


創立130周年
おかげさまで

令和４年４月より「道路交通法施行規則」が改正され、アルコールチェックが義務付けられている事業者の対象が
運送業者（緑ナンバー）に加えて、一定台数以上の自動車（白ナンバー）を所有する事業者にも拡大しました。

4 月より対象となっている事業所の要件

を所有する事業所
（白ナンバー）

※自動二輪車（原動機付自転車）は
　１台を 0.5 台として計算

①確認した日時 ②確認者名 ③運転者名 
④運転する自動車のナンバーや識別番号 
⑤確認方法 ( 対面 or 非対面 ) 
⑥酒気帯びの有無　など

ご不明な点や個別の相談・質問は、岡崎警察署 交通課 総務係 ☎ 58-0110 までお問合せください。

岡崎警察署 交通課　／　本所専門指導員　社会保険労務士　三浦 太介 氏制作協力

2022年４月
から２段階で
実施されます。

または

その他の自動車が
５台以上

　飲酒運転による事故は過去には、福
岡県での幼児３人が死亡する事故、昨
年は千葉県八街市で児童が死傷するな
ど大変痛ましい事故が後を絶ちませ
ん。アルコールは少量でも脳の機能を
麻痺させます。「少しくらいは飲んで
も大丈夫」「自分だけは事故を起こさ
ない」これが間違いです。自分の家族
が飲酒運転事故の被害者になったらと
考えて絶対飲酒運転をしない強い意志
を持つこと、また周りから不幸な人を
出さないようにしましょう。

岡崎警察署
交通課長
稲吉 昌志 氏

４月
●運転者の目視での状態確認
●確認記録の１年間保管

車
0.5 台

10 Q

A

８ アルコール検知器を選ぶポイントは
ありますか？Q

A
国家公安委員会の定める検知器を用いる必要があり
ます。
しかし、呼気中のアルコールを検知し、その有無や
濃度を警告音・警告灯・数値などで示す機能を有す
るものであれば、特段の性能上の要件はありません。

記録をするための様式はありますか？

法律で定められた様式はありま
せん。
各事業所で使用している日報や
業務日誌に下記項目を追加して
記録・保管してください。

日報

○月○日　９：００

確認者　岡崎一郎　

運転者　商工太郎

車両番号　№ 8

確認　対面・非対面

酒気帯び　有・無

①確認した日時

②確認者名

③運転者名

④運転する自動車
　のナンバーや
　識別番号

⑤確認方法
　（対面 or 非対面）

⑥酒気帯びの有無
　　　　　　など

例

相談先

必要な準備・ポイントをおさらい

乗車定員 11 人以上が
１台以上

安全運転管理者が不在の場合はどのように
すればよいでしょうか？

補助を行う方の確認
も可能です。事前に
補助者を決めておく
と安心です。

6 Q

A

アルコールチェックは運転を行うたびに
必要ですか？

目視での確認とは、具体的にどのような
ことを行えばよいでしょうか？

運転を含む業務の
開始前（出勤時）と
最後の運転を終了
した時点（退勤時）
で足ります。

運転者の顔色・呼気
のにおい・応答の声
の調子など普段との
変化を確認します。

3 4Q Q
A A

10月
●アルコール検知器による確認 
●アルコール検知器を常時有効
   （正常に作動し故障がない状態） に保持

新型コロナウイルスの影響を受けた世界的な半導体不足などの影響により、検知器の供給不足があることから、2022年７月
15日に警察庁より「10月１日から予定されていたアルコール検知器の使用義務化を当面延期する」方針が発表されました。
各事業所様におかれましては、引き続き、アルコール検知器の用意をすすめていただき、用意でき次第、確認を行ってください。

