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一宮の有形文化財（建造物） 
墨会館 

（小信中島公民館） 

1957 年に竣工された墨会館(小信中島公民館)は愛知県内に残る唯一の丹下健三の作品。国の登録有形文化財。 
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一宮商工会議所常議員会を開催 
～議員代表者の変更及び 

各種事業についての報告を行う～ 

1 月 28 日、一宮商工会議所 4階小ホールにて

常議員会を開催した。当日は、新会員の承認後、

①平成 31 年度本所主要事業について、②議員代

表者の変更、③日商常議員会・議員総会について、

④日本銀行名古屋支店長経済講演会について報

告を行った。 

平成 31 年度の本所主要事業について、1月に

開催した新年記者会見の資料をもとに説明を行

った。平成 31 年度は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

つの柱を軸として、特に新規事業としては会員企

業のインターンシップ制度への取組み推進や学

校訪問型 PR の推進、消費税引上げ・軽減税率導

入への対応支援、クラウドサービスの導入支援、

事業承継専門家の派遣（個社支援）、さらには、

真清田神社を核とする中心市街地の活性化など

を挙げている。 

日商の常議員会・議員総会の報告においては、

「働き方改革関連法への準備状況等に関する調

査」について報告を行っており、報告の柱となる

全国商工会議所の会員事業所によるアンケート

調査で、同一労働同一賃金に関する制度について

その内容を理解している事業所が半分も満たな

いことが報告された。さらに時間外労働の上限規

制や年次有給休暇の取得義務化についても依然

制度の周知・理解が遅れていることが報告されて

いる。 

報告 3の議員の変更については、次のとおり。

任期は本年 10 月 31 日まで。 

 

■ 議員代表者変更 ■ 

（※敬称略） 

事 業 所 名 旧 新 

アクサ生命保険株式会社

名古屋支社名古屋営業所

一宮オフィス 

小林 敬 齋藤 浩 

 

さらに報告 4では、毎年開催する日銀名古屋支

店長を迎えての経済講演会の開催について説明

した。今年度は、清水季子支店長を迎え、「最近

の金融経済情勢と今後の展望」をテーマに卓話を

行う予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 常議員会終了後の卓話では、本所議員事業所で

ある「オザワ繊工株式会社」の代表取締役社長の

小澤俊夫氏をお迎えし、「エネルギー原単位ナン

バーワンの染工場を目指した全社取り組み」と題

し、講話を行った。 

卓話の中で、小澤氏は燃料の都市ガス単価の高

騰や染料・薬品助剤の値上がりにより製造原価が

あがり、経営が逼迫したことから、これまでの製

造方法を改めることとした。全部で 40 のテーマ

をあげ、目標を平成 23 年度基準から 30％の省エ

ネルギー化を 3年間で実現することとした。特

に、全社員が一丸となって、「省エネスパイラル

会議」と称した会議を実施しながら活動に取り組

んだことで目標を達成。さらに職員一人ひとりに

業務の効率化を考え行動するきっかけを作った

ことも良かった点であったと説明があった。 

この結果、平成 29 年度省エネ大賞 省エネ事例

部門の経済産業大臣賞を受賞し、様々なメディア

に取り上げられるとともに、現在も多くの関係者

が工場に見学に来ることとなったとのこと。 

これからは新たな 3か年の計画をたて、より一

層の省エネと業務の効率化を目指すと話した。 

△講話を行う小澤俊夫氏 
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また、昨年に引き続き、本年 10 月～12 月には愛

