


①導入目標の明確化

②全社的な意識改革の必要性

③小さな成功体験の積み重ね

④サポート体制の構築・横展開

　

　本所では、随時「DX 相談」を行い、デジタル技術を活用した業務効率化に関するご相談に対応
しています。デジタル化のどんなお悩みでも承っております。
　まずはお気軽に「DX 相談」（中小企業相談所　☎ 53-6500）をご利用ください。

経営変革のカギはDX
人材育成が企業の課題！（デジタルツール活用実態調査結果より）

　中小企業の大きな経営課題は「人手不足」です。また、人口減少に伴い国内市場は縮小の一途をたどっており、国
内外の販路開拓が課題となっています。こうした課題に対応するためには、生産性向上が不可欠であり、そのカギを
握っているのが「DX（デジタルトランスフォーメーション）」です。
　コロナ禍で社会全体に行動変容が求められる中、多くの中小企業がデジタルの有用性に気づかれました。昨年９月
にはデジタル庁が発足し、行政もデジタル化を進めています。
　そこで、本特集では、会員事業所にお聞きした「デジタルツール活用実態調査」の結果と、「DX」を導入し、取り
組みを加速していただくためのポイントをご紹介します。

①企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、②データとデジタル技
術を活用して、③顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジ
ネスモデルを変革するとともに、④業務そのものや、組織、プロセス、
企業文化・風土を変革し、⑤競争上の優位性を確立すること。DXとは

会員事業所における
DX取組状況

（デジタルツール活用実態調査結果より）

デジタルツール活用実態調査の概要
【調査期間】令和３年 12 月３日～令和４年１月 20 日
【対　　象】861 事業所（本所会員）
【回 答 数】274 事業所
【回 答 率】31.8％
※調査結果の詳細は本所ホームページに掲載します。
※本調査にご協力いただいた会員の皆様にお礼申しあげます。

★新規事業の創出　⇒　デジタル技術を活用した新規ビジネスモデルの設計・構築と収益の拡大
★既存事業の変革　⇒　顧客価値の最大化、既存事業における新規顧客の獲得
★業務改革　　　　⇒　働き方改革・コスト削減、業務の自動化・効率化

・なぜデジタル化・DX を進めるのか、目標を定め、社内に表明する。
・業務上の課題を洗い出し、デジタル化の対象を特定する。

・なぜ DX が必要なのかや目標を社内に「繰り返し伝え」共有する。
・現場に求められる役割を明らかにし、「自分事」として捉えてもらう。

・難しい課題は後回しにして、ペーパーレス化や web 会議などの簡単  
　にできるところから始め、  「達成する楽しさ」を積み重ねる。

・より高度なツールを導入する際は、「チャレンジ精神のある人」「IT への
関心が高い人」  「行動力のある人」を集め、デジタルチームを作る。

・とっつきやすい若手からベテランまで、徐々に社内に浸透・横展開する。

■経営者
■現場担当者

■経営者　
■管理職　

■管理職　
■現場担当者

■全員

　令和３年度補正予算により、DX の取組にもご利用いただける「IT 導入補助金」「小規模業者持
続化補助金」「ものづくり・商業・サービス補助金」が拡充されました。
　IT 導入補助金では、新たにパソコンやレジ等のハードウェアの購入が補助対象とされています。

補助金 補助対象 補助額 補助率

IT 導入補助金
IT ツール（会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等） ～ 50 万円 3/4

50 万円超 ～ 350 万円 2/3
PC、タブレット等 ～ 10 万円 1/2
レジ等 ～ 20 万円 1/2

特集

DX の主要な
目的とねらい

DX の進め方
と 留 意 点

DX の取組に
役立つ支援策

「DX相談（無料）」
のご案内

デジタルトランス
フォーメーション

　昨年 10 月、勤怠管理についてのご相談を受けました。
　専門相談員（白岡 健 氏）が事業所を訪問して状況を確認したところ、運行
に係る勤務情報と事務系の作業における勤務情報が別システムで管理されてお
り、その統合ができないか悩んでいるところでした。現行では各システムから
はき出したデータをエクセルで管理し、最後に給与システムに渡す流れになっ
ており、その入力やチェックにも時間をとられていました。
　現在、これらのシステムを整理統合し、データを効率よく使える仕組みを構
築しています。また、業務の流れについても、DX のロードマップを作成しま
した。
　今後の活動としましては、アドバイスによって作成したロードマップに基づ
き、順次 DX 化を進めていきます。

