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年頭所感

年 頭 所 感

春日井商工会議所 会頭

大辻　誠

　春日井商工会議所会員企業の皆様、明けま
しておめでとうございます。第２０期も会頭
を仰せつかりましたのでよろしくお願いいた
します。
　さて、中小企業を取り巻く経営環境は、長引
く新型コロナウイルス感染症をはじめ、円安、
ロシアウクライナ情勢等に起因する、石油・天
然ガス、電気料金、資材・原材料価格の高騰な
どにより、深刻な影響を受けております。
　また、多様な人材の確保や育成、ＳＤＧｓや
カーボンニュートラル、デジタル化推進など、
事業継続に向けて対応すべき課題がかつてな
いほど山積み状態となっております。
　このような状況のなか、商工会議所の役割
は、市内商工業者の皆様の利益向上に貢献し、
納税することにより社会的責任を果たし、惹
いては春日井市財政を豊かにし、社会資本を
充実させることです。
　このためには、産業界の立場から行政へ要
望を届けることが重要であるとともに、春日
井市（官）・中部大学（学）・商工会議所（産）が連
携し、春日井市の掲げる「安心・安全な住みよ
い町づくり」の一助に貢献していきます。
　令和５年度に取り組む具体的な事業として、
企業の人材確保が困難な状況のなか、スムー
ズに採用につなげるための独自のデジタルサ
イトを構築し、会員企業の人手不足を解消で
きるよう推進してまいります。
　どうぞ今年も会員企業皆様のご健勝とご多
幸を祈念申し上げ、役員議員・職員一同と共に
よろしくお願い申し上げます。

春日井市 市長

石黒　直樹

　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。
　貴会議所は、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、日
頃から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。
　さて、我が国の経済は、海外情勢の不透明さ
や世界的な金融の引き締めなどにより、物価
の上昇、エネルギー資源や原材料の供給面で
の制約、金融資本市場の変動などの影響が懸
念される一方で、ウィズコロナの新たな段階
への移行が進められる中、景気が持ち直して
いくことが待ち望まれており、一部では明る
い兆しも見え始めています。
　こうした中、貴会議所におかれましては、市
内中小企業のＩＴ化やＤＸ推進支援のための
デジタル推進課の創設、春日井市プレミアム
付き商品券『ささエール』による消費喚起など
、地域に根差した事業を展開され、その推進力
にご期待申し上げるところであります。
　本市は、本年６月に市制施行８０周年を迎
えます。この記念すべき節目に、春日井市を築
き上げた先人の歩みへの感謝と、先人の歩み
を受け継ぎ、本市の未来をさらに良いもの、新
しいものに発展させていくため様々な記念事
業を実施いたします。この８０周年を契機と
して、地域経済がさらに活性化するよう期待
を寄せているところです。
　今後も、貴会議所の皆様と連携して、産業振
興を始めとする市政の課題に積極的に取り組
んでまいりますので、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。

2023



3

第２０期から部会を再編し、６部会が４部会になりました。
部会は、会議所活動において大切な柱です。
今年は４部会の部会長の方々と青年部会長、

女性会会長と会頭による座談会として企画しました。
各部会で活発なご意見をいただき、それぞれの部会で検討し、
より良い会議所活動につなげていければと思っております。

それでは、よろしくお願いいたします。

～ 会頭と第20期部会長、青年部・女性会会長による新春座談会 ～～ 会頭と第20期部会長、青年部・女性会会長による新春座談会 ～～ 会頭と第20期部会長、青年部・女性会会長による新春座談会 ～～ 会頭と第20期部会長、青年部・女性会会長による新春座談会 ～

　風岡　弊社は、電気設備関係、電子機器、OA機
器などの金属加工を行っています。2022年、販売
面においては、厳しい中ではありますが少し好調
になってきたかなという印象です。というのも、
弊社のお客様は空調機の関係が多く、コロナ禍に
おいて非常にニーズが高まっている分野だから
だと思います。ただ、コロナ前にはまだまだ追い

つかない状況です。明るい話題としては、2022年
9月に行われた事業再構築補助金に採択され、溶
接のロボットを導入できることになりました。活
用できるものは活用し、地道にコツコツ、少しで
も良い方向になるように取り組みを進めていま
す。業界全体としますと、半導体不足やエネルギ
ー資源の価格高騰なども大きく影響しており、自

動車産業、産業機器などの分野がありますが、総
じて厳しい状況が続いています。

　水野　弊社も風岡さんの会社と同じような空
調関係の仕事もしているため、状況はよく似てい
ます。2022年を振り返ると、上海ロックダウンや
サプライチェーンの分断、それから半導体不足、
さらに2022年4月から急激な値上げが始まった
ということで、投資を延期されたり、事業を見直
されたりというお客様も多く、建設業界全体とし
ては売上が落ち込んだのではないかと思います。
楽観はできませんが、5月ごろからは回復の兆し
もみられています。また建設業界では、新型コロ
ナウイルスの影響が遅れて出てきたという印象
で、第7波ごろから、社員本人の感染や家族の感染
により濃厚接触者になってしまうなど、現場にも
影響がありました。こんな状況ですが、2023年は
今より良くなるであろう、という明るい希望を持
って臨みたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

