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一宮 産業観光めぐり
新緑のサイクリング 

大野極楽寺公園 

138 タワーパーク 



 

4 月 24 日、常議員会を開催。今回は、移動常議

員会と称し、名古屋駅周辺の再開発が進む「ささ

しまライブ 24（※）」に新たに竣工した中京テレ

ビ新社屋を見学した。 

当日は、37名が参加。最新の機器が設置された

制作スタジオや報道フロア、エントランス等を見

学し、報道の現場について知識を深めた。 

見学にあたって、中京テレビ（株）の小松伸夫

代表取締役社長から「2016 年 11 月に完成した新

社屋は災害対策とコミュニケーションの強化をコ

ンセプトにしています。災害発生時には帰宅困難

者に施設を開放。さらに災害情報を迅速に正確に

伝える多くの技術が施されています。また、これ

まで離れていた各部署を全て統一し、各部署間の

連携を強化しました。コラボレーションエリアや

カフェテリアには人が集うための多くの仕掛けを

しています。今後は、住民にエントランスを開放

しイベント等を開催してもらうことも考えていま

す」と挨拶をいただいた。見学は 1階のエントラ

ンスホール・カフェから始まり、報道番組「キャ

ッチ」収録中の 3階制作スタジオを見学。さらに

6階の報道フロア、11 階のカフェテリアと 10 階の

コラボレーションエリアと見学コースを回った。

その後、ストリングホテル名古屋に場所を移し、

昼食懇談会を開催した。 
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一宮商工会議所移動常議員会を開催 
「ささしまライブ 24」地区の中京テレビ 
新社屋を見学 番組制作の最新現場を学ぶ 

※ささしまライブ 24 とは 

名古屋駅の南・約 1km にある、かつての旧国鉄

笹島貨物駅跡地の再開発エリア。複合オフィス

ビルの中核として大学、JICA、映画館、ライブ

ホールなど、多彩な施設が集合している。 

4 月 20 日、地域高規格道路｢名岐道路｣の早期整

備を働きかける｢名岐道路整備促進期成協議会｣を

代表して、豊島会長（一宮商工会議所会頭）並び

名岐道路整備促進期成協議会 

豊島会長､村瀬副会長､中野市長ら｢名岐道路｣の早期事業化に向け自民党本部など訪問 

に村瀬副会長（岐阜商工会議所会頭）、｢名岐道路

整備促進期成同盟会｣を代表して中野一宮市長ら

が、自民党本部や国土交通省を訪問した。 

この度の訪問では、地域の行政と経済団体が一

体となり、本年 1月に要望した｢名岐道路の早期事

業化と予算確保｣について、今年度の調査予算確保

決定の一報を受け、その謝意を示すと共に、今後

の早期事業化に向けた要望を改めてお伝えした。

名岐道路の整備は、一宮市周辺の主要道路の渋

滞緩和による生産性向上をはじめ、リニア中央新

幹線開業に伴う国内外との多様な交流・連携の実

現、南海トラフ巨大地震に備えた国土強靭化など

の多様な効果が期待されている。 

△制作スタジオ見学の様子 

△小松社長の挨拶の様子 

△自民党本部訪問の様子 
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平成 28 年度 第 2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」 

申請・採択件数結果発表！本所は愛知県内平均を上回る採択率となる 

 第 2 次補正予算枠での小規模事業者持続化補助金（公募開始：平成 28 年 11 月 4 日・公募締切：平成 29

年 1 月 27 日）では多数の事業者様より問合せ等があり、本所より申請を行った件数は 62 件で、そのうち

採択件数は 39 件と約 62.9％の採択率であった。愛知県下 22 商工会議所全体の申請件数は 1,017 件、採択

件数は 571 件で採択率 56.1％と県内平均を上回る結果となった。 

 今後も持続化補助金はもちろん、公的支援制度の申請支援を経営指導員がサポートする。 

 平成２８年度第２次補正予算 小規模事業者持続化補助金が追加公募されます！ 

       本所経営指導員が申請書作成を全面サポートします。 

 

▶経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組に対し５０万円を上限に 

補助金（補助率：２／３）が出ます！ 

【１】補助対象者 

卸売業・小売業 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業（宿泊業・娯楽業以外） 常時使用する従業員の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

製造業その他 常時使用する従業員の数 ２０人以下 

【２】対象となる事業 

    経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業 

【３】補助対象経費 

（１）補助対象となる経費は、次の①～③の条件を全て満たすものとなる。 

      ①使用目的が本事業の遂行に必要なのものと明確に特定できる経費 

      ②交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費 

      ③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 

（２）補助対象となる経費は次に掲げる経費である。 

      ①機械装置等費、②広報費、③展示会出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費 

      ⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫委託費、外注費 

【４】手続きの期限等 

１．申請受付開始 平成２９年４月１４日（金） 

２．一宮商工会議所への申請書類一式の 

  送付締め切り 

平成２９年５月２６日（金） 

※書類が全て完成の状態で受け付けます 

３．補助事業実施期間 平成２９年１２月３１日（日） 

※本件に関する詳細、申請書作成支援等のお問い合わせについては中小企業相談所（TEL：0586-72-4611） 

までご連絡下さい。 
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平成 28 年度 産業観光プロモーション調査事業 

