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健康経営応援します！

各種催事等、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止になる場合があります。

クールビズ実施中

新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策
家賃支援給付金相談窓口開設中！！

～当所経営指導員も随時相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。～

支援策の情報は随時更新されますので、

または右のQRコードより最新の情報をご確認ください。

経済産業省新型コロナウイルス感染症関連 で検索。

●毎週火曜日・木曜日
1日（火） ・   8日（火） ・ 15日（火） ・ 29日（火）
3日（木） ・ 10日（木） ・ 17日（木） ・ 24日（木）

※事前予約制9 月 時　間

13:00～16:00



2 新型コロナウイルス感染症関連支援施策新型コロナウイルス感染症関連支援施策

　雇用の維持を図るため、従業員に支払った休業手当の一部を助成　

　
対　　象　ひと月の売上が前年同月比５％以上減少していること
助 成 率　中小企業＝4／5、大企業＝2／3
　　　　　※解雇等を行わない場合、中小企業＝10／10、大企業＝3／4
受給額上限　15,000円／人（日額）

新型コロナウイルス感染症関連支援施策新型コロナウイルス感染症関連支援施策
雇 用 調 整 助 成 金

法　　　人

個人事業者

支払賃料（月額） 給　付　額（月額）
75万円以下

75万円超

37.5万円以下

37.5万円超

支払賃料×2／3
50万円＋[支払賃料の75万円の超過分×1／3]
※ただし、100万円(月額)が上限

支払賃料×2／3

25万円＋[支払賃料の37.5万円の超過分×1／3]
※ただし、50万円（月額）が上限

緊急対応期間 ： 4月1日～9月30日

◎支給決定を受けた中小企業事業者は、「春日井市雇用安定支援補助金」を活用できます。

　事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減する給付金を支給

対　　象　①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者
　　　　　②5月～12月の売上高について、1ヶ月で前年同月比50％以上減少、または、
　　　　　　連続する3ヶ月の合計で前年同期比で30％以上減少
　　　　　③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い
給 付 額　法人＝最大600万円、個人事業者＝最大300万円を一括支給
算定方法　申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料（月額）をもとに算定した月額給付額の6倍

問 合 せ　経営支援課

　様々な内容に活用できる相談窓口・専門家派遣を実施しています。
◆新型コロナウイルスに伴う給付金関係……持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金
◆補助金・助成金申請に関すること…………小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金他
◆売り上げ減少に伴う資金支援………………融資制度・資金繰り計画作成　他
◆その他経営に関するご相談

申請方法　家賃支援給付金ホームページから
問 合 せ　家賃支援給付金コールセンター　TEL 0120-653-930

家 賃 支 援 給 付 金

～ 相談窓口・専門家派遣をご活用ください ～

上記以外にも幅広くご利用いただけますので、ぜひ一度ご相談ください。

給付金・
助成金

申請にも
！



3経営革新計画作成セミナー／BCPセミナー経営革新計画作成セミナー／BCPセミナー

日　　時
場　　所
講　　師

対 象 者
内　　容

定　　員
受 講 料
締　　切
申 込 み
問 合 せ

9月16日（水）　13：30～15：00
商工会議所　4階　会議室
Shinyama経営支援オフィス　
　中小企業診断士　新山　寛晃　氏
経営者、管理者
1）今なぜ、経営計画作成が必要なのか
2）各種補助金申請へ活用できる経営計画作成のポイント
3）各種補助金・助成金制度のご紹介　他
20名
無料
9月11日
当所HPより申込書をダウンロードの上、FAXにて
経営支援課

日　　時
場　　所
講　　師
対 象 者
内　　容

定　　員
受 講 料
締　　切
申 込 み
問 合 せ

10月21日（水）　14：00～16：00
商工会議所　４階　会議室
BCP OFFICE NAGOYA　代表　谷内　量　氏
経営者、管理者
1）BCP（事業継続計画）とは何か
2）BCP作成事例・策定のポイント
3）コロナ禍で今すべきこと
20名
無料
9月30日
当所HPより申込書をダウンロードの上、FAXにて
経営支援課

