性部の例会には所属の方に限ります。
※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！



岡崎市伝馬通と県道477号、通称「モダン通り」の交差点を少し南に下ると、長い
石段の先に立派な門を構える寺院が目を惹く。大

だ い

光
こ う

山
ざ ん

善立寺。日蓮宗身
み

延
の ぶ

山
さ ん

久
く

遠
お ん

寺
じ

の末寺として、現在も三河地方の中心的存在であるという。応仁元年〜３年（1467〜
69）、日

に ち

護
ご

上
しょう

人
に ん

により安城に創建され、安城城主である松平親忠によって手厚く庇護
された。後に松平清康が岡崎城に入ると、天文元年（1532）に本寺も岡崎へ移転した。
家康公も幼い頃この寺とも関わりを持ったという。

平成27年、善立寺の伽
が

藍
ら ん

のうち、「本堂」と隣接する「七面堂」、および「玄関」、
そして通りからその姿が窺

うかが

える「山門」が国の登録有形文化財に指定された。いず
れも「国土の歴史的景観」を持つ建造物として認められたことに拠る。その中でも
山門は岡崎城二の丸裏門を拝領したものとして話題にもなった。

この門は内側から見るとその大きな特徴がある。控
ひかえ

柱
はしら

（四本の柱のうち内側のもの）
の上に小さな切妻の屋根を被せているのだ。人の眉のように見えて面白い。高麗門
と呼ばれる形式で、豊臣秀吉の朝鮮出兵以来の城郭建築独特の門であるという。江
戸城や駿府城、名古屋城や大坂城などの巨大城郭では、桝形を持った二階門（櫓

やぐら

門）
の前門として使われている。善立寺の山門は桟

さ ん

瓦
かわら

葺
ぶ き

、主柱は長方形断面、控柱は面
取角柱である所がその特徴だろうか。風情のある門の形は、外側からだけでなく潜

く ぐ

ってみないと分からない。さあ、高麗門発見のハイキングに出よう。

典型的な城門の姿「高
こ う

麗
ら い

門」─その面白い表情
表紙紹介
文化財は語る㊹

善
ぜん

立
りゅう

寺
じ

山門
国登録有形文化財／祐金町

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）（注）伽藍：僧侶の住む寺院などの建築物

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 12/15 ㈬ 午後１時〜５時 社会保険労務士

　　　　三浦 太介 氏

② 税　務　相　談　原則毎月第１〜４火曜日
　  経営上の税務に関するご相談

12/７ ㈫
12/14 ㈫
12/21 ㈫

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　 

③ 経　営　相　談
　  補助金活用、販売促進等に関するご相談 12/14 ㈫ 午前９時30分〜

午後４時30分
中小企業診断士　
　　　　痴山 洋次郎 氏

④ Ｄ　Ｘ　相　談
　  デジタル技術を活用した業務効率化に関するご相談 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 12/16 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　三宅 大輝 氏

⑥ 金　融　相　談　
　  信用保証制度をはじめとする資金繰りに関するご相談 随時 ー 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　
　  事業継承や後継者問題等に関するご相談 随時 ー 愛知県事業承継・引継ぎ支援センター

日本政策金融公庫 岡崎支店 等
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）
⑨ ものづくり相談　毎月第２火曜日・第４木曜日　
　  事業計画作成、販路開拓等のご相談 12/14 ㈫ 午前９時30分〜

午後３時40分
中小企業診断士
　　　　豊増 さくら 氏

  ☎ご予約は①53-6165、②~⑦53-6500、⑧⑨53-6191
「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」設置中

※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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