


※岡崎商工会議所は「中小規模法人部門」に認定されました。 事業所名 50 音順

 企業と従業員を元気にする
「健康経営」はじめませんか？

　「健康経営」とは、従業員と一緒に健康の維持・増進
に取り組むことで、社内の活性化や業績向上、さ
らには企業のイメージアップによる人材確保や
離職率の低下などに効果があるという考え方です。
　経済産業省から「健康経営優良法人」として認定
されると、名刺やホームページなどにロゴマークを使用
でき、企業 PR にも繋がります。

　この〈企業も従業員も元気になる！〉というステキな
取り組みですが、具体的に導入するとなると、何から取
り組めばいいのか悩ましい、という声も耳にします。
　今回の特集は、「健康経営優良法人 2022」の認定企
業へインタビューし、具体的な取り組み事例をご紹介し
ます。

従業員は財産
㈱ヤマセイ

“積み重ね”で変わった健康意識
白濱建設㈱

　健康経営に取り組むきっかけは、従業員が病に倒れたことです。
これをきっかけに、従業員の健康に対して、より気遣うようになり
ました。この頃、健康保険組合を通じて健康経営という考え方を知
り、当社としてもチャレンジしてみようということになりました。
　当社の取り組みは、全体朝礼における体操、全員が健康診断を受
けやすい環境を整えるため検診車による巡回健診の実施、保健師に
よる健康相談などです。残業時間を減らし、勤務時間インターバル
制度を取り入れるなど、働きやすい職場づくりにも努めています。最近では、全体朝礼時や社員間で

健康に関する話題が増え、自主的に腫瘍マーカー検査を受診する従業
員も増えました。
　健康経営優良法人認定を受けたことで、中途採用にも効果があった
のではないか？と思います。厳しい採用環境ですが、今春、新たに 20
代・30 代の従業員を迎えることができました。今後も、従業員を大切
にする社風を、この認定を通してＰＲしたいと思います。
　今後は、ストレスチェックも実施する予定で、心身ともに健康な人
材育成、働きやすい職場づくりに努めたいと思います。

　健康経営については以前から耳にしていましたが、実際に始める
となると「難しそうだな…」とハードルの高さを感じていました。
　そんな時、アクサ生命保険の方より説明を聞く機会があり、実は既
に取り組んでいること（健康診断・ストレスチェック・分煙・ラジオ
体操・フィットネスジム利用優待・人間ドック利用補助）が健康経営
の取り組みに該当することが分かり、認定取得に挑戦しました。
　申請書の作成も丁寧にサポートいただき、心強かったです。
　この機会に社内自販機の商品を見直し、「糖質量の表示」「トクホの健康飲料追加」も行いました。健
康飲料は、会社から補助を出して買いやすくしたこともあり、売れ行きは順調です。他には、健康診断

後の二次検診の受診勧奨、社内報での健康コラム掲載、給与明細に健康に関
するワンポイントアドバイスを記載したチラシの同封なども行っています。
　次第に従業員の健康意識が高まり、自発的にスポーツジムを利用して
運動するなどの変化が現れました。その結果、作業着のサイズが一回り
小さくなる従業員が増えました。健康習慣の改善は、一朝一夕ではできま
せんが、コツコツと積み重ねることで確実に変化が起きました。従業員が
健康で元気に働ける職場づくりを続けていきます。

▲担当の常務取締役　太田 英樹 さん（左）
　社内には食事のカロリーなどを掲載
　したチラシを掲示

▲全体朝礼での体操

おめでとうございます！　健康経営優良法人 2022 認定企業（本所会員企業）

岡崎商工会議所とアクサ生命保険は、健康経営を通した皆さんの
経営力向上を支援しています。
健康経営にご興味のある方、具体的な進め方にお悩みの方、健康
経営について、もう少しお知りになりたい方はご連絡ください！

