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平成 29 年の新春にあたり、謹んでご挨拶申し上げます。 
 

  昨今の個人消費の低迷や新興国経済の減速などで、経済の先行きに不透明感が残る中、中小企業を取り巻く

様々な課題が顕在化しております。 

  中小・小規模事業者はわが国雇用の 7割を担う最大の雇用主体であり、地域経済や財政に大きく貢献する存在

でありますが、過去 5年間ではとりわけ小規模事業者数が大きく減少しており、経営者の高齢化という課題を抱

える事業所も少なくありません。 

  こうした厳しい経営環境下ではありますが、本所は一宮市とも連携しながら地域の将来をデザインし、産業育

成・産業誘致に努め、地域経済の活性化に向け着実に行動するとともに、絶えず変化する会員企業のニーズに対

し、適切なサービスを幅広く提供してまいります。 

  具体的には、以下の基本的な方向に沿い、中小・小規模事業者が直面する経営課題にキメ細かく対応しながら

会議所事業を進めてまいります。 

 

１ 人材の確保 

  過去 2 回開催した合同企業説明会の経験を踏まえ、説明会の運営に一層の改善を加え、人材の確保に努めま

す。また、地元で学んだ学生が地元に就職できるよう学生と地元企業の出会いの機会を提供してまいります。 

２ 雇用の創出 

  雇用の創出は地域経済活性化の鍵であり、昨今の創業相談数の増加に対応し、「創業スクール」、「創業相談」

を更に充実させ、具体的な創業に繋がるようバックアップしてまいります。 

３ 事業承継の支援 

  全国的に経営者の高齢化という課題を抱える中小・小規模事業者の多くは、事業承継の時期を迎えております

が、残念ながら廃業に至る事例も少なくありません。 

  高度な経営判断を迫られる事業者に対し、関係機関と連携しながらより良い解決方法を探ってまいります。 

４ 次世代を担う産業の誘致 

  優れた立地環境に恵まれる当地域で、「次世代を担う付加価値の高い稼げる産業」を立地させるため、次世代

産業の方向性を提案し、その誘致などに市と連携して取り組んでまいります。 

５ 農商工連携の推進/食ブランド事業の広域展開 

  平成 27 年 6 月に開始した、「農商工ビジネス研究会」活動の新たな展開として、一宮のこだわりの食材を使用

した新商品開発を支援してまいります。また、8年目を迎える「いちのみや食ブランド推進事業」においては、

認定品の共同販売拠点などへの参加による販路開拓支援を推進してまいります。 

６ 個店経営の活性化 

  昨年 10 周年を迎えた「一宮モーニング」につきましては、地域資源としての活用を継続する一方、モーニン

グ事業の担い手である地域密着型店舗が、引き続き存続・繁栄できるよう経営力強化に繋がる事業を店主の視点

に立って推進してまいります。また、２年目となる「まちゼミ」を実施して個店ならびに商店街の活性化を進め

てまいります。 

７ 新しいサービスの提供 

  本所は中小・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応できるよう、常に事業の見直しを進めておりま

す。昨年も提案型ビジネスマッチングサービスや新たな共済制度の導入を行いました。 

  本年も会員事業所のニーズを的確に把握することに努め、新サービス導入へと繋げてまいります。 

８ 都市のブランディングと産業観光 

  一宮市が有する多様な地域資源を活用し、当市の知名度アップと魅力度アップに努めてまいります。その一環

として、昨今注目を集める「観光資源」を充実させるという視点から、産業観光プロモーション事業に多角的に

取り組んでまいります。 

 

  最後に、会議所事業に対する会員の皆様方の一層のご支援・ご協力をお願い申し上げますとともに、皆様にと

って本年が輝かしい飛躍の年となるようご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。 
 

平成 29 年元旦

平成２９年 年 頭 所 感 

一宮商工会議所

会頭 豊島半七



 