　岡本　皆さんご存知のように、飲食業界はコロ
ナ禍で大打撃を受けています。ごく一部、それも
数％ぐらいの企業しか利益を出せていないとい
うのが現状であります。中小企業はもちろんのこ
と、日本を代表するような企業でも、必死に生き
残りをかけてやっているというのが今の飲食業
界です。また、青年部会長をさせていただいてお
りますので、青年部の話をさせていただくと、去
年一昨年と、コロナ禍で新入会員が非常に増えて
います。コロナ前は1年で10人程度だったのです
が、30人を超える入会者がいます。激増の理由の
１つとして、会議所が様々な補助金等の情報提
供や窓口となっており、情報収集やつながりを期
待しているからだと思います。青年部の会員は増
えましたが、参加率が少し低下している様に感じ
ます。今後は、参加率に力を入れていきたいと思
います。

　 林　   弊社は菓子屋ですが、新型コロナウイル

ス感染が始まったころは、対面で商談する機会な
どが一気になくなった影響で、企業の営業の手土
産としての需要が激減しました。さらに外出控え
からか、個人のお客様からの売り上げも厳しいも
のとなりました。原材料の高騰もあり、なかなか
今も苦しい状態です。また、県を超えての職人た
ちの実技講習会があったのですが、それはいまだ
に再開できておりません。弊社には『ももらんぐ』
というオリジナル菓子がありますが、やっぱり
「ここにしかないもの」という付加価値のあるも
のをつくり、お客様に認知いただく姿勢がコロナ
禍においても大切なのではないかと思っていま
す。特にうちは菓子屋ですので、皆さんに笑顔に
なってもらいたい！という思いを強く持ち、スタ
ッフ一同、頑張っております。

　針尾　弊社は、直営事業を基盤としたFC展開
をしている内職事業を営んでいます。クライアン
ト様からのご依頼を内職さんの活躍にて運営を
しております。新型コロナウイルス流行による不
況の中で、雇用の継続が厳しいクライアント様よ
り自社で作業をこなしていた部分をアウトソー
シングするという流れもありまして、今後弊社も
世の中の社会経済のニーズに見合ったスタイル
を取入れ、新たなビジネスモデルを展開していき
ます。また社内的にはクライアント様との商談は
オンライン化を推奨し、社内の勤務環境もテレワ
ークを導入し柔軟に対応できるよう行っていま
す。また働いていただいているのは9割が女性で
す。私自身も実は創業者とは血縁関係はなくいち
内職者からスタートし、子供の成長とともにパー
ト、正社員、現在に至ります。数年前に比べ女性の
働く環境は徐々に整備されてきています。そのた
め女性の活躍推進につきましても引き続き尽力
していきたいと思っています。

　 森　 弊社は冷凍のケーキの企画をし、店舗と
通販で販売をしております。コロナ禍では外食を
控え、おうち時間を豊かにする一つとして食品通

販の需要があったため、去年、一昨年は通常より
売り上げが大きく上がりました。その時期と比較
すると今期は通常通りに戻りましたが、ほかの皆
さんと同様、原油高、材料価格の高騰については、
弊社も大きく影響を受けており、大きな課題とな
っています。ただ価格を上げるだけではお客様は
離れていってしまいますので、付加価値をつけた
り、商品の企画内容を変えてみたり試行錯誤して
います。そして女性会ではコロナ禍でもオンライ
ンでの例会や委員会を行い、会員が参加しやすい
工夫をして活動しています。会員も順調に増えて
おり、最近の女性会のメンバーは、起業されてい
る方も多く、学びたい・自己研鑽したいという意
欲的な方が増えています。そんなバイタリティー
あふれる会員の皆さんにとっての学びや成長の
場であり、自分らしく輝き活動できる場となるよ
う私は環境作りをしていきたいと思っておりま
す。

　大辻　弊社は段ボール製造業をしております。
強化段ボールを使った、ピアノやヘリコプターな
どの重量物包装や機能包装、パレットなど、従来
の段ボールでは難しいとされていたパッケージ
を、お客様と共に実現してきました。おかげさま
で「弊社でしか不可能」という独自性が強みとな
り、原油や材料などの高騰による価格交渉も、お
客様には受け入れていただいており大変ありが
たいと感じています。林さんや森さんがおっしゃ
っていた通り、苦しい時代だからこそ、独自性や
付加価値のあるサービス・製品づくりは今後ます
ます重要となってくるでしょう。

春

ナビエース（株）　代表取締役社長

大辻誠会頭

（株）ケベック　代表取締役

森裕美女性会会長

丸水設備（株）　代表取締役

水野正弘建設・不動産業部会部会長

昌和工業（株）　代表取締役

風岡明憲製造業部会部会長
（株）美濃屋　代表取締役

林登茂子商業部会部会長

（株）黒潮　代表取締役

岡本貴博青年部会長

（株）内職市場　代表取締役

針尾智子サービス業部会部会長
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サプライチェーンの分断、それから半導体不足、
さらに2022年4月から急激な値上げが始まった
ということで、投資を延期されたり、事業を見直
されたりというお客様も多く、建設業界全体とし
ては売上が落ち込んだのではないかと思います。
楽観はできませんが、5月ごろからは回復の兆し
もみられています。また建設業界では、新型コロ
ナウイルスの影響が遅れて出てきたという印象
で、第7波ごろから、社員本人の感染や家族の感染
により濃厚接触者になってしまうなど、現場にも
影響がありました。こんな状況ですが、2023年は
今より良くなるであろう、という明るい希望を持
って臨みたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