495 箇所の観光資源データベースと 21 の推奨コースを取りまとめました 

平成 28 年度、一宮市より地方創生事業の一

環として｢産業観光プロモーション調査事業｣

を受託し、一宮市産業観光プロモーション事業

推進協議会(会長:豊島半七会頭)、同推進委員

会(委員長:猪子誠兒観光委員会副委員長)の両

組織を設置し、一宮市の地域資源等について調

査研究を進め、1.地域資源データベースの作

成、2.そのデータベースを活用した推奨コース

の造成、3.それらの情報展開手法を検証したメ

ディア向けプロモーションツールの製作に加

えて、4.地域産業の方向性に関する提案まで、

幅広く調査研究成果を以下のとおり取り纏め

た。 

1.地域資源データベースは、木曽川などの自

然資源、真清田神社などの歴史資源、繊維産

業･のこぎり屋根工場などの産業資源を含む

240 箇所に加え、一宮モーニング参加店、絶品

ガイドブック掲載店、いちのみや食ブランド

認定品等を加え 495 箇所をデータベースに網

羅した。 

 

2.推奨コースの造成は、データベースをもと

に、市内観光、広域観光、季節観光、団体観

光の 4つのカテゴリで 21 コースを造成した。 

 

3.メディア向けプロモーショ

ンの展開としてウェブサイト、

PR 映像等の提案に加え、プレ

ス用プレゼンテーションツー

ルとして｢いちのみや産業観光

図鑑｣を製作すると共に、成果

報告会を実施した。 

 

4.地域産業の方向性に関する提案については、IT

技術を活用したソフトウェア産業、郊外休耕地を

活用した農業ビジネスの方向性を提案した。 

   

今後は、本調査事業の成果を踏まえて一宮らし

い様々な観光資源を有機的に結び付けた魅力的な

体験を多くの皆様に提案し、交流人口の増加、都

市のブランディングを通じた一宮の持続的発展の

一翼を担っていくことを再認識した。 

産業観光プロモーション調査事業報告書（概要

版）は、本所ホームページからダウンロードでき

る。 

http://www.ichinomiya-cci.or.jp/4053 



 

△平成 28 年度第 4回例会の様子 
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 本所では、新たなモノづくり産業の創出を図る

ことを目的に、新事業展開を模索している会員企

業有志による「新産業創出研究会」（所管：産業

振興委員会）を、いちい信用金庫と共催で運営し

ている。 

 平成 28 年度は、「航空」「医療」「IoT」等の新

産業分野に進出された各企業の代表者等から、そ

の経験や知見をうかがう 4回の例会と、中部大学

視察会を開催した。 

 平成 29 年度は、「新事業展開」や「新分野進出」

をキーワードとして、研究会メンバー同士の情報

交換や共有の機会を一層充実させ、専任コーディ

ネーター2 名による個別相談やヒアリング等を強

化し、研究会メンバー間の新しい連携や協業の実

現を、力強く後押ししていく。 

 新産業創出研究会では、新たな産業分野などに

チャレンジしたい意欲のある方の、積極的な参加

をお待ちしている。 

■年会費 5,000 円（税込） 

※年間 5回程度の例会・視察会等を実施予定 

■平成 29 年度 第１回例会（予定） 

 日 時：平成 29 年 6 月中 15:00～18:30 

 （詳細日時未定） 

 場所：一宮商工会議所 3 階大ホール（予定） 

 内容：第一部 例会 

（参加企業の自己紹介･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 

    第二部 懇親会（食事・アルコール付）

 ※懇親会は別途参加費が必要です 

 

