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一宮商工会議所常議員会を開催 
～改正個人情報保護法の施行に伴う規定の 

 改正及び秋のイベントについて報告～ 

を目的に開催したもの。 

本所ビジネス支援センターの森マネージャー

（中小企業診断士）が会議所施策の活用方法、

並びに中神専務理事が会員サービス事業や地域

振興事業について説明を行った。その後の昼食

懇談会では、会議所施策についての意見交換や

地区の会員同士の交流も活発に行われ、和やか

な雰囲気の中閉会した。 

「会員の集い」は、今後他地区の開催を予定

している。次回は 11 月 21 日（火）に、西成・

千秋地区会員を対象に本所で開催する。定員は

40 名で参加は無料。参加申し込みは、直接お電

話をいただくか、HP 掲載の申込書裏面に必要事

項を記入のうえ FAX。 

〈お問合せ先〉中小企業相談所 TEL 72-4611

9 月 25 日、本所 4階小ホールにて常議員会を

開催した。冒頭、平成 30 年 1 月から一宮市内で

開催される「あいちトリエンナーレ」の地域展開

事業について協賛のお礼を行なった。 

続いて、改正個人情報保護法の施行に伴う個人

情報関連の規定の一部改正及び新会員の加入に

ついて審議し、承認を受けた。さらに報告事項と

して、秋から始まる「一宮だいだいフェスタ大集

合 for Halloween2017」の事業概要の説明や、一

宮まちゼミについての説明、さらに、「会員の集

い」や現在進めている名岐道路早期実現に向けた

署名活動のお願いについて報告を行なった。 

その後、「食ブランド事業のこれまでの流れと

地域うまいもんマルシェの出展について」と題

し、本所常議員である三井食品工業株式会社の岩

田孝逸社長から、9月 19 日から 25 日まで東京の

「日本百貨店しょくひんかん」で開催した「地域

うまいもんマルシェ」について事業報告を行なっ

た。 

卓話の中で岩田氏は、平成 22 年から実施して

いるいちのみや食ブランド事業について、これま

での流れを説明。その上で、地域うまいもんマル

シェへの出展状況や来場者数を、当日撮影した写

真などを交えながら説明を行なった。 

△常議員会で卓話を行う岩田孝逸社長 

△富士・貴船地区「会員の集い」の様子 

9 月 7 日、本所大ホールにおいて富士・貴船地

区会員を対象に、「会員の集い」を開催した。 

これは、地区会員の皆様に本所の施策・事業を

広く紹介することで、会議所への理解を深めてい

ただき、会議所サービスを更に活用いただくこと

富士・貴船地区を対象に「会員の集い」を開催！ 

次回は西成・千秋地区で開催。 

 

地域うまいもんマルシェとは 

日本商工会議所が「食のテーマパーク」と

して全国のおいしいものを提供する「日本百

貨店しょくひんかん」と連携し、各地商工会

議所を通じて集まった「地域の自慢の逸品」

を週替わりで出品しているもの。 



 

新産業創出研究会（所管：産業振興委員会）の

第 2回例会を、9月 20 日、本所小ホールにて開

催し、28 名が参加した。 

例会には、最先端技術と企業ネットワークづく

りについて、それぞれ講師を招聘した。 

まず、㈱テクノスピーチ代表取締役の大浦圭一

郎氏より、最先端技術として、様々な製品・サー

ビスに搭載できる音声合成･歌声合成技術につい

て紹介いただいた。同社の技術では、合成した音

声に喜怒哀楽の感情表現を加えることや、肉声を

△講演の様子 
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サンプルに故人の声を再現することができ、こ

れらを実演を交えて紹介いただいた。 

続いて、技術力を持つ零細企業等をとりまと

めて交渉窓口等を一元化し、高精度製品を適切

なコストで生産している㈱アイム代表取締役の

桜井亨氏より、同社が取り組むものづくり企業

のネットワーク構築について、複数社が関わり

製作した製品などの具体的な紹介を交え説明を

いただいたほか、研究会メンバーに対して、も

のづくりネットワークへの参加呼び掛けも行っ

た。 

また、研究会メンバーの㈱かけはし及び㈱エ

スプリからは、メンバー間の協業促進を目的と

して、IT を活用したビジネス支援について、活

用事例紹介を交えたプレゼンテーションが行わ

れた。 

講演では、活発な質疑応答等が行われたほか、

例会後に開催した懇親会では、和やかな雰囲気

の中で、コーディネーターや講師を交えながら

メンバー間の交流が行われた。 

～新産業創出研究会 第 2回例会～ 

最先端の音声合成技術や企業ネットワークの構築を学ぶ 

～農商工ビジネス研究会 第 1回例会～ 

浜松商工会議所の先駆的な取り組みを聞く 

 農商工ビジネス研究会（所管：産業振興委員会）

は、今年度の第 1 回例会を、9月 5日、本所小ホ

ールにて開催し、33 名が参加した。 

 例会では、浜松商工会議所 産業振興部 工業振

興課の長山訓大氏を講師としてお迎えし、農商工

連携や六次産業化について、先駆的な活動を行っ

ている「浜松農商工連携研究会」について、発足

や活動の経緯や現在の取り組みについて詳細な

説明をいただいた。 

 当日は、一宮市農業振興課の呼び掛けにより、

若手農業生産者等のグループ「尾張一宮 4H クラ

ブ」メンバーにも例会に参加をいただいた。 

 例会に引き続き開催した懇親会では、講師も交

え、研究会メンバーや農業生産者の交流が行われ

た。 

 今年度の農商工ビジネス研究会では、昨年度に

引き続き農業生産者との交流を促進し、ビジネス

マッチングの機会を提供する中で、「農商工連携」

や「六次産業化」へ結び付けることを目指してい

く。 

△第 2回例会の様子 

△挨拶する高岡副会頭 
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「冬の七夕カーニバル～一宮イルミネーション～」 