　岡本　皆さんご存知のように、飲食業界はコロ
ナ禍で大打撃を受けています。ごく一部、それも
数％ぐらいの企業しか利益を出せていないとい
うのが現状であります。中小企業はもちろんのこ
と、日本を代表するような企業でも、必死に生き
残りをかけてやっているというのが今の飲食業
界です。また、青年部会長をさせていただいてお
りますので、青年部の話をさせていただくと、去
年一昨年と、コロナ禍で新入会員が非常に増えて
います。コロナ前は1年で10人程度だったのです
が、30人を超える入会者がいます。激増の理由の
１つとして、会議所が様々な補助金等の情報提
供や窓口となっており、情報収集やつながりを期
待しているからだと思います。青年部の会員は増
えましたが、参加率が少し低下している様に感じ
ます。今後は、参加率に力を入れていきたいと思
います。

　 林　   弊社は菓子屋ですが、新型コロナウイル

ス感染が始まったころは、対面で商談する機会な
どが一気になくなった影響で、企業の営業の手土
産としての需要が激減しました。さらに外出控え
からか、個人のお客様からの売り上げも厳しいも
のとなりました。原材料の高騰もあり、なかなか
今も苦しい状態です。また、県を超えての職人た
ちの実技講習会があったのですが、それはいまだ
に再開できておりません。弊社には『ももらんぐ』
というオリジナル菓子がありますが、やっぱり
「ここにしかないもの」という付加価値のあるも
のをつくり、お客様に認知いただく姿勢がコロナ
禍においても大切なのではないかと思っていま
す。特にうちは菓子屋ですので、皆さんに笑顔に
なってもらいたい！という思いを強く持ち、スタ
ッフ一同、頑張っております。

　針尾　弊社は、直営事業を基盤としたFC展開
をしている内職事業を営んでいます。クライアン
ト様からのご依頼を内職さんの活躍にて運営を
しております。新型コロナウイルス流行による不
況の中で、雇用の継続が厳しいクライアント様よ
り自社で作業をこなしていた部分をアウトソー
シングするという流れもありまして、今後弊社も
世の中の社会経済のニーズに見合ったスタイル
を取入れ、新たなビジネスモデルを展開していき
ます。また社内的にはクライアント様との商談は
オンライン化を推奨し、社内の勤務環境もテレワ
ークを導入し柔軟に対応できるよう行っていま
す。また働いていただいているのは9割が女性で
す。私自身も実は創業者とは血縁関係はなくいち
内職者からスタートし、子供の成長とともにパー
ト、正社員、現在に至ります。数年前に比べ女性の
働く環境は徐々に整備されてきています。そのた
め女性の活躍推進につきましても引き続き尽力
していきたいと思っています。

　 森　 弊社は冷凍のケーキの企画をし、店舗と
通販で販売をしております。コロナ禍では外食を
控え、おうち時間を豊かにする一つとして食品通
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販の需要があったため、去年、一昨年は通常より
売り上げが大きく上がりました。その時期と比較
すると今期は通常通りに戻りましたが、ほかの皆
さんと同様、原油高、材料価格の高騰については、
弊社も大きく影響を受けており、大きな課題とな
っています。ただ価格を上げるだけではお客様は
離れていってしまいますので、付加価値をつけた
り、商品の企画内容を変えてみたり試行錯誤して
います。そして女性会ではコロナ禍でもオンライ
ンでの例会や委員会を行い、会員が参加しやすい
工夫をして活動しています。会員も順調に増えて
おり、最近の女性会のメンバーは、起業されてい
る方も多く、学びたい・自己研鑽したいという意
欲的な方が増えています。そんなバイタリティー
あふれる会員の皆さんにとっての学びや成長の
場であり、自分らしく輝き活動できる場となるよ
う私は環境作りをしていきたいと思っておりま
す。

　大辻　弊社は段ボール製造業をしております。
強化段ボールを使った、ピアノやヘリコプターな
どの重量物包装や機能包装、パレットなど、従来
の段ボールでは難しいとされていたパッケージ
を、お客様と共に実現してきました。おかげさま
で「弊社でしか不可能」という独自性が強みとな
り、原油や材料などの高騰による価格交渉も、お
客様には受け入れていただいており大変ありが
たいと感じています。林さんや森さんがおっしゃ
っていた通り、苦しい時代だからこそ、独自性や
付加価値のあるサービス・製品づくりは今後ます
ます重要となってくるでしょう。

 　林　 弊社でも女性が大きな戦力として働いて
くれていますが、子育てにある程度目処がついて、
働き方のニーズが変わってきた、という人も出て
きました。そういった人たちにまた新しい働き方
や、仕事の提案ができればと思っています。また、
こんな厳しい時代だからこそ接客の大切さをみ
んなで共有し、笑顔で感謝を込めて、自信を持っ
て商品を提供することを心がけていかねばと思
っております。商業部会としては、特に小売業は
規模が小さく、従業員は家族のみ、という事業者
も本当に多いと思います。そういった方々に、有
益な最新情報をいかに迅速に伝えられるかとい
うことも大切にしていきたいです。

　針尾　サービス業部会では、３つの目標を掲げ
ています。自社の強みの明確化（価値を売る経営）、
デジタル化の推進、ワークライフバリューによる
人材の確保です。原材料の価格高騰やインボイス
制度により大きく変化する中、価格へ転嫁し、利
益を確保していくことが重要だと考えています。
そのためには、自社の強み（価値）を見い出し、選
ばれる会社になるためのセミナーや情報交換会

