


創立130周年
おかげさまで

夢をカタチに！創業という選択特集

　年間約 7,000 件の経営相談のうち、
約 150 件が創業予定者による相談です。
　創業計画、資金調達、税務、労務の準
備など幅広い分野で、地域に芽吹く商売
をサポートし、開業後もその都度、課題
解決に向けた支援を行っています。
　今回は、市内で産声をあげた経営者
ルーキー３名にご登場いただき、長年の
夢をカタチにした開業までの道のりと
今後の目標についてお聞きしました。

会員数 4,135 事業所（R4.8.18 現在）
〔個人 1,278 件（30.9％） 法人 2,822 件（68.2％） 団体 35 件（0.9％）〕

創業年別

中小企業支援部　☎ 53-6500・53-6164

日時：10 月３日（月）・20 日（木）・28 日（金）
　　　各日 午前 10 時～午後４時
会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：松本中小企業診断士事務所
　　　中小企業診断士　松本 久敏 氏
内容 : ●先輩創業者の本音トーク
　　　　～創業前と創業後、想定外のできごと～
　　　●ビジョンと事業戦略・計画の策定　　
　　　●ターゲットと提供価値との適合
　　　●人材の確保と活用　　　　　　　　　
　　　●資金の調達と運用・管理

おかざき創業塾 BASIC　　
受講者募集中
　　

【Profile】　高校卒業後、建築系専門学校で建築の基
礎を学び、就職は迷わず建設業の道へ。23 歳で上京。工
務店勤務時代は、現場監督として大小様々な建物の施工
監理に悪戦苦闘するも、設計士と職人衆の協力を得て、
現場力を培う。30 歳を機に岡崎市へ帰郷し、地元建設会
社での勤務を経て、2018 年独立開業。増収増益を重ね、
2021 年 1 月法人設立。

困ったら頼れる場所
開業の時も法人設立の時も、職員さんを頼り、何度も足
を運びました。特に手続きは書類の多さに驚きましたが、
詳しく教えてもらえとても助かりました。いつも ｢何か
あったら連絡してくださいね｣ と言ってくれる職員さん
がいてくれることが、まず安心でした。

今の時代に合う現場を目指して
現在、西三河エリアを中心に建築家がデザインした注文
住宅の施工を請け負っています。オリジナリティーに富
んでいて、パターンも使用する資材も違うので、毎回、
工事の依頼にワクワクしますね（笑）。
一軒一軒のこだわりに応えられるように資材の調達や依
頼する協力業者さんを編成できるのは、東京時代に鍛え
られたおかげだと感じています。
現場では、指示する側、される側の上下関係で無く平等
の関係性。これからも良いネットワークを築きながら、
今後の事業拡大を見据えて、一緒にこの事業を担ってく
れる若い人材も探していきたいと思っています。

㈱建
たて

屋
や

代表取締役　中澤 幸士 さん

〔建築家と建てる注文住宅等
の施工〕
滝町根張沢 48-3 分館 2 階
☎ 27-7010

【Profile】　小学生の時、初めて岡崎から豊田スタジ
アムまで走行したマウンテンバイクでのツーリングに感
動。以来、スポーツバイクの世界に魅了。高校卒業後、「30
歳までに独立してスポーツバイク専門店を開業」を目標
に修行を決意。西尾市の老舗自転車店にて接客・仕入・
在庫管理の経験を経て、店長を務める。開業に向け店舗
を探していた折、仕入先エリア担当者より、後継者が
無く廃業を考えている自転車店との引き合わせがあり、
2021 年 12 月事業承継・28 歳で開業。

事業承継という思いがけない創業
創業融資の相談で商工会議所へ行ったのが始まりです。
融資には創業計画書が必要で、書き方のレクチャーを受
け、その後、何度も添削してもらいました。開業後に補
助金申請へ活用できるようにと、内容も深掘りし、より
具体的な計画を立てることができました。また、思いが
けない形で店舗が見つかり、事業承継の話があった時は、
専門家への相談（本誌 10 ページ「事業承継相談」参照）
にも立ち会ってもらい、事前に確認しておきたい契約内
容や準備・手順について詳しく聞くことができました。

