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対象者

指導までの流れ

❶ 申　込

　刈谷モノづくり大学専門家派遣は、刈谷商工会議所創立60周年（平成24年度）の記念事業とし
てスタートし、個々の企業が抱える様々な経営上の課題を解決することをねらいに、経験豊富な専門
家を直接企業に派遣するものです。
　この事業の最大の特徴は、企業からの相談・指導・社内研修について、回数に制限なく無料で派遣
することが出来る点にあり、相談の案件によっては、複数の専門家の派遣（同時指導）も可能であり、
事業者の要望に柔軟に対応するところにあります。
　さらに、時宜を得た各種のサポートデスクおよび相談室（詳細は後述）を開設し、事業者の抱える
課題に対して、見える化を図るなど、同事業の円滑な推進に貢献しています。

・刈谷市内に本社、工場等拠点がある中小企業（従業員300人以下または資本金3億円以下）の方
　※但し、刈谷商工会議所会員事業所の方に限り、市外の事業所の方もお申込みできます。
・刈谷市内において新たに事業を開始しようとする方
　※業種は問いません。

　刈谷モノづくり大学専門家派遣は、これまでに、延べ486社に対して延べ1,147回の相談・指
導にあたり、延べ373回の社内研修を実施するなど、個々の企業が抱える様々な経営上の課題
を解決してまいりました。（平成24年度～令和2年度実績）

刈谷モノづくり大学専門家派遣とは刈谷モノづくり大学専門家派遣とは

刈谷モノづくり大学専門家派遣刈谷モノづくり大学専門家派遣の とこところ！刈谷モノづくり大学専門家派遣刈谷モノづくり大学専門家派遣の とこところ！刈谷モノづくり大学専門家派遣の ところ！５つのスゴい５つのスゴい５つのスゴい５つのスゴい
これまで多く企業の支援に携わってきましたこれまで多く企業の支援に携わってきました11

　利用回数を制限しておりません。企業からの要望により、回数に制限なく何度でも
専門家の派遣を行うことができます。

利用回数に制限はありません利用回数に制限はありません

　個々の企業が抱える様々な経営上の課題には、内容によっては、複数の専門家のアドバイスを
必要とするケースもあります。
　そこで、同事業の専門家を同時に派遣し、課題の解決を図ることも可能です。

複数の専門家に相談することもできます複数の専門家に相談することもできます

　専門家派遣は、対面による相談・指導・社内研修を基本としていますが、新型コロ
ナウイルス対策など、各企業における事情等により、オンラインによる相談・指導・社内
研修も可能としています。

オンラインを活用した相談・社内研修にも対応しますオンラインを活用した相談・社内研修にも対応します

　企業の課題解決をよりスムーズに行うため、刈谷商工会議所経営指導員が、課題の見える化を
図り、課題解決の糸口を探ることをねらいに、各種サポートデスクおよび相談室を開設しております。
　詳細は次ページのとおりで、企業の相談内容やテーマを明確にし、利用の促進を図っています。