を実施していく予定です。デジタル化の推進につ
いては、引き続き売上につなげられるような各種
デジタル化相談を継続していきます。3つ目のワ
ークライフバリューは、聞きなれない言葉かもし
れませんが、仕事と生活の調和をとる上で、個人
が大切にしたいと考える生活観や家族観などを
尊重する働き方です。コロナ禍により、働き方も
変化しており、こういった多様な働き方を導入す
る事も「自社の強み（価値）」になり、人材確保や維
持につながると思っています。そのため、そうい
った多様な働き方を導入するための相談窓口も
設ける予定です。会員の皆さんも、ぜひ活用いた
だければ幸いです。

　 森　 下は20代から上は80代までと幅広い年
齢層が活躍していることは、春日井商工会議所女
性会の大きな強みでもあり自慢でもあります。
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女性会の目的としては会員同士の交流はもちろ
んですが、深く交流することでその人の人となり
がわかり、悩みを相談したり本音で語り合え、信
頼関係ができ社業に繋がることもあります。時代
の流れに沿って、活動内容や会員の層が変わって
きた女性会ですが、先輩方が築いて下さった風土
を今後も大切にし、守るものと変えてゆくものを
明確にし、永続できる組織として活動していきた
いと思っています。また、今日この場に、女性会の
会員である林さん、針尾さんが各部会の部会長と
していらっしゃることが本当に誇らしいです！
また、今年はこれから起業するという方はもちろ
ん、すでに起業されている方を応援する事業を新
しく準備しておりますので、ぜひ今後の女性会に
ご期待いただければと思います。

　風岡　19期から製造業部会の部会長を務めさ
せていただいていますが、今期から製造業第１・
第２部会が合体しました。これまでも悩みや課題
は共通している部分が多く、合同で部会を開くこ
ともありましたが、合体したことで、より会員同
士の縦のつながりを大切にしていく必要がある
と感じています。副部会長や佐藤副会頭と協力し
ながら運営してまいります。また、会議所に求め
ることを会員の皆さんから吸い上げ、各委員会と
も連携して、情報をしっかりと共有していきたい
と思います。ちなみに、経営者という立場だと、社
員のことは気遣っていても、自分のことがおろそ
かになりがちなので、経営者の皆さんの健康維持
もしっかり周知していきたいと思います。もちろ
ん、自分も含めて(笑)。

　水野　建設業界の一番かつ長年の課題が、慢性
的な人手不足です。そこをどうやって解決してい
くか、部会としてもしっかり対応していきたいと
思っています。また、2023年10月からインボイ
ス制度も始まります。部会には個人事業主、いわ
ゆる一人親方が多く、インボイス発行事業者に登
録するかどうかも含め、大きな影響が出ると思わ
れます。法律なのでどうしようもないといえばそ

うなのですが、それでも部会として、会員の皆さ
んにできることはしていきたいと考えています。

　岡本　成功している経営者の方とお話させて
いただくと、皆さん特別なことをされている、と
いうことはほとんどありません。先ほど大辻会頭
や皆さんがおっしゃっていたような「付加価値の
あるものをつくる」など、基本的なことを真っす
ぐにやっておられるという方がほとんどです。ま
ずは当たり前のことができるか。そして、それを
続けられるか否かで企業の成功に差が出てくる

と思っています。現在弊社では、名古屋市の繁華
街・錦でお弁当を販売しています。うちのお弁当
の値段は、ランチとしては決して安くはありま
せん。でも味に妥協は一切なし！味こそが他社
のお弁当との差別化であり、うちのお弁当なら
ではのメリットです。これがありがたいことに、
とっても好評をいただいております。飲食業界
はコロナ禍で確かに打撃を受けましたが、一歩
引いてみると大きなチャンスだともいえるので
はと思います。というのも、もし5年前なら、うち
が錦のど真ん中に店舗を構え、お弁当を売るな
んてあり得なかったからです。青年部には多く
のメンバーがいます。有意義な情報をしっかり
と共有して、地域社会の一翼となれる企業を、青
年部企業全体で目指していきたいと思います。

　大辻　皆さんから非常に頼もしい2023年の
抱負が聞けて嬉しい限りです。先ほども申し上
げましたが、皆さんが率いる部会は、会議所の大
きな柱です。これからもぜひ活発に活動してい
ただきたいと思っております。また、どの部会で
も共通しているのが、やはり人手不足でしょう。
これをどうやって解決していくのか、会議所で
はメインテーマとして2023年、しっかりと取り
組んでいく予定です。
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　針尾　会議所がどの様な事業を行っているか
まだご存じない会員の方々が多いと感じる時が
あります。私自身も会議所へ入会し女性会活動
の中で、助成金、補助金、伴走型支援など会議所
からの情報を聞き入れ具体的に理解できた部分
があります。現在、会議所ニュースの紙面、ホー
ムページなどで情報の発信などをおこなってい
ますが「助成金はどこの窓口に相談いけばいい
の？」などの質問もよくあります。さらなる積極
的な情報発信の仕方など取り組んでいけたらと
思います。

　岡本　私の所属する青年部は、“青年”いう文字
のイメージからか、男性だけが入れる組織という
イメージが強いようです。実は女性も入ることが
できるということがあまり知られてないように
感じます。青年部と女性会、性別で分けているこ
とが、ますます多様化する次の時代に向けて、果
たしてふさわしい組織づくりなのかと少し疑問
を感じています。会議所を、私たちや先輩方だけ
でなく、もっと若い人も活躍できる組織にしてい
けるのが理想ではないでしょうか。また、女性の
社会進出も目覚ましいものがあり、いずれ会頭・
副会頭に女性が登用される日も、そう遠くないと
思っております。