 お申し込みは、本所報同封の参加申込書（チラ

シ）に必要事項をご記入の上、FAX（72-4411）に

て企画事業部までご送付ください。 

 お問い合わせは、企画事業部（電話 72-4611）

まで。 

～平成 29 年度 新産業創出研究会～ 

「新事業展開」「新分野進出」を目指す新規メンバーを募集します！ 

 農商工ビジネス研究会（所管：産業振興委員会）

の平成 28 年度第 4回例会を、3月 29 日、本所に

て開催し、21 名が参加した。 

 当日は、農業分野での先端技術の活用をテーマ

に、温室向けの次世代モニタサービスを開発・提

供しているベンチャー企業「IT 工房 Z」の座光寺

勇代表取締役より、「農業分野での IT 活用につい

て」と題して、同社が農業分野に参入するきっか

けや取り組みの現況を紹介いただいた。また、研

究会コーディネーターを務めるライト経営相談

事務所の余合正司代表からは、農業のスマート

化・高付加価値化等の、技術革新に関する国の施

策等の方向性について総合的に概説いただいた。

 「農商工連携」や「6次産業化」とは若干趣の

異なる農業生産者との「連携」の実例に、参加者

は興味深そうに耳を傾けていた。 

～平成29年度 農商工ビジネス研究会～

 新規メンバーを募集します！ 

～農商工ビジネス研究会～ 

 先端技術の活用事例を例会で紹介 

 本所では、商工業者・農業生産者が互いの技術

やノウハウを持ち寄り、農業を基軸に、新商品開

発や販路拡大などの「農商工連携」や「6次産業

化」等、新たなビジネスモデルの取組みを促進す

ることを目的に、「農商工ビジネス研究会」（所

管：産業振興委員会）を、尾西信用金庫と共催で

運営している。 

 平成 28 年度は、一宮市（農業振興課）との連

携により農業生産者の参加を得て、生産者の講演

や市内の生産者視察、生産者との連携プロジェク

トの報告、金融機関による支援策の紹介など、多

岐にわたるテーマで例会を開催した。 

 平成 29 年度は、農業生産者とのビジネスマッ

チングの機会提供や、連携プロジェクトの支援等

の活動を行う予定。 

 農産物を活用した商品を開発したい方や生産

者との連携を図りたい方は、是非、農商工ビジネ

ス研究会にご参加ください。 

■年会費 5,000 円（税込） 

 ※年間 4回程度の例会・視察会等を実施予定 

 お申し込みは、本所報同封の参加申込書（チラ

シ）に必要事項をご記入の上、FAX（72-4411）に

て企画事業部までご送付ください。 

 お問い合わせは、企画事業部（電話 72-4611）

まで。 



 

 女性会（会長：猪子千早）は、4 月 25 日、本

所にて通常総会を開催した。 

当日は、豊島会頭、森副会頭を来賓として迎え、

平成 28 年度の事業報告と収支決算をはじめ、平

成 29 年度収支予算、事業計画を審議し、承認さ

れた。 

今年度は女性会の組織強化の推進を始め、会員

相互の親睦を図るための視察・見学会等の開催、

他商工会議所女性会との交流を重点に事業を実

施することとなった。 

特に、6 月 15 日（木）に高岡商工会議所女性

会との交流会開催の企画を検討。両商工会議所間

の連携、親密度を上げる企画を検討した。 

通常総会終了後には昼食懇談会を開催し、会員

相互の交流を図った。 

女性会には、平成 29 年 4月 1日現在で 51 名の

会員が在籍している。 

発明クラブ入講式を開催 

新 4年生が新たに 62 名入塾！ 女性会総会を開催 

平成 29 年度女性会事業を承認 

今年度は昨年度に引続き、次代を担う青年経済

人として、一宮の将来について意見交換を行う

「新しい風会議」の継続開催はもちろん、新入会

員への教育や本所事業への協力を基本方針とす

る「アカデミー委員会」の設置により、メンバー

相互の結束力を固める。 

 なお総会には、来賓として、豊島会頭と高岡副

会頭にも臨席いただいた。 

4 月 15 日、豊田合成（株）（健康管理センター）

にて平成 29 年度の一宮少年少女発明クラブ入講

式を行い、市内の小学校 4年生 62 名が入塾した。

 同発明クラブは、一宮商工会議所と（公社）発

明協会愛知県支部が主催となり、「少年少女にモ

ノづくりの場を提供し、創造性豊かな人間を育成

する」ことを目的に活動しており、今年で 11 年

目を迎える。 

今年度は、定例教室（年間 10 回）と、野外で

の自然観察会や講師を招へいしてのワークショ

ップイベントの開催などを予定している。 

△入講式後の集合写真 

 青年部(会長：村手 誠)は 4月 11 日、理事会及

び通常会員総会を本所大ホールで開催した。 

 当日は会員 68 名が出席し、平成 28 年度の事業

報告、収支決算案を始め、平成 29 年度の事業計

画、収支予算案などを審議し、原案通り可決、承

認された。 

 村手会長は今年度、「Enjoy YEG！」～高めよ

う 自らの感受性！～を会長所信に掲げた。これ

は、100 名を超える大所帯となった本組織を、青

年部事業を通して足場固めをしつつ、会員相互の

結束力を高めていきたいという思いからである。
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△飯田前会長と村手会長 

新体制をスタート！ 通常会員総会を開催 



 

 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所 中小企業相談所  

TEL：85-7032    ＦＡＸ：85-7033 B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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一宮商工会議所ビジネス支援センターは、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