各種サポートデスクおよび相談室を開設しています各種サポートデスクおよび相談室を開設しています
❷ 事前確認

❸ 派　遣
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指導までの流れ指導までの流れ

❶ 申　込❶ 申　込
所定の専門家派遣申込書に必要事項を記入し、
FAXにてお申込みください。

刈谷モノづくり大学専門家派遣とは

刈谷モノづくり大学専門家派遣の ところ！刈谷モノづくり大学専門家派遣の ところ！５つのスゴい５つのスゴい
これまで多く企業の支援に携わってきました1

利用回数に制限はありません

複数の専門家に相談することもできます

オンラインを活用した相談・社内研修にも対応します

各種サポートデスクおよび相談室を開設しています

各種サポートデスクおよび相談室の開設状況
名　　称 開設日 相 談 内 容

事業承継
サポートデスク

平成30年8月1日

令和元年11月1日

令和元年12月1日

令和2年1月1日

令和2年6月1日

令和2年6月1日

令和2年10月1日

“Ｍ＆Ａ”相談室

海外ビジネス
サポートデスク

働き方改革推進
サポートデスク

出口戦略相談室

教育支援窓口
（社内研修会の
 講師派遣）

コロナ対策特別
経営相談窓口

事業承継について悩みを持つ企業に対して、刈谷モノづく
り大学専門家を中心に、税理士・金融機関等の専門家を非常
勤講師に迎え、『総合力で事業承継をサポート』する。

刈谷モノづくり大学専門家をはじめ、金融機関など各方面
でＭ＆Ａに豊富な経験とノウハウを持つ機関や企業等とも
連携し、事前に具体的なアドバイスや対応策など、Ｍ＆Ａに
関するあらゆる疑問解決のサポートをする。

海外進出や海外展開に関する様々な疑問や相談に応じ、相
談内容により、刈谷モノづくり大学専門家をはじめ、各方面
で海外展開に豊富な経験とノウハウを持つ機関や企業等と
も連携し、トラブルへの対応策など、課題解決のサポートを
する。

「働き方改革」をきっかけに「従業員満足度・労働生産性を
高めて企業業績向上に導く働き方改革」を推進するための
アドバイスを行う。

『今だから出来る新型コロナウイルス出口戦略』（新商品開
発、BCP策定、補助金の活用、就業規則等の見直しなど）を
経験豊富な専門家のアドバイスを通じて、解決に導く。

従業員教育の充実を図るため、それぞれの企業内で開催す
る少人数の社内研修をプロデュースし、専門家の派遣に
よって実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・
小規模事業者を対象に、各種給付金や補助金について、経営
指導員をはじめ、刈谷モノづくり大学の専門家による特別
経営相談を通じて、解決に導く。

※専門家派遣申込書は、刈谷商工会議所ホームページからダウンロードできます。
※FAX送信後、到着の確認をお願いします。

❷ 事前確認❷ 事前確認
専門家派遣の申込内容から、専門家を選定し、
派遣の日程調整を行います。
※経営指導員が、申込書の記載内容を精査し専門家との調整を図ります。
※相談内容によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

❸ 派　遣❸ 派　遣
専門家を派遣し、課題に対する解決策を直接指導します。
※相談・指導・社内研修は、 派遣回数に制限なく利用できます。
※希望があれば複数の専門家の派遣も可能です。
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●専門家のご紹介● ～私たちにお任せください～
経

営指

経

営指導員

推薦推薦推薦
の
導導導員員員員

経

営指

安全衛生問題

・工場内、建設現場の危険箇所のパトロールをしてほしい。
・取引先に迷惑をかけないＢＣＰ（事業継続計画）策定のアドバイスがほしい。
・安全に対する意識を高める社員向けの研修を実施してほしい。
・新入社員などへの安全教育を実施してほしい。
・安全衛生関係法令等の遵守の方法について学びたい。

・職長安全衛生責任者教育
・感電・高所特別教育
・フルハーネス安全帯使用特別教育
・リスクアセスメント研修

まえかわ　　  しげはる

前川 茂晴
労働安全衛生マネジメントシステム評価員
長年、安全・衛生・健康分野の指導に従事。
安全衛生関連の公的資格を多数取得。
企業での階層別研修や特別教育等の講師としても経験豊富。
事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援の実績あり。

氏名

経歴等

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　前川先生は、トヨタ系企業に勤務され、ＯＳＨＭＳ（労働安全
衛生マネジメントシステム）構築・支援（評価）や、安全体感道場
開設に携わってこられ、組織の安全意識向上を重視した取り組
みなど、安全に関係する知識が極めて豊富で、『企業体質の強化
につながる実践的安全対策』に精通。
　特に、労働安全衛生マネジメントシステム評価員や衛生管理
者など安全に関する資格は、計60取得されています。
実践的な安全対策に関するご相談は、ぜひ、前川先生にお聞き
するのが一番だと思います。安全で快適な職場づくりに貢献で
きること間違いなしです。よろしくお願いします。

