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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。

春日井市役所屋上からの日の出

新しい年に期待を込めて新しい年に期待を込めて
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春日井商工会議所会頭
大辻　　誠

春日井市長
伊藤　　太

年 頭 所 感

　春日井商工会議所会員企業の皆様、令和3年
（2021年）新年明けましておめでとうございま
す。
　昨年は年明けより新型コロナウイルスが猛
威を振るい、感染症対策に明け暮れるととも
に、世界経済は未曽有の大不況となりました。
特に春日井市に於いても業種を問わず景況は
最悪となり、企業存続と従業員の雇用を守る事
が最優先課題となり、行政による財政出動が不
可避となりました。
　春日井市・春日井市議会に於かれましては、
実情をご賢察頂き、春日井商工会議所としての
要望を経済対策として実行して頂きました。し
かし、このコロナ禍は長期化が予想され、今年
も更なる経済対策(財政出動)が必至の情勢であ
ります。
　春日井商工会議所としましても春日井市・春
日井市議会と連携し、春日井商工会議所会員企
業としてのメリットを享受できるよう最大限
の努力をしてまいります。
　どうぞ今年も会員皆様のご健勝とご多幸を
祈念申し上げ役職員一同と共によろしくお願
い申し上げます。

　明けましておめでとうございます。
　新春を健やかにお迎えのことと心からお喜
び申し上げます。
　さて、我が国の経済は、新型コロナウイルス
感染症の拡大に伴う世界経済の下振れや外出
自粛などにより、依然として厳しい状況が続い
ております。
　貴会議所におかれましては、総合的な経済団
体として、商工業の振興や発展のためその力を
発揮され、厳しい経済環境の下、地域からの信
頼や期待がますます高まっていると存じます。
　こうした中、春日井応援券『つかエール』によ
る地域の消費喚起や、かすがい“e”ビジネス
フォーラムの実施、持続化給付金等様々な助成
金に対応した相談窓口の設置、専門家派遣と
いった事業継続の支援など、本市の産業振興に
並々ならぬ御尽力を賜り厚く御礼申し上げま
す。
　本市といたしましても、雇用の確保・事業継
続を支援するため「雇用安定支援補助金」、新た
な設備投資による事業拡大を支援する「設備投
資特別促進事業助成金」、「ふるさと納税対応設
備投資支援事業助成金」等の新設を始め、様々
な支援策を展開し、市内企業と地域経済の活性
化に取り組んでおります。
　今後も、経済動向に注視し、貴会議所と連携
をとりながら積極的に施策を展開してまいり
ますので、より一層の御理解と御協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
　年頭にあたり、会員皆様の益々の御健勝と御
多幸を心から祈念いたしまして、新年の御挨拶
とさせていただきます。



魅力をもった会議所を目指して
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大辻会頭　本日はお集まりい
ただきありがとうございます。
2020年は大変な年になりまし
た。皆さまも様々な面でご意見
もあろうかと思います。会議所
に対しても事務局に対しても、
それぞれの立場からの忌憚の
ないご意見をお伺いしたいと
思います。よろしくお願いいた
します。

大辻会頭　2020年は未曽有の事態に大荒れと
なった一年だったと感じています。会議所として
はコロナ禍において様々な支援策を打ち出し、行
政に対して要望を行ってきました。中でも飲食業
界につきましては、当面の緊急課題として行政も
支援施策をいろいろ考えていただきました。
　しかしその他の業界につきましては、まだま

だ及ばないところもたくさんあ
ります。そうした業界のために
も、これから先も必要な施策を
実施していく所存です。

木野瀬副会頭　コロナの影響と
しては、私の担当するマル経融
資（小規模事業者融資制度)でも、
月50件近くの審査をした月も
あるほど影響がありました。そ
れほど資金的に困窮した事業者
が多かったということだと思っ

ています。そうした方々には、日本政策金融公庫
のバックアップもあり、スムーズな対応ができ
たのではと感じています。
　一方、コロナの影響で会員が増加しましたの
で、一般の企業の方々に会議所の役割を再認識
いただけたのかなと思いました。しかし業界問
わず売上が激減し大きなダメージを受けていま
すので、この減少がコロナの終息で回復するの
かは不明です。今後は、それぞれの企業が新たな

2020年を振り返って

会　頭　大辻　誠
ナビエース㈱

副会頭　木野瀬吉孝
木野瀬印刷㈱

副会頭　髙栁　通
㈱高柳組

副会頭　岡部清次郎
㈱ツーリストアイチ

副会頭　水野　隆
㈱水徳
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事業を生み出すくらいの覚悟
を持ってやらないといけない
未来が待っているようにも感
じます。

