


会　員　数　　4,155 事業所（３/14 現在）

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～

　第 250 回通常議員総会（３/22）において、令和
４年度事業計画が承認されました。
（本誌７ページ掲載）
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、
小規模・中小・中堅の企業経営は深刻な状況です。
これを打開するためにも、ウィズコロナ・アフター
コロナへの新たな取り組みが必要です。
　本所では、創立 130 周年を迎えるにあたり、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、克服
すべき課題を深く認識し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。

企業が求めるコトの実践（経営支援強化）

社会変化に対応した競争力強化
▶事業承継の促進
▶多様な人材の確保・活躍推進、
　労働環境の整備対応

▶ DX の推進（デジタル技術の活用）

▶取引適正化の環境整備
　（サプライチェーンの維持強化）
▶脱炭素社会への対応

地域資源を活かした産業の振興
▶地域発の商品開発による
　ものづくり・商業・サービス業の振興

▶大河ドラマ放送を契機とする徳川家康公
　顕彰事業の実施と事業機会創出

コロナ禍における
企業の事業継続と経営力向上
▶事業者との対話の強化によるニーズへの対応
▶各種施策の活用（補助金・融資）

▶健康経営、福利厚生（共済・保険事業）の
　拡充 （企業の健康を守る仕組みづくり）

会員企業間の交流促進
▶部会、青年部・女性部活動の他、業種の
　枠を超えた情報交換の新たな機会づくり

地域経済再生への働きかけ
▶国・県・市等への提言活動、協働事業の実施

健全な組織運営（組織基盤強化）

商工会議所創立理念への
原点回帰
▶事業の検証・見直し、適正化と
　効率化の実践
▶事業継続計画の策定
▶職員の意識改革、資質向上

事業活動の見える化の実践
▶創立130周年の歴史と伝統を礎に、
　未来へと繋がる情報の発信
　（広報強化）

10 月 12 日（水） 創立記念式典を行い
ます。明治 25 年 11 月 15 日に認可
を受け、全国 515 ヶ所の商工会議所
のうち 16 番目に設立。愛知県内では
名古屋に次いで 2 番目です。

基 本 方 針

① 本所事業計画 ② 改正する法律・制度
特集  新年度、はじまる

中小企業にとって特に対応が必要なものを
抜粋してご紹介します。

骨

子

４月１日～

10 月１日～

民法
  ▶  成年年齢が 20 歳から 18 歳に

個人情報保護法
  ▶ 「事業者の義務・公表等事項」の追加
  ▶ 法令違反に対するペナルティ強化

道路交通法施行規則
  ▶ 「運転前後の運転者の状況（酒気帯び有無等）を 
 目視等で確認し記録の 1 年間保存」が義務化

プラスチック資源循環促進法
  ▶ 特定プラスチック使用製品(フォーク、ストロー、
 歯ブラシ、衣類用カバーなど 12 品目 ) を提供す
 る対象事業者(＝前年度提供した特定プラスチッ
 ク使用製品が 5 トン以上の事業者）に「廃棄物
 排出抑制を目指すこと」を義務化　など

公益通報者保護法
  ▶ 「公益通報対応体制の整備と公益通報対応業務 
 従事者指定義務」の創設
 （従業員 300 人以下の中小企業は努力義務）
  ▶ 「公益通報対応業務従事者に対する刑事罰のある 
 守秘義務」の創設
  ▶ 「行政機関公益通報、外部公益通報の保護要件」の緩和
  ▶ 「公益通報者として保護される者」の拡大
  ▶ 「公益通報として保護される通報対象事実」の拡大
  ▶ 「公益通報者としての保護の内容」の拡大

道路交通法施行規則
  ▶ 「運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検 
 知器で行うこと」「同検知器を常時有効に保持す 
 ること」の義務化