目標は『スポーツバイクをカルチャーに』
修行期間も今も大変だと感じたことはありません。ただ、
不安や心配は沢山あります（笑）。やりたいことを決め
ているので、それができる楽しさを力にして、カッコイ
イ自転車を提案していきます。

じてんしゃ創庫モック
代表　吉田 一平 さん

〔自転車販売・修理・カスタム〕

上里 2-14-13
☎ 73-9031
火・水定休

【Profile】　29 歳で会社員を辞め、大阪あべの辻製菓
専門学校へ入学。卒業後、洋菓子店での修行の傍ら、創
業を夢見る。単身イタリアに渡り、約９年間レストラン
のドルチェ部門にて経験を積む。2019 年帰国。ホテルの
イタリアンレストラン勤務を経て、2021 年 12 月開店。

実際に数字を目の当たりにして…
ようやく第一歩を踏み出せました。周囲への感謝と共に、
これまでの人生で良かった事も悪かった事も全て必要な
経験であったと実感する日々です。
洋菓子店で働いた経験もあるので、夏は売上が落ちるこ
とは理解していましたが、実際に、数字として見たとき
には、どうしよう…と動揺してしまいました（笑）

自分にリミットをつくる
現在、商工会議所の記帳指導で、毎月、担当職員さんに
帳面を見てもらっています。お店では一人で何でもしな
くてはいけないので、モチベーションを保つために意図
的に自分へリミットを設定して “ やる環境 ” をつくって
います。あとは、人との繋がりですね。お店にいると、
ここだけの世界になりがちなので、外との繋がりが持て
る時間が大切だと感じています。商工会議所の方に話を
するだけで、その安心感があり、相談もその都度できる
のが嬉しいです。

計画を 1 つずつ
スタートは店頭での販売。7月にはイートインスペース
を設けました。今後は、通販やイタリアの現地の人たち
との交流を生かした事業もして行きたいと思います。

ソノ コンテンタ
代表　出口　彩 さん

〔イタリア菓子 製造・販売〕
若宮町２-23
☎ 73-9031
月・木定休

開業時に苦労したこと 【参考】日本政策金融公庫 総合研究所
　　　 「2021 年度新規開業実態調査」

（n ＝ 1,425 ／複数回答）
資金繰り、資金調達

顧客・販路の開拓
財務・税務・法務に関する知識の不足

従業員の確保
仕入先・外注先の確保

57.6％
44.8％
38.4％
15.1％
15.1％

※全回受講の創業者は、「特定創業の認定」
　の条件を満たします。

対象：創業に関心のある方、創業して間もない方等

DATA

創業者から 100 年以上続く老舗まで、地域を支える事業所の
皆様にご利用いただいています。
時代とともに変化する経営環境を捉え、皆様の次の一歩を
岡崎商工会議所が応援します。

101年以上 4%
不明 １%

〜5年 8%

6〜10年
　9%

11〜20年
　14%

21〜40年
　23%

41〜60年
　24%

61〜80年
　13%

81〜100年 4%
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■企業DATA■

代表者名
電 話
事業内容
　〈主なメニュー〉
牛たま焼き、たこ焼き、かき氷　など
　〈主な出店場所〉
南公園、幸田憩いの農園、マグフーズ中島店、享成自動車学校　など

内藤 育
いく

大
お

 さん
090-1784-6436
キッチンカー事業

　５年前に初チャレンジしました。他の「キッチンカー
のたこ焼き屋」と差別化を図るため、たこ焼きの元祖で
ある「牛たま焼き」の商品開発と宣伝活動費を事業計画
に盛り込み、申請・採択され実施しました。ホームペー
ジで「牛たま焼き」のPRをしつつ、各出店場所にタペ
ストリーを置き、店構えを良くすることによって立ち寄っ
てくれるお客さんが増えました。
　２回目は、２年前。新型コロナウイルス感染症拡大に
対応するため、ＥＣ機能付きホームページの開設とキッ
チンカーの増設を計画し、実現できました。

牛
ぎゅう

ちゃん
ホームページ開設・キッチンカー増設ができた！

今までの持続化補助金活用の内容は？

　新商品開発の後押しになったことはもちろん、ホーム
ページを見られた子ども会や遠方の自治体からもイベン
ト出店の依頼が入り、販路開拓に繋がっています。キッ
チンカー増設により、売上増加とともに従業員のやる気
にもつながり、とても良かっ
たと思います。コロナの収束
でイベント・学校行事が普通
にできるように早くなってほ
しいです。

