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一宮商工会議所 
新年賀詞交歓会・新年記者会見を開催 

 新 年 賀 詞 交 歓 会  

 

1月 7日、本所 3階大ホールにおいて恒例の新

年賀詞交歓会を開催した。 

当日は、中野一宮市長、浅井市議会議長を始め

とする来賓と本所役員、議員など約 110名が一同

に会し、鏡開きで新年の門出を祝った。 

挨拶で豊島会頭は、「昨年 12月に新ビルでの業

務が開始され、気持ちも新たに会員サービスの充

実を図りたい。また、『一宮モーニングプロジェク

ト』が 10周年を迎えるなど、一宮のブランドづく

りも着実に進んでいる。さらに、一宮の地の利を

生かした企業立地の推進などを関係機関と連携の

もと着実に進めたい」と抱負を語った。 

 新 年 記 者 会 見  

 

新年賀詞交歓会終了後、正副会頭は新年記者会見に 

臨んだ。 

豊島会頭は会見の中で、平成 28年の事業実施にあた 

り、長期行動指針の 5つの視点に基づき目標を示した。 

新規事業では、今秋に創立 95周年記念式典を開催す 

るほか、TPP（環太平洋経済連携協定）活用による中小 

企業のグローバル化支援、インバウンド（外国人旅行者） 

の受け入れ体制の整備等への取り組みを挙げた。 

また、中小・小規模事業者に寄り添った伴走型支援を始め、中小企業の人材確保支援、農商工連携ビ

ジネスへの進出支援など重点事業についても継続して取り組むことを表明した。 

議員代表者の変更ならびに常議員の選任を承認 

△中野市長、豊島会頭、長尾副会頭による鏡開き 

△挨拶をする豊島会頭 

△記者会見にて抱負を語る豊島会頭 

去る平成 27年 12月 25日に開催された常議員会・臨時議員総会において下記の通り議員代表者の変更

ならびに常議員の選任が承認された。 

※敬称略 

事業所名 旧 新 

日本毛織株式会社 中部事務所 藤田  哲也 上田  伸一 

中部電力株式会社 一宮営業所 馬渕  勝三 大橋  生江 

東邦ガス株式会社 一宮営業所 市橋  克宜 井上  義之 
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会員交流会の開催決定！ 
～自社の魅力を引き出す方法をメディア関係者から学ぼう！～ 

 本所では、会員事業所の情報発信をサポートする

ため、新商品やサービスを紹介する『合同報道発表

会』を開催する。この発表会では、報道関係者に向

けて自社の新商品・新サービスを発表していただく

ことができるほか、報道関係者と交流していただく

時間も設ける予定。申込方法については、下記要項

及び同封のチラシを参照のこと。 

【開催要項】 

◆日 時  3 月 2日（水）10：00 ～ 12：00       

◆場 所  一宮商工会議所   3階大ホール 

◆内  容  報道関係者に向けた新商品･新サービス

の発表(各社 5分程度)と交流 

◆受講料  無 料            ◆定  員  10社 

◆申込方法 同封チラシの裏面に必要事項を記入の

上、FAXでの申込、又は電話にて申込。 

◆備 考 “新商品”“新サービス”とは6ヶ月以

内に発売したもの、もしくは 3ヶ月以内

に発売予定のものとする。 

【問合先】一宮商工会議所中小企業相談所 

     TEL.0586-72-4611 FAX.0586-72-4411 

新産業創出研究会(所管:工業振興委員会)で

は、下記の日程にて、研究開発とモノづくりの現

場を視察するﾋﾞｼﾞﾈｽﾂｱｰを開催する。現在、参加

者を募集している。 

【開催要項】 

◆日  時   3月 8日(火)9:15～16:15(予定) 

◆視察先   大同大学、新日鐵住金名古屋製鐵所 

◆定  員   20名   ※1社につき 2 名まで 

◆参加費   3,000円(昼食付) 

※新産業創出研究会メンバーは 2,000 円 

※お問合せは、企画事業部まで(72-4611) 

△見学先の大同大学と新日鐵住金名古屋工場 

新商品･新サービス 合同報道発表会を開催！ 
～報道関係者へ直接アピール!!～ 

新産業創出研究会ﾋﾞｼﾞﾈｽﾂｱｰを開催 
研究開発とモノ作りの現場を見る!! 

 本所では、会員相互の繋がりをより一層強

くすると共に、異業種間の交流を一層深め情

報交換等を行う事により、これまでにない新

たなネットワーク・人脈形成を図っていただ

くことを目的とした「第 5回会員交流会」を

開催する。 

 多様な連携によるビジネスを創出する絶好

の機会であり、また新入会員の皆様には商工

会議所の事業について理解を深め、地元企業

とのつながりを持つ機会となるので是非参加

していただきたい。 

【開催要項】 

○日 時 3月 8日（火）13：30～16：30 

○場 所 一宮商工会議所 3 階大ホール 

○対 象 一宮商工会議所 会員企業 

○定 員 50名 ※1 事業所 2名まで 

○参加料 無料 ※当日名刺持参 

○プログラム 

第 1部 ミニ講演会 

テーマ：「メ～テレ『ドデスカ！』の番組制作者

が教える！取材されやすいお店とは？」 

講師：メ～テレ「ドデスカ！」番組制作者 

第 2部 プレゼンテーション 

    参加事業所の自己紹介 

第 3部 交流・名刺交換会 

○問合せ・申込方法 

同封した折込チラシに必要事項を記入の上、

FAXでの申込、又は電話にて申込。 

【問合せ・申込先】 

一宮商工会議所 中小企業相談所 

TEL.0586-72-4611 FAX.0586-72-4411 

 
△第 4回会員交流会の様子（H27.11.16 開催） 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:100115_daido.jpg