セクションである。平成 28 年度は、創業スクール、女性創業塾を開講し、多くの創業希望者の相談に

応じた。また補助金申請支援や伴走型支援など多くの専門的な案件にも対応を行なった。ここでは、平

成 28 年度の実績を報告する。 

▲就任した仲尾コーディネーター 

【仲尾コーディネーターから就任の挨拶】 

  創業支援や会員事業所様を始めとする市内の事業所様

に対し、伴走型支援による課題解決を心掛けて参りたいと

思います！ 

  皆様の事業に少しでも貢献できますよう頑張りますの

で、お気軽に i－ビル 6 階ビジネス支援センターまでご相

談ください！ 

 
平成 29 年度より、ビジネス支援センターに仲尾コーディネーターが就任 

平成 28 年度 (平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月)事業実績を報告します！ 

○相談件数と相談内容について 

平成 28 年度は 411 人、延べ 503 件の相談に対応し

た。相談内容は、一般的な経営相談から金融財務、販

路開拓、補助金作成や経営革新計画作成支援など多岐

に渡る。そのうち、創業相談は 239 件あった。補助金

申請支援は 62 件対応し、その内訳として「小規模事

業者持続化補助金」の申請支援が 42 件、「ものづくり

補助金」の申請支援が 7件、その他の補助金作成支援

が 13 件あった。 

○相談件数と相談内容について 

一宮市が「産業競争力強化法」の認定を受けたこと

から、本所、一宮市、いちい信用金庫、尾西信用金庫

が 4者協定を結び、創業希望者に対し全面的にバック

アップする体制を整えた。ビジネス支援センターでは

創業スクール、女性創業塾を開講し、またアフターフ

ォローの場として支援センターを利用していただく

等、創業支援に力を入れている。平成 28 年度は延べ

239 件の創業相談を受け、経営が 97 件、販路開拓が

28 件、人材育成 12 件、財務が 13 件であった。また創

業計画の作成支援も 65 件実施した。平成 29 年度も引

き続き、創業支援拠点として多くの創業希望者の相談

の場として支援センターを活用していただきたい。 
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◆創業から現在までの変遷 

 キャノン正規代理店である日信電子サービ

ス株式会社（本社：東京都）にて、30 年間キ

ャノン製品の販売並びに保守に携わり、その

後「お客様に対して自分は何が出来るか」と

自身に問いかけ、自分への挑戦として『お役

立ちの精神で出会ったご縁を形にする、形は

心で作られる』を経営理念に掲げ、平成 23 年

4 月に会社を設立した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆製品、事業の特色 

 キャノン機器の販売に関して他社と性能の

差はほとんどなく差別化を図る事は難しい

が、顧客ニーズとして販売と保守が一貫とな

った対応を要求されている。実際にクライア

ントから修理受付から訪問修理、販売まで連

絡先の統一化や修理期間の短縮など、大手で

は難しい小回りの利く点を評価しているとの

声があった。当社では機器の修理は持ち込み

の場合で即日もしくは翌日には返却と、メー

カーと比較しても修理台数の絶対数が少ない

ため、迅速な対応が可能である点が強みであ

る。また、全国からの郵送修理にも対応して

おり、業界では珍しいクレジットカード決済

にも柔軟に対応している。 

 

◆新事業展開について 

 当社取引先のある寺院から、「今まで寺院の

重要な収入源であった「檀家制度」は、核家

族化や生活習慣・環境の変化等で葬儀や法要

を簡素化する傾向が高まり、「檀家離れ」が深

刻な課題となってきている」との声があった。

また多くの寺院は個人事業主と同様に、全て

の業務を家族で行っており、これからの寺院

は一般企業同様 IT活用による業務の効率化と

寺院利用に対する情報発信が「檀家離れ」を

解決する手法だと考えられる一方で、当社が

この業界で他社との差別化を図る一手と考え

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこでこれまでに培ってきた IT関連の技術

を活かし、寺院向けの管理運営プログラム（檀

家管理）の販売・保守、インターネット検索

サイトの運営管理を行いメーカーとして確立

する。「Tera mori project  (テラモリプロジ

ェクト)」と題し、寺院検索サイト『蓮の華』

のサービス展開を行っている。 

 

 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  寺院の課題である門徒管理や会費・冥加料の収納管理、法事・法要・仏事などの管理、過去帳・法

名帳管理、墓地・納骨堂管理など多岐に渡る業務を IT 活用により一元化し、寺院管理者の負担軽減
を図る檀家管理システム「釈尊」のサービス展開を現在、業者と協議中です。 

～顧客の目線を常に考えた経営～ 

代表者：鈴木 佳臣   設 立：平成 23 年 4 月 
住 所：一宮市三ツ井４－１０－１ 
Ｔ Ｅ Ｌ：(0586)75-3714 F A X：(0586)75-3715 
業 種：OA 機器の販売・保守業務 
H  P：http://yscstm.co.jp/ 
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株式会社ワイエスカスタマ 

▲代表者の鈴木 佳臣 氏 ▲寺院検索サイト「蓮の華」 
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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。 

 