持続化補助金は、御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地道な販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する
「小規模事業者持続化補助金」。本所でも多くの方が活用し、新規顧客開拓・売上アップに繋げられました。
　今回は、過去２回にわたり、この持続化補助金を活用した〈牛ちゃん〉の代表 内藤さんを取材しました。

ホームページ

　新型コロナウイルス感染症が落ち着いた春先は、イ
ベント出店も増え、売上は順調でしたが、第７波で夏
のイベントや学校行事が中止になり影響を受けていま
す。しかし、各出店場所によりお客様のニーズはそれ
ぞれです。また季節に合わせたメニューを提供して、
喜んでもらえるようがんばります。

コロナ禍の今、売上状況はいかがですか？

▲代表　内藤 育大 さん

持続化補助金の概要

補助額

補助対象者

公募期間

商業・サービス業（従業員 5人以下）、宿泊・娯楽業、製造業、その他（従業員 20人以下）
※原則、役員・アルバイトは除いた人数

第９回受付⇒９月20日（火）まで　　第10回受付⇒12月上旬（予定）　　第11回受付⇒2023年2月下旬（予定）

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

担当職員のひとこと

事業計画作成から実績報告まで職員が一
緒にサポートします。
まずは、講習会（本誌７ページ掲載）の
ご受講をおすすめします。補助金活用を
お考えの方は、お早めにご相談ください！

中小企業支援部　☎53-6500 平岩佳奈

南公園限定
かき氷「梨」味を

いただきました！

詳細
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創立130周年
おかげさまで

日　時：10 月 26日（水） 午後２時 ～４時 
会　場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講　師：（一社）アンコンシャスバイアス研究所
　　　　理事　杉本 美晴 氏
参加費：無料
定　員：70 名（申込先着順）
対　象：経営者、人事担当者、外国人雇用に
　　　　関心のある方

岡崎地区外国人雇用管理推進協議会 外国人労働者の適正な雇用管理推進を目的に
勉強会や情報交換会などを開催しています。

【お問合せ】岡崎地区外国人雇用管理推進協議会事務局（岡崎商工会議所内）　市川・角岡・箕浦　☎ 53-6165

お申込みは
こちら↓

岡崎地区外国人雇用
管理推進協議会

30周年記念講演会
「アンコンシャスバイアスを知る・気づく・対処する」

一人ひとりがイキイキと活躍するための“外国人雇用”を考える

「アンコンシャスバイアス」とは？
誰しもがもっている無意識の思い込み。
例）出身地でお酒が強いかを想像することがある
　   「男らしく」「女らしく」と思うことがある
　   「普通は○○だ」と思うことがある
本講演会ではその思い込みを意識して対処する方法を知ることで、
職場の活性化やコミュニケーション、人材育成に役立てるヒント
を学びます。

会員募集中！
詳細は⇒

『地元に特化＋採用力向上』をサポートします！
就職情報室 OKナビ 2024　登録募集スタート

② 学生・求職者との出会い ③ 採用力の向上

就職情報室OKナビ2024

① 企業の魅力を発信 

＜合同企業説明会＞
年８回開催

＜セミナー＞
採用の最新

動向をお伝え

＜産学懇談会＞
大学、高校との

関係強化に

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

OK ナビ公開は
11/１（火）から

〔大学生等の新卒採用を考えている企業様へ〕

採用対象：大学生・短大生等（2024 年卒）
　　　　　中途求職者
登 録 料：本所会員 70,000 円
登録期間：登録日～ 2023 年 12 月

詳細
まずはご連絡
ください！

採
用
環
境

★リクルートワークス研究所　大卒求人倍率調査（2023 卒）【2022.4.26】

2023 卒大学生の求人倍率 1.58★。
学生優位の売り手市場が継続。

大学・高校とのつながりづくりなど、
積極的な活動を後押しします！

➡

学生の就職活動は早期化。大学３年生
の夏にはすでに企業研究を開始。

11 月からのサイト開設、イベント
開催で PR の機会を作ります！

➡

インターンシップや動画、オンライ
ンの活用など、採用方法は多角化。

最新の動向、ノウハウをお伝えする
セミナーも開催！

➡
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岡崎商工会議所議員 選任・選挙　経過報告

１号議員 70 人を選任
選任された１号議員 （事業所名 50音順・敬称略）

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。
８月22日に１号議員70人を含め全議員140人が確定しましたので報告いたします。
〔任期：令和４年11月１日〜令和７年10月 31日〕