明けましておめでとうございます。 

平成 29 年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。 

昨年は、世界中で政治的に様々なサプライズが発生しました。 

こうした中、商工会議所として重点的に取り組むべき課題は、「中小企業の成長の底上げ」と「地方創生の

実現」です。 

中小企業が直面している最大の課題が、「人手不足への対応」です。 

深刻化する人手不足に対して、女性や高齢者など多様な人材の活躍を推進していくことが必要です。中小企

業は、女性の活躍推進、柔軟な働き方の導入、高齢者の積極的な雇用など「働き方改革」をいち早く実践して

いますが、こうした取り組みを加速していかなければなりません。 

そして、人手不足を解決するもう一つの方策は、「生産性向上」です。 

中小企業の生産性は、平均で大企業の二分の一にとどまっていますが、中には大企業の生産性の水準を上回

っている中小企業もあり、そうした企業に共通するのは、経営者の成長への意識が高く、IT や設備投資などに

積極的であるという点です。ここに生産性向上の鍵があると考えます。 

人手不足には、その解決を図る過程で、構造改革の中でも最も難しいと言われている「働き方改革」を加速

するとともに、若者と女性の活躍する場を拡大し、さらには、IoT、AI、ICT 技術導入の大きなインセンティブ

にもなるポジティブな面もあると言えます。 

中小企業が直面するもう一つの課題は、「後継者の確保」であります。 

商工会議所として、事業承継の支援を積極的に推進するとともに、事業承継の大きなハードルとなっている

「事業承継税制の見直し」についても、提言を続けてまいります。 

私は、地方創生の実現に向けて、広域観光振興や農商工連携など、地域の資源や強みを最大限に活用した成

長産業を育成し、域外の需要、消費、投資を取り込むことの重要性を繰り返し申しあげてまいりました。 

観光産業は、担い手の大半が中小企業であるとともに、自動車産業に次ぐ消費規模を持つ一大産業です。 

現在、全ての商工会議所に観光担当者が設置され、ネットワークを活かした観光商品の開発が進んでいます。

未だ見落としている地域の自然や伝統文化などを掘り起こして磨き上げ、ストーリーをつけて売り出し、地域

を挙げておもてなしをする持続的な取り組みを、一層加速していくことが必要であると思います。 

農林水産業も長い年月をかけて育てられた貴重な地域資源です。大規模化やコスト削減など、競争力強化に

向けた農業改革が進み、また、2020 年に輸出額 1兆円を目指した政府目標が前倒しで達成される見込みとなる

など、海外を含めさらなる市場の拡大が期待できる成長産業であります。 

商工会議所と農林水産業団体との連携によって付加価値の高い商品を開発し、海外も視野に入れ、広く販路

を広げていくことが重要です。 

こうした地方創生の取り組みを支え、加速するのが、物流･人流の円滑化を促す社会資本整備であります。

とりわけ、地方創生にとって効果が大きい整備新幹線、高規格幹線道路、大型クルーズ船に対応した港湾の整

備、コンセッションを活用した空港民営化などは、観光客の増加、設備投資の促進、雇用創出などに大きく寄

与するものです。 

民間投資を喚起するストック効果を重視しつつ、商工会議所としても、社会資本整備を強く要望していく必

要があると考えております。 

日本商工会議所としても、515 商工会議所、青年部、女性会、海外の商工会議所等との緊密な連携の下、企

業、地域、そして、日本経済の持続的な成長の実現に向け、全力を尽くしてまいります。 

 

（本文は、事務局にて原文を要約しております。）
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平成２９年 年 頭 所 感 

                   日本商工会議所 

会 頭 三村 明夫
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 本所は、2 月 9 日（木）、恒例の経済講演会を

開催します。 

 当日は、日本銀行名古屋支店長の衛藤公洋氏

を講師に迎え、管内の経済動向を始めとした金

融経済情勢や今後の展望などをわかりやすく講

演いただく予定です。お申込みや詳細について

は、所報同封の折込チラシをご参照ください。 

 

イルミネーションフォトコンテスト 

 モデル写真撮影会を 2月に開催！ 
常議員会を開催 

11 月 28 日、本所小ホールにおいて常議員会を開

催した。 

当日は新会員加入の承認を行った後、①本所会員

数の推移と最近の会員退会理由について、②10 月に

開催された「一宮だいだいフェスタ大集合 for 

Halloween 2016」等の事業報告、③愛知県商工会議

所連合会会頭会議の開催結果、④日商常議員会・議

員総会等について報告がなされた。 

常議員会終了後、本所議員で㈱プロスタッフ社長

である廣瀨德藏氏による「時代を駆けぬける」と題

した卓話が行われた。 

「冬の七夕カーニバ

ル～一宮イルミネーシ

ョン～」では、点灯期間

の 2月 28 日（火）まで、

フォトコンテストを実

施している。 

「一般部門」として、一宮駅周辺のイルミネーシ

ョンを撮影した写真を応募いただくと、優秀作品に

は賞品をプレゼントする。 

また、人物とイルミネーションを撮影した写真を

対象とした「モデル部門」を新たに設け、優秀な応

募作品には同様に賞品を贈る。これに関連して、今

年度のミス七夕・ミス織物をモデルにした写真撮影

会を、下記要領で開催する。 

【日時】平成 29 年 2月 18 日（土） 

    17:00～19:00（予定） 

【場所】イルミネーション会場 

 

フォトコンテスト及び写真撮影会の詳細は、所報

同封チラシまたは「冬の七夕カーニバル～一宮イル

ミネーション～」公式ホームページをご覧ください。

△会議の様子 

日本銀行名古屋支店長による経済講演会のご案内 

※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。 

 
衛藤 公洋氏 略歴 

 
昭和３７年生まれ 兵庫県出身 
昭和６０年 東京大学教養学部卒業 
同 年     日本銀行入行  
平成 ８年 営業局副調査役 
平成１０年 考査局調査役 
平成１３年 企画室調査役 
平成１５年 政策委員会室企画役 
平成１７年 金融市場局参事役 
平成２０年 高知支店長 
平成２２年 総務人事局審議役 
平成２４年 総務人事局長 
平成２８年 名古屋支店長 

－開催要項－ 

 

◆日 時 平成 29 年 2月 9日（木） 15：30～17：00 

◆場 所 一宮商工会議所 3 階 大ホール 

◆講 師 日本銀行名古屋支店 支店長 衛藤 公洋(えとう きみひろ)氏 

◆テーマ 「2017 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 72-4611 FAX 72-4411 
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 女性会（会長：猪子 