第四回 『がんばれ新小学一年生』 講演会＆交流会 

※【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 29 年度は 2回開催予定）

一宮アカデミー  一宮市起東茜屋 75 

TEL. 0586-48-5149 http://www.138ac.jp 

アマチュアビッグバンド『ザ・尾州・ジャズ・オーケストラ』誕生 

ノース・チェリー・ミュージック 

一宮市浅井町西浅井桜北 6 TEL. 0586-64-8197 

http://kingsupertwenty.wixsite.com/northcherrymusic

一宮アカデミー（本社：愛知県一宮市／塾長：高木秀
寿）は、地域で子育て中の母親への「子育て支援」の一環
として、春に小学校へ入学をひかえている親子を対象に、
「がんばれ新小学一年生～親子で安心、楽しい小学校生活
のスタートのために～」の講演会と参加者相互および先輩
ママとの交流会を2017 年2 月19 日に一宮駅前ビル（アイ
ビル）で行いました。 

一宮を拠点に活動するアマチュアビッグバンド「ザ・尾州・

ジャズ・オーケストラ」を平成 29 年 2 月に発足いたしまし

た。「尾州」としたのは、地場産業である毛織物を始め、地域

の人たちから広く応援してもらえるような、振興の象徴とな

りたいという願いからです。 

練習の拠点は一宮駅「i-ビル」の 3F テラスに隣接した多目

的ホール。練習でも楽しく演奏する我々の「ワクワク」や「ド

キドキ」を、より多くの人に見てもらい共有していただきた

いです。 

発起人でもある一宮在住のサックス奏者、平井尚之が合奏

指導を行うことで、確実に上達できる仕組みを作ります。初

学者だけでなく、中学高校までで吹奏楽をやめてしまう人た

ちの受け皿としたいと考えています。 

キラリ輝け☆ 

 会員事業所の新たなチカラ 

 

H29.2.26 付中

部経済新聞で

紹介していた

だきました。 



 

１．前年同期比 DI 値の分析（業況 DI 値） 

今期は、業況、売上、採算、資金繰り、従業員すべての DI 値で、前期実績を上回った。来期は、業況、

売上、採算、資金繰り、従業員すべての DI 値で、今期実績を上回る見通し。 

２．設備投資の動向 

今期の設備投資は、前回調査値(27 件、20 事業所)に比べ件数、事業所とも増加している。  
今期の実績は 37 件(24 事業所)。その主な内訳は、『生産設備』10 件、『車両・運搬具』8 件、『工場建

物』7件となっている。 

３．直面している経営上の問題点 

業種別の直面している経営上の問題点は、多くの業種で経営上の問題点の上位に『需要の停滞』、『製品

等単価の低下・上昇難』を挙げている。 
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中 小 企 業 景 況 調 査 報 告 
(平成 28 年度 第 4・四半期 （平成 29 年 1 月 ～ 3 月）) 

業況はゆるやかに持ち直している 

≪今期の景況≫ 

 
 

 

本事業部門は、取引先であるインテリア業界の低迷により低調で、周辺分野からの受注でカバーしている状況である。

新規分野については、デパートでの催事で手応えあり。今後、販路拡大と商品改善を図っていく方針である。 

 
 

今期の売上は、前年同期と比べ軽微である。一定の固定費もかかる事から、なかなか利益が出ない状況である。同業者

の倒産により、引き合いがあるが、単価・納期面で条件が合わず取引成立できない。 
 
 
 

販売先は、ほぼ全国の商店街等にある婦人服小売店である。今後は、婦人服小売店の廃業が進むことが予想され、売上

減少傾向に歯止めが掛からない状況である。 
 
【調査の要領】 
● 調査対象期間        調査対象期間は、「4～6月」「7～9月」「10～12 月」「1～3月」の四半期毎とする。 
● 調査の方法      調査は、日本商工会議所の調査様式を用いて調査実施時期に、原則として経営指導員が企業 

を訪問し、面接・聴き取りにより行う。 
● 調査対象企業数   100 事業所 

● 調査対象企業の業種 建設業 7 繊維製造業 49 その他製造業 12 卸売業 12 小売業 11 サービス業 9 

※第 1四半期＝4～6月期  第 2 四半期＝7～9月  第 3 四半期＝10～12 月  第 4 四半期＝1～3月期

≪業況レポート≫ 

A 社(製造業＜織物＞) 

B 社(製造業＜食料品＞) 

C 社(卸売業) 



 

『あなたのお店も参加してみませんか?  』 

～あなたのお店と新しいお客様をつなぐチャンスです｡ ～ 

三方よし！の得する街のゼミナール 

〝まちゼミ〟を中心とした､商業・地域活性化、賑わい作りセミナーを開催します。 

『得する街のゼミナール』を略して”まちゼミ”。一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。 

  まちゼミとは、お店の店主やスタッフが講師となり、プロならではの専門的な知識や情報、コツを無

料で受講者（お客様）にお教える・お伝えする少人数制のゼミ(ミニ講座)で、お店の知名度アップや、

特長を知っていただくとともに、お店のファン創りを勧め新しいお客様の来店にもつながり強いては、

地域活性化となる取り組みです。 

  現在、全国 200 個所以上の地域で 地域創生･地域活性化策事業として実施され成功しています。 

まちゼミを全国に広めたご本人である、岡崎まちゼミの会 代表の松井 洋一郎 氏をお招きにして ご講

演をいただきます。 

 「いちのみやでもまちゼミを！」という声に応えるべく、参加店舗向け説明会を開催いたします。 

〇日  時   5 月 18 日（ 木 ）15 時00 分 ～                                            

〇場  所   一宮商工会議所 3 階 大ホール       

〇対象者   まちゼミ 参加予定者  

                 (オブザーバーでの受講も可能) 

