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本所と一宮市との懇談会を開催 
～当面する諸問題について意見交換を実施～ 

2 月 20 日、本所にて一宮市との懇談会を開催

した。これは、行政と本所との意見交換の場とし

て定期的に開催しているもので、一宮市からは中

野一宮市長をはじめとする市幹部が参加。本所か

らは豊島会頭をはじめ副会頭、専務理事、常務理

事らが出席した。 

当日は、本所からは①平成 30 年度の主要事業

について、②事業承継について、③その他、の 3

つの議題にて意見交換を実施した。 

一方、一宮市からは①平成 30 年度の経済部関

係の主要事業について、②尾張地域の観光におけ

る地域連携について、③中小企業庁平成 30 年度

「中小企業・小規模事業者等の生産性向上（設備

投資等）支援施策」について、④再生可能エネル

ギーの利活用の研究に関する専門部会について

と 4つの議題について意見交換を行なった。 

来年度の主要事業の意見交換や本所会員退会

から見る「事業承継」の現状とその支援策につい

て、さらにその他の項目として、2月 17 日に女

性会が開催した、婚活事業「138 いい de 愛♥婚活

パーティー」の結果報告や産業観光プロモーショ

ン事業について事業報告や今後の方向性なども

話し合うなど、双方が直面する当面の課題につい

て、意見交換や連携の強化を確認した。 

懇談会終了後は同会場にて懇親会を開催し、一

宮市との懇親を深めた。 

△一宮市との懇談会の様子 

△講演会の様子 

2 月 23 日、本所 3階大ホールにて、「世界経済・

日本経済・東海経済」と題し、毎年恒例の経済講

演会を開催した。 

当日は、日本銀行名古屋支店長の内田眞一氏を

講師に迎え、この地域が取り巻く経済環境につい

ていくつかのキーワードを軸に各種調査の結果

などを用いながらわかりやすく講演をいただい

た。 

経済講演会には、102 名が参加した。 

日本銀行名古屋支店長による 

経済講演会を開催 
産業振興委員会（委員長：西岡 隆夫） 

議題 

(1) 講演「ものづくりに係る AI、IoT の導入事例

と関連施策」 

  講師 中部経済産業局 地域経済部 

次世代産業課 課長補佐 岡本 佳之 氏

(2) 所管事業報告について 

 議題(1)では、「ものづくりに係る AI、IoT の導

入事例と関連施策」をテーマに、講師の岡本氏よ

り、人工知能（AI）技術を概説いただき、「第 4次

産業革命」では IoT（モノのインターネット）に

よって様々な機器が接続され、収集された膨大な

情報が AI 等により活用されるとして、具体的な導

入事例や支援施策、関連政策・予算等を説明いた

だいた。 

 委員の関心も高く、質疑応答では活発な質問・

意見交換が行われた。 

開催日 

2 月 21 日 

出席者 

23 名 
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△宮本副知事による講話の様子 

 

1 月 29 日、本所は 4 階小ホールにて常議員会

を開催した。常議員会冒頭、宮本愛知県副知事

をお招きし、1月 20 日から 2月 12 日までの間、

市内で開催されるあいちトリエンナーレ地域展

開事業「織り目の在りか 現代美術 in 一宮」に

対する協賛のお礼と愛知県が実施するあいち女

性の活躍促進プロジェクトの概要について説明

をいただいた。多くの業種において、労働人口

が不足している中、女性の社会進出の向上が一

つの解決策として注目されている中、より女性

が社会で活躍できるように愛知県では多くの施

策を行っている。また女性が社会に進出するこ

とは、これまでの仕事の進め方に対していい刺

激を与えるので、ぜひより一層女性が活躍でき

る機会を与えてほしいと話した。 

 

続いて、審議事項として新入会員の承認を行

った。また報告事項で①平成 30 年度本所主要事

業について、②日商常議員会・議員総会につい

て、③日本銀行名古屋支店長経済講演会につい

て説明を行った。 

日商常議員会・議員総会の報告においては、

来年度予算の拡充が検討されている「サービス

等生産性向上 IT 導入支援事業」について説明を

行った。予算総額 500 億円、約 13 万社強の支援

を見込んでおり、今後支援を受けたいと思って

いる会員事業所及びITベンダーとして登録が可

能な市内のIT事業者に対して積極的に本補助金

に関する情報を本所が発行する会報誌や HP や

SNS などの IT ツールにより展開していくことと

した。 

 

その後、一宮市浅野でイタリア料理店を経営

するナチュラルビュッフェユコーネの越野伸治

一宮商工会議所常議員会を開催 宮本副知事による「あいち女性の活躍促進 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの概要」の講話と会員事業所による働き方改革の事例を紹介 

（こしの・しんじ）店長をお招きし、これから

の働き方改革の事例として、自店で取り組んで

いる引きこもりやニートの社会進出を支援につ

いて紹介をいただいた。 

 

一宮市だけでなく多くの市町の「若者サポー

トステーション（※）」と連携を取りながら多く

のインターンシップ生を受け入れて、彼らの社

会進出の手助けを行っているのだが、越野店長

は「真摯に向き合って彼らの気持ちをくみ取り、

寄り添いながら彼らのこれからの進むべき道を

示してあげることが大事なことである」と話し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△講話を行う越野氏 

 

また、他人と比べることなく、過去の自分と

比べて自分はどれくらい成長したかを認識させ

ることが肝要であり、こうした活動を進めてい

く中で彼らが成長し、社会へと進出していくた

めの手伝いを行っているとのことであった。今

後は、障害を持つ人たちにもその支援を行える

ような事業所になっていきたいと希望を話し

た。 

 