■今回の認定商品（※商品名などは 1 月 19日現在。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問合せ先】 いちのみや食ブランド推進協議会事務局 

TEL：0586-72-4611   
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 1月 22 日、農商工ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究会(所管：工業振

興委員会)は、｢農商工連携･6 次産業化の現場を

見る｣をﾃｰﾏにﾋﾞｼﾞﾈｽﾂｱｰを開催した。 

  当日は研究会ﾒﾝﾊﾞｰをはじめ 22人が参加し、農

商工連携認定事業者の山田家ベル(半田市)、6 次

産業化事業者の萬秀ﾌﾙｰﾂ（美浜町）を訪問、｢知

多牛｣によるﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ試食、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ農園をそ

れぞれ視察した。 

  参加者からは、経営者の体験に裏打ちされた成

功事例が参考になったと好評を得た。 

本所コスチュームタウン推進委員会（委員長：

長尾大八郎副会頭）は、2月 24 日から 26 日に開

催される『第 13 回ジャパン・ヤーン・フェア&

総合展「THE尾州」』に活動 PR ブースを出展する。 

これは、(公財)一宮地場産業ファッションデザ

インセンターが主催するもので、本委員会は「一

宮商工会議所 地域資源活用事業紹介コーナー」

と題し、コスチュームタウンプロジェクトを中心

に展示を行う。 
△㊤山田家ベル、㊨萬秀フルーツの視察の様子 

農商工ビジネス研究会 
農商工ビジネスツアーを開催！ 

コスチュームタウン構想事業 
ジャパン･ヤーン･フェアにブースを出展！ 

【開催要項】 

日 時：平成 28年 2月 24日(水)～26日(金) 

10：00～17：00 

会 場：一宮市総合体育館 DIADORAアリーナ 

(一宮市光明寺字白山前 20) 

入場料：無料 

主 催：(公財)一宮地場産業ファッションデ

  ザインセンター 

 

いちのみや食ブランド、新たに 8品を認定！ 

1 月 19 日、本所にて、いちのみや食ブランド推進協議会（会長：則竹伸也副会頭）

を開催し、新たに 8 品を「いちのみや食ブランド」として認定した。これにより認定

商品は 64品となった。 

今後、これらの認定商品には認定証を発行するとともに「認定マーク」を使用する

ことができる。同ブランドは、一宮市を中心とする西尾張地域の農水畜産物やそれら

を使用した商品を対象に認定が行われ、現在商品の募集を行っている。 

いちのみや食ブランド 検索 

原木椎茸だし醤油 

きのこ工房 U.P ファーム 

原木椎茸たまり醤油 

きのこ工房 U.P ファーム 

にんにく生引き醤油 

㈱尾関園芸 

にんにく味っこ醤油 

㈱尾関園芸 

138caffee catalana 

～いちのみや珈琲のカタラーナ～ 

㈱クラシックホテル 

ホワイトチョコレートの

濃厚ベイクドチ-ズケーキ 

㈱クラシックホテル 

マンゴーとパッションフ

ルーツのカタラーナ 

㈱クラシックホテル 

ミックスベリーとマスカ

ルポーネのカタラーナ 

㈱クラシックホテル 

 

 



 

尾張五市商工会議所青年部合同事業を開催 

 一宮、津島、稲沢、江南、犬山の各商工会議所

青年部は、1 月 21日、犬山国際観光センターフロ

イデにて尾張五市商工会議所青年部合同事業を

開催した。 

 本事業は、各単会の日頃の活動内容について情

報交換することにより、相互組織の活性化に寄与

することを目的とし、毎年 1回定期的に開催され、

今年度は犬山商工会議所青年部が主管を務めた。 

 当日は、(株)Happy Mileage Company 代表取締

役 鴨頭 嘉人 氏を講師に招き、「仕事・人間関係

が必ず上手くいく成功脳のつくり方」をテーマに

講演会が行われた。 
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経済講演会開催のご案内 

 

 本所は、2 月 9日、毎年恒例の経済講演会を開

催する。 

 当日は、日本銀行名古屋支店長の梅森 徹氏を

講師に迎え、管内経済をはじめとする金融経済情

勢や今後の展望などをわかりやすく講演いただ

く予定。詳細については、以下のとおり。申込み

は総務部まで。 

－開催要項－ 

◆日 時 平成 28 年 2月 9 日（火） 

15：30～17：00 

◆場 所 一宮商工会議所 3階 大ホール 

◆講師  梅森 徹 氏 

     日本銀行名古屋支店 支店長 

◆テーマ 「2016年の経済展望と課題」 

◆受講料 無料 

◆問合せ 一宮商工会議所 総務部 

 TEL 0586-72-4611 FAX 0586-72-4411 

※駐車場はありますが、数に限りがございますの

で、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

「138 いい de 愛❤恋活パーティー」を開催 

女性会（会長：青山富 

士子）は、来る 2月 14日 

に「138 いい de 愛❤恋活 

パーティー」を本所にて開 

催する。本パーティーは結 

婚を真剣に希望する男女が、 

気軽に会話したり、軽食パ 

ーティーを通じ素敵な出会 

いの場を提供するもの。 

 開催概要は以下の通り。 

豊島会頭を囲んで新年懇親会を開催 

△豊島会頭を囲んで新年懇親会を開催 

女性会（会長：青山富士子）は、1月 19 日、「寶

楽」にて「豊島会頭を囲んでの新年懇親会」を開

催した。 

懇親会の冒頭、豊島会頭から挨拶をいただき、

その後、会員相互の親睦を図った。 

新年懇親会は毎年恒例の行事であり、25名が参

加した。 

開催日時：平成 28 年 2月 14 日(日) 