〇講  師  内閣府地域活性化伝道師  

           経済産業省タウンプロデューサー 

           岡崎まちゼミの会 

   代表 松井  洋一郎 氏 

〇受講料  無料 

○内   容  1.三方よしのまちゼミ事業とは 

           2. 質疑応答・意見交換 

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

第 2 回 一宮まちゼミ 参加店舗向け説明会!!! 
【お客には満足を､お店には新規顧客と売上げを､そして街には賑わいを｡】 

参加者募集！ 
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 一宮市内のお店・企業を紹介するホームページ公開中！ 
「いちみんナビ」掲載店・企業募集のお知らせ（会員無料） 

「いちみんナビ」は、一宮市内のお店や企業を紹介し、イベントや求人など様々な新着情報を Twitter

で発信するホームページである。 

また、お買い物しやすくなるよう『配達・出張修理・送迎・深夜営業』のサービスを行っている掲載

店や企業に記号を表記することで、より消費者の目に留まるよう工夫している。 

独自のホームページをお持ちでない方はその代わりとして、既にお持ちの方は情報発信の新たな媒体

としてご活用ください！ 

●参加料 本所、尾西・木曽川商工会の会員は無料。非会員は 2,000 円（年間） 

●ＵＲＬ ichimin-navi.com 

 本所ホームページに設置しているバナーからもアクセス可能 

 ※写真画像 1枚、掲載可能（商品や商店、企業の外観等）。 

【問合せ先】一宮商工会議所 中小企業相談所 いちみんナビ担当 TEL.0586-72-4611 



   

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

           
             
  

  
 

 
 
 

 

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 

Season6 

高岡古城公園について 
高岡古城公園は、高岡市の中心部に位置する自然美あふれる国指定史跡公園です。総面積は 71261 坪（水濠は 22400 坪）あり、城内

は本丸・二の丸・鍛治丸・三の丸・明丸などに分かれていました。元和元年(1615 年）の徳川幕府による一国一城令により廃城にな

りましたが、公園面積の約 1/3 を占める水濠はほとんど原型のまま今に残る、全国的にも珍しい水濠公園です。 

▲藤子両先生が語り合ったと言われる公園内の相

撲場横にある「卯辰山」。藤子不二雄Ａ先生の漫画

「まんが道」にも登場します。公園では作品内の

「裏山」に似た眺めも見ることができます。 

◀大伴家持

が万葉集

の中で詠

んだ「かた

かご（カタ

クリ）」が

公園内に

咲いてい

ます。 

◀公園内にある動物

園には漫画家１５４

名がカッパを描いた

「絵筆塔」がありま

す。漫画家は夢を描

く仕事、ということ

でカッパとのこと。

有名キャラクターの

カッパ姿がずらりと

並ぶこの塔は必見で

す。 
●動物園は 9:00～
16:30 まで、月曜定

休（祝日の場合は翌

日）、無料 

富山県高岡市では様々な映画やドラマ、アニメ等の舞台となっています。今年度、

高岡商工会議所では「高岡の観光コンテンツの開発と情報発信事業」として、これま

で舞台となった名所にスポットを当て、皆さんにご紹介していく予定です。 
第１弾として今回はドラえもんを生んだ漫画家、藤子・Ｆ・不二雄先生が生まれ育

った高岡市で学生時代によく訪れたと言われる「高岡古城公園」をご紹介します。高

岡市で”ゆかりの地”めぐりをしてみませんか？ 

高岡市は“ゆかりの地”が満載です 

                           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  

聖地巡礼 “ゆかりの地”に行ってみた 

聖地巡礼 

～藤子･Ｆ･不二雄 ×高岡古城公園～ 

歴史都市「高岡」を環境に優しい電気バスで巡るプチ旅行はいかがですか？ 

新高岡駅発を出発し、瑞龍寺、金屋町、御車山会館、高岡大仏などを約４５分

かけて周遊します（まわるんの運行区間は乗り放題。）。観光施設への入場料

割引も受けることができます。まわるんで日本遺産めぐり、歴史都市めぐり、

そして「聖地巡礼」はいかがですか？ 
◆乗車券の購入 
加越能バス乗車券センター（高岡駅１階）又はまわるんバス車内 
◆運行期間 
４月２９日（土）から運行開始。１１月２６日（日）までの土日祝日１日６便 
◆料金 
一回乗車 大人１６０円、小人８０円（予約不要） 
◆お問合せ先 
加越能バス乗車券センター ☎0766-22-4850 

お濠巡り 

遊覧船も運行中！ 
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（愛知県信用保証協会） 

 サイトでは、現在、平成 30 年 3 月卒業見込みの

新卒者の採用並びに中途採用を予定している、会

員企業の求人情報を募集している。 

 是非、貴社の人材募集に「一宮就職情報サイト」

の活用をご検討ください。 

http://www.ichinomiya-cci.or.jp/kyujin3.html 

 

 

（一宮就職情報サイトには、 

右の QR コードからもアクセ 

スできます。） 

人材募集に「一宮就職情報サイト」をご活用ください！ 

平成 29 年度  

萩原地域分科会 役員会 総会 開催!!!