岡 崎警察署からのお知らせ

検知器検査

延期
になりました。

アルコールチェック義務化への対応

自動車以外にバイク・原付・自転車を
運転する場合はチェックが必要ですか？

原付（50cc 未満）・
自転車は対象外です。
但し、排気量が50cc
以上の場合はチェッ
クが必要です。

2 Q

A
50cc 未満 50cc以上

対象外 対象

検知器が用意でき次第、順次行ってください。

複数の事業所がある場合、目視での確認等
は所属事業所で行わなければいけない？
または、所属以外の安全運転管理者が確認
を代行することは可能ですか？

所属事業所以外の確認も
可能です。その場合は、
所属先への報告をお願い
します。

7 Q

A

従業員が個人的に購入した
アルコール検知器は使用できますか？

個人所有のものは不可
です。従業員（ 運転者 ）
の所属する事業所が管理
している検知器のみ使用
できます。

9 Q
A

マイ
検知
器！

対面以外の確認方法はありますか？

カメラやモニターを通
した確認も可能です。
但し、写真（画像）は
不可です。
普段との変化を確認し
ます。（対面を推奨）

5 Q
A

従業員の私有車、役員が社有車・私有車
を業務で運転するときもチェックが必要
ですか？

業務で運転する
場合は、私有車・
社有車に関係な
くチェックが必
要です。

1 Q

A

国家公安委員会
推奨

0
.0

0m
g/I

0.00

AIUEO

mg/I

延期

特集

安全運転管理者または、
補助者による確認が必要です。

交通安全 啓発メッセージ

業務で使用する場合は全て対象です。

「アルコール検知器協議会」ホームページ
では、認定機器や検知器の正しい使い方を
紹介しています。ご参考ください。

補助安全運転管理者

▲×商店
マイカー 社用車
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■企業DATA■

代表者名
所 在 地
事業内容

代表取締役　伊藤 雄二 さん
宇頭町稲荷3　　☎ 31-6596
ダイカスト製品製造、金型設計製作

　創業して間もない頃、先代が商工会議所へ入会しまし
た。先代から承継したあとも商工会議所の職員やものづ
くりコーディネータがよく来てくれます。当初は世の中
の動きや国のホットな施策等について紹介をしてくれま
したが、来訪回数が増えるにつれ弊社をよく理解され会
話の中から自社の強みや気づきを引き出して、都度アド
バイスやサポートをもらえるようになりました。おかげ
で、従業員育成のための講座への参加や設備導入のため
の国の補助金を活用しています。

三河工機㈱

商工会議所は、「気づき」を引き出し
「後押し」までしてくれるパートナー

これまでの商工会議所の活用について教えてください。

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。

三河工機㈱は、アルミ、亜鉛ダイカストの鋳造から機械加工までを一貫して行っています。
試作品などの小ロット対応が得意で、業種を問わず幅広いニーズに応えられることが強みです。
現在の課題は、従業員の高齢化と技術の承継です。
今回は、技術承継の取り組みとして「動画による人材育成支援マニュアル」作成のチャレンジを取材しました。

担当職員のひとこと

ホームページ

　弊社では従業員の高齢化が進んでおり、技術承継の
取り組みを進めていたところ、タイムリーに訪問して
くれたものづくりコーディネータのアドバイスを受け

「紙ベースの手順書」から、より分かりやすい「動画ベー
スのマニュアル」の作成に挑戦することにしました。
　弊社には動画マニュアル作成に関するスキルが無い
ため、岡崎ものづくり推進協議会の支援メニューの１
つである岡崎市ものづくり支援補助金の「専門家派遣
事業」を活用しています。自分のスマホで撮影した写
真や動画をアプリで編集し、ベテラン従業員の気をつ
けているポイントを文字で入れ、技術承継に取り組ん
でいます。今はスマホで何でもできるんだなあと思い
ました。（笑）
　また、動画の作成手順のみでなく、ブランディング
の考え方や自社事業の見せ方を教えてもらうことで、
今までにない考え方が生まれました。今後の経営に活
かしていく良い機会となりました。

今回のチャレンジについて教えてください。

　岡崎ものづくり推進協議会（事務局：本所 産業振興部）では、ものづくり
企業の皆様のお困りごとの解決や夢の実現に向けて、11 名のコーディネータ

（ものづくり企業ＯＢや中小企業診断士等）や本所職員が日々訪問させていた
だいております。役立つ支援策のレパートリーが豊富にあり、各企業の現状に
合わせた対応が可能です。
　お声がけいただければお伺いしますので、お気軽にご連絡ください。