社員・会社を守る！中小企業でもできる！
BCPセミナー

社員・会社を守る！中小企業でもできる！
BCPセミナー

今ならまだ間に合う！
補助金申請に活用できる経営革新計画作成セミナー

今ならまだ間に合う！
補助金申請に活用できる経営革新計画作成セミナー

個別相談会 ： 9月25日（金）　10：00～16：00（事前予約制）



4 現場監督者の職長・安全衛生責任者教育講座／マル経融資利子補給制度現場監督者の職長・安全衛生責任者教育講座／マル経融資利子補給制度

現場監督者の職長・安全衛生責任者教育講座
労働安全衛生法に準拠した“建設業向け”実践的セミナー
現場監督者の職長・安全衛生責任者教育講座
労働安全衛生法に準拠した“建設業向け”実践的セミナー

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
利子補給制度

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
利子補給制度

　労働災害の防止と労働者の安全を守るため、現場監督者は安全・衛生の教育を受けなければなり
ません。本セミナーは労働安全衛生法に定められた安全衛生責任者に対する教育を行います。受講
後には、職長・安全衛生責任者の修了証が交付されます。

対　　象　①市内で事業を行っている事業所
　　　　　②2019年4月以降にマル経融資を受けた事業所
申請期限　12回目の利子支払完了後、3ヶ月以内

問 合 せ　経営支援課

4月に融資を申込み、5月から返済中（12回返済）

例1. 通常の返済の場合

2019年
4月

融資申込
5月20日
1回目返済

2020年
4月20日
12回目返済

7月19日
提出期限

4月に融資を申込み、10月に借換をした場合（6回返済）

例2. 借り換えた場合

2019年
4月

融資申込
5月20日
1回目返済

2019年
10月20日
6回目返済

2020年
1月19日
提出期限

※マル経借入後、1年が経過する前に借換
　（マル経・特別貸付含む）をした場合は            
　借換後3ヶ月以内に申請が必要です。

日　　時

場　　所
講　　師

対 象 者
内　　容

定　　員
受 講 料

締　　切
申 込 み
問 合 せ

11月7日（土）･11月14日（土）　
9：00～17：15
商工会議所　１階　小会議室
おざき安全・衛生サポート
　代表　尾﨑　征二　氏
建設業で、現場監督を行う班長・職長等
①現場監督者の役割　②安全衛生責任者の職務
③安全衛生管理計画　④安全施工サイクル
⑤作業設備及び作業場所の保守管理
⑥異常時・災害発生時の措置及び災害事例
30名　（定員になり次第締切ります）
16,700円（税込）
（春日井・小牧商工会議所の会員でない方26,700円（税込））
10月16日
当所HPより申込書をダウンロードの上、FAXにて
事業推進課

受講料の約半分が助成される
春日井市・小牧市の制度が活用できます。

※条件あり。詳しくはお問合せください。

　商工会議所の推薦により日本政策金融公庫から融資（マル経融資）を受けている方を対象に、第1
回利子支払日から12回目までの支払利子額の50％以内を春日井市が助成します。



5未加入事業所をご紹介ください／利用してます会議所！未加入事業所をご紹介ください／利用してます会議所！

　商工会議所では、新型コロナウイルス対策など地域の中小企業の皆様をサポートしています。こ
の機会に、商工会議所に未加入のお知り合いの事業所がございましたら、ぜひご紹介ください。
　ご紹介いただいた事業所が会議所にご加入いただくと、ホテルプラザ勝川で使える利用券
（1,000円）プレゼントキャンペーンを実施中！

※ご紹介頂いた事業所情報は会員加入のために利用し、その他の用途では利用しません。
※ご紹介頂く事業所が会員か非会員かわからない場合は、お気軽に運営課までお問合せください。

未加入事業所をご紹介ください未加入事業所をご紹介ください

平松モータース　代表　平松伸一郎　氏　
　柏井町にて自動車整備・販売業を営んでいます。地元の固定客が多く、車の購入から車検・メンテ
ナンスを一括してお任せいただいております。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、例年繁忙期であるはずの1～3月の売上が大幅にダウ
ンしたため、どう販売促進に取り組むかが課題でした。
　そのような中、販売促進に利用できる補助金の存在を知り、商工会議所に相談して申請をしまし
た。無事採択されることとなり、これから本腰を入れて営業活動に取り組んでまいります。

