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1

いつも当冊子を愛読いただきまして誠にありがとうございます。

この度、四半期毎に発行している当レポートは、掲載内容等を大幅

に変更のうえリニューアルさせていただきます。

今後は、より地域に密着した情報を多く掲載し、皆様のお役に立て

る冊子に生まれ変わる予定です。

ついては、長らく皆様にご協力していただいておりました「がましん

景気動向調査」については廃止をさせていただきます。以降は、信

金中央金庫が実施する「全国中小企業景気動向調査」の結果を用

いて景気状況について掲載して参ります。

次号の発行については、９月頃を予定とさせていただきますので、

引き続き宜しくお願い申し上げます。



小坂井支店お取引先山本製作所　有限会社　

電力部品建築部品

事業内容についてお聞かせください

　当社は、昭和 50年 5月に設立し、主に真鍮

材、真鍮ダイカストを使用しての電気部品の加

工を中心に、自動車・半導体・設備治具などの

精密部品の単品から量産対応と、幅広い分野に

対応した部品の製造加工を、「時が流れても変

わらない人の温もりを感じる『モノづくり』」と

いう経営理念を掲げながら行っています。

　当社は小さな町工場ではありますが、それを

活かした小回りの利く対応が強みであり、焼き

入れ表面処理を含めた材料から完成までを一貫

して引き受け、小ロット及び超短納期にも対応

しております。

　当社がもっとも大事にしていることが2つあ

り、それは「納期厳守」と「徹底した品質管理」

です。

　1つ目の、「納期厳守」については多くの製

造事業者様が掲げていることかもしれません

が、これを守らなければ取引先からの信頼も得

られないばかりでなく、取引自体を失ってしま

うリスクもあります。加えて、当社は超短納期

でスポット的な受注対応もしていることから、

社内の従業員同士の連携をしっかりと図り、段

取りを組み・供給していくことで少人数ではあ

りますが、これに応えております。

　今回の取材先である山本製作所有限会社様は、現代表の祖父でもある初代が昭和50年に豊川市宿町

を拠点に設立した歴史ある町工場です。主に、真鍮材や真鍮ダイカストを使用した電気部品の加工を

中心に、自動車・半導体・設備治具などの精密部品の単品生産から量産対応まで、幅広い分野に対応

した製造加工をされています。製品の納品においては、『納期厳守・徹底した品質管理』をモットー

に、町工場では珍しい社内での一貫検査体制を徹底されています。また、『時が流れても変わらない

人の温もりを感じる“モノづくり”』という経営理念を新たに掲げ、ただ『モノ』を作るだけの

“製造業”ではなく、“創造業”として業界の常識にとらわれない新たな価値の創造に挑戦されていま

す。3代目となる田中社長様は、就任前に看護師であった経験を活かし、フリーランス看護師として

地域貢献を目的にコミュニティナースとしても活動されています。そんな二足のわらじで活躍する

田中社長様より、モノづくりに対する情熱とコミュニティナースの将来像についてお伺いしました。

代表取締役社長　田中　倫子
本　社：愛知県豊川市宿町野川25
T E L：０５３３-７２-２４２０
F A X：０５３３-７８-３９８０
H 　 P：http://yamamoto. suuhun. com

創　　業：戦後　詳細不明
設　　立：昭和50年 5月
事業内容：真鍮材、真鍮ダイカストを利用した電気部

品の加工、その他精密部品、試作品製造
設　　備：マシニング３台、自動旋盤５台

ＦＲＰ特殊専用機６台　他
経営理念：「時が流れても変わらない人の

温もりを感じる『モノづくり』」
地域貢献活動：「コミュニティナース」
自社商品ブランド：『yss　brand』

＊ネットショップアプリ「BASE」にて販売中

事 業 概 要
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　2つ目の「徹底した品質管理」については、

不良品を社内で確実に止めるようにしており、

絶対に社外に出ることが無いように気を付けて

います。仮に不良品が発生してしまっても、社

内で修正・作り直し・試行錯誤などをすれば解

決できますが、これが一旦取引先に納品されて

しまっては一大事です。解決に膨大な時間を要

するだけでなく、何より取引先に迷惑を掛けて

しまい、これまで築いてきた信用・信頼を失っ

てしまいます。取引先からの『信用・信頼』が

会社経営をしていく中で最も大事なものであ

り、守ると同時に厚くしていかなければならな

いと思っています。

社内体制に特徴があるそうですね

　当社は、製造業では珍しいかもしれません

が、社長及び社員の半分以上が女性です。恐ら

く女性と聞いて検査・製造補助・事務仕事など

を主に行っていると想像する方が多いと思いま

すが、当社の女性社員は現場におけるオペレー

タ業務や、機械装置の段取りなど実際に『モ

ノ』を製造しており、皆様がイメージする製造

現場で働く男性社員と何ら変わりがありませ

ん。加えて、女性ならではの気配りや、丁寧な

作業、そして柔軟

な発想が当社の生

産性を向上させて

いるとも言えま

す。勿論、男性社

員もそれに負けな

いように頑張って

くれています。

　

　そんな当社では、多くの企業様が、パートや

外国人労働者を雇い検査部門を任せている中、

必ず正社員に検収を担当させています。これ

は、先に述べた『徹底した品質管理』にあたり

最も大事な部門だからこそ、正社員に責任を

持って取り組んでもらうのと同時に、機械のオ

ペレータ等だけでなく様々な仕事を責任もって

担当してもらっています。そこでスキルアッ

プ、仕事現場のことをより理解することで、

様々なことに対応することが可能になると思う

からです。

月１回の 「コーヒー会」 と

週１回の 「カンファレンス」 があるそうですね

　当社の社内会議は、他の会社と違って少し変

わっているかもしれません。以前は、一般的な

月の目標や課題発表などをする会議を月1回程

行っていました。しかし、『会議』と名前が付く

だけで堅苦しくなってしまい、社長である私が

一方的に話すことで『説教』のような感じになっ

てしまい、これでは従業員のモチベーションも

上がらず、いいアイデアも生まれませんでした。

　そこで、『会議』と

いう名前を止めて、

コーヒーを飲みなが

ら話をする『コー

ヒー会』に改めたと

ころ、話し合いの雰囲

気がとても変わりまし

た。コーヒーを飲みな

がらリラックスして話

をすることで、誰もが発言しやすい雰囲気とな

り、課題の共有と解決に向けた話し合い、時に

は新たなアイデアの誕生など、従業員が楽しそ

うに仕事の話をするようになりました。元 、々お

話好きな女性社員が多いこともあり、コミュニ

ケーションが取り易くなったのだと思います。

　これをきっかけに、週1回は私からの指示が

無くても自然と皆で情報共有の為に集まり出

し、それが本格化して生まれたのが「カンファ

レンス」です。従業員達は、日々“お困り事相

談所”として顧客の様々なニーズに対応すべく

奮闘しています。　　

　