水野副会頭　私は飲食業界と
卸小売業界を担当しています
が、3月の中頃に市に対して要
望書を出し様々な施策として
実行いただいたことが記憶に
新しいです。飲食、旅行をはじ
め、衣料、ファッション、理容・
美容、娯楽などの業界は4月・5月はもう惨憺た
る状況。旅行業などは売り上げ規模で言えば前
年比1%というレベルだったようです。大きな落
ち込みがなく多少のダメージで済んだ業種も一
部にはありますが、小売業全体に影響が出てし
まったのが残念でなりません。
　また、今回の新型コロナについては、今まで
我々が経験したことがない事態で、その対応策
には苦慮しましたが、そんな中でも、商工会議所
として比較的早い段階で、積極的な要望書を取
りまとめるなど、市の協力もあって、何とか初期
対応はできたのかなと思っています。
　しかし、コロナで起きた社会生活の変化は、も
う過去には戻らないとも言われていますので、
今後は商売のあり方も変わっていかざるを得ま
せん。また、コロナ前から何となく店じまいを考
えていた方々が、コロナを機に廃業される話も
耳にするようになってきました。さらに、資金繰
り対策の緊急融資を受けた事業所が、据置期間
終了後、さらに廃業が増える可能性も危惧され
ています。引き続き注意深く見ていく必要があ
ると思います。

髙栁副会頭　建設業界は、他の業界と比べると
比較的コロナの影響は薄かったのではないかと
感じています。本来であれば2020年はオリンピ
ックの年でこの業界は過去の
例から見てオリンピック後に
不景気となると予測していた
ため、コロナでの下げ幅もそれ
ほど危惧していなかったので
すが、ここまで長引いてきた
こともあって8月頃から前年
比でマイナスになり始めてき
ました。春日井市内は大手建設
業の協力業者も多く、そうし
た方々のところでこれから仕
事量が減ってくるのではない

か、と懸念しています。
　また、政府がGo Toキャンペ
ーンなどコロナで直接的に疲弊
している業界に注力していると、
公共事業が先送りされる可能性
もゼロとは言えないため、心配
しているところです。

岡部副会頭　昨年は本当に「コ
ロナから始まった」と言っても
いいほどでした。感染拡大によ
って人の移動が制限され、旅行

業界では需要が「減った」というレベルを超えて
一気に「蒸発」しました。また仕事が激減したこ
とで、従業員を休ませて雇用調整助成金を利用
した事業所も多かったようです。我々も国に要
望をし、雇調金の積み増しも対応いただきまし
た。さらに春日井市から追加の支援をいただけ
たこともあり、ダメージはいくぶん軽減するこ
とができました。ご対応いただいた各所に非常
に感謝しています。
　各種税金についても、各事業所とも延納でき
る分は極力延納をしている状況ですが、今年以
降、どこかで延納した分もまとめて2年分を納
めないといけない。これも大きな負担となるの
は目に見えていますので、ここについても要望
をしていきたいところです。
　国内旅行はGo To キャンペーンで多少需要
が回復してきたところだったのですが、第3波
でまた新たにブレーキがかかってしまい、悩ま
しい1年だったと言えます。一刻も早く終息し、
旅行関係、とくに東京五輪を含めたインバウン
ド需要が復活してほしいと願うばかりです。
　会議所としては、市に要望を出して助成金の
申請方法をわかりやすくできたことがよかった
と感じています。小さな企業は申請のノウハウ
を持っていないところも多く、実際に申請に関
する様々な作業の負担軽減になったのではない

かと思います。

水野副会頭　申請方法改善の要
望については市長からも評価い
ただいていました。市と会議所
の関係性は連携の取りやすさに
も直結してくるので、現在の良
好な関係を引き続き今後も維持
していきたいですね。
　他にも、雇用調整助成金の
10%上積助成や、県の協力金の
対象外だった事業所への支援な
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ども施策として取り入れていた
だいて非常に嬉しく思っています。

大辻会頭　様々な取組みが会
員の方々の支援になっている
ことはとても喜ばしい限りで
す。ですが私自身は、「行政と会
員の架け橋」である会議所とし
て、もっと行政に対してできる
ことがあったのではないかと
いう点を反省しています。今年
はこれまで以上に要望を実現
させるためには何をすべきかなどを、さらに意
識していきたいと考えています。

岡部副会頭　どうすれば今年を明るくできるか
と考えたときに、先ほど木野瀬副会頭が言った
ように、ジャンルの多角化や異業種参入など、新
たな業界への進出が鍵になってくるのではない
かと感じています。そうなると、「今までと違う
業界でどこまで戦えるか」というのが大きな課
題となってきます。
　今後は様々な場面で、とくに営業で、「非接触
型」が当たり前になってくるはず。中小企業とい
えどもリモートセールス・リモートワークとい
った非接触型の業務に向けた体制整備が不可欠
となるでしょう。また相手への意思伝達の方法
が、対面だったこれまでと変わってきます。長い
間、対面で営業をしてきた業種業態だと、伝えた
いことが正しく伝わるかどうかがひとつの壁に
なるでしょう。そこをどうコントロールして売
上実績につなげていけるか。生き残るために知
恵を出して頑張るしかないなというのが抱負で
あります。