知県と JR 東海が実施する「愛知 DC・アフターキャ

ンペーン」がスタートする。昨年は「モーニングト

レイン一宮」が運行され、「おもてなしモーニング

Café」等のイベントを通じて一宮の PR を行なった。

詳細は未定だが、今年も「愛知 DC アフターキャン

ペーン」を契機に、一宮の魅力を発信していくこと

を予定している。 

※モーニングトレインは昨年のイベントです

1月 30 日、一宮市産業観光プロモーション事業推

進委員会が開催された。 

委員会では観光振興を通じた地域活性化を調査す

ることを目的に様々な調査事業を展開している。こ

の度の委員会では、昨年 10 月～12 月に開催された

「愛知デスティネーションキャンペーン（以下、愛

知 DC）」に関する報告をはじめ、動画プロモーショ

ン、今後の調査事業のロードマップ案について意見

交換が行われた。 

△愛知 DC アフターキャンペーン 
モーニングトレイン一宮（昨年）・アフターキャンペーンロゴ 

本所と一宮市との懇談会を開催 

～当面する諸課題について意見交換を実施～ 

△委員会の様子 

一宮市産業観光プロモーション事業推進委員会を開催 

愛知 DC アフターキャンペーンについて

2 月 19 日、本所 4階特別会議室にて一宮市との懇

談会を開催した。これは、行政と本所との意見交換

の場として年 2 回、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

理事らが出席した。 

当日は、本所から①平成 31 年度主要事業につい

て、②「地域経済活性化婚活支援事業報告書」につ

いて、③本所青年部による「一宮市中小企業振興基

本条例」の制定要望についての 3 つの議案を提出し

た。 

一方、一宮市からは、①「平成 31 年度経済部関係

の主要事業」について、②「一宮競輪場跡地利用事

業」について、③「一宮市まち・ひと・しごと創生

総合戦略」について、～第１期の総仕上げと次のス

テージに向けて～、④「i－バスミニ（買物便）試行

運行」についての 4 つの議案について意見交換を行

った。 

本所から挙げた議案で、来年度の主要事業に関す

る意見交換や、昨年 12 月に開催した婚活事業に関す

る報告、さらには、本所青年部が進める「一宮市中

小企業振興基本条例」の制定に関する勉強会、意見

交換会開催等の進捗を報告した。 

懇談会終了後は同会場にて懇親会を開催し、一宮

市との親睦を深めるとともにより一層の連携の強化

を確認した。 

△一宮市との懇談会の様子 

 



 

市内専門高等学校等優秀生徒表彰式を開催 

合同企業説明会に 60 社の企業が参加します！！

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。 

尾張五市商工会議所 

来る 4月 10 日(水)15:00～20:00（予定）、尾張一

宮駅前ビル（i-ビル）7 階シビックホールにて、60

社の地元会員企業が参加し、｢尾張五市商工会議

所・合同企業説明会｣を開催する(参加企業募集は終

了)。 

この事業は、少子高齢化による地方の労働人口が

減少傾向にある中、地元中小企業の人材確保が年々

厳しい状況になりつつある昨今の雇用環境を踏ま

え、西尾張地区の 5つの商工会議所が共同開催し、

西尾張地域の地元企業の雇用確保を支援する。より

多くの企業、求職者のマッチング機会の創出を目的

に、引き続き実施するもの。 
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参加企業は以下の通り（2月 21 日現在）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来場対象者は、2020 年 3 月卒業予定の学生(大学院・

四大・短大・高専・専門学校)及び中途求職者で、現

在、学生及び学校関係者への周知活動を行なってお

り、多数の来場者を予定している。 

お問い合わせは、尾張五市商工会議所合同企業説明

会 事務局（一宮商工会議所内）まで。(電話：72-4611)。

△表彰式の様子

2 月 19 日、本所大ホールにて、市内専門高等学

校の生徒 10 名を対象とする「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

育成事業の一環として創設。一宮市内の専門高等

△主催者挨拶の様子 



   

 女性会（会長：鳩山佳江）は、2月23日、本所3

階大ホールにて婚活イベントを開催した。 

当日は、結婚を真剣に希望する男女54名が参加

し、自己紹介、グループトーク、フリートークな

どで楽しんだのち、マッチングを実施した。結果6

組のカップルが成立した。 

本事業は、成立したカップルが成婚に至ること

で事業承継や従業員の定着、市内に定住する効果

が期待できる事業であり、次年度も引き続き実施

する予定。 
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会の果たす役割は大きい。来年度鹿児島で開催

する全国大会では、愛知県から多くの会員に参

加してもらうことを望むとともに、現在進めて

いる女性起業家大賞についても一層の協力を望

みます。」と話した。 

次回は、今年8月に稲沢商工会議所女性会が主

管で開催する予定。 

△会議で事業報告を行う鳩山会長 

青年部（会長：柴垣健一）は、2月18日、本所3

階大ホールにて2月度例会「褒めちぎる会社のやる

気の育て方」を開催した。 

講師に三重県にある南部自動車学校の代表取締

役の加藤光一氏をお呼びし、自動車学校の運転実

習で実践している褒めちぎる教習について講話い

ただいた。 

当日は63名が受講。講演会終了後には懇親会も

開催され、有意義な会となった。 

女性会（会長：鳩山佳江）は、2月5日、本所4階

小ホールにて、第40回尾張地区商工会議所女性会

会長・事務局連絡会議を開催した。会議には、西

尾張・東尾張地区8会議所の女性会正副会長40名が

出席した。 

この会議は、毎年8月と2月に行われており、各

商工会議所女性会の事業報告と意見交換を行い、

相互の交流を深めるために開催している。 

本所女性会では、今年度開催した事業について

報告。特に昨年10月の「一宮だいだいフェスタ大

集合」の最終日に開催されたシールペイント事業

について、約400名の子供が体験をしたことを報

告。さらに、今年から委員会を組織し、女性会が

一丸となって研修や交流事業、婚活事業等を進め

ていることも報告した。 

当日、オブザーバーとして出席した愛知県商工

会議所女性会連合会の鈴木会長からは、「県内の女

性会のより一層の連携を図るために尾張地区女性

△セミナーの様子 

第 40 回尾張地区商工会議所女性会会長・事務局連絡会議を本所で開催 

138 いい de 愛♥婚活パーティーを開催 

６組のカップルが成立！ ２月度例会～褒めちぎる会社のやる気の

育て方～をテーマにセミナーを開催 

△婚活イベントで挨拶を行う鳩山会長 



  