　そうして様々な

課題をクリアする

ことが技術力と自

信につながり、よ

り顧客のニーズに

も応えられるよう

になりました。働くことが楽しいと言ってくれ

る従業員もおり、モチベーション向上につな

がっているようです。

　私は、「コーヒー会」や「カンファレンス」に

毎回参加することはできませんが、テレビ電話

などを利用しながらなるべく参加を心掛け、常

に業務の情報共有をするようにしております。

こうした風通しの良い職場が当社の強みでもあ

るので、これからも続けていきたいと思ってお

ります。

当社の歴史と３代目として

事業承継をされたことについて教えてください

　当社の創業の歴史は、私の祖父が戦後に配電

器具会社の技術開発社員として培った製造・加

工の技術を地元の発展の為に広めたいとの想い

で始めたことが出発点です。聞いた話になりま

すが、実家の倉庫に機械を１台導入して電気部

品の加工を行ったことがその始まりでした。そ

の後、仕事量も増えたことで、当初の想いの通

り地元への雇用創出に繋がりました。祖父は、

電気部品だけでなく自動車部品、水道部品など

を手掛けるようになった矢先に急死してしまい

ました。　

 その後、2代目として私の父親が事業を継承す

るも、祖父から技術継承が成されていなかった

ことから、新たにNC旋盤加工の使用に転換し、

活躍する女性従業員

「コーヒー会」 の様子

時には遊び心も大事にしてます
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電力部品の下請け

加工をする改装電

力部品加工会社と

して事業を継続し

ました。ここで

も、加工業務の完

全自動化に向けて

これからという時

に父親も祖父と同

じ心筋梗塞で急死してしまいました。

　その後は、母が引き継いだのですが、長年勤

めていた従業員の定年退職が間近にあり、事業

継続が困難と判断したことから廃業を決意して

いました。私は、母が廃業を決めた当時、既に

実家を離れて自分の家庭を持ち、看護師として

医療関係の仕事に就いていました。実家に対す

る口出しなどを控えていたこともあり、工場を

見に行くことも殆どありませんでした。母から

その話を聞いた時はとても驚いたのと同時に、

『会社』という当たり前にあると思っていたも

のでも、無くなるものなのだと初めて自覚しま

した。そして、祖父から始まり、引き継がれて

きた家業が無くなってしまってもいいものかと

考えるようになりました。

　今更ながら自分を育ててくれた両親がどんな

仕事をしていたのかもよく知りませんでした

し、廃業してしまうのであればいっそのこと私

の手でこの会社を終わりにすることも親孝行に

なるのではないかとの想いが強くなりました。

看護師は今じゃなくてもこの先復帰の機会はあ

るということも背中を押したことから、看護師

を辞めて家業を継ぐことを決意しました。

事業承継後に苦労したことなどが

あれば教えてください

　私が社長に就任

してまず着手した

ことは現在も続け

ている『 5 Sの徹

底』でした。当時

の工場内はびっく

りする程足の踏み

場がない状況。通

路は部品置き場に使用されていた為、工場内の

安全性にも問題があり、場合によっては機械の

上を歩かざるを得ないこともありました。当時

はそれが当たり前であったことから、異なる異

業種の目線で見ることによって改善を始めまし

た。それが、自分達の当たり前が“当たり前で

ない”という新たな発見につながり、そこから

従業員の意識改革が生まれました。

　こうした改革は、長く務めている従業員から

の抵抗があったりもしますが、当時は定年を迎

える従業員による入れ替えのタイミングであっ

たこともあり、スムーズに定着することができ

ました。これにより工場内の整理・整頓を始め

とした決まり事をしっかり守ることが習慣化さ

れ、徐々に現場改善が図られて会社組織らしく

なったのではないかと思います。

　こうした改善を進めていく中で、これまで無

かった「経営理念」を初めて掲げました。父親

のように背中で語れるような技術者でない私が

どうやって皆を導いていくのか、向かうべき方

向性が決まらなければ従業員も迷子になってし

まいますし、誤った方向に進んだとしても何処

に戻ればいいのか分かりません。そうならない

為にも、「時が流れても変わらない人の温もり

を感じる『モノづくり』」という理念を掲げる

ことで、先代より受け継いだ『人を思いやる

心』を大事にし、社員及び地域の一人一人の気

持ちに寄り添いながら温もりを感じる製品生産

を続けることを表明し、その目標に向かって全

員で走り出すこととなりました。

　こうして社内改革に着手していきましたが、

当時私が社長として就任した際の取引先の反応

が決して良いとは言えませんでした。取引先か

らすれば、納期遅延や不良品の納入により、自

社の事業継続に支障が出ては困る、場合によっ

ては共倒れの心配もあったからこそ仕方が無

かったのでしょう。

　また、当時の製造業＝男性のイメージが強

く、製造業での業務経験が全く無い20代の女性

がいきなり社長に就任したことに対して、「ど

うせ直ぐに社長を辞めるだろうから時間の無駄

だ」といった冷たい見方をされていたことは感

じていました。その悔しさをバネにして、実際

に一から現場での経験を積み重ね、祖父の代か

らお付き合いのある取引先の社長様からの助言

を受けながら、事業経営に必要な勉強会には全

て参加し、知識の習得と多くの人脈作りに励み

ました。

　

　就任してからの

4年間は工場内で

の機械装置の段取

りから加工まで行

ない、油まみれに

なりながら奮闘し

たものです。その結果、受注先との会話でも困

らなくなり、取引先の社長様にも徐々に認めて

もらえるようになりました。そして、社長とし

て経営に注力することができるようになりまし

た。苦労も沢山ありましたが、その時期を乗り

越えたからこそ今があるので、今となっては良

い思い出です。そして、当時助けてくれた方々

には感謝してもしきれません。

地域貢献活動として注力されている

「コミュニティナース」について教えてください

　あまり「コミュニティナース」という言葉は馴

先代より活躍する設備
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商品
「しっぽ貸し手」

染みが無いかもしれませんが、一言でいえば

『街を元気にする活動』です。この活動の出発

点としては、看護師は病院で患者を待つのでは

なく、自ら街に出向き相手を想いやった『お

せっかい』（食事会などの催し、健康面でのアド

バイス）を通じて高齢者を含めた地域の人々と

共に、『毎日の“嬉しい”や“楽しい”』を一緒

につくりながら『心と身体の健康と安全』の実

現を目指すものであり、フリーランスの看護師

が中心となって活動しています。今では、看護

師資格などの有無に関わらず誰でも参加できる

ものであり、活動は全国に広がりつつあります。

　私はこの活動に対して自分の看護師としての

スキルが活かせることもそうですが、地域の課

題解決に貢献することは『企業使命』であると

感じています。私達が拠点を置き、こうして活

動をできているのは、地域があるからこそであ

り、その地域に対して貢献し必要とされる企業

になることは、社員にとってのやりがいにも繋

がっていきます。人との繋がりを生み出すこと

ができる大切な活動であり、時にはそうした地

域貢献により浮き彫りとなった課題こそが新た

な需要であり、ビジネスチャンスになることも

あります。

　

　具体的には、地域イ

ベントや祭りへの積極

的参加に努めていま

す。そうした活動に参

加することで感謝の言

葉などを掛けてもらえ

ることはとても嬉し

く、励みになります。

　当たり前ですが、企

業で働いている従業員

の多くは地域住民であり、行政と地域住民と企

業がそれぞれ連携し手を取り合える機会を創出

することが地域活性化になると思います。も

し、こうした地域を元気にする活動にご賛同い

ただける企業様がいらっしゃいましたら、是非

お気軽にご連絡ください。

今後の事業展開について教えてください

　当社は、ただ『モノ』を作る“製造業”から

「時が流れても変わらない人の温もりを感じる

『モノづくり』」とする“創造業”を目指してい

ます。これには、“製造業”という枠にはまっ

たままでは実現できないものであり、常に異業

種との横のつながりを大切にしています。

　また、良いことは皆で共有し、より良いものを

生み出す、または助け合っていくことが大切で

あると考えていますので、技術開示に対しての

抵抗は殆どありません。その為、工場内は常に色

んな人の出入りもあり、そうした人達との交流

が新たな風を社内に循環させてくれています。

　将来的には一下

請け事業者ではな

く、自社商品を持

つメーカーになる

ことを目指してき

ましたが、最近

ネット販売を開始

した初の自社ブラ

ンドである『yss
brand』から発売

した「しっぽ貸し手」

という名前のマスク掛けにより、ようやく実現

することができました。有難いことに多くの方

から反響があり、ネットニュースやテレビと

いったメディアにまで取り上げていただけたこ

とはとても嬉しく思っています。

　この商品は、経済に多くの影響を及ぼしてい

る「新型コロナウイルス感染症」に対して、皆

が今困っていることは何だろうと考えた結果生

まれた商品です。製造業と医療、恐らく交わる

ことの無い異業種の経験と知識が交わってでき

た当社ならではのオリジナル商品となりまし

た。

　他にも、武蔵精密工業株式会社様が運営する

「MUSASHI Innovation Lab CLUE（クルー）」

と連携した「小学校生徒無償預かり」や、西三

河のアンジョウハーツプロジェクトと連携して

自治体へフェイスガードの寄付など微力ながら

支援活動に携わらせていただきました。まだま

だ、先が見えない状況が続いていますが、私達

で役に立てることが無いか引き続き模索してい

きたいと思っております。

　これからも先代より受け継いだ『温もりある

モノづくり』を大切にしながら、「コミュニティ

ナース」の活動にも積極的に取り組み、人々の

想いを形にしていく“創造業”とする新たな製

造業の在り方を示

していきたいと思

います。そして、

地域にとって必要

とされる企業とな

れるよう従業員一

同日々精進して参

ります。

　目標とされていた自社ブランド商品の販売を
実現させ、更なる「自社の成長」と「地域貢献」を
目指す田中社長様の姿はとても素敵なものでした。
　この度は、貴重なお話を聞かせていただいた田
中社長様に、心よりお礼申し上げます。貴社の
益々のご発展を祈念いたします。

令和２年６月記　地域振興部　山田　未沙

取材を終えて
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　新型コロナウイルス感染症による社会経済に与える影響が大きくなっております。感染症及び蔓延防
止のための措置による影響により、厳しい経済状況となっている現状を鑑み、税制面においても必要な
措置を講ずる必要があります。今回は新型コロナウイルス感染症により、緊急に必要な措置として講じ
られている制度を紹介いたします。なお、本稿は2020年 4月27日時点の情報を記載しております。今後
の経過により変更となる可能性がございますのでご注意ください。また、税制面の優遇以外にも各種補
助金、助成金等の拡充も行われており、それらの制度の対象となる可能性もございますので、各種専門
家、対象関係機関にご相談ください。
　
１．納税を猶予する特例制度
　新型コロナウイルスによる緊急事態宣言により、営業自粛等の対策を行い収入が急減している事業者
が多く発生しているという状況を踏まえ、令和 2年 2月 1日から令和 3年 1月31日までに納期限が到来
する所得税、法人税等の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する特例が設けられ
ます。本制度は、令和 2年 2月以後における一定期間の収入が前年同期比で概ね20%以上減少している
事業者で一時の納税が困難と認められる場合に適用となります。なお、地方税及び社会保険料について
も同様の措置が設けられます。

２．欠損金の繰戻しによる還付の特例
　青色欠損金の繰戻しによる還付については、現在、資本金 1億円以下の中小企業にのみ認められてお
りますが、資本金 1億円超10億円以下の中堅法人についても、令和 2年 2月 1日から令和 4年 1月31日
までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について繰戻し還付を適用できることになります。

３．中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄付金控除
　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベント
を中止等した結果、主催者に大きな損失が生じている状況を踏まえ、一定のイベントの入場料等につい
て、観客等が払戻請求権を放棄した場合には、放棄した金額について寄付金控除（所得控除又は税額控
除）の対象となります。

４．申告期限の個別延長について
　個人の申告所得税等の申告・納付については、4月17日以降であっても柔軟に確定申告を受け付ける
こととなりましたが、法人の申告・納付についても感染の拡大状況を踏まえ柔軟に受け付けることと
なっております。
　法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、下記のような
方々がいることにより、通常の業務体制が維持できない状況等となり決算作業が間に合わず、期限まで
に申告が困難なケースなども考えられます。
　①　体調不良により外出を控えている方がいること
　②　平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
　③　感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
　④　感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
　申告期限の延長に関する個別の申請は、申請書等を別途作成して提出する必要はなく、申告書の提出
の際に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を申告書の余白に付記する等の
簡易な手続で申請を行うことができます。なお、この場合の申告期限及び納付期限は原則として申告書
の提出日となります。