髙栁副会頭　私自身がコロナにかからず、社員
全員もかからず、2021年も健康で病院に行く必
要がなくやっていくことが抱負です。中小・零細
企業はオーナーが病気・体調不良になると、経営
マネジメントに大きな影響を及ぼしてしまいま
すので。
　世の中の動きでは、ワクチン等の有無によっ
てかなり状況は変わってもきますが、桜まつり
や春日井市の様々なイベントができるような良
い方向に向かってくれるといいなと思っていま
す。業界としては、工事の発注量は民間も含めて
減ってくることは間違いないと感じています

が、こんなときだからこそ逆に、
人材採用を増やすなど会社に投
資をして社内の強靭化を図り、
アフターコロナの体制を築いて
いくべきだと考えています。
　また、施主さんとの打ち合わ
せなどを社内からリモートで行
ったりと、デジタル化できる部
分は積極的にデジタル化して生
産性・作業効率をアップさせて
いきたいです。

水野副会頭　「コロナが終息して」という前提が
つくのですが、これだけ社会がダメージを受け
てしまうと、すぐに状況は回復しないだろうと
考えています。そのため通常から固定費の大き
な飲食店は、3割～5割と売上が減ってしまうと
損益分岐点の売り上げが維持できずに廃業に追
い込まれてしまう。それを防ぐためにも、消費を
喚起するイベント等を切れ目なくやっていくな
ど、短期的に効果の出る対策が必要だと思って
います。
　また、商業全般で言えば、中長期的な視点に立
った、地域の「デジタル化」に取り組んでいくべ
きです。eコマースや、新たな分野では地域通貨
など、行政も含めて地域全体でデジタル化に投
資をしていければと思っています。こうした“地
域としての強み”を持っていくことで「春日井」
が、事業者や住民にとっても選ばれる街になっ
ていけるはずです。

木野瀬副会頭　ここ数年声高に叫ばれていた
「SDGs」が、コロナが広まって一気に停滞して
しまった感があります。ですがSDGsは永遠の
テーマであり、SDGsの先にある「持続可能な社
会」はwithコロナ、アフターコロナの社会にお
いてさらに大切なテーマになるはずです。だか
らこそ、いまから取組みをもっと加速していく
必要があるのではないかと考えています。
　デジタル化についても、昨年1年間でWeb会
議が当たり前の世の中になってきました。そん
な急激に変わる時代だからこそ、会社経営のあ
り方も変わっていかなければならない。リスク
を恐れて先に進まないという選択肢よりも、未
知の領域に踏み込んでいく冒険をしていくこと
がこれからの企業に必要だと思います。
　そのためにも私共の会社、さらには自分自身
の使命として「地域社会を変革しシティプロモ
ーションの担い手になる」ことを目指していき
ます。時代の分岐点でそうした社会の変化に寄

2021年の抱負



与できれば、自然に自社の中に
も活力が生まれてくるのでは
ないかと思います。

大辻会頭　コロナについては、
やはり早急にワクチンができ
ることを願っています。これが
世界中に行き渡るようになれ
ば、経済も良い状況に回復して
いくだろうと思います。
　また会社経営で言えば、「競
争相手のいないところに経営
方針を持っていく」ことが今まで以上に重要に
なってくるでしょう。仮に大企業と同じフィー
ルドで戦おうとしても単なる価格競争になるば
かり。そもそも価格競争に陥らない領域に、自社
を持っていくことが大切です。こういう状況の
中でも、世の中が求めるもの・求めるところがあ
れば、そこに合わせていくことで自社の存在を
確立することができます。SDGsにしても、環境
問題をはじめとした共通課題に合わせた事業展
開をすることができれば、やはり社会から求め
られるものになる。その方向性を見極めるのが
経営者の役目だと思っています。
　会社が利益を増やすことができれば、増えた
分だけ多くの法人税として春日井市に税金を納
めて社会に貢献できる。「儲けて税金を納めて、
それで社会を充実させて。春日井市の安心安全
なまちづくり」に貢献していければなと常々考
えています。

大辻会頭　やはり部会の活性化が不可欠です。
会議所は部会活動を主体にして、それを土台に
して成り立っていてほしい。そして個々の部会
で出てきた様々な要望を、他部会に横展開し、委
員会活動でどう取りまとめていくかを決定する。
そのようなかたちで進めていきたいと考えてい
ます。活性化した各部会で人材育成をはじめと
した多くの意見・要望が出れば、それらを随時、
委員会が検討し課題解決を目指していく。そう
することで会議所全体が活発になり、会員の皆
様にもより良い影響が出るのでは、と思ってい
ます。
　言ってみれば会議所・事務局は、会員にとって
「行政とのパイプ」であるべきなのです。会員の
意見・要望が部会から上がってきて委員会で練
り上げ、しっかりと行政に理解・納得してもらえ