　コロナ対策として、非対面型ビジネスモデルへの
転換を考え、販売促進費用に利用できる“小規模事
業者持続化補助金”をご利用いただきました。常に
営業努力していらっしゃいますので、これを機に新
規顧客の獲得につながればと思います。

ご紹介者様の記入欄

ご紹介事業所記入票

便利なクリーニング集配サービス

制服・作業着
まとめて洗い、
お届けします！

e
tc

TEL 0568-51-9433
お見積りご相談は電話・メールにて

クリーニングミナミ
本店/気噴店/篠木店

便利なクリーニング
集配サービス！

制服・作業着まとめて洗い、
会社までお届けします！

e
tc

TEL 0568-51-9433
お見積りご相談は電話・メールにて

クリーニングミナミ
本店/気噴店/篠木店

WEB
サイト

春日井 小牧 v

職員から
一言

事 業 所 名

住 所

ご担当者名

T E L

役 職

F A X

お 名 前

T E L

事 業 所 名

住 所

補助金申請に活用しました
利用してます会議所！利用してます会議所！

FAX（0568）81-3123



新入会員紹介新入会員紹介6

新　入　会　員　紹　介新　入　会　員　紹　介
5月1日～6月30日までの期間に、71件の事業所にご加入いただきました。

製造業第一部会 （1事業所）
No.
1

事　業　所　名 営　業　内　容
旭セラミック㈱ 大留町 セラミックの製造販売

製造業第二部会 （1事業所）
No.
2

事　業　所　名 住　　　所

住　　　所

営　業　内　容
石黒畳店 八事町 畳、襖、障子、網戸内装

建設業部会 （16事業所）
事　業　所　名 住　　　所 営　業　内　容No.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

㈲ブルーワーカー
シンワ工業
川上防水
松澤塗装
㈱ヒラオカ工業
大津 浩義
パスワークデザイン
東海エアサービス㈱
アクシスエイト㈱
嵯峨崎 祐哉
草野 達也
新屋 良生
櫻井 悠史
丹羽 英寿
太田 雅也
嵯峨崎 大輝

坂下町
大手田酉町
六軒屋町
西高山町
町田町
下条町
中央通
妙慶町
神屋町
知多町
白山町
名古屋市西区
岩倉市北島町
岩倉市神野町
岩倉市西市町
小牧市久保一色

道路や鉄道下に新たな道路、水路などを造る特殊工事
土木建設、外構工事
新築工事、リフォーム工事
建設塗装
屋上、建物防水工事
エアコンの取付け
建設設計業、コンサルティング業
ドローンによる測量、調査、空撮業務　ICTコンサルタント業務
土木、外構（住宅）
とび（足場）
とび（足場）
とび（足場）
とび（足場）
とび（足場）
とび（足場）
とび（足場）

卸・小売業部会 （6事業所）
事　業　所　名 住　　　所 営　業　内　容No.

19
20
21
22
23
24

３ＢＬＯＣＫＳ
土磨自然農園
薬師神商会
Link style㈱
a little works
㈱HIRORI

乙輪町
東山町
勝川町西
春日井上ノ町
明知町
牛山町

ポップコーンの製造販売
農産物・加工品、食育事業
自動車販売、自動車修理・板金・塗装
自動車販売、自動車修理
オートバイ販売・修理、オートバイ部品・用品販売
日用雑貨品・酒類・菓子類等の輸出入と販売

飲食業部会 （12事業所）
事　業　所　名 住　　　所 営　業　内　容No.

25
26
27
28
29

㈱ビナヤビギャン
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ
洋食カフェ グリルオニオン
鉄板居酒屋 Ｙａｓｕｂｏｕ
㈱創コーポレーション はんなり春日井店

中央台
東野町
乙輪町
乙輪町
岩野町

インド料理店
飲食店
飲食店
鉄板居酒屋
日本料理店

◎
◎
◎
◎
◎

◎ ＝ 特別会員
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30
31
32
33
34
35
36

お食事処 はるみちゃん
㈱共和フーズ 一心春日井店
㈱ウィーアップコーポレーション
カリーゾーン春日井店
串旦那
博多とんこつラーメン 辻商店
ごはんカフェ ＫＡＷＡ

柏原町
瑞穂通
名古屋市北区
気噴町北
高蔵寺町
小牧市外堀
如意申町

鉄板焼
回転すし
飲食業（カレー、パスタ）
飲食業
居酒屋（焼鳥店）　
飲食店
喫茶、食事

サービス業部会 （35事業所）
事　業　所　名 住　　　所 営　業　内　容No.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