産業振興部　☎53-6191

▲代表取締役　伊藤 雄二 さん

▲代表自らスマートフォンを使って動画マニュアルを作成

滝川 英二

岡崎ものづくり推進協議会
ホームページはコチラ

2022.8

3



創立130周年
おかげさまで

長年、経理の仕事をしてきて、
税理士さんがいれば、私に簿
記の知識がなくても問題はな
いと思っていましたが、今回の簿記対策講座に参加して、
自分のやってきた経理と、簿記の知識を使って行う経理の
違いに気づけて良かったと思います。
税理士さんとも話が弾み、簿記検定 2 級への挑戦も考えて
います。

受講者
の声

㈲マダラ空調　
牧山 由美 さん

２ヵ月で、日商簿記３級合格！

日商簿記検定対策講座
経理担当者・新入社員・初めて簿記を学ぶ方・簿記３級合格を目指す方を対象に令和４年４月６日〜５月 25 日まで実施。

11 月実施検定試験　
～社員教育・スキルアップにお役立てください！～

検定名 級・受験料 試験日 申込受付期間 試験会場・お問合せ

日商簿記
（統一試験方式）

1 級：7,850 円
2 級：4,720 円
3 級：2,850 円

11 月 20 日（日）10 月 6 日（木）〜10 月 21日（金）
【ネット申込み 〜10 月 22 日（土）】

岡崎商工会議所　
詳細はこちら⇒
☎ 53-6164

開催
報告

試験
案内

今回受講者の学びたいという強
い思いにより、高い合格率(71％)
を出すことができました。
講師からも一人一人に声かけ
をし、受講者から質問も投げか
けられ、双方向に進められる講
座の雰囲気が、結果的に良かっ
たと思います。

講師の
ひとこと

中小企業診断士・AFP
宮沢 亮 氏

営業内容：空調設備工事

▲受講の様子（左側）

３ヵ月で財務諸表の作成から分析までを目指す !

日商簿記会計講座（初級）
秋 11 月検定
向け開講

　経理担当者、新入社員、初めて
簿記を学ぶ方、簿記検定３級合格
を目指す方対象の商業簿記（複式）の
基礎講座です。財務諸表を分析
してビジネスに活用する会計の
知識も習得します。

日　時：Ａコース【基礎講座（全 10 日間）】９月 21 日（水）〜 10 月 26 日（水） 
　　　　Ｂコース【直前対策（全４日間）】10 月 31 日（月）〜 11 月　９日（水） 
　　　　各日 午後６時 30 分〜８時 30 分
会　場：岡崎商工会議所　５階　特別研修室
定　員：17 名（申込先着順、最少催行人数 10 名）
講　師：㈲ K2T エデュケーション
　　　　中小企業診断士・社会保険労務士　金岡 勝一 氏
　　　　中小企業診断士・AFP　宮沢 亮 氏
受講料：Ａコースのみ　１名 30,000 円（本所会員は 25,000 円）
　　　　Ａ＋Ｂコース　１名 40,000 円（本所会員は 30,000 円）
　　　　　　中小企業支援部　柴原・神谷貴博　☎ 53-6164

□ 企業経営を数字でとらえる
□ 決算書・財務諸表が読める
□ 社会人の必須技能

詳細・申込はこちら
↓

申込
受付中

担当

詳細は
チラシを
ご覧ください。
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会頭が常議員会の同意を得て会員から
選任した議員（21人）

３号議員とは？

 角岡 拓海
入所 2 年目　

岡崎商工会議所議員 選任・選挙　経過報告

２号議員 49 人を選任

選任された２号議員 部会別・事業所名 50音順・敬称略

業種ごとに分類された８部会において、
部会員のうちから選任した議員（49人）

２号議員とは？
会員および会員以外の特定商工業者が
投票によって会員のうちから選挙した
議員（70人）

１号議員とは？

岡崎商工会議所議員は令和４年10月31日をもって任期が満了になり改選となります。
３号議員 21人の選任に続き、７月 20日に２号議員 49人も確定しましたので、報告
いたします。
なお、８月 22日に 1号議員 70人を含め全議員 140人が確定する予定です。