るよう努力していきたいです。

木野瀬副会頭　製造業部会で言
えば、これまでずっと課題だっ
た「人材の確保」が一気に容易に
なりました。しかし一方で、その
雇用の維持が難しくなってくる
という、相反する状況です。人口
動向を見ていても、今後日本の
人口が減少し続けていくのは明
白です。だからこそ、外国人労働
者の積極的な受け入れ体制の確

立を目指して、会議所では日本語教育講座など
も行っています。現在はコロナ禍でそれもまま
ならない状況ですが、終息したときを見据えて
今から準備をしていくべきです。
　生産性の向上も喫緊の課題です。これは企業
規模の大小や業種に関わらず、どんな企業であ
っても生産効率を高めていかないと時代に対応
できなくなると思っています。特に製造業では
AIやIoTといったITを積極的に活用し、どんぶり
勘定ではないしっかりとした経営管理システム
を自社で持ち、経営の見える化をする必要があ
ります。当然、そうした方向の知識に明るい人た
ちだけではありませんので、会議所としても支
援を惜しまずに活動していければと思います。

水野副会頭　私の担当する飲食業と卸小売業に
関しては、「生産性の向上」「働き方改革」につい
て以前からテーマとして出ていました。ですが
このコロナ禍で、そうしたことへの意識が若干
変わってきているように感じています。効率化
すればいいわけではなく、サービスの質の低下
につながってしまっては、むしろ本末転倒にな
ってしまいます。そのため、コロナという接客・
集客が難しい時代に、そこのバランスをどう取
っていくかがこれからの課題であると認識し、
システム開発も含め指導や情報提供の柱にして
いければと思います。
　また、観光については新たな産業創出の可能
性を考え、今年は行政と一緒に「観光基本計画」
を策定していきます。例えば、東部丘陵一帯をコ
ロナ時代における観光資源としての活用を考え、
ひとつの都市近郊の観光モデルになればと思っ
ています。

髙栁副会頭　建設業部会では、今年から本格的
に始まる春日井市の空き家対策事業ですね。
様々な方面とのやりとりもあるので、ある意味
商工会議所の存在感を出せる事業と考えてい

6 新春座談会新春座談会

商工会議所活動について



ます。
　また今後やっていきたい課題は、部会の再編
です。現在は建設部会に不動産業が含まれてい
ませんが、部会の区分を行ったのは昭和の時代。
街に密着した商売をやっている不動産業が建設
部会にいないというのは、現代の状況に全く合
致していない。そうした見直しを行ってもらえ
ると、部会はますます発展しますし、空き家対策
事業の受け皿もスムーズになるのではと感じて
います。いきなりすべての部会を見直すのは、時
間もかかって混乱が起きてしまうので、「今回は
この部会」というように段階的にでも進めてい
ければと思います。
　雇用促進・人材育成については、職人さんや現
場管理といった建設業に関わる人々が、その人
の段階に合わせた講習などでさらなる建設業の
レベルアップにつなげていきたいです。また、近
年は学生がインターンシップで現場管理を体験
する制度もあります。学生のうちから経験して、
一人でも多くの人材が建設業を目指してくれる
ようになれば、長期的に見て業界全体の活性化
につながるのではと考えています。

岡部副会頭　担当はサービス業部会ですが、こ
の業界は非常に幅広くまた数多くの会員がいま
す。ほとんどが社員数が少数であり生産性効率
にいつも課題を抱えています。今年は部会の活
性化の意識を高め、共通の課題をより具体的に

取り上げ、この課題を委員会でさらに議論そし
て実践解決へと頑張っていきたいと思います。
　また、地元の中部大学とのつながりも、もっと
深めていきたい。大学生との連携は未来の人材
育成にもつながってくるものですので、一緒に
やれることをもっと増やしていきたいです。当
然、いまでも連携はしているのですが今後はも
っと範囲を拡大し、Webなどを活用しながら小
規模事業者の方々も積極的に参加できるやり方
を考えていきたいです。

木野瀬副会頭　産学の連携で言えば、弊社でも
大学生のインターンシップだけではなく、小学
校の社会科見学や中学校の職場体験学習などを
受け入れています。昨年はコロナの影響で実施
されませんでしたが、そういった社会貢献も大
切なことだと思います。

大辻会頭　2021年もここで出た数々のアイデ
アも踏まえながら、しがらみに囚われず様々な
ことに取り組んでいきたいと思います。会議所
として先進的に、「さすが春日井の商工会議所
は他とは違うな」と思われるようなところを見
せていかないといけない。そうした努力を続け
ていくことで、他にはない魅力を持った会議所
として会員の皆様にも喜んでいただけるはず
です。

7新春座談会新春座談会

皆様とともに、本年も頑張ってまいります！



8 決算・申告（所得税・消費税）指導会決算・申告（所得税・消費税）指導会 3

決算・申告（所得税・消費税）指導会決算・申告（所得税・消費税）指導会
　申告の準備はお済ですか？正しく期限内に申告をおこなっていただく為に、下記のとおり指導
会を開催いたします。ぜひご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