相談事例のご紹介：つばさ交通㈱

（出所：『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン』（経済産業省））
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業務内容におけるデジタルツール・
データ活用の状況は？

（複数回答）

コロナ禍において、コミュ
ニケーションツールとして
の活用が多く挙げられた。

オンライン会議ツール
紙面 ･ 手書き等アナログ情報のデジタル化

オンラインストレージ
定型作業や単純作業の効率化、自動化

事業所内の情報共有の効率化
チャットツール

顧客 ･ 取引先との情報共有効率化
遠隔操作 ･ 保守管理

データ収集や分析の効率化、自動化
0.0％　10.0％　20.0％　30.0％　40.0％　50.0％

デジタルツール・データ活用の効果は？
（複数回答）

業務時間削減、業務効率化
コスト削減

事業所内コミュニケーションの円滑化
ミス防止

製品 ･ サービスの性能向上
品質向上

製品 ･ サービスのカスタマイズ
新規顧客開拓

提案営業の実施
既存顧客からの受注拡大

人材育成 ･ 技能継承
在庫削減

新製品 ･ 新サービスの開発
売上単価の向上

新たなビジネスモデルの確立
0.0％　10.0％　20.0％　30.0％　40.0％

0.0％　10.0％　20.0％　30.0％
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              17.2%（47）
             15.7%（43）
             15.3%（42）
          12.4%（34）
         12.0%（33）
       10.2%（28）
       9.5%（26）
       8.8%（24）

デジタルツールやデータ活
用が生産性向上の効果を見
いだしている。

人材に関する課題が多く挙
げられた。

IT に詳しい人材が事業所内にいない
導入効果がわからない

他に優先度が高い事項がある
教育体制の不備

資金不足
事業所内に取り組む雰囲気がない

相談できる相手がいない
適切な外注先 ･ 外部パートナーが探せない

商慣習上において障壁がある
取引先の理解が得られない

デジタルツールの導入や
データの活用に関して直面する課題は？

（複数回答）
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                          27.7%（76)
                  20.8%（57)
               17.2%（47)
               17.2%（47)
             15.7%（43)
             15.3%（42)
          12.8%（35)
        9.5%(26)
2.6%(7)

QQ

QQ

QQ

▲社内スタッフと DX の打ち合わせをする
　専務取締役　神谷 明徳 氏（写真右）
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　2020年（令和２年）４月から施行された「民法（債権法）改正」は、明治以来の約120年ぶりの
大改正です。今回は、建設業のみなさんに関係の深い「請負契約」について解説します。

請負契約　　　　　　　　　民間建築工事の標準的な契約書である「民間（七会）連合協定工事請負契約約款」や中央建設業審議
会の「建設工事標準請負契約約款」などを利用するか、これらを参考に修正するかの検討が必要です。

①　契約不適合責任　
請負契約の契約不適合責任については、
売買の規定が請負契約に準用されます。
種類及び品質に関して契約の内容に適合
しない目的物の場合、注文者からの修補
請求、報酬減額請求、損害賠償請求、解
除が問題となります。
 （民法559条、562条～572条）

注文者が契約不適合を知った時から１年
以内に請負人に通知が原則必要な点にも
注意が必要です。
 （民法637条本文）

③　報酬の一部請求
割合に応じた報酬の一部請求規定が新設
されました。
 （民法 634 条）

そのほか、債権譲渡制限特約や保証についても改正がされていますので、注意が必要です。
定例法律相談（本誌 10 ページ掲載　予約制・30 分無料）をご活用ください。