担当：中小企業支援部　☎ 53-6500

▲代表取締役 専務　白濱 智久 さん（右）
　取締役　白濱 小夜子 さん（左）

取り組み事例
 大公開！

What's 「健康経営」？

代表取締役　鈴木 美能治 さん　　所在地：上三ツ木町清口 8
事業内容：建築資材卸　　　　　  従業員数：40 名　

代表取締役社長　白濱 隆久 さん　　所在地：大平町家下 10 -１ 
事業内容：土木建設業　　               従業員数：62 名 

基本データ：大規模法人部門 2,299 社認定、中小規模法人部門 12,255 社認定

※「健康経営」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

特
集

★ 健康経営のススメ方 ★ 今回の特集はココ！➡

経営者が健康経営に
取り組むことを、社
内外に宣言しよう！

１．
取り組みます！

自社の健康課題を知
り、具体的な取り組み
にチャレンジしよう！ 

３． チャレンジします！

健康経営を進める体制
（担当者）を決めよう！

２．
推進します！

取り組んだ結果を振り
返り、PDCAサイクル
を回そう！

４．
改善し

ます！

中小規模法人部門　69 社
㈱アイギス ㈱ IDKコンサルティング（税）アイビス ㈱葵商店 アクティブ㈱ ㈱浅井製作所
イノチオアグリ㈱ ㈱ウィン ㈱ウエイアウト ㈱エアウィーブ 栄四郎瓦㈱ エイト商会㈱
エスケイライン㈱ ㈱大久保東海 太田商事㈱ 太田油脂㈱ ㈱オーテック ㈱大林テクノ
㈱岡建 ㈱岡崎工業 ㈱岡三物流 岡大物流㈱ 岡通運輸㈱ オルック㈱
㈲介護の街 ㈱桐山組 ㈲小林保険 近藤工業㈱ 酒部建設㈱ ㈱佐々木美建
白濱建設㈱ ㈱しんこう ㈱新東 ㈱鈴木化学工業所 ㈱セキソー ㈱善都
大日印刷㈱ 大法輸送㈱ ㈱中部 槌屋ヤック㈱ つばさ交通㈱ ㈱ティーエスケー
㈱東海機械製作所 東海光学㈱ 東海ハマテック㈱ 豊岡エンジニアリング㈱ ㈱豊岡工業製作所 豊興工業㈱
㈱トラスト 中島急送㈱ ㈱ナンブ ㈱庭善造園 野場電工㈱ ㈱ハスピージャパン
㈱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 ㈲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 御幸建設㈱ ㈱ミユキサブリース ㈱ミユキ商事
㈱ヤマカワ ㈱ヤマセイ ㈱ユニバーサル

2022
初認定!

2022
初認定!

▲社内自販機で
　健康飲料を販売

大規模法人部門（ホワイト 500）２社 大規模法人部門　４社 中小規模法人部門（ブライト 500）　４社
アクサ生命保険㈱ 大和ハウス工業㈱ ネッツトヨタ愛知㈱ グロースリンク（税） 服部工業㈱
㈱デンソーエレクトロニクス ㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ 三井ミーハナイト・メタル㈱ ㈱ホンダカーズ三河 矢作産業㈱

岡崎商工会議所
林みずほ　   柳瀨　    鈴木　    今泉

アクサ生命保険㈱
天野支社長　　三木所長

2022.5

2
2022.5

1



■企業ＤＡＴＡ■

代表者名
所 在 地
営業時間
定 休 日
事業内容

南 健 さん
井田町４丁目86　☎ 22-6041
午前10時～午後５時
日・祝日
クリーニング・シミ抜き
（一般衣料・法人）

　６年前に初チャレンジしました。その時は、わが社
の強みである『シミ抜き技術』をもっと知ってもらう
ため看板設置と店舗改装の費用を事業計画に盛り込
み申請し、採択され、実施することができました。
　２回目は、３年前。スマホ対応のホームページ新設
を計画し、当社の技術力をＰＲするシステム構築を実
現することができました。
　今までの補助金活用による広報活動が実を結び、シ
ミ抜きのご依頼が多くなりました。“より早く、より
高品質に、より多くのお客様にサービスを提供”する
ために、３回目を申請。新たなシミ抜き設備の導入計
画を立て、こちらも無事採択に至り、復元力の高いシ
ミ抜きの品質を提供することができるようになりま
した。

　行事の縮小・おしゃれ着を着る機会の減少で、一般
的なクリーニングの依頼は減っていますが、シミ抜き
の受注は堅調です。環境省が提唱する『サステナブル
ファッション』に賛同し、「母の一張羅を娘に着ても
らう」ための取り組みをしています。当社の技術が、
活かされる取り組みでもあり、もっとこの活動が拡が
るように伝えていきたいと思います。