㈱フラットロジック
佐藤 悠斗
労務オフィス ｅｎｎ
サロン・ド・セビアン
㈱新
公文式上条教室
おおにし社会保険労務士事務所
大西社会保険労務士事務所
日本ｓａｎｇｏ１５
特定非営利活動法人 アヴェニール
㈱ＳａｌｏＮｅｘｔ
ワゴンクリエイティブワークス
エターナルフラワー
㈲Ｉ ＳＰＩＲＡＬ
社会保険労務士法人 加藤事務所
野畑 淳史
豊田 智子
ネクストプラス
あき不動産管理㈱
岐阜信用金庫春日井市役所前支店
ＮＡＧＡＴＡ
びれいこう
ｉ．Ｆｏｒｅｓｔ
㈱ウインマネジメント
リペアショップＫ＆Ｓ
ふくい塾
東海スタジオ
Ｐａｓｓｉoｎａｔｅ Ｆａｂｅｒ
アダチビジネスコンサルティング
㈱エスクレヨン
㈱日輪ホールディングス
一般社団法人でぃすかばりー
伸整体院
一般財団法人あんしん財団東海支局
小野木会計事務所

如意申町
柏原町
明知町
関田町
若草通
上条町
若草通
若草通
坂下町
西本町
西本町
東山町
如意申町
八田町
神屋町
堀ノ内町
妙慶町
岩成台
宮町
鳥居松町
中央台
八田町
宮町
白山町
瑞穂通
如意申町
岩成台
八幡町
松新町
六軒屋町
明知町
牛山町
高山町
名古屋市東区
勝川町

保険コンサルティング
産業廃棄物収集運搬
社会保険労務士業
美容業
微生物等の蘇生技術の利用・活用事業
学習塾
社会保険労務士業
社会保険労務士業
産前・産後のケア・子育て支援
社会福祉事業（就労継続支援B型事業所）
コンピューターソフトウェア販売及びコンサルティング
DIYクリエイター、インテリアデザイン
ガーデニング教室
事業コンサルティング、不動産管理
社会保険労務士業
予備校、大学での講義、講演、出版
ヨガ教室
イベントコンサルティング
不動産管理業務、投資・事業用不動産の売買・仲介
金融、保険
運送業
コンピューターシステム開発等、キャノン代理店
広告代理店
BCPコンサルティング
靴とカバンの修理・クリーニング・合鍵作製・電池交換
小・中学生への学習指導
写真撮影、販売、写真講師
ITコンサルティング（ITシステム導入支援・HP制作）他
経営コンサルティング、貿易業務
幼児、児童向け体操・英語教室、大人向け英語教室
企業経営のアドバイザリー業務
障がい福祉
整体業
事業総合傷害保険、災害防止事業、福利厚生事業
税務代理申告、会社設立開業・創業融資サポート

◎

◎

◎

ご加入ありがとうございました。



8 新常議員紹介／検定試験のお知らせ新常議員紹介／検定試験のお知らせ

新 常 議 員 紹 介新 常 議 員 紹 介

　人事異動により新しく常議員に就任しました。
よろしくお願いします。

パナソニックエコシステムズ㈱
執行役員・人事センター所長

水野　勝之　氏

　　　　　　　　　　

日商検定試験 東商検定試験

　簿　　記 
試験施行日▶11月15日(日） 
試験会場▶商工会議所

又はグリーンパレス春日井 
受 験 料▶１級７，８５０円、２級４，７２０円、
　　　　　３級２，85０円 
受付期間▶10月1日～10月19まで

　珠算能力  
試験施行日▶10月25日(日) 
試験会場▶商工会議所 
受 験 料▶１級２，3４０円、２級１，73０円、
　　　　　３級１，53０円 
受付期間▶9月7日～9月24日まで 

日商検定申込先

 　福祉住環境コーディネーター 
試験施行日▶11月22日(日） 
試験会場▶グリーンパレス春日井 
受 験 料▶２級６，６００円、３級４，４００円 
受付期間▶9月24日～10月9日まで