今伊勢・宮西地区会員対象 

   「会員の集い」参加者を募集します！

来る 6月 30 日（金）、一宮スポーツ文化センタ

ーにおいて今伊勢・宮西地区の会員を対象とした

「会員の集い」を開催する。 

  これは、地区会員の皆様に本所の施策・事業を

広くご紹介することで、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

とを目的に開催するもの。 

  当日は、第 1部「ミニ講演」、第 2部「会議所施

策紹介」、第 3部「昼食懇談会」を予定しており、

定員 40 名で参加費は無料。この機会に是非ご参加

ください。 

 なお、「会員の集い」は今後、他地区においても

開催を予定している。 

＜問合せ先＞ 中小企業相談所  TEL 72-4611 

 本所では、地元企業の人材確保支援の一環とし

て、就職活動中の若者と地元企業の出会いの場を

つくる「一宮就職情報サイト」を設置している。 

4 月 10 日、萩原地域分科会の役員会及び総会を、

「うお六」にて開催した。 

平成 28 年度の事業報告並びに収支決算書の報

告、さらに平成 29 年度事業計画を説明し承認され

た。萩原地域分科会は、会議所と萩原地区の会員

を代表とする役員との親睦や情報の共有を図るこ

とにより相互の啓発を図り会議所への理解を深め

ていただき、管内経済の発展と活性化に寄与する

ことを目的に開催している。 

なお、毎年好評を博している当地域の会員向け

視察会については、事業計画の承認により、近く

参加者募集の案内を行う予定。 

＜問合せ先＞ 中小企業相談所  TEL 72-4611 

△総会の様子 



 

4 月 5 日、本所にて平成 29 年度汚染負荷量賦課

金申告・納付説明会を開催した。 

汚染負荷量賦課金とは、公害健康被害補償制度

により、補償給付及び公害保健福祉事業に必要な

費用の相当分を、該当設置者から徴収するもの。

当日は、環境省・環境保健企画管理課の須貝一

春氏、独立行政法人環境再生保全機構・調査管理

課の村上基氏を講師に、制度の概要・申告と納付・

申告書類の作成方法について説明を行なった。 

世界的な環境意識の高まりにともない、多くの

製品やサービスが環境を意識したものに変わって

きている。企業においても、ビジネスと環境の相

関を的確に説明できる人材の育成が欠かせないも

のとなっている。今回は、全国で受験が広がって

いる eco 検定（環境社会検定試験）をご紹介する。

eco 検定は学生から社会人まで幅広い方が受験

しており、2006 年の試験開始以来 39 万人が受験

し、約 22 万人の合格者が誕生している。 

 顧客への提案力・説得力の向上や社員の環境教

育ツールへの活用、ビジネスシーンにおけるキャ

リアアップはもちろん、生活者として健康で安全

な暮らしを送るために、eco 検定は社会の様々な場

面で役立つ。 

現在、7月受験の申込が開始している。是非この

機会に受験をご検討ください。 

 

 

 

 

△http://www.kentei.org/eco/ 

4 月 3 日、真清田神社の例大祭である「桃花祭

（とうかさい）」が開催された。 

これは、往古、神社の近くを流れていた木曽

川に桃の枝を流して除災招福を祈ったのがこの

祭りの始まりとされており、最終日である 3 日

には、御神輿渡御が開催され、平安の雅を彷彿

とさせる豪華絢爛な神輿や、神社に奉納される

馬が、真清田神社から本町商店街を中心に御旅

所まで練り歩いた。 

環境行動計画 

eco検定試験(環境社会検定試験)について

桃花祭の開催 

平安の雅を彷彿とさせる神輿行列を実施 

 年間 20 万人・140 万アクセスを誇る「一宮モー

ニング」公式ホームページに広告を出しません

か？訴求力抜群の広告媒体ですので、この機会に

ぜひご利用ください。 

◎広告の企画・料金 

広告種類 横×縦 

(ﾋﾟｸｾﾙ※)

料金（円/月） 備 考 

A タイプ 

(6 小間) 

210×70 3,000 円/月 

(申込みは 

最短 3ヶ月、 

最長 12 ヶ月) 

ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞでの

み表示 

B タイプ 

(3 小間) 

160×50 全ﾍﾟｰｼﾞで表示

※41 ﾋﾟｸｾﾙで約 1cm(解像度により変化します) 