６月１日～

　
法
　
律

岩月 幹雄
フタバ産業㈱
取締役

山中 賢一 小原 睦
小原建設㈱ 
取締役社長

大林 市郎
岡﨑信用金庫
会長

早川 久右衛門 
(資)八丁味噌 
代表社員

太田 健介
太田油脂㈱ 
代表取締役社長
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育児・介護休業法
  ▶ 「育児休業を取得しやすい環境整備」
 「育休制度の周知・利用の意向確認」の義務化
  ▶ 「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件」の緩和
 ※就業規則等の変更が必要

年金制度改革法
  ▶ 「在職定時改定制度」の創設
  ▶ 「在職老齢年金」の変更　など

女性活躍推進法
  ▶  常時雇用する労働者が 101 人以上の事業主に対し
  「一般事業主行動計画の策定・届出」と
  「女性活躍に関する情報公表」の義務化

パワハラ防止法       （中小企業に適用開始）
  ▶ 事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発
  ▶  相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  ▶  職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
  ▶ 相談者等のプライバシー保護など不利益につながらない措置

雇用保険料率の変更
  ▶ 4 月からは「事業主負担率」が変更されます。

育児・介護休業法
  ▶ 「出生時育児休業（産後パパ育休）」の創設
  ▶ 1 歳までの「育児休業の分割取得」が可能に
 （２回まで）
  ▶ 特に必要と認められる場合の１歳以降の育児休 
 業の延長における開始日の柔軟化
  ▶ 特別な事情がある場合に限り「１歳以降の育児 
 休業の再取得」が可能に
 ※就業規則への追加・変更等が必要

年金制度改革法
  ▶ 社会保険の適用拡大

雇用保険料率の変更
  ▶ 10 月からは「事業主及び労働者負担率」が
 変更されます。

４月１日～ 10 月１日～

　
労
　
務

詳しい料率は４ページに掲載しています。

電子帳簿保存法
  ▶ 「電子取引（メールなど）で受け取った書類の 
 電子データ保存」が義務化　など
　 ※ 2023 年 12 月 31 日までは猶予

インボイス制度
  ▶  売手が買手に対して適用税率や消費税額を伝える制度
  ▶  インボイスとは、現行の請求書に 「登録番号」「適用税率」
 「税率ごとに区分した消費税額」を記載したもの
  ▶ 「仕入税額控除」の適用を受けるには、原則として「制度の登録事業者から 
 交付を受けたインボイスの保存」が必要なため売手・買手の双方で注意が必要

１月１日～

2023 年 10 月１日～
早めの準備が重要です！！

　
税
　
務 詳細は法律・制度名で

検索または、
ＱＲコードから確認

できます。

“まだ、先じゃない？” 

特集  新年度、はじまる

おかげ様で 130 周年

専門家相談をご活用ください（P10）

採用・人事労務なら就職情報室へ（P5）

オンラインを取り入れた
商談会がスタートします（P6）

「どうする家康」来年１月 放送開始
絶好の商機到来！
本所プロジェクト情報掲載（P8）

伴走支援で経営改善・事業計画の
策定をサポート
中小企業相談所へ（P3）

会員限定サービスもたくさんあります
中小企業支援部へ（P4）

新たな発見・交流の和の広がる「部会活動」
企業経営・課題解決に役立つ例会を開催（P9）

藤木
鈴木

今泉

平岩

滝川

神谷

杉本
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賃貸借契約
改正前と同様に、借地借家法の適用があるかの検討が必要です。
建物について「賃貸住宅標準契約書」（国交省）を利用するか、修正するかの検討もするとよいでしょう。

「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」（令和３年３月 国交省）も参考になります。
今回は、建物賃貸借についてポイントを紹介します。

①　賃借権の存続期間の上限が 20 年
　　から 50 年に変更（604 条）

②　賃借人の原状回復義務（621 条）
「通常の使用及び収益によって生じた賃借
物の損耗」と「賃借物の経年劣化」は、原
状回復義務がないことが規定されました。

④　賃料減額（611 条 2 項）

そのほか、賃貸人の地位の移転、敷金など改正されて
います。保証についても大きな改正がされていますの
で、注意が必要です。

民法（債権法）改正を始め、法律相談は、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。

院長：冨田 佳孝 さん　☎74-7831　ホームページ

　コロナの影響を受け、患者さんのニーズが変化し、
健康リスクを軽減する体質改善やケガ予防の意識が
高まっているのを感じていました。そこで、新たな電
気治療機器の導入を検討し、商工会議所に相談したと
ころ「経営革新支援事業費補助金」の説明を受けチャ
レンジを決めました。