５．新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い
①　生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い
　社会福祉施設、フードバンク活動を行う団体等不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊
急かつ感染症の流行が収束するまでの間に限って行われるものについては、その提供に要する費用の
額は提供時の損金の額に算入して差し支えありません。
②　マスク等を取引先等に無償提供した場合の取扱い
　取引先等にマスク等を無償提供した場合については、提供した取引先等においてマスクの不足によ
り業務の遂行に支障が生じる場合で、それにより提供した企業の業務に直接又は間接的な影響が生じ
る場合は、寄付金には該当せず、寄付金以外の費用として処理して差し支えありません。
③　賃貸物件の賃料を減額した場合の取扱い
　賃料の減額が、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し事業継続が困難となる場合で、
復旧支援を目的としたものであり、その旨が書面などで確認でき、相当の期間内に行われるものであ
る場合には、寄付金として取扱われることはありません。

税理士法人しんぎ



外国人雇用に関する実態
株式会社エフアンドエム　中小企業総合研究所

　中小企業総合研究所では、実際の企業運営に役立てていただくべく、幅広い情報をレポート形式

でご案内しています。

　さて、第13回は「外国人雇用に関する実態」についてです。

　株式会社エフアンドエムでは、エフアンドエムクラブ会員企業に対し、外国人雇用に関する実態

調査を行いました。

　１. 調査背景

　企業における人材確保の手段として、外国人材の雇用に注目が高まっています。また今後

も、人材確保に課題のある中小企業では、外国人の雇用が増加すると言われています。そこに

はどのようなメリットや課題があるのでしょうか。中小企業の外国人労働者の雇用実態を知る

ため、本調査を行いました。

　２. 調査概要

　調査期間：2019年11月22日～12月18日

　調査対象：エフアンドエムクラブ会員企業

※エフアンドエムクラブ会員企業とは、エフアンドエムから中小企業向け管理部

門支援サービスの提供を受けている企業

　有効回答数：344社

　調査エリア：全国

　３. 調査結果

　調査の結果、表１のように、約半数の企業で外国人労働者の雇用をしていることがわかり

ました。業種別での外国人雇用については、回答が多かった製造業で69.0％、建設業では

42.3％の企業で実績がありました。回答数は多くありませんが、飲食業や宿泊業での雇用も進

んでいることがうかがえます。
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　企業規模別の外国人労働者の雇用状況については、規模が大きい企業の雇用実績が高い傾向

にあります。しかし、企業数としては全国の84.9％（304.8万事業者　中小企業庁2018年公

表　2016年時点）を占める小規模企業数に比例し、小規模企業でも外国人雇用が進んでいるこ

とがわかります。

　

　また、多くの企業で外国人技能実習制度を利用して外国人を雇用していることがわかりまし

た。外国人技能実習制度は「日本で培われた技能、技術又は知識の発展途上地域等への移転を

図り、開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的として創設された制

度」です。1993年に制度化され、幾度となく制度の改正があり現在に至っています。

　現在、81職種・145作業（建設関係や食品製造関係など）で技能実習生としてベトナムやカ

ンボジア、フィリピン等の人材を 3 年や 5 年の在留資格で雇用することが認められており、

2017年末の時点では全国で274,233人が日本で実習を受けています。

　以前は中国からの実習生が多く、実習生（前制度では外国人

研修生）というと中国というようなイメージが強かったです

が、現在ではベトナムやフィリピン、インドネシア等の東南ア

ジア諸国からの受け入れが多くなっている状況がうかがえます。

　表 5 は、「引き続き外国人を雇用したいか」の回答結果です。雇用している企業の81.1％

が、「今後も雇用したい」と回答しました。雇用している、過去に雇用したことがある企業で

「雇用したくない」と回答した企業は10社のみで、大多数の企業が肯定的にとらえていること

がわかります。

　また、雇用したことがない企業でも「雇用したい」が22.4％と約4社に1社が雇用を検討して

おり、また「どちらともいえない」との回答が56.9％を占め、今後も外国人雇用が広がること

が見込まれます。

　雇用した経験がある企業がこれほど今後も「雇用したい」と考える理由は何なのでしょう

か。アンケート結果では多くの企業で「日本での人材の確保が難しくなっているから」との回

答がありました。技能実習の基本理念である「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として

行われてはならない」を理解して制度を利用する必要がありますが、技能や日本語を学んでも

らいながら、 3年ないし 5年にわたって雇用を確保できることは中小企業にとって魅力的であ

ることがわかります。

　また、今後も雇用したい理由として多くの企業が「外国人の優秀さ」もあげています。表 6

は、雇用した経験のある企業の「雇用して良かった点」を分類・集計したものです。良かった

と回答した企業143社のうち77社（54％）が「まじめ・勤勉」という回答でした。具体的に

は、「ベトナム人を18年雇用しています。明るい性格で仕事ぶりはまじめで、手を抜きませ

ん」「モチベーションが高く、仕事の覚えもいい」「勤務態度が真面目であり、日本人が見習う

べき点が多い」など非常に評価の高い回答がいくつも見受けられました。

　一方、表 7 は「苦労した点」の集計結果です。「言葉・コミュニケーション」が62.4％（82

社）と高い割合となりました。「細かいニュアンスが通じない」「言ったことが正確に伝わらな

いことがあった」等の回答が多くみられましたが、「初めの半年くらいは多少会話に不自由し

た」「外国人でもできる体制が整った」「先輩の外国人が指導者になってくれた」等、時間はか

かるが理解してもらえたり体制が整ったりしたことで、良いコミュニケーションがとれるよう

になるといった声もありました。

表１　外国人労働者の雇用状況（業種別）

　表 8、表 9は雇用したことがない企業の不安と、雇用したことがある企業の不安をそれぞれ

まとめたものです。雇用したことがない企業では「言葉やコミュニケーション」「文化・居

住・生活面」に不安を抱えていることがうかがえます。雇用したことがある企業では「トラブ

ル・事件・事故・失踪」が多く、「コミュニケーション・言葉」「文化・居住・生活面」に関し

ての不安は雇用したことがない企業と比べてかなり少ないことがわかりました。

　４. 総評

　日本の人口構成からみると、今後「労働力人口」が減少し続けるのは明らかです。30年後に

は現在の約2/3にまで減少するとの予測も出ています。物価や賃金上昇を考慮しなくとも、2/3

の従業員数で今の売上や利益の確保が必要になるということです。AIやロボットの発達により

ある程度の代替は可能になったとしても、人材不足の企業は必ず出てくると考えられます。特

に資金力や魅力に劣る中小企業では人材が不足するのは確実でしょう。ましてや優秀な人材で

あればなおさらだといえます。

　今回の調査では外国人労働者の真面目さ、勤勉さ、モチベーションの高さ、労働に対しての

意欲など日本人より優秀だという企業の声が多くありました。そのような外国人労働者の日本

人労働者へ与える好影響が、日本人従業員を高めモチベーション向上を促すことができれば、

その効果は 1名の雇用以上のものとなるでしょう。

　実際に筆者もベトナムの実習生送り出し機関や特定技能人材紹介会社の視察を通じ、モチ

ベーションの高さを肌で感じて身が引き締まる思いを経験した一人です。まずは一歩踏み出す

ことをお勧めします。（了）

雇用している

 サービス業 7 4 33 44 25.0％

 飲食業 2 1 0 3 100.0％

 運輸業 4 3 10 17 41.2％

 卸売業 7 1 15 23 34.8％

 介護業 2 0 6 8 25.0％

 建設業 26 4 41 71 42.3％

 宿泊業 2 0 0 2 100.0％

 小売業 6 3 11 20 45.0％

 製造業 66 12 35 113 69.0％

 通信・IT業 4 7 5 16 68.8％

 不動産 0 0 2 2 0.0％

 その他 6 3 16 25 36.0％

 総　計 132 38 174 344 49.4％

雇用したことがある 雇用したことがない 回答企業数 雇用の有の割合
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と回答した企業143社のうち77社（54％）が「まじめ・勤勉」という回答でした。具体的に