　ビジネスマネジャー 
試験施行日▶11月8日(日） 
試験会場▶商工会議所 
受 験 料▶６，６００円 
受付期間▶9月8日～9月25日まで 

　eco(環境社会) 
試験施行日▶12月13日(日） 
試験会場▶商工会議所 
受 験 料▶５，５００円 
受付期間▶10月13日～10月30日まで

▶運営課 

検定試験のお知らせ検定試験のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響により、各検定試験の受付期間を変更していますので、ご注意
ください。なお、中止等の場合は、ホームページ等で周知させていただきます。

東商検定申込先▶東京商工会議所検定センター 
　　　　　　　　TEL ０３-３９８９-０７７７ 

みず の まさゆき



ポリマーホールディングス（株）

段下

町田町1丁目 町田町2丁目 小野町1丁目302

勝川
駅

大和通1丁目

勝川駅前東
勝川駅前

勝川町六丁目

勝川町五丁目

勝川町
四丁目東

森山田町
町田町1丁目 町田町2丁目

508

302

名古屋第二環状自動車道名古屋第二環状自動車道

勝川
I.C

アンドファン（株）

　ウイルスや菌の活動を抑える光触媒商品Catalystarを開発しま
した。光触媒効果が弱まるとされる室内や車内でも効果を発揮し
ます。酸化チタンとアパタイトを組み合わせた可視光応答型光触
媒効果で、ウイルスのほかさまざまな有機物質を無害な水や二酸
化炭素に分解します。太陽光のほか蛍光灯や発光ダイオード
（LED）など、波長570ナノメートル（ナノは10億分の1）以下の可視

光にも反応するのが特徴です。 日本食品分析センター
による鳥インフルエンザの不活性化実験では、30分で
99％以上のウイルスが不活化しました。ノロウイルス
や黄色ブドウ球菌でも不活化効果を確認しました。

9会員のひろば（アンドファン（株）／ポリマーホールディングス（株）)会員のひろば（アンドファン（株）／ポリマーホールディングス（株）)

ただいま掲載希望者を募集しています。
申込み▶運営課

　弊社（アンドファン株式会社）では2016年より若さにあふれ、
成長著しいミャンマーのヤンゴンに子会社（アンドファンヤンゴ
ン）を設立し、国内の簡易なPC作業（BPO・オフショア開発・動画
静止画加工やWeb制作等）も請け負っております。
　ITエンジニアリングのノウハウを生かし、定期的に現地の人材
とのWeb会議やWeb面接、現地視察なども開催しております。
　人手のかかるPC作業を抱えられている方、定型業務のアウト
ソーシングをお考えの方、Webサイト活用でお困りの方にお声
がけいただければ幸いです。
　また、ミャンマー内のネットワークを生かし、企業進出や若手
人材の招聘をお手伝いいたします。
　お問い合わせはお電話・メール・Web
で随時受け付けております。
　コロナ禍で行き来はしづらくなりま
したが、現地に日本人が常駐しておりま
すので安心していただけます。

菌もニオイも分解除去！アルコール不使用で安全性も高い !!菌もニオイも分解除去！アルコール不使用で安全性も高い !!

ポリマーホールディングス（株）

●所在地／勝川町8-8-1-505
●代表者／浅野公大
●ＴＥＬ／37-2455
●ＦＡＸ／020-4662-8781
●営業時間／9:00~17:00
●定休日／土日祝日
●E-mail／af@and-fun.com
●HP／https://and-fun.com/

●所在地／細木町2-69
●代表者／竹田一哉
●ＴＥＬ／33-6575
●ＦＡＸ／31-9993
●営業時間／8:30~17:30
●定休日／土日祝日
●HP／https://nihon-polymer.co.jp/

アンドファン（株）

ミャンマーの人材が多数活躍しています！ミャンマーの人材が多数活躍しています！

タバコ臭や生乾き、トイレのアンモニア臭など
中々取れなかったニオイにも強い効果があります。
ニオイの元となる原因菌を分解していきます！

目に見えない恐ろしいばい菌を除去目に見えない恐ろしいばい菌を除去
ノロウイルスや鳥インフルエンザ、その他様々なウイルス、菌に
対して有効的な抑制・除去効果が多く確認されています。