　治療の幅が広がり、対応できる
疾患が増えました。既存患者さん
の紹介による新規患者さんも増えつつあります。診療単
価も前年同月に比べて上がっています。

　“補助金と言えば商工会議所”というイメージを持っ
ていました。実際に相談すると職員の方が締切間際まで
事業計画書のブラッシュアップをしてくれました。

　この補助金は、採択後も専門家（中小企業診断
士）と職員が補助事業計画の実施に携わる伴走支
援が特徴です。ご相談はお早めに。

減額事由と減額の程度を定めておき、
トラブルを防止するとよいでしょう。

Po
int

経営革新計画を作成して、小規模事業者経営革新支援事業費補助金（愛知県）を申請。
補助金を活用して新たな設備を導入されました。

①賃貸人の立場（B to C）
　 任意規定なので、異なる定めの検討が考

えられますが、賃借人が消費者の場合、
消費者契約法 10 条で無効となるおそれが
あります。

②賃貸人の立場（B to B）
　 費用項目、金額を特約で明確にしてトラ

ブルを防止するとよいでしょう。
③賃貸人、賃借人双方の立場
　 契約時に写真・動画で記録しておき、ト

ラブルを防止するとよいでしょう。

Po
int

個人根保証契約について、
「○円（賃料○ヶ月分 ）」など具体的な
金額が分かるように極度額を規定しま
しょう。（民法 465 条の 2）

Po
int

冨田接骨院

 事業計画書作成のきっかけは？  導入の効果はいかがですか？

 商工会議所の支援体制は？

　開業時や借入時に事業計画書を作成した経験はあ
りましたが、正直今回の経営革新計画は今までで一番
苦労しました。どのようなサービスを、いくらの金額
で提供し、売上をどう伸ばすのかといった細かいとこ
ろまで具体的に検討を重ねました。

 事業計画書を作成してみて

がんばる企業を応援サポート

③　賃借人の修繕権（607 条の 2）

賃貸人の立場
賃借人が修繕を必要とする場合、賃貸人に通
知の上、賃貸人の指示に従う旨規定すること
も検討するとよいでしょう。

Po
int

担当職員のひとこと／井波雄太

▲導入した設備と冨田さん

Report

～契約にかかわる債権法 大改正　
不動産賃貸業編～

今月の先生
弁
護
士
　
都
築 

真
琴 

氏

　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。事業活動への影響も考えられます。

今月は、不動産業のみなさんに関係の深い「賃貸借契約」について解説します。
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お問合せは中小企業相談所　☎53−6500へ



お問合せは中小企業支援部　☎53−6164へ

今回の改定は

2 段階の引き上げ
となりますのでご注意ください。

従業員から徴収する
雇用保険料の変更は
令和４年 10 月からです！

事業内容 雇用保険料率 事業主負担率 労働者負担率
一般の事業 9/1000 6/1000 3/1000

農林水産 ･ 清酒製造の事業 11/1000 7/1000 4/1000
建設の事業 12/1000 8/1000 4/1000

事業内容 雇用保険料率 事業主負担率 労働者負担率
一般の事業 9.5/1000 6.5/1000 3/1000

農林水産 ･ 清酒製造の事業 11.5/1000 7.5/1000 4/1000

建設の事業 12.5/1000 8.5/1000 4/1000

事業内容 雇用保険料率 事業主負担率 労働者負担率
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000