13:30～16:30（受付 13:00～） 

開催場所：本所 3 階 大ホール 

対 象 者：男性 会員企業経営者役員等、従業員 

     女性 限定なし 

対象年齢：25歳～45歳の独身男女 

問合せ先：一宮商工会議所 総務部 

     TEL 0586-72-4611 

△懇親会で挨拶をする加藤会長 



 

元気な店舗コンクール本審査会を開催！ 

       入賞者決まる!?    次月 誌面にて発表  乞う ご期待！！ 
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まちづくり講演会のご案内 

★ テ ー マ   ｢ノコギリ屋根工場など 

近代化産業遺産を活かした桐生の産業観光｣ 
 

★ 講  師   石原雄二 氏（桐生商工会議所 専務理事） 
 

◆日 時 平成 28 年 2月 23 日（火）13：30～15：00 

 

◆場 所 一宮商工会議所 3階 大ホール 

 

◆参加料 無料 

 

◆主 管 都市基盤委員会 

 

◆問合せ 一宮商工会議所 企画事業部 

TEL 72-4611 FAX 72-4411 

 

※駐車場はありますが、数に限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

講師略歴 

昭和 27年、桐生市生まれ。 

立命館大学卒業後、㈱桐生タイムス入

社、桐生広域よみうり新聞社を経て、

昭和 58年桐生商工会議所入所、平成 26

年より現職。 

【審査のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 一宮商工会議所 中小企業相談所 

 TEL:0586-72-4611 FAX:0586-72-4411 

商業活性化委員会（委員長：森 初男）は、1

月 26 日、「第 2 回 元気な店舗コンクール」の本

審査会を実施した。 

これは、｢元気な個店の発掘と顕彰制度事業｣と

して実施するもので、会員事業所のうち小売

店・飲食店・サービス店の中から、より良い店

づくりや、消費者サービスの向上に努めている

魅力的な繁盛店舗を表彰し、メディアに広報す

ることで、事業所の「はげみ」･「やる気」･

「活力」の一助となることを目的として実施し

ている。 

昨年の 9月 1日から 11月末の募集期間に､計 21

店舗の応募があり、その後、12月の書類審査を経

て 8店舗が本審査へと選出された｡ 

当日は､市内の各店舗に森委員長をはじめとす

る 9名の審査員が訪れ､接客･マナーなどのおもて

なしに始まり､お店のサービス展開､販売促進方

法､店舗の内外装等を見学したのち､代表者にヒ

アリングを行い厳選な審査が行われた｡ 

なお、受賞者発表及び表彰式は､2 月 22 日に報

道機関向けに記者発表を開催する｡ 

･運営コンセプト 

･商品・サービス展開 

･販売促進・広報・ホームページ 

1.店舗運営 

 

･店舗外装 

･店舗内装 

･サイン計画・ディスプレイ 

2.店舗デザイン 

 

･顧客配慮への取り組み 

･環境・地域貢献など 

･店舗面積当たりの売上額 

3.その他 

 



 一宮商工会議所 中小企業相談所 

TEL：85-7032    ＦＡＸ：85-7033 

Homepage http://bsc.ichinomiya-cci.or.jp 

B support usiness 
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【ビジネス支援センター】 
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本所ビジネス支援センターは、2 月 16日に、「女