＼  企業と従業員を元気にする ／

健康経営優良法人認定 2023の申請が始まりました！
申
請
期
間

中小規模法人部門
10月 21日（金）まで
大規模法人部門
10月 14日（金）まで

詳細

ロゴマーク

「申請のための直前対策セミナー」
オンラインによるライブ・セミナーです。
申請の流れやポイントを健康経営の専門家が解説します。

日時：９月 28 日（水）午後２時～４時
対象：健康経営優良法人 2023（中小規模法人部門）
　　　に申請予定の企業経営者・ご担当者様
料金：無料

直前対策セミナーを受けた方、限定！
「個別相談会」
日時：10 月６日（木）、７日（金）
　　　各日 午前 10 時～午後４時　※１社最大１時間
会場：岡崎商工会議所　５階　503 会議室
料金：無料　
定員：先着 10 社
※事前予約制　☎ 53-6500

詳細は同封チラシを
ご覧ください。

◆今年から認定申請料が必要です
大規模法人部門
税込 88,000 円／件

中小規模法人部門
税込 16,500 円／件

あいち印刷㈱ 喜栄工業㈱ 豊田バンモップス㈱ 三浦木材㈲

㈱愛知銀行岡崎支店 ㈱三葵コーポレーション 中島急送㈱ 三河紡毛㈱

青山㈱ ㈱十六銀行岡崎支店 ㈱永田石材問屋 ミクスネットワーク㈱

( 税)アドバンス ㈱正文館書店 ㈱永田屋本店 三井機工㈱

㈾池田屋 白濱建設㈱ 名古屋鉄道㈱東岡崎幹事駅 三井住友信託銀行㈱岡崎支店

㈱市川メガネ 伸興荷材㈱ 日清紡メカトロニクス㈱
美合工機事業所 三井ミーハナイト・メタル㈱

㈱犬塚石材本店 ㈱新東 ハチスカ㈱ ㈱みどりや
畝部泰則税理士事務所 
畝部泰則 鋤柄農機㈱ ㈱花徳 ㈱ミラートーク

エラステック㈱ ㈱セントラルソフトサービス ㈲原田電工社 名鉄観光バス㈱岡崎支店

㈱大岡屋 ㈱大建 ヒサコー観光㈲ ㈱ヤスフクセラミックス

大久保商事㈱ 大洋荷役㈱ ㈱深津住宅センター ㈲山田管工

㈱太田商店 大和化成工業㈱ フジイビニール㈱ ユニチカ㈱岡崎事業所

㈱岡田印刷 ㈱髙木化学研究所 ブラザー印刷㈱ ㈱ヨシノ印刷

㈲オプト・ヨシカワヤ ㈱たけうち 碧海信用金庫岡崎支店 ㈱緑風造園

㈱オリバー ㈲田中新聞店 ㈱ホンダカーズ三河 ㈱レインボー

㈱片岡機械製作所 寺井土木㈱ 松原鉱油㈱ ワタナベ鯉のぼり㈱

㈱加藤英太郎写真場 ㈱東海機械製作所 ㈱マルコおおむら

㈱河合経営経理研究所 ㈱東洋工務店 三浦会計事務所 三浦勝美

健康経営は、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、企業のイメージ
アップによる人材確保や離職率低下に効果があるとされています。
経済産業省から「健康経営優良法人」に認定されると、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 にもつながります。