手が荒れにくく優しい材料から出来ています。

しつこいニオイや気になるニオイしつこいニオイや気になるニオイ

菌を除去( メーカー推奨基準値 手指2000以下で安全)菌を除去( メーカー推奨基準値 手指2000以下で安全)
ルミテスターを使い、テーブルで菌検査を行いましたルミテスターを使い、テーブルで菌検査を行いました

名古屋第二環状自動車道名古屋第二環状自動車道



10 青年部だより／女性会だより青年部だより／女性会だより

　現在、新型コロナウイルスの影響により女
性会においても行事の多くが中止となってお
りますが、この機を一つの会員交流の機会と
捉えまして、普段お忙しくてなかなか行事に
参加できない会員の方へ、コロナ禍での過ご
し方や考え方などをインタビューさせていた
だきました。

藤井：新型コロナウイルスの影響は多岐に
　　　わたり感じていると思いますが、今ど
　　　んな事を思ってお過ごしですか？
鵜飼：会員の皆様いかがお過ごしでしょうか。
　　　コロナウイルスがあっという間に広が
　　　り、生活、仕事すべてが変わりました。
　　　その中で楽しいことを見つけたり今や
　　　れることを考えたり、モチベーション
　　　を下げぬようそれなりに頑張っています。
藤井：読まれている方へのメッセージをいた

　　　だけますか？
鵜飼：人生は短いです。６０代もあっという
　　　間に終わりました。７０代もあっという
　　　間に終わるでしょう。健康で仕事がで
　　　きる幸せに感謝しています。
　　　皆様に笑顔で逢える日まで、毎日を大
　　　切に過ごして行きたいと思います。
　　　これからもよろしくお願いいたします。
藤井：こちらこそよろしくお願いいたします。
　　　ありがとうございました。

　コロナ禍により人との距離が感じにくく
なってしまいましたが、新しい生活様式の進
展が組織においてのコミュニケーション不足
による孤立を増加させていることも、新たな
社会問題となりつつあります。女性会ではそ
れらの課題も念頭に置き、今後も機会をとら
えて会員の方のお声を届けさせていただけ
たらと思っております。（記 ： 藤井）

女 性 会 だ よ り女 性 会 だ よ り女 性 会 だ よ り
「コロナ禍での過ごし方について」

　青年部による政策提言活動が行われてい
る昨今、春日井ＹＥＧでもいち早く取り入れ、
2017年に第一期目の政策提言委員会を立
ち上げてから毎年、提言書を作り上げ春日井
市に提出をしております。
　全国的には、単会で政策提言活動をしてい
る事例はまだ少なく春日井は比較的早い段
階で形にしていた事も有り、昨年度は東海ブ
ロック会長会議の時に春日井のこれまでの活
動事例報告をさせていただきました。
　過去3年間の春日井ＹＥＧの政策提言活動
に於いて、蒔いた種が着実に芽を出し始めて
いる事を様々なシーンや自社の事業におい
ても実感しております。
　この度、２０１９年度に作成した政策提言書
を春日井市へお渡ししました。令和元年度の
政策提言書では春日井市東部に広がる自然
を活用し、『自然への入り口春日井』というフ

レーズをブランド化し、経済の好循環を生み
出し、私たちの故郷の未来を変えて行こう、と
いう内容を綴っております。
　まだまだ動き始めた政策提言活動であり、
これまでの活動も親会の理解、バックアップ
があってこそ成り立つものだと感じておりま
す。この活動を継続して行く事が我々の故郷
の未来を明るくすると信じ、今後も政策提言
活動を続けていきたいと思っております。

2019年度　春日井・政策提言委員会　委員長
小境　康照（一級建築士事務所　木ぐみ舎）

「2019年度政策提言活動について」

会員交流委員会
鵜飼　福美（㈱酒のうかい）

藤井恵理子（自律神経ケアサロンPis AQUA）
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春日井まつり参加地域の
特産品詰合せセットを販売します！

春日井まつり参加地域の
特産品詰合せセットを販売します！

（一社）春日井市観光コンベンション協会からのご案内（一社）春日井市観光コンベンション協会からのご案内

　新型コロナウイルス感染症の影響で、春日井市最大のイ
ベント「春日井まつり」が残念ながら中止となりました。そ
こで当協会では、代替企画としてまつりに参加する市内や
全国各地の特産品詰合せセットを販売します。