安全 第一

相談・指導内容

社内研修内容

安達
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経

営指

経

営指

経

営指 員

推薦推薦推薦
の

員員員員
専門家のご紹介 ～私たちにお任せください～

中小企業診断士
学卒後、会計事務所勤務を経て、神谷経営研究所（安城市）入所。現在同研
究所代表。（独）中小企業基盤整備機構経営支援チーフアドバイザー、震災復
興支援アドバイザー他を歴任後、中小企業大学校講師（東京校・瀬戸校他）、
名古屋商工会議所登録エキスパート、商工会連合会登録エキスパート（愛知・
岐阜・三重）、岐阜県事業承継ネットワーク登録専門家として活躍中。

経営戦略構築

・時代の変化に対応する経営計画の策定及び見直しの方法について学びたい。
・売上拡大及び利益拡大の方向性を見出したい。
・創業者のための新規顧客獲得の手法について学びたい。
・儲けを出すための販売促進策について知りたい。
・健全な財務体質を構築するための資金繰り表の作成方法について学びたい。

・リーダーシップ養成研修
・財務体質分析研修
・経営革新（改善）計画策定研修
・経営戦略（夢実現戦略）構築研修

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

かみや　　　　まさひと

神谷 正仁

　神谷先生は、昭和63年4月に中小企業診断士登録以降、
約30年以上に渡って第一線で活躍され、独立行政法人中小企
業基盤整備機構(中小企業大学校東京校・瀬戸校)において、経
営者や管理者向けの実践的な研修を通じ、中小企業を支える人
材を育成され、中小企業診断士養成課程の講師を務められるな
ど、全国で著名な中小企業診断士として活躍中。
　特に、経営のアドバイザーとして、数々の相談に対応してき
た実績と経営改善策は豊富です。相談して損はありません。
　ぜひ、一度、神谷先生に相談してみてください。

氏名

経歴等

相談・指導内容

社内研修内容

杉浦
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経

営指

経

営指導員

推薦推薦推薦
の
導導導員員員員

経

営指

専門家のご紹介

新規事業・ビジネスプラン相談

・新製品・新サービスの新規性・オンリーワンについて学びたい。
・商品開発に伴う顧客ニーズの分析・商品ネーミングについて相談したい。
・公的補助金や公的施策の活用方法を知りたい。
・既存商品・サービスを見直すポイントを知りたい。
・大学等の技術指導を得て、新たな技術を獲得したい。

・提案制度で社内活性化研修
・自社技術発掘で未来づくり研修
・経営革新作成研修
・不良品とクレームへの対応方法

新規事業支援アドバイザー/元名古屋市立大学特任教授
現在、中部経済産業局「中部地域産学官連携コーディネータ」、INPIT知財総
合支援窓口派遣専門家、名古屋市「新事業支援センター派遣専門家」、など
様々な分野で活躍中。中部経済新聞に論説を執筆連載中。

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　近藤先生は、メーカーにてセラミック機器開発やプラント設
計に携わられ、メーカー出身管理職の見識も含めた、現地現物
の指導に特に定評があります。
　また、社団法人中部経済連合会ベンチャービジネス支援セン
ター所長及び中経連新規事業支援機構所長を歴任し、中堅・中
小1600社の新規事業創出支援に従事されており、新規事業の
構築指導と目利き、販路開拓支援の実績も豊富です。
　さらに、名古屋市立大学特任教授として教壇に立たれた経験
があり、中部経済新聞・中経論壇に連載されるなど、目の付け
所が斬新で、相談してみる価値は極めて大きいです。ぜひ、近藤
先生に相談してみてください。