千早）は、来る 2月 25 

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 

剣に希望する男女に、 

参加者と気軽に会話が 

できる自己紹介の時間 

や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。 

日  時：平成 29 年 2月 25 日(土) 
13:30～16:30 

場  所：本所 3 階 大ホール 
参 加 費：男性 4,000 円 女性 3,000 円 
対 象 者：男性 会員企業経営者・従業員・ 

会員事業所の紹介者 
女性 限定なし 

対象年齢：28 歳～48 歳の独身男女 
定  員：男性、女性 各 25 名 
締め切り：平成 29 年 1月 13 日（金）17:00 
申込方法：所定の申込用紙に記入の上、郵送 

又は直接会議所窓口へ提出 
   (会議所HPにて申込書ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能)

問合せ先：一宮商工会議所 総務部 
     TEL 0586-72-4611 

ぐる｣をテーマに、ボランティアガイドを伴い美

濃路散策を中心に点在する名所史跡等を巡った。

毛織産業の遺産としてのこぎり屋根工場、木曽川

唯一の渡し船が運航する西中野渡船場など観光

資源としての可能性についてモニタリングを行

った。 

  参加した委員からは、美濃路の歴史的価値を再

認識すると共に観光資源としての更なる充実を

要望する意見もあり、観光を切り口にした地域の

活性化に期待は大きい。 

  12 月 12 日、一宮市産業観光プロモーション事

業推進協議会(会長:豊島会頭)の第 2 回協議会と

委員によるモニターツアーが開催された。 

  協議会では、本年度取組んでいる｢産業観光プ

ロモーション調査研究事業｣の中間報告として、

市内にある観光資源、それらを巡る推奨ルート等

についての説明があり、協議会終了後にモニター

ツアーへと出発した。 

  ｢江戸時代の脇街道･美濃路起宿の歴史文化財

とかつての毛織王国を支えたのこぎり屋根をめ

産業観光プロモーション モニターツアーを開催 

 女性会は、12 月 6 日に本所会議室にて 12 月研

修会を「ヤムナボールで身体全体ストレッチ＆ピ

ラティスで体幹を鍛えよう！」と題し開催し、20

名が参加した。 

 講師にボディーワークディレクターの中野万

知子氏を迎え、ヤムナボールを使って筋肉を解す

等、体のメンテナンス方法を学んだ。 

△モニターツアーの様子（ ㊧旧湊屋文右衛門邸  ㊥旧林家住宅でのお抹茶体験  ㊨西中野渡船場での乗船体験 ）

視察見学会を開催 

「恋活パーティー」参加者を募集！ 
 女性会は、11 月 29 日、会員相互の親睦を一層

深めるため、視察見学会を開催し、22 名が参加

した。 

 当日は、秋の味覚に舌鼓を打ち、名古屋ボスト

ン美術館では、「国芳・国貞展」を見学するなど、

有意義な時間を過ごした。 

１２月研修会を開催 

 



 

青年部(会長：飯田宣郎)は 12 月 14 日、本所 3

階大ホールにて理事会及び臨時会員総会を開催

した。 

当日は、会員 52 名が出席。会議の中で、青年

部規則について改正の提案を行い、了承された。

また、平成 29 年度青年部役員について選出を行

い、了承された。 

今後、選任された理事らは、来年度に向けて予

定者会議を行い、来年度の事業計画を策定する。

会議終了後は同会場にて懇親会を実施し、親睦

と連携を図った。 

△懇親会で挨拶する飯田会長 
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いちのみや秋まつり実行委員会（委員長：則竹伸

也副会頭）は、12 月 7 日、本所にて第 3回いちのみ

や秋まつり実行委員会を開催した。 

  当日は「一宮だいだいフェスタ大集合 for 

Halloween 2016」の実施報告を行い、来年度事業に

ついての意見交換が交わされた。 

また、「一宮だいだいフェスタ大集合 for 

Halloween」の公式キャラクターの名前を「いちハロ

くん」に決定した。10 月のだいだいフェスタイベン

ト会期中に名前の公募を行い、応募総数401件から、

一宮市在住の柘植文佳さん（12 歳）のネーミングが、

実行委員会により選考された。 

 

農商工ビジネス研究会の第3回例会を12月 13

日、本所にて開催し、22名が出席した。 

当日は、研究会メンバーの事業等の紹介を実

施。十六銀行法人営業部の横地隆史課長代理から

は、「『じゅうろく六次産業化ファンド』について」

と題して、同行の農業分野への出資状況等につい

て説明があった。 

また、（株）エスプリの野田幸嗣代表取締役か

らは、当研究会を契機とした農業生産者等との連

携である「おむすびプロジェクト」について、活

動状況や展望の話があり、連携の中で考案・販売

されたおむすびの試食も行った。 

 新産業創出研究会の第 4回例会を、12 月 5 日、

本所にて開催し、18 名が参加した。 

 当日は、「中小企業の医療・介護機器分野への

参入について」と題して、西島メディカル（株）

の日垣重彦・代表取締役副社長より講演をいただ

いた。 

 日垣氏からは、ベンチャー企業として医療・介

護産業へ参入されたきっかけや分野特有のビジ

ネス環境などの詳細な説明があった。また、新規

参入への具体的なアドバイスなどもあり、参加者

からは質問が相次ぐなど、実りの多い会合となっ

た。 

△交流会で行われたおむすびの試食 △開会の挨拶を行う高岡副会頭 

次年度理事が決定！ 

 ～臨時会員総会を開催～ 

医療・介護分野でのノウハウを聞く 研究会メンバーの事業・活動を紹介 

△公式キャラクター「いちハロくん」 



 