　①国税庁ＨＰを利用し、決算書・所得税申告書のデータを作成しｅ-Ｔａｘにて申告
　②お使いの会計ソフトの最新版を利用して、マイナンバーカードを使ってｅ-Ｔａｘにて申告
　③事前申請により「電子帳簿保存」を選択した場合
会議所では「決算書」のデータ作成の代行は行いません。65万円控除を希望される方は、ご自身で
データの作成をお願いいたします。ご不明な点は事前にお問合せください。

※詳しくは、「国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）」でご確認ください

日 時

場 所
相 談 員
対 象
内 容
受 講 料
申 込 み
問 合 せ

①2月22日（月）　② 3月5日（金）　各日とも9：30～16：00
（受付開始　午前9：00～　午後12：45～）
商工会議所　1階　大会議室
東海税理士会小牧支部　会員税理士
小規模事業者（個人事業者）
決算・申告（所得税・消費税）の実務指導
参加1回につき　会　員：2,000円（税込）　非会員：10,000円（税込）
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

令和2年分の所得税確定申告から

の適用要件が変わります
65万円の青色申告特別控除

65万円の控除を受けるためには…

※以下の改正は、令和2年分以降の所得税について適用されます。
　個人の方の所得税について
①青色申告特別控除額が変わります。　（現行　65万円⇒改正後　55万円）
②基礎控除額が変わります。　　　　　（現行　38万円⇒改正後　48万円）
③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
　e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別
　控除（以下、「65万円控除」といいます。）が受けられます。

税   理   士　鈴木直樹　竹下勇二　古田将満
　　　　　　恒川　豊　片野千哉　伊藤圭太
　　　　　　稲垣勝弘

弁   護   士　服部文彦
司 法 書 士　萩野　健　清水義博
土地家屋調査士　中西裕史



9新春経済講演会／「地域未来牽引企業」受賞／「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞新春経済講演会／「地域未来牽引企業」受賞／「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞

新 春 経 済 講 演 会
～日本のものづくりを支える中小企業！経営改革の実践！～

新 春 経 済 講 演 会
～日本のものづくりを支える中小企業！経営改革の実践！～

日　　時
場　　所

講　　師
定　　員

参 加 費
申 込 み
問 合 せ

1月28日（木）　15：00～16：30
ホテルプラザ勝川　4階　けやきの間
※駐車場は、JR勝川駅前の地下・立体有料駐車場（各自負担）を
　ご利用ください。
※オンライン聴講あり
ダイヤ精機(株)　代表取締役社長　諏訪　貴子　氏
会場 ： 200人（先着順）
※締め切り後は、オンライン聴講のみ選択可能です。
無料
当所HPよりお申込みください
事業推進課

　地域経済の中心的な担い手となりうる企業として、当所会員2社が新たに
選定されました。
　●愛知株式会社（春日井市如意申町）
　●株式会社五合（春日井市大手町）

2020年度「地域未来牽引企業」受賞2020年度「地域未来牽引企業」受賞

2020年「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞2020年「はばたく中小企業・小規模事業者300社」受賞
　「生産性向上」、「需要獲得」、「担い手確保」など様々な分野で活躍している
企業として、当所会員3社が受賞しました。
　●矢留工業株式会社（春日井市上田楽町）　　　　　受賞分野 ： 生産性向上
　●アドバンス電気工業株式会社（春日井市廻間町）　受賞分野 ： 生産性向上
　●株式会社ワンデックス（春日井市大泉寺町）　　　受賞分野 ： 生産性向上