※若者サポートステーションとは 

厚生労働省が実施する、働くことに悩みを抱

えている 15 歳～39 歳までの若者に対し、ｷｬﾘ

ｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄなどによる専門的な相談、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

訓練などによるｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ、協力企業への就労

体験などにより、就労支援事業。全国に 173

箇所あり一宮市では、尾張一宮駅前ビル（i-

ビル）6階に設置。地元企業と連携を取りなが

ら若年者の就職支援を行っている。 

 

いちのみや若者サポートステーション HP 

http://ichisapo.endgoal.net/ 



一宮商工会議所 優秀賞 

 

BASE COFFEE（ﾍﾞｰｽｺｰﾋｰ） 
（コーヒー豆販売 喫茶）

住所：一宮市印田通 4-24 ｳｶｲﾏﾝｼｮﾝ１F 
TEL： 0586-64-9625   定休日：火曜日 
【good point】 
店内は優しいオレンジ色の電球で統一され、
木をふんだんに使い、ベビーカーでも入りや
すくリラックスできる空間となっている。 
ホームページ等
で定期的にハン
ドドリップセミ
ナーや焙煎体験
セ ミ ナ ー を 開
催、好評を得て
いる。 

純米酒とワインのお店 神楽饗（ｶｸﾞﾗｷｮｳ）（飲食店、高級弁当製造配達） 
住所：一宮市本町 3丁目 3-21  
TEL：0586-64-8172   定休日 日曜日 

【good point】 

居酒屋以上のサービスと料亭未満の値段で地域にないメニューを展開。鰆の

藁焼きを名物とした創作料理と濃厚ラクレットチーズのメニューが女性客を

中心に人気を得ている。隠れ家風の店内は十分な客席スペースを取り、様々

なソファーが配置され、長時間ゆったり過ごせるよう配慮が感じられる。

一 宮 商 工 会 議 所 会頭賞 

木工房すえひろ(家具、雑貨他小売業、喫茶) 
住所：一宮市せんい 3-9-7 
TEL：0586-76-9898  定休日：水曜・第 3木曜日 
【good point】 
木の温もりが伝わる店構え。家具のイベントだけ
でなく、ライフスタイルの提案やワークショップ
を開催し、わくわくするお店作りを心がけている。 
2F は雑貨と子供
用品が置かれ、
｢ 喫 茶  Konon 
コノン」は、女性
客を中心に癒し
の空間となって
いる。 

一宮商工会議所 優秀賞 

一 宮 市 長 賞 

株式会社 エコ建築考房 （一般建築業）  
住所：一宮市九品町 4-22 
TEL：0586-28-3755 定休日：水曜日 
【good point】 
「家は買うものでは無く、造るもの」という理念
で営業マンがいない事が特徴。お客様が衣食住の
様々な面で「健やかに暮らす」ことを意識できる 
ようｼｮｰﾙｰﾑをﾚﾝﾀﾙｽ
ﾍﾟｰｽとして開放、実
験棟を設け、イベン
ト「木暮らし市場
他」を開催するな
ど、SNS を巧みに
活用し、情報発信し
ている。 

 

シトロンヴェール  (洋菓子製造販売)  
住所：一宮市三条字エグロ８３ 
TEL：0586-64-1656  
定休日：12月～3月火曜定休、その他は不定休
【good point】 
大人の女性が『可愛い』と感じる商品造りや店
造り、パッケージ等、随所にこだわりが感じら
れ、人気を得ている。 
また、笑顔の職場造
り、人材育成にも注
力している。情報発
信を女性社員に自由
に 任 せ た こ と で
SNS を通じて来客
数が増加中。 

愛 知 県 商 店 街 振 興 組 合 連 合 会 

           理 事 長 賞 

本所は、2 月 26 日に「第 3 回元気な店舗コンクール」表彰式を開催した。このコンクールは市内の会員

事業所の中から、特色のある繁盛店舗を表彰し、メディア等に広報することで、受賞店舗の更なる発展と

活力の一助となるよう実施するもの。17 店舗の応募の中から、書類審査を通過した 5 店舗へ訪問し、現地

審査を行った結果、5店舗の事業主に賞状と楯を授与した。なお、表彰店舗は以下の通り。 
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「第３回  元気な店舗コンクール」表彰式を開催！ 

 ～ 5 店舗に賞状と盾を授与 ～ 



   

来年度の「尾張五市商工会議所合同企業説明会」

を、6月12日（火）13:00～16:00（予定）、尾張一宮

駅前ビル（i-ビル）7階シビックホールにて開催する。

この事業は、少子化に伴う生産年齢人口の減少、

大手企業を中心とした積極雇用等により中小企業の

雇用環境は厳しい状況が続く中、昨年に引き続き、

西尾張地区の5つの商工会議所（一宮･津島･稲沢･江

南･犬山）が共同し、地元就職を望む求職者とのマッ

チングを図るために実施するもの。 

現在、出展企業の募集を行っている。詳細は同封

チラシを参照のこと。 

尾張五市商工会議所 合同企業説明会 

開催ならびに出展企業募集について 

「138 いい de 愛❤恋活パーティー」を開催  6 組のカップルが成立！ 

今回のパーティーの最後には、めでたく6組の

カップルが成立。過去2回で、2組のカップルが

成婚され、大きな成果となっている。 

今後、「市内事業所の後継者」がマッチングに

成功し成婚に至ることで事業承継を促進するこ

とや、その従業員の企業定着、市内に定住する

効果が期待できるため、次年度以降も開催して

いく予定である。 

女性会（会長：猪子千早）は、2月17日に「138 

 いいde愛❤恋活パーティー」を本所3階大ホール

にて開催した。 

結婚を真剣に希望する男女に参加していただ

き、素敵な出会いを提供することを目的として、

今回が3回目の開催となり、男女各28名が参加し、

自己紹介、グループトーク、軽食とフリートーク

を楽しんだ後、告白タイムを実施した。 
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△開催に先立ち挨拶を行う猪子女性会会長 

「一宮市の明るい未来を学び語る会」 

設立会議を開催! 