　補助金申請のための
事業計画の作成をきっ
かけに、自社の強みを
再確認し、時代の流れ
とニーズに応えている
南さん。次々と新たな
取り組みをされ、今後
も楽しみです。

葵クリーニング
時流とニーズから生まれたチャレンジ

 今までの持続化補助金活用の内容は？  コロナ禍の今、売上状況はいかがですか？

　通常のクリーニングだけでは、売上は厳しい状況で
すが、当社の強みである『シミ抜き』にフォーカスし、
補助金をうまく使いながら、広報と設備導入をしたこ
とで売上増加を図ることができました。

 持続化補助金は貴社にとって有益でしたか？

がんばる企業を応援サポートReport

「気づき」から「実践」まで。職員が会員の皆様に寄り添い、経営のご相談をお受けしています。

　自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成したうえで販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する
 「持続化補助金（正式名称：小規模事業者持続化補助金）」は、平成 25 年度補正予算から始まり 8 年目となります。
岡崎商工会議所でも、多くの小規模事業者が活用し、新規顧客開拓・売上に繋げられました。
　今回は、「持続化補助金」を活用され売上に繋げられた、がんばる企業を取材しました。

神谷 貴博

登録無料、
今すぐ
チェック

Facebook LINE YouTube メルマガ ブログ

知 っておきたい“旬”な経営情報がてんこ盛り！

担当職員のひとこと

ホームページ

中小企業支援部
　　　☎53-6500

総務企画部　広報担当　杉本・桑原・林結花・松岡・山本　☎53-6161

「いいね」お願いします お友だち募集中 毎週木曜日配信 平日毎日投稿事業所・セミナーの動画

持続化補助金の
ご案内は４ページへ
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● 岡崎ものづくり支援補助金
対　象
岡崎市内に本社または試作開発拠点を 6 ケ月以上有し、市税
を完納している製造業もしくは、これから製造業に参入する事
業者
※中小企業者（資本金３億円以下または従業員 300 人以下）でない方は、
　2022 年 12 月 1 日より申請可能

詳細は岡崎ものづくり推進協議会ホームページ内
『岡崎ものづくり支援補助金』をご覧ください。
（先着順・予算に達し次第終了）

●愛知県感染防止対策協力金

●小規模事業者持続化補助金

●事業再構築補助金

※４/20現在の情報です。最新補助金情報は、ミラサポ 検索

新 型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援

新 たな取り組みを応援する補助金情報

通常枠
特別枠

賃金引上げ枠 卒業枠・創業枠
後継者支援枠 インボイス枠

補助率 2/3 2/3
赤字事業者は3/4 2/3 2/3

補助額 50万円 200万円 200万円 100万円 補助対象経費の1/2以内で、
1社最大50万円まで補助

出展料やブースの装飾代、
結構高いんだよね。

《見本市等出展事業》Web見本市もOK！

補助対象経費の1/2以内で、
1社最大100万円まで補助

外部機関への共同研究や依頼試
験の費用、補助があると嬉しい！

《共同研究・依頼試験事業》

補助対象経費全額を補助（規定あり）
1社最大50万円まで

専門家への謝金・交通費の
補助があるって本当？

《専門家派遣事業》

補助対象経費の1/2以内で、
1社最大50万円まで補助

企業を守る国内特許取得の
費用を補助してもらえるの？

《知的財産権取得事業》

補助対象経費の1/2以内で、
1社最大50万円まで補助

《ビジネスマッチング事業》

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する
ため取り組む企業の思い切った事業再構築の費用を一部補助
公募期間　
第６回受付　６月 30日（木）まで
詳細は公募要領でご確認ください。

詳細

専門家相談を開催しています！
中小企業診断士による補助金活用の個別相談会を実施して
います。事前予約制になりますので、お電話にてお問合せ
ください。

【お問合せ】
中小企業支援部　井波・今泉・鈴木　☎ 53-6500 【お問合せ】　岡崎ものづくり推進協議会（本所産業振興部内）

　　　　　　☎ 53-6191

ビジネスマッチングの登録
支援の補助ってあるの？

▶

▶

▶

▶

▶

新設

お知らせ

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」または

「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

申　請
５月 31 日（火）まで
※本所での事前確認は 5 月 26 日（木）まで

【お問合せ】
事業復活支援金事務局　☎ 0120-789-140

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の
取り組みや、業務効率化の取り組みの経費を一部補助
補助額　