性創業セミナー」を開催する。これは、近年、女

性の社会進出が目覚ましい背景から平成 25年度よ

り開催しているもので、これまで創業のノウハウ

を学ぶ座学中心のセミナーだったが、今回は一宮

市内で活躍する女性起業家を招き、創業準備や苦

悩、また子育てと事業の両立についてなど、座学

では決して学べない生の声をパネルディスカッシ

ョン形式でお届けする。 

当日は参加者同士の交流会を開催するので、是

非ご参加ください。 

■開催日時：平成 28年 2月 16 日（火） 

            13時 30分から 16 時 30分 

■場    所：一宮商工会議所 3階 

※専用駐車場はありますが、台数に限りがござい

ます。万が一、駐車できない場合は最寄りの有

料駐車場をご利用ください。 

■内 容： 

①新たな資金調達方法 

「クラウドファンディング」について 

②一宮市で活躍する女性起業家が語る！ 

～私が経験した創業と子育ての両立～ 

③受講者交流会 

     ※お飲み物・お茶菓子付き 

■定 員：20名 

■受講料：1,000円（税込） 

          ※当日現金でお受けいたします 

■講 師：株式会社アイエコアップ 

          代表  村田 佳保里  氏 

          合同会社オフィス グローカルズ 

          代表  山内 麻紀子 

■申込方法：チラシ裏面に必要事項を記入し FAX 又

はお電話にて申込ください。 

創業前、創業後間もない女性事業者必見！ 

「女性創業セミナー」で講師の想いを共感し参加者との交流を深めましょう！ 

会社の財務状況を把握されていますか？私たちが無料で診断します！ 

『財務診断サービス』のお知らせ 

 本所ビジネス支援センターでは、専門家が貴社の決算書から財務状況を分析することにより、財務面

の総合評価についてアドバイスするサービス「財務診断サービス」を無料で実施している。 

 財務面での特徴や課題を把握し、経営改善や今後の事業展開を考える際に活用いただきたい。 

 問合せは、電話又は FAX、ホームページのお問合せフォームまで。 

●決算書の見方を理解したい 

●今の会社の財務状況を知りたい 

●現在の課題をはっきりしたい 

…経営改善、経営革新に活かしたい 

下記のお問合せ先にある、電話や FAX、ホー
ムページのお問合せフォームにてご連絡く
ださい。 
日時調整し、当センターより訪問日時の確
認連絡をいたします。 

貴社を訪問いたします。 

訪問時に 1 時間程度のヒアリングを行いま

す。事前に用意いただいた決算書 3 期分を

お借りし、分析を行います。 

財務分析の報告をいたします。 

「安全性」「収益性」「成長性」など主要な

経営指標について、わかりやすい資料を作

成し、ご提供いたします。 

Step1 

財務分析報告の結果より、ご要望に応じて、

経営改善計画、新規事業計画、経営計画、経

営革新計画などの策定を支援いたします。 

〈お問合せ先〉 

 〒491-0858 一宮市栄 3丁目 1番地 2号 

       尾張一宮駅前ビル（iビル）6階 

       一宮商工会議所 ビジネス支援センター 

 TEL:0586-85-7032 FAX:0586-85-7033 

 HP:http://bsc.ichinomiya-cci.or.jp/ 

 相談の受付時間は、平日の午前 9時～午後 5時です。 

Step2 

Step3 Step4 

 

http://bsc.ichinomiya-cci.or.jp/


「お客様に喜んでもらえることを第一に、今

後も小回りの利く印刷屋さんでありたい」と

話すのは、萩原町にある株式会社早川印刷所

の代表者である早川一三氏。かつて本所の青

年部に所属し、現在も本所と大変繋がりの深

い同氏に事業の概要や今後の展望などについ

て話を伺った。 
 
◆前工程・印刷・後工程のほぼすべてが自社

で出来るのが強み 

 終戦後まもなくの昭和 21 年に創業。当時の

情報伝達手段は紙に頼る部分が大きく、印刷

業は細く長く商売として成り立つと考えた代

表者の父親：早川良介氏が終戦後に兄弟と萩

原商店街の中で活字印刷を営んだのがはじま

り(昭和 28 年法人化)。その後、昭和 49 年に

現在地に移転し、現在に至る。現代表者の一

三氏は大学卒業後、印刷業界での修業を経て

家業に従事。平成 21年に代表取締役に就任し

た。 

 チラシ・書

籍等の一般

印刷の作成

を主として

いる。印刷の

前工程・印

刷・後工程の

ほぼすべて 

が自社で出来るの

が強みで、工程が

自社で管理できる

ため急な納期変更

にもすばやく対応

できるほか、「情報

漏洩賠償責任保

険」に加入する等、

守秘義務が必要な

製品を作成する場

合にも顧客に安心

して発注していた

だける体制を整備

している。従業員

に対しては、職場

環境の維持改善で

用いられるスロー 

ガンである 5S を徹底し、資格取得、勉強会展示会

出席も奨励している。その甲斐もあって「オフセッ

ト 1級印刷技能士・断裁機特別教育学科及び実技修

了士」などの有資格者も常勤している。 
 
◆「HRC」<㈱)早川印刷所は地域の印刷会社として

地域の皆さまの情報伝達等をお手伝いする> 

 地域貢献にも積極的に努めており、一宮青年会議

所理事長や本所青年部副会長などを歴任。平成 26

年には「一宮市サポートカンパニー」にも認定され

た。経営にあたっては、毛利元就の「三本の矢」を

大事にしているとのこと。三本とは印刷前工程（デ

ザイン等）・印刷工程・印刷後工程（製本等）であ

りこの三本を大切に、お客様の小さなお困り事にも

親身になって応え、HRC＜Hayakawa(早川) Regional

（地域） Communication（情報伝達)＞を合言葉に

社員一同その時に出来る最良のサービスを提供し

ていきたい所存である。 

 

 

 

 

 

けないものを作り

続けていきたい所

存である。 

 

 中小企業相談所は、国･県の中小企業施策の普及にあたり､特

に小規模事業者の皆様の経営、金融、税務、経理、労務などに

関する経営支援を行う機関です。10 名の経営指導員が、それぞ

れ地区を巡回し、商工会議所の会員・非会員の区別なく相談に

応じております。勿論、業務上知り得た秘密は厳守します。 

 
Q  一宮商工会議所との関わりについて教えてください。 

A  青年部時代に一宮モーニング探検隊を結成し、一宮モーニング博覧会の運営などを行ったほか、県

連研修委員長も務めさせていただきました。現在も一宮モーニング推進委員会の委員として一宮モ

ーニングの普及と活性化に努めています。 

～ 今後も小回りの利く 

印刷屋であり続ける ～  

   

 

    

代表者：早川 一三     創 業：昭和 21 年 

住 所：一宮市萩原町萩原字御茶屋 1351 

Ｔ Ｅ Ｌ：(0586)68-1265 

業 種：印刷業（チラシ・書籍等） 

U R L：http://www.hayain.com/ 
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株式会社早川印刷所 
▲ 一宮ﾓｰﾆﾝｸﾞﾏｯﾌﾟ等も承りました 

▲ オリジナルメモ帳も承ります 

▲ 代表者：早川 一三 氏 
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■高い技術力を持ち、支援した企業と共に成長でき

るコンサルタントを目指す 

 創業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀや事業再生ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、また地域資