 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 21 日、本所小ホールで開催し、19

名が参加した。 

 当日は、名古屋工業大学「NITech AI 研究センタ

ー」准教授の大塚孝信氏を講師に迎え、「AI, IoT

技術による社会創造～AI 活用による新しい価値創

造～」と題して、IoT や AI 技術により実現される

情報の収集・活用を通じて、どのようなことが実現

できるのか、新しい価値創造に必要な技術を、最新

動向を交えて紹介いただいた。 

 また、研究会メンバー提案に基づき今年度より設

 本所は、2 月 20 日から 22 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』」に地域資源活用事業紹介コーナーを出展

した。 

ブースには、平成 30 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

他、「一宮七夕まつりコスプレパレード 7ｔｈ」

の際に、地元企業の協力の下製作されたオリジナ

ル衣装を展示した。 

また、ブースでは「一宮モーニングプロジェク

ト」の紹介も行い、本年 1月に完成したばかりの

一宮モーニングプロジェクト公式キャラクター

「ICHIMO」のフィギュアも展示された。 

△今年度最終回となる新産業創出研究会・例会の様子 

置・運営された 2つの分科会（尾州織物産地の情報

化等に関わる「尾州産地分科会」、七夕まつり等の

イベント及び生活の利便性向上機能を持つアプリ

の開発等に関わる「いちみんアプリ分科会」）につ

いて、今年度の活動をまとめる報告が行われた。 

 「尾州産地分科会」では、繊維関係企業・団体の

視察等を中心に今年度 6回の会合が開催され、まと

めが報告された。また「いちみんアプリ分科会」で

は今年度 7回の会合が開催され、来年度の七夕まつ

りに向けて、ウェブ方式のアプリを運営する計画等

が報告された。 

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 15 日、研究会メン

バーである株式会社エスフーズ（一宮市千秋町）の

本社・工場にて開催し、12 名が参加した。 

視察会では、磯村社長より、ジャム、ソース、飲

料等の加工製造を行う同社の事業概要を説明いた

だいた後、生産工場の各設備を見学。その後、質疑

応答を実施した。「無添加」のほか、アレルゲン対

策としてグルテンフリーに取り組まれていること、

あらゆる農作物の小ロットでの商品化に対応でき

ること、「菓子」「ソース類」「清涼飲料水」「そうざ

い」の各製造許可を得ていることなど、同社の特徴

を体感できる視察会となった。 

△㈱エスフーズ本社工場視察の様子 

ジャパン・ヤーン・フェア&総合展 

THE 尾州に PR ブースを出展！！ 

農商工ビジネス研究会 

（株）エスフーズの本社工場を視察 
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△ブースの様子 

新産業創出研究会 第 4回例会 

AI・IoT の最新動向を紹介／2つの分科会活動を最終報告 



 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所 中小企業相談所  

TEL：85-7032    ＦＡＸ：72-4411 

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

B support usiness center 
【ビジネス支援センター】
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1 月 31 日、COCOROCAFE(千秋町佐野)にて、一宮

女性起業家ビジネスカフェを開催した。 

これは、創業間もない女性起業家を中心に、創

業後中々ビジネスが発展しない理由とその解消法

やヒット商品を生み出す苦労やノウハウを学ぶこ

とを目的に開催したもの。 

初めに、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「小さなお店・会社

の儲けるワザ」と題し、中小・小規模事業者が取

るべき戦略を事例を交えて解説。続いて、

COCOROCAFE 中村正枝氏と森マネージャーのパネ

ルディスカッション「地域有名店に実体験を聞く。 

小さなお店繁盛のコツとは」を実施。その後の交

流会では、意見交換や参加者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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青年部(会長：柴垣健一)は、2月 7日、本所 3階