～次回は、不動産
賃貸編です～

契約の目的条項を具体的に記載することも大切に
なります。
【自身が注文者の場合】
　・請負人による追完方法の選択権を制限するこ
　　とも検討して契約書を作成されるとよいで
　　しょう。
【自身が請負人の場合】
　・契約を取り交わす際、報酬減額請求について、
　　減額幅の上限や、減額の規定プロセスを検討
　　しておくと、トラブル回避のためによいでしょう。
　・１年以内の通知についても、たとえば、起算
　　点を「引渡時」や注文者に検収義務を課した
　　上で「検収時」とすることなども考えられます。
【その他】
　・特定住宅瑕疵（品確法）との関係にも注意が
　　必要です。

Po
int

「注文者が受ける利益の割合に応じて」とされますか
ら、たとえば、工程表にリンクさせて明確化するこ
とや出来高の算定方法を定めるなども検討するとよ
いでしょう。

②　土地工作物の解除制限（旧民法 635 条）
削除されました。

確定申告はお早めに
所得税の申告は 3/15（火） まで　消費税の申告は 3/31（木） まで

※新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告が困難な方は延長ができます。　詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

Po
int

～契約にかかわる債権法 大改正　建設業編～

今月の先生
弁
護
士
　
都
築 

真
琴 

氏
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お問合せは中小企業相談所　☎53−6500へ



目指せ！　　　

会員になるとこんなメリットが！

2ヶ月 ３級合格 ～随時受験できる　ネット試験に挑戦！～

お問合せは会員事業部　☎53−6164へ

メリット
その2 従業員のスキルアップに！日商簿記検定対策講座のご案内

メリット
その1 入社おめでとう！キャンペーン（あおい共済）

新年度を迎えるにあたり、あおい共済ご加入事業所の方に、

会社にとっての財産は「従業員」。
福利厚生の充実は、「従業員に対する姿勢の見える化」です。

「あおい共済の追加・増口キャンペーン」を実施

〈例えば…〉
　・「４月から従業員を雇うよ！新入社員が入るよ！」→追加加入
　・「福利厚生を見直し・充実させようかな？」→増口

■期間
■特典

３月 16 日（水）～ ４月 15 日（金）
１口以上の追加加入または増口さ
れた共済加入者様に、もれなく 「マ
スクケース」プレゼント。さらに
６口以上の加入で抽選により「岡
崎の逸品」プレゼント。

 どちらも、掛金は全額損金または必要経費に算入可能！

特定退職金共済 中小企業退職金共済
本所職員またはアクサ生命の担当者が
事務処理をするので、手続きが簡単！ 特　長 国の制度だから安心・安全。掛金の一部を国が助成！

（新規加入・月額変更）

1,000円～30,000円
※1口1,000円単位で最高30口まで。

月額掛金
※両制度併用可
上限60,000円

5,000円～30,000円（16種類）
※5,000円～10,000円までは1,000円単位、

　それ以上は2,000円単位。(但しパートは別途)

0.4％ 運用利回り 1.0％

１ヶ月目から
※30年８ヶ月未満は掛金相当額を下回る。

支　給
12ヶ月目から

※11ヶ月間は支給額が0
　1年以上2年未満は掛金総額を下回る。

ここがポイント

①セミナー（対面式）
　講師が一から教える
　集合形式［全８回］

②自習+個別指導
　分からない箇所を講師
　にその場で質問できる
　自習形式［全８回］

学び方はあなたに合わせた自由設計 オススメ受講パターン
①セミナー（対面式）②自習 + 個別指導 受講料（教材費含）

初めて
簿記を学ぶ方 〇 〇 １人 50,000 円

（本所会員40,000円）
一人で学習が
進められる方 〇 １人30,000円

（本所会員25,000円）学習経験が
ある方 〇

新規加入も
募集中！

オ

☆日程・会場等詳細は同封チラシをご覧ください。

今年４月
開講

NEW

従業員の福利厚生としてあおい共済に加入しています。
子どもの入学や卒業の祝金がもらえ、とてもありがた
いです！

★詳細は同封チラシをご覧ください！

加入者の声

従業員の退職金準備に！企業も従業員も将来の安心を！（特退共・中退共）

〈新しい仲間に　福利厚生の充実を！〉

で 簿記

・「従業員の子供が入学するよ！
　出産したよ！」→祝金
・「ケガや病気で通院した！」→見舞金

加入事業者の皆さま、
申告忘れは

ありませんか？
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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