 
公募期間　
第８回受付　6 月 3 日（金）まで

●事業復活支援金

詳細

詳細

詳細

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）

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

（2022 年 3 月 7 日～21日実施分）

交付額

申　請
5 月 18 日（水）まで

【お問合せ】
愛知県 県民相談総合窓口　☎ 052-228-7310
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人事担当者のための課題解決ネットワーク
「人事研究会」 会員募集中！

お知らせ

　年々変化する労務関連法令や採用トレン
ドへの対応など、悩み・迷いが尽きない人
事担当者の皆さま！他社のご担当者様と相
談し合えるつながりをつくりませんか。

労働保険 年度更新の時期になりました
年度更新期間  ６月１日（水）～７月 11 日（月）
　　　　　　  本所労働保険事務組合に加入されている
　　　　　　  方は４月から受付中
必要書類  令和３年４月～令和４年３月までの従業員に 
  支払った賃金額のわかるもの
  令和４年 3 月まで終了した元請工事
  のわかるもの（建設工事の労災保険）
担当  中小企業支援部　柴原・平岩香利・今泉
　　  ☎ 53-6164

詳しくはこちら

愛知県内 22 商工会議所および
浜松・岐阜商工会議所会員限定！
アライアンスパートナー発掘市 2022
　昨年も 500 社以上が参加をした、対面式のビジネス
マッチング、自社 PR、情報収集の場です。
　規模や業種を問わず参加が出来ます。参加希望の方は
今すぐエントリーを！

商談期間  ７月４日（月）～８日（金）
　　　　  各日 午前９時～午後５時 （予定）
会場  名古屋商工会議所　５階　会議室
料金  無料
締切  ５月 16 日（月）　　　　　　　　　　
担当  産業振興部　滝川　☎ 53-6191

詳細

2022 年度 日商簿記検定試験 ( 統一試験 )
　企業が求める資格第１位！
　日々の取引を数字というデータに置き換え整理・理解
する力がつきます。
　現在、６月試験の申込を受付中です。

試験日  ６月 12 日（日）　※ 11 月・２月も実施します
受験料  １級 7,850 円 / ２級 4,720 円 / ３級 2,850 円
締切  窓口 　５月 13 日（金） 
　　  ネット ５月 14 日（土）
担当  中小企業支援部　柴原・神谷貴博
　　  ☎ 53-6164

詳細

詳細

オンライン講演会
「中小企業こそ世界で稼ぐ」
日本商工会議所創立 100 周年を記念して特別講演会を
開催します。

配信日  ５月 27 日（金）YouTube プレミア公開
講師  ㈱ファーストリテイリング
　　  代表取締役会長兼社長　柳井 正 氏
料金  無料（事前登録制）
締切  ５月 27 日（金）　午後６時

詳細

・労務管理セミナー、採用力向上セミナー、
　情報交換会の開催
・産学懇談会の開催、学内企業説明会への参加
・若手の情報交換会の開催

・他社での取り組みを聞いたり、対応を相談
　したりできるのが、大変ありがたいです。
・セミナーを通じて、常に変化する採用・労
　務課題の対応方法などをタイムリーに学べ
　るので、とても助かっています。
・産学懇談会で大学とつながり、何度か大学
　に訪問した結果、新卒者を採用できました。

ご参加者
の声

事業内容

＼業種を超えて情報交換できます／
■会員企業 29 社
    製造業 18 社、サービス業６社
    建設業４社、流通業１社
■年会費 30,000 円

( (

岡崎エリアの就職情報サイト「OK ナビ」
登録企業 150 社の企業情報、採用情報を掲載

合同企業説明会＆業界研究会
　開催日  ６月７日（火）、８月４日（木）、10 月 14 日（金）
　会場  岡崎市竜美丘会館
　　　  ⇒ 詳細は就職情報室 登録企業へご案内
　担当  総務企画部　藤木・角岡・岡田・市川・箕浦・山本
　　　  ☎ 53-6165
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　『まちゼミ』は、2003年１月、岡崎市中心市街地商店
街で産声を上げ、以来、“お客様・お店・地域”の『三方よ
し』のコミュニケーション事業として開催しています。商
店主等で結成する『岡崎まちゼミの会』（代表 松井 洋一郎 
氏・㈱みどりや）のもと、事前勉強・結果検証を繰り返し、
回を重ねてきました。一方で、全国にも拡がり、今や425
地域・約2,000商店街・約29,000事業者が取り組む名物
事業としても発展しています。
　同会では、第40回（７/26～９/11）開催に向け、参加
店を募集しています。受講されるお客様との距離がグッと
近くなり、お店のスキルアップにも繋がる『まちゼミ』へ
あなたも参加してみませんか？