推進委員会で今年度の事業を決定、協議会で承認 

  一宮イルミネーション推進委員会（委員長：

大森輝英常議員）は、9月 13 日、第 4回の会合

を本所にて開催し、今年度の「冬の七夕カーニ

バル～一宮イルミネーション～」事業の装飾案

とイベント案の詳細を決定し、同日、引き続き

開催された一宮イルミネーション協議会（会長:

梯國彦常議員）の第 2回会合にて、それぞれ承

認された。 

 今年度のイルミネーション事業は、11 月 30 日

（木）から平成 30 年 2月 14 日（水）までの、

約 2カ月半にわたって実施。 

 装飾は、一宮駅から銀座通り・ロータリーを

結ぶエリアを中心として行い、駅東口広場には

シンボルオブジェを新設するほか、シビックテ

ラスや銀座通りなどのデザインを一新する。ロ

ータリー、駅西広場などにも装飾を施す。 

 イベントでは、11 月 30 日（木）にシビックテ

ラスで開催する、市民参加型の点灯式を皮切り

として、保育園児たちの願いごとを飾り付けた

ツリーが好評の「クリスマスメッセージツリー」

や、年始めやバレンタイン（縁結び）などの祈

願を受け付ける「願いごとスポット」の設置、

市内の高校の生徒などによるイルミネーション

作品展（仮称）が予定されている。 

△推進委員会で挨拶 

 する大森委員長 

△協議会で挨拶する梯会長 

△今年のイルミネーション装飾イメー 

 ジ。今年度はデザインを一新する

「2017 冬の七夕カーニバル 

～一宮イルミネーション～」開催概要 

 

・会期 平成 29 年 11 月 30 日(木)～ 

平成 30 年 2月 14 日(水)

・会場 一宮駅周辺 

・主催 一宮イルミネーション協議会 

・事業内容 

（１）イルミネーション装飾 

シビックテラス、駅東口、銀座通り、

ロータリー、駅西口を 20 万球の LED で

装飾。 

（２）イベント 

■点灯式（11 月 30 日(木)17:00～17:30） 

冬のはじまりを、吹奏楽団・合唱団など

市民参加の点灯セレモニーでＰＲ。 

■クリスマスメッセージツリー 

 （11 月 30 日～12 月 25 日） 

保育園児が書いた短冊で装飾したクリス

マスツリーをシビックテラスに展示。 

■願いごとスポット 

 （12 月 27 日～2月 14 日） 

真清田神社や服織神社と連携。シビック

テラスに願い事スポットを設置し、短冊

に書いた市民の願いを装飾。 

■イルミネーション作品展（仮称） 

 （12 月 27 日～2月 14 日） 

市内の高校の生徒などが制作したイルミ

ネーション作品を銀座通りに展示。 

（※内容は変更となる場合があります。） 
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最終日の 29 日(日)は、仮装した参加者が一宮市本

町商店街及び銀座通り商店街を中心に練り歩く「138

ハロウィン～おりものパレード～」や、パレード参

加者を対象とした「衣装コンテスト」などを実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

  △昨年度のパレード及び衣装コンテストの様子 

 

 