講座に参加すると「愛知労働局 リスクアセスメント推進事
業場宣言」を行うことができます。

地域に特化し、貴社の採用活動 【新卒・中途】を応援します！

安全運転管理者によるアルコールチェック義務の拡充社労士に聞く！人事労務のツボ　第59回

　乗車定員が 11 名以上の自動車 1台以上、又はその他
の自動車５台以上を使用する事業所で選任する安全運転
管理者には、運転前のアルコールチェックが義務づけら
れていますが、運転後のチェックや記録までは義務づけ
られていませんでした。
　昨年６月に発生した交通死亡事故を受け、令和４年４
月以降、安全運転管理者の義務が段階的に拡充されます。
　対象となる事業所におかれましては、飲酒運転の根絶
に向け、ご対応・ご協力をお願いします。

【令和４年４月１日施行】
　①運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視
　　等で確認することにより、酒気帯びの有無を確認す
　　ること。
　②酒気帯びの有無について記録し、記録を１年間保存
　　すること。
【令和４年 10 月１日施行】
　①運転者の酒気帯びの有無を、アルコール検知器を用
　　いて行うこと。
　②アルコール検知器を常時有効に保持すること。

⇒詳細は アルコールチェック義務化 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」　 　
　3/1(火)より2023年春卒向け
　新卒採用情報を掲載

【労働安全セミナー　参加者募集中】

安全・安心な職場環境づくりを基礎から学ぶ！
「リスクアセスメント出前講座」
日時：3/25（金） 午後2時～4時
会場：岡崎商工会議所　

○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）

お問合せは人材支援事業部　☎53−6165へ

※ 147 社登録
  （2/18 現在）

詳細は折込チラシを
ご覧ください

４月からの新入社員受け入れに向けて「人材育成のポイント」 人材育成セミナーから
ポイントをご紹介 (2/3 開催）

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

< 就職情報室 登録企業募集中 >

▶育成計画
　１ヶ月、３ヶ月、半年、１年の単位で具体的に何ができればいいか、
　誰が教えるかを立案し、対象者本人、上司と共有する。

モデル学習
 （見本を見せ、練習）

ステップアップ 体験学習【「体験→観察→分析→仮説化」のサイクル】
（考えて行動できるようになるために本人の内省を支援）

「おもしろそう」「やりがいありそう」
「やればできそう」「やってよかった」

と思える働きかけで、やる気継続。

▶人材育成には先輩・後輩間の信頼関係構築が不可欠。
　自分もOKで、相手もOKなコミュニケーションスキル
　「アサーション」が有効。
　客観的に状況を描写
　　　　　　↓
　感情的にならず、気持ちを表現
　　　　　　↓
　相手も自分も OK な提案を行う

▶怒らずに叱るには
　「怒り」の根底にある感情（心配、不安、寂しさ、
　悲しみ、落胆など）に目を向ける。

▶聴く…相手本位のきき方。
　「今は聴く場面」と自分にスイッチを入れ、きちん
　と聴く。育成には、定期的に話を聴く機会を持つ
　とよい。

返事が YES・NOどちら
の場合も想定し、対応を
決めておく

解決志向の働きかけ
【人の成長を促す】
　　　「ここまでできた」
　　　「なりたい姿になるためにはどうする？」
　　　→うまくいっていることを見つけ、それを増やす

問題探求志向の働きかけ
【人との信頼関係構築には不向き】
　　　「ここまでしかできていない」
　　　「あるべき姿になるため、何がダメ？」
　　　→失敗を恐れて、成長の速度が遅くなる

※アサーション（Assertion) とは相手を尊重
　しつつ、自分の意見を伝えるスキルのこと。

2022.3
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アイエルテクノロジー㈱
代表取締役：松本 順 氏　
所在地：針崎１丁目１-13
☎ 73-2005
　　ホームページ：

　　　『はばたく中小企業・小規模事業者 300 社 2021』に選定
　メーカーの技術者として、非接触・非破壊検査の方法を研究していた代表が、退職後に会社
を立ち上げ、設立 4 年目で選出される快挙を成し遂げました。「これはぜひお話を伺いたい」と、
早速訪問させていただきました。