◎広告のデザイン 

デザイン・色彩などは、ホームページのデザイ

ンと調和が取れたものにしてください。広告作

成を当所に依頼する場合、作成料は 5,000 円と

なります（ご要望に応じて別途追加料金が発生

する場合があります）。 

◎問合せ先 

 企画事業部(一宮モーニング協議会事務局) 

 バナー広告担当 

 TEL.0586-72-4611  FAX.0586-72-4411 
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平成 29 年度汚染負荷量賦課金 

申告・納付説明会を開催 

一宮モーニング公式ホームページへの 

バナー広告を募集！

△桃花祭 例大祭の様子 

△説明会の様子 
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今月の表紙「一宮 産業観光めぐり」 
新緑のサイクリング 

 
日本一広い国営公園「木曽三川公園」のひとつ
「138 タワーパーク」と、隣接する「大野極楽
寺公園」の周辺には専用のサイクリングロード
が整備されており、レンタサイクルも充実。新
緑の季節、爽やかな自然を楽しむことができる。
 
138 タワーパーク（光明寺字浦崎 21-3） 

展望タワー「ツインアーチ 138」、約 4,000 株
のバラが植えられた「ローズストリーム」、季
節ごとの花が美しい「花畑」「花の小径」をは
じめ、大芝生広場やイベント広場、 子どもた
ちに大人気のフワフワドーム・大型木製複合
遊具など、色々な楽しみ方ができる。 
※レンタサイクル 
料金：200 円/台（電動ｱｼｽﾄ付は 300 円/台） 
台数：大人用 26 台、小人用 9台、幼児用 10

台、2人乗り 9台、3人乗り 6台、3人
乗り電動ｱｼｽﾄ付 9 台 

電話：0586-51-7105 
 
大野極楽寺公園（浅井町大野字小屋裏 1400） 

サイクリングロードや市民の森、桜の園、芝
生広場など、自然を満喫できます。バーベキ
ュー広場やレンタサイクル棟を併設し、貸出
しも行っています。管理棟には、研修室・視
聴覚室・休憩室を備え、生涯学習や憩いの場
として利用できる。 
※レンタサイクル 
料金：100 円/台 
台数：大人用 40 台､小人用 30 台､幼児用 10 台
電話：0586-51-3015 

～一宮商工会議所メール便 138～ 

メールマガジン購読者を募集中！

本所のメールマガジン「一宮商工会議所メール便

『138』」は、会議所のセミナー・イベント情報のご

案内、補助金などの経営支援情報、省庁・自治体な

ど外部機関の発信するお役立ち情報を、ダイレクト

にお届けするサービスである。 

本所 HP にて必要事項を記入すれば、毎月 1回、御

社の経営に役立つ情報が届く。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。 

【配信回数】 毎月 1回（月の下旬） 

【配信内容】 

①会議所情報 

②補助金などの経営支援情報 

③外部機関の開催するセミナー・研修情報 

④エコ・省エネ・環境関連情報 

⑤省庁・自治体等の発信している情報 

【登録手順】 

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

「メールマガジン」登録フォームより申し込み 

【問い合わせ先】 

企画事業部 メールマガジン担当 TEL：72-4611 

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）ガンマコーポレーション 

秀コーポレーション（株） 

（株）E－style 

（株）佐々木電機 

ワイエスシー（株） 

アドベンチャープランナー（株） 

North Cherry Music 

（株）YDS 

（株）n.e.c.o 

山勝商店 

喫茶 絆 

HEART WORKS 

文化・サービス

文化・サービス

土 木 建 設

機 械 工 業

商 業

物 流 ・ 情 報

文化・サービス

機 械 工 業

土 木 建 設

食 品

文化・サービス

土 木 建 設

※平成 29 年 2 月 1日～28 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。 

～西尾張県税事務所からのお知らせ～ 
自動車税の納付をお忘れなく！ 

 5 月 31 日（水）は、自動車税の納期限である。 

 4 月 1 日現在、自動車をお持ちの方に、5月上旬に

県税事務所から納税通知書が送られるので、お近く

の県税事務所、金融機関やコンビニエンスストア等

で納付してください。なお、パソコンなどを利用し

てクレジットカードでも納付していただける（利用

者には決済手数料がかかる）。 

 名義変更・廃車などの手続を他の人に依頼した自

動車について、納税通知書が届いた場合は、それら

の手続が 3 月末日までに行われていないことが考え

られるので、依頼先にご確認ください。 

 また、転居などにより納税通知書が届かないとき

は、管轄の県税事務所にご連絡ください。 

△問合せ先 西尾張県税事務所 

  電話 0586-45-3170（ダイヤルイン） 

クールビズ実施のお知らせ 
 本所では、節電・省エネの観点から夏季の軽

装(クールビズ)を実施していますが、今年度は、

5月 1日から 9月 29 日まで実施します。 

 この期間、職員は軽装での対応となりますが、

ご理解のほどお願いします。 



所  

報 

・ 

第
六
六
四
号
（
平
成
二
九
年
五
月
十
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                            

                                

税理士法人ベストフレンド 広告 