10 月 1 日に、尾張一宮駅前ビル（i-ビル）3 階

シビックテラスで開催されたオープニングセレモ

ニーを皮切りに、今年度の「一宮だいだいフェス

タ大集合」がスタート。 

期間中は、各イベント会場でお菓子をプレゼン

トする「138 ハロウィン～トリックオアトリート

～」を行うほか、今年度は新たに、各イベント会

場を巡ってシールを集めると最終日の抽選会に参

加できるシールラリーを実施する。 

ぜひ、多くのイベントに参加してお菓子やシー

ルを集めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 一宮モーニング協議会（会長：猪子誠兒常議員）

は、10 月 1 日より第 11 回一宮モーニング博覧会

を開催している。 

 本年は、「家族で食べよう！！ファミリーモー

ニング」をテーマに家族・仲間で取り分けられる

ファミリーモーニングセットを、プロジェクト参

画店舗有志や、地元の大学・高校生が提供する。

 なお、10月 7 日には、i-ビル 3階のカフェレス

トラン「ICHIMO」前にて、オープニングセレモニ

ーが執り行われた。 

第 11 回一宮モーニング博覧会開幕！！ 

～家族・仲間でシェアできるモーニングセットを提供！！～ 

△一宮商業 

  高等学校 

△名古屋文理大学

短期大学部 

△修文女子 

高等学校 

△アラティ △オムライス&カフェ 

 イーグル 

△COCORO CAFE 

△カフェ ボヌール △茶音姫 △felicissimo COOMA  

△café merneige △ナチュラルビュッフェ 

 ユコーネ △こむぎ君のキッチン 

一宮だいだいフェスタ大集合 for Halloween 2017 開催中‼ 

いちのみや秋まつり実行委員会（委員長：榊原讓常議員）は、10 月に一宮市内各所で行われるお祭り

やイベントが相互に連携し、共同で発信することで、一宮を盛り上げる「一宮だいだいフェスタ大集合

for Halloween 2017」を開催している。 

  今年度は、いちのみや秋まつり実行委員会を含む 25 の参画団体が集結し、28 のイベントを実施。 

△プレゼント袋 △今年はシールラリーも実施 

一宮モーニング 検索 

◎詳細は、一宮モーニング公式ホームページを 

 ご覧ください。ichinomiya-morning.com 

◎詳細は、「だいだいフェスタ」公式ホームページを

 ご覧ください。http://138daidaifesta.jp/ 

だいだいフェスタ 検索 



 

女性会（会長：猪子千早）は 9月 5日、本所 4

階会議室にて「地域の活性化セミナー」を開催し

た。当日は、情報科学芸術大学院大学の教授で産

業文化研究センター長である金山智子氏を講師

にお招きし、「地域の資産を使った新しい可能性

の追求」をテーマに一宮市が元気になるための可

能性を学んだ。 

 セミナーの中で金山氏は「経済が定常型社会と

なる一方で変わらないものは自然や伝統であり、

その価値を大事にする考え方（可能性志向）から、

既存ニーズではない何かを作る活動を通して地

域を理解しよう」と話した。 

△講話を行う金山智子産業文化研究センター長 

 

 青年部（会長：村手 誠）は9月8日、9月度例会

「青年部運動会」を一宮市総合体育館で開催し

た。これは、今年度の会長所信でもある「Enjoy 

YEG」から、各委員会が各種目を通じ楽しみなが

ら、結束を図ることを目的に開催された。当日は

53名が参加し、チームプレイで汗を流した後、懇

親会も行われた。 

  同月14日には、「日本料理 江美」にて臨時会員

総会を開催し、次年度にて今年度運営専務を務め

る、株式会社グリュックの柴垣 健一氏を選任。

本議案については、全員賛成で可決承認となり、

次年度会長予定者となった。 

△運動会の様子(左)と 

次年度会長に選任された柴垣氏(右)
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会員サービス  地域創生・地域活性化事業 

得する街のゼミナール 『第２回 一宮まちゼミ』受講者募集中！  

音楽や工場見学など 60 講座開催 10 月 7 日（土）～11 月 23 日（祝）48 日間

 いよいよ、「第2回 一宮まちゼミ」（48日間）が、スタート！ 

 今回は、会員事業所の中から45の参加店が集まり、商店や企業の認知度向上と一般消

費者とのコミュニケーションを深める事を目的として「60講座」を企画している。 

昨年の受講者アンケートでは、「ゼミを通して、店の雰囲気や店主・従業員の人柄、

商品の特徴や歴史が理解できた。」と高評価を受けている。 

 チラシは下記の通り複数箇所に設置中。お手元に無い場合は会議所迄、お電話をご連

絡ください。(TEL 0586-72-4611)。 

 健康やお役立ち、美容など7つのテーマから楽しめる「第２回 一宮まちゼミ」を受講

して、プロならではの知識やコツを学ぼう！ 
 
【まちゼミとは】平成14年、岡崎市の中心市街地から発祥。お店や企業の人が講師と

なって、専門店ならではの知識や情報を原則無料で教えてもらえる少人数制のミニ講

座。「得する街のゼミナール」を略して「まちゼミ」と言う。全国300ヶ所で開催中。 
 

■申込方法   直接、チラシに掲載されている参加店舗にお問い合わせください。 

満員の場合もありますので、ご了承ください。 

■チラシ設置場所 

一宮商工会議所、尾張一宮駅前ビル（iビル）エスカレーター付近、 

名鉄百貨店一宮店１階サービスカウンター、テラスウォーク一宮１階サービスカウン 

ター付近、イオンモール木曽川 専門店１階インフォメーション 他 



 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所 中小企業相談所  

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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創業塾事業は、産業競争力強化法の事業の一環

である（※注）。第 4 回を迎える今年度は 9 月 2

日を皮切りに全 12 回で講義を行う。 

第 1回前半の部では、オリエンテーションとし

て創業塾の進め方を説明し、参加者相互の理解を

深めるために自己紹介を行い、最後に昨年度創業

塾参加者で創業者のｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟﾌｨﾝ 代表 安藤

栄子さんを講師に、創業体験談を対話形式で講話

頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 △創業体験を語る安藤さん 

また、後半の部では、本所ビジネス支援センタ

ー森インキュベートマネージャーより「創業の心

構え」と題し、自身の創業体験を交えた創業計画

の必要性と国等の施策について講演頂いた。 

 