は、「ベトナム人を18年雇用しています。明るい性格で仕事ぶりはまじめで、手を抜きませ

ん」「モチベーションが高く、仕事の覚えもいい」「勤務態度が真面目であり、日本人が見習う

べき点が多い」など非常に評価の高い回答がいくつも見受けられました。

　一方、表 7 は「苦労した点」の集計結果です。「言葉・コミュニケーション」が62.4％（82

社）と高い割合となりました。「細かいニュアンスが通じない」「言ったことが正確に伝わらな

いことがあった」等の回答が多くみられましたが、「初めの半年くらいは多少会話に不自由し

た」「外国人でもできる体制が整った」「先輩の外国人が指導者になってくれた」等、時間はか

かるが理解してもらえたり体制が整ったりしたことで、良いコミュニケーションがとれるよう

になるといった声もありました。

　表 8、表 9は雇用したことがない企業の不安と、雇用したことがある企業の不安をそれぞれ

まとめたものです。雇用したことがない企業では「言葉やコミュニケーション」「文化・居

住・生活面」に不安を抱えていることがうかがえます。雇用したことがある企業では「トラブ

ル・事件・事故・失踪」が多く、「コミュニケーション・言葉」「文化・居住・生活面」に関し

ての不安は雇用したことがない企業と比べてかなり少ないことがわかりました。

　４. 総評

　日本の人口構成からみると、今後「労働力人口」が減少し続けるのは明らかです。30年後に

は現在の約2/3にまで減少するとの予測も出ています。物価や賃金上昇を考慮しなくとも、2/3

の従業員数で今の売上や利益の確保が必要になるということです。AIやロボットの発達により

ある程度の代替は可能になったとしても、人材不足の企業は必ず出てくると考えられます。特

に資金力や魅力に劣る中小企業では人材が不足するのは確実でしょう。ましてや優秀な人材で

あればなおさらだといえます。

　今回の調査では外国人労働者の真面目さ、勤勉さ、モチベーションの高さ、労働に対しての

意欲など日本人より優秀だという企業の声が多くありました。そのような外国人労働者の日本

人労働者へ与える好影響が、日本人従業員を高めモチベーション向上を促すことができれば、

その効果は 1名の雇用以上のものとなるでしょう。

　実際に筆者もベトナムの実習生送り出し機関や特定技能人材紹介会社の視察を通じ、モチ

ベーションの高さを肌で感じて身が引き締まる思いを経験した一人です。まずは一歩踏み出す

ことをお勧めします。（了）

表２　外国人労働者の雇用状況（企業規模別）

雇用している

 0～10名 10 7 37 54 31.5％

 11～20名 22 8 42 72 41.7％

 21～30名 22 3 31 56 44.6％

 31～40名 12 7 14 33 57.6％

 41～50名 15 6 19 40 52.5％

 51～60名 8 0 5 13 61.5％

 61～70名 4 1 6 11 45.5％

 71～80名 8 1 5 14 64.3％

 81～90名 5 0 6 11 45.5％

 91～100名 4 0 0 4 100.0％

 100名以上 22 5 9 36 75.0％

 総　計 132 38 174 344 49.4％

過去に雇用した

ことがある

雇用したことが

ない
回答企業数 雇用の有の割合

表３　雇用した外国人労働者の種別（複数回答）

表４　外国人労働者の出身国（複数回答）

技能実習

 93 60 52 18 12

永住者 就労ビザ 留学生アルバイト その他

国

 ベトナム 77

 中国 56

 フィリピン 32

 インドネシア 18

 タイ 11

 韓国 11

 ミャンマー 9

 ブラジル 7

 ネパール 6

 台湾 5

 カンボジア 4

 スリランカ 4

 ペルー 4

 アメリカ 3

 その他 14

企業数
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　中小企業総合研究所では、実際の企業運営に役立てていただくべく、幅広い情報をレポート形式

でご案内しています。

　さて、第13回は「外国人雇用に関する実態」についてです。

　株式会社エフアンドエムでは、エフアンドエムクラブ会員企業に対し、外国人雇用に関する実態

調査を行いました。

　１. 調査背景

　企業における人材確保の手段として、外国人材の雇用に注目が高まっています。また今後

も、人材確保に課題のある中小企業では、外国人の雇用が増加すると言われています。そこに

はどのようなメリットや課題があるのでしょうか。中小企業の外国人労働者の雇用実態を知る

ため、本調査を行いました。

　２. 調査概要

　調査期間：2019年11月22日～12月18日

　調査対象：エフアンドエムクラブ会員企業

※エフアンドエムクラブ会員企業とは、エフアンドエムから中小企業向け管理部

門支援サービスの提供を受けている企業

　有効回答数：344社

　調査エリア：全国

　３. 調査結果

　調査の結果、表１のように、約半数の企業で外国人労働者の雇用をしていることがわかり

ました。業種別での外国人雇用については、回答が多かった製造業で69.0％、建設業では

42.3％の企業で実績がありました。回答数は多くありませんが、飲食業や宿泊業での雇用も進

んでいることがうかがえます。
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　企業規模別の外国人労働者の雇用状況については、規模が大きい企業の雇用実績が高い傾向

にあります。しかし、企業数としては全国の84.9％（304.8万事業者　中小企業庁2018年公

表　2016年時点）を占める小規模企業数に比例し、小規模企業でも外国人雇用が進んでいるこ

とがわかります。

　

　また、多くの企業で外国人技能実習制度を利用して外国人を雇用していることがわかりまし

た。外国人技能実習制度は「日本で培われた技能、技術又は知識の発展途上地域等への移転を

図り、開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的として創設された制

度」です。1993年に制度化され、幾度となく制度の改正があり現在に至っています。

　現在、81職種・145作業（建設関係や食品製造関係など）で技能実習生としてベトナムやカ

ンボジア、フィリピン等の人材を 3 年や 5 年の在留資格で雇用することが認められており、

2017年末の時点では全国で274,233人が日本で実習を受けています。

　以前は中国からの実習生が多く、実習生（前制度では外国人

研修生）というと中国というようなイメージが強かったです

が、現在ではベトナムやフィリピン、インドネシア等の東南ア

ジア諸国からの受け入れが多くなっている状況がうかがえます。

　表 5 は、「引き続き外国人を雇用したいか」の回答結果です。雇用している企業の81.1％

が、「今後も雇用したい」と回答しました。雇用している、過去に雇用したことがある企業で

「雇用したくない」と回答した企業は10社のみで、大多数の企業が肯定的にとらえていること

がわかります。

　また、雇用したことがない企業でも「雇用したい」が22.4％と約4社に1社が雇用を検討して

おり、また「どちらともいえない」との回答が56.9％を占め、今後も外国人雇用が広がること

が見込まれます。

　雇用した経験がある企業がこれほど今後も「雇用したい」と考える理由は何なのでしょう

か。アンケート結果では多くの企業で「日本での人材の確保が難しくなっているから」との回

答がありました。技能実習の基本理念である「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として

行われてはならない」を理解して制度を利用する必要がありますが、技能や日本語を学んでも

らいながら、 3年ないし 5年にわたって雇用を確保できることは中小企業にとって魅力的であ

ることがわかります。

　また、今後も雇用したい理由として多くの企業が「外国人の優秀さ」もあげています。表 6

は、雇用した経験のある企業の「雇用して良かった点」を分類・集計したものです。良かった

と回答した企業143社のうち77社（54％）が「まじめ・勤勉」という回答でした。具体的に

は、「ベトナム人を18年雇用しています。明るい性格で仕事ぶりはまじめで、手を抜きませ

ん」「モチベーションが高く、仕事の覚えもいい」「勤務態度が真面目であり、日本人が見習う

べき点が多い」など非常に評価の高い回答がいくつも見受けられました。

　一方、表 7 は「苦労した点」の集計結果です。「言葉・コミュニケーション」が62.4％（82

社）と高い割合となりました。「細かいニュアンスが通じない」「言ったことが正確に伝わらな

いことがあった」等の回答が多くみられましたが、「初めの半年くらいは多少会話に不自由し

た」「外国人でもできる体制が整った」「先輩の外国人が指導者になってくれた」等、時間はか

かるが理解してもらえたり体制が整ったりしたことで、良いコミュニケーションがとれるよう

になるといった声もありました。

　表 8、表 9は雇用したことがない企業の不安と、雇用したことがある企業の不安をそれぞれ

まとめたものです。雇用したことがない企業では「言葉やコミュニケーション」「文化・居

住・生活面」に不安を抱えていることがうかがえます。雇用したことがある企業では「トラブ

ル・事件・事故・失踪」が多く、「コミュニケーション・言葉」「文化・居住・生活面」に関し

ての不安は雇用したことがない企業と比べてかなり少ないことがわかりました。

　４. 総評

　日本の人口構成からみると、今後「労働力人口」が減少し続けるのは明らかです。30年後に

は現在の約2/3にまで減少するとの予測も出ています。物価や賃金上昇を考慮しなくとも、2/3

の従業員数で今の売上や利益の確保が必要になるということです。AIやロボットの発達により

ある程度の代替は可能になったとしても、人材不足の企業は必ず出てくると考えられます。特

に資金力や魅力に劣る中小企業では人材が不足するのは確実でしょう。ましてや優秀な人材で

あればなおさらだといえます。

　今回の調査では外国人労働者の真面目さ、勤勉さ、モチベーションの高さ、労働に対しての

意欲など日本人より優秀だという企業の声が多くありました。そのような外国人労働者の日本

人労働者へ与える好影響が、日本人従業員を高めモチベーション向上を促すことができれば、

その効果は 1名の雇用以上のものとなるでしょう。

　実際に筆者もベトナムの実習生送り出し機関や特定技能人材紹介会社の視察を通じ、モチ

ベーションの高さを肌で感じて身が引き締まる思いを経験した一人です。まずは一歩踏み出す

ことをお勧めします。（了）

 雇用している 107 22 3 132

 過去に雇用したことがある 9 22 7 38

 雇用したことがない 39 99 36 174

 総　計 155 143 46 344

雇用したい どちらともいえない 雇用したくない 総　計

表５　今後外国人労働者を雇用したいか

表６　雇用したことがある企業の「雇用して良かった点」（複数回答）

まじめ

勤勉

 77 33 15 10 8

人材確保が

できた

従業員への

好影響
その他 特になし

表７　雇用したことがある企業の「雇用して苦労した点」（複数回答）

言葉

コミュニケーション

 82 22 11 19 7

文化の違い
ビザ・書類

手続き
その他 特になし
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　中小企業総合研究所では、実際の企業運営に役立てていただくべく、幅広い情報をレポート形式