　看板、のぼり旗などの屋外広告物を掲出するときは、街の美観や自然環境を守るため、愛知県屋外
広告物条例により表示の仕方や場所などにルールが定められています。屋外広告物の設置をお考え
の方は担当窓口（春日井市都市政策課）にご相談ください。

　セットは事前注文制です。詳しくは、当協会ホー
ムページやチラシ（9月1日号広報春日井と一緒に
配布されるほか、春日井情報発信センターLirickや
市公共施設などに設置）をご覧ください。

問 合 せ
（一社）春日井市観光コンベンション協会
TEL 81-4141（月～金）
　　 81-1123（土日祝）
URL：http://kasugai-kanko.jp

問 合 せ　春日井市都市政策課　TEL 85-6265

⬆協会HP

屋外広告物の掲出には許可が必要な場合があります！屋外広告物の掲出には許可が必要な場合があります！

9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」です。



12 行政情報行政情報

　春日井市は令和3年2月にカナダ・ケローナ市との姉妹都市提携40周年を迎えます。
　40周年を記念し、姉妹都市提携について愛着を持ってもらえるよう、春日井市姉妹都市市民の
会がロゴマークを作成しますので、ぜひ投票してください。得票数が最も多かった候補をロゴマ
ークとして決定します。

問 合 せ　春日井市姉妹都市市民の会事務局　TEL 56-1943

姉妹都市提携40周年記念！ロゴマーク市民投票！姉妹都市提携40周年記念！ロゴマーク市民投票！

Ａ～Ｃのうち１つだけえらんで投票してください。　※投票は1人１票まで

　ロゴ全体は、ケローナという
名前の由来である「灰色熊」から
クマとし、春日井市の特産の「サ
ボテン」とケローナ市の特産の
「りんご」を抱えています。道風
くんのイメージから、髪飾りに
は「桜」を、クマの口の周りの白
い部分は、春日井市の地図をか
たどっています。

　カナダの先住民の言葉で「ケ
ローナ」は「灰色熊」を意味する
ことから、「灰色熊」と「ケローナ
市の豊かな自然」、「カナダの国
旗サトウカエデ」をモチーフに
しています。
　また、春日井市を生産が盛ん
な「サボテン」で表現していま
す。

　春日井市の花「さくら」と、ケロ
ーナ市の「りんご」を、姉妹都市相
互の理解と友情がより一層深ま
るように１本の大木に表現して
います。両市の緑豊かな土地柄
と自然を大切にする気持ちを込
め、「さくら」「りんご」は市民一人
一人の笑顔を表しています。

A B C

投票方法

投票期限

【インターネット】右のQRコードを読み込んで、投票専用
　　　　　　　　ホームページから投票
【投票用紙】春日井市役所1階ケローナコーナーの投票
　　　　　箱に投票

9月25日（金）まで

https://www.maedapatent.jp/



13快進撃企業に学べ快進撃企業に学べ

　松山市から車で80分ほど走った愛媛県の西
端の八幡浜市という、人口３万３０００人のまちに
「株式会社あわしま堂」という社名の和洋菓子の
製造企業がある。
　創業は１９２７年、現社長の木綱德勝氏の祖父
である木綱勝三郎氏が、売りに出されていた小
さな和菓子の製造小売店で、和菓子づくりを学
んだ後、譲り受け、現在の本社工場近くで、個人
でスタートしている。
　その後、叔父が和菓子の製造・小売を開始し、
現社長の父が卸売りを中心とした営業を開始、
そして現社長へと、タイムリーな事業承継が見事
になされ、93年後の今日では、本社工場のほか
京都伏見や栃木県佐野市などに計５工場を有
し、社員数は９７８人、売上高は１３２.5億円余。八
幡浜市最大で人気企業であることはもとより、全
国でも最大規模の和洋菓子の製造業にまで成長
発展している。
　より驚くことは、その業績で、この93年間、社
員数は右肩上がりに増加し、黒字経営を持続し
ていることである。
　同社の成長発展の理由には、「無理な成長は
追わなかった」とか「製造業に特化した経営」さら
には「ⅠT武装の経営」など、多々あるが、本質的要
因は、同社が創業以来、高らかに掲げた企業理
念「美味しさつくり・笑顔つくり」と、そのための行
動指針に基づいた経営を、どんな時代であって
もブレることなく、全社一丸となって実践してき
たからと思われる。
　ちなみに、同社の行動指針には、１．「私たちは、
お客様に笑顔で喜んで頂ける美味しくて感動の
あるお菓子をお届けします」２．「私たちは、ともに
働く人々の人格・個性を尊重し、安全で働きやす
く、かつ豊かさとゆとりが実感できる職場環境を