岡崎商工会議所会員
の中では、79社が
認定されています！

　中小企業支援部　林みずほ・今泉・鈴木　☎ 53-6500

❶ ❷

担当
2022.9
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創立130周年
おかげさまで

　９月は防災月間です。各地で発生する地震などのニュー
スを見て、防災意識が高まっている方も多いのではないで
しょうか？そこで必要となるのが「食料・飲料水」。災害
時に最低限必要な量は「一人あたり３日分」と言われてい
ます。これは、救援物資が手元に届くまでに時間がかかる
ためです。
　今回は、防災食の企画開発を手掛けるエスエスフード㈱
の備蓄用防災食「コップパン」を紹介します。
　コップパンは、紙製のコップにしっとり柔らかいパンが
入った商品です。国産小麦を使用しており、豊かな風味と
ほんのり甘い味わいがします。5年間の長期保存が可能なう
え、乳・卵不使用でアレルギーに配慮した安全・安心な備
蓄食です。また、保存料、着色料、香料といった食品添加
物を使用していないのも嬉しいポイントです。
　さらに、災害時には電気・水道などがストップすること
が想定されます。本商品は、開封後すぐに食べられ、ゴミ
が少ないのも特徴です。
　企業のほか保育園・幼稚園・高齢者
施設など幅広く採用されています。
貴社の備えにいかがでしょうか。

災害時の備えに
国産小麦使用の防災食「コップパン」はいかが？ エスエスフード㈱

（取材／広報担当　杉本）

代表取締役社長　服部 隆平 氏
所在地 ：大門５-13 -１　　☎ 47-8728

企業DATA

詳細は
ホームページへ⇒

事業所・施設の備蓄にオススメします！ぜひ、ご活用ください

▲管理栄養士 兼 防災士の畠山さん

希望小売価格
１個627円（税込）
１ケース（30個）単位で販売

しっとり柔らか

2023 年大河ドラマ「どうする家康」の舞台となる三河地方。
主人公である徳川家康公にちなんだ「家康公グルメ」や「ゆかりの地」を
楽しんでいただくスタンプラリーを開催します。

三河観光GON ・三河中央エリア経済会議

広報観光担当 杉本・林結花　☎ 53-6161 

第１弾

主催 蒲郡（G）・岡崎（O）・西尾（N）の商工会議所と観光協会で組織し、
広域連携で情報発信や交流人口増加を図る活動を行っています。

三河観光 GON グルメスタンプラリー ３年ぶりの開催
蒲郡・岡崎・西尾の飲食店 45 店舗の“家康公グルメ” を堪能しよう！

第２弾予告
大河ドラマ館来場者特典キャンペーン  〔令和５年 １月下旬〜５月 31 日 （水）〕
大河ドラマ館（岡崎市）の入場を証明できるものを各店舗でご提示いただくと、お
得なサービスを受けられます。〔例：ドリンク全品５％ OFF  対象商品 100 円割引〕
※スタンプラリー参加店舗とは一部異なりますので、ご注意ください。

ここから
参加！

事前に参加登録を
してください

家康公をイメージした料理や長寿を支えた健康食など魅力的なグルメがいっぱい！

大河ドラマ館（岡崎市）の
チケットや３市の特産品
など何が当たるかは、お
楽しみ…。 

抽選で
プレゼント

担当
2022.9
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会議所の動き

会員情報



　８月８日に開催した歴史講演会では、若き家康公にとっ
て最大のピンチともいえる「三河一向一揆」をテーマに、
苦難を乗り越え、さらに家臣団との団結力を強めていった

「チーム家康」について学びました。
　講演内容は、本所 YouTube 公式チャンネルにて現在公
開中。岡崎に来られる観光客の方々にもお話ししたくなる
内容が満載です。どうぞご視聴ください。
　第１弾「岡崎時代の家康公」もご一緒にお楽しみください。

歴史講演会　オンデマンド配信開始
第 2 弾「三河一向一揆と二分した家臣団」

広報観光担当
林結花・杉本・松岡・山本
☎ 53-6161

担当 詳細

　1922 年に創立した日本商工会議所は、今年 100 周年を
迎えるのを記念して、オンライン講演会を開催しています。

日本商工会議所創立 100 周年記念 オンライン講演会
第３弾「変化への挑戦」

９月９日（金） 午前 11 時～
　 16 日（金） 午後６時～
※後日アーカイブ配信もあります。
日本商工会議所　会頭　三村 明夫 氏

（日本製鉄㈱ 社友名誉会長）

日時

講師

詳細

　「働き方改革」で求められる長時間労働の是正などのポイ
ントを下記の２部構成で解説します。

第１回 労働講座（本所共催）
時間外労働におけるルールと労働時間の管理

10 月３日（月） 午後１時 30 分～４時 30 分
愛知県西三河総合庁舎　10 階　大会議室
岡崎労働基準監督署 副署長　梅本 嘉一 氏

（公財）あいち産業振興機構 愛知県よろず支援拠点　
コーディネーター　山田 浩司 氏
無料（但し事前申込が必要です）
40 名（先着順）
９月 26 日（月） 必着