農林水産 ･ 清酒製造の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000

建設の事業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

令和４年度
雇用保険料率改定のお知らせ

【現在の雇用保険料率】

4 月 ～ 9 月の雇用保険料率

10 月 ～ の雇用保険料率

（H29.4.1 施行）

改定のポイント

！

会員限定！日本最大級（全国２８万社以上）の商取引支援サイト

活用の
ススメ

貴社の取引先開拓を支援！
〜取引先検索データベース〜

全国の企業と商談マッチング支援！
〜ザ・商談モール〜

全国に自社の強み・商材を発信！
〜会社 PR 掲載〜

1 

2
3  

① QR コードからアクセスし、
　「岡崎商工会議所」を選択

ユーザー
登録申請

③本所データベース
　と照合して確認

商工会議所
で確認

②自社ページを検索、
　登録の有無を確認し
　必要な情報を登録

自社
ページの
確認・登録

利用開始

主な機能とサービス
BM プレミアム
（別途有料） BtoB 向けホームページでアクセスアップ

BM テンポ
（別途有料） 店舗向けホームページ作成サービス

i タウンページ連携 自動掲載で PR

BM ファクトリー 製造業に特化した商取引支援サービス

オープンイノベー
ションリンク 大手メーカーとのマッチング支援

その他のサービス

ビジネスモールの始め方

会員になるとこんなメリットが！
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岡田一郎藤木七海 角岡拓海 箕浦桂子市川優美子 山本京子

ご連絡、お待ちしています！

地域に特化し、貴社の採用活動 【新卒・中途】を応援します！

企業PRに活かせる「えるぼし認定制度」社労士に聞く！人事労務のツボ　第60回

　４月から、女性活躍推進法における一般事業主行動計
画の策定義務の対象事業主の範囲が、常時雇用する労働
者数が 301 人以上から「101 人以上」に拡大されました。
（詳細は、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。）

　この一般事業主行動計画の策定にあわせて、「えるぼ
し認定」に取り組んではいかがでしょうか。
　「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づき、一
定の認定基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定する
制度です。
　主な認定基準は、「１. 採用、２. 継続就業、３. 労働時
間等の働き方、４.管理職比率、５.多様なキャリアコース」
の５つの評価項目で判定され、その実績を毎年公表する

必要があります。
　達成している評価項目数ごとの「えるぼし（１〜３段
階）」と、その上の「プラチナえるぼし」があり、このマー
クを会社案内や求人票等に表示することで、「女性が活
躍している企業」、「性別に関係なく社員の活躍を推進す
る企業」であることを PRでき、優秀な人材の確保・定
着等につながることが期待できます。

⇒詳細は えるぼし認定 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」
　登録企業の企業情報、採用情報を掲載　 　　

【外国人雇用管理研修会　参加者募集中】

外国人技能実習機構から実地検査の事例を学ぶ！
「外国人技能実習生　受入のポイント」
日時：5/17（火） 午後2時～3時30分
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（4/23・６/７・８/４・10/14）

お問合せは総務企画部（人材支援担当）　☎53−6165へ

※ 148 社登録
  （３/14 現在）

新卒採用スタート！ OK ナビを頼りに！積極採用 ～第一電話設備㈱～

■ 企業DATA ■　
代表取締役：井上 雅也 氏　　所在地：上和田町字サジ28番地1　　☎51-5671　
従業員数：31名　　事業内容：電気通信工事、弱電工事や電子機器販売及びアフターサービス、携帯電話の販売

　より良い人材と巡り合うために、
長期的な視点から新卒採用を始めま
した。地元に特化した採用を進めて
いきたいと考えていた時に、取引先
の方や従業員からの勧めもあり、就
職情報室に登録しました。
　初めてのことで色々不安もありま
したが、就職情報室のスタッフの皆
さんが親身になって相談に乗ってく
ださり、安心して登録することがで
きました。現在は学生さんの目に留
まるようOKナビサイトの情報更新
を積極的に行っています。

　先日、初めて「西三河地区業界研
究会＆合同企業説明会」に参加しま
したが、予想以上に地元学生と出会
え、とても満足しています。さらな
る出会いを期待し４月開催の合同企
業説明会にも参加予定です。
　新卒採用は手探りですが、大学訪
問や情報収集を積極的に行い、まず
は大学・学生の皆さんに自社の良さ
も分かってもらえるよう、会社全体
で採用活動に取り組んでいきたいと
思っています。