～自社のイチオシ商品・サービスを PR ～

日時：
会場：
料金：
対象：
定員：

10 月 13 日（木）　午後２時～３時 30 分
岡崎商工会議所　１階　大ホール
無料
令和元（平成 31）年度～令和４年度新入会員
20 社 40 名（１社２名まで）

皆様に注目していただきながら自社紹介ができました。
普段関わることができない、異業種の方と知り合えました。

フリー交流自己紹介・自社紹介

若手社員の視野が広がる！成長する！定着につながる！

若手社員交流会
日時：
会場：
講師：

料金：
対象：

10 月４日（火）午後１時 30 分～５時
岡崎商工会議所　１階　大ホール
ポイント・フォワード㈱
代表取締役　永田 るり子 氏
お一人様 6,000 円
新規学卒・高卒で入社１～３年目までの方等

人材支援担当　角岡・藤木・市川　☎ 53-6165担当中小企業支援部　高田　☎ 53-6164担当

他の参加者の皆さんの仕事に対
するやる気、前向きな気持ちを
見習いたいと思いました。

ビジネスゲームを通
じて『仕事に役立つ
コミュニケーション』
を学び、自然に仲良
くなれます。

部会 事業所名

商 

業

イオンリテール㈱イオン岡崎南店
石川包材産業㈱
㈱一心堂印房
㈱稲垣屋
志賀爲㈱
㈱ナンブ

食
品
・
サ
ー
ビ
ス

岡崎中央魚市場㈱
㈱岡崎ニューグランドホテル
タニザワフーズ㈱
東和給食㈱
㈱まごころ 
㈱六本木

情
報
文
化

岡崎高原開発㈱
康生ビル㈱
CDS㈱
綜合警備保障㈱岡崎支社
㈱ツツイエンターテイメント
㈱東海愛知新聞社
西日本電信電話㈱東海支店ビジネス営業部西三河営業支店

部会 事業所名

工 

業

栄屋乳業㈱
東レ・モノフィラメント㈱
丸石醸造㈱
㈱まるや八丁味噌

建 

設

朝日工業㈱
㈱インテルグロー
太田建設㈱
㈱岡崎工業
酒部建設㈱
杉林建設㈱
第一電力建設㈱
㈱太陽社
武田機工㈱
㈱トーエネック岡崎支店
㈱中根組
フジ興業㈱
松尾建設㈱
丸ヨ建設工業㈱

部会 事業所名

機
械
金
属

㈱オチアイネクサス
㈱クラタ産業
㈱ダッド
豊興工業㈱
㈱MINEZAWA

交 

通

岡崎通運㈱
岡陸タクシー㈱
㈾多々内モータース商会

理 

財

アクサ生命保険㈱岡崎支社
㈱名古屋銀行岡崎支店
野畑証券㈱
野村證券㈱岡崎支店

〈参加者の声〉 〈参加者の声〉

お申込み後「自社紹介用紙」を送付
しますので、必ずご提出ください。

詳細
お申込み

詳細
お申込み
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創立130周年
おかげさまで

　トヨタグループ唯一の油空圧機器専門メーカー豊興工業㈱は、新規
事業「油圧なんでも相談室」を2020年10月に立ち上げ、約２年間で
2,000件を超えるご相談に対応されています。
　「古い設備で当時の資料がないうえに詳しい社員も会社にいなく
なってしまった。不具合が起きた時には誰に頼ればいい？相談に乗っ
てもらえないか。そういったお客様の切実なお声を多数お聞きしまし
た。そこで、我々の経験を活かし、直接企業の困りごとにお応えした
いと思い開設に至りました。」と林室長。
　当初は、取引先への案内が中心でしたが、情報が届きにくい町工場
の方々にこそ必要なサービスであると感じ、地道に工場を回り、各
社の細かな課題を解決することに力を注がれたそうです。ご相談は、
装置の油漏れや回路図のない古い設備の対応が多く、現場で設備を確
認し図面を作成。この対応の早さが喜ばれ、相談は後を絶ちません。
「当社を知ってもらい、相談していただけることが何より嬉しい。相
談をきっかけに、新しい製品開発に繋げていきたい。」と林室長の言
葉にも力が入ります。大手企業にも対応できる
技術力を武器に、日々お困りごとの現場へ駆け
つけています。