源の認定支援、各種ｾﾐﾅｰ講師などを行う経営ｺﾝｻﾙﾀﾝ

ﾄ「ｱﾗﾀ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ」の代表の末平新氏に創業まで

の道のりや経営に対する姿勢、企業理念などをお聞

きした。 

 「高い技術力を持ち、支援した企業と共に成長で

きるｺﾝｻﾙﾀﾝﾄになりたい」という目標を持ち、平成

23 年 12 月に創業。それまでは、大学の経営工学部

を卒業し、ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱとして企業の基幹系のｼｽﾃﾑ設

計に携わっていた。30 歳代での独立を目標に掲げ、

1 年間中小企業大学校の養成講座に通い、中小企業

診断士の資格を習得。独立を目指したが、養成講座

を受講し、資格を習得することで見えてきた更なる

様々な課題や現実を目の当たりにし、「もっと実務

経験を積んでから独立するべきだ」と考え、資格取

得後は、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社に就職。そこで、新規事業

の立ち上げ案件など様々な実務経験を積む。その

後、30歳代の最後となる 39 歳での独立となった。 

■関わりを持った人たちから多くを学び、自己研鑚

を続ける日々 

 創業後は様々な考えを持った、多くの経営者と接

することでますます経験を積んでいく。1 年間の顧

問契約を結んだお客様に対しては毎月訪問し、そこ

で課題を見つけ、何を提供すればよいか。月 1度と

いう頻度でもその大変さを学んだ。さらに、考え方

の違いで大きなトラブルにまで発展してしまうこ

とも経験。その経験を通じて、新氏は「誠実さ」と

は何かを深く考えさせられ、その後の仕事に対する

考え方にも深く刻まれる事となる。 

 限られた時間で相手にどんなヒントを与え、道標

を示してあげられるか。そんな姿勢で、お客様と接

している。ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに対する報酬は、詰まるとこ

ろ理屈がないだけに、限られた時間の中でいかに時

間単価を上げることができるか。決して自分の価値を

下げず、高く評価していただけるように自己研鑚を続

け、高いﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを実現するように心掛けている。 

■人と人との橋渡しができ、様々な経営課題に応える

ことができる人材になりたい 

中小企業基盤整備機構からの引き合いを受け、地域

資源認定支援の仕事や、時には鹿児島にまで赴き 200

人を超える金融関係者の前でのｾﾐﾅｰ講師、さらには本

所で実施した消費税転嫁対策事業の専門相談員を務

めるなど、支援の幅を益々広げ、多くの場所で活躍を

続ける。人と人とをつなげるお手伝いができた時、充

実した支援ができると新氏は話す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の目標は、大学院にて技術経営（ MOT：

Management of Technology）の勉強を行い、知識と技

術を身につけ、高い技術を持っている企業に対して、

その技術をどのように利益につなげる支援ができる

ようにしていきたい。長い年月を見据え計画を立て、

一歩ずつ具現化することで企業と共に成長できるよ

うなｺﾝｻﾙﾀﾝﾄになりたいと新氏は更なる高みに上がる

ための目標を持っていた。 

Q. 商工会議所との繋がりを教えて下さい。 

A．一宮商工会議所で開催する各種セミナーの講師や個別相談会の相談員を務めました。セミナーや個別相

談会を通じて、地元の小規模事業者の自身の経営に対する考え方の一助となればと思います。 

代表：末平 新 創業：平成 23 年 12 月 

業種：経営コンサルタント業（中小企業診断士） 

TEL：0586-51-0411  FAX：0586-51-5076   

住所：一宮市光明寺字出来野５７ 

HP：http://www.arata-web.jp/ 

～企業と共に成長できる 

経営コンサルタント業を目指す～ 

代表の衛藤昭夫 氏 

△消費税転嫁対策セミナーで講師を務める末平氏 

△本所開催の個別相談会で相談員を務める代表
の末平新氏 

アラタ・コンサルティング 
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◆ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金（ものづくり補助金）◆ 平成 27年度補正予算額 約 1,020億円 

◆創業・第二創業促進補助金◆                         平成 27年度補正予算額 約 8.5 億円 

◆小規模事業者持続化補助金◆                  平成 27年度補正予算額  約 100億円 

【目  的】国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため､認定支援機関と連携 
して､革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者 
の設備投資等を支援｡ 

【対  象】1.革新的サービス･ものづくり開発支援 
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサー
ビスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3～5年で、「付加価値額」年率 3%及び「経常
利益」年率 1%の向上を達成できる計画であること｡ 
2.サービス･ものづくり高度生産性向上支援 
上記１.の｢サービス・ものづくり高度生産性向上支援｣の革新的なサービス開発・試作品開発・ 
プロセス改善であって、IoT 等を用いた設備投資を行い生産性を向上させ、「投資利益率」5%を 
達成する計画であること｡ 

【補助率】2/3         【補助金】1.ものづくり開発支援 ①一般型 1,000万円、②小規模型 500万円 
2.ものづくり高度生産性向上支援 3,000万円 

【問合先】中小企業庁 技術・経営革新課 TEL.03-3501-1816 

【目  的】小規模事業者の地道な販路開拓（デザイン改変、チラシ作成、商品パッケージ制作､商談会参加､ 
集客力を高めるための設備導入 等）などの取り組みを支援 

【対  象】小規模事業者（常時使用する従業員が 20人以下、商業サービスは 5人以下）   
【補助率】2/3 
【補助金】50万円、100万円（雇用対策、買物弱者対策､海外展開に資するもの）、 

500万円（複数の事業者が連携した共同事業） 
【問合先】中小企業庁 小規模企業振興課 TEL.03-3501-2036 
 

【目  的】新たに起業を目指す女性・若者等の創業者や、事業承継を契機に既存事業を廃業し、新分野に 
挑戦する等の第二創業を行う者に対して支援。 

【対  象】創業、第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者等、産業競争力強化法に基づく創業支援事業者 

【補助率】2/3 
【補助金】新たな需要を創造する新商品・ｻｰﾋﾞｽを提供する創業者に対して費用の一部を支援（上限 200万円） 

事業承継により新分野に挑戦する等の第二創業者に対して費用の一部を支援 
（上限 200万円、但し、既存事業を廃止する場合は、廃止費用として 800万円追加） 

【問合先】中小企業庁 創業・新事業促進課 TEL.03-3501-1767 中小企業庁 財務課 TEL.03-3501-5803 

【目  的】導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し､中小企業等の省エネ効果 
が高い設備への更新を重点的に支援 