大ホールにて、「私はこうやって事業を引継ぎ発展

させています～実情から学ぶ後継者現場最前線～」

と題した事業承継セミナーを開催した。 

第１部基調講演では、株式会社経営支援パートナ

ー代表取締役 佐原啓泰 氏を講師に「若手後継者に

求められる取組みと事業承継支援施策」と題し、事

業承継の事例を交えながらそのノウハウや事業承

継補助金など解説した。 

第２部では「若手後継者から見た事業承継の現実

と未来志向」と題し実際に事業承継をした(してい

る)3 名のパネリストを招き、現実的な問題や対策

と現在取り組んでいる経営革新の取組み等を実情

を基に語って頂いた。 

本セミナーには、27 名が参加し質疑応答では複

数人が積極的に質問するなど活発な意見が飛び交

う有意義なセミナーとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県若手後継者等育成事業 

～事業承継セミナー開催報告～ 

 ビジネス支援センターでは、創業支援拠点とし

て、一宮市内で創業を希望する方に対して創業支援

を実施している。 

産業競争力強化法に基づく認定を受けた一宮市

の特定創業支援事業に沿った創業支援はもちろん、

創業前、創業時、創業後など相談者のビジネスステ

ージに合わせた相談、サポートを展開。 

SOHO インキュベータオフィスの活用提案、補助金

活用や事業計画の作成支援、創業塾などを実施して

おり、相談の内容に応じた相応しい専門家による専

門相談等も行う。 

女性起業家ビジネスカフェを 

COCOROCAFE で開催！ 

△講演の様子 

△パネルディスカッションの様子 

△講演の様子 

△パネルディスカッションの様子 

今年度は 2 月末日において、258 件の創業相

談に対応。最も多い相談は、創業にあたっての

イロハや手続き、販路開拓、記帳・税務などの

経営一般に関する相談で 147 件。次いで多いの

は融資の為の創業計画書作成で 40 件。その他に

は、雇用に伴う人事制度、雇用保険、補助金・

助成金の申請相談、会計・確定申告など多岐に

渡る。 

相談は無料。創業を志す方は、是非ご相談く

ださい。 

随時「創業相談」を受け付け 

２月末現在で 250 件以上の相談に対応 



「美秀はこの地域に無くてはならない一流一
番店を目指します」と話すのは、千秋にある「株
式会社美秀」の今井孝志さん。同氏にお話を伺
った。 
■地元一宮を活性化したい、顧客の困りごとを

解決したい事から創業を志す 
 2017(平成 29)年 3 月 1 日に法人設立。もとも
と同地にある創業 70 年の老舗呉服店 ㈱三井屋
を継ぎ、2011(平成 23)年から社長を務め、振袖
の販売からレンタル、ママ振袖まで各種の振袖
事業に携わる。しかし、地元一宮への想いから
尾州産のウール生地を使った着物を創りたい、
数回しか着ない振袖の有効活用ができるビジネ
スがしたいという想いが募り、着物販売におけ
る正絹とウールの両立が難しい事、㈱三井屋も
後進に引き継ぐことができる事を鑑み独立を決
意したのが始まり。 
■顧客の声からレンタルシェアリング 

「C2C事業」を立上げ 
 なじみ客の声として頭の片隅にあったのが、

タンスの中に仕舞って
ある価値のある振袖を
何とかしたいという想
い。「何十万ものお金を
掛けたが数回着ただけ
でタンスに仕舞ってあ
るだけ」「不要の為、質
に入れても二束三文」
と明かされた。さらに、 

 
 
 
 
 
 
若者からは既存レンタルでは「同じ色柄が多い」「オ
リジナリティのある着物が着たい」などの声も聞い
た。この双方の想いをマッチングできないか考えた
のが自社マッチングサイトで顧客と顧客を結ぶ C2C
事業。 

具体的には、三井屋時代の馴染み客を誘ったり、
HPで呼びかけて振袖を募り現在では 100枚ほどを登
録、さらに増え 140 枚程になる予定。今井代表が想
定したとおり、タンスに眠る振袖には繊細な絞りや
友禅といった職人技が光る高級品や一流デザイナー
が手掛けた逸品も眠っている事が分かった。通常の
ルートでは借りることができないような振袖をライ
ンナップできたと自信を覗かせる。 

借りたい人は専用 HP から振袖を選択し美秀を通
じて申し込む。専用サイトには振袖の写真やレンタ
ル料金のほかに社長の目利きによる５点評価や貸し
手からの思い入れや魅力をメッセージとして掲載
し、人と人を繋ぐサイトを心掛けた。また、貸し手
と借り手の間には必ず長年のキャリアを持つ今井氏
が入る為、安心してサービスを利用できると語る。 
■尾州ウールを使った「ウール着物」を創りたい 
 創業当初からの想いのひとつが尾州ウールを活用
した着物を広めることで地元一宮の活性化に寄与し
たいという想い。 
  今の目標の一つが今年中に尾州ウールを使用した
着物の販売を開始する事。男性向けの紋付やはかま
等に替わる成人式で着られる「尾州ウールで創るス
ーツ着物」を提案したいと考えている。 
  現在は製作に必要な小ロットの生地を提供してく
れる生地屋さんを探している最中。今後も同店の飽