 

 

 

 

 

 

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 center 
【ビジネス支援センター】
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ビジネス支援センターは、本所中小企業相談所

の中でも創業支援と専門的案件に特化した部署で

ある。「産業競争力強化法」の認定による創業支援

や「経営革新等認定支援機関」の認定による専門

的案件の支援を積極的に行っている。 

ここでは、ビジネス支援センターの活動を理解

していただき、より多くの方に利用していただけ

るよう、平成 28 年 4 月から 11 月末までの事業実

績、活動状況の報告を行う。 

 ビジネス支援センターでは、11 月末までに延べ

355 件の相談を受けた。そのうち約半数は創業相

談に関するもので、創業支援拠点として認知され、

利用者数が多い結果となった。また、補助金申請

相談や経営革新認定の相談もあり、高度な専門案

件の支援も実施している。 

・相談案件の課題別分類について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・創業相談案件の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度 一宮商工会議所ビジネス支援センターの事業実績を報告します！ 

・創業相談が延べ 170 件と一番多く、次いで経営

一般が 48 件であった。 

・補助金の申請支援が 34 件。特に近年さかんに

実施されている「小規模事業者持続化補助金」

の申請書作成支援が多い。 

・創業相談で初めて訪問した方が 46 名（27.1％）

に対して、継続的に相談を受けている方が 124

名（72.9％）であった。 

・相談内容としては「経営」に関することが一番

多く 62 件、次いで創業計画書作成支援が 45 件

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 創業相談は 1回の面談で解決することはなく、継

続的に面談を行いながら支援を行う。相談内容とし

ては、経営一般の話から販路開拓等多岐にわたるこ

とが多く、創業計画書作成支援という形で包括的に

支援を行っている。また、女性創業塾や創業スクー

ルなど集団研修につなげながら創業の後押しを行

っている。 

 

・平成 28 年度の活動状況についての一例紹介 

（１）女性創業塾、創業スクールの開講 

 例年実施している創業スクールに加え、女性の社

会進出、1億総活躍社会の実現という社会的背景を

踏まえ、女性創業塾を開講した。特定創業支援事業

と連動させ、受講者は認定を取得できるようなカリ

キュラムを組んだ。 

 

 

 

 

 

 

△女性創業塾と創業スクールの様子 

（２）補助金申請に関する講習会開催 

              伴走型支援の一環

として、森 IM による

各種補助金申請に関

するセミナーを開講。

事業計画作成の重要

性などを講義した。 

 

△事業計画作成セミナーの様子 
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◆創業から現在までの変遷 

 明治 32 年（1899 年）、現在地で内藤 長十郎

氏が印刷業を創業。その後、2代目として亮一

氏（代表者の祖父）が事業を引き継ぐが、戦

時中に発せられた「金属類回収令」により印

刷機が回収され事業継続が困難な状況となっ

た。戦後、新たに事業を始めるにあたり文具

店か玩具店のどちらにするか迷った結果、文

具店を創業。その後、時代の流れに合わせた

経営を続け 3 代目の寛一氏（代表者の父）、4

代目の幹夫氏（現在の代表者）が脈々と事業

を引き継いでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆代表者の略歴 

 大学卒業後、大手メーカーへ入社し 5 年間

勤務。その後、将来的な事業承継を視野に平

成 6年 27 歳で株式会社文光堂へ入社。本業の

一方で本所青年部等にて地域活性化事業にも

取り組む。平成 20 年 41 歳の時に代表者とな

り、持ち前の行動力で会社を先導している。 

 

◆経営にあたって心掛けている事 

 誠心誠意、お客様の目的に合ったものを提

案する事を心掛けている。自社の利益を最優

先する事無く、時には他社の製品を提案する

などお客様の目線に立って、お客様のメリッ

トを考えた提案を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆製品、事業の特色 

 豊富な品揃えと知識でお客様のニーズに合

った商品の提案を行っている。外商では事務

用備品やＯＡ機器など、信頼と実績から多く

の事業者に頼りにされており、店頭では水彩、

油絵など多数の絵具をはじめ、漫画の製作に

は欠かせないスクリーントーン等を取り扱う

など、絵や漫画が好きな若い方が足を運ぶ。 

店舗 2階の一部は「コミュニティスペース」

として安価に提供しており、現在は毎週火曜

日に「子供の書き方講座」、第三土曜日に「紙

工作講座」を外部の方が開催している。5年前

に設置したこのスペースは、「お店を知っても

らいたい！」「お店に来てもらいたい！」との

思いからであり、今年度は本所が主催した「ま

ちゼミ」もここで開催した。これまでにも「漫

画の描き方講座」や知人の経営者たちと勉強

会の場として利用されている。 

 

 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  今後の事業展開について 
A  ネットによる無店舗販売が主流となっているが、『何か目的をもって来店して頂ける店舗づくり』を