△イベントの様子 

青年部（会長：村手 誠）は2月5日、本所にて、

「一宮市の明るい未来を学び語る会」の設立会議

を開催した。 

 これは過去4回開催している「新しい風会議」を

勉強会のみで終わらせないために、会員企業の紹

介窓口を各団体（愛知同友会一宮地区、尾張北青

年同友会、(公社)一宮青年会議所）に作ってもら

い、各団体活動の情報交換や協力依頼、また、定

期的な勉強会を行うことで、市・他団体との協力

関係を強固にし、行動する事を目的としている。

  当日は各団体のメンバーにも参加いただき、本

会の設立に承認をいただくと共に、初代会長とし

て柴垣商工会議所青年部次年度会長予定者が選任

された。 

△挨拶をする村手会長と柴垣次年度会長 

 



 

△新産業創出研究会第 4回例会の様子 
 2 月 9 日、本所にて「商店街関係者と本所幹部と

の意見交換会」開催した。7 商店街の理事長等が参

加、最近の各商店街や地域の状況についてお話をい

ただき意見交換を行った。 

「主な内容」 

①「門前マルシェ」について                     

一宮市本町１丁目商店街（振） 豊島理事長 

②「ほんまちの駅」と「ﾎﾞｯｸｽｼｮｯﾌﾟ」について  

一宮市本町３丁目商店街（振） 安藤理事長 

③「島村地区の朝市クラブ」について              

一宮市島村商店街（振） 小島理事長 

 商業者のみならず､市民と協力して生産者自らが新

鮮な野菜･雑貨等を販売する機会を設け､各種取組み

が認知され広がりをみせている現状が報告された。

労働保険（「労災保険」と「雇用保険」の総称）は、
政府が管理・運営している強制的な保険であり、農
林水産業の一部を除き、労働者（パート、アルバイ
トを含む）を一人でも雇用している場合、事業主又
は労働者の意思の有無にかかわりなく必ず加入する
ことが法律で定められている｡ 

しかしながら、労働保険に関する事務は、専門担
当者を置くことのできない中小零細事業主にとっ
て、負担となっている場合が少なくない。 

本所では、厚生労働大臣の認可を受けて、労働保
険の事務組合として、労働保険に関する事務手続き
の代行業務を行っている｡ 
■事務委託できる範囲 

①概算･確定保険料などの申告･納付事務｡ 
②保険関係成立届､雇用保険の事務所設置届等に 
  関する事務 
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務｡ 
④雇用保険の被保険者に関する届出事務｡ 
 (個人番号関係事務含む｡) 
⑤その他労働保険料についての申請､届出､報告 
  に関する事務｡ 

■委託事業主の事務処理範囲 
①法定台帳(労働者名簿･出勤簿･賃金台帳)の備え
付け｡②｢労働保険料算定基礎賃金等の報告｣当所
への提出｡③雇用保険に係る｢入社退社報告書｣(当
所で用意)当所への提出｡④労災保険の保険給付に
関する請求等事務｡ 

■委託手数料 
概算保険料の 10% [最低金額 5,000 円](税別) 

●問合せ先  労働保険事務組合担当  
TEL72-4611     FAX72-4411 

新産業創出研究会 第 4回例会 

メンバー発案の事業プレゼンを実施 

農商工ビジネス研究会（所管：産業振興委員会）

の第 3回例会（視察会）を、2月 8日、愛西市の水

谷酒造株式会社で行い、13 名が参加した。 

水谷酒造は、江戸末期創業の老舗の酒蔵。米づく

りから酒づくりまで体験するイベントや、生ごみか

ら作った堆肥を使って生産した米を原料に日本酒

を醸造、製品はリユースびんで提供する事業等を展

開するなど、農商工連携等に取り組む事業者。 

当日は、水谷政夫社長より、酒造りの工程などに

ついての詳細な説明を受けながら、蒸米放冷作業や

櫂入作業などを実際に体験。参加者は、貴重な体験

に、真剣に取り組んでいた。 

 新産業創出研究会（所管：産業振興委員会）の第

4回例会を、2月 14 日、本所小ホールにて開催し、

22 名が参加した。 

 当日は、メンバー有志による新規ビジネスアイデ

ィアの提案を実施。3組のメンバーから事業提案に

ついてのプレゼンテーションが行われた。 

 提案された事業は、発表者の本業から離れて自由

に発想されたものが多く、他のメンバーからは、活

発な質問等が行われた。 

 なお今後は、各提案について関心を持つメンバー

が集まり、事業の具体化等について、業種を超えた

知恵を集めながら、分科会等の場で検討が行われて

いく予定。 

まちづくり委員会 「商店街関係者と本所

幹部との意見交換会」開催 
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△日本酒造りを体験する視察会の参加者 

農商工ビジネス研究会（視察会） 
老舗の酒蔵で日本酒づくりを体験 

労働保険事務組合に事務委託しませんか? 
～難しい書類や手続きにサヨナラ!! ～ 

△意見交換会で挨拶をする宮田委員長 



 

 

 

 

 

 

 

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 

HP： http://ichinomiya-cci.or.jp 
B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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◆アトリエレアについて 