　 森　 さすが岡本さん、革新的なお考えですね。
もしかすると、女性会の規約も時代に合わせて変
えていかなければいけないのかもしれないと、今
のご意見を聞いて感じました。あえて進歩的に組
織改革や規約の変更をすることで、会議所がより
強い組織になれる可能性があるのではないでし
ょうか。青年部・女性会という括りではない新し
い会が出来ても面白いですね。

　 林　 今後更に活躍を期待するからこその青
年部や女性会ですから、もっと多くの加入がある
といいですね。また、せっかく会議所に入会して
も「一度も会議所に来たことがない」「セミナーに
参加したことがない」という会員さんも少なくあ
りません。会議所ニュースを読んでセミナーがあ
ると知っても「へえ、こんなのがあるのね」で終わ
るのではなく、自分ごととして活用してみたり参
加してみたりと、会議所からの発信を受けるだけ
でなく「入ったからには積極的に活用しなくちゃ」
という、会員さん側にも、意欲を持ってもらえる
といいですね。

　風岡　実は私、会員拡大をめざす、組織拡大委
員会の副委員長もさせていただいているのです
が、そこで今年、会員歴の浅い方を対象に、お仕事
のマッチングの意味も含めた会員交流会を計画
しています。「せっかく入ったけどメリットがな
い」と勘違いされて退会していく……という人を
ゼロにするという思いで活動していきます。これ
は永遠のテーマですね。

　 林　 会議所の活用方法がわからなかったら、
「どこに何から相談したらいいのかわからないか
ら来ました」でもいいんですよね。そのあたりを
もっと会員の皆さんに知っていただければと思
います。

　大辻　いろいろ有益なご意見がいただけて、実
りの多い新春座談会になりました。皆さんが一生
懸命ご自身の会社、業界の今後や、会議所の未来
まで考えてくださっているのが伝わってきまし
た。私自身、なるほど、と学ばせてもらった点も多
いです。今後も、会員であるメリットを感じてい
ただくことができるよう、副会頭はじめ幹部の皆
さんと協力し、より良い会議所運営を行ってまい
ります。あらためまして、2023年も春日井商工会
議所をよろしくお願いいたします。春日井に貢献
し、地域をさらに盛り上げていきましょう。
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商工会議所情報

経営支援課問 合 せ

①３月６日（月）　②３月１０日（金）
各日とも ９：００～１６：００　※完全予約制　１時間
商工会議所　４階　会議室ＤＥＦ
市内小規模事業者（個人事業者）
東海税理士会小牧支部　会員税理士
１）決算・申告（所得税・消費税）の実務指導
２）申告書類作成　等　　　
各日３０名（先着順）
参加１回につき、会員： ２,０００円（非会員：１０,０００円）
専用WEBページ（右記QR）より申込
経営支援課

日 　 　 時

場 　 　 所
対 　 　 象
講 　 　 師
内 　 　 容

定 　 　 員
受  講  料
申  込  み
問  合  せ

決算・申告（所得税・消費税）指導会
　申告の準備はお済みですか？正しい申告、期限内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。この機会に、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。

【決算申告に必要な主な書類】
○税務署から送付された書類一式　
○所得控除に必要な書類　　
○認印　
○前年・前々年の決算書(控)、所得税・消費税の申告書(控)
○e-Tax（電子申告）の場合は利用者識別番号・暗証番号

※代理送信は行いません、電子申請をご希望の方はマイナンバーカードをご持参ください。

６５万円控除を受けるためには…
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商工会議所情報

４月１日(土)～５月３１日(水)
麺のメニューを有するかつ春日井市内のお店
※麺のメニューがあれば専門店でなくても参加OK（居酒屋、焼肉、喫茶店など）
※麺のメニューがない店舗も新たに麺メニューを作って参加OK
※期間限定メニュー、開発中の新メニュー、お店の裏メニューなどでの参加も可‼
※春日井商工会議所の非会員の方でも、参加頂けます。

※上記の４部門の中から参加する部門を選んでください。（複数部門参加もOK!!）
①推し麺と部門の選定／お店の推し麺（イチオシの麺）と参加部門を選んで頂きます。
　　　　　　　　　　　☆新たにメニューを作って、参加して頂くことは可能です。
②グランプリ／応募者に「推し麺」を投票して頂き、部門ごとで最も投票の多かった
　　　　　　　店舗（春日井の麺NO.１）を表彰し、楯を進呈します。
　　　　　　　※異なる３店舗を回って、１回応募≪推しメン投票≫ができます。
③抽　選　会／推し麺投票して頂いた全ての方を対象に抽選会を実施し、当選者には
　　　　　　　「参加店で使えるお食事券（☆総額７０万円）」をプレゼントします。
　　　　　　　☆１等１万円×１０本、２等５千円×６０本、３等３千円×１００本
１店舗１部門　　３,０００円（春日井商工会議所会員）
１店舗１部門　１０,０００円（非会員）
専用WEBページ（右記QR）より申込
１月１０日～２月１０日
新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第で、開催を中止する場合があります。
事業推進課

開 催 期 間
参 加 資 格

部 　 　 門

内 　 　 容

参  加  費

申  込  み
申 込 期 間
そ  の  他
問  合  せ

参加店舗募集
第 1回「春日井  推し麺グランプリ」

　春日井の麺No.1を決める「春日井推し麺グランプリ」を開催します。投票が多かった店舗を部門
ごとに表彰すると共に、ご投票頂いた方に抽選で登録店で使えるお食事券を進呈します。麺の専門店
はもちろん、自慢の麺がある店舗であればどなたでも参加頂けます。春日井No.1を決める「推し麺
グランプリ」にぜひご参加ください！