つくります」、そして３．「私たちはうそをつかず、
公正な態度で行動し地域社会や環境の改善に
貢献します」と書いてある。
　こうした企業理念や行動指針に基づく経営
は、至る所にちりばめられているが、とりわけ驚
くのが、菓子の価格の安さである。一級の原材
料を使いながら、同種の菓子と比較して、２割・３
割安というならばともかく、半値とか３分の１程
度なのである。
　かつて、親しい経営者と一緒に同社を訪問し
た折、その経営者が、「あまりに安過ぎます。倍に
したって、売り上げが落ちることはないと思いま
すが…」と感想意見を言うと、社長は、「社員には
恥ずかしくない給与や賞与を支払っているつも
りですし、また利益率は、高ければ高いほど、い
いというものではなく、『ほどほど』であるべき
だ、と考えていますので、この価格で十分です」
と話してくれた。
　実際に、同社の理念や行動指針が作られる前
までは、大量生産することで、安くつくろうという
思いが強くなりすぎ、おいしいお菓子をつくると
いう本来の目的を見失っていた。おいしいもの
をつくれば、顧客も社員も家族もみんな笑顔に
なる。その笑顔の輪を広げるのが同社の使命と
なった。そのためには、必要以上の価格や企業
の利益を追う必要はないのである。
　こうした元気な企業の存在を見せつけられる
と、「経営は需要ではなく供給が決する」と確信
する。

人を大切にする経営学会
会長　坂本　光司

八幡浜市の最大企業
『あわしま堂』

坂本　光司／さかもと・こうじ
　１９４７年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術
大学教授、法政大学大学院政策創造研究科（地域づく
り大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを
歴任。国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会
の委員を多数兼務している。著書に『日本でいちばん
大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進
撃が続くのか』（かんき出版）など。



定価　一部110円（税込）
（会員は会費に含まれます）

問 合 せ　経営支援課

春日井そだち(古紙回収)事業承継
保証人 担保 保証料 一切不要

ぜひご利用ください。
金利 (1.21%)上限 2,000万円

マル経融資制度
事業系古紙無料で回収します！
9月11日(金)・25日(金)
回収拠点にお持ちください

現経営者から後継者への
事業のバトンタッチ

後継者はお決まりですか？
！ にめ早おは談相ご

談
相
門
専
料
無 毎週水曜日

（要予約）

（要予約）

金融（日本公庫担当者）

金融（保証協会担当者）

経営（中小企業診断士）

税務（税理士）

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

13：30～16：00

時 間相談（相談員）

その他相談
新型コロナウイルス感染症の影響により、開催されない場合があります。あらかじめご確認ください。

（労務・事業承継・特許・登記・法律等）もお問合せください。（随時要予約）

17日

10日

9 月

15日

8日

22日

10月

9月
行 事 予 定 創  業  サ  ロ  ン

9月7日（月）　18：00～20：00
テーマ：MieNa活用で地域を知る

※次回11月2日（月）

新型コロナ　特別相談窓口
◆◆◆雇用調整助成金相談（社労士）◆◆◆
毎週金曜日　10：00～12：00

（4日・11日・18日・25日）※予約制

◆◆◆金　融　相　談（日本公庫）◆◆◆
毎週水曜日　13：00～15：00

（2日・9日・16日・23日・30日）※予約制

日 曜日 内　　　　容

月 創業サロン③
行政マッチング商談会
正副会頭会議
常議員会
経営革新計画作成セミナー
定期健康診断①
定期健康診断②
経営革新計画作成個別相談会
定期健康診断③

7

木10

金25

土26

木24
水16

新　入　会　員　募　集

春日井商工会議所　運営課　TEL 81-4141

お取引先やお知り合いの事業者が
いましたらぜひご紹介ください。

会員割引のある保険で
リスクに備えたい

健康診断を割安に
受診したい　など

融資を受けたい

補助金・助成金
について知りたい