9 月 5 日に開催した第 2回では、前半の部では

森マネージャーより、創業のビジネスプランの作

成準備から始まり、自分の棚卸し、経営理念・経

営方針の重要性を講演頂いた。また、後半の部で

は、日本政策金融公庫 須江 慎二 融資課長を招

き、本所ビジネス支援センターの菱田コーディネ

ーター、仲尾コーディネーターの 3人によるパネ

ルディスカッション形式で公的機関・金融機関の

概要や上手な付き合い方について講話頂いた。 

 （※注） 

地域における創業を促進する為、市区町村が

民間の支援事業者【商工会議所、商工会、地

域金融機関、NPO 法人等】と連携し、ワンスト

ップ相談窓口の設置や創業セミナーの開催等

の創業支援を実施する「創業支援事業計画（最

長 5年間）」を国が認定するもの。 

 平成 29 年度「創業塾」開催報告 

～充実したカリキュラムを毎週実施！！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 △パネルディスカッションの様子 

 

9 月 12 日に開催した第 3 回前半の部では、森マ

ネージャーを講師に、ビジネスアイデアを創出す

る発想技法について、代表例としてブレーンスト

ーミング及び KJ 法について学び、一人でも行うこ

とができる、マインドマップとマンダラチャート

も紹介し、アイデアの深堀の可能性を講演頂いた。

後半の部では、㈲PC スタイル 代表 齋藤 真理子

氏を講師にITを活用した情報発信や販路開拓の方

法を最新の事例にもとづいて講義。さらに業務効

率化で活用できる IT の事例についても解説。HP や

SNS の特性や利用方法を詳しく説明頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 △講義の様子 

  

 9 月 19 日には、第 4 回を開催。前半の部では森

マネージャーよりマーケティングの基礎知識につ

いてフレームワークを中心に講演頂いた。後半の

部では、大志法務事務所 代表 村手 誠氏を講師に

法務基礎として法律基礎や商取引と契約及び身近

な法律問題を中心に講演頂いた。 

 今後は、人材採用・育成、税務・財務会計、資

金調達へと創業に向けてさらに専門的講義へと進

め、ビジネスプランの作成へとつなげていく予定。



「お客様が快適にリラックスしていただけ
る場所づくりに努めています」と話すのは小
信中島にあるリラクゼーションサロン Harumu 
(ハルム)。近隣を中心に多くの常連客に支え
られている同店の代表、中村敦さんにお話を
伺った。 
 
■自身の腰痛の改善がきっかけでこの世界に 
 大学卒業後、不動産会社で営業をしていた
が、あるサロンで体験したマッサージで大学
時代から悩まされてきた腰痛が劇的に改善し
たことがきっかけでこの世界に。以来、セラ
ピストとしてピアゴ尾西店内にあったリラク
ゼーションサロンの店長等を務めていたが、 

ピアゴ尾西店の
改装を機に独立
することに。開店
場所がなかなか
決まらず苦労し
たが、知人の助け
もあり 2014 年 12
月ピアゴ尾西店
近くの現在地に
サロンをオープ
ンした。30歳代 

から 60歳代までの幅広い世代の女性を中心に
親しまれ、口コミ等で新規顧客も獲得してい
る。店名の Harumu はタイ語で香りを意味する。
 
■ストレス解消のための空間づくり 
 ボディケアやリフレクソロジー（足つぼ）、
 

足裏角質ケアの
ほかオイルを使
ってふくらはぎ
に溜まった老廃
物を流すことで
リンパや血流の
流れを改善しむ
くみを取るふく
らはぎオイルケ
アなどのコース
に加え、股関節
のマッサージの
みを行うコース
も設けている。
また、バイオセ
ラミック効果で
全身の血行を促
進するとされ、
グアムの最高級 
リゾートホテル「ハイアットリージェンシーグア
ム」内のエステティックサロンに設置されるなど世
界的に愛用されている BiiO ドームも利用すること
ができる。家族や友人とシェアすることもでき施術
料金も割安となるお得なチケットも販売している
（有効期限なし）。 

お客様との会話を通じて痛みの原因をつきとめ
ることをモットーとしており、お客様との信頼を構
築するためお客様の趣味や情報を仕入れ積極的に
コミュニケーションをとるとともに、話を聞くこと
で、腰痛や肩痛の原因にもなっているストレスの解
消に努めている。そのためリラックスできる空間づ
くりには常に気を配っているという。 

 
■今後の展開 

前職時代は会社に行くのが嫌だったこともあっ
たため、やりたいことをやり楽しくやっていきたい
とのこと。サラリーマン時代と違い、お客様がこな
くなったらという不安やプレッシャーは常に付き
まとうものの、これからもお客様とのコミュニケー
ションを大切に、店を切り盛りしていく所存であ
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  日々の記帳から決算・税務申告の作成に向け毎月相談しております。 

Q  営業時間、定休日について教えてください。 
A  営業時間は 10 時から 21 時(最終受付 20 時)です。定休日は水曜日(祝祭日の場合は営業)です。 
 

～ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを大切に 

ﾘﾗｯｸｽできる場を提供 ～

代表者：中村 敦     創 業：平成 26 年 

住 所：一宮市小信中島東鵯平 77 

Ｔ Ｅ Ｌ：(0586)27-8557 

業 種：リラクゼーションサロン 
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ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ Harumu 

▲ 代表者：中村 敦 氏 

▲ ｽﾄﾚｽ解消のための空間�
づくりに努める�

▲ 店舗外観�
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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

 