くなき挑戦が続く。 

 

 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  創業を志し、一宮商工会議所が主催する創業塾で創業に必要な知識の習得をしました。また、事業

周知の為に合同報道発表会に参加しました。 

 

～着物の「借りたい」と「貸したい」

を結ぶレンタルシェアリング ～ 

  

代表者：今井 孝志     創 業：平成 29 年 

住 所：一宮市千秋町佐野字農中 86 番地 9 

Ｔ Ｅ Ｌ：(0586)76-2110 

事業内容：振袖レンタルシェアリング・着物製造販売 

HP：http://kimono-sharing.com 

   http://bishuya.com 
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株式会社 美秀 

▲ 代表者：今井 孝志 氏 

▲ ウール着物 ▲ 振袖の例 
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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 30 年 9 月 5 日(水)、平成 31 年

1 月 30 日（水）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。 

 

名鉄百貨店一宮店に常設店舗「華の風 Premio」を出店 

キラリ輝け☆ 

 会員事業所の新たなチカラ 

株式会社ワン・イレブン 北名古屋市沖村西ノ郷 110  

TEL. 0586-54-3393  https://one-eleven111.com/ 

■「日本製」「本革」「手作り」に拘ったブランド『華の風』 
原皮のなめしから、染色、加工、縫製まで、熟練の職人が一足一

足、心を込めて作り上げます。「足元を華やかに」「足を包み込む優
しさ」「風のように軽やかに」をコンセプトに、履き心地と軽量感、
そしてオールジャパンメイドにこだわったもの創りをしています。
使うほどになじむ履き心地・疲れにくい足にやさしいシューズで、
「歩く」を楽しく！  

直営店2店舗（一宮市、稲沢市）、テレビやカタログ、ネット通販
に加え、昨年秋からは全国の百貨店（名鉄百貨店、遠鉄百貨店、小
田急百貨店、近鉄百貨店、伊勢丹百貨店、など）にスポット出店を
拡大しておりますが、今回のPremio店は、当社初の百貨店常設店と
なります。百貨店の客層に合わせ、当社のハンドメイド上級ブラン
ド「華の風」を中心にワンランク上の品揃えが特徴です。価格帯は1
足11,800円から。その場でお客様の足サイズを計測し、履き心地の
良さを体感していただけます。 

※【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。 

スヌーズレンルーム 

株式会社オノマトペ 一宮市多加木 1-16−14 

TEL. 0586-64-6106  https://www.tretre.link/ 

スヌーズレンは、「クンクン匂いを嗅ぐ」と「居眠りする」の2つの

英語表現の語から派生しています。その用語は、80年代にオランダの

重度障害者のための施設で発展しました。スヌーズレンの用語の背

後には、次のような多機能な概念があります。 

意図的に設計された部屋の中では感覚刺激遊具により、光と音の

要素、音楽、アロマの使用は、感覚的で魅惑的な世界へと導きま

す。これらは、異なる知覚領域においてリラックス効果と活性的な

効果の両方が知られています。 

子どもたちのクールダウンとしても効果があります。 

■ここがポイント！ 

発達特性のある子どもたちにとってクールダウンスペースという

のは、とても重要なスペースです。 

尾張地区の放課後等デイサービスでは初の導入となるので、話題性

もあり、子どもたちへの効果も絶大です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■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｡ 
■委託手数料 

概算保険料の 10% [最低金額 5,000 円](税別) 
■その他 
 加入手続きは 1週間程度かかる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一宮商工会議所では、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｡ 

元請事業所の依頼で労災保険の加入をご検討さ

れている建設業(一人親方を除く)や従業員と一緒

に作業を行っている製造業の皆様には特にメリッ

トがある。 

この機会に、当所労働保険事務組合への事務委託

を是非ご検討ください。 

●問合せ先  労働保険事務組合担当  

TEL72-4611     FAX72-4411 
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小規模事業者持続化補助金の採択に向け本セミナ

ーを開催する。小規模事業者持続化補助金とは、小

規模事業者の皆様が持続的な経営に向けた経営計画

に基づく地道な販路開拓の取組を支援するために経

費の一部を補助するもの。使い勝手が良いと評判の

補助金で複数回採択されている事業者もある。補助

金の公募は 3月に開始見込み。（平成 31年 2 月 10 日

現在） 

是非この機会に販路開拓にチャレンジしてみませ

んか！ 

 

■日  時  3 月 20 日（水）、4月 3日(水) 