　会社を訪問すると、開発に適した設備があ
ちらこちらに。その設備を用いて開発された
のが、“レーザーボンドテスター”。家電や産
業用モーター等の制御を行うパワー半導体
のワイヤボンド部における接合良否を非接
触で瞬時に判定する装置。これまで画像処理
による外観検査では接合部未確認であるこ
とや、破断検査機による破壊検査では、人的・
時間的コストと製品破壊が課題だったもの
が、同社ではレーザーを当てた時の熱の伝わ
り方で接合の良否を確認する業界初の非破
壊検査装置を開発。既に、国内大手半導体
メーカーに納入実績もあり、各社オリジナル
仕様にカスタマイズし、順次納入していくと

のことです。
　「これまで原理としてはあったものの、当
社が初めて実用化することに成功し、競合
メーカーが存在しないため更にシェアを広
げて行きたいと考えています。また、当社で
開発・設計の全てを手掛け、隣接した㈱竹代
様と製造を協業し、世の中のスピード感に合
わせた製品の供給を目指しています。当社の
装置での検査が業界標準、ひいては世界標準
になるレベルまで育てて行きたいです。」と
代表の松本氏。
　岡崎の元気な企業様から、
今後も目が離せません。

レーザーボンドテスターと共に

岡崎唯一

　新商品・サービスの魅力を直接記者に伝え、報道機関との繋がりを築くことを目的とした「合同プレス発表会」を開催。本所会
員企業５社と報道機関７社が一堂に会し、各社の発表の後、個別面談を実施。参加者は商品への熱い想いや魅力などを PR しました。
　［参加企業（五十音順）：S-style、㈱岡田印刷、㈱オーケーエス、㈲ムーンライト、㈱リードル］

・記者に直接伝える場で、大変良  
  い機会だった。
・取材の日程調整まで話を進める
  ことができた。
・今後も機会があれば参加したい。

・個性ある発表が聞けて面白かった。
・直接話をする中で、企業の熱量
  が伝わってきた。
・商品の実物があるとわかりやすい。

報道機関
の声

　短い時間で、伝わる発表をするための「プレゼンスキルアップ勉強会」を開催。
報道機関が取材をする際の視点や見方などを学びました。この内容は、岡崎商工
会議所 公式 YouTube チャンネルでご覧いただけます。

一対一での個別面談も発表の様子

新しい商品・サービス、
なかなか PRできない… こんなお悩みを解決。

参加者
の声

発表会に向けた事前勉強会も開催プレスリリースは
「見出し」が命！

経済産業省

果敢な挑戦と独自アイデ
アや技術で成果を上げた
中小企業や小規模事業者
から全国 300社を選定。

（取材／和田・竹内）

 見出しが命

沢山の情報が集まる報道機関では、
見出しで記事を判断することも多
い。「○○初！」等の魅力ある見出
しを設定すると◎

POINT 

1 
POINT 

２ 記事の価値
を高める

記事の価値は、既存の商品との差別
化で決まる。背景、狙い、想いなど、
従来との違いや商品の社会的な価値
を明確に記載する。

POINT 

３  “想い”
を伝える 

商品への想いを伝えるには対面が効
果的！報道機関と積極的に繋がりを
築き、PRしたい商品等がある時には、
直接連絡が取れると◎

動
画
は
こ
ち
ら

2022.3
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ご案内
～コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援～
事 業 復 活 支 援 金

【対象】
新型コロナウイルス感染症の影響で、2021 年 11月～2022 年
３月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11月～2021 年３月
までの間の任意の同じ月の売上高と比較して「50% 以上」又は

「30% 以上 50% 未満」減少した事業者

【給付額】
法人は上限最大 250 万円
個人事業主は上限最大 50 万円

【詳細・お問合せ】
事業復活支援金事務局　☎ 0120-789-140

あいスタ認証店 その他の店

営業時間の短縮 午前５時～
午後８時

午前５時～
午後９時

午前５時～
午後８時

酒類の提供 行わない 午前 11 時～
午後８時 行わない

交付額
１店舗１日あたり

中
小
企
業

３万円～
10 万円

2.5 万円～
7.5 万円

3 万円～
10 万円

大
企
業

売上高減少額の 4 割（最大 20 万円）

【申請】
５月 31 日（火）まで

　本誌「会報」のリニューアルにむけて公募による事業者選定
を実施します。ぜひ、ご提案やお問合せをお待ちしております。
詳細は仕様書をご覧ください。

【担当】
総務企画部　広報観光担当　杉本・松岡・桑原
☎ 53-6161　　info@okazakicci.or.jp

愛知県感染防止対策協力金ご案内

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：4,157 事業所（２月 15日現在） （順不同・敬称略）

