
目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員加入促進キャンペーンご協力を

①紹介いただいた会員へ　
⇒入会手続き完了後、１ 件につき 1,000 円分の商工会
議所サービス利用券（商工会議所のセミナー、視察研
修、会報広告掲載、新年賀詞交歓会等で利用可）進呈。
ただし、事前に紹介先事業所へ入会に関する話を通し
ていただくことが条件。 ５件以上紹介の場合、会頭感
謝状＋5,000円分の商工会議所サービス利用券を贈呈。
②紹介により入会された事業所へ⇒加入金 5,000 円を免除
③所属組織の運営支援として
⇒紹介１件につき 4,000 円の報奨金を支部・青年部・女 
性会いずれかの紹介団体へ交付

問合せ：大府商工会議所　総務・会員サービス課　
電　話：0562－47－5000

キャンペーン期間の紹介・入会特典
（平成27年3月加入分まで）

会員加入目標数

200

平成26年12月末会員総数

1,635

平成26年度大府商工会議所

4～12月加入者数

目標達成まで

100

100

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

大府ブランドを世界に！
名古屋発バスツアーのお客様をご案内

12月13日（土）ガイドデビュー！！

会
員
の
広
場

　平成26年8月にオープンしたスペイン風居酒屋「和世」です！
　当店のコンセプトは、スペイン風居酒屋「バル」で、女性がお一人で来られても
気軽にお酒と、お食事を楽しんで頂ける楽しい店を目指しています。スペイン料理
の他にもこだわりの逸品が数多くありますので、ご賞味ください。
　席数も55席あり、女子会、2次会、宴会等にもご利用頂けます。お気軽にご連絡
ください。皆様方のご来店をお待ちしております。

お手軽な「バル」メニューをワイワイとした空間で

●住　所／大府市共栄町 8-11-10
●TEL 0562－47－9338
●定休日／火曜日
●営業時間／ 18:00 ～ 24:00

Dog Salon Snip Snip
オーナー　早川 慎平

和　世
店長　朝永　誠

　こんなトリミングサロン見たことない！きっとそう思って頂けると思います。当
店は、気軽に入れて何でも相談できるお店作りに力を入れています！さらに、オー
ナーはドックショーで入賞経験豊富で、JKC公認A級トリマーとしての実績も十分
です！時間をかけてカウンセリングを行い、お客様とその子の生活リズムを考慮し
たカットを提案させて頂きます。いつでも安心と安全を。平成27年2月末日まで新
規の方は30％OFFキャンペーン中です！是非、ご利用をお待ちしております。

安心安全に。トリミングサロンSnip Snip ！

●住　所／大府市柊山町 1-68-1
●TEL 0562－85－2323　　
●定休日／水曜日
●営業時間／ 9:30 ～ 19:00
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　新年あけましておめでとうございます。皆様方にお
かれましては、輝かしい平成 27 年の新春を健やかに
お迎えのこととお慶び申し上げます。
　日頃は、当会議所の各種事業活動にご支援ご協力を
賜わり、厚く御礼申し上げます。
　会員各位と役職員の皆様と一緒になって、微力であ
りますが、本年も当地域の商工業の発展と地域の活性
化に力を注いでまいりたいと存じます。昨年と変わら
ぬご指導ご鞭撻を賜わりますようお願い申し上げま
す。
　大府商工会議所は、平成 21 年３月に策定した商工
業活性化ビジョン＜大府ブランドを世界に！＞の第２
期短期行動計画の基本テーマである「人づくり」「も
のづくり」「まちづくり」「環境保全の推進」「ＩＴ化
の推進」の５つのテーマの基、変革する時代に対応す
るため、柔軟な事業運営に努め、各種課題の解決にひ
とつずつ取り組んでおります。
　昨年は、「組織運営基盤の強化」を図るため、会員
の皆様と職員一丸となり会員推進キャンペーンを実施
し、既に 100 を超える事業所に加入いただきました。
200 事業所加入の目標達成に向け、引き続きご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
　「将来の大府市のまちづくり」については、地域開
発委員会において、国の助成を受け、勉強会、視察研
修等を行い、市議会まちづくり特別委員会との意見・
情報交換会を開催し、議論を重ねております。
　「ウェルネスバレー構想の実現に向けた取組み」に
ついては、東浦町商工会と共にウェルネスバレー推進
会議を開催し、具体的な議論を重ねております。その

一環として、ウェルネスバレーの知名度向上のため、
「ウェルネスバレーフェスタ」を昨年９月に開催し、
多くの方に来場していただきました。また、来る３月
15 日には、あいち健康の森公園において、あいち健康
プラザを活用して、知多半島では初めてとなる３Ｄプ
ロジェクションマッピングや昨年に引き続き 100 本の
はなももを市民参加を得て植樹する計画など、新たな
取組みとしての開催も予定しております。
　「観光振興を見据えた取組み」としては、「ふるさと
ガイドおおぶ」を設立し、大府市の魅力づくりと大府
に誇りを持てるよう人材育成にも力を注いでおりま
す。また、花いっぱい運動の一環として、あいち健康
の森公園に昨年３月に市民参加の下、大府桃源郷をめ
ざした「はなもも」の植樹を行いました。さらに、「花
まるＯＢＵプロジェクト」を８月に設立し、11 月に市
役所前において設立記念植樹を行いました。そのほか、
知多北部をエリアとした健康長寿をテーマとした着地
型観光ツアーとして、会議所が企画し、県事業として
採択され、４回のモニターツアーを盛況のうちに実施
したところです。
　「中小企業者への創業支援」としては、大府市と東
浦町が連携し、６月に中部地方初の２市町連携による
創業支援事業計画の認定を受け、東浦町商工会・半田
信用金庫・知多信用金庫とともに支援事業者として活
動しております。
　最後になりましたが、大府市においては、４月に「大
府市中小企業振興基本条例」の施行が予定されており
ます。大府市の産業を支える中小企業にとって力強い
応援となることを期待しております。
　今後の商工会議所活動を一層活性化させ、地域の発
展を目指すには、会員の皆様や私たち自身が、自ら参
画し、一つひとつを作り上げていくという意思を持つ
ことが重要ではないかと思います。大府商工会議所が
取り組む各種事業に対しまして、皆様方の一層のご理
解、ご支援とご協力を心からお願い申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　 平成 27 年　元旦