▲右：総務部長　森島 昭二 氏
　左：遠藤 祐依 氏

3 段階　　　2段階　　　1段階

  

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 >

2022.4
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ものづくり岡崎フェア 2022
２０２２年４月スタート

２カ月ごとに５社ずつ紹介
　岡崎のものづくりを“全国へ世界へ”発信する
プラットフォームとして「ものづくり岡崎フェア
2022」（オンライン）を開催します。
　参加企業は技術のカテゴリーごとに、隔月（偶数月）
で５社ずつ紹介します。
　ご都合の良い時に個別に取引に向けた商談を進め
ることができます。

2022

04
START

オンライン

つながれ！
半歩先の

ビジネスチャンス

トーカイモールド㈱

㈲岡杉巧作所

㈱ハマダ工商 ㈱原マシナリー

日東製罐㈱技が光る

キラリ

OMS
あなたが求める

ズバ抜けた技術がココにある！

４月〜５月の

ラインアップ

岡崎ものづくり推進協議会
（OMS）のサイトチェック

ものづくり岡崎フェア
のバナーをクリック

特設サイトから
商談したい企業へ予約 参加企業からご招待 ご予約日時でWEB

もしくはリアルで商談

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5
ClickClick

オ
ス
ス
メ

講
座
情
報

初めてのフライス盤講座

５月１８日 (水) 午前 9 時 30 分～午後４時 50 分
５月１９日 (木) 午前 9 時 30 分～午後４時 00 分
愛知県立岡崎高等技術専門校（美合町字平端 24）
１０名（最少催行人数５名）※先着順
5,000 円（受講料 2,600 円＋材料費等 2,400 円）

１. フライス盤の保守と点検
２. フライス盤の操作
３. 材料、正面フライス取付け
４. 切削条件
５. 六面体の加工と手順
６. 評価、まとめ

日 時

会 場
定 員
受講料等

２日間で基本を習得！

商談
ステップ

【
講
義
・
実
習
】

高精度樹脂製品を
金型と成形の一貫体制

話題沸騰！！
ゴムで磨く金属、樹脂など

特許取得製法による
高精度樹脂ギア

「包む安心」をつくる会社。

業界最大級の工作機械に
よる大物精密機械加工

岡崎ものづくり

2022.4
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　弊社はお客様からの財務計算の受託、IT機器やシステム販
売、生保・損保の代理店を営んでおります。また、税理士事
務所も併設し、税務業務、事業承継、経営相談業務を行って
います。会社設立より 58 年を迎え、お客様の「商売繁盛応援
します！」をキャッチフレーズにサポートしています。
　岡崎商工会議所に入会 47 年目となり、これからも地域の皆
様の企業が 100 年以上続きますよう微力ながらお手伝いが出
来ればと思っています。

㈱河合経営経理研究所
代表取締役社長　河合 潤 氏

新議員紹介

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：4,155 事業所（３月 14日現在） （順不同・敬称略）

事業所名 事業内容
きものゆあん 着物レンタル
焼肉 菜華 焼肉業
㈱八百弥 さかな割烹
本場タイ古式マッサージ　パーカウィン・タイマッサージ タイマッサージ
aaty.nail ネイリスト
㈱どんぐりの木 放課後等デイサービスの運営
㈱スギタ総合サービス ビルメンテナンス業
浅井電設 電気工事
㈱グッドルックサービス 木製品リペア・建築物リフォーム・新築
T's Field 自動車販売、修理
吉良オイルセンター㈱岡崎上和田店 カーコーティングと洗車専門店、タイヤ販売
㈱ TM エクスプレス 軽貨物配送業
金原酒店 酒類小売
悠建設 住宅設備工事

会議所の動き

　　　
第564回常議員会 ならびに
第250回通常議員総会 報告 3/22（火）

≪議件≫
１．令和４年度事業計画ならびに収支予算決定に関する件
２．本所諸規則一部変更に関する件
３．本所議員選任・選挙日程および議員の選挙保証金ならびに協力金決定に関する件