古い設備を安定稼働させたい…　油漏れを対策したい…
油圧装置のお困りには「油圧なんでも相談室」がバッチリ解決！ 豊興工業㈱

▲室長　林 正樹さん（左）、担当員　本多 央憲さん（中央）、
　関谷 一明さん（右）

（取材／広報担当　林結花）

代表取締役社長　岡安 高雄 さん
所 在 地 ：鉢地町開山 45　
　　　　　☎ 48-2211
事業内容：油空圧機器、自動車部品、
　　　　　検査・試験機の製造販売
従業員数：424 名

企業DATA

油圧なんでも相談室

ものづくり岡崎フェア 2022
岡崎のものづくりを“全国へ 世界へ”発信！
岡崎のものづくり企業を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」を開催しています。個別の取引に向けた商談を進めることができます。
今回は“岡崎発”の高い技術を活かした産業用装置をはじめとする企業の研究開発をアシスト
する企業５社のラインナップです。

8 月〜9月の

ラインナップ

オンライン

アクセス
はコチラ

㈲伊藤金型

ダイキャスト金型から樹脂製品用
金型まで。金型のことなら、

あらゆるご要望にお応えします。

㈱ジェス

IoT 機器等の“受託開発”と
自社製品の“電脳工房・児雷也”で、
お客様のニーズを変幻自在に実現します。

㈱サン・タカハシ

油圧継手、ホース金具、
高圧継手の専門パーツメーカー

㈲小野金型

自動車内装部品やガス器具を
はじめとしたプラスチック部品
を生産するための金型を製作 ㈱クリエイトエンジニアリング

多くの賞を受賞した独自開発
の自動切粉破砕圧縮機。

大幅なコスト低減ができます。

OMS
岡崎ものづくり

推進協議会

➡

第３弾
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　特定商工業者に該当される事業所様に負担金納入通知書・
口座振替ご案内ハガキを発送しました。つきましては、８月
31 日（水）までにご納入をお願いします。なお、口座振替
は８月 17 日（水）となりますので、ご承知おきください。
　　　総務企画担当　板倉・三ッ矢　☎ 53-6161

令和４年度
「特定商工業者負担金」ご納入のお願い

担当

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：4,131 事業所（７月 19日現在）

順不同・敬称略
事業所名 事業内容

Cafe&Restaurant TOY BOX ハンバーグやステーキが人気の洋食屋
㈱木戸工業 製缶事業、精密機械の修理
(同)AZ MASTERS システム開発・ホームページ制作
㈱BIG TREE 介護
Sin Sei 製缶業
赤帽タイムリーサービス 軽貨物運送業
㈱保険ビルド豊田支店 保険業
㈱岡崎保険事務所 損害保険、生命保険代理店
㈱アバンス 造成工事、中古車販売
中部総合クリーナー㈱ ビルメンテナンス
仲西デザイン 工業デザイン
㈱ケイエス防水 各種防水工事一式
市橋 章男 歴史講座
㈱ P-FLAG 訪問看護ステーション
㈱ NANORUS 神経難病解析装置の製造販売