こんどう　　　くにはる

近藤 邦治氏名

経歴等

相談・指導内容

社内研修内容

市古
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経

営指

経

営指

経

営指導員

推薦推薦推薦
の
導導導員員員員

～私たちにお任せください～

特定社会保険労務士/年金マスター/ＦＰ/医療労務コンサルタント
特定社会保険労務士（個別労働紛争における代理人として業務が認められた
社労士）として、独自の切り口でコンサルティングを展開。
戦略的労務管理から従業員・経営者のライフデザインまで、幅広くプロ
デュース。又、数万件にのぼる「年金請求」の実績をもち実務手続の奥義を
相談現場や各地のセミナー等で伝授している。

労働・助成金相談

・就業規則の策定や見直しについてアドバイスがほしい。
・労務上のトラブルに対する対処方法を教えてほしい。
・雇用関係の助成金の活用方法について教えてほしい。
・働き方改革・関連法の実務対応について相談したい。
・給与規定等の見直しについて相談したい。

・社内向け働き方改革関連法の理解を深めるセミナー
・定年後に備えた年金及び給付金等講座

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　大参先生は、労使トラブル、問題社員への対応など法的にも経営的
にも的確な判断に基づき、迅速な問題解決を図っています。
　リスク回避の就業規則の提案も得意とし、さらに助成金受給支援
にも力を注ぎ、企業の経営のサポート・効率化に貢献しています。実務
面では、最新のクラウドによる労務管理手続き・給与計算に対応。
　一方、年金申請実績は数万件に及び、従業員・経営者のライフデザ
インに至るまで幅広い相談に応じ、その満足度に定評を頂いていま
す。戦略的労務管理を心がける労務関係のプロフェッショナルとし
て、著しい法改正の最新情報をセミナー等で発信し、労働基準法をは
じめとする労働関係法の伝道師として活躍し続けています。
　そんな大参先生の相談を『無料で』受けることができるのは、メ
リットしかありません。ぜひ、この機会に、労務関係にお悩みのある
中小企業・小規模事業者の方はお気軽にご相談してみてください。

おおみ　　　　なおこ

大参 直子氏名

経歴等

相談・指導内容

社内研修内容

伊藤
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経

営指

専門家のご紹介
経

営指

経

営指導員

推薦推薦推薦
の
導導導員員員員

人材育成・品質管理

・儲けるための生産管理の手法について学びたい。
・すぐに出来る生産性向上のための改善のポイントについて学びたい。
・製造現場を活性化させるマネージメント手法について学びたい。
・5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の定着を図るための方法を学びたい。
・新入社員向けにモノづくりの基礎を習得させたい。

・製造業における緊急収益改善の取り組み方研修
・職場ですぐにできる原価低減改善研修

品質管理アドバイザー/工場管理アドバイザー
生産管理、品質管理、製造技術、人材育成など 幅広い分野で活躍中！
中国での自動車部品、医療機器、電気製品企業の指導を行うなど国内外を
問わず豊富な指導実績を持つ。

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　水野先生は、トヨタ系企業で主に生産管理、品質管理、トヨ
タ生産方式の普及と改善に従事された経歴と、製造業からサー
ビス業まで生産性向上、人材育成、業務改善のコンサルティン
グ実績を多数お持ちで、実践的な改善指導を現場で実施して頂
くことができます。
　特に、中国、東南アジア、ロシアなどの海外における工場の
立上げから現地の従業員への指導を経験されており、外国人労
働者への指導にも定評があります。
　こうした長年の経験から裏打ちされたアドバイスは的確であ
り、御社の生産管理・品質管理・人材育成により、仕事の質を
向上させ、必ず業務に活かすことができます。
　ぜひ、この機会に非製造業の方も水野先生に相談してみてく
ださい。新たな発見と改善の糸口が見つかります。

の相談・指導内容や社内

みずの　　　　ただお

水野 忠男氏名

経歴等

相談・指導内容

社内研修内容

大毛

8



経

営指

経

営指 員

推薦推薦推薦
の

員員員員
～私たちにお任せください～

経

営指

司法書士/土地家屋調査士/行政書士
会社法務（株主総会・取締役会の運営、定款・株主名簿の整備、設立・増資・
合併等商業登記）から不動産売買・契約、事業承継（相続、遺言等）など幅広
い分野において活躍中。