愛知県西三河県民事務所産業労働課　☎ 27-2720

日時
会場

料金
定員
締切
お申込み・お問合せ

講師

詳細

・時間外労働割増賃金率の引き上げを中心とした時間外
　労働や賃金等について
・労働時間の適切な管理や生産性向上のための具体的な
　手法等について

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。（各回同じ内容です）

〔事業再構築補助金〕
９月９日（金）、10 月５日（水）、 11 月 17 日（木）
各日 午後１時 30 分～４時 30 分

〔持続化補助金〕
９月 30 日（金）、10 月 18 日（火）、11 月９日（水）
各日 午後３時 ～４時
中小企業診断士　柴田 竜幹 氏
中小企業支援部　井波・神谷貴博　☎ 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

10 月７日（金） 午前９時～午後５時
マルヤス工業㈱　
ものづくり推進室　QC 推進グループ　西田 沢磨 氏
産業振興部　滝川　☎ 53-6191

　品質管理の考え方や取り組み方法、問題発見やその解決手
法を学びます。

〜 QC 的な仕事の進め方〜
問題発見・解決手法講座

日時
担当

無料

10 月 19 日（水） 午後 2 時～午後 5 時
産業振興部 　☎ 53-6191

　中小企業における省エネの取組みについて、学識者、専門
家の方々に実例を交えたお話を伺います。

省エネセミナー＆個別相談会

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  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　岡田・角岡・藤木・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！

日時

講師

無料

10 月６日（木）午前 10 時～正午
11 月２日（水）午後１時 30 分～３時 30 分
12 月１日（木）午後１時 30 分～３時 30 分
税理士法人アドバンス　税理士　野々山 育成 氏
中小企業支援部　今泉・神谷貴博・井波 ☎ 53-6164

　施行までにすべきことや、経理の実務上の注意点を分かり
やすく説明します。

改正電子帳簿保存法
〜これからの経理がどう変わるか〜

担当

会議所の動き

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。
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部会例会 月９９
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。
※機械金属部会は休会です。

視察会

９月例会はアカデミア！
アカデミックに鎌倉、湯河原、伊豆を訪ねる

女
性
部

９ 〜
午前７時出発〜
午後６時40分到着（予定）

視察先：鎌倉大仏・鶴岡八幡宮
　　　　・大河ドラマ館 他
会費：お一人様 44,000円

【担当：平岩佳奈・高田　☎53-6164】

22木 23金

会場：岡崎商工会議所　２階　中ホール
講師：岡崎ふるさと歴史教室　主宰　市橋 章男 氏
会費：無料

商
業

卓話会

屏風画から紐解く“長篠の合戦”
～三河武士たちの活躍を見る～

理
財

28水９
午後
　２時30分〜
　４時 【担当：三ッ矢・中垣　☎53-6161】

午後
　２時〜３時

会場：岡崎商工会議所　４階　特別会議室
講師：マルサンアイ㈱　開発部門　ご担当者様
会費：無料

５水10

卓話会

【担当：竹内　☎53-6191】

工
業

部会員企業に学ぶ
創業70周年 味噌と豆乳のパイオニア

「すごいぜ大豆パワー！マルサンアイ㈱」 卓話会

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：岡崎警察署　生活安全課　課長　永田 英巳 氏
　　　　　　　　　交通課　課長　稲吉 昌志 氏
　　　　　　　　　交通課　課長代理　園生 賢一 氏
会費：無料