市場環境や消費者の価値観が変化し、商品開発や販

売方法に多様化が求められる昨今、消費者が欲しいと

思う商品・サービスの提供が重要となっています。 

  創業や新たな出店・経営計画策定の際、皆様の商品

やサービスが、対象となる市場において、どの程度利

用者数や売上げが見込めるのか、この問いにこたえる

ために、商圏分析を行うことは、非常に重要なステッ

プといえます。 

  ところが、中小・小規模事業者の場合、時間やノウ

ハウがないことから、次の 3つの課題を解決できず、

あきらめざるを得ないのが実情です。 

 

 

 

 

 

 

 

本所では、持続的な経営を目指す未来志向の事業所

を支援するため「商圏分析データベース『MieNa』(ミ

ーナ)を無料で提供し、課題解決に向けた支援(商圏分

析レポートの提供等)を行っています。この機会に是

非 利活用ください。 

この商圏分析レポートは、(株)日本統計センターの

◆周辺商圏や地域特性が「見える化」できる◆ 

        ～どんな地域か知りたい!～ 

 

 

 

 

 

 

商圏分析ベータベース「MieNa(ミーナ)」により自

店の商圏や新規出店予定地、競合店調査などの把握

に必要な「市町村の人口統計数や世帯数」、「就業者

数」などの統計データを総合抽出したマーケット購

買力が一目でわかるレポートです。市内外の地域特

性が簡単に地図やデータや数値で確認することが

でき、経営判断に役立てることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■詳しくはこちらまで、  

(株)日本統計センター 

  基礎から学ぶ！『IT 勉強会』開催のご案内 

～今更聞けない、IT の基礎知識が学べます～ 

昨今、人材確保や将来的な生産年齢人口の減少など、中小・小規模企業は今後の事業経営に新たな

課題を抱えている。同時に、こうした人手不足の解消や作業効率の向上を図るため、国は IT 導入支援

を積極的に推進している。 

本所では、IT に対し「よくわからない」「難しい」と思っている事業者様を対象に、基礎的な知識・

スキルを習得する勉強会を開催する。第１回は、愛知県よろず支援拠点にて IT の専門家としてご活躍

中であり、大変人気の先生をお招きしご講義頂く。是非、この機会にお申込みください！  

 ■開催日時：平成 29 年 10 月 27 日（金） 

      10 時 00 分～11 時 15 分（予定） 

      ※質疑応答含む 

■会  場：一宮商工会議所 3階 大ホール 

 ※駐車場には限りがございますのでなるべく 

公共交通機関でお越し下さい。 

■参 加 料：無料 

■対 象 者：本所会員 

■内  容：①ＩＴとは 

      ②ＩＴ活用の概要と必要な支援 

      ③画像編集 

      ④インターネットの仕組みとＳＥＯ対策 

 

■講  師：加藤 美千代 氏 

   (一社)日本ｸﾞﾘｰﾌｹｱｷﾞﾌﾄ協会  代表理事 

      愛知県よろず支援拠点ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

【プロフィール】 
1997 年より日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ・ｻｰﾋﾞｽ株式会社にて

製造業を中心とした情報システム開発に従事。

2013 年喪のギフトを提供するﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ「ｸﾞﾘｰﾌｹｱ

ｷﾞﾌﾄの碧香堂」で創業。2014 年愛知県よろず支援

拠点ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰに就任。IT 活用および創業の相談

と IT 活用セミナーの企画・運営・講師を担当。

累計約 2200 件の相談を実施。 

 地域を知ってビジネスを成功させよう! 
～商圏分析データベース『ＭｉｅＮａ(ミーナ)』を利活用しませんか?～ 

◆主な 3つの課題◆ 

1.データはどうやって収集するのか、どこに適切

なデータがあるのかわからない…。 

2.データはあったものの、どのように加工してみ

ればよいのかわからない…。 

3.実際に集計してみたものの、これが表す意味を

読み取れない…。など 

●分析評価
◎自店の商圏、ターゲッ
ト地域を検証したい。

◎立地候補地を検索し
たい。 

◎競合店との立地比較
をしたい 

◎商圏の将来人口を検
証したい。 

●市場把握
◎どんな人が住んでい

るのか? 
◎どんな事業者がいる

の? 
◎何を、どのくらい、購

入しているの? 
◎他の地域とどのくら

い違うの? 

「MieNa(ミーナ)」ご利用の流れ 

ご相談者
より 
地域指定 

商圏分析 
レポート 
を出力 

ご相談者
に提供・ 
支援 

無料

集客アップ! ⤴ 売上げアップへ!⤴ 

商圏分析 MieNa(ミーナ) 検索 
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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) 

制度改正『前納減額率の見直し』のお知らせ！ 

 

【問合せ先】一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL.0586-72-4611 

自己宣言から始めましょう。中小企業のためのセ

キュリティアクション。 

「SECURITY ACTION」は中小企業自らが、情報セ

キュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。

安全・安心な IT 社会を実現するために創設された。

■経営に欠かせない 情報セキュリティ 

IT 社会では、企業経営においても、IT 活用によ

る「攻め」と同時に、情報セキュリティによる「守

り」が不可欠である。 

身近なところから情報セキュリティ対策を始め

よう。 

■SECURITY ACTION(セキュリティ アクション) に

取り組もう 

  SECURITY ACTION ロゴマークは、情報セキュリテ

ィ対策の取組み段階を星印の数で表す。 

情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言す

る事業者に「SECURITY ACTION ロゴマーク」を提供

します。名刺やパンフレットに表示して、自らの取

組みをアピールしてください。 

「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」

の実践をベースとした 2段階の取組目標から、自社

の取組目標を決めて、手順に従って申込ください。

■まずやってみる SECURITY ACTION の進め方 

 取組み目標に応じて「★一つ星」と「★★二つ星」

のロゴマークがある。 

 はじめてみよう 情報セキュリティ

『SECURITY
セ キ ュ リ テ ィ

 ACTION
ア ク シ ョ ン

』に取組もう。セキュリティ対策自己宣言!! 