　　　　　
第568回常議員会ならびに
第252回臨時議員総会 報告 7/26（火）

≪議件≫
１．常議員補欠選任に関する件
　西日本電信電話㈱東海支店ビジネス営業部
　    西三河営業支店　支店長　牧野 幸弘 氏
２．本所諸規則一部変更に関する件
≪報告承認事項≫
１．参与の異動について
　新）岡崎税務署　署長　小川 洋明 氏
２．議員の職務を行う者異動について
　新）㈱愛知銀行岡崎支店　支店長　駿河 雅之 氏
　新）㈱加藤組　代表取締役　加藤 嘉泰 氏
　新）㈱十六銀行岡崎支店　支店長　田口 誠 氏
　新）豊田バンモップス㈱　取締役社長　望月 美樹 氏
　新）西日本電信電話㈱東海支店ビジネス営業部西三河営業支店　支店長　牧野 幸弘 氏
　新）名鉄岡崎タクシー㈱　代表取締役社長　竹中 崇晶 氏
　新）名鉄観光バス㈱ 岡崎支店　支店長　石川 浩司 氏
３．議員選挙選任経過について
４．主要事業の経過報告について
　１）【就職情報室の取り組み】経過報告
　２）【令和４年度 女性社員交流会】経過報告
　３）【令和４年度 若手社員交流会】開催案内
　４）【徳川家康公岡崎プロジェクト歴史講演会 第２弾】開催案内
　５）【小規模事業者持続化補助金 講習会】開催案内
　６）【事業再構築補助金 講習会】開催案内
　７）【改正育児介護休業法 講習会】開催案内
　８）【消費税インボイス制度 講習会】開催案内
　９）【第122回 日商簿記会計講座 初級】開催案内
５．新入会員加入について
６．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

日時

講師
担当

無料
　各種支援施策、事業計画の策定・申請のポイント、事業を
見直す発想法を事例とともに説明します。

〔持続化補助金〕
８月 18 日（木）、９月 30 日（金）、10 月 18 日（火）
各日 午後３時 ～４時

〔事業再構築補助金〕
８月 25 日（木）、９月９日（金）、10 月５日（水） 
各日 午後 1 時 30 分 ～４時 30 分 
中小企業診断士　柴田 竜幹 氏
中小企業支援部　井波　☎ 53-6500

補助金説明会

日時
講師

担当

無料
　改正ポイントを押さえながら、企業の取るべき対応と実務
について説明します。

９月 26 日（月） 午後１時 30 分 ～３時 30 分
社会保険労務士法人きたのまる
社会保険労務士　中瀬 高子 氏
中小企業支援部　今泉・神谷貴博・井波 ☎ 53-6164

改正「育児介護休業法」
基礎知識とわが社がとるべき対応

日時
講師
担当

無料
　基本的な消費税の仕組み、制度概要、今から準備すべきこ
となど分かりやすく説明します。

９月 30 日（金） 午後２時 ～４時
税理士法人ミライオ　税理士　小林 英之 氏
中小企業支援部　神谷貴博・井波　☎ 53-6500

消費税の仕組み、軽減税率、インボイス制度

詳細は
チラシを
ご覧ください。

詳細は
チラシを
ご覧ください。

詳細は
チラシを
ご覧ください。

日時

講師
担当

有料

８月 24 日（水） 午前９時 30 分 ～ 午後４時 50 分
　　 25 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　滝川　☎ 53-6191

　３次元ソリッドモデルからの設計・製図の手法を学び、設
計用ツールとしての CAD 活用法の習得を目指します。

初めての 3DCAD講座（Inventor 編）

新入会員交流会・若手社員交流会も開催します。
詳細は５ページをご覧ください。

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  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  人材支援担当　藤木・角岡・岡田・市川・箕浦・山本
　　　  ☎ 53-6165

地元に特化し、
貴社の採用活動を応援します！
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部会例会 月8・９8・９
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！

創立130周年
おかげさまで

※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。
※機械金属部会の8月例会は7月28日に開催しました。
※情報文化・工業・建設・交通・理財部会・女性部は休会です。

OB 交流会

視察研修会

さあ、深めよう! OB との絆!