主眼に時代に合わせたサービスを提供し、今後も多くのお客様に親しまれ来店しやすいと思ってい
ただけるよう取り組んでいきたいと考えている。 

～時代の流れに合わせて 117 年～ 

代表者：内藤 幹夫   創 業：明治 32 年 
住 所：一宮市本町 3-10-1 
Ｔ Ｅ Ｌ：(0586)24-1181 F A X：(0586)71-1100 
業 種：文具、オフィス機器等の販売 
H  P：http://i-bkd.la.coocan.jp/hp/ 
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株式会社文光堂 

▲代表者の内藤 幹夫 氏 

 

▲当店自慢のコミュニティスペース 
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本号では、新商品や新サービスを紹介する『合同報道発表会』※に参加した事業者を紹介いたしま

す！本誌で掲載された事業所の新商品・新サービスについて「当社に導入したい」「ビジネスマッチ

ングできないか」など、ご要望があれば掲載事業者との面談機会を設けますので本所（中小企業相

談所）までご連絡ください！ 

※面談については双方の了解のもと本所にてお会い頂く事とします。また、反社会勢力の方はもち

ろん、宗教・先物取引などを目的とした面談は固くお断りいたします。 

キラリ輝け☆ 

 会員事業所の新たなチカラ 

 

ﾒﾃﾞｨｱｻｲﾄ「ふんどしりぼーん」 日本ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「RASHISA」 

※【合同報道発表会】 

会員事業所の情報発信をサポートするため、新商品や新サービスを報道関係者に向けて発表してい

ただく機会を提供しています。（平成 28 年度は 2回開催予定）

メディアサイト「ふんどしりぼーん」とブランド「RASHISA」
は、日本の新しい文化の発掘、そして忘れ去られつつある文
化をリノベーションし未来へつなげることをコンセプトと
しています。 

一宮市でも文化・伝統・技術・知恵はたくさん培われてき
たと思います。 
オススメの情報がありましたらぜひご連絡ください！ 
「RASHISA」は第１弾として、「ふんどし」をプロデュースし
ます。 

染料に食品加工の際に出た「のこりかす」を
使った珍しい生地を採用します。 
カラーは「ヨモギ」「ワイン」「ブルーベリー」
など。 

CAMP FIRE でｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ実施中！ 
「ふんどしりぼーん」で検索または 
fundoshi-reborn.jp へ 
 
CLAP Design Lab 

一宮市花池 3-7-31 ｴﾝｾﾞﾙﾊｲﾑ花池 103 TEL.050-3746-2140

冷 凍 カ ツ オ 餃 子 

お刺身でも食べられるカツオを贅沢に餃子にしました。 

たっぷり野菜と新鮮カツオでとてもサッパリ、ヘルシーだ

から魚ぎらいなお子様から、ご年配の方までおいしく召し上

がって頂けます！ 

「家でも子供に食べさせたい」との声をいただき、鮮度を保

つよう幾度も試行錯誤して、美味しさをキープした冷凍方法

を発見しました。 

是非、カツオの栄養とヘルシーさをご家庭で食べていただ

きたいです。 

海鮮酒房なぶら 

一宮市浅井町大日比野字東若栗 40 TEL.0586-53-3701 

ココがポイント 
■家庭で「冷凍カツオ餃子」が楽しめます！ ■一宮市内初の商品と自負しています！
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※制度概要に関する詳細は愛知県のホームページ（http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/0000042990.html）