　 

　　　５月14日（土） 午後２時～３時30分
　　　　　15日（日） 午後７時～８時30分
　　　みどりや本店（康生通東１-21）２階およびオンライン(Zoom)

岡崎まちゼミの会事務局
（みどりや本店内） ☎21-0985

小さなお店の魅力を活かし、お客様を元気に！　　
第 40 回『まちゼミ』開催に向けて ～参加店募集～

㈲スギウラメガネ
　/ 岡崎まちゼミの会 世話人

▲新しいお客様との出会いや参加店同士の交流が生まれます。（撮影はコロナ禍前）

専門店の知識や経験を教える無料
ミニ講座。受講者からの質問は、
店づくりに役立ちます。

㈲スギウラメガネ
代表取締役
　杉浦 文子さん

　毎年6月の1ヶ月間開催。夜間の
ライトアップは、昼間とは違った
風情が楽しめます。

期間　6月1日（水）～30日（木）予定
時間　午前8時～午後9時
料金　入場 500円
　　　※中学生以下・障がい者手帳提示
　　　　（本人付添1名）無料
　　　駐車 500円
会場　形原温泉あじさいの里
　　　（蒲郡市金平町一ノ沢28-1） 

問合　形原観光協会
　　　☎ 0533-57-0660

5万株のアジサイが咲き乱れる！
形原温泉 あじさい祭り

　初夏の風物詩「花菖蒲」。公園
内には約120種・1万株が咲き誇
ります。

期間　5月27日（金）～6月19日（日）
　　　※夜間照明 午後7時～9時

　　　5月29日（日）午前10時～午後3時
　　　→緑化体験イベント、ステージ
　　　　イベント、飲食販売など

　　　6月4日（土）午前10時～午後4時
　　　→飲食販売、雑貨販売など

会場　東公園（欠町字大山田1）

問合　（一社）岡崎市観光協会
　　　☎ 0564-64-1637

ここでしか見られない品種も多数！
東公園 花菖蒲まつり

　生産地ならではの体験ツアー。
工場見学後はプチスイーツと抹茶
で一服。一番茶の茶摘み体験もあ
ります。茶摘み娘の衣装を着て写
真撮影もどうぞ！

期間　4月23日（土）～5月22日（日）
　　　※毎週月・木曜日は除く

集合　①西尾観光案内所 2,800円
料金　②抹茶工場 2,300円
定員　各回20名　※最少催行人員3名

問合　（一社）西尾市観光協会
　　　☎ 0563-57-7882

全国茶品評会で日本一の実績！
一番茶茶摘み体験&抹茶工場見学

三河観光ＧＯＮ 　新緑の観光イベント 〜蒲郡Ｇ・岡崎Ｏ・西尾Ｎの
観光情報をお届けします。〜

蒲
郡

岡
崎

西
尾

※新型コロナウイルスの感染状況により内容が変更される場合があります。

『話だけでも聞いてみようかな』
  でも大歓迎です。

ホームページ

参 加 店 説 明 会
（講師希望者向け）

日時

会場
お問合せ・お申込み
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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：4,119 事業所（４月 19日現在） （順不同・敬称略）

事業所名 事業内容
SPICE JUNKIE キッチンカー
㈱ sumiyama 建築業
魚兵 飲食業
㈱カレッジ 学習塾、美容エステ運営
COSMUSTY キャンプ・アウトドア・スポーツ用品販売
(司) にじいろ 司法書士業
㈱ Wonder Future 似顔絵・イラスト作成、イベント企画
GG 工業 ダクト工事・機械整備
HBP ㈱ 外構・内装・ＨＰ・ＬＰ配信
㈱宇頭建築 室内リフォーム業、建築工事
房や 飲食店
+ket 叱り方トレーナー
旭サッシ工業㈱ 建具工事業、建築用金属製品製造業
㈱大成 HP の制作・EC サイト運営管理
㈲山中商事 廃棄物処理業
ストーンアルケミスト 石材加工、施工販売
よし浜 飲食店（和食、仕出し）
㈱すずや 手作りサンドイッチ販売
美容室 haretoki 美容業
Hayata Matic 映像制作
深見石材店 石材業
BURULA 才能開花プログラムの提供、コーチング
㈱愛豊電機 自動車電装品の販売修理
㈱ AREABACKS 不動産仲介、管理