でご案内しています。

　さて、第13回は「外国人雇用に関する実態」についてです。

　株式会社エフアンドエムでは、エフアンドエムクラブ会員企業に対し、外国人雇用に関する実態

調査を行いました。

　１. 調査背景

　企業における人材確保の手段として、外国人材の雇用に注目が高まっています。また今後

も、人材確保に課題のある中小企業では、外国人の雇用が増加すると言われています。そこに

はどのようなメリットや課題があるのでしょうか。中小企業の外国人労働者の雇用実態を知る

ため、本調査を行いました。

　２. 調査概要

　調査期間：2019年11月22日～12月18日

　調査対象：エフアンドエムクラブ会員企業

※エフアンドエムクラブ会員企業とは、エフアンドエムから中小企業向け管理部

門支援サービスの提供を受けている企業

　有効回答数：344社

　調査エリア：全国

　３. 調査結果

　調査の結果、表１のように、約半数の企業で外国人労働者の雇用をしていることがわかり

ました。業種別での外国人雇用については、回答が多かった製造業で69.0％、建設業では

42.3％の企業で実績がありました。回答数は多くありませんが、飲食業や宿泊業での雇用も進

んでいることがうかがえます。

　企業規模別の外国人労働者の雇用状況については、規模が大きい企業の雇用実績が高い傾向

にあります。しかし、企業数としては全国の84.9％（304.8万事業者　中小企業庁2018年公

表　2016年時点）を占める小規模企業数に比例し、小規模企業でも外国人雇用が進んでいるこ

とがわかります。

　

　また、多くの企業で外国人技能実習制度を利用して外国人を雇用していることがわかりまし

た。外国人技能実習制度は「日本で培われた技能、技術又は知識の発展途上地域等への移転を

図り、開発途上地域等の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的として創設された制

度」です。1993年に制度化され、幾度となく制度の改正があり現在に至っています。

　現在、81職種・145作業（建設関係や食品製造関係など）で技能実習生としてベトナムやカ

ンボジア、フィリピン等の人材を 3 年や 5 年の在留資格で雇用することが認められており、

2017年末の時点では全国で274,233人が日本で実習を受けています。

　以前は中国からの実習生が多く、実習生（前制度では外国人

研修生）というと中国というようなイメージが強かったです

が、現在ではベトナムやフィリピン、インドネシア等の東南ア

ジア諸国からの受け入れが多くなっている状況がうかがえます。

　表 5 は、「引き続き外国人を雇用したいか」の回答結果です。雇用している企業の81.1％

が、「今後も雇用したい」と回答しました。雇用している、過去に雇用したことがある企業で

「雇用したくない」と回答した企業は10社のみで、大多数の企業が肯定的にとらえていること

がわかります。

　また、雇用したことがない企業でも「雇用したい」が22.4％と約4社に1社が雇用を検討して

おり、また「どちらともいえない」との回答が56.9％を占め、今後も外国人雇用が広がること

が見込まれます。

　雇用した経験がある企業がこれほど今後も「雇用したい」と考える理由は何なのでしょう

か。アンケート結果では多くの企業で「日本での人材の確保が難しくなっているから」との回

答がありました。技能実習の基本理念である「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として

行われてはならない」を理解して制度を利用する必要がありますが、技能や日本語を学んでも

らいながら、 3年ないし 5年にわたって雇用を確保できることは中小企業にとって魅力的であ

ることがわかります。

　また、今後も雇用したい理由として多くの企業が「外国人の優秀さ」もあげています。表 6

は、雇用した経験のある企業の「雇用して良かった点」を分類・集計したものです。良かった

と回答した企業143社のうち77社（54％）が「まじめ・勤勉」という回答でした。具体的に

は、「ベトナム人を18年雇用しています。明るい性格で仕事ぶりはまじめで、手を抜きませ

ん」「モチベーションが高く、仕事の覚えもいい」「勤務態度が真面目であり、日本人が見習う

べき点が多い」など非常に評価の高い回答がいくつも見受けられました。

　一方、表 7 は「苦労した点」の集計結果です。「言葉・コミュニケーション」が62.4％（82

社）と高い割合となりました。「細かいニュアンスが通じない」「言ったことが正確に伝わらな

いことがあった」等の回答が多くみられましたが、「初めの半年くらいは多少会話に不自由し

た」「外国人でもできる体制が整った」「先輩の外国人が指導者になってくれた」等、時間はか

かるが理解してもらえたり体制が整ったりしたことで、良いコミュニケーションがとれるよう

になるといった声もありました。
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　表 8、表 9は雇用したことがない企業の不安と、雇用したことがある企業の不安をそれぞれ

まとめたものです。雇用したことがない企業では「言葉やコミュニケーション」「文化・居

住・生活面」に不安を抱えていることがうかがえます。雇用したことがある企業では「トラブ

ル・事件・事故・失踪」が多く、「コミュニケーション・言葉」「文化・居住・生活面」に関し

ての不安は雇用したことがない企業と比べてかなり少ないことがわかりました。

　４. 総評

　日本の人口構成からみると、今後「労働力人口」が減少し続けるのは明らかです。30年後に

は現在の約2/3にまで減少するとの予測も出ています。物価や賃金上昇を考慮しなくとも、2/3

の従業員数で今の売上や利益の確保が必要になるということです。AIやロボットの発達により

ある程度の代替は可能になったとしても、人材不足の企業は必ず出てくると考えられます。特

に資金力や魅力に劣る中小企業では人材が不足するのは確実でしょう。ましてや優秀な人材で

あればなおさらだといえます。

　今回の調査では外国人労働者の真面目さ、勤勉さ、モチベーションの高さ、労働に対しての

意欲など日本人より優秀だという企業の声が多くありました。そのような外国人労働者の日本

人労働者へ与える好影響が、日本人従業員を高めモチベーション向上を促すことができれば、

その効果は 1名の雇用以上のものとなるでしょう。

　実際に筆者もベトナムの実習生送り出し機関や特定技能人材紹介会社の視察を通じ、モチ

ベーションの高さを肌で感じて身が引き締まる思いを経験した一人です。まずは一歩踏み出す

ことをお勧めします。（了）

表８　雇用したことがない企業の「不安な点」（複数回答）

コミュニケーション
言語・意思疎通

 78 1 56 13 12 2 5 2

トラブル・事件
事故・失踪

文化・住居
生活面

受入体制
労働管理

実習生制度
ビザ

顧客の理解 能力 特になし

表９　雇用したことがある「企業の不安」（複数回答）

コミュニケーション
言語・意思疎通

 44 28 25 21 15 2 2 15

トラブル・事件
事故・失踪

文化・住居
生活面

受入体制
労働管理

実習生制度
ビザ

顧客の理解 能力 特になし
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【最近の支援事例】

補助金を活用した販売促進のサポート
　

■相談企業について

　今回ご紹介する相談者は豊橋市内で創業から13年目を迎えるうどん屋さんです。

　このお店は、豊橋市の郊外で味噌煮込みうどんや伝統野菜の天ぷらなどが人気のお店で、お酒に

もこだわり、出前も多い、地域に愛されている店でした。しかし、テナントビルの取り壊しに伴

い、現在の場所に移転しリニューアルオープンをしました。前の店舗の場所から 2キロ以上離れた

ことや、店舗の立地が幹線道路から少し入ったところに立地していることもあり、移転後の売上が

伸び悩んでいました。

■補助金の申請書の作成支援

　相談当初、新店舗に対する認知度はまだ低く、前の店舗では約 5割を占めていた出前も、新店舗

では出前要員の確保ができないこともあり、行われていませんでした。そこで販売促進の提案をす

る中で、ちょうど公募中であった小規模事業者持続化補助金を活用していくこととなりました。

　小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の方々が販路を開拓するうえで活用できる補助金

で、販売促進等に使用した費用のうち2/3を上限50万円まで補助するというモノです。

　毎週月曜日の定休日に、蒲郡信用金庫の職員の方とよろずサテライトに相談にきていただき、持

続化補助金の申請書の作成を進めていきました。持続化補助金の申請書内容は、実質、事業計画書

の作成そのものであり、「補助金の申請書を作成すること」イコール「事業計画書を作成するこ

と」になります。

■経営資源の棚卸による『強みの明確化』

　事業計画を策定するうえで重要になるのが、事業者自身が持っている『強み』を明確にすること

です。そのためには、自身の持っている経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報等）を棚卸して“真の

強み”の源泉を明らかにすることが必要となります。

　ヒアリングを進めていくと、次第に色々なことが明らかになり、料理人としてのこだわりが半端

なく詰まっていることがわかってきました。

　相談者の経歴を見ると、某観光ホテルで和食の板前として勤務していた経験を持っていました。

コーディネーター　松井督卓　
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天ぷらを始め麺類以外の商品にも強いこだわりを持っており、調理用の油だけでも素材に合わせて