氏名

経歴等

会社法務相談

・会社設立、株主総会・取締役会の運営方法について学びたい。
・定款や契約書等作成および変更の仕方について教えてほしい。
・株主管理・株式管理の仕方や、増資・減資について相談したい。
・財産承継を円滑に行うための遺言書作成方法について学びたい。
・会社・不動産登記の変更について教えてほしい。

・テレビ会議を利用した株主総会・取締役会の
  開催方法について学ぶ研修
・不動産担保融資を受ける際の注意点を学ぶ研修
・企業法務の諸問題まるわかりセミナー

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　宮田先生は、お父様である宮田泰男先生と共に、長年、司法
書士事務所として、刈谷市内を中心に広範囲で会社・法人関係
や、不動産・民事関係の手続き業務に従事されています。
　業務内容は、株主総会・取締役会の運営、定款・株主名簿の整
備、設立・増資・合併等商業登記の作成から不動産売買・契約、
事業承継（相続、遺言等）など幅広く対応されています。
　様々な行政手続き等、会社法務関係のご相談は、宮田先生に
してみてください。とても気さくで話しやすい先生です。
　皆様からのご相談をお待ちいたしております。
　

みやた　　　　ゆきやす

宮田 幸泰

相談・指導内容

社内研修内容

伊藤

9



法律相談

・契約書の内容が不利にならないための交渉の仕方について知りたい。
・顧客が売掛金を支払ってくれない場合の対処方法について知りたい。
・納期遅れや不良品による損害賠償請求への対応方法について相談したい。
・会社の売買（Ｍ＆Ａ）について相談したい。
・従業員から訴えられた時の対応方法について知りたい。

・職場のハラスメント対策セミナー
・契約書作成時の注意点を学ぶ研修
・クレーム対応の注意点を学ぶ研修

弁護士
大学卒業後、大手都市銀行に入行。平成２３年１月に花井綜合法律事務所設
立、令和２年１２月に弁護士法人 花井・佐竹法律事務所に組織変更。企業に
関する紛争、労働紛争、支配権紛争、Ｍ＆Ａ等実績多数。

相談・指導内容

社内研修内容

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　花井先生は、刈谷市出身の弁護士の先生です。次代の地域経
済を担う青年実業家集団、刈谷商工会議所青年部にも所属され
ています。
　得意分野は、企業の紛争解決全般で、債権回収（債務不履行
に基づく損害賠償請求・売掛金回収・貸付金返還請求）や労働
事件（解雇無効・残業代請求・労災事故）など多岐に渡り、諦
めてしまう前に一度ご相談ください。次の一手が必ず見つか
ります。
　社会に起こる様々な問題を解決に導く『いざという時、あな
たを守る強い味方』、法律に関係すると思ったら、ぜひ、花井先
生にご相談ください。気さくで話しやすい素敵な先生です。

氏名

経歴等

はない　　　　あつし

花井 淳

杉浦

専門家のご紹介
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弁理士
日本弁理士会執行理事・商標委員会委員長などを歴任。特に、国内外の
商標・意匠分野において精力的に活動している。知財総合支援窓口など
では、個人から企業まで様々な規模・業種の知財関連の相談に対応中。
その他、国際ファッション専門職大学非常勤講師、弁理士試験委員、一般
財団法人ブランド・マネージャー認定協会2級資格。

氏名

経歴等

知財相談

・創作した新規技術・デザイン・ネーミング等についての特許権・商標権等の取得の要否を知りたい。
・商標権・特許権等の具体的な取得方法、権利や制度の利活用の方法について知りたい。
・商標権・特許権・著作権等の侵害判定・警告対応について相談したい。
・デザイン、標識その他ブランド要素の利用に伴う知財の活用法・注意事項について相談したい。
・海外展開にあたって押さえるべき契約・調査・権利取得等に関する知的関連対応について知りたい。