　　　第565回常議員会 報告 4/26（火）
≪議件≫
１．第251回通常議員総会提出議案に関する件
２．令和４年度岡崎市補助事業実施および業務委託に関する件

≪報告承認事項≫
１．参与異動について
　新）愛知県岡崎警察署長　島崎 浩志 氏
　新）愛知県西三河県民事務所長　稲波 智子 氏
　新）岡崎公共職業安定所長　松山 泰基 氏
　新）岡崎年金事務所長　石原 正浩 氏
　新）愛知県西三河建設事務所長　寺西 億人 氏
　新）岡崎市総合政策部長　手嶋 俊明 氏
　新）岡崎市経済振興部長　鈴木 洋人 氏
　新）岡崎市保健所長　片岡 博喜 氏
２．議員の職務を行う者異動について
　新）イオンリテール㈱イオン岡崎南店　店長　山崎 雅和 氏
　新）東邦ガス㈱ 岡崎事業所　三河地域支配人　片岡 明博 氏
　新）㈱トーエネック岡崎支店　執行役員　岡崎支店長　二村 剛司 氏
　新）碧海信用金庫岡崎支店　執行役員　支店長　河辺 俊男 氏
　新）名古屋鉄道㈱東岡崎幹事駅　駅長　伊神 正光 氏
３．主要事業の経過報告について
　１）【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」】開催案内
　２）【労務管理セミナー「管理職のためのパワハラ防止セミナー」】開催案内
　３）【労務管理セミナー「ハラスメント相談窓口担当者セミナー」】開催案内
　４）【課長のためのマネジメント力強化セミナー】開催案内
　５）【アライアンス・パートナー発掘市2022】登録案内
　６）【女性部広報誌「Lala岡崎 第100号」】発行案内
４．新入会員加入について
５．部会等開催状況について　他 原案通り承認されました。

会議所の動き

スキルアップや従業員教育などに活用できます。
会場・料金・定員など詳細や最新情報は、
QR コードまたは

岡崎商工会議所 主催

岡崎商工会議所　講習会 検索

講習会・セミナー

　　ハラスメント防止セミナー
　パワハラ防止法で求められる知識と押さえておくべきポイ
ントについて、事例を踏まえ解説します。
　　　 ５月 13 日（金）〔管理職向け〕
　　　 ６月３日（金）〔相談窓口担当者向け〕
　　　 各日 午後１時 30 分～３時 30 分
　　　 ㈱ビープロシード　担当者
　　　 総務企画部　藤木・箕浦・市川　☎ 53-6165

日時

講師
担当

有料

　　初めてのフライス盤講座
　立てフライス盤の取り扱いおよび、正面フライスによる六
面体加工の基礎知識と技能の習得を目指します。
　　　 ５月 18 日（水）午前９時 30 分～午後４時 50 分
　　　　　  19 日（木）午前９時 30 分～午後４時
　　　 愛知県立岡崎高等技術専門校　担当指導員
　　　 産業振興部　竹内　☎ 53-6191

日時

講師
担当

有料

　　2025卒から本格化！インターンシップ徹底活用セミナー
　インターンシップの意義や活用事例を学び、研修プログラ
ム・広報計画を実際に立案します。
　　　 ５月 27 日（金） / ６月 20 日（月）
　　　 各日 午後２時～４時
　　　 （一社）わくわくスイッチ　代表理事　中村 憲和 氏
　　　 総務企画部　岡田・市川　☎ 53-6165

日時

講師
担当

有料

　　外国人技能実習生 受入のポイント
　受入時のチェック項目や労務管理のポイント、実地検査で
問題となった事例・改善策を紹介します。
　　　 ５月 17 日（火） 午後２時～３時 30 分
　　　 外国人技能実習機構 名古屋事務所
　　　 指導課長　石原 正和 氏
　　　 総務企画部　市川・角岡・箕浦　☎ 53-6165