3種類を使い分けるほどです。

　うどんは、数種類の小麦粉をブレンドし、熟成庫で寝かせたうえで製麺をおこなっています。ま

た、そばについても北海道産のそば粉を使用し、厳選された水で加水することにより、触感が滑ら

かになるよう仕上げています。お米も自家精米機で、その日に使用する分を精米し使っています。

お酒についても、わざわざ遠方の酒屋まで足を運び、全国の選りすぐりの日本酒の中から季節に

合ったお酒を仕入れています。国産レモンをふんだんに使った生絞りレモンサワーや、世界的な

ビールのコンテストで数々の賞を受賞したクラフトビール（コエドビール）も揃えるこだわりっぷ

りです。

　長年付き合っている八百屋からは、季節にあわせた伝統野菜を仕入れて、天ぷらやうどんの具に

使用する等、こだわりをあげればきりがないほどです。

　また、相談者の奥さんが書くPOPやメニューは、ポップな文字とキャラで描かれており、とても

素晴らしいものでした。

■補助事業の検討

　現在、水ナス、本しめじ、万願寺唐辛子、下仁田ネギ、ポロネギなどの伝統野菜やギガマッシュ

ルーム、ジャンボアスパラなどのブランド野菜を、高級ごま油で揚げた天ぷらなど、珍しい食材の

料理を提供しています。しかし、これらは初めて食べるお客様にとっては、単価も高く、見慣れな

い野菜がほとんどであり、注文しにくいと言うデメリットがありました。

　そこで、自社のこだわりがお客様にわかるよう、素材や調理方法、料理に合うお酒等について、

それぞれの料理や素材についての魅力的な情報や、こだわっている点を伝えるためのチラシや看板

を設置することにしました。

そして、

・当地区の情報誌（東三河地区の女性を中心に飲食や美容の情報誌）に掲載。

・店内POPや表示板によるこだわり食材や飲料等の情報提供を実施。

・来店頻度を上げるための固定客へのSNS等の活用による、本日の入荷の伝統野菜等のニュース

の発信。

等を行うことにしました。

■工夫した点

　いままでは単に伝統野菜やブランド野菜を単品で素揚げにする天ぷらが中心でしたが、それに加

え、うどんやそばの具材として伝統野菜等を組み合わせた料理を考案し、メニューに加えていくこ

とにしました。酒などのツマミとしての料理に加え、うどんやそばのメイン料理の種類も豊富とな

り、通常の野菜をつかったメニューとの差別化を行うことが出来ました。また、情報提供（うんち

く）と写真やイラストを加えることで、料理に対するこだわりを見てわかるようにしました。

　相談者の奥さんがデザイン関係の学校に在籍していたこともあり、手書きでおしゃれな料理等の

説明POPやチラシを作成することができました。加えて、店舗の存在を目立たせるための看板を設

置し、店前を往来する車や通行者等にアピールしていきました。

■従来の「出前中心型店舗」→「店売り中心型店舗」への転換

　補助金も無事採択され、販促策を進めていき、伝統野菜を使った料理や麺やてんぷらなどのこだ

わりを「見える化」していった結果、現在では店の認知度があがり、売上高も前の店舗以上に上

がってきています。固定客も増加し、この店の良さや強みを理解して、おいしい天ぷらとおいしい

お酒と、おいしいうどんを食べたいと思うお客様でいつもにぎわっています。

■おわりに

　よろず支援拠点では、補助金の申請書を作成することはしませんが、相談者の企業の強みを明ら

かにしたり、課題を確認する中で、一緒に申請書の作成のお手伝いをしていきます。補助金を採択

することは大切ですが、補助金に挑戦することで、事業計画書の作成を通して事業の今後の成長の

お手伝いができればと思っています。お気軽に相談窓口にご連絡ください。お待ちしています。

　　　よろず支援拠点豊橋サテライト連絡先　TEL ０５３２－３９－７１１１（要予約）

信洲庵匠　福岡店

ポロネギを使った「ねぎと豚肉うどん」 少し甘めの味噌が後を引く

「スペシャル味噌煮込みうどん」

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談



　

■相談企業について

　今回ご紹介する相談者は豊橋市内で創業から13年目を迎えるうどん屋さんです。

　このお店は、豊橋市の郊外で味噌煮込みうどんや伝統野菜の天ぷらなどが人気のお店で、お酒に

もこだわり、出前も多い、地域に愛されている店でした。しかし、テナントビルの取り壊しに伴

い、現在の場所に移転しリニューアルオープンをしました。前の店舗の場所から 2キロ以上離れた

ことや、店舗の立地が幹線道路から少し入ったところに立地していることもあり、移転後の売上が

伸び悩んでいました。

■補助金の申請書の作成支援

　相談当初、新店舗に対する認知度はまだ低く、前の店舗では約 5割を占めていた出前も、新店舗

では出前要員の確保ができないこともあり、行われていませんでした。そこで販売促進の提案をす

る中で、ちょうど公募中であった小規模事業者持続化補助金を活用していくこととなりました。

　小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の方々が販路を開拓するうえで活用できる補助金

で、販売促進等に使用した費用のうち2/3を上限50万円まで補助するというモノです。

　毎週月曜日の定休日に、蒲郡信用金庫の職員の方とよろずサテライトに相談にきていただき、持

続化補助金の申請書の作成を進めていきました。持続化補助金の申請書内容は、実質、事業計画書

の作成そのものであり、「補助金の申請書を作成すること」イコール「事業計画書を作成するこ

と」になります。

■経営資源の棚卸による『強みの明確化』

　事業計画を策定するうえで重要になるのが、事業者自身が持っている『強み』を明確にすること

です。そのためには、自身の持っている経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報等）を棚卸して“真の

強み”の源泉を明らかにすることが必要となります。

　ヒアリングを進めていくと、次第に色々なことが明らかになり、料理人としてのこだわりが半端

なく詰まっていることがわかってきました。

　相談者の経歴を見ると、某観光ホテルで和食の板前として勤務していた経験を持っていました。

天ぷらを始め麺類以外の商品にも強いこだわりを持っており、調理用の油だけでも素材に合わせて

3種類を使い分けるほどです。

　うどんは、数種類の小麦粉をブレンドし、熟成庫で寝かせたうえで製麺をおこなっています。ま

た、そばについても北海道産のそば粉を使用し、厳選された水で加水することにより、触感が滑ら

かになるよう仕上げています。お米も自家精米機で、その日に使用する分を精米し使っています。

お酒についても、わざわざ遠方の酒屋まで足を運び、全国の選りすぐりの日本酒の中から季節に

合ったお酒を仕入れています。国産レモンをふんだんに使った生絞りレモンサワーや、世界的な

ビールのコンテストで数々の賞を受賞したクラフトビール（コエドビール）も揃えるこだわりっぷ

りです。

　長年付き合っている八百屋からは、季節にあわせた伝統野菜を仕入れて、天ぷらやうどんの具に

使用する等、こだわりをあげればきりがないほどです。

　また、相談者の奥さんが書くPOPやメニューは、ポップな文字とキャラで描かれており、とても

素晴らしいものでした。

■補助事業の検討

　現在、水ナス、本しめじ、万願寺唐辛子、下仁田ネギ、ポロネギなどの伝統野菜やギガマッシュ

ルーム、ジャンボアスパラなどのブランド野菜を、高級ごま油で揚げた天ぷらなど、珍しい食材の

料理を提供しています。しかし、これらは初めて食べるお客様にとっては、単価も高く、見慣れな

い野菜がほとんどであり、注文しにくいと言うデメリットがありました。

　そこで、自社のこだわりがお客様にわかるよう、素材や調理方法、料理に合うお酒等について、

それぞれの料理や素材についての魅力的な情報や、こだわっている点を伝えるためのチラシや看板

を設置することにしました。

そして、

・当地区の情報誌（東三河地区の女性を中心に飲食や美容の情報誌）に掲載。

・店内POPや表示板によるこだわり食材や飲料等の情報提供を実施。

・来店頻度を上げるための固定客へのSNS等の活用による、本日の入荷の伝統野菜等のニュース

の発信。

等を行うことにしました。

■工夫した点

　いままでは単に伝統野菜やブランド野菜を単品で素揚げにする天ぷらが中心でしたが、それに加

え、うどんやそばの具材として伝統野菜等を組み合わせた料理を考案し、メニューに加えていくこ

とにしました。酒などのツマミとしての料理に加え、うどんやそばのメイン料理の種類も豊富とな

り、通常の野菜をつかったメニューとの差別化を行うことが出来ました。また、情報提供（うんち

く）と写真やイラストを加えることで、料理に対するこだわりを見てわかるようにしました。

　相談者の奥さんがデザイン関係の学校に在籍していたこともあり、手書きでおしゃれな料理等の

説明POPやチラシを作成することができました。加えて、店舗の存在を目立たせるための看板を設

置し、店前を往来する車や通行者等にアピールしていきました。

■従来の「出前中心型店舗」→「店売り中心型店舗」への転換

　補助金も無事採択され、販促策を進めていき、伝統野菜を使った料理や麺やてんぷらなどのこだ

わりを「見える化」していった結果、現在では店の認知度があがり、売上高も前の店舗以上に上

がってきています。固定客も増加し、この店の良さや強みを理解して、おいしい天ぷらとおいしい

お酒と、おいしいうどんを食べたいと思うお客様でいつもにぎわっています。

■おわりに

　よろず支援拠点では、補助金の申請書を作成することはしませんが、相談者の企業の強みを明ら

かにしたり、課題を確認する中で、一緒に申請書の作成のお手伝いをしていきます。補助金を採択

することは大切ですが、補助金に挑戦することで、事業計画書の作成を通して事業の今後の成長の

お手伝いができればと思っています。お気軽に相談窓口にご連絡ください。お待ちしています。

　　　よろず支援拠点豊橋サテライト連絡先　TEL ０５３２－３９－７１１１（要予約）

ギガマッシュルーム 聖護院大根

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談
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■相談企業について

　今回ご紹介する相談者は豊橋市内で創業から13年目を迎えるうどん屋さんです。

　このお店は、豊橋市の郊外で味噌煮込みうどんや伝統野菜の天ぷらなどが人気のお店で、お酒に

もこだわり、出前も多い、地域に愛されている店でした。しかし、テナントビルの取り壊しに伴

い、現在の場所に移転しリニューアルオープンをしました。前の店舗の場所から 2キロ以上離れた

ことや、店舗の立地が幹線道路から少し入ったところに立地していることもあり、移転後の売上が

伸び悩んでいました。

■補助金の申請書の作成支援

　相談当初、新店舗に対する認知度はまだ低く、前の店舗では約 5割を占めていた出前も、新店舗

では出前要員の確保ができないこともあり、行われていませんでした。そこで販売促進の提案をす

る中で、ちょうど公募中であった小規模事業者持続化補助金を活用していくこととなりました。

　小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の方々が販路を開拓するうえで活用できる補助金

で、販売促進等に使用した費用のうち2/3を上限50万円まで補助するというモノです。

　毎週月曜日の定休日に、蒲郡信用金庫の職員の方とよろずサテライトに相談にきていただき、持

続化補助金の申請書の作成を進めていきました。持続化補助金の申請書内容は、実質、事業計画書

の作成そのものであり、「補助金の申請書を作成すること」イコール「事業計画書を作成するこ

と」になります。

■経営資源の棚卸による『強みの明確化』

　事業計画を策定するうえで重要になるのが、事業者自身が持っている『強み』を明確にすること

です。そのためには、自身の持っている経営資源（ヒト、モノ、カネ、情報等）を棚卸して“真の

強み”の源泉を明らかにすることが必要となります。

　ヒアリングを進めていくと、次第に色々なことが明らかになり、料理人としてのこだわりが半端

なく詰まっていることがわかってきました。

　相談者の経歴を見ると、某観光ホテルで和食の板前として勤務していた経験を持っていました。

天ぷらを始め麺類以外の商品にも強いこだわりを持っており、調理用の油だけでも素材に合わせて

3種類を使い分けるほどです。

　うどんは、数種類の小麦粉をブレンドし、熟成庫で寝かせたうえで製麺をおこなっています。ま

た、そばについても北海道産のそば粉を使用し、厳選された水で加水することにより、触感が滑ら
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ビールのコンテストで数々の賞を受賞したクラフトビール（コエドビール）も揃えるこだわりっぷ