 今伊勢中学校北西の住宅街に昨年 11 月にオープ

ンしたスイーツ店「アトリエレア」。作りたいケーキ

や焼き菓子を自分で作り提供したいというｺﾝｾﾌﾟﾄの

基、自宅の空き家を改装し、なるべく初期投資を掛

けないで開店したと話すのは、代表である山内貴恵

氏。 

 

 

 

 

 

     △外観                △店内ｼｮｰｹｰｽ 

山内さんは、日本を代表するﾊﾟﾃｨｼｴの一人、鎧塚 

俊彦氏の元で活躍したﾊﾟﾃｨｼｴ。 

幼少期から菓子作りに興味を持ち、本を読み漁っ

ていた。高校卒業後、地元で事務職を経験した後、

幼少期からの夢であった製菓の道へ。Toshi 

Yoroizuka 等で 20 年程研鑽を積んだ。 

 地元一宮市で、今まで培った技術をベースにケー

キや焼き菓子の販売をしながら教室の開催やｳｪﾃﾞｨﾝ

ｸﾞｹｰｷ作り等を行っていきたいと考えている。 

◆創業塾への参加 

 山内氏は生まれ育った一宮市で創業したいと１年

程前から勉強をスタートさせた。勉強の為に図書館

に訪れた際、創業支援の窓口があることを知り、ﾋﾞ

ｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰに訪問した。その際に勧められた事が

きっかけで平成 29 年度創業塾に参加する事となっ

た。様々なﾊﾟﾃｨｼｴとしての経験はあるが、事業主と

しては素人で経営のノウハウ、特に帳簿付けや確定

申告をどのように行えば良いか等不安を感じていた

が、創業塾で経営や財務等多くの事を学ぶことがで

きたと話す。 

◆これから創業される方へのメッセージ 

創業塾を通じて同じ創業を目指す仲間と知り合

い、創業した今でも交流を盛んに行うことができて

いる事が日々忙しい中、良い刺激になっていると話

す。また、開店当日、Toshi Yoroizuka 時代の後輩

が東京や福島から多数駆けつけてくれた事で何とか

来客対応ができ、完売することができた。そして、

創業塾をきっかけに商工会議所の記帳指導を知り何

かあれば気軽に相談する事ができる安心感があると

話す。 

創業は一人の力ではできず、人とのつながりを大

切にする事が大切であると感じている。 

  また、今非常に大事だと感じることは、創業前に

やれる事は全部やるという事。やっといてよかった

と必ず感じる。本業以外にも経営者としての仕事も 

 

「アトリエレア」代表の山内貴恵氏に聞く！ 

～創業塾への参加と創業体験について～ 

たくさんある。 

商品試作を試みていたが、開店までに充分にでき

なかったところもあり、創業後なかなか開発できな

かった事を非常に後悔している。日々状況は変化

し、開店すると来客対応もあり日々の仕事に追われ

てしまう。ぜひ、やると決めたらやる を心掛けて

ほしいと話す。 

 

 

 

 

 

 

△一押しのﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ         △代表の山内氏 

創業事例特集 

【店舗概要】 

会社名：アトリエレア 

代 表：山内 貴恵 

創 業：平成 29 年 

所在地：一宮市今伊勢町宮後字東茶原１０－５ 

営業時間：13 時～18 時 定休日：月・火曜日 

※商品がなくなり次第終了となります。 

営業内容： 

店頭販売    各種ケーキ、焼き菓子 

予約販売    ｵｰﾀﾞｰﾒｰﾄﾞｹｰｷ(ご要望に応じﾏｼﾞﾊﾟﾝ 

細工飾りもできます。)、低糖質ｽｲｰﾂ

TEL：0586-85-5203 

事業承継セミナーを愛知県信用保証協

会と共同で開催! 

2 月 6 日、本所は本所大ホールにおいて事業承
継セミナーを開催した。 
これは、昨今必要性が叫ばれている事業承継に

ついてその必要性と各支援機関の支援施策の活
用を推進する目的で開催されたもの。 
当日は、「事業承継の準備と心構え」と題し(独

法)中小企業基盤整備機構 事業承継ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 
水野輝彦氏より講演頂き、その後、各支援機関
((公財)あいち産業振興機構、愛知県弁護士会、
愛知県信用保証協会)より施策紹介が行われ、参
加事業所にとって必要性の再認識及び各機関の
施策を知る良い機会となった。 