より「経営革新計画申請の手引」をダウンロードいただき内容をご確認ください！ 

【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 

☆別枠保証の融資制度や特許関係料金の減免を受けられる☆ 

経営革新計画の作成を経営指導員がご支援します！ 
新事業活動により経営の相当程度の向上が図れる計画を作成し愛知県より認定を受ける事で、いくつかの

支援措置を受けられるのが『経営革新計画』です！また、本計画の作成に取り組む事で①経営方針の見える

化、②経営者と従業員の目標共有が図れる、③会社の現状や課題を見極める事ができるなど今後の事業経営

にも十分役立つものであります。 

具体的な計画をお持ちの方、新たな取り組みを行うが具体的な計画についてはこれから立てられる方は、

これを機会に本所経営指導員と一緒に『経営革新計画』作成に取り組んでみてはいかがでしょうか？ 

●新事業活動とは次の 4つの「新たな取り組み」

 ①新商品の開発または生産 

 ②新役務（サービス）の開発または提供 

 ③商品の新たな生産または販売方式の導入 

 ④役務（サービス）の新たな提供方式の導入

  その他の新たな事業活動 

「新たな取り組み」は、個々の事業者にとって

「新たなもの」であればすでに他社に採用され

ている技術・方式を活用する場合でも原則とし

て承認の対象になります。ただし、 

ア．業種毎に同業の中小企業の 

当該技術の導入状況

イ．地域性の高いものについては、同一地域に

おける同業他社における当該技術の導入状

況 

を判断し、それぞれについて既に相当程度普及

している技術・方式等の導入については承認対

象外となります。 

●経営の相当程度の向上とは 

次の2つの指標が3年から5年で相当程度向上するこ

とをいいます。 

①「付加価値額※1」または「一人当たりの付加価 

値額※2」の伸び率 

②「経常利益※3」の伸び率 

【計画終了時における経営指標の目標伸び率】 

計画終了時 ① ② 

3 年計画 9％以上 3％以上 

4 年計画 12％以上 4％以上 

5 年計画 15％以上 5％以上 

※1 付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

※2 1 人当たりの付加価値額＝付加価値額÷従業員数 

※3 経常利益＝営業利益－営業外費用（支払利息・新 

株発行費等） 

なお、経営革新では「経常利益」の算出方法が企業会計

原則とは異なり、「営業外収益」は加えないので注意し

てください。 

<保証・融資の優遇措置> 

①信用保証の特例 

②政策金融機関による特別貸付制度 

 「新企業育成貸付」 

③愛知県中小企業融資制度 

 「経済環境適応資金 パワーアップ資金」 

④高度化融資制度 

<海外展開に伴う資金調達支援> 

①株式会社日本政策金融公庫法の特例 

②貿易保険法の特例 

<投資の支援措置> 

①中小企業投資育成制度の特例 

<販路開拓の支援措置> 

①販路開拓コーディネート事業 

<その他の優遇措置> 

①特許関係料金減免制度 

【具体的な支援措置】 

経営革新計画の承認は融資を保証するものではありません！ 

融資を受ける場合には、経営革新計画の承認の他に政策金融機関の金融審査を受ける事が

必要です。（申請の前に融資先の金融機関に必ずご相談ください） 

注意 



平成 29 年度「あいち中小企業応援ファンド」の申請受け付け中です！ 

【行列のできる相談所】のセンター長がやってくる！ 
「ビジネス会員交流会Ｖｏｌ．７」参加事業所募集中！ 

【伴走型小規模事業者支援推進事業】 
事業計画策定のプロが教える！事業計画活用セミナーを開催します 
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【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 

■内  容：第 1部  

主催者挨拶・ミニ講演会 

「売れる商品・サービスの作り方」 

第 2部 

プレゼンテーション・交流名刺交換会

※参加企業1社1分程度の商品やサービスをＰＲし

ていただきます。 

■ミニ講演講師：岡崎ビジネスサポートセンター 

OKa-Biz（オカビズ） 

センター長 秋元 祥治 氏 

■申込方法：本所ＨＰよりチラシをダウンロード 

いただき裏面に必要事項をご記入の

うえＦＡＸでお送りください。 

 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事を目的としています。

■開催日時：3月 13 日（月） 

13 時 30 分から 16 時 30 分 

■定  員：50 社（1社 2名まで） 

■参 加 料：1名 1,000 円（軽食付き） 

■対 象 者：本所会員事業所 

■場  所：一宮商工会議所 3 階大ホール 

※駐車場の台数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。 

本制度は国（(独)中小企業基盤整備機構）と県

の資金に加え、地域の金融機関の資金協力の下、

(公財)あいち産業振興機構に基金を造成し、その

運用益で、地域資源を活用した中小企業の新事業

展開を支援する事により、本県地域経済全体の底

上げを図ることを目的としています。 

ご興味のある事業者様は是非、チャレンジして

みてはいかがでしょうか？ 

【助成対象事業】 

●新製品（商品）開発 ●販路拡大 

●人材育成<新製品（商品）開発、販路拡大に 

 つながるもの> 

【申請受付期間】 
平成 29 年 1月 4日（水）から 2月 3日（金） 

（平成 29年 4 月から平成 30 年 3 月までに実施する 

事業が対象です。） 
【助成対象となる経費】 
●講師、専門家への謝金 ●事業費 
●従事者、講師、専門家等の旅費 
●試作・開発に要する原材料費等 
 
本制度に関する詳細につきましては、本所へお尋ね

ください！また申請書作成のご支援も受け付けてお

りますのでお気軽にご相談ください。 

■場  所：一宮商工会議所 4 階 402 室 

※駐車場の台数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。

■対  象：小規模事業者 

（経営者・経営幹部・後継者） 

■内  容：事業計画の策定意義 

事業計画策定の考え方と進め方 

事業計画書の活用方法 

■申込方法：本所ＨＰよりチラシをダウンロード 

いただき必要事項をご記入のうえ 

ＦＡＸもしくはお電話にて受付 

 事業計画は事業のあらゆる局面で基本となる 

ものであり、策定されていないと個々の局面に 

おいてその都度、場当たり的な判断や指示をする

事になりがちです。本セミナーでは、事業計画の

策定意義と活用方法をご説明します。 

■開催日時：2月 16 日（木） 

15 時 00 分から 16 時 30 分 

■定  員：30 名 

■受 講 料：無料 

■講  師：EBI マネジメントオフィス 

      代表 蛯原 健治 氏 



 

 

 

 

                                                          

 
 

           
             
  
 
 

 
 
 
 

お問合せはこちら                                     ～高岡商工会議所は 
高岡商工会議所                             今年、創立１２０周年です～ 
〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40           平成２８年２月１９日に創立１２０年を迎えました。

Tel 0766-23-5000 ✉takaoka@ccis-toyama.or.jp         ますます開かれた、行動する商工会議所へ。 

高岡・一宮商工会議所交流事業 

情報交流コーナー 
富山県 高岡商工会議所から旬な情報を 4 半期に１度お届けします 

Season5 

「高岡御車山祭の御車山行事」が 

ユネスコの無形文化遺産に登録されました 

 

見て触れて食べて楽しむ高岡の逸品 

越中高岡土産品１００選 
高岡で買い物や飲食を楽しんだ写真にタグ付けしてね！

みんなの「#gotakaoka」大募集!!