第35回 東海ブロック大会 鈴鹿大会
「Top Speed」〜次代への舵を取り、同志と共にぶっちぎれ！〜

青
年
部

【担当：石原・柳瀨・高田　☎53-6500】

25木

３土

８

９

午後 
　6時30分〜
　8時45分

午前 
　7時25分〜
午後
　10時55分

会場：岡崎中央総合公園 武道館
会費：無料

集合：名鉄東岡崎駅　北口バスバース
会場：イスのサンケイホール鈴鹿(三重県鈴鹿市) 他
会費：お一人様 4,500 円

「経営者発想」で部下を育て、組織活性化につなげる

課長のためのマネジメント力強化セミナー（６/29）よりポイントをご紹介

部下育成を通じ、自身の
成果につなげ、ひいては
職場の活性化を牽引。自
身の“観察眼と傾聴力”
を磨くことが重要。

①少し高いレベルの仕事を与え
②フォローしつつ自力でやらせ切る
③成功体験を積ませる
※ Check → Advice → Help → Follow をまわすことがポイント

【具体的行動】

【具体的行動】目標・方針の明確化、フォ
ロー・サポート遂行、達意力の錬磨、
強い信頼関係の醸成 等

主体は人
経営方針に沿って、的確な判断の基軸を持ち、人（部下）を前向きに
動かし目標を達成させる総合力。（自身が行動をみせることが重要。）

【具体的行動】
戦略策定、部下の付加価値を引き出し、
最大限に発揮させる環境づくり 等

主体は組織
効率性と効果性を追求し、組織として機能させる力。組織の司
令塔として、人材の最大活用を考える。（人材マネジメント）

課長に求められる、

管理職は、

業績をあげて 50 点
部下を育てて 100 点

課長の使命…

リーダーシップ
　と　
マネジメント

セミナー報告セミナー報告

貸切バスにて移動

会場：岡崎商工会議所　4階　401会議室
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 (商業部会員は無料)
※9/29（木）に現地視察会（豊橋市）を開催します。

事例研究
㈲ヤマモトスポーツ/野球専門店

商
業

事前勉強会

【担当：滝川・柴田　☎53-6191】

23火８
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：㈱PAQLA　代表取締役社長　小塚 未波 氏
会費：無料
持ち物：スマートフォンまたはタブレット

商
業

勉強会

はじめてのスマホ動画作成セミナー
食
品
・

サ
ー
ビ
ス

24水８
午後
　３時〜
　４時30分 【担当：林結花・板倉　☎53-6161】
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表紙紹介

も
っ
と
岡
崎
、

　
き
っ
と
家
康

特設サイト

愛知県協議会ロゴマーク・キャラクター決定
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。

PR ポスター・のぼり旗配布しています

◀６/10 情報文化部会視察
  　「岩津城跡・信光明寺
　・圓福寺 他」

◀７/22 女性部見学会
「どうする家康～家康公ゆか
りの地を巡る～」三河の三ヶ
寺（勝鬘寺・上宮寺・本證寺）、
妙源寺、岩崎城、隣松寺 他

もっと岡崎、
きっと家康

特設サイト

も
っ
と
岡
崎
、

　
き
っ
と
家
康

申請方法等
の詳細 

▼７/ ８ 理財部会卓話会
　テーマ「桶狭間の合戦　
　～どうする元康～」

岡崎城への帰還、自立のいでたち
　桶狭間での敗戦後、松平元康（家康）の大きな節目が訪れる。戦国時代、戦に負け
れば一族滅亡の憂き目に合うか、家臣団分裂、お家の崩壊へと悲劇的な末路を迎える
のが当たり前。元康とそれに従う岡崎の武士たちは、そこを乗り切った。というよりも、
目の前に落ちていた強運を拾ったのだ。大樹寺で授かった「厭

おん

離
り

穢
え

土
ど

 欣
ごん

求
ぐ

浄
じょう

土
ど

」の旗
印をひっ提

さ

げ、堂々と「捨てられた岡崎城」に入ったという。その時に着用していた
と伝わるのが「金

きん

陀
だ

美
み

具
ぐ

足
そく

」である。
　この具足、本物は久能山東照宮で保管される国の重要文化財でもある。当該資料館
の解説によれば、江戸時代を通して江戸城内紅葉山の宝物庫に厳重に保管されていた
というが、一説には江戸城大名溜りの間に置かれていたとも聞く。いずれにしろ、「大
高城兵糧入れ具足」とも呼ばれていたことから、家康公岡崎城帰還時着用の代