△講師の水野輝彦氏 △セミナーの様子 



◆独自のﾘｻｰﾁ手法等に基づく迅速な商品展開・ｵ

ﾘｼﾞﾅﾙ商品化で顧客満足度を向上 

日本の EC ﾓｰﾙで売れている商品を的確にﾘｻｰﾁ

する手法と独自の商品管理ｼｽﾃﾑを用い、展開商品

を選定。ｻﾝﾌﾟﾙ商品研究の後、確立している調達

ﾙｰﾄで迅速に販売展開する。現在力を入れている

のは、既存商品のﾈｶﾞﾃｨﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ、例えば「ﾌｧｽﾅｰ

が壊れやすい」「生地が弱い・薄い」などの顧客

ﾆｰｽﾞを調査し改善した商品の提案を行う事、そし

て、潜在的なﾆｰｽﾞを掘り起こす新たな商品の提案

をする事である。 

◆ﾈｯﾄだからこそ Face to Face を心掛けて 

創業以来、Face to Face を心掛け、ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ

である為、顧客への対応は誠実丁寧を心掛け一定

の評価を得ている。また、取引ﾊﾟｰﾄﾅｰはﾊﾟｿｺﾝを

介してのみではなく、現地へ渡航し商談・折衝を

行うことで信頼関係の構築を心掛けている。 

◆今後の目標はｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞを確立する事 

常に PDCA を意識し、今後も相手の期待を越え

る価値の提供を目指して「ｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」を確立

する挑戦が続く。改善型の提案商品や潜在的ﾆｰｽﾞ

への提案商品を更に強化し、「三方よし」の経営

を実現していきたいと意気込む。 

 (※)e ｺﾏｰｽ 

電子商取引の事。当社は、国内 EC ﾓｰﾙ(ﾈｯﾄｼｮｯ

ﾌﾟ)に出店し消費者間取引を実施。 

「Web を通じて、相手の期待を越える価値を提

供する」と話すのは一宮市ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰｵﾌｨｽに入

居するﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｳｪﾌﾞの丹羽久徳さん。丹羽さん

にこれまでの事業変遷や業務内容、今後の展

開についてお話しを伺った。 

◆創業者、創業の動機と変遷 

代表の丹羽氏が平成 25 年に創業。代表は学

校卒業後、製造業関連の会社で CAD 設計やｼｽﾃ

ﾑｴﾝｼﾞﾆｱの仕事に従事していた。ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱと

して顧客の要望に応える中で、Web で直接顧客

と対面販売をする e ｺﾏｰｽ(※)の仕事に興味を

抱き、勉強をｽﾀｰﾄさせる。良縁・友人の助け

もあり創業に至る。設立当初は、アマゾンの

EC ﾓｰﾙに出店を絞り、既製品(主に生活雑貨)

の販売をしながらﾉｳﾊｳを学び、現在はﾌｨｯﾄﾈｽ

用品、ﾌｧｯｼｮﾝ小物、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ時計等幅広い商品

を欧米や中国からのﾙｰﾄを 

駆使して仕入れ、多 

数の EC ﾓｰﾙに 10 万 

点以上の商品を出店 

している。 

   

 

 

代表者：丹羽 久徳   創業：平成 25 年 
住  所：一宮市栄 3-1-2 i-ビル 6 階 C 室 
業  種：インターネット物販 

 
Q   一宮商工会議所のサービスはどのようなものを利用されていますか？ 
A  最初は一宮商工会議所ビジネス支援センターに経営相談に来ました。そのきっかけでｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰｵﾌｨ

ｽに入居をし、各種セミナーの利用や補助金申請の支援を受けています。 
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Web を通じて、 相手の期待を
越える価値を提供する 

▲代表の丹羽久徳氏 

▲取引先担当者とのﾌﾞﾚｰｸﾀｲﾑ 

▲自社商品例(旅行用携帯ﾊﾞｯｸ) 

 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。 

プロダクトウェブ 
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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』※（平成 29 年 9 月 8日開催）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。 

 

MAG-COASTER 

※【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。（年 2回開催）

株式会社トワール 一宮市南小渕字吹揚 25 番地 

TEL.050-3746-0404 

https://www.toworle.com 

このMAG-COASTERはビー玉の通る空間が設けられた「立方体
のブロック」やそれらをつなぐ「はしご」など、10種類のパー
ツを組み合わせて、タワーやジェットコースターのような構造
物を作り、ビー玉を転がして遊ぶ知育玩具です。 

ブロックはマグネット付きなので積み木のようにくずれてし
まう心配もなく、自由自在な組み合わせができ、初歩的なもの
から、長さや高さのある複雑な構造物まで作ることができるた
め、お子様から大人まで幅広く楽しんでいただけます。 
 また、透ける素材でできているため、ビー玉がブロックの内
部をダイナミックに転がっていく様子をみることができるのも
この商品の特長です。 
 この遊びを通じて、手の感覚・視覚だけでなく数学的・幾何
学的な感覚、理論的思考をはぐくみ、試み・失敗を繰り返すこ
とで忍耐力を養い、真似・記憶することを通して様々な能力を
磨くことができるでしょう。

キラリ輝け☆ 

 会員事業所の新たなチカラ 

2 月 9 日、まちづくり委員会（委員長：宮田智司）

は、事業主が自信をもってオススメする人気商品や

特産品、手土産など 35 品の逸品を紹介したガイド

ブックを発行、報道関係者に対して完成記者発表を

行った。 

ガイドブックは A5 サイズで全 64 ページ。発行部

数は 1万部で本所や一宮市観光案内所をはじめ市内

の大型小売店やビジネスホテル、JR 尾張一宮駅など

で配布しているほか、専用のホームページも開設し

た。名古屋文理大学の学生も参画し、取材体験など

も行った。 

■ホームページ 

http://www.ichinomiya-cci.or.jp/ippin/ 

【問合せ先】中小企業相談所（TEL.0586-72-4611）

▲ コートやデコレーションケーキなど３５品の逸品を紹介 

▲ 記者発表の模様。報道関係者に概要を説明した 



2 月 20 日、本所大ホールにて大和地区会員を対象

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・事業を広く紹介し、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