・知的財産権の基礎を学ぶ研修
・企業、地域振興事業等での知的財産の活用セミナー
・ブランドやデザインと知財の関係、必要な実務対応を学ぶ研修
・商標法や意匠法、著作権法関連領域の専門的事項を学ぶセミナー

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　前田先生は、国内外での権利取得手続きは勿論、愛知県・三
重県の知財総合支援窓口やあいち産業振興機構の登録専門家と
して、多数の企業や個人へ知的財産権に関するコンサルティン
グを行うなど、知財に精通するプロフェッショナルです。
　また、日本弁理士会国際活動センター副センター長、アジア
弁理士協会内の委員としての活動や、国際商標協会、知財関連
の国際機関（WIPO）などが海外で開催する各種会合に参加さ
れたりと、国際的な活動にも尽力されています。
　当所の専門家の中では、最も若い方ですが、知識・実務経験
は豊富で、あらゆる視点でアドバイスすることができます。
　ぜひ、特許権や意匠権、商標権、著作権、地理的表示などの知
的財産権にまつわる相談であれば、前田先生にお気軽にご相談
してみてください。
　できるだけ事業開始前、開始後であっても早期のご相談をお
奨めします。

相談・指導内容

社内研修内容

まえだ　　　　だいすけ

前田 大輔

安達

～私たちにお任せください～
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氏名

経歴等

事業計画策定原価管理

・各種補助金に関わる事業計画策定についてアドバイスがほしい。
・原価低減を図る原価管理手法について学びたい。
・製品別の収益改善の仕組みについて学びたい。
・企業間取引（ＢtoＢ）における価格交渉の仕方について教えてほしい。
・展示会への出展による新規顧客獲得術について学びたい。

・「伝わる・採択される」事業計画書の作成研修
・製造現場の不良削減に向けたヒューマンエラーの
  原因と対策研修

中小企業診断士
産業機械メーカーにて24年間技術者としてものづくりに関わる。
2011年製造業専門のコンサルタントとして独立。製造業の工程改善や原価計
算、不良削減の仕組みづくりなどの支援を行う。

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　照井先生は、産業機械メーカーにて24年間技術者としてもの
づくりに関わり、高速・高品質を実現するための機械設計や
品質保証のリーダーとして協力会社の品質向上と生産性改善に
従事され、その後、2011年に製造業専門のコンサルタントと
して独立。中小企業の製造業の工程改善や原価計算の仕組みづ
くりのアドバイスを行っております。
　特に、補助金の事業計画書作成のアドバイスに長けており
多くの事業者の採択にも貢献されております。
　ぜひ、製造業の工程改善や原価計算、不良削減の仕組みづく
りなどに精通する中小企業診断士として活躍する照井先生にご
相談ください。新たな発見が必ず見つかります。

相談・指導内容

社内研修内容

てるい　　　　せいいち

照井 清一

伊藤

専門家のご紹介
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氏名

経歴等
中小企業診断士 
2004年に、あと半年で倒産という合弁企業の建て直しを託され中国に渡る。
以来、アジアに進出する日本企業の「野戦病院」として、経営・組織・労務な
ど深刻な問題を解決し、夜逃げや撤退の危機を救ってきた。日本にも法人を
持ちアジア時代を見据えた事業承継・リーダー育成に注力している。

海外事業相談

・外国企業と取引を行う際の注意点を知りたい。
・海外事業に関心はあるが、どこから手をつけていいかわからない。
・外国人材やバックグラウンドの異なる社員のマネジメント方法を学びたい。
・海外との取引・事業におけるトラブル事例や解決方法を教えてほしい。
・海外拠点で不正が起こりがちなポイントを知りたい。

・次世代経営者・幹部育成、組織づくり研修
・リモート・マネジメント研修
・中国・アジア勢のビジネス流儀を知り、戦い方を考える研修
・海外事業に新規挑戦したい若手リーダーのための研修