商
業

説明会 

市内の犯罪・交通事故状況と
アルコールチェックのポイント

交
通

７水９
午後
　２時〜
　３時30分

【担当：神谷貴博・林みずほ　☎53-6500】

午後
　２時〜
　３時30分

会場：岡崎商工会議所　１階　大ホール
講師：東洋大学大学院　教授　
　　　PPP（公民連携）研究センター長　根本 祐二 氏
会費：無料

３月10

講演会

【担当：鈴木　☎53-6500】

建
設

インフラ老朽化問題について
～「朽ちるインフラ」問題の解決方策と中小建設業の貢献～

視察研修会

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：柳瀨・高田　☎53-6164】

３土９
午前 
　7時25分〜
午後
　10時55分

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

貸切バスにて移動

貸切バスにて移動

※延期になっていた８月例会は、９月 22日（木）に開催決定しました。

会場：㈲ヤマモトスポーツ・豊橋市視聴覚教育センター
講師：㈲ヤマモトスポーツ　代表取締役　山本 泰弘 氏
　　　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（商業部会員は2,000円）

“このお店”に来て買いたい
〔事例研究：㈲ヤマモトスポーツ/野球専門店〕

商
業

店舗視察・社長卓話会

【担当：滝川・柴田　☎53-6191】

29木９
午後
　１時出発〜
　５時10分
　到着予定

貸切バスにて移動

会　議 午後０時15分～０時30分
会場：岡崎商工会議所　2階　中ホール
※昼食を用意します。（お二人目からは昼食代1,000円）
視察会 午後１時～５時40分
視察先：本證寺・浄珠院・土呂八幡宮・満性寺
交流会 午後６時～８時
会場：日本料理 みなみ
会費：視察会+交流会　お一人様 7,000円
　　　視察会のみ　お一人様 2,000円

商
業

会議・視察会・交流会

副部会長選任に関する件
本證寺・浄珠院・土呂八幡宮・満性寺

情
報
文
化

21水９
午後
　０時15分〜
　８時

【担当：藤木・岡田・箕浦　☎53-6165】

貸切バスにて移動

【担当：林結花・板倉　☎53-6161】

視察会 午後2時40分～4時40分
視察先：㈾柴田酒造場
交流会 午後5時30分～7時
会場：一升（いちます）
会費：視察会+交流会　お一人様 7,000円
　　　視察会のみ（現地集合・解散）　お一人様 1,000円

商
業

視察会・交流会
「ココでしか味わえない！」を演出する
魅力的な“iNakaづくり”に学ぶファンづくり
㈾柴田酒造場

食
品
・

サ
ー
ビ
ス

20火９
午後
　２時出発〜
　８時到着予定

貸切バスにて移動

2022.9
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表紙紹介

も
っ
と
岡
崎
、

　
き
っ
と
家
康

特設サイト

大河ドラマ「どうする家康」放送まで４ヶ月。販路開拓を後押し！

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

大河ドラマ館に隣接する臨時物販販売所での販売
商品に関する事業者向け説明会が行われます。
参加ご希望の場合は、詳細（QR コード）
をご確認のうえお申込みください。
日時：９月 27 日（火） 
　　　①14:00～15:30　②18:00～19:30
場所：岡崎市役所　分館　３階会議室　
お申込み：（一社）岡崎パブリックサービス
　　　　　担当：千賀・中根・山本
メール：miyage@ops.or.jp　☎ 23-1917
締切：９月 20 日（火）

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

ライフスタイル
Week 関西 HP

※仕入れ・商談のための展示会です。
※ご入場の際は招待券が必要となりますので、ご希望の
　方はご連絡ください。〔産業振興部　☎ 53-6191〕

家康公のプレゼント？
　母のいない幼い竹千代（家康公の幼名）を育てた女性がいる。祖父・松平清康の妹
とされるお久

ひさ

の方（俗称、史料では「しんさう」）である。お久はもともと足助城の鈴
木重政に嫁いでいたが、清康が不慮の死を遂げると離縁され岡崎城に戻った。於

お

大
だい

が
離縁されるとその代わりとなって竹千代の面倒を見たということだろう。ただ、この
女性は駿府の人質を岡崎に戻すための大きな力になっていたのではないかと思われる
文書も残している。「大

だい

仙
せん

寺
じ

（大泉寺）宛元信黑印状」と呼ばれる文書だ。
　これは「自分（お久） が建立した大仙寺について、元信（家康）の名でその寺領を認める」
という内容である。新編岡崎市史では「元信の潜在的な岡崎領主権」を主張したもの
と解釈している。「岡崎に返せ返せ」の一点張りではなく、実質的な岡崎領主と言う外
堀を埋めたということだろうか。冷静で賢い女性だ。お久は家康公が岡崎に戻った後、息を引き取ったと考え
られている。自分の願いが通じ安堵したのだろうか。「兄（清康）の墓を建てて、自分もその横に葬って欲しい」
という遺言を残した。こうして家康公の手によって建立されたのが隨念寺。境内地には石垣でひときわ高く造
成された「清康廟」がある。そして、清康の墓と並んでこのお久の墓も建てられている。
　そうそう、隨念寺にはこの時に家康公によって寄贈されたと伝わる珍しい「香合（お香の容器）」が残されている。