しろもの

物に間
違いないだろう。三河武士のやかた家康館には、そんな思いが伝わってくるレプリカが来場者の目を惹く。

「金
きん

陀
だ

美
み

」と名付けられているように、兜から脛
すね

当
あ

てまで金
こんでい

泥で美しく彩られている。しかしその造りは至って
合理的で、兜は金泥三枚張り頭

ず

形
ぎょう

で立
たて

物
もの

は無し、庇
ひさし

の部分は視界の邪魔にならない程度に小さ目である。また
胴の部分も同様、細工は施さず金陀美鉄板打

うち

延
のべいた

板でつるりと二枚胴に仕上げられている「仏
ほとけ

胴
どう

」。胴体の前後を
守る形だ。甲冑全体は黒

くろ

糸
いと

縅
おどし

であり、きりりと引き締まった感じが好ましい。19 歳の若さで戦の最前線を駆け
た青年武将の目一杯の虚栄が伝わってくるようだ。勘違いをしないでいただきたい。この具足こそが紛

まご

うこと
なき「岡崎の家康自立のいでたち」なのだということを。

金陀美具足レプリカ
（三河武士のやかた家康館）
松平元康像（岡崎公園）

5

（文／市橋 章男 氏　表紙デザイン／生田 薫 氏）

【対象】
愛知県内商工会議所・商工会 会員
愛知県観光土産品協会 会員

　愛知県への観光誘客の拡大と
周遊観光の促進を目的に設立さ
れた同協議会では、物販等を通
して県内事業者のビジネスの後
押しを図るため県協議会ロゴ
マーク及びキャラクターを作成
しました。希望する事業者の皆
様は無償で活用いただけます。

愛知県大河ドラマ「どうする家康」観光推進協議会
ロゴマーク等のデザインの利用について

家康公に学ぶ例会を２部会・女性部で開催

「徳川家康公岡崎プロジェクト」
第 10 回 ６月 28 日（火）中ホール
第 11 回 ７月 26 日（火）中ホール

開催
報告

お知らせ　★詳細は特設サイトをご覧ください。
☞歴史講演会「三河一向一揆と二分した家臣団」〔８/ ８開催〕の
　講演内容は後日オンデマンド配信を予定しています。
☞｢家康公検定 2022」〔10/15 実施〕
　受験申込みは８/12 迄
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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 ８/10 ㈬ 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

８/２ ㈫
８/９ ㈫、９/６ ㈫
８/23 ㈫　
８/30 ㈫

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 ８/18 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　清水 広有 氏

④ 経　営　相　談　
　  販売促進、創業等に関するご相談

８/22 ㈪
９/５ ㈪

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

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 ８/25 ㈭ 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

⑨ Ｄ　Ｘ　相　談
　  業務効率化・情報セキュリティ等に関するご相談 随時 ー 中小企業診断士

DX相談員 等

  ☎ご予約は①53-6165、②~⑥53-6164、⑦~⑨53-6191

※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）

育児休業期間中の社会保険料免除要件の改正（令和４年10月～）社労士に聞く！人事労務のツボ　第64回

　令和４年 10 月から、育児休業期間中の社会保険料免除要件が改正されます。主な改正内容は、下図（出典元：日本
年金機構）のとおりです。また、改正に合わせて申出様式も変更されますので、10 月以降は新様式をご利用ください。

⇒詳細は 育休免除の見直し　令和４年 10 月  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）

①月額保険料（上段図は、現行どおり。）
　育児休業の開始月については、同月末日が育児休業期間中
　である場合に加え、同月中に 14日以上育児休業を取得し
　た場合にも免除。

免除
N月 月末

免除されない
（N+1) 月

育休期間　３日

免除
N月 月末

免除されない
（N+1) 月

育休期間　14日

②賞与保険料
　育児休業を 1か月超（暦日）取得した場合のみ免除。

免除
N月 月末

免除されない
（N+1) 月

N月〜（N+1）月で暦日１か月超の育休期間

N月 月末
免除されない
（N+1) 月

育休期間　３日
免除されない

創立130周年
おかげさまで

※講習会を開催します。詳細は同封チラシをご覧ください。
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