２０１６年１２月１日、ユネスコ政府間委員会におい

て「高岡御車山祭の御車山行事」を含む国指定重要文化

財である「山・鉾・屋台行事」（18 府県 33 件）がユネス

コ無形文化遺産に登録されることが決定しました。「高

岡御車山祭」は毎年 5 月 1 日に行われます。2017 年の

GW はぜひ高岡へお越しいただき雅な御車山の姿をご覧

ください。 

高岡でお買い物や飲食を楽しんだ様子を記念 
撮影して Facebook や Instagram に投稿する 
とオリジナルバッグをプレゼント！ 
高岡での思い出と買ったものを自慢しよう！ 
詳しくは高岡商工会議所までお問合せ下さい。 

① 「@takaokacci」にいいね！ 
もしくは  「takaokacci」を 
フォローしてください。 

②「#gotakaoka」とハッシュタグを 
つけ、買い物や飲食を楽しんだ 
写真とともに感想を投稿してく

ださい。 
※海外の方向けに情報発信して

います。日本の方は英語、その他

の方は母国語で投稿ください。 
③新高岡駅観光交流センターもし

くは高岡駅観光案内所で投稿画

面を見せるとオリジナルバッグ

をプレゼント！ 

 

越中高岡土産品１００選は高岡特有の土産品を紹介

するために、2 年に 1 度、申請された土産品を観光・

商業関係者が味覚・郷土色・市場性などの基準を元に

厳正に審査し認定しています。第 5 回となる今回の認

定は 104 点でどれも高岡の優れた土産品ばかり。 
高岡の魅力に触れてみませんか。 

来たらコレ！ 

買ったらコレ！ 

もらったらココ！ 

（また来てね） 
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（愛知県信用保証協会） 

 本所は 12 月 8 日、毎年恒例となっている年末の

警察慰問を行った。 

 これは、日頃の警察活動に感謝しその労をねぎ

らうとともに、年末特別警戒中の署員を激励する

ため毎年実施しているもの。 

 当日は豊島会頭が一宮警察署を訪問し、昨年 11

月に着任した寺倉署長へ日頃の感謝と激励の言葉

と併せて慰問品を手渡した。 

 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、平成 29 年 2月

6日（月）から 3月 6日（月）

まで、本所 301・302 室で始

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。 

 本年は、通期で受講することで理解が深まる構

成のため、全 5 回通しのシリーズチケットのみの

販売とする。受講料はモーニング・骨密度測定付

きで 4,000 円。 

年末警戒中の職員を激励  ～豊島会頭が警察慰問を行う～ 

本所を会場に 平成 28 年度「朝学」講座を開催します！ 

 ～モーニング＋講義＝シリーズで送る学知利行への歩み～ 

△慰問の様子 

開催日 講 座 名 
講  師 

(名古屋文理大学)

2/6(月)「乳酸菌を利用した 

発酵食品について」

健康栄養学科 

加藤 丈雄 教授

2/13(月)「知って得する 

中高齢期の食生活」

健康栄養学科 

鈴木 富夫 准教授

2/20(月)「骨の健康と骨密度測定」健康栄養学科 

平林 義章  教授

2/27(月)「なぜ運動は身体に 

よいのでしょう 

-安静の害から学ぶ-」

健康栄養学科 

國友 宏渉  教授

3/6(月)「免疫力アップで 

丈夫な身体づくり」

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：各回とも 8：40～10：00 

定 員：40 名 

場 所：一宮商工会議所 301・302 室 

受講料：シリーズチケット（全 5回） 4,000 円 

※モーニングセット・骨密度測定付 

  申込先：企画事業部（TEL0586-72-4611） 

           http://ichinomiya-morning.com/ 



 

「わが家の省エネ＆CO2ダイエット作戦」

～冬の省エネキャンペーン～ 

  11 月 27 日、本所にて第 37 回福祉住環境コー

ディネーター検定試験を開催し、1級 3名、2級

43 名、3 級 18 名のあわせて 64 名が試験に挑戦

した。 

 福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や

障がい者に対し、できるだけ自立しいきいきと

生活できる住環境を提案するアドバイザーであ

り、医療・福祉・建築について体系的に幅広い

知識を身に付け、各種の専門家と連携をとりな

がらクライアントに適切な住宅改修プランを提

示する業務を行う。介護職や住宅の営業職など、

幅広い現場での活躍が期待される。 

 福祉住環境コーディネーター検定についての

お問い合わせは企画事業部（TEL.72-4611）まで。

14

愛知県では、各家庭での CO2 排出量を「見える

化」することにより、省エネに対する意識を高め、

行動を促す「わが家の省エネ＆CO2 ダイエット作

戦」を実施している。特に、暖房機器等の使用に

より、CO2 排出量が増加する冬季に省エネを促すた

め、冬の省エネキャンペーンを実施する。 

 

【参加資格】 

愛知県在住の方 

【参加方法】 

  専用ウエブサイト(http://www.co2diet.info/) 