「梔
くち

子
なし

紋
もん

堆
つい

朱
しゅ

香
こう

合
ごう

」。箱書から永禄 5 年（1562）に寄贈されたこと、元の時代の作家によるものであることが確認
されている逸品だ。堆朱というのは漆を塗り重ねて模様を浮き立たせる技法である。このような素敵な品、家康
公のお久への心ばかりのプレゼントであったのかも知れない。

松平清康公廟
梔子紋堆朱香合（隨念寺）

6

（文／市橋 章男 氏　表紙デザイン／生田 薫 氏）

■期間：９月 28 日（水）～ 30 日（金）
■場所：インテックス大阪　
　　　　６号館１階Ｂゾーン
　　　　（大阪市住之江区南港）
　　　　※展示会「ライフスタイル Week 関西」内

出展企業紹介

岡崎公園内 臨時物販販売所に関する
出品事業者説明会のご案内

☞愛知県協議会「認証ロゴマーク」
　（物品等の販売で利用する場合）
　９月１日より申請開始
　申請窓口：本所　産業振興部　☎ 53-6191

☞岡崎市協議会「気運盛り上げポロシャツ」販売
　市内４店舗で受付中

詳細は上記特設サイトにて掲載中

企業名
（50 音順・敬称略） 展示内容

石嶽石工業㈲ 石の庭園

太田油脂㈱ えごまオイル、菓子　など

㈲コトブキ工芸 自社ブランド「iebito」、
商品 PLAY クッションシリーズ　他

(同)SEKIRYO 黒御影石を使用した寿司下駄、花瓶

㈲ダイテック 金刻、THE SCREW、ベビーリング等

㈲ライブコットン シルクコットン二重織レッグウォーマー

〜日本商工会議所が主催する展示商談会〜

2022.9
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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 ９/21 ㈬ 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

９/６ ㈫、10/４ ㈫
９/13 ㈫
９/20 ㈫　
９/27 ㈫

午前10時〜
午後４時

税理士　小島 淳 氏
　同　　小林 英之 氏
　同　　中嶋 有美子 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 ９/15 ㈭ 午後１時30分〜 弁護士　牧野 守 氏

④ 経　営　相　談　
　  販売促進、創業等に関するご相談 ９/５ ㈪・26 ㈪ 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 ９/13 ㈫ 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）

愛知県 最低賃金986円に引き上げ（10月から）社労士に聞く！人事労務のツボ　第 65 回

　中央最低賃金審議会で取りまとめられた令和４年度最
低賃金額改定の目安が、厚生労働省より公表されました

（８月１日）。都道府県ごとの経済実態に応じ、ＡＢＣＤ
の４ランクに分けられ、次のような改定額の目安となっ
ています。※愛知県はＡランク。

・Ａランク（６都府県）、Ｂランク（11 府県）：31 円
・Ｃランク（14 道県）、Ｄランク（16 県）：30 円

　この目安は、企業利益と労働者の生計費に係る現状を
踏まえ、同審議会公益委員見解として、3.3％を基準とし
て検討することが適当とされたものです。

　その結果、特に中小企業・小規模事業者の賃金支払能
力の点で厳しいものとなったことを受け、同審議会の答
申において、（１）生産性向上の支援や（２）官公需に
おける対応を含めた取引条件の改善等に向けた取組み等
を政府に対して要望しています。
　愛知県の最低賃金審議会は、10 月１日から地域最低
賃金を 31 円引き上げ、986 円（前年比 約 103.2％）とす
ることを愛知労働局長に答申しました。（８月４日）
　10 月から適用が始まりますので、時給換算
額が最低賃金額を上回っているかのチェックを
しておきましょう。

⇒詳細は 令和４年度地域別最低賃金額改定の目安 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）

創立130周年
おかげさまで
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