用いただくため開催したもの。 

本所ﾋﾞｼﾞﾈｽ支援ｾﾝﾀｰの森ﾏﾈｰｼﾞｬｰ(中小企業診断

士)が会議所施策の活用方法を、中神専務理事が会

員サービス・地域振興事業について説明を実施。昼

食懇談会では、意見交換や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。 

今年度は 4回開催（今伊勢･宮西地区、神山地区、

富士･貴船地区、大和地区）し、大和地区では 42 名

（37 事業所）が参加。来年度は、萩原地区、葉栗･

浅井地区、奥･北方･尾西･木曽川地区の 3地区の開

催を予定している。 

 
大和地区を対象に「会員の集い」を開催！ 

～地区会員同士の相互交流を図る～ 

 毎年 1月恒例の萩原地域分科会 役員の新年懇親

会。本所から 豊島会頭を迎えて、「うお六」にて開

催した。 

冒頭 則竹会長より新年の抱負を話され、続いて

豊島会頭より新春のあいさつを頂戴した。会頭は、

働き手の減少による人手不足、経営者の高齢化や後

継者不足による事業承継問題、競争激化による事業

所数の減少等と課題を抱える中、一宮市とも連携し

ながら、地域経済の活性化を実行いたします。具体

的には、会員企業の繁栄と地域の発展につながるよ

う、平成 30 年は 3つの基本的方向に沿って、事業

を進めます。1.中小企業の支援・育成 2.地域経済の

活性化 3.地方創生と観光振興の 3つの基本的方向

に向かって、会議所事業を進めますと話された。 

続いて、花木副

会長の乾杯のご発

声により新年懇親

会が始まった。20

名近い役員が一堂

に会し親睦と交流

を図り、新年懇親

会は盛況のうち幕

を閉じた。 

2 月 8 日、本所大ホールにおいて本所会員を対象

に、第 3回 IT 勉強会を開催した。 

これは、人口減少社会において、人材確保が難し

くなる中、IT 導入による業務効率化を国が積極的に

推進している中、そもそも IT とは何かどのように活

用できるかを基礎から学ぶ機会とする為、3回シリ

ーズで開催しているもの。 

当日は、愛知県よろず支援拠点の北野克典コーデ

ィネーターを講師に、「ネットショップ成功のカギ」

「ターゲットの絞り込みとトンガリの明確化」「自社

サイト型とモール型ショップの比較」などについて

説明頂いた。勉強会終了後も多数の質問が飛び交う

等活気のある空気の中終了した。 

△新年懇親会の様子 

△勉強会の様子 
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当所で取り扱っている小規模事業者経営改善資

金（マル経融資）の制度融資は、経営改善を図ろう

とする小規模事業者の方々をバックアップするた

め、本所の推薦により、無担保・保証人不要・低金

利で融資を受けられる国（日本政策金融公庫）の公

的融資制度。ご利用をお考えの小規模事業者の皆様

におかれましては、今後の資金繰り等をご検討の際

にお役立てください。 

◆利率:1.11%(平成 30 年 2月 現在) 

◆ご融資額:2,000 万円以内 

◆ご返済期間:運転 7年以内/設備 10 年以内 

さらに、小規模事業者の経営状況の変化や、新た

な設備投資などの事業資金調達等のニーズに対応

するため信用保証協会による「定例金融相談会」

を開催中。相談会では、担当者との直接面談で完全

予約制となっています。下記までお電話にてお申し

込みください。毎月/第 2火曜日(13:00～16:00) 

◆ゆっくり融資相談ができます。 

◆予約制のため、余裕をもってご連絡ください。

◆必要書類等はご予約時にお伝えいたします。 

◎事業資金の使途（資金の使いみち） 

・運転資金...仕入資金、買掛金・未払金・手形決

済資金、賞与等 

・設備資金...店舗や工場の新設・改装・増設、重

機・機械・車両・ＩＴ機器の購入 

【問合せ・申込先】 

 一宮商工会議所中小企業相談所 TEL.72-4611 

『マル経融資制度』&『定例金融相談会』

 ご案内!  ～気軽にご利用ください～ 

平成 30 年  

萩原地域分科会 新年懇親会 開催!!! 

△当日の様子 



 

中小企業にとって人材の活性化が企業の命運を握っています。本セミナーでは、自身の立場・役割を明確
にし、指示待ち社員の脱皮を図り、自ら考え行動できる人材へと意識付けを行います。社会人として求めら
れる基本的なマナー、接遇、電話応対から仕事の進め方をセミナーにて学んでいただきます。職場で求めら
れる基本的な行動を徹底させる新入社員研修です。受講後は、自信を持って社会人として第一歩を踏み出し、
プロ意識を持って仕事ができるようになります。新人教育の一環として、是非該当社員の派遣をご検討くだ
さい。 
【同内容・別日 2回開催】 
◆日 時：①4月 17 日（火）10:00～17:00（昼休憩 1h） 
     ②4 月 23 日（月）10:00～17:00（昼休憩 1h） 
◆講  師：株式会社 NTT マーケティングアクト 東海支店 

  ビジネスマナー講師  吉田  由香理    氏 
◆受講料：会員 6,000 円(税込)・非会員 8,000 円(税込) 
     ※昼食は各自でご用意 
◆場 所：一宮商工会議所 3 階 大ホール 
◆対  象：新入社員から入社 2～3年ぐらいの方 
※詳細につきましては、本所 ホームページをご覧ください。 

http://www.ichinomiya-cci.or.jp/4724 

《 セミナー 内容  》 
1. 新入社員の意識改革    

～学生と社会人の違いを再認識し、プロ意識を持つ～

2. ビジネスマナー        
～社会人としての基礎的能力を身につける～ 

3. ビジネス電話対応      
～よくある場面で困らないため～ 

4. ビジネス基礎実務      
～報連相とビジネスコミュニケーション～ 

5. ビジネス文書基礎      
～適切な文書を作成できるようになるために～ 

6. まとめ 
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【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

地域商談会(尾張会場)とは、尾張地域を中心とした中小企業の受注機会の増大及び新規取引先の開拓を図

るとともに、中小企業間の情報交換を通じ共同開発及び技術提携などを促進するため、尾張地域の 8 商工会

議所と(公財)あいち産業振興機構が共同開催しているビジネスマッチング事業である。 

◇参加企業の声 

  ・今まで知らなかった企業と名刺交換できた。 

  ・様々な企業と接点を持つことができるので、情報網だけでなく視野を広げることができた。 

  ・取り扱っていない分野の情報などが聞け、有益であった｡ など 

※開催日時・場所等につきましては同封のチラシもしくは、ホームページ(公益財団法人あいち産業振興 

機構：http://www.aibsc.jp/tabid/400/Default.aspx)をご参照ください。 

一
導
一

税 1

28 年

巡回

パン

次月

【一

・軽

・軽

・巡

・パ

アライアンス・パートナー発掘市とは、愛知県内の商工会議所会員同士で行う、事前調整型の商談会。

業種・業態・規模に関わらず、会員企業であればどなたでも参加可能である。 

 