ラーメン部門
その他部門（例：やきそば／皿うどん／冷麺／フォー etc.）

うどん／そば／きしめん部門 パスタ部門・ ・ ・



商工会議所情報

新　春　経　済　講　演

ＰＲコーナー利用企業募集
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２月６日（月）　１５：００～１６：３０
ホテルプラザ勝川　２階　さくらの間
 ※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。
※状況によっては、オンラインでの開催に切り替える
　場合があります。
㈱良品計画　代表取締役会長　金井　政明 氏
２００名（先着順、定員になり次第締切）
無料
専用WEBページ（右記QR）より申込
事業推進課

日 　 時
場 　 所

講 　 師
定 　 員
参 加 費
申 込 み
問 合 せ

３か月または６か月
商工会館　１階入口
A４サイズまで
チラシや会社案内など自由に使えます
会員事業所だけの特典です
１種類　３か月１，６５０円
　　　　６か月３，３００円
運営課

設 置 期 間
設 置 場 所
サ イ ズ
メ リ ッ ト
設 置 資 格
料 金

問 合 せ

社会の違和感と戦い続ける企業を目指して
～公益人本主義経営への挑戦と活動～

じんぽん

　チラシ、パンフレット等を設置しPR！多くの方が来場する会議所で自社PRをしませんか？

１２月１日より
PRコーナーを増設しました！

〒486-0857  春日井市浅山町1-3-50
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商工会議所情報

検　定　試　験　情　報

第２２６回珠算能力検定１級合格者

問 合 せ

◆第１６３回簿記検定
試 験 日
場 　 所
受 験 料

申込期間
申込方法

２月２６日（日）
春日井商工会議所
１級：７,８５０円
２級：４,７２０円
３級：２,８５０円
１月１０日～１月２７日まで
インターネットでの申込のみ
窓口申込は行いません

◆第２２７回珠算能力検定
試 験 日
場 　 所
受 験 料

申込期間
申込方法

２月１２日（日）
春日井商工会議所
１級：２,３４０円
２級：１,７３０円
３級：１,５３０円
１２月１９日～１月１１日まで
当所窓口に受験料を添えて
お申込みください

加藤珠算塾
藤原　愛子

波多野珠算塾
堂前　杏華

下原珠算学園
山田　遼

松葉珠算塾
鈴木　晴仁

高蔵寺塾
福田　雄晟

高蔵寺塾
小椋　怜奈

勉速算学会
丸田　妃菜

合格おめでとう
ございます

運営課



「全力紹介」
　１１月９日(水)に、１１月定例会「全力紹介」を開催
しました。
　近年、会員拡大によって多くの新しい会員が青年部
に入会しました。しかし、コロナ禍で会員同士の関わり
が希薄となっており、新入会員と対面する機会を求め
る声が上がっておりました。そのため本定例会では会
員の事業の発展と青年部組織の活性化に繋げるために
は会員同士の団結を図る必要があると考え、「在会員と
新入会員がお互いの存在を認識し交流するきっかけを
作ること」を目的とし開催いたしました。
　事業内容としましては各委員会に配属された新入会
員を、「どうすれば在会員にも知ってもらえるか」の企
画をそれぞれの委員会ごとで考えていただき、定例会
で新入会員１人につき２分間の発表を行っていただき
ました。
　定例会の発表の２分を演出することだけではなく、
発表の２分を作り上げるための過程で、メンバー同士
が考えを語り合うことで、それぞれが関係性を深める
機会となったのではないかと思います。他人を紹介す
るのは“その人”のことをよく知らないと出来ないため、企画をやることで関わるきっかけを作り、ま
た、新入会員は自分のことを深く聞き出そう、知ろうとする先輩会員との信頼関係の構築にもつなが
り今後の委員会活動が行いやすくなったのではないかと思います。
　本定例会を通じて、在会員が新入会員の入会を歓迎し、親睦を深めることで新入会員が自身の配属
委員会を認識し、委員会メンバーと関わりが生まれる良いきっかけづくりとなりました。

12

令和４年度１１月定例会

青年部だ より
「 全 力 挑 戦 」 ～ す べ て は 、 幸 せ に な る 為 に ～

Fearless de 委員会
委員長

山田　貴大
株式会社ジェーパーク
【2019年度入会】

ゴルフ

fearless

趣　味

好きな
言　葉

新入会員募集

春日井商工会議所青年部とは
　私たち青年部は、明日を担う若き企業家集団
です。春日井市内を中心に若手経営者が集まり
定例会や講演会、異業種交流や経営セミナーな
ど、様々な活動を通じて自己研鑽をすることに
より各事業所の活性化・繁栄に活かしています。
　春日井商工会議所青年部への加
入や活動に興味のある方は、事務
局までお問合せください。
春日井商工会議所青年部

入会
資格

❶春日井商工会議所の会員事業所の経営者
　またはその後継者や経営者に準ずる方
❷入会時において満年齢５０歳までの方
❸年会費４０,０００円
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「できたよ！」「もっとやりたい！」

~　　　~

活動報告

今月号の会員は

 

Meet  Manners 後藤　正美さんです

Q1. 最近ハマっている事はありますか？
　   ハンドクリーム。この季節、手放せません。
Q2. １について「よっしゃ！」と思った事はありますか？
　   塗り終わったとき。