事業所名 事業内容
(独) 大韓貿易投資振興公社名古屋貿易館 貿易振興及び海外市場調査
グローカルビジネスソリューションズ㈱ 情報コンサルティング
㈱ VIETA GLOBAL 有料職業紹介事業
㈱ FUJI パレット ドッグサロンの経営

会議所の動き

　 第563回常議員会 報告 2/22（火）
≪議件≫
１．第250回通常議員総会（ハイブリッド方式）
　  提出議案に関する件
２．令和４年度本所事業計画（案）に関する件
≪報告承認事項≫
１．１号議員（１人）補欠選挙・選任経過について
２．主要事業の経過報告について
　１）【東海地域経済懇談会】実施報告
　２）【本所徳川家康公 岡崎プロジェクト】活動報告
　３）【おかざき勝人塾2021】開催報告
　４）【本所DXプロジェクト】活動報告
　５）【労働安全セミナー リスクアセスメント出前講座】実施案内
　６）【日商簿記検定対策講座】実施案内
　７）【社業に活かす健康経営 情報交換会】実施案内
　８）【あおい共済 入社おめでとう！キャンペーン】実施案内
　９）【2022年度 健康診断】実施案内
 10）【新商品・新サービス　合同プレス発表会+プレゼンスキルアップ勉強会】開催報告
３．新入会員加入について
４．部会等開催状況について 原案通り承認されました。

会報リニューアルにむけて制作業務委託先を公募します

　本所１号議員（１人）補欠選挙実施については、立候補者
数が定数と同じであったために２月１日予定の投票は行わず
２月２日の選挙会によって当選人を決定し、２月 14 日に
確定・告示をいたしました。新たに選任された１号議員は
下記のとおりで、任期は令和４年 10 月 31 日までです。

　［１号議員］㈱河合経営経理研究所　

１号議員（１人）補欠選挙の選任経過について

【対象】
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を運営する事業者

【交付額】

【申請】
3 月上旬受付開始予定

【詳細・お問合せ】
愛知県 県民相談総合窓口　☎ 052-954-7453

（1/21～ 3/6実施分）
〜「愛知県まん延防止等重点措置」の延長に伴う協力金〜
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お問合せ：岡崎市「どうする家康」活用推進室 　☎ 23-6978

会議所の動き

歴史講演会、説明会、みやげ品試験販売 — 商機に向けて関心高まる

本所では、2023 年大河ドラマ「どうする家康」の放送決定を契機として、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。

岡崎みやげ品開発プロジェクト参加メンバーが
ネオパーサ岡崎で試験販売を行います

岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会
ロゴマークとキャッチコピーの
使用について

３部会合同例会開催
2 月10 日（木）
岡崎市
竜美丘会館

〔参加 93 名〕

　食品・サー
ビス部会、情
報 文 化 部 会、

理財部会は、「大河ドラマ “ どうする家康 ” を活用し
た取り組み」と題し、合同例会を開催。岡崎市より
植山経済振興部長と「どうする家康」活用推進室 桑
山室長をお招きし、『岡崎市の家康公戦略』をはじ
めとする市の観光推進や大河ドラマ活用に向けた取
り組み、番組タイトル等の利用についてお話しいた
だきました。参加者から質問も多く寄せられ、関心
の高さが伺えました。また、本所山中専務理事より
岡崎市・他団体との連携や徳川家康公岡崎プロジェ
クト、岡崎みやげ品開発、部会活動について事業の
進捗を報告しました。

　各社が手掛けた新たな “ 岡崎みやげ品 ”（徳川家
康公や岡崎に因んだみやげ品）の試験販売会を、ネ
オパーサ岡崎で開催します。
　高速道路に入らず一般道からもアクセス可能です
ので、ぜひお越しください。