①取組み目標を決める。②自己宣言する。③ステッ

プアップする。 

〇「★一つ星」ロゴマークを使用するには・・・ 

「情報セキュリティ 5 か条」に取り組むことを

宣言する。 

〇「★★二つ星」ロゴマークを使用するには・・・

「5分でできる情報セキュリティ自社診断」を実

施し、情報セキュリティポリシー(基本方針)を

定め、公開する。 

■自己宣言する 

 SECURITY ACTION ロゴマークをポスタ

ー、パンフレット、名刺、封筒、会社案

内、ウェブサイト等に表示して、自らの

取組みをアピールすることができる。 

■ロゴマークの申込手順 

Step①使用規約の確認、 Step②使用申

込書に記入、Step③使用申込書を提出、

Step④ダウンロード 

■メリット 

①情報セキュリティ対策の取組みの見える化 

②顧客や取引先との信頼関係の構築 

③組織の強化 

●詳しくはこちらまで 

 独立行政法人 情報処理推進機構 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営する

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）

は、中小企業倒産防止共済法施行規則が改正され、

平成２９年１１月から、翌月以降の掛金を納付（前

納）した場合の掛金の減額率(前納減額率の引き下

げ)が見直される。 

 

[制度改正の内容] 

･前納減額金の減額率が次のとおり見直しされる。 

【改正前】  5/1,000(1,000 分の 5) 

【改正後】0.9/1,000(1,000 分の 0.9) 

･施行日:平成 29 年 11 月 1 日(水) 

〔注意事項〕 

平成29年 10月までに前納した分は改正前の減額

率が適用され、平成 29年 11 月以降に前納した分は

改正後の減額率が適用される。 

[掛金を前納するには] 

 「掛金前納申出書」に必要事項を記入し、本所 

を通して中小機構に申し出てください。（希望月の

５日までに中小機構必着） 

[加入をご検討中のお客様へ] 
 経営セーフティ共済は、加入のお申込みの際に掛

金を前納することができる。改正前の減額率が適用

されるためには、平成 29 年 10 月までに、加入申

込みと前納掛金の払込みが必要である。 
  平成 29 年 10 月に加入を申し込まれた場合は、

口座振替による払込みでは間に合わないが、口座振

込みの方法によって 10 月までに前納掛金を払い込

むことができる。 
 詳しくは、共済相談室または加入手続きの窓口で

お問い合わせください。 
●詳しくはこちらまで 

 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 
経営セーフティ共済 

 

情報セキュリティ アクション 検索 

中小機構
経営セーフティ共済 検索 
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愛知県では、「あいちワーク・ライフ・バランス推