【対  象】「長期エネルギー需給見通し」（平成 27年 7 月）における省エネ量の根拠となった産業・業務用 
の設備のうち、業種横断的に使用される設備を対象 

【想定補助対象設備】 
    ①高効率空調､ ②産業ヒートポンプ､ ③低炭素工業炉､           ④高性能ボイラ 
    ⑤高効率照明､  ⑥業務用給湯器､     ⑦工場エネルギー管理システム（FEMS） 

なお、対象設備がトップランナー制度対象の場合は、トップランナー基準以上の設備が補助対象 
【補助率】設備取得費用の 1/3  
【補助対象事業】更新のみ  （但し FEMSは新設も可） 
【補助対象経費】設備費のみ 
【問合先】資源エネルギー庁 省エネルギー対策課  TEL.03-3501-9726 

◆中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業◆           平成 27年度補正予算額 約 442億円 

【中小企業・小規模事業者が利用可能な予算のご紹介とポイント】 
（平成 27年度補正予算案 及び 平成 28年度予算案） 

 
 平成 27 年度補正予算 及び 平成 28年度予算案が公表（平成 28年 1月現在）された。ここでは、地域経済の活

性化を図るため、中小企業等が利用可能な予算の一例を紹介する。詳細については、問合せ先参照のこと。 

 

【お問合せ先】 一宮商工会議所 中小企業相談所    TEL0586-72-4611 ･ FAX0586-72-4411 



メッセナゴヤ 2012へ出展！ 
 

 一宮商工会議所は 11月 7日(水)から 10日(土)

までの 4日間、ポートメッセなごやで開催された

「メッセナゴヤ 2012」へ出展し、いちのみや食 

ブランドと一宮モー

ニングのパンフレッ

トを来場者に配布す

るなど、同事業を積極

的に PRしました。 

  会期中は、多くの来

場者がブースを訪れ、

盛況でありました。 

年末金融相談会を開催！ 
 

 一宮商工会議所は 11月 13日(金)、年末金融相

談会を本所で開催しました。 

  当日は本所経営指導員をはじめ、愛知県の信用

保証協会や日本政策金融公庫一宮支店の担当職

員が、年末の資金需要期を控えた中小企業からの

融資相談に応じるとともに、平成 21年に施行し、

金融機関への返済条件が緩和されていた「中小企

業金融円滑化法(平成 25 年 3 月終了)」に関する

相談にも対応しました。 

メッセナゴヤ 2013へ出展！ 
 

 一宮商工会議所は 11 月 13 日(水)から 16 日

(土)までの 4日間、ポートメッセなごやで開催さ

れた「メッセナゴヤ 2013」へ出展し、「いちのみ 

や食ブランド」や

「一宮モーニング」

のパンフレットを

来場者に配布する

など、同事業を積極

的に PRしました。 

  会期中は、多くの 

来場者がブースを訪れ、盛況でした。 

 

》2.添付書類の提出省略 

 医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容 

を入力して送信することにより、これらの書類の提

出又は提示を省略することができます｡ 

》3.還付がスピーディー 

 e-Tax で申告された還付申告は 3 週間程度で処理

しています ｡ 

》4.24時間受付 

 確定申告期間中は、24時間 e-Tax で提出（送信）

が可能です。 

【詳細は､e-Tax のホームページをご覧ください｡】   

⇒http://www.e-tax.nta.go.jp/ 

Ａ社(繊維業)      ・染色業。かせ染めの仕事だけでなく、古物商の資格を生かした新事業展開を検討中。 

Ｂ社(飲食製造販売)    ・市内にあるはちみつ業者のはちみつを試作品開発のために使用。 

Ｃ社(食品製造販売)   ・クリスマスケーキの注文が殺到。2月にバレンタインまでは繁忙となる様子。 

Ｄ社(生花小売業)    ・生花小売業。いちみん商品券参加店。500円の商品券があり、便利で、当店にとっ

ては利用客が多い。鮮温庫を持っているが、原価の調整に役立っており、導入効果

が高い。 

 

(経営指導員が日々の巡回活動で聴いた 12月の情報) 

■e-Taxならこんないいこと 

◎-Taxを利用すると･･･ 

e-Tax は、インターネットで国税に関する申告や納

税、申請・届出などの手続ができるシステムです。 

 e-Taxのご利用に当たっては、あらかじめ開始届出

書を提出し、利用者識別番号などを取得してください

（オンラインで取得できます。）。 

》1.自宅からネットで申告 

 税務署に行かなくても、国税庁ホームページの「確

定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自宅か

らネットで提出（送信）できます。 

◇内  容◇ 

第一部「ｱﾆﾒとｹﾞｰﾑで見るﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｹ

ｰｽｽﾀﾃﾞｨ」 

第二部「改正労働安全衛生法を踏ま

えたﾒﾝﾀﾙﾘｽｸ ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ」 

第三部「小規模事業者持続化補助金

申請書作成のﾎﾟｲﾝﾄ」 

～アニメやゲームを通して、私たちはすでに「経営」を知っていた！？～ 

小規模事業者の経営者は、自社の経営を理論的に見直し、経営力の向上に取り組むことについて、必

要性は感じても日々の忙しい業務の中では、なかなか実践できない。経営の勉強をしようにも、難し

い経営用語を目にしただけで、拒否反応を示すのが現実である。今回は、身近で人気なアニメや有名

ゲームの世界を通じて、難しいことを身近なものに置き換え、わかりやすく経営を説明することによ

り、あらたな経営改善への「気づき」を得ていただくセミナーである。 
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‐企業経営の強化セミナーを開催‐ 

  宇宙世紀の人気ロボットアニメ＆日本中が熱中した有名

RPGゲームからマネジメント・ケーススタディを学ぶ!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆日 時  平成 28 年 3月 14 日(金) 13：15 ～ 16：45  