全 2 回 いずれも 14：30 ～ 16：30  

受講者を対象にした個別相談会も後日実施！ 

■場  所  一宮商工会議所 4階 401 室 

■受講料  無料 

■講 師 EBI マネジメントオフィス代表 

     中小企業診断士 蛯原 健治 氏 

     講師実績、持続化補助金申請支援豊富！ 

2 月 14 日、オルタナ経営合同会社、代表の荒谷康

文氏を講師に招き、本所 402 室にて「人事制度見直

しセミナー・離職を防ぐ人事制度の構築と運用ポイ

ント」を開催した。昨今の企業経営にとって最重要

課題となりつつある人材のマネジメントについて、

人事制度の「仕組み」と「運用」の両面から説明を

いただいた。 

主な内容は、「辞めない職場作り」を切り口に、

新入社員を承認（認める）しながら、人材が定着す

る「ほめ方、しかり方、認め方」について具体的事

例の紹介があったほか、客観的に人事評価する様々

な手法（スキルマップの作成や職業能力評価基準）

について提案があった。特に評価基準については受

講者からの質問が多かった。当日は 26 名参加し、 

受講者アンケートにおいて

は、講演内容は満足が 10

名、おおむね満足が 14 名と

回答するなど受講者からの

評価も上々であった。 

 

補助金申請書作成セミナー開催

労働保険事務組合に事務委託しませんか? 
～事業主や家族従事者も労災保険に加入する事が出来ます～ 

事務を委託すると 3 つの
メリットがあります｡ 



 

 

1月30日、毎年恒例の萩原地域分科会新年懇親会

を、本所から豊島会頭を迎え、「うお六」にて開催

した。冒頭、則竹会長のあいさつの後、豊島会頭よ

り新春のあいさつを頂戴した。あいさつでは、「一

宮市の経済は依然、一進一退を繰り返している。さ

らに事業の引き継ぎ手不足による慢性的な事業承

継問題、人手不足解消のため、IT化・業務効率化・

省力化による生産性向上、さらに従業員の『働き方

改革』を実現させる問題等、様々な課題を抱えてい

るが、一宮市とも連携し地域経済の活性化と中小・

『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～ 

小規模事業者が直面する経営課題にきめ細かく対

応する」との言葉があった。 

具体的には、平成31年は3つの基本的方向、即ち、

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つの基本的方向に沿って、会

議所事業を推進する。 

続いて、岩田相談 

役の乾杯の発声によ 

り新年懇親会が開始 

され、19名が一堂に 

会し親睦と交流を図 

り、盛況のうち幕を 

閉じた。  
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・原則として一宮市内で最近 1年以上事業を行っ

ている方。 

・所得税（法人税）、事業税、市県民税などの税金

を完納している方。 

 さらに、一宮市においては、「利子補給制度」も

用意されており、1,500 万円以内、返済期間 3年以

上の融資を受けられた事業所は、当初 1年間にかか

る利子の 30％が一宮市から補助される。 

【定例金融相談会】 

 本所では、愛知県信用保証協会と連携して「定例

金融相談会」を実施する。 

 愛知県信用保証協会の担当者が、中小企業・小規

模事業者のみなさまの事業経営に必要な運転資金

や設備資金、これから事業を始められる方の創業に

必要な資金など、金融全般に関する相談に応じてい

る。 

 本所では、毎月第 2火曜日（13：00～16：00）に

実施している（予約制）ので、是非ご活用ください。

 

【問合せ・申込先】 

 一宮商工会議所 中小企業相談所 TEL.72-4611 

【マル経融資制度】 

 事業資金でお悩みの小規模事業者の方は、マル経

融資をご活用ください。 

 マル経融資（小規模事業者経営改善資金）とは、

経営改善を図る小規模事業者の方々を対象に、「無

担保・無保証人・低利」で、本所の推薦のもと、日

本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。 

 制度概要は、以下のとおり（詳しくはお問い合わ

せ下さい）。 

○融資限度額 

 ・2,000 万円 

○返済期間 

 ・運転資金 7年以内、設備資金 10 年以内 

○利率 

 ・1.11％（平成 31 年 2月 14 日現在） 

○対象者 

・常時使用する従業員が 20 人以下（宿泊業と娯楽

業を除く商業・サービス業の場合は 5人以下）

の法人・個人事業主の方。 

・一宮商工会議所の経営指導を原則 6ヶ月以上受

けている方。 

△新年懇親会の様子 

 

（愛知県信用保証協会 広告） 

平成 31 年 

萩原地域分科会 新年懇親会 開催!!! 