日時
講師

担当

無料

　　女性社員交流会（全 5 回）
　業種や年齢の異なる女性同士が職場を越えて悩みや学びを
共有。自分らしくイキイキと働く第一歩を踏み出し、職場の
活性化につなげます。
　　　 ６月 14 日（火）、７月 12 日（火）、９月 14 日（水）、
　　　 10 月 18日（火）、12 月７日（水）　各日 午後１時 30 分～
　　　 三ッ矢・藤木・箕浦・松岡・市川・山本　☎ 53-6161

日時

担当

有料

　　課長のためのマネジメント力強化セミナー
　同じ課長職の方々とグループワークで日頃の悩みや課題を
共有。チームで成果を出すコツを学びます。
　　　 ６月 29 日（水） 午前 10 時～午後５時
　　　 ㈱タナベ経営
　　　 経営コンサルティング本部　HR コンサルティング部
　　　 チーフコンサルタント　熊代 一毅 氏
　　　 総務企画部　箕浦・市川　☎ 53-6165

日時
講師

担当

有料

2022.5
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部会 例会 月５５
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！

決起集会

クイズと決意で絆を深めよう！
青
年
部

【担当：石原・柳瀨　☎53-6500】

26木５
午後
　７時〜９時

会場：オンライン開催（Zoom）
会費：無料

【担当：林結花・板倉　☎53-6161】

会場：岡崎商工会議所　2階　中ホール
講師：㈱はぴっく しかけ販促プランナー　眞喜屋 実行 氏
会費：無料

商
業

説明会

お金をかけずにスグできる。
クチコミ販促のしかけ

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

18水５
午後
　2時30分〜
　4時30分

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
会費：無料10金６

午後
　2時30分〜
　4時

情報交換会

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

工
業

機
械
金
属

産学官連携情報交換会

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：お一人様 500円（但し、商業部会員の方は無料）
※６/13（月）に現地視察会を開催いたします。

「近い」×「あんしん」にこだわる差別化戦略
〔事例研究：あんしん電気さかい/名岐電設㈱〕

【担当：滝川　☎53-6191】

商
業

事前勉強会

18水５
午後
　６時〜
　７時30分

会場：㈾八丁味噌（カクキュー八丁味噌）
会費：無料
定員：20名程度

商
業

視察会

「㈾八丁味噌」
〜長年愛され続ける郷土の味に迫る！〜

理
財

17火５

【担当：三ッ矢・桑原　☎53-6161】

午後
　2時30分〜
　4時30分

会場：VISON〔ヴィソン多気㈱〕（三重県多気町）

商
業

視察会

話題沸騰！日本最大級の商業施設
「ＶＩＳＯＮ」（ヴィソン）視察会

交
通

19木５

【担当：神谷貴博・林みずほ　☎53-6500】

午前
　10時〜
午後
　 ６時

体験会

簡単・やさしい・親切な Zoom(ズーム)体験会
〜今年こそ Zoom で委員会に参加してみよう〜

女
性
部

【担当：平岩佳奈・高田　☎53-6164】

20金５
午前
　10時〜
　正午

会場：岡崎商工会議所　1 階　大ホール
講師：女性部会員　深津 智子 氏
会費：無料
持ち物：スマートフォン(パソコン、タブレットでも可)
　　　　充電器、イヤホンマイク（お持ちの方はご持参ください）

※建設部会は休会です。
※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。

【担当：藤木・箕浦　☎53-6165】

会場：岡崎商工会議所　1階　大ホール
講師：岡崎市環境部　部長　新井 正徳 氏
会費：無料

商
業

説明会

2050年ゼロカーボンシティの
実現に向けた岡崎市の取組み

情
報
文
化

27金５
午前
　11時〜
　正午

詳細は追ってご案内いたします。
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オリジナルＰＲポスター＆のぼり旗を掲げ、皆で盛りあげましょう

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は紳士、岡崎に誘客するために、会員事業所全体で盛り上げていきます。