◆講  師  UGATE総研㈱ 代表取締役 山口 亨氏（中小企業診断士） 

三井住友海上火災保険㈱ 愛知支店一宮支社 担当者 

◆受講料  無料 

◆定 員 20名 

◆場 所  一宮商工会議所 3 階大ホール（301・302号室） 

     ※当会議所の駐車場には限りがございます。公共 

交通機関もしくは、近隣の有料駐車場をご利用 

ください。 

◆申 込  同封チラシの裏面の申込用紙に必要事項をご記入 

の上、FAXまたは郵送でお送りください。 
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一宮市役所本庁舎 11階 カフェレストラン ICHIMINにて「朝学」講座を開催！ 

 

スタンプラリー抽選会を実施！ 

全店舗制覇の方を表彰するマイスター賞贈呈式を開催！ 

一宮モーニング協議会（会長：則竹伸也）は、

12 月 18 日に一宮モーニング推進委員会（委員

長：猪子誠兒）を開催した。 

当日は、8 月 1 日から 10月 31 日を期間に行わ

れた「一宮モーニングスタンプラリー」の集計結

果について報告があったのち、抽選会を実施し

た。 

今年度のスタンプラリーは、昨年度を約 100 人

上回る計 4,259 人が応募し、11 個以上のスタンプ

を集めて応募するマイスター賞への応募は過去 

朝のひと時、喫茶店の

モーニングを愉しみな

がら、ミニ講座で自分

を磨く「朝学」講座が、

2 月 10 日から 3 月 9 日

まで一宮市役所本庁舎

11 階のカフェレストラ

ン ICHIMINで始まる。 

講座は全 5 回で、本

所と産学連携を結ぶ名古屋文理大学の教授陣が

講師を務める。「活力ある暮らしと豊かな食の愉

しみ」と題し、食と健康の関係性に着目した内容

を中心に講義する。 

一宮モーニングプロジェクトは「朝から元気な

まち一宮」をテーマに事業展開しており、「朝学」

講座はモーニングへの関心を高めてもらいなが

ら、朝型の生活スタイルを提案する狙いで実施す

る。 

受講料は 1回 600円のモーニングセット付。全

5 回分の得々シリーズチケットを購入すると

2,400 円の割引料金となる。 

 問合せ・申込は一宮モーニング協議会事務局

（TEL:0586-72-4611）まで。 

開催日 講 座 名 
講  師 

(名古屋文理大学) 

2/10(水) 「発酵食品と健康」 健康栄養学科 

加藤 丈雄 教授 

2/17(水) 「エネルギーと健康」 健康栄養学科 

髙橋 圭 助教 

2/24(水) 「食がもたらすアクティ

ブライフ 

-先人の知恵に学ぶ-」 

健康栄養学科 

石川 豊美 准教授 

3/2(水) 「病気の予防と食生活」 健康栄養学科 

鈴木 富夫 准教授 

3/9(水) 「いつも元気ロコモ対策」 健康栄養学科 

辻 とみ子 教授 

テーマ：「活力ある暮らしと豊かな食の愉しみ」 

時 間：8：50～10：20 

定 員：40名程度 

場 所：一宮市役所本庁舎 11 階 ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ ICHIMIN 

受講料：600 円/1回（当日受付） ﾓｰﾆﾝｸﾞｾｯﾄ付 

    得々シリーズチケット 2,400円 

△抽選会の様子 

最多の 73 人だった。そのうち、全店舗制覇をし

た 4人を今年度の一宮モーニングマイスターに認

定した。 

1 月 19日には、同マイスター賞贈呈式を一宮モ

ーニング情報コーナー（カフェレストラン ICHIMO

内）にて行い、マイスターの方々に則竹伸也協議

会会長よりビックスプーン等が贈呈された。 

則竹会長は「一宮モーニングが様々な地域で話

題となり、情報発信につながれば」と話した。 

△マイスター賞贈呈式の様子 



 

 本所の機関誌「所報」では現在、広告掲載企業

を募集しています。 

 当誌は市内約 3,400会員企業の皆様にお届けを

し、ご好評をいただいており、企業・団体の PR

に最適です。 

 

◇広告掲載は、原則一宮商工会議所の会員に限り

ます。 

◇お問合せ、お申込は下記担当までお願いしま

す。 

◇広告枠は先着順のため、すでに申込済の場合は

ご了承ください。 

◇内容などによっては掲載をお断りする場合が

ございます。(誇大、虚偽及び公序良俗に反する

ものは掲載をお断りします。) 

◇広告の原稿締切は原則、発行日の 1ヶ月前とな

ります。 

※料金等詳細は、同封チラシをご参照ください。 

 

【問合せ先】 

一宮商工会議所 企画事業部 所報担当 

TEL:0586-72-4611 FAX:0586-72-4411 
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愛知県信用保証協会 広告 

 本所では、会議所事業のご案内、各種セミナー、

経営のお役立ち情報、一宮市内の動向などを集

め、毎月 1回メールマガジンを配信しております。 

 電子メール受信可能な方ならどなたでも登録

できます。また、同事業所で複数の方や自宅アド

レスへの配信も可能です。詳細は同封チラシをご

参照ください。 

 

【配信回数】 

 毎月 1 回(月の中旬) 

 

【配信内容】 

会議所事業のご案内、各種セミナー、経営のお

役立ち情報、一宮市内の動向など 

 

【登録手順】 

 本所 HP(http://www.ichinomiya-cci.or.jp/) 

「メールマガジン」ページ登録フォームより申込 

 