≪報告承認事項≫
１．令和４年度 常議員会・通常議員総会・議員懇談会の会費について
２．令和４年度 本所委員等委嘱について
３．主要事業の経過報告について
　１）【令和３年度 決算・申告無料相談（会員限定）】結果報告
　２）【売れる！岡崎みやげ品開発プロジェクト】結果報告
　３）【ものづくり岡崎フェア2022 オンライン】開催案内
　４）【就職情報室の取り組み】経過報告
　５）【就職情報誌 ＯＫナビ データブック 2023】発刊案内
　６）【令和３年度 女性社員交流会】結果報告
　７）【令和４年度 女性社員交流会】開催案内
　８）【健康経営優良法人2022認定】結果報告
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。

　経営の優先課題として、会社が従業員の健康づく
りに積極的に取り組むことで、従業員の健康増進は
もちろん、企業の生産性向上やイメージアップにつ
ながる「健康経営」が、市内でも広がりをみせてい
ます。
　この「健康経営」という考え方を皆さんにご紹介させてい
ただきたく、貴社に“本所職員＋アクサ生命推進員”が訪問
させていただきます。まずはお耳を傾けてくださいませ。

 【期間】5 月 2 日（月）～ 6 月 30 日（木）

「健康経営のススメ」キャンペーン

マル経融資についてお知らせ 新型コロナウイルスワクチンの職域接種についてお知らせ
【金利変更】　１.21％ ⇒ １.22％（３/１より）
【新型コロナウイルス対策マル経融資　貸付期間変更】
 　運転資金７年以内 ⇒ 10年以内（４/１貸付決定分より）

本所では、創立 120 周年（平成 24 年）を機に、基本理念の「次
世代につなぐ。」を形にした優良生徒表彰式を挙行しておりま
す。第 10 回目の今年度は、今春卒業の岡崎商業高校、岡崎工
科高校の成績優秀な生徒 24 名を表彰いたしました。

岡崎商業高校・岡崎工科高校の優良生徒を表彰

コロナ禍のため、
2月22日の常議員会
開催前に、各校1名
の代表生徒に対し、
日頃の努力を称え、
小原副会頭より表彰
状を授与しました。

　本所では新型コロナウイルスワクチンの職域接種は、現在
実施しておりませんのでご承知おきください。

7
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会員情報
会議所の動き

会議所の動き

岡崎みやげ品開発プロジェクト
成果発表会と試験販売を行いました

2 月 22 日（火）中ホール
〔参加 22 社 /23 名〕

　同プロジェクトは昨年 7 月にス
タート。29 社・31 名が参加し、
６回に亘るプログラムに沿って大
河ドラマ「どうする家康」を契機
とした新商品開発に取り組みま
した。最終回となる今回は、報道
機関を招き、開発商品のプレゼン
テーションや進捗状況を発表したほか、各社の商品
を囲み、情報交換を行いました。

3 月 21 日（月・祝）
ネオパーサ岡崎〔出店 12 社〕

　屋外イベントスペースにて
新たに誕生したみやげ品の試
験販売を実施。当日は、多く
の方々の声を聞く貴重な機会
となりました。

「徳川家康公岡崎プロジェクト」
第６回 2 月 22 日（火）中ホール
第７回 3 月 22 日（火）中ホール

　第５回会議（1/25 開催）で委員より意見を取り
まとめ市協議会へ提案した事業（案）について、市
協議会での協議結果を報告。それを踏まえ、今後本
所で実施する関連事業の具体的な内容について話し
合いを行いました。

主催：( 一社 ) 徳川家康公に学ぶ会・岡崎商工会議所・
　　   岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会