日　時：3 月 21 日（月・祝）午前 10 時～午後 3 時
　　　　（雨天決行）
場　所：ネオパーサ岡崎上り線
　　　　屋外イベントスペース
お問合せ：産業振興部　☎ 53-6191

第５回「徳川家康公
岡崎プロジェクト」
１月 25 日（火）中ホール

　「岡崎市徳川家康公顕彰
推進協議会」のロゴマーク・キャッチコピーの決定
とその使用申請の概要について説明。その後、市協
議会として実施することがふさわしい事業について、
出席者と意見交換を行いました。意見は本所提案と
してまとめ、後日市協議会へ要望。また、本所事業
の歴史講演会 (2/7) の開催とオンデマンド配信、本
プロジェクト活動等を掲載した特設サイトの開設、
岡崎みやげ品開発プロジェクトの進捗について報告
されました。

特設サイト

2 月 7 日（月）
大ホール〔参加 69 名〕

　歴史研究家の市橋章
男さんを講師にお招き
し、若き家康公をテー

マに講演会を開催しました。
聴講者からは「わかりやすく面白い内容だった」「土
産品開発のヒントになりそう」など感想が寄せられ
ました。なお、この講演はオンデマンド（録画映像）
配信を行っています。この機会に、特設サイト ( 本
ページ上部 QR コード ) よりぜひご視聴を！

歴史講演会「岡崎時代の家康公」開催

提案内容を意見交換

もっと岡崎、
　きっと家康

【ロゴマーク】

【キャッチコピー】

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

　自社の商品・サービスの
販売促進のほか、名刺や掲
示物のアクセントなど幅広
く使用できます。
　岡崎の認知度アップに積
極的にご活用ください。
使用可能な方
市内外問わず要綱で定める
使用できない方を除く
使用料 無料
使用手続き 「使用申請書兼
誓約書」を協議会会長宛て（事務局）に提出し、書類
審査後、データ提供により承認となる。
※要綱、マニュアル、申請書兼誓約書、Q&A は、HP に掲載中
提供データ 
AI 形式、JPEG 形式・オリジナル、モノトーン
報告書の提出 
商品等が完成後、30 日以内に報告書を提出

2022.3
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※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３３
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！

専務理事
　山中 賢一

セミナーや視察会、説明会を通じて、
企業経営・問題解決に役立つ例会を
企画しています。
ぜひご参加ください！

卒業式

卒業証書授与式・卒業生を送る会
青
年
部

【担当：石原・柳瀨　☎53-6191】

10木３
午後
　7時〜
　9時10分

会場：オンライン開催（Zoom）
会費：無料

【担当：本間・松岡　☎53-6163】

会場：岡崎商工会議所　2階　中ホール
講師：㈱おもてなし道　代表取締役　山田 千穂子 氏
会費：無料

商
業

説明会

コロナ禍の今、求められる
“おもてなし”×“クレーム応対”セミナー

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

16水３
午後
　2時30分〜
　4時30分

【担当：平岩・箕浦　☎53-6165】

会場：岡崎商工会議所　2階　中ホール
講師：笑顔クリエイター®・フリーアナウンサー
　　　丹羽 てる美 氏
会費：無料

商
業

説明会

免疫力アップに大きな期待！
質の良い睡眠を手に入れるポイント

情
報
文
化

15火３
午後
　2時〜
　3時30分

発表会

【機械金属部会担当：柳瀨　☎53-6191】
【工業部会担当：岡田　☎53-6191】

工
業

機
械
金
属 集合形式による開催から期間限定動画配信に変更

になりました。詳細は追ってご案内いたします。

第16回 業務改善発表会

見学会
スノーピークビジネスソリューションズに学ぶ
"コミュニケーション力重視の働き方"
～社員がワクワク働けるオフィスを見てみよう～

女
性
部

【担当：柴原・中根　☎53-6164】

３木３
午前
　10時30分〜
　11時40分

会場：㈱スノーピークビジネスソリューションズ
講師：㈱スノーピークビジネスソリューションズ
　　　代表取締役　村瀬 亮 氏
会費：無料

【担当：林結花・滝川　☎53-6164】

※詳細は追ってご案内いたします。
視察会交

通

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
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：無料