りです。
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使用する等、こだわりをあげればきりがないほどです。

　また、相談者の奥さんが書くPOPやメニューは、ポップな文字とキャラで描かれており、とても
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ルーム、ジャンボアスパラなどのブランド野菜を、高級ごま油で揚げた天ぷらなど、珍しい食材の

料理を提供しています。しかし、これらは初めて食べるお客様にとっては、単価も高く、見慣れな

い野菜がほとんどであり、注文しにくいと言うデメリットがありました。

　そこで、自社のこだわりがお客様にわかるよう、素材や調理方法、料理に合うお酒等について、

それぞれの料理や素材についての魅力的な情報や、こだわっている点を伝えるためのチラシや看板

を設置することにしました。

そして、

・当地区の情報誌（東三河地区の女性を中心に飲食や美容の情報誌）に掲載。

・店内POPや表示板によるこだわり食材や飲料等の情報提供を実施。

・来店頻度を上げるための固定客へのSNS等の活用による、本日の入荷の伝統野菜等のニュース

の発信。

等を行うことにしました。

■工夫した点

　いままでは単に伝統野菜やブランド野菜を単品で素揚げにする天ぷらが中心でしたが、それに加

え、うどんやそばの具材として伝統野菜等を組み合わせた料理を考案し、メニューに加えていくこ

とにしました。酒などのツマミとしての料理に加え、うどんやそばのメイン料理の種類も豊富とな

り、通常の野菜をつかったメニューとの差別化を行うことが出来ました。また、情報提供（うんち

く）と写真やイラストを加えることで、料理に対するこだわりを見てわかるようにしました。

　相談者の奥さんがデザイン関係の学校に在籍していたこともあり、手書きでおしゃれな料理等の

説明POPやチラシを作成することができました。加えて、店舗の存在を目立たせるための看板を設

置し、店前を往来する車や通行者等にアピールしていきました。

■従来の「出前中心型店舗」→「店売り中心型店舗」への転換

　補助金も無事採択され、販促策を進めていき、伝統野菜を使った料理や麺やてんぷらなどのこだ

わりを「見える化」していった結果、現在では店の認知度があがり、売上高も前の店舗以上に上

がってきています。固定客も増加し、この店の良さや強みを理解して、おいしい天ぷらとおいしい

お酒と、おいしいうどんを食べたいと思うお客様でいつもにぎわっています。

■おわりに

　よろず支援拠点では、補助金の申請書を作成することはしませんが、相談者の企業の強みを明ら

かにしたり、課題を確認する中で、一緒に申請書の作成のお手伝いをしていきます。補助金を採択

することは大切ですが、補助金に挑戦することで、事業計画書の作成を通して事業の今後の成長の

お手伝いができればと思っています。お気軽に相談窓口にご連絡ください。お待ちしています。

　　　よろず支援拠点豊橋サテライト連絡先　TEL ０５３２－３９－７１１１（要予約）
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奥さん手書きの黒板POP

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談



健康・長寿の達成

あらゆる人々の活躍の推進

持続可能で強靭な国土と
質の高いインフラの整備

成長市場の創出、地域活性化、
科学技術イノベーション

SDGs実施指針の8分野SDGs実施指針の8分野

蒲郡信用金庫はSDGsの趣旨に賛同し、政府が「SDGs実施指針」で示す
８つの分野に基づき、商品・サービスの地域貢献活動等に積極的に取組み、

持続可能な社会への貢献を目指していきます。（令和2年4月1日）

●健康づくりに係るイベントの開催
●健康経営優良法人への認定取得の起業支援
●地元スポーツイベントの支援
●後見支援預金の取扱い
●介護（認知症含む）保険の取扱い

●ダイバーシティ推進による社会の多様なニー
ズへの対応

●「CISマイスター制度」を活用した接客サービ
スの向上

●女性の活躍に向けたセミナー・交流会の実施
●GNBC主催の「若手経営者育成講座」の開講
●「蒲信育英会」による学生援助
●「がましん杯争奪・少年野球大会」の開催
●インターンシップ・職場体験教室の推進
●ワーク・ライフ・バランスを意識した取組み

●地域事業者に対するBCP計画
（「事業継続力強化計画」含む）の策定支援

●自治体と連携した空き家対策と空き家活用ローンの活用
●公共施設の建替え・改修等に置けるPPP/PFIの推進
●耐震あんしんローン

●新型コロナウイルスに関する相談窓口の設置
●官民連携で進めるシティセールスに係る活動強化
（映画ロケ、うどんサミット、がまごおり深海魚まつり等）

●「香港フードエキスポ」、「食と農の大商談会」への出店支援
●「３信金地域応援ファンド」による企業の成長支援
●「愛知ビジネスパークいざ検索 !」の機能強化
●キャッシュレスの推進（QRコード決算、オープンAPI等）
●SDGs・ESGに係る融資商品の開発・導入
●「MIKAWA de じゃんだらりん」への協賛
●クラウドファンディングの活用支援
●寄付型私募債の導入

世界的な貧困や飢饉、弱者に対する搾取、天然資源の枯渇といった地球規模の様々な課題に
対処するため、2015年の国連総会で採択された17の持続可能な開発目標です。

SDGs（Sustainable Development Goals）とは

愛郷のこころ

3
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省エネ・再エネ、
気候変動対策、循環型社会

生物多様性、森林、海洋等の
環境の保全

●「がましん三河湾浄化運動」の実施
●書類等の電子化及びペーパーレス化の推進
●環境配慮型機能付の預金通帳導入
●みのりローン
●農業事業者向け助成制度の情報提供、仲介
●水産事業者向け助成制度の情報提供、仲介

●地域事業者に対する電力料金削減に向けた取組み
●ECOビジネスローン
●エコキャップ運動
●用度品のエコ化

●安全のための防災講座・自転車教室の実施
●コミュニティナースと連携した安心社会づくり
●マネー・ローンダリング、テロ資金供与等の対策
●地方自治体と地域の見守りに関する協定の締結
●特殊詐欺撲滅に向けた活動の実施

●各種補助金・助成金の活用支援
●SDGsの認知向上のためのイベント開催
●SDGsに係る各種施策・活動の情報発信
（当庫ホームページ、ディスクロージャー誌、がましん
LINE@、景況レポート等）

●SDGs推進項目のモニタリングと追加項目の検討

平和と安全・安心社会の実現

SDGs実施推進の体制と手段

3
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　東海３県の景気は、新型コロナウイルス感染症の拡大が続くなか、下押し圧力

が一段と強まっている。

　最終需要の動向をみると、輸出は弱めの動きとなっている。設備投資は増勢が

鈍化している。個人消費はサービス消費を中心に減少している。住宅投資は弱い

動きとなっている。この間、公共投資は高めの水準で推移している。

　こうしたなか、生産は弱い動きとなっている。雇用・所得情勢には弱めの動き

がみられている。消費者物価（除く生鮮食品）は前年と同水準となっている。

　先行きについては、当面、下押し圧力の強い状態が続くとみられる。

出所：日本銀行名古屋支店　2020年 5 月15日発表「東海３県の金融経済動向（2020年 5 月）」

2020年1月～3月
全国の各信用金庫取引先14,221先（内東海地区1,681先）

業種構成
　　　 　　　【東海地区調査構成：愛知・岐阜・三重・静岡の4県】

調査対象期間
信金中央金庫実施団体

調査対象企業

製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

各質問項目とも、判断ＤＩによる分析を行っております。
〈判断ＤＩとは〉
　　「良い(増加)」と回答した企業と「悪い(減少)」と回答した企業の構成比の差です。
　　全ての企業が「良い(増加)」と回答すればＤＩは100となり、
　　全ての企業が「悪い(減少)」と回答すればＤＩは▲100となります。

分析方法

企業数 576 261  254 187 253 150

製造業

34.3%

卸売業

15.5%
小売業

15.1%

サービス業

11.1%

建設業

15.1%

不動産業

8.9%
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【調査企業数】 1年 1～3月
14221社 10～12月 （実績）
景況 ▲ 7.8 ▲ 19.3 ▲ 25.9
売上 ▲ 2.8 ▲ 20.0 ▲ 17.4
収益 ▲ 6.6 ▲ 20.5 ▲ 18.7

【調査企業数】 1年 1～3月
1681社 10～12月 （実績）
景況 ▲ 11.8 ▲ 24.3 ▲ 34.6
売上  ▲ 5.2 ▲ 21.2 ▲ 25.6
収益 ▲ 10.6 ▲ 22.1 ▲ 27.7

 4～6月
(見通し)