　家康公の偉業を支えた徳川四天王の活躍を振り返ります。

徳川家康公生誕480年記念シンポジウム
「家康公と徳川四天王」
日時 :５月21日(土)13:30～ 16:30
会場 : 岡崎市民会館あおいホール

提案事業の結果報告

徳川家康公岡崎プロジェクト特設サイトで、続々情報発信中

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。

特設サイト

第一部：基調講演 第二部：パネルディスカッション
［パネリスト］德川 家広 氏
酒井 忠久 氏  本多 大将 氏
榊原 政信 氏  井伊 直岳 氏

［講師］
国際日本文化研究
センター教授
磯田 道史 氏 お申込・お問合せ：

( 一社 ) 徳川家康公に学ぶ会
事務局 ☎ 25-7213

▲永田るり子先生より
　最終講義

▲各社より商品ＰＲ

日本商工会議所青年部（YEG）
第19回ビジネスプランコンテスト

“あなたらしく生きる想い”を形に

㈱ p
フ ォ ー ニ ー ム
honeme 代表取締役 丸岡 武史さん

〈衣服・繊維製品等卸売業〉

S-style 代表 鈴木 光伸さん〈電子出版プロデュース〉

　 全 国 の 商 工 会 議 所 青 年 部 会 員 約
33,000 名からビジネスプランを募集し、
最終審査に進んだ 10 名から、この度、
岡崎 YEG よりエントリーした丸岡武史
さんが準グランプリを受賞されました。
　事業名は、「日本の生地業界に産業構造革命を　FABRIC 
INTERSECTION 」。日本の優れた生地と海外マーケットが交
わる場所（交差点）という思いが込められています。丸岡さん
は「どんなに地方でも海外に向けた取り組みが必要。少しでも
多くの中小企業経営者がこれからどんどん海外へ羽ばたいてい
けるよう刺激し合っていきたい。」と意気込みを語っていただ
きました。ジャカルタにはショールームが開設され、２月より
既に商談がスタート。着々と日本と海外
の交差が動き出しています。

　長年大手メーカーの管理部門を経験され、退職後は夫婦での
起業を考えていた鈴木さん。デジタル化やオンライン化が進み、
ライフスタイルが劇的に変化する中、高齢の母親が単身で暮ら
す実家を事務所にすることを決意。昨年５月に、S-style とい
う屋号で、人に寄り添い、人を応援することができる電子出版
プロデュースという仕事に魅力を感じ、事業を始められました。
S-style は、スマイル、シンプル、スマートなど“S”で始まる
５つのキーワードをご夫婦で話し合い決められたコンセプトが
由来になっています。
　父親の最期に寄り添った経験から昨年７月に電子書籍『笑顔
の終活』を出版し、「生き方」「健康」など自己啓発をテーマに
毎朝６時にメルマガを配信中。

「“笑顔”で人生を送るお手伝いが
できることに、やりがいを感じて
います」とお話しいただきました。

FABRIC INTERSECTION サイト S-style Facebook ページ
▲２/26 第 41 回全国大会
  （香川県高松市）での発
　表の様子

▲鈴木光伸さんと惠美さん
　電子書籍は製本化できる

岡崎YEG初
準グランプリ受賞

渡町大榎 42-2
☎ 090-2926-1755

天白町郷西 39
☎ 64-0585

もっと岡崎、
きっと家康

聴講無料
要申込

聴講券を発行します

2022.4
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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月例会では主に下記の内容をご協議いただきます。
報告事項：①令和4年度岡崎商工会議所事業計画・重点事業　②令和3年度部会事業報告
議件：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

日時：４月 18 日（月）
　　　午後２時〜３時
会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール

【所管：産業振興部　☎ 53-6191】

商
業

日時：４月 21 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：総務企画部　☎ 53-6161・6165】

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

日時：４月 13 日（水）
【会議】午前 10 時〜 11 時 30 分
　会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

【視察会】午後１時〜４時
　会場：とよた Ecoful Town（エコフルタウン）
　

【所管：中小企業支援部　☎ 53-6164・6500】

交
通

日時：４月 11 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（木）
         午後６時〜８時 20 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：中小企業支援部　☎ 53-6164・6500】

青
年
部

※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。

岡崎商工会議所青年部『卒業証書授与式・卒業生を送る会』 開催報告
3 月 10 日（木）岡崎ニューグランドホテルにて岡崎 YEG の発展に寄与された卒業生の功績に敬
意と感謝の意を込め、また新たな門出のお祝いとして卒業式を開催しました。なお、今回は新
型コロナウイルスの影響を鑑み、現役メンバーはオンラインでの参加となりました。