 

◆申込期間：2月 19 日(月)AM10:00～4月 18 日(水)AM17:00          ※2017 年度の実績 

◆商談期間：6月 18 日(月)～6月 22 日(金) 計 5 日間 

◆商談会場：名古屋商工会議所 5 階会議室 

◆参 加 費：無 料 

◆参加資格：愛知県内の主催商工会議所会員企業 

      のみエントリー可能 

◆ ：下記ホームページへアクセス 

      http://www.aichi-partner.jp/ 

＜エントリーから商談の流れ＞ 

･①専用ＨＰから必要事項を入力 

･②事務局にてエントリーリストを作成 

･③商談依頼先を探す。最大 10 社まで依頼可能

･④事務局にて各エントリー企業と日程調整 

･⑤商談期間内に対面（1商談時間 25 分） 

エントリー事業所数 779 社 商談確定件数延べ 1,460 件 商談確定事業所数 623 社 

平成 30 年度《人材育成セミナー》『新入社員研修』を開催 
～組織の中で活躍するために 習得すべき基本姿勢・知識を学ぶ～ 

アライアンス・パートナー発掘市 2018 ～エントリー企業募集中!!～ 

『地域商談会(尾張会場)』 ～ 開催案内と参加募集について ～ 



   

 

 

 

 

  

 

 
 
 

⽇本有数の⽔濠公園である⾼岡古城公園。遊覧船で今も築城当時の⽯垣が
残るお濠をめぐり、春季の桜・秋季の紅葉をお楽しみいただけます。４⽉
は全⽇、５⽉は GW 期間中と⼟⽇に運航を予定しています。 

お問合せはこちら 
〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40  
TEL 0766-23-5000 ／ FAX0766-22-6792 ／ ✉takaoka@ccis-toyama.or.jp  

⼀宮商⼯会議所・⾼岡商⼯会議所交流事業 

情報交流コーナー 
Season6 

このコーナーは、本所と友好関係にある高岡商工会議所の産業や季節のイベント、

グルメ情報などを四半期に一度、紹介しています。 

高岡ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ 
家持くん、利長くん 

一宮ﾓｰﾆﾝｸﾞ 
ｷｬﾗｸﾀｰ ｲﾁﾓ 

ドラえもん展が高岡にやってきます！  
THE ドラえもん展 TAKAOKA 2018 －ドラえもん×28 組のアーティスト－

 

東京・森アーツセンターギャラリーにて、2017 年 11 ⽉から 2018 年 1 ⽉
まで開催された「THE ドラえもん展 TOKYO 2017｣。全国巡回展の第⼀弾
を、藤⼦・Ｆ・不⼆雄先⽣のふるさと⾼岡で開催します。  
3⽉ 16⽇(⾦)〜5⽉ 6⽇(⽇)※⽉曜⽇休館  

(ただし 3/26,4/2,4/30 は開館) 
会場︓富⼭県・⾼岡市美術館(⾼岡市中川 1-1-30) 
時間︓9:30〜17:00(⼊館は 16:30 まで) 
観覧料︓⼀般/1,300 円、ふるさとギャラリー共通券 1,600 円 

中学・⾼校⽣/1,000 円、ふるさとギャラリー共通券 1,200 円 
4 歳〜⼩学⽣/500 円、ふるさとギャラリー共通券 600 円 

【問合先】実⾏委員会事務局(⾼岡市美術館内)0766-20-1177

高岡お買い物・グルメ＆免税店マップサイト「OIDEYO TAKAOKA」が 

                     リニューアルしました http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/map/ 

昨年度開設した外国⼈向け観光情報ポータル
サイト「OIDEYO TAKAOKA」が繁体字・
簡体字・英語・⽇本語の 4 か国語になりまし
た。春の⾼岡はお祭りやライトアップなどイ
ベントもたくさんあります。 
「観光」や「体験」の他、アニメや⽂学作品
のゆかりの地、映画のロケ地などのスポット
を巡る「聖地巡礼」の情報も掲載されていま
すのでぜひお越しください。 

毎年 5 ⽉ 1 ⽇に⾏われる⾼岡御⾞⼭祭。早朝より各⼭町で美しく飾り⽴
てられた 7 基の御⾞⼭は修祓（お祓いの神事）を⾏い、町内を曳廻した
後、勢揃いします。⾼岡御⾞⼭は、重要有形・無形⺠俗⽂化財、両⽅の
指定を受ける国内 5 件のうちの⼀つです。またユネスコ無形⽂化遺産に
も登録されています。
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（愛知県信用保証協会 広告） 

育成事業の一環として創設。一宮市内の専門

高等学校等（一宮高校ファッション創造科・

一宮工業高校・一宮商業高校・起工業高校・

木曽川高校・修文女子高校）に在学し、各種

資格試験などに合格し、優秀な成績を修め、

学校長の推薦を受けた生徒を対象に表彰をす

るもの。 

謝辞担当生徒より、「この度は、優秀生徒と

して表彰していただき、ありがとうございま

した。4月からは、地元一宮の企業へ就職をし

ます。全てゼロからのスタートで、期待と不

安でいっぱいですが、挑戦することの大切さ

とやり遂げた時の喜びを胸に、明るく逞しい

社会人として歩んでいきたい」と話した。 
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本所では、2月 20 日、市内専門高等学校の生徒