進協議会」を設置し、官民一体となって、仕事と生

活の調和した社会の実現に向けて取り組んでいる。

現在、国では「働き方改革」が日本経済再生に向

けた最大のチャレンジとして位置づけられ、長時間

労働の是正が議論されるなど、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた気運は益々高まっている。 

 この「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」

には、毎年多くの企業の皆様に御賛同をいただいて

いる｡皆様におかれましては、こうした趣旨を御理解

の上、ぜひともこの運動に御賛同いただき、それぞ

れの職場でワーク・ライフ・バランスの取組を更に

前進させていただきますよう、ご案内する。 

 「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動 2017」

では、取組の内容（A〜H）のいずれか 1つ以上に取

り組んでいただける県内企業等を募集している。是

非ともこの運動の趣旨にご賛同いただき、積極的に

お申し込みください。 

ご賛同いただきました事業所様には、順次啓発ポ

スターをお送りさせていただきます。 

 安心して働くための「無期転換ルール」とは 
～平成 30 年４月から無期労働契約への 
転換申込みが本格化！～  

〇無期転換ルールとは 

有期労働契約が更新されて通算 5 年を超えたと

きは、労働者の申込みにより、期間の定めのない

労働契約（無期労働契約）に転換できるルールで

ある。通算 5年のカウントは平成 25年 4 月 1日以

降に開始した有期労働契約が対象である。 

〇対象となる方は 

雇用されている方のうち、原則として契約期間

に定めがある有期労働契約が通算 5 年を超える全

ての方が対象となる。契約社員やパート、アルバ

イトなどの名称は問わない。 

〇無期転換の申込みは、書面で行うことをお勧め

します 

無期転換申込権の発生後、働く方が会社に対し

て無期転換する旨を申し出た場合、無期労働契約

が成立する（会社は断ることができない）。この申

込みは口頭でも法律上は有効だが、トラブルを防

ぐため、書面で行うことをお勧めする。 

■詳しくはこちらまで 

「有機契約労働者の無期転換ポータルサイト」へ

アクセス！ 

〇WEB サイト: http://muki.mhlw.go.jp/ 

 愛知県最低賃金改定のお知らせ！
～最低賃金､確認した?～ 

■雇う上でも､働く上でも､最低限のルール｡ 
使用者も労働者も､必ず確認､最低賃金｡ 

1.愛知県最低賃金は、愛知県下の事業場で働くす

べての労働者に適用されます。 
2.使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を

労働者に支払わなければなりません。 
3.最低賃金の対象となる賃金は、通常時間、労働

日に対応する賃金に限られます。 
4.賃金が時間給以外で定められている場合(月給・

日給等)、賃金を 1 時間当たりの金額に換算して

愛知県最低賃金額と比較します。 
5.最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者

がいる場合には、支払っている賃金額を改正する

必要があります。 
■詳しくはこちらまで 

･最低賃金に関する特設 サイト 

http://www.saiteichingin.info 

･愛知労働局ホームページアドレス 
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/ 

jirei_toukei/chingin_kanairoudou.html 

【募集期間  】 

･2017 年 7 月 1 日(土)から 11 月 30 日(木)まで 

【取組の内容】 

･A～H 各 8 種類の取組内容 

【対      象】 

･愛知県内の企業・団体・事業所 

【申込方法 並びに 詳細については 】 

 WEB サイト（賛同申込フォーム）又は郵送・FAX

（賛同募集チラシ賛同申込書）によりお申し込みく

ださい。 

〇WEB サイト: 

https://famifure.pref.aichi.jp/ 

aichi-wlbaction/index.html 

〇郵送：〒460-8799 愛知県名古屋市中区大須

3-1-10 郵便事業(株) 名古屋中支店留 

FAX：052-269-5124 

■詳しくはこちらまで 

･あいちワーク・ライフ・バランス推進 

運動事務局 TEL：052-262-5455 

･愛知県産業労働部 労政局労働福祉課 

仕事と生活の調和推進グループ 

TEL：052-954-6360 

無期転換サイト 検索 

平成 29 年 10 月 1 日から､愛知県最低賃金は､ 

時間額871 円に改正されます｡ 

最低賃金サイト 検索

  
  

 ｢あいちワーク･ライフ･バランス推進運動 2017｣賛同事業所募集 
～いまこそ変わろう､みんなで変えよう､働き方! 目指せ､仕事と生活の好循環!～ 
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△開会の挨拶をする 

 森・発明くふう展覧会会長 

2017 発明くふう展覧会を開催 

３市２町の小中学校 102 校から 415 点の作品を展示 

△熱心に児童・生徒の作品を観賞する人たち 

9 月 9、10 日、一宮スポーツ文化センターにお

いて、「2017 発明くふう展覧会」（会長：森正志副

会頭）が開催された。同展覧会は、次世代を担う

児童・生徒に、発明とくふう思想の育成を図る目

的で毎年開催されているもので前身の近代化産業

展から数えて 60 回目を迎える。 

 今年の展覧会には、一宮市と近隣の市町村 3 市

2 町の小・中学校 102 校から 410 点の作品が出展

されたほか、同時開催された「私の夢絵画展」に

は、76 校からの応募があり、40 点の入選と特選が

10 点選出された。 

 今年は、日用品の便利グッズや、熱中症対策、

福祉や介護分野でのアイデア溢れる作品が数多く

見られた。また、第 74 回全日本学生児童発明くふ

う展覧会で入賞した作品も同時展示され、来場者

は子どもたちの創造力あふれるアイデアに関心を

寄せていた。 

市政 96 周年記念式典を開催 

本所加藤名誉議員が産業功労者として表彰 

9 月 1 日、一宮市木曽川文化会館尾西信金ホー

ルにて一宮市政 96 周年記念式典を行なった。 

大正 10 年 9月 1日に一宮市が誕生して、今年で

96 周年を迎える。当日は、長年町会長や民生委員

を努めた方や、市内の事業所に長年勤めた方など、

産業・社会福祉などに功績のあった方々を表彰。 

本所からは、常議員・議員を 15 年以上務めた社

会保険労務士法人大和総合労務事務所の加藤良克

名誉議員が表彰された。 

～一宮市からのお知らせ～ 

保育施設の設置をお考えの事業主の皆様へ 

△「作ってみよう館」で来場者に工作を教える

発明クラブの指導員 

一宮市事業所内保育施設整備補助金を 

ご活用ください。 

 一宮市では、市内に事業所を有する企業及び個

人事業者が、従業員の多様な就労形態に対応する

ために、国の企業主導型保育事業（整備費）助成

金の交付決定を受けた上で、施設内等に保育施設

を設置する場合に、整備に要した総事業費から国

の企業主導型保育事業（整備費）助成金額を差し

引いた金額の一部を補助します。 

一宮市公式ウェブサイト 

【一宮市事業所内保育施設整備補助金】 

http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/jigyosha

/jigyoshayuushi/1010719/1021077.html 

 詳しくは、一宮市役所経済振興課商工労政グル

ープまでお尋ねください（電話：28-9130）。 

～10月11日から「尾州スーツ&ジャケットフェア」～ 

15 メーカーの生地を 18 ブランドで紹介! 