特設サイト

オリジナルＰＲポスター＆のぼり旗を掲げ、皆で盛り上げましょう

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上げていきます。

特設サイトもっと岡崎、
きっと家康
もっと岡崎、
きっと家康

＼大河ドラマに向けた情報いっぱい／＼大河ドラマに向けた情報いっぱい／

薬師如来銅像（圓福寺 /岩津町）

絹本著色傳通院画像（楞厳寺 /刈谷市）

でんづういん

ロゴマーク・キャッチコピー使用申請について
商品・名刺・掲示物のアクセントなど幅広く使用できます。

　市内から機運を盛り上げるため、徳
川家康公の顕彰を推進するロゴマー
ク・キャッチコピー入りPRポスター
とのぼり旗を事務所や店舗等で設置
いただける方へ無料でお渡しいたし
ます。

お問合せ：総務企画部　☎53-6161

　イベント出店や情報発信を通
じてお店の魅力を発信し、売上
向上や地域活性化を目指す店
舗・事業所を募集します。
　対象：市内事業者（その他要件あり）
　申込：５月２日（月）より開始
　詳細：岡崎市ホームページよりご覧ください。
お問合せ：岡崎市地域店舗ファンづくり推進委員会
　　　　　事務局（岡崎市商工労政課内）☎23-6212

大河ドラマ「どうする家康」を契機に
一緒に地域を盛り上げる店舗・事業所を
募集します

全国家康公ネットワーク
令和４年度総会
４月16日（土）
静岡市民文化会館

　家康公ゆかりの３市３商工会議所等で構成する同
ネットワークの総会を開催。今年度の広域連携事業
として、視察交流会や推奨ロゴマークの作成等につ
いて協議・決定しました。

岡崎・浜松・静岡の広域連携事業を決定

（左）ポスター（B2 サイズ /W515 × H728）
（右）のぼり旗（サイズ Ｗ 450 ×Ｈ 1,500）
※ポールや土台の付属品はありません

催事用に短期レ
ンタルも行って
います。
※貸出用はポール
　と土台付き

【上限枚数】
ポスター２枚
のぼり旗１枚

（上限以上ご希望
の方は、ご相談
ください。）

岡崎市徳川家康公顕彰推進協議会
PR ポスター・のぼり旗 設置ご協力について

【無料配布】※数に限りがございます。ご了承ください。
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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 ５/18 ㈬ 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

５/10 ㈫
５/17 ㈫
５/24 ㈫、６/7㈫
５/31 ㈫

午前10時〜
午後４時

税理士　小島 淳 氏
　同　　中嶋 有美子 氏
　同　　小林 英之 氏
　同　　伊豫田 洋一 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 ５/19 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　都築 真琴 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 ５/26 ㈭ 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、②~⑤53-6164、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）

年金制度改正法「在職老齢年金」と「2か月以内の短期雇用者」社労士に聞く！人事労務のツボ　第61回

　年金制度改正法における「在職老齢年金」と「2 か月
以内の短期雇用者」の変更点について、担当者の方はしっ
かり押さえておきましょう。

【在職老齢年金（令和 4年 4月～）】
　前年度まで 65 歳までと 65 歳以降で年金支給の停止額
の計算方法が異なっていましたが、今回の改正により
65 歳前後に関わらず一本化され、年金月額と総報酬月
額相当額（標準報酬月額＋直近 1 年間の賞与額の 1/12）
の合計額が 47 万円以下であれば、全額支給となります。

【2か月以内の短期雇用者（令和 4年 10 月～）】
　2 か月以内の短期雇用者を適用除外（期間を超えて使
用された場合は、期間を超えた時点から被保険者）とす
る取扱いが、「2 か月以内の期間を定めて使用される者
であって、その期間を超えて使用されることが見込まれ
ないこと」となります。
　そのため、雇用契約書等に更新される旨又は更新する
可能性がある旨の明記がある場合や、明記がない場合で
も過去に同条件で雇用されていた者が契約期間を超えて
雇用された事実がある場合は、適用除外には
当たらず、雇用当初から被保険者となります。

⇒詳細は 年金制度改正法 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）

令和４年度　会費ご納入のお願い

　 クールビズ実施のお知らせ 　

出費ご多端の折、誠に恐縮ですが、
下記の通りご納入お願いします。
お問合せ 労務経理部 ☎ 53-6163

お振込み：5/31（火）まで
口座振替：5/17（火）・6/17（金）
　　　　　7/19（火）・8/17（水）

実施期間：5/2（月）～10/31（月） 10
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