安藤 紀朋 君　安藤 竜二 君　市川 尚宏 君　井上 和俊 君　太田 章代 君　齋藤 　登 君
澤野 一郎 君　菅井 竜司 君　鈴木 綾乃 君　鈴木 友則 君　髙橋 正至 君　名節 弘康 君
平岩 大史 君　福井 　誠 君　牧　　 久 君　矢野 快子 君　　　　　　　　　以上 16 名

卒業生
ご紹介

日時：４月 13 日（水）
　　　午後２時 30 分〜３時 30 分
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
【所管：総務企画部　☎ 53-6161・6165】

情
報
文
化

日時：４月 22 日（金）
         午前 10 時 30 分〜 11 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】

工
業

日時：４月 11 日（月）
         午後２時〜４時
会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール

【所管：中小企業支援部　☎ 53-6164・6500】

建
設

日時：４月 13 日（水）
         午後３時〜４時
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

「会員総会」
日時：４月 22 日（金）
         午前 11 時〜 11 時 45 分
会場：岡崎ニューグランドホテル　３階　飛竜

【所管：中小企業支援部　☎ 53-6164・6500】

女
性
部

9
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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 ４/20 ㈬ 午前10時〜

午後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

４/５ ㈫
４/12 ㈫
４/19 ㈫
４/26 ㈫

午前10時〜
午後４時

税理士　伊豫田 洋一 氏
　同　　小島 淳 氏
　同　　小林 英之 氏
　同　　中嶋 有美子 氏

③ 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 ４/21 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　伊藤 賢一 氏

④ 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
⑤ 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
⑥ 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）
⑦ 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 ４/５ ㈫・28 ㈭ 午前９時30分〜

午後３時40分 中小企業診断士

⑧ 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

  ☎ご予約は①53-6165、②~⑤53-6500、⑥~⑧53-6191
「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

徳川家康公銅像（岡崎公園）

平和社会創造への厳しい眼差し

※移封…領地を他へ移すこと。

おおいくさ

とおとうみ しな  の

さだめがき

たかむらこううん たかむらやすまさ

まち  

天下の統一を果たした家康公が、戦国最強の武将であったという評価はほとんど聞
かない。大戦に勝利すれば領土が広がり、豊かになって兵も増える。その結果、天下
統一に至るというロジックは、あまりにも短絡的だ。統治を安定させるための制度を
どのように創るのか。何よりも領民が安心して生活できる環境をどのように整えるの
か。天下人徳川家康の真価は本来この部分にある。事実、先に天下を平定した豊臣秀
吉が最も恐れていたのが、三河・遠江・駿河・信濃・甲斐五か国を「総検地」と「七
か条の定書」の二刀流で治めた、家康公の統治力だったと考えられている。だからこそ、
それらの領地を召し上げ、関東に移封させたのだろう。移封後も人々の住宅地の造成（町
割り）、水道などのインフラ整備、流通網の整備など、世界一の大都市・江戸の基盤づくりを怠らなかった。秀
吉は単に軍事力だけではなく、人々の信を得た家康公の統治能力を恐れたのだ。
岡崎公園の家康公像は 59 歳時のもの、関ケ原の合戦直後の姿を表したものと聞いている。この銅像は没後
350 年を記念し、昭和 40 年に高村光雲の愛弟子でもある高村泰正氏の手により製作、建立された。大勝利後の
晴れやかさはなく、何やら深く思索しているその表情に心打たれる。権力者というよりも求道者としての像容だ。
戦いに勝っても奢らず、次にすべきことを厳しく自らに問いかけている。「どうする、家康」のスタートに相応
しい。 （文／市橋 章男 氏　表紙デザイン／生田 薫 氏）

い  ほう

しん

わ

家康公の足跡を辿る新シリーズ
〝ゆかりの地〞にまつわるエピソードをご紹介します。

表紙紹介
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専門家相談（無料）＆ お知らせ