日野眞明の “ズバリ！”

【担当：高田・竹内　☎53-6191】

商
業

勉強会

23水３
午後
　６時〜
　７時30分

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：岡崎市都市基盤部
　　　　拠点整備課　　課長　松澤 耕 氏
　　　　市街地整備課　課長　杉山 幹昌 氏
会費：無料

商
業

説明会

岡崎市における駅周辺のまちづくり建
設

14月３

【担当：滝川・林結花　☎53-6164】

午後
　1時30分〜
　3時

会場：岡崎商工会議所　1階　大ホール
講師：おかざき匠の会
　　　　会長　　石彫の戸松　戸松 政洋 氏
　　　　副会長　ムラセ銅器　村瀬 哲也 氏
会費：無料

商
業

説明会

岡崎の文化を学ぶ　
～匠の歴史と今も生きる技の伝承～

理
財

15火３

【担当：桑原・三ッ矢　☎53-6161】

午前
　10時30分〜
　正午

9
2022.3



相　　　談　　　名 開　催　日 時　　　間 担　　　当
① 労　務　相　談　原則毎月第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 ３/16 ㈬ 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

３/１ ㈫、４/12 ㈫
４/５ ㈫

午前10時〜
午後４時

税理士　小島 淳 氏　　　
　同　　伊豫田 洋一 氏

③ 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
④ 法　律　相　談　原則毎月第３木曜日
　  債権回収、契約等事業に関する法的なご相談 ３/17 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　牧 亮治 氏

⑤ 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
⑥ 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
⑦ 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）
⑧ ものづくり相談　原則毎月第２火曜日・第４木曜日　
　  事業計画作成、販路開拓等のご相談 ３/８ ㈫・24 ㈭ 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、②~⑥53-6500、⑦⑧53-6191
「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。
※日本政策金融公庫 岡崎支店との共催で「よろずお悩み相談会」を実施しています。（毎週第３金曜日・日本政策金融公庫 岡崎支店 ☎ 24-1715）

専門家相談（無料）のご案内

「一富士、二鷹、三なすび」、徳川家康公の三大好物だそうである。ただ、この三
つはあくまでも象徴的なものとして捉えるべきだろう。富士は動じない美しさ−平和
で安定した社会、なすびは健康維持のための「粗食」。では鷹は何であろうか。

家康公の生涯を記した「東
と う

照
しょう

宮
ぐ う

御
ご

実
じ っ

記
き

」、ここに「鷹」という文字が二百回以
上は登場する。駿府での人質時代に大人と同じように鷹を欲しがり、鳥居元忠に

「百
も ず

舌鳥を鷹のようにせよ」と無理を押し付けたエピソードは有名だ。御実記には「鷹
狩りは健康のためだけでなく、その土地の様子（作物の出来不出来など）を知る機会
となる」と記されている。とにかく、生涯を通して鷹狩りを続けたのだ。鷹は武士と
しての強さの象徴なのかと思っていたが、どうやらそれだけでは無さそうである。

伊賀八幡宮の拝殿に上がると、最初に目に飛び込んでくるのが幣
へ い

殿
で ん

との境の襖
ふすま

に
描かれた一対の鷹図である。大変立派である。濃茶色の背景に浮き立つように、ま
るで生きているかのような鷹が描かれている。この一対は、片方が口を閉じもう一方
が口を開けている。静と動、阿

あ

形
ぎょう

吽
う ん

形
ぎょう

なのだ。冷静に状況を判断し、素早くダイナ
ミックに行動する。そして結果を得る。これは戦いだけでなく、人の行動哲学でも
あろう。そう、鷹は生き方の象徴であったのかも知れない。この一対の鷹は八幡宮
の「八」も表現している。鳩ではなく鷹であるところが戦勝祈願所としての伊賀八
幡宮に相応しい。現在は御朱印帳にもデザインされている。　　

表紙紹介
文化財は語る㊼

伊賀八幡宮鷹図
国指定重要文化財／伊賀町

　（文／市橋 章男 氏　デザイン／生田 薫 氏）

家康公の生き方、その象徴。一対の鷹図
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