 いちのみや食ブランド推進協議会（会長：岩田

孝逸）は 2 月 6 日、新たに 5 品目を「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 81 品目となった。（今年度計 8 品認定、2 品

取り消し） 

■今回の認定商品 

①尾張桃かぶ（三井食品工業株式会社） 

 □販売価格 540 円（税込） 

 □販売場所 尾張一宮香物 三井宮蔵 

②生どら（福扇堂） 

 □販売価格 160 円（税込） 

 □販売場所 店頭 

③にん＆たまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ（♪kitchen のりのり♪） 

 □販売価格 小瓶 1,000 円、大瓶 1,500 円 

（税込・完全受注生産）

 □販売場所 ♪kitchen のりのり♪ 

農業屋 一宮千秋店 

④木の芽（Patisserie K.Shimao） 

 □販売価格 260 円（税込） 

 □販売場所 店頭 

⑤Bean to Bar＋福来蜜 

（Patisserie K.Shimao） 

 □販売価格 

 800～1,000 円（税込） 

 □販売場所 店頭 
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【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 WebPage：http://ichinomiya-brand.com/ 

 いちのみや食ブランド 新たに 5品目を認定！ 

△尾張桃かぶ 

△にん＆たまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ △生どら 

△Bean to Bar ＋ 福来蜜 △木の芽 

※商品写真はイメージです。 

※価格は 3月 10 日現在のものです。

 消費税軽減税率制度 



 

平成 30 年度のプロジェクト参加店を、ピックアップしてご紹介します。 

一宮モーニングプロジェクト 参加店紹介 

詳細は、QRコードから「一宮モーニング」公式ホームページをチェックしてください！ 
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喫褐苑 
【お店より】 

落ち着いた雰囲気の店内で、こだわりの珈琲とサ

ービスをどうぞ！サービスは、モーニングとアフ

タヌーンがあり、モーニングは、４種類から選択。

アフタヌーンは、１３：３０〜１６：３０で「A：

焼きたてワッフル、B：クレームブリュレ」から

選択。また、テラス席ではペット同伴も OK。 

住所 |一宮市住吉 2-1-1 

モーニングタイム |  7:30～11:30 

モーニングセット| 400 円 

ランチタイム | 11：35～13：30 

マダムカフェ ぶどう圓 
【お店より】 

開放的なオープンカフェでいつもとは違った朝

を過ごしませんか？ 

広々とした空間と充実のモーニングメニューで

主婦の方を中心に人気のカフェ！ 

自慢のワッフルケーキは注文を受けてから焼き

上げるので外はカリッで中はふわふわの食感！ 

住所 | 名鉄百貨店一宮店 7F 

モーニングタイム|10:00～11:00 

ドリンク代 | （コーヒー410 円税別） 

ランチタイム | 11：00～14：00 

 本所では、一宮市民をはじめ多くの方々に、

一宮市の地域資源である「一宮モーニング」に対

して親しみを持ってもらうことを目的に、一宮モ

ーニングプロジェクト公式キャラクター

「ICHIMO」（イチモ）のフィギュアを製作した。 

フィギュアは、市内の専門業者「株式会社びー

ふる」に依頼して製作しており、最新の技術を用

い、細部に至るまで精巧に作り上げられている。

 本フィギュアは、本所 1 階玄関に常設し、フ

一宮モーニングプロジェクト公式キャラクター 

「ICHIMO」（イチモ）のフィギュアが完成！！ 

ォトスポットとして活用されるほか、本所関連の

各種イベントに於いてもフォトスポットなどと

して展示される。 

【イチモフィギュア諸元】 

全高：約 1メートル 60 センチ 

重量：約 20 キログラム 

材質：ポリ乳酸 

製造元：株式会社びーふる 

△「ICHIMO」（イチモ）フィギュア 
△フィギュアと取材を受ける豊島会頭 



[ここに入力] 
 

 