10 新常議員紹介／第220回珠算能力検定試験1級合格者新常議員紹介／第220回珠算能力検定試験1級合格者

新　常　議　員　紹　介新　常　議　員　紹　介

奥田　千葵
川口珠算塾

谷口　葵
波多野そろばん塾

竹ノ内涼大
松葉珠算塾

河合　光璃
松葉珠算塾

前田　悠希
松葉珠算塾

小栗　玄琥
松葉珠算塾

中瀬　杏梨
青山珠算研究会

野田　奈幸
松尾そろばん教室

佐藤　紗樹
松尾そろばん教室

松原　愛夏
大留珠算塾

金子　明未
大留珠算塾

川島　希美
大留珠算塾

小嶋　望愛
大留珠算塾

加藤　大翔
高蔵寺塾

廣田　莉子
高蔵寺塾

安藤　夢音
高蔵寺塾

早川　岬希
高蔵寺塾

永里　優斗
高蔵寺塾

廣田　樹一
高蔵寺塾

大野　蓮斗
勉速算学会

加藤　史門
勉速算学会

若松　達城
勉速算学会

山上　雄平
勉速算学会

濱田きさら
波多野珠算塾

山口　蘭音
波多野珠算塾

飯田みなみ
下原珠算学園

岡　琉生
下原珠算学園

杉村　環奈
下原珠算学園

第220回珠算能力検定試験１級合格者第220回珠算能力検定試験１級合格者

新しく常議員に就任しました。
よろしくお願いします。

成瀬　祐一　氏
なる ゆう いちせ

㈱不二屋春日井店
代表取締役



11会員の声「利用してます会議所 ! 」／春日井特産認定品をご利用ください！会員の声「利用してます会議所 ! 」／春日井特産認定品をご利用ください！

㈱名古屋ホウコドウ
代表取締役　福西　史呂　氏

　書道用品専門店として、八事町に移転し、まもなく
3年を迎えようとしています。元々、名古屋市内で営
んでおりましたが、平成30年4月に鳥居松広小路商店
街内に移転しました。移転先を探す中で「商店街空き
店舗活用事業助成金」制度を知り、「書のまち春日井」
を盛り上げたいという想いから、助成金を活用し出店
しました。
　昨年は新型コロナウイルス感染症の影響により、学
校が休校になった3月～5月は売上がかなり落ち込み
ましたが、コロナに負けず、地元の方々に愛されるお
店を目指して営業活動に励んでいます。

　「春日井特産品」は、市内外の多くの方に“春日井”を知ってもらうことを目的に、春日井の特
産物やキャラクターなどをモチーフにした商品を特産品として認定しています。手土産や贈
り物がご入用の際や、お食事の際などには、ぜひ「春日井特産認定品」をご利用ください。

★パンフレットを市の公共施設や春日井商工会議所に
　設置しています。
★春日井特産認定品専用ホームページを1月中旬に
　開設しますので、ぜひご覧ください！

問 合 せ　事業推進課

　市役所にほど近い鳥居松広小路商店街の街区内に「書のまち春日井」として
専門店が出店し、非常に嬉しい限りです。入店後も商店街等横のつながりを大
事にされており、今後も継続的にフォローアップ支援を行っていきます。
　商店街空き店舗活用事業は、商店街にある空き店舗への入店者に対して改装
費の助成をする制度です。創業や移転などで市内商店街に入店されたい方は、
ぜひご相談ください。

職員から
一言

商店街空き店舗活用事業助成金を活用して入店しました
「 利 用 して ま す 会 議 所！」「 利 用 して ま す 会 議 所！」会員の

声
会員の

声

春日井特産品HP→

春日井特産認定品をご利用ください！春日井特産認定品をご利用ください！

https://www.maedapatent.jp/

26店舗
49品認定！



鳥居松町1

若草通3丁目

柏井町3

柏井町四丁目

鳥居松町二丁目瑞穂通1丁目　

中央公民館前

柏原町2　

(株)サムス

至勝川駅至勝川駅

至春日井駅至春日井駅

森山田町 町田町2丁目

段下

小野町1丁目

下中公園西

小野町
下条橋 下条町1

松河戸インター西

松河戸町北

町田町1丁目

(株)山田製作所

勝川
駅

至新守山駅至新守山駅

名古屋第二環状自動車道名古屋第二環状自動車道

　電子制御機器の設計開発から、試作、量産までを一手に担うサ
ムスです。そんな当社ですが、新型コロナウイルスの影響で、カラ
オケ、講演会、演説等、マイクを使用する様々なシーンでの飛沫感
染対策が必須になる中、有効な対策製品が無かったので、繰返し
使用できる厚手の透明樹脂を使用した「マイク飛沫シールド」を
考案し、製品化しました。Web（トラントネット）で販売中です。
　また、サムスまでご来社頂いてお買い求めの場合、送料不要で
お得になります。お気軽にお問合せください。

会員のひろば（(株)山田製作所／(株)サムス)会員のひろば（(株)山田製作所／(株)サムス)

　真鍮（しんちゅう）や、アルミ・ステンレスの切削加工を手掛ける㈱
山田製作所では2020年1月、初の女性NCオペレーターが誕生しま
した。
　松田麗奈（23歳）。まだ先輩従業員について学ぶ日々だが「機械を
触るのが楽しい」と充実した毎日を送っています。小学生の頃、工場
見学で大きな機械を操る人を見て「楽しそう」と感じ、「ものづくりが
出来る仕事に就こう」と思って、高校卒業後はねじメーカーに就職し
たが、NCオペレーターの募集を見て迷わず応募した。
　NC工作機は、データを入力すれば機械が自動で材料を切削加工
する。しかし、機械を動かす前に図面を見てデータを入力したり、最
適な刃物をセッティングしたりする『段取り』があり、作業にはオペ
レーターの力が必要で、覚えることが多く悩むこともあるというが、
「考えていても分からない。周りは経験豊富な先輩ばかりなのですぐ
聞くようにしている。」とのこと。
　こうした意欲的な姿勢に社長も「センスがいいし、もたつきがな
い」と評価。作業日誌に分からない事を書いておくと社長や先輩から
コメントが返ってくる。その中で【段取りが早くなる為には経験と、前
向きな姿勢が必要】という言葉を胸に、今日も前向きに着実に歩み
を進めている。