１月例会　１月２３日（月）１３：３０～
　　　　　　　起業女子応援プロジェクト準備会
２月例会　２月１５日（水）１４：００～
　　　　　　　さくらライオンズクラブとの合同例会 

今後の行事予定
女性会では、随時会員を募集中です!
入会資格：春日井商工会議所の会員事業所の
　　　　  女性経営者またはこれに準ずる方

私たちは、「起業女子」「経営承継女性」
「経営者を支える女性」を応援します

春日井商工会議所女性会 検 索

活動報告

　１０月１５日、１６日、３年ぶりに春日井ま
つりが開催されました。お天気にも恵まれ、春
日井市役所周辺は大勢の方で賑わいました。
　今年度女性会では、広報委員会が中心とな
り、春日井まつり事業としてコロナ前までの
「お抹茶の提供」から一変し『～親子で作って
楽しむSDGs!!!～』と題し、新たな取り組みに
チャレンジ致しました。
　子どもたちや親子を対象にした、SDGs啓
発のオリジナル缶バッジやチャーム、廃材を
使ったクラフトポット作りのワークショップ
では、思い思いの作品が出来上がりたくさん
の笑顔であふれました。また、会場内にはお子
様向けにSDGs展示ブースを作成。普段何気
なく使い捨てているものが地球環境にどのよ
うな影響を与えてしてしまうのか、自分たち
に何ができるのかを考えていただくきっかけ
作りになりました。
　予想を大幅に上回るお客様に、戸惑う場面
もございましたが、会員一同が一丸となり精
一杯のおもてなしでお出迎えし、ご満足いた
だける二日間になったことと思います。
　ご協力いただきました全ての方に感謝をし、
今回の気づきを活かし、また来年度につなげ
ていきたいと思います。

ステップアップ委員会　後藤　正美
　好きなこと、楽しいことをしている時は、誰もが集
中します。完成して達成感を得て、なおかつ褒められ
たらもっとやりたいという向上心が顔を出します。
　子どもマナー教室を始めて１年半の中で、何度も
そのような場面に遭遇することがありました。マナ
ーをお伝えするときに子どもが楽しんで取り組める
よう工夫をします。そして挨拶でも靴の脱ぎ方でも
お箸の持ち方でも、些細なことでもできたらすぐに
褒めます。すると一気に子どもの目が輝きます。
　１０月１５日と１６日に行われた春日井まつりで
女性会ではSDGs体験学習イベントを開催しました。
私は缶バッジ作り担当で、お子さんたちの缶バッジ
作りのお手伝いをしました。「できたよ！」「もっとや
りたい！」―キラキラした目で缶バッジを手にした
お子さんたちと、仕事で接する子どもたちのお顔が
重なりました。
　このイベントで改めて、子どもたちの「できたよ！」
「もっとやりたい！」をもっと増やしていきたいと切
に思いました。マナー面から子どもたちの健全な成
長のお役に立てるよう懸命に努めて参ります。
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各所情報

問 合 せ 事業所を管轄する労働基準監督署

春日井市が舞台の、映画「フィリピンパブ嬢の社会学」製作中！

（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
TEL ８１－４１４１（春日井商工会議所内）

問 合 せ

原　　作　中島　弘象
　　　　　（中部大学卒。春日井市在住。）
監　　督　白羽　弥仁
主　　演　前田　航基
ヒロイン　一宮　レイゼル

愛知県特定最低賃金（２業種）改定

　特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。愛知県では、１２月１６日
から２業種の特定最低賃金額が改定されました。

（参考：愛知県最低賃金は１０月１日より時間額９８６円です。）

　春日井市在住在勤の中島弘象氏原作。フィリピン人女性と
の実体験を基にしたベストセラー「フィリピンパブ嬢の社会
学」の映画化は、昨年、中部大学、春日井駅周辺、勝川商店街な
どで撮影され、本年秋の一般公開に向けて準備が進められて
います。
　当協会として初めてのフィルムコミッション事業として全
面支援。外国人労働者の働く環境や現状、外国人を含めたすべ
ての人に住みやすい「多文化共生のまちづくり」とともに「春
日井」を世界に向けて発信します。ぜひご期待ください。国際
映画祭出品（予定）。

～令和４年１２月１６日発効～

特 定 最 低 賃 金 名 最低賃金額（１時間）

製 鉄 業 、製 鋼・製 鋼 圧 延 業 、
鋼材製造業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

１，０１８円

９９７円

なかしま こうしょう

しら  は みつひと

いちみや



15

コラム

　来る２月６日新春経済講演会を行います。今回は、講師に株式会社良品計
画 代表取締役会長 金井政明氏をむかえ、「社会の違和感と戦い続ける企業を
目指して～公益人本主義経営への挑戦と活動～」と題してホテルプラザにて
開催いたしますのでぜひ、ご聴講ください。
　聴講申込み等詳しくは、本誌P.１０にてご確認ください。
※『無印良品』でお馴染みの 株式会社良品計画は、イーアス春日井店に国内
　最大クラスの売場面積を誇る店舗を構え、地域とのつながり（連携）も重視
　し新たな価値の共創に取組んでいます。