全国全業種ＤＩの推移

当期
業況は急速悪化

【2019年10月～12月期対比】

景況ＤＩ 11.5ポイント悪化

売上ＤＩ 17.2ポイント悪化

収益ＤＩ 13.9ポイント悪化

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

景況 売上 収益

東海地域全業種ＤＩの推移 【愛知・岐阜・三重・静岡】

【2019年10月～12月期対比】

景況ＤＩ 12.5ポイント悪化

売上ＤＩ 16.0ポイント悪化

収益ＤＩ 11.5ポイント悪化

当期

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

景況 売上 収益

　2020年1月～3月期の業況は、2019年10月～12

月と比較して大幅な悪化が見られた。これ程の

業況悪化幅はリーマンショック以来のものであ

る。これら影響の要因としては、中国を起点と

した「新型コロナウイルス感染症」による影響

が大きく、特に旅館・ホテルといった観光関連

事業者においては、繁盛期にも関わらずインバ

ウンド・観光需要の低下により大幅に業績を悪

化させている。

　今後、景況については更に悪化するとの見通

しである。

　2019年10月～12月と比較し、東海地区におい

ても全業種で業況の大幅な悪化が見られた。特

に製造業・卸売業・サービス業での悪化が目

立った。

　来期の見通しからは、全業種において景況ＤＩ

が更に悪化するとし、「新型コロナウイルス感

染症」が経済に与えるダメージへの不安視が目

立っている。

　今後は、「新型コロナウイルス感染症」により

変化する経済動向に注視していく必要がある。

 4～6月
(見通し)
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【調査企業数】 1年 1～3月

576社 10～12月 （実績）

景況 ▲ 18.7 ▲ 32.6 ▲ 40.1
売上 ▲ 12.9 ▲ 29.0 ▲ 27.3
収益 ▲ 17.3 ▲ 29.0 ▲ 30.0

景況ＤＩ 13.9 ポイント 悪化

　売上ＤＩ 16.1 ポイント 悪化

収益ＤＩ 11.7 ポイント 悪化

【調査企業数】 1年 1～3月
261社 10～12月 （実績）

景況 ▲ 14.6 ▲ 32.2 ▲ 41.0
売上 ▲ 3.1 ▲ 31.4 ▲ 26.4
収益 ▲ 5.4 ▲ 30.3 ▲ 28.4

景況ＤＩ 17.6 ポイント 悪化

　売上ＤＩ 28.3 ポイント 悪化

収益ＤＩ 24.9 ポイント 悪化

【調査企業数】 1年 1～3月
254社 10～12月 （実績）

景況 ▲ 28.0 ▲ 34.6 ▲ 44.9
売上 ▲ 16.5 ▲ 26.4 ▲ 40.2
収益 ▲ 24.4 ▲ 32.3 ▲ 41.3

景況ＤＩ 6.6 ポイント 悪化

　売上ＤＩ 9.9 ポイント 悪化

収益ＤＩ 7.9 ポイント 悪化

【前回調査期対比】

 4～6月
(見通し)

 4～6月
(見通し)

4～6月(見
通し)

【前回調査期対比】

【前回調査期対比】

製造業の推移

東海地域の業種別動向

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

景況 売上 収益

卸売業の推移

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

景況 売上 収益

小売業の推移

▲ 50.0

▲ 40.0

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

景況 売上 収益
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【調査企業数】 1年 1～3月
187社 10～12月 （実績）

景況 ▲ 7.2 ▲ 21.4 ▲ 27.3
売上 ▲ 3.6 ▲ 18.7 ▲ 18.2
収益 ▲ 7.2 ▲ 16.6 ▲ 21.4

景況ＤＩ 14.2 ポイント 悪化

　売上ＤＩ 15.1 ポイント 悪化

収益ＤＩ 9.4 ポイント 悪化

【調査企業数】 1年 1～3月
253社 10～12月 （実績）

景況 7.9 2.4 ▲ 20.2
売上 11.5 4.3 ▲ 19.4
収益 6.3 1.2 ▲ 22.5

景況ＤＩ 5.5 ポイント 悪化

　売上ＤＩ 7.2 ポイント 悪化

収益ＤＩ 5.1 ポイント 悪化

【調査企業数】 1年 1～3月
150社 10～12月 （実績）

景況 7.3 ▲ 9.3 ▲ 18.0
売上 ▲ 0.7 ▲ 11.3 ▲ 12.7
収益 ▲ 4.0 ▲ 10.7 ▲ 11.3

景況ＤＩ 16.6 ポイント 悪化

　売上ＤＩ 10.6 ポイント 悪化

収益ＤＩ 6.7 ポイント 悪化

【前回調査期対比】

4～6月
(見通し)

4～6月
(見通し)

4～6月
(見通し)

【前回調査期対比】

【前回調査期対比】

サービス業の推移

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

景況 売上 収益

建設業の推移

▲ 30.0

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

20.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

不動産業の推移

▲ 20.0

▲ 10.0

0.0

10.0

10～12月 1～3月 4～6月(見通し)

景況 売上 収益

景況 売上 収益



当金庫では、今般の新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けら

れた事業者さま、個人のお客様へのご相談に応えるために下記の通り支

援体制を整備しております。詳細は当金庫ＨＰにて確認できます。

新型コロナウイスル感染症における当金庫

支援体制について

20

corona_shien@gamashin.jp

【蒲郡信用金庫ホームページ】

＊下記専用Ｅメール窓口でもご相談いただけます。

【Ｅメール相談窓口】

Ｅメールアドレス：

 ①住所　②氏名(企業名)　③相談者名　④電話番号　⑤相談内容

⑥取引支店名（ある場合）を本文に記載願います。



〒443-0056 蒲郡市神明町4番25号
お問い合わせ先 地域振興部／TEL 0533-69-6273

分析･編集担当 山田　未沙

印刷･製本　株式会社豊橋写植
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.gamashin.co.jp/

令和2年6月1日現在
店 舗 一 覧

　店舗　（ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　  ◇印のみ平日稼動 ）

蒲郡市　(市外局番 0533)    名古屋市　(市外局番 052)
本店営業部 神明町4-25  68-2121 東郊通支店 昭和区白金一丁目15-7 871-3701

◇蒲郡市役所出張所 旭町17-1  67-2014 瑞穂通支店 瑞穂区瑞穂通二丁目40-1 851-7311

三谷支店 三谷町七舗158  68-3131 名古屋南支店 南区豊三丁目2-1 692-3811

形原支店 形原町下屋敷27-1  57-2181

西浦支店 西浦町南馬相27-1  57-2176

大塚支店 大塚町柴垣52-1  59-7131     岡崎市　(市外局番 0564)
鶴ヶ浜支店 拾石町宮前37-2  68-1315 緑丘支店 緑丘二丁目9-1 53-1321

三谷北通支店 三谷北通四丁目47-1  69-2161 岡崎南支店 羽根西新町2-16 53-8771

太陽の家支店 形原町北浜28-5  57-1115 岡崎北支店 堂前町二丁目2-3 25-6311

八百富支店 新井町3-21  67-1171 岡崎駅東支店 柱曙二丁目3-5 58-3671

豊橋市　(市外局番 0532)    西尾市 (市外局番 0563)
豊橋支店 広小路二丁目6-2  52-8101 しもまち支店 下町神明下52-2 55-0222
花田支店 花田一番町78  31-3196 幡豆支店 西幡豆町池下2-1 62-5315
旭支店 舟原町1-1  54-9146
南栄支店 南栄町字空池59-4  45-4195
牟呂支店 東脇二丁目16-15  32-1231    幸田町 (市外局番 0564)
東田支店 上地町140-2  62-6111 三ヶ根支店 幸田町大字深溝字中池田50 62-6011
曙支店 曙町字測点145  46-7281
岩田支店 中岩田二丁目1-6  63-1311
前田南支店 前田南町二丁目7-1  53-5201    豊川市 (市外局番 0533)
大清水支店 南大清水町字元町215-1  25-5331 豊川支店 中央通五丁目12-1 85-1161
鷹丘支店 忠興一丁目5-17  63-1316 豊川北支店 三蔵子町一里塚48-1 84-5161
多米支店 多米中町一丁目1-1  63-6861 蔵子支店 蔵子六丁目11-21 89-4481

国府支店 国府町流霞1 88-451161 6811
御津支店 御津町西方日暮6 1 75-3101

飯村支店 飯村南二丁目29-11 -
御津支店 御津町西方日暮6-1二川支店 大脇町字大脇53-17  41-5454
小坂井支店 伊奈町新屋70-9 78-3571橋良支店 柱二番町82  48-5011

佐藤町支店 佐藤四丁目1-1  64-9011

   新城市 (市外局番 0536)
新城支店 字東入船121番地3 22-2211

    田原市　(市外局番  0531)
田原支店 田原町稗田76-1 22-1131

渥美支店 福江町堂前50-6 33-0511  静岡県 湖西市 (市外局番  053)
湖西支店 静岡県湖西市鷲津1062-17 575-1211

　店舗外キャッシュサービスコーナー　  （ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　◇印のみ平日稼動 ）

　　信金共同ＡＴＭ
　アピタ蒲郡店 　　　　　　　豊橋駅

　　　　　　◇豊橋市民病院

　蒲郡市民病院 　　　　　　　ドミー渡津店

　フィール蒲郡店 　　　　　　　イオン豊橋南店
　蒲郡元町出張所 　　　　　　　アピタ向山店
　 　　　　　　　スーパーアツミ山田店

　イオン蒲郡店 （名古屋市）

蒲 郡 市  　　 　豊 橋 市
ＪＲセントラルタワーズ/桜通口

ＪＲセントラルタワーズ/スカイシャトル

（名古屋市）

中部国際空港セントレア（常滑市）



蒲郡信用金庫 地域振興部
TEL（0533）69-6273  FAX（0533）69-5431