10月11日(水)から10月24日(火)

まで、ジェイアール名古屋タカシマ

ヤ・7F 紳士服フロアにて「尾州スー

ツ＆ジャケットフェア」が開催され

る。フェアでは、尾州 15メーカーの

生地が 18 ブランドで紹介される。 

お出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。 



 

 

（愛知県信用保証協会） 

 愛知県では、省資源や省エネルギー、リサイ

クルなどに関する優れた技術や活動などを表彰

している。この賞は資源循環型社会の形成を促

進するとともに、広く全国に向けて、あいちの

環境技術や環境活動のレベルの高さを発信する

目的で、愛知県が創設したものとなる。是非、

ご応募ください。 

■募集期間 9 月 1 日（金）～10 月 31 日（火）

■募集対象者 

 企業、団体又はグループ（個人の応募は不可）

環境行動計画 

「2018 愛知環境賞」を募集します 

今月の表紙「一宮 産業観光めぐり」 
季節観光・秋 

 
びさいまつり（10 月 21 日（土）、22 日（日））

十二単の織姫、童女が輦台に担がれ登場する
「織姫パレード」や、「大人みこし・仮装パレ
ード」などが華やかに展開する。 

甘酒祭（10 月 29 日（日）） 
大永年間（1521～28 年）に起源を持つ豊年祭
り。豊作を祈願して氏神様に供えた甘酒と強
飯を、裸の男達が観光客に撒き散らす。市の
無形民俗文化財に指定。 

138 タワーパークのコスモス 
（見頃：10 月中旬～下旬）

合計約 13 万本のピンクや白のコスモスが、バ
ラ園横花畑とやすらぎの池横花畑に一斉に咲
き誇る。 

一宮だいだいフェスタ大集合 
 （5 ページ参照） 
一宮菊花大会（11 月 2 日(木)～8 日(水)） 

菊花の愛好家が丹精こめて作り上げた成果を
一堂に展示し、優雅さと栽培技術を競う。 

13

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

（株）中部リフォーム 

ＣＭＫ（株） 

土 木 建 設

商 業

※平成 29 年 7 月 1日～31 日の新入会分。名簿の公

表を希望しない事業所は掲載しておりません。 

■募集対象事例 

省資源、省エネルギー、新エネルギー、3R な

どの分野で、資源循環や環境負荷低減の推進

に関する先駆的で効果的な＜技術・事業＞及

び＜活動・教育＞ 

 詳細は、愛知環境賞 Web サイトをご覧くださ

い（過去の受賞事例もご覧いただけます）。 

△http://aichikankyoushou 

 

～一宮市からのお知らせ～ 

年に１度の特定健康診査を受診しましょう！

一宮市は、メタボリックシンドローム・高血圧・

高血糖・高脂血症の方が県の平均に比べて多くな

っている。自覚症状のない生活習慣病を予防する

ために、特定健康診査を受診しましょう。 

忙しい人だからこそ、自分の身体の状態を知っ

て健康を保ちましょう。 

 

【対象】 

 40 歳から 74 歳の方 

【受診場所等】 

・社会保険等の方は、お勤めの会社か保険証発行

元へお尋ねください。 

・国民健康保険の方は、一宮市内の協力医療機関

で受診できます。（10月 31 日まで） 

受診は無料で、受診券が必要です。 

【問合せ先】 

・尾張西部圏域地域職域連携推進協議会 

 事務局:愛知県一宮保健所総務企画課 

 電話：0586-72-0321 

・一宮市保険年金課庶務グループ 

 電話：0586-28-8669 



ご紹介いただいた方には、１件につき 1,000 円分の商品券を進呈 

 

  

★★★★★★★★★★会会員員増増強強キキャャンンペペーーンン開開催催中中★★★★★★★★★★  

後後後期期期      平平平成成成２２２９９９年年年１１１０００月月月 111 日日日～～～１１１２２２月月月３３３１１１日日日  

  

 

 

◆◆◆入会者にも紹介者にも入会特典があります！！！◆◆◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

入 会 資 格 

一宮市内（旧尾西市・木曽川町地区を除く）に、事務所、工場又は

営業所等を有する商工業者（法人・個人）の方、また、団体、各種

学校、医師、弁護士、税理士等の皆様も入会できます。 

地区外の方でも特別会員として入会できます。 

会員になると 

事業の繁栄に役立つ多くのサービスを受けられるのはもちろんのこ

と、業種を超えた交流の機会が得られます。また、会員になること

により、事業の信頼を高めるだけでなく、本所の幅広い事業を通じ

て、地域発展への貢献に繋がります。 

年 会 費 
年額 10,000 円～（この会費は税法上、損金または必要経費として

処理できます。） 

会員の皆様のお取引先かお知り合いの方で会員になっていない事業所がございましたら、

是非ご紹介ください。 

本所より職員が訪問し、ご説明させていただきます。 

キャンペーン期間中 

○ご入会いただいた方には、2,000 円分の商品券を贈呈 

○ご入会年度に限り、本所主催のセミナー無料聴講券お１人様１回分を進呈 

（無料聴講券は、キャンペーン期間に関係なく年間を通じて進呈） 

お問い合わせ・お申込 一宮商工会議所 総務部 TEL（0586）724611 
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会員になってビジネスチャンスをつかもう！ 
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小規模企業共済 広告 
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税理士法人大樹 広告 