「地域の活性化に期待高まる宇宙関連ビジネス」

トレンド通信

渡辺 和博／わたなべ・かずひろ

　先日、本州最南端のまち、和歌山県串本町を訪ねてきました。ここには民間
初の宇宙ロケット発射場「スペースポート紀伊」が建設されており、２０２３
年２月に第一号機の打ち上げが予定されています。東と南方向が太平洋に面
してロケットの打ち上げに適した場所であることから数年前にロケットの
発射場建設の話が出て、実現に向けて串本町や和歌山県も周辺環境の整備な
どに協力して完成したものです。計画ではロケットの打ち上げが本格化する
２５年には年間２０機ほどの人工衛星がここから打ち上げられる予定にな
っています。地元では、公式に用意された観覧場所「ロケット見学場」を整備
して観光資源にしたり、ロケット打ち上げや宇宙関連ビジネスに関するグッ
ズをつくったりして、「ロケットの町」として地域を盛り上げようという動き
が起きています。打ち上げ場がつくられた場所は、元をたどれば５０年ほど
前に原子力発電所の建設計画がありました。これについては住民の反対運動
などがあり、計画は中止。長年その場所は活用されない状態でした。
　串本町では、観光資源としてだけでなく、ロケットの組み立て工場や部品
製造の工場などの誘致を含め、雇用や経済面での地域活性化に大きな効果が
あると期待しています。地元の県立串本古座高校では２４年度から普通科内
に「宇宙探求コース」を新設して、宇宙に関心のある若者を全国から集めたいと考えています。
　宇宙関連ビジネスは地方の中小企業には遠い存在かと思っていましたが、そうでもないようです。先
日、取材で訪れた鳥取県では、県内外の宇宙関連の企業や学校・団体などを集めた「とっとり宇宙産業ネ
ットワーク」を立ち上げて、県内の中小企業が宇宙関連ビジネスを手掛けるきっかけづくりを支援して
いました。
　実際に、宇宙関連の製品をつくっている、「ＭＡＳＵＹＡＭＡ－ＭＦＧ」という従業員４人の小さな町
工場を訪ねました。益山明子社長によると、主力の自動車関連事業が伸び悩む中、今後の成長が見込める
宇宙関連分野に手を広げたそうです。新規参入には、今までとは違う新しい技術が求められましたが、補
助金などを使って設備を導入し、注文に応えられるようにしました。宇宙ステーションに搭載される部
品など、高付加価値で少量生産のものは、技術さえあれば、小さな事業者でもチャンスがあります。
　もともと鳥取県は人口が少ない過疎の地域を観光で売り込むために、星空（宇宙）に目を付けました。
田舎を売りにした観光面から始めてその後、宇宙に関連する事業をつくるという方向に力を入れるよう
になりました。宇宙関連産業は今後の成長が期待され、自動車産業のように、材料、加工、設計、組み立て、
検査、ＩＴなど幅広い分野の事業者が集まる裾野の広い分野だからです。
　すぐに宇宙ステーションに製品が搭載されるようなものづくりとまではいかなくても、地方の小規模
事業者にとってもチャンスが生まれる分野だと考えられるでしょう。

日経ＢＰ総合研究所 上席研究員
渡辺　和博

　日経ＢＰ総合研究所 上席研
究員。１９８６年筑波大学大学
院理工学研究科修士課程修了。
同年日本経済新聞社入社。ＩＴ
分野、経営分野、コンシューマ分
野の専門誌編集部を経て現職。
全国の自治体・商工会議所など
で地域活性化や名産品開発のコ
ンサルティング、講演を実施。消
費者起点をテーマにヒット商品
育成を支援している。著書に『地
方発ヒットを生む　逆算発想の
ものづくり』（日経ＢＰ社）。

かな

じんぽん

まさあきい

今月の
事業推進課



定価　一部110円（税込）
（会員は会費に含まれます）

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）

補助金活用（中小企業診断士）
（要予約）
毎週金曜日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

１月 13：30～16：00
２月 9：30～12：00・13：30～16：00

13：00～16：00

時 間相談（相談員）

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。
その他相談（労務・事業承継・特許・登記・法律・海外販路開拓（オンライン）等）もお問合せください。（随時要予約）

１月行事予定表

問 合 せ　経営支援課

16日

９日

２月

６・14・24日

19日

12日

１月

10・26日

事業系古紙無料で回収します！
１月１３日(金)・２７日(金)
午前中に回収拠点にお持ちください

春日井そだち（古紙回収）

金利 (１.１３%・１２/１時点)
上限 ２,０００万円
ぜひご利用ください

一切不要保証人 担保 保証料

マル経融資制度

事  業  承  継
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？
ご相談はお早めに ！

日 曜日 内　　容

4

6

12

14

15

17

19

20

22

25

27

水

金

木

土

日

火

木

金

日

水

金

仕事始め式

年末調整個別相談会

正副会頭会議

創業支援セミナー

外国人労働者向け日本語教室

まちゼミアフターミーティング

企業展示会 in 名古屋商工会議所

SNS定期個別相談会

所得税確定申告セミナー（実践編）

外国人労働者向け日本語教室

労務対策セミナー

CO2・エネルギーコスト削減セミナー

Facebook

春日井商工会議所入会のご案内
～あなたの「やりたい！」「知りたい！」にお応えします～
□ 資金繰りなど経営について気軽に相談したい
□ 社員のスキルアップのための研修をうけたい
□ 新たに取引できる会社を見つけたい
□ 同じ悩みを持つ経営者、異業種の経営者と
交流したい等、お気軽にご相談ください！

問合せ　運営課

公式SNS登録キャンペーン中！
今なら友達追加・フォローでノベルティプレゼント！

はじめました