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　小島先生は、2004年から中国に在住し、2017年には日本拠
点を設立、日中を行き来しながら日系企業の経営・組織・法務
などの問題解決に従事され、各国の商習慣にも精通されるな
ど、海外トラブルの救世主です。
　現地に進出する日本企業の指導を通じて、海外進出の成功事
例のみならず、現地での奮闘事例や失敗事例、危機一髪でリス
クを回避したケースなど、当事者企業にとって恥ずかしい事例
についても、よくご存知です。海外での事業展開の酸いも甘い
も両方、余すことなくご指導頂けます。
　ぜひ、海外に関するご相談は小島先生にお願いします。
必ず解決に導いて頂けます。

相談・指導内容

社内研修内容

こじま　　　　しょうじ

小島 庄司

大毛

～私たちにお任せください～
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氏名

経歴等

外国人雇用相談

・外国人技能実習制度・特定技能について知りたい。
・外国人労働者の労務紛争の解決方法を学びたい。
・外国人の生活トラブルに関して相談したい。
・外国人向けの新商品や新サービスの開発についてアドバイスがほしい。
・外国人との請負契約を締結する場合の注意点を学びたい。

・外国人雇用の知識と実務研修
・外国人を雇用する際に注意点を学ぶ研修

外国人労働者支援アドバイザー
外国人技能実習生の教育、生活支援における豊富な経験と実績を誇る監理団
体で法務省認定特定技能登録支援機関。受入対象国は中国・ベトナム・イン
ドネシア・タイ・モンゴル・フィリピン・ミャンマー・カンボジア・インドと幅広
い地域の知見がある。

上記の相談・指導内容や社内研修内容は一例です。

　羽谷先生は、長年、外国人技能実習生制度に関わり、日本語
学校の運営や特定技能１号の外国人を支援する「登録支援機
関」に全国で初めて認定（刈谷市内では唯一）されたＡＲＭＳ株
式会社（フォークリフト、玉掛けクレーンの資格取得講習、新
入社員教育、日本語学校、助成金制度等を利用した各種教育・
訓練・研修を主な事業とする会社）の総務部長を務めています。
　外国人技能実習生、特定技能１号・２号の外国人材の活用を
検討した相談や悪質な仲介事業者等に関する相談、外国人労働
者間の紛争や企業との労務紛争、外国人の生活トラブルに関す
る相談など、外国人労働者に関する相談・指導全般に対応頂い
ております。
　外国人労働者に関する相談であれば、優しさと人情味あふれ
る羽谷先生にご相談ください。

　

相談・指導内容

社内研修内容

はがい　　　 たくろう

羽谷 拓朗

市古

専門家のご紹介 ～私たちにお任せください～
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初代刈谷商工会議所会頭
石田退三翁の遺訓

自分の城は
　自分で守れ

刈谷商工会議所は、初代会頭 石田退三扇の遺訓『自分の城は自分
で守れ』にもあるように、地域経済を守るために今こそ立ち上がり
明るく賑わうまちづくりを振興していくため、中小・小規模事業者
の持続的発展を最重要支援課題とし、足元の強固な「人にやさしい
快適産業文化都市」を目指します。
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経

営指



刈谷モノづくり大学
専門家派遣活用の処方箋

私た
ちがエスコートします

刈谷商工会議所

刈谷商工会議所　中小企業相談所

〒448-8503
刈谷市新栄町 3-26
TEL：0566-21-0370
FAX：0566-24-6049
URL：http://kariya-cci.or.jp

お気軽にお問い合わせくださいお気軽にお問い合わせください

問合せ先

INDEX

刈谷商工会議所（中小企業相談所）は刈谷市等との連携を軸に
中小企業・小規模事業者の皆様の経営課題の解決に向け

全力で取り組んでいます。

令和3年7月発行 令和3年8月発行令和 年 発行 令和 年 発行

直近の支援パンフレット
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