～日商簿記検定試験～ 

総勢 440 名が試験に挑戦！ 

2 月 24 日、修文大学、一宮商業高校、木曽川高

校にて、第 151 回日商簿記検定試験を実施した。

当日は、2 級 165 名、3 級 275 名のあわせて 440

名が試験に挑戦した。 

簿記は、経理事務に必要な会計知識だけでな

く、財務諸表を読む力や基礎的な経営管理や分析

力が身につく技能。全ての従業員に有用なビジネ

ススキルであり、コスト感覚が身につくなど経営

の視点を養える資格として注目度も高い。

2 月 20 日、本所にて第 83 回リテールマーケティ

ング（販売士）検定試験を実施し、1級 3名、2級 4

名、3級 13 名のあわせて 20 名が受験した。 

この検定は、経済産業省・中小企業庁から後援を

得て実施されており、販売に必要な商品知識や販売

技術、仕入や在庫管理、マーケティングなど、高度

で専門的な知識を持つ人材の育成を目指している。

合格者には販売のプロとして「販売士」の称号が付

与され、社会的にも高い信頼と評価を得ている。 

一宮少年少女発明クラブ生であり、起小学校 6年

生の神谷浩正君の作品が 3月下旬に開催される「全

国日本学生児童発明くふう展」に 2年連続で出展さ

れ、審査の結果、今年度は「入選」となった。 

神谷君の作品は「木を切るためのガイド～間伐用

キャタピラ型のこぎりガイド～」で、自身の体験を

もとに、間伐材を切る際に誰でもガイドに沿って切

ることができるもの。どの木の幹の太さでも対応可

能となるように工夫したことや、環境問題に対する

意識向上とその創意工夫が評価された。 

△全国日本学生児童発明くふう展に 

 出展された神谷浩正君の作品 

 
～日商珠算検定試験～ 

総勢 172 名が試験に挑戦！  
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 2 月 10 日、修文大学にて、第 215 回日商珠算検

定試験を実施した。当日は、1級 45 名、2級 61 名、

3級 66 名のあわせて 172 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。 

 珠算検定試験についてのお問合せは、企画事業部

まで（TEL 72-4611）。 

△販売士検定試験の様子 △簿記検定試験の様子 

△日商珠算検定試験の様子 
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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

デｭプロ販売（株） 

日栄化成（株） 

（有）ヒラバヤシ商事 

日昇建設（株） 

（株）HANA 

（株）みやざき工業 

（株）大地観光バス 

（株）パレット 

グローバルリンケージ（株） 

機 械 工 業

〃 
繊 維 流 通

土 木 建 設

〃 
〃 

物 流 ・ 情 報

〃 
文化・サービス

※平成 30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。 

愛知県からのお知らせ～｢尾張県民相談

室｣廃止に伴い巡回労働相談に変更します 

環境行動計画 

「COOL CHOICE」のご紹介 

 「COOL CHOICE」とは、2030 年度に温室効果ガス

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、省エネ・低炭素型の製品への買換・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「賢い選択」をしていこうという

取組のこと。 

 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る。 

 詳しくは下記 URL よりご確認ください。 

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

 平成 31 年 3 月末をもって「尾張県民相談室」の

業務が終了となります。 

 このため、尾張県民相談室で対応していた労働相

談については、平成 31 年度からは「オリナス一宮」

において巡回労働相談として対応します。 

【平成 30 年度まで】 

尾張県民相談室 

〒491-0859 一宮市本町 4-3-1 ﾙﾎﾞ・ﾃﾝｻﾝﾋﾞﾙ 4 階

 電話 71-5900 FAX 71-0977 

・労働相談（予約制） 

 毎週火曜日 13：00-16：00 

 （前日正午までに尾張県民相談室へ要予約） 

【平成 31 年度から】 

オリナス一宮 3 階会議室 

〒491-0859 一宮市本町 2-4-34 

・労働相談（予約制） 

 毎週第 2金曜日（7月を除く） 13：00-16：00 

 （前日正午までに尾張県民事務所産業労働課へ要

予約） 

 尾張県民事務所産業労働課 

 電話 052-961-8070 FAX 052-951-5680 

今月の表紙 

墨会館（小信中島公民館） 

 

 墨会館は、艶金興業株式会社の事務所として

1957（昭和 32）年 8月に竣工。設計は、国立代々

木競技場や東京都庁舎を手掛けた丹下健三。建物は

県内に残る唯一の丹下作品であり、造形の規範にな

るものとして、2008(平成 20)年、国の登録有形文

化財に登録された。現在は、小信中島公民館として

地域に愛されている。 

RC 造事務所建築で、台形敷地北辺の 2階建事務

室棟と南半の平屋建ホール棟を、玄関車寄で接続す

る。１階外壁は非構造体で、上端にスリットを入れ

て採光とする。大梁を二つに分けたダブルビームの

構成、打放しコンクリートなど、丹下の初期作品の

特徴が見られる佳品。 

建物を囲うコンクリート外壁は、当時、周りに工

場が多く、トラックの往来等も激しかったため、遮

音に設けられた。外部に対して閉鎖的な印象を受け

るが、内部は中央に庭園を設け、1階は大きな一つ

の部屋をパーテーションで区分けできるなど、解放

感のある造りとなっている。壁面のタイルや調度品

にも丹下の意向が見られ、レプリカの椅子・机は、

現在も使用できる。 

柴田幸二館長は「遠方からの『丹下ファン』の見

学や、ファッション雑誌の撮影場所になることも多

い。公民館としても、自習室や貸会議室など、地域

の方々に積極的に利用してもらいたい」と話す。 

所在地：一宮市小信中島字南九反 11-1 

※公民館部分は、他の利用がない場合自由に見学

が可能。2階の非公開エリアの見学について

は、下記連絡先まで問い合わせが必要。 

 電話：0586-62-5150（小信中島公民館） 
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