●所在地／松河戸町2-1-8
●代表者／山田政浩
●ＴＥＬ／33-5449
●ＦＡＸ／33-2692
●営業時間／ 8：30～17：30
●定休日／日曜・祝日・隔週土
●E-Mail／yamada.ss@md.ccnw.ne.jp
●HP／http://yamada-seisaku.com/

(株)山田製作所

奮闘の日々 !! 20 代のフレッシュパーソン「女性初NCオペレーター」奮闘の日々 !! 20 代のフレッシュパーソン「女性初NCオペレーター」

マイク用の飛沫感染対策製品を開発マイク用の飛沫感染対策製品を開発

(株)サ ム ス
●所在地／鳥居松町1-199
●代表者／佐藤明弘
●ＴＥＬ／85-5017
●ＦＡＸ／85-5018
●HP／https://www.wsams.co.jp/
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マイク飛沫シールドのポイント！

トラントネット
Webで好評販売中！

マイクスタンドでの使用も可能
ハウリングの少ないデザイン
アルコール消毒、繰り返し使用可

用途に応じて選べる 3サイズ
厚生労働省、
飛沫動画の放射角度から設計
取付可能なマイクの太さは
φ18~37(mm) と高い汎用性



13青年部だより／女性会だより青年部だより／女性会だより

　今年度の全国総会は、コロナウイルス感染
防止の観点からオンライン配信となりました。
全国商工会議所女性会連合会、市瀬会長の
ご挨拶より始まり、全国各地から３３０単会を
超える参加の中、春日井女性会は商工会議
所の一室よりオンラインにて視聴いたしました。
　記念講演会は、大原美術館理事長の大原
あかねさんによりＳＤＧs未来都市に選定され
た４つの都市のひとつとして過去の歴史と明
るい未来の結束点、視点について語られ、同
美術館にて取り組んでいる未就学児を対象
とした教育普及活動や、研修の場としての活
用事例が紹介されました。
　また、春日井女性会からは、愛知県初の女

性起業家大賞・スタートアップ部門（創業５年
未満）奨励賞を㈱エコルソレイユ代表の井立
薫さんが受賞されました！おめでとうござい
ます。諸先輩の方々に支えられ継承されてき
た春日井女性会は、令和3年度に４０周年を迎
えます。繋いでいくテーマとして【４０周年起
業女子プロジェクト～私たちは女性の起業を
応援します～】を掲げ、平澤会長を筆頭に会
員のみなさんと思いを１つにし、起業する女
性・事業承継をする女性・経営者を支える女性
の方々のサポートができるよう情報交換、情
報提供など共有
の場を構築し、社
会進出する女性
たちを応援し発
信して参りたいと
思います。

女 性 会 だ よ り女 性 会 だ よ り女 性 会 だ よ り
｢第５２回全国商工会議所女性会連合会倉敷総会｣
ここから広げようＳＤＧsの取組みを
～歴史の薫る文化と産業の街 倉敷から～

　１１月１１日（水）１１月定例会「こんな時だか
らこそ自社を見つめ直し未来につなげる」を
開催しました。
　本定例会は、コロナ禍で多くの事業所が影
響を受けている状況で新しい生活様式に
沿ったビジネスモデルの構築、事業改善や自
社の発展のきっかけに繋げるという趣旨のも
と企画しました。
　内容として、まず自社の事業内容・サービス
を深堀・整理することで他社に伝わりやすくす
るフレームワーク「ロジカルツリー」を学びま
した。
　次に、春日井ＹＥＧの情報サイト「つなげるく
ん」に、今回作成したロジカルツリーを活かし

たメンバーの事業所紹介・交流情報・事業募
集内容とその成功事例を掲載・公開していく
ことで仕事につながる可能性を広げました。
　本定例会を通じて、事業者として「考える
力」を学び、情報発信ツールを活用することで
コロナ禍での新たなビジネスモデルの構築や
事業改善など新しい一歩を踏み出していけ
ればと思います。

磨穿鉄硯委員会　委員長
有冨博英（チームシックス）

11月定例会
「こんな時だからこそ自社を
　　　　見つめ直し未来につなげる」

広報委員会
針尾　智子(㈱内職市場)

ま せんてっ けん
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　SDGsは、持続可能な社会を目指して、2030年までに達成に向け取り組むべき国際社会共通の
目標です。取り組むことによって企業ブランドの向上にも繋がります。

まずは、健康企業宣言の作成から。
当所は、アクサ生命保険㈱と連携・協働し、事業所様の「健康経営」を推進・サポート
します。取組みをお考えの方は、お気軽にご相談ください。
問 合 せ　運営課