【問合せ先】 

 一宮商工会議所 メールマガジン担当 

 TEL:0586-72-4611 FAX:0586-72-4411 

所報広告サービス募集のお知らせ 

一宮少年少女発明クラブ 
新規クラブ員の募集について 

 一宮少年少女発明クラブ(会長：土川 保夫)は、平成

28 年度の新規クラブ員の募集を行う。 

 平成 19年 4月に発足した当クラブは、小学校高学年

の少年少女に家庭や学校関係を離れた集団の中での工

作活動を通じ、創造性豊かな人間形成を図ることを目

的として設立され、平成 28 年度で 10年目を迎える。 

 今回募集の対象となるのは一宮市内の小学校新 4 年

生 64 名。活動内容等募集要項は以下の通り。なお、募

集 要 項 等 詳 細 は 発 明 ク ラ ブ ホ ー ム ペ ー ジ

(http://138hatu.jp/)にて公開中。 

メールマガジン配信のお知らせ 

【募集要項】 

1.募集対象  一宮市内の 小学校 新 4 年生 

2.募集人数  64 名(定員を上回った場合は抽選) 

3.活動場所  豊田合成㈱ 健康管理センター 

4.参 加 費  5,000 円(年間教材費、各種保険等) 

5.締  切 平成 28年 2月 10 日(水) 

6.お問合せ 一宮商工会議所 総務部 

    発明クラブ担当 TEL:(0586)72-4611 



 

㈱早川印刷所 

 一宮イルミネーション協議会(会長：則竹伸也)

は、本所青年部(会長：加藤寛之)主管でフォトコ

ンテストを開催している。 

 この事業は、「冬の七夕カーニバル～一宮イル

ミネーション～」の一環として一宮駅周辺のイル

ミネーションを題材に各月募集をしているもの。 

 これまでに、11 月は「お祭り」、12月は「クリ

スマス」、1 月は「正月」をテーマにコンテストを

実施しており、このたび 2月のテーマ「バレンタ

イン」の写真を募集する。 

 幻想的な輝きの中で、気持ちが伝わるとってお

きの一枚をぜひ投稿下さい。 

 応募締切日は 2月 20日(土)まで。 

 フォトコンテストの申込方法及び募集概要は

ホームページ（http://www.ichinomiya-cci.or.j

p/illumination/index.html）を参照のこと。 

フォトコンテスト 

～一宮イルミネーションを題材に募集～ 
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 愛知県では地方創生の推進のため、首都圏人材

の本県への還流（UIJ ターン）を促す「愛知県地

域しごと支援センター」事業を進めております。 

 

【概要】 

県内の中堅･中小企業の人材確保のため、県外に

在住･在職･在学し、愛知県への U･I･Jターンを希

望する方に対し、移住に関する情報提供、就労支

援を行うことで、首都圏を始めとする他県域か

ら、地域が必要とする人材の移動を促進する事

業。 

【参加メリット】 

東京で開催する合同説明会への参加。 

移住希望者が閲覧するサイトに求人情報を掲載。 

【条件】 

県内に事業所を有する企業（主として中堅･中小

企業等）で正社員の求人募集を行う企業。 

【お問合せ先】 

愛知県地域しごと支援センター事業担当 

052-446-8871 

https://aichijobrakuza.jp/ 

愛知県からのお知らせ 

愛知県地域しごと支援センター事業 
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愛知県発明協会 

今月の表紙 

「ストック」 

花名のストック（Stock）は、茎や幹という意

味で、この植物の茎が太く丈夫であることに由

来するといわれます。ストックは南ヨーロッパ

から江戸時代初期に日本に持ち込まれ、和名は

紫羅欄花（アラセイトウ）です。   

花には芳香があり、切り花としても広く栽培

されている草花です。花色は赤、白、ピンク、

紫色などをつけます。 

花言葉は「永遠の美」 

で、ストックの花持ちが 

よく、香りも長くつづく 

ことに由来するといわれ 

ます。 

新 入 会 員 ご 紹 介  

～ご入会ありがとうございました～ 
 

事 業 所 名  所 属 部 会 名 

ドコモショップ一宮南支店 

JESホーム(株） 

NPO法人志民連いちのみや 

ねこの手福祉タクシー 

(株）古川 AG 

カフェテラス トォーキング 

珈琲幸房 晴礼堂 

I･M･T 

(福）来光会 

(有）大河内機工商会 

(株）ヨコタエンタープライズ 

伴養蜂場 

(株）ワークエンス 

茂木行政書士事務所 

(有)広告コンサルタント 

物 流 ・ 情 報 

金 融 ・ 理 財 

文化・サービス 

文化・サービス 

金 融 ・ 理 財 

文化・サービス 

文化・サービス 

土 木 建 設 

文化・サービス 

文化・サービス 

物 流 ・ 情 報 

食 品 

文化・サービス 

金 融 ・ 理 財 

文化・サービス 

※新入会員の内、名簿の公表を希望しない事業所は

掲載しておりません。 

お知らせ 

 平成 18年の実施以来、皆様にご好評いただ

いておりました「夕学講座」は、平成 27年度

をもって終了いたします。長らくご愛顧いただ

き誠にありがとうございました。 



所  

報 

・ 

第
六
四
九
号
（
平
成
二
八
年
二
月
一
日
号
）    

発 

行 

・ 

一
宮
商
工
会
議
所
（
一

宮

市

栄

四

丁

目

六

番

八

号
）       

編
集
発
行
人 

・ 

中 

神    

優 

印 

刷 

・ 

西 

濃 

印 

刷 

株 

式 

会 

社    

定
価
二
〇
〇
円
（
消
費
税
込
み
）
※
会
員
の
購
読
料
は
会
費
に
含
ま
れ
て
い
ま
す                           

 

                                

  

税理士法人大樹 広告 