にアクセスし、必要事項を入力して参加登録す 

る。 

【実施期間】 

平成 29 年 3月 10 日（金）まで 

【お問い合わせ】 

「わが家の省エネ＆CO2 ダイエット作戦」事務局 

（一社）環境創造研究センター 

 TEL：052-934-7295 

 地球温暖化対策室 

 TEL：052-954-6242 

△福祉住環境コーディネーター検定試験の様子 

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

総勢 64 名が試験に挑戦！ 

 本所コスチュームタウン推進委員会（委員

長：豊島半七会頭）は、平成 29 年 2月 22 日（水）

から 24 日（金）に開催される「第 14 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。 

 ヤーン・フェアは、（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」として、コスチュームタウンプ

ロジェクトの活動内容を中心に、一宮モーニン

グの PR も含めた展示を行う。 

【開催要項】 

日 時：平成 29 年 2 月 22 日（水）～24日（金）

10:00～17:00

会 場：一宮総合体育館 DIADORA アリーナ 

（一宮光明寺字白山前 20）

入場料：無料 

問合せ：企画事業部 

TEL：(0586)72-4611 

 一宮少年少女発明クラブ(会長：森正志)は、

平成 29 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 29

年度で 11 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。活動内容のほか、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。 

【募集要項】 

募集対象：一宮市内の小学校新 4年生 

募集人数：64 名(定員を上回った場合は抽選)

活動場所：豊田合成㈱ 健康管理センター 

参 加 費：5,000 円(年間教材費、各種保険等)

締  切：平成 29 年 2月 8 日(水) 

問合せ先：一宮商工会議所 総務部 

    発明クラブ担当 TEL:(0586)72-4611 

一宮少年少女発明クラブ 

新規クラブ員の募集について



 

 

 本所が毎月発行する機関誌｢所報｣では、掲載広告

を募集しています。 

 所報は市内約 3,400 の会員企業の皆様にお届けし

ており、企業・団体の PRに最適です。また、6カ月、

1 年継続でお申し込みいただくと割引もございま

す。なお、お申し込みいただけるのは、原則として

本所会員に限ります。 

 

■広告の種類と掲載料金（税込） 

広告の種類 
天地 

(cm) 

左右 

(cm) 
料金 (円) 

本文(1 段)・白黒  ６．０ １７．０ ８，６４０円

本文(1段)・カラー  ６．０ １７．０ １０，８００円

本文(2段)・白黒  １２．０ １７．０ １７，２８０円

本文(2段)・カラー  １２．０ １７．０ ２１，６００円

裏表紙見返し(全面)・白黒 ２５．５ １７．０ ４３，２００円

裏表紙見返し(1/2)・白黒 １２．５ １７．０ ２７，０００円

裏表紙(全面)・カラー ２４．７ １７．４ ５４，０００円

裏表紙(1/2)・カラー １２．５ １７．４ ３２，４００円

 

 詳しくは、企画事業部（TEL.72-4611）までお問い

合わせください。 
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 愛知県内の特定の産業に適用される 7 業種の特

定最低賃金について、平成 28 年 12 月 16 日から改

正されました。このため、既に改正されている愛

知県最低賃金と併せ、愛知県の最低賃金（時間額）

は、次のとおりとなります。 

 

最低賃金名 時間額 発効日 

（地域最低賃金） 

最低賃金 ８４５円 平成 28 年 

10 月 1 日 

（特定最低賃金） 

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、

鋼材製造業 

９２６円  

 

 

 

平成 28 年 

12 月 16 日

はん用機械器具、生産用機械

器具、業務用機械器具製造業

８９６円 

計量器・測定器・分析機器・

試験機、光学機械器具・レン

ズ、時計・同部分品製造業 

８５６円 

電子部品・デバイス・電子回

路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業 

８６７円 

輸送用機械器具製造業 ９０４円 

各種商品小売業 ８４７円 

自動車（新車）小売業 ８８８円 

 詳しくは、愛知県労働局ホームページまたは、

最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 

今月の表紙 

真清田神社 

干支飾絵馬・土鈴 

 

 

尾張の国の「一の宮」として由緒も深く、信仰

もあつい神社として知られる真清田神社。 

祭神・天火明命（あめのほあかりのみこと）は

天照大神（あまてらすおおみのかみ）の孫にあ

たり、鏡造りの祖と言われている。 

新春には毎年約 50 万人の初詣客が訪れる真清

田神社では、平成 13 年に開催し好評を博した現

代美術絵馬展より、現代美術家の作画による干

支飾り絵馬を手掛けている。 

酉年の今年は、京都精華大学芸術学部教授も務

める画家・武蔵篤彦氏の描いた絵馬を、限定 200

体で制作した。 

 

【真清田神社】 

 一宮市真清田 1丁目 2番 1号 

 TEL 73-5196 

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

（有）春日井加工 

（株）ｏｃｔｅｔ 

（株）日新精工 

（株）ＳＭＴ 

（株）コレット 

たなばた接骨院 

（株）シモムラ･プランニング社 

（株）サンヨーホーム 

（株）ピュアフィールド 

 

物 流 ・ 情 報

文化・サービス

機 械 工 業

文化・サービス

物 流 ・ 情 報

文化・サービス

金 融 ・ 理 財

金 融 ・ 理 財

金 融 ・ 理 財

※平成 28年 10 月 1 日～31 日の新入会分。新入会員

のうち、名簿の公表を希望しない事業所は掲載して

おりません。 

企業・団体の PR に最適です！ 

 所報に広告を掲載しませんか？ 

愛知県からのお知らせ 

「特定最低賃金」が改正されました 
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