10 名を対象に一宮商工会議所市内専門高等学校

等優秀生徒表彰式を開催した。 

この制度は、一宮市の商工業の未来を担う人材

一宮商工会議所 

市内専門高等学校等優秀生徒表彰制度表彰式を開催！ 

 

（日建ホームズ 広告） 

△表彰式での記念撮影の様子 



 

△セミナーの様子 

2月20日、愛知県経営者協会は、「労働時間の適

正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

ガイドライン」と題して、本所にてセミナーを開

催した。 

セミナーでは、一宮労働基準監督署 副署長 藻

谷岳志氏より、労働時間管理やその法整備等につ

いてポイントや、経営者が理解しておくべき労働

時間の考え方について解説をしていただいた。 

当日は、20名が参加し熱心にその内容について

聴講していた。 

愛知県経営者協会 

経営者のための【労働時間】ｾﾐﾅｰ開催 

2月11日、修文大学にて、第212回日商珠算検定

試験を実施した。 

当日は、1級30名、2級66名、3級67名のあわせて

163名が試験に挑戦した。 

そろばん教育は、子供達のさまざまな能力を向

上させ、科学的な分析でも、観察力、イメージ力、

記憶力、集中力、情報処理力、速聴・速読力など

が養われるとされ、これらの能力だけでなく学力

全体の向上も期待される。 

～日商珠算検定試験を実施～ 

 総勢 163 名が試験に挑戦！  

ジャパン・ヤーン・フェア&総合展 THE 

尾州に PR ブースを出展！！ 

環境行動計画 

「COOL CHOICE」のご紹介 

 本所は、2月21日から23日まで開催された「第15

回ジャパン・ヤーン・フェア&総合展『THE尾州』」

に活動PRブースを出展した。 

 ブースには、平成29年度コスチュームタウンプ

ロジェクトの成果を記したパネルを展示したほ

か、「一宮七夕まつりコスプレパレード6th」の際

に、地元企業の協力の下製作された「陣羽織」の

展示も行った。 

 会期中には多くの来場者がブースを訪れ、「陣羽

織」を試着するなどして、プロジェクトの成果に

触れていた。 
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△活動 PR 活動ブース 

「COOL CHOICE」とは、2030 年度の温室効果ガスの

排出量を2013年度比で26％削減するという目標達成

のために、省エネ・低炭素型の製品への買い替え・

サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球

温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」をしてい

こうという取り組みです。 

消灯、温度設定、節水など普段の行動に加えて、

エコカーを買う、エコ住宅を建てる、エコ家電にす

るという「選択」、高効率な照明に替える、公共交通

機関を利用するという「選択」、クールビズをはじめ、

低炭素なアクションを実践するというライフスタイ

ルの「選択」。 

 

 

 

 

 

みんなが一丸となって温暖化防止に資する選択を

行ってもらうため、統一ロゴマークを設定し、広く

国民に参加を呼びかけています。 

 詳しくは下記 URL よりご確認ください。 

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/ 

△珠算検定試験の様子 



 
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）ARTISTIC＆CO． 

ＭＴシステム（株） 

（株）山憲商店佐千原店 

Ｅ展工 

（株）I NEXT 

（有）富紗屋 

オフィス COA ベリー 

カリーザキッチン 

天ぷらと炭火焼き えんと 

油そばタンメン虎虎一宮店 

真（株） 

鳥白湯ラーメン はらや 

機 械 工 業

機 械 工 業

商 業

土 木 建 設

土 木 建 設

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

文化・サービス

※平成 29年 12 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。 

 

（発明協会 広告） 

今月の表紙「一宮 産業観光めぐり」 
季節観光 春・桜 

 
春、市内各所で行われる「一宮桜まつり」。今年は
3月 25 日（日）から 4月 10 日（火）までの開催が
予定されている。（期間は、桜の開花状況により変
更となる場合がある。） 
 
尾西緑道（見ごろ：3月下旬～4月上旬） 

交通：「尾張中島」バス停から徒歩 10 分 
ソメイヨシノ 230 本と緑道が見どころ。近くの起
宿に立ち寄ることもできる。 

木曽川堤（見ごろ：3月下旬～4月上旬） 
交通：「138 タワーパーク」バス停から徒歩 3分
4km 続く多種の桜 750 本が見どころ。ツインアー
チ 138 からの展望もおすすめ。 

青木川河畔（見ごろ：3月下旬～4月上旬） 
交通：「元小山」バス停から徒歩 20 分 
ソメイヨシノ 200 本が見どころ。青木川に沿って
1.5km の散策が楽しめる。 

萬葉公園（見ごろ：3月中旬～3月下旬） 
交通：名鉄尾西線「萩原駅」から徒歩 10 分 
伊豆の河津桜で有名なカワヅザクラ 20 本が見ど
ころ。近くの萩原宿の散策もできる。 

大江川緑道（見ごろ：3月下旬～4月上旬） 
交通：一宮駅から徒歩 15 分 
河畔のソメイヨシノ 330 本を見物。夜のライトア
ップも見どころ。 

浅井山公園（見ごろ：3月下旬～4月上旬） 
交通：「西浅井」バス停から徒歩 3分 
桜 100 本が見どころ。近くの漢学塾・有隣舎跡に
も立ち寄れる。 
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所報にチラシを同封しませんか？ 

貴社も、開封率・訴求効果の高い「所報」（毎月

10 日発行）を使って、約 3,600 の会員企業の皆

様に向けて商品・サービスを PR しませんか？ 

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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