～企業ブランドを高め、世界の扉を開く鍵～
始めよう！ＳＤＧｓ

～企業ブランドを高め、世界の扉を開く鍵～
始めよう！ＳＤＧｓ

（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

12月から新たな職員が仲間入り
しました。
皆様どうぞよろしくお願いいたし
ます。

新 入 職 紹 介員 の

松村　知美
まつ むら とも み

何ができるの？

 「健康経営」への取組み
例えば

【企業の永続的な発展と従業員の幸せを同時に目指す未来への投資です】

　サボテンはもちろん、春日
井の魅力を余すことなく市内
外に発信していければと思い
ます。
　どうぞ、よろしくお願いい
たします。

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

従業員の健康
事　業　所 従　業　員

永続的な発展
・労働生産性の向上
・医療費の負担軽減
・企業イメージの向上
・離職率の低下・採用力の強化

手　　段

目　　的

メリット

自分の健康

人生の幸せ・目標実現
・健康維持・増進
・生き生きと働ける
・モチベーションアップ
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　ＪＲ名古屋駅からＪＲ中央線に乗車し、20分ほど
の勝川駅で下車、そこから車で15分ほど行った
場所に株式会社ＩＳＯＷＡという社名の中堅企業
があります。
　主事業は、段ボールを製造する機械の設計・製
作・販売、さらにはメンテナンスなど付帯業務一
切を請け負う、段ボールに関する世界有数のワ
ンストップ企業です。段ボール製造ラインの一部
を担う企業は数社ありますが、フルライン製造可
能な企業は、国内では大手企業のＭ社と同社し
かなく、ほぼ市場を折半しています。商品は全て
仕様の異なる特注であり、かつライン丸ごと受注
ということもあり、１件の受注金額はほとんどが
億単位の高額となります。
　同社の創業は、現社長である磯輪英之氏の祖
父・磯輪源一氏が、１００年前の１９２０年、個人の
鉄工所として、名古屋市内の自宅の倉庫でスタ
ートしています。その後、工場が手狭になるとと
もに、企業の将来のために、65年、現在地の春日
井市に移転しました。
　元々は紙箱を製造する機械メーカーでしたが、
その後、その技術が応用でき、かつ将来性を見込
み、準備と努力を重ね、50年頃からは、現在の主
製品に本格参入しました。その後、現社長の父、
そして叔父と継ぎ、２００１年からは現社長が就任
し同社をけん引しています。
　現在の社員数は２７４人、海外での評価もすこ
ぶる高いグローカル企業として、この分野では著

名な企業に成長発展しています。その要因は
多々ありますが、あえて２点挙げるとすれば、一
つは、類いまれなダンボール機械の開発製造技
術者であった先代社長（磯輪英一）を中核とした
新技術・新製品開発へのあくなき挑戦であったと
思います。「イノベーションなくして企業の成長
なし」とはよくいわれますが、小規模企業のころ
から、下請けに甘んじない、こうした経営姿勢こ
そが同社の成長発展の要因だと思います。
　そしてもう一つは、現社長が、明文化した経営
理念と、理念に基づく経営の実践のため、「制度
より風土」つまり良い社風（いい風が流れている
企業）の企業づくりに、全社員一体となってまい
進してきたからだと思います。
　もとより、ここまで来る道のりは、決して順風
満帆ではありませんでした。それどころか、尋常
な努力と苦労ではなかったと思います。
　しかしながら、ゆっくりではありますが、着実
に、高らかに掲げた経営理念と、背中と心で示し
続けたリーダーシップが全社員や支える家族の
共感を呼び、「いい企業」をつくり上げたのでし
た。ちなみに、同社の経営理念は「自分と自分の
愛する家族のために働ける世界一社風の良い
会社を目指す」です。

人を大切にする経営学会
会長　坂本　光司

世界一社風の良い会社を目指す
『ＩＳＯＷＡ』

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。

春日井企業



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！
1月8日(金)・22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
13：30～16：001月

2月 9：30～12：00・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）

18日

18日

8・16・25日

2月

21日

14日

12・28日

1月

日 曜日 内　　　　容
月4
金8
木14
土16

金22
土23

木28

土30

火19
水20

仕事始め
年末調整個別相談会
正副会頭会議
かすがい創業塾①
女性会：正副会長会・理事会
マル経審査会
決算・確定申告準備セミナー
かすがい創業塾②
新春経済講演会
叙勲・国家褒章受章者祝賀会
かすがい創業塾③

1月 行事予定

新型コロナ　特別相談窓口

◆◆◆家賃支援・持続化給付金相談◆◆◆

1月５日（火）、7日（木）、12日（火）、14日（木）
13：00～16：00

◆◆◆雇 用 調 整 助 成 金 相 談◆◆◆

1月8日（金）、15日（金）、22日（金）、29日（金）
10：00～12：00

新型コロナウイルス　
各種助成金相談窓口　※事前予約制

　12月号P8「古紙回収にご協力を！」回収
拠点について、誤りがありましたので訂正
及びお詫び申し上げます。

12月号の内容訂正とお詫び

誤：⑰神屋工業団地組合事務所　神屋町1139
正：⑰高森台小学校西駐車場　　高森台10丁目

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