会　頭 木村　勝昭 常議員 岡部　篤男 常議員 中本　和則 常議員 古市　晃久
副会頭 加藤　　満 〃 加藤　久德 〃 成戸　繁之 〃 星河　年男
副会頭 半谷　眞宏 〃 門脇　昭三 〃 野々垣　一 〃 水野　正士
副会頭 河野　博哉 〃 神谷恵美子 〃 野村　　隆 〃 森實　建介
専務理事 井上　　雅 〃 鬼頭　佑治 〃 花井　宏基 〃 山田　惠子
常議員 阿久澤　仁 〃 木村　彰彦 〃 早川　建志 監　事 浅見　邦治
　〃 石田恭一郎 〃 柴田　英俊 〃 坂野　俊直 〃 小崎　康弘
　〃 井上　弘之 〃 清水　英範 〃 日高　　章 〃 鈴木　隆浩
　〃 岩田　守弘 〃 鈴木　　修 〃 深谷　啓治 顧　問 磯谷　智生
　〃 大嶋　久邦 〃 中島　利一 〃 深谷　光俊 参　与 阿部　　親
　〃 岡戸　章二 〃 永田　　司 〃 深谷　洋二

迎 春 ～大府商工会議所～

大府商工会議所会頭　
木村勝昭

新年のごあいさつ

表紙の人／加藤明美さん（㈱みかど）右
　　　　　服部啓子さん（㈲ふじや酒店）左
撮 影 日／平成２６年１２月１３日（土）
開催場所／寶龍山 延命寺（知多四国四番札所）
　　　　　 大府市大東町１-２７９
平成２６年３月、設立されたボランティアガイド団体。
歴史・文化、自然、健康、観光を中心にガイド活動を通
して、地域の魅力を知り、地域の誇りを伝えています。

今月の表紙／ふるさとガイドおおぶ会員の皆さん

CONTENTS
CALENDAR
商工会議所行事予定 ※変更の可能性があることをご了承ください。

1月　January
   5 日（月） 仕事始め
  年末調整作成指導
  （13:30 ～ 当所 2階会議室）
   6 日（火） 年末調整作成指導
  （13:30 ～ 当所 2階会議室）
   7 日（水） 新年賀詞交歓会
　  （11:00 ～ 大府市役所多目的ホール）
   8 日（木） ふるさとガイドおおぶ定例会・委員会
  （9:30 ～ 当所 3階ホール）
 14日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  16 日（金） 正副会頭会議
  （13:30 ～ 当所 1階会議室）
  17 日（土） 創業個別相談会 
  (10:00 ～ 当所 1階相談室）
  19 日（月） 定例金融相談 
  (10:00 ～ 当所 1階相談室）
  21 日（水） 定例税務経理相談
 　　　　　　 （13:30 ～ 当所 1階相談室）
  常議員会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
  27 日（火） 役員視察研修
  （8:30 ～ 今治商工会議所）
  28 日（水） 役員視察研修
  （9:00 ～ 今治タオル等）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  30 日（金） トップセミナー
  （15:15 ～当所 3階大ホール）
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 3 日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～中島特殊鋼）
 8日（日） 珠算・暗算・段位認定試験
  （9:00 ～ 当所 3階ホール及び会議室）
 10日（火） 正頭会頭会議
  （9:00 ～当所 1階会議室）
  橋本実践塾発表会
  （11:00 ～シンセイ建設）
  確定申告勉強会
  （13:30 ～当所 3階大ホール）
 15日（日） ふるさとガイドおおぶ　定例会・研修会
  （9:30 ～ 当所 2階会議室）
 18日（水） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 22日（日） 日商簿記検定試験
  （9:00 ～当所 3階大ホール）
 23日（月） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
  決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  24 日（火） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  25 日（水） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  住宅修繕相談 
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
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 8‐13 会議所だより
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  吉森支部 視察研修
  全知多珠算競技大会
  花まるOBUプロジェクト設立記念植樹祭
  未来工業㈱視察
  橋本実践塾
  第８回産学官連携交流会
  建設業部会 視察研修
  共和駅前イルミネーション点灯式
  理容業講習会
  美容業講習会
  年末調整勉強会
  労働法の基本・化学物質取扱上の留意点セミナー
  建設業部会 ボランティア清掃活動
 14 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  初春の催し 七福神めぐり・盆梅展
  風車共済 こんなにお役に立ちました
  愛知県の特定最低賃金改正
 15 ＬＯＢＯ調査報告        
  マル経資金を活用しませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 16 会員の広場
  和世（わせ）
  Dog Salon Snip Snip（スニップスニップ）
  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

 3 第４回常議員会

 4 新入会員のご紹介

 5‐7 会議所だより
  第４５回大府市産業文化まつり
　　　 　親子でハナモモの種収穫体験
　　　　 女性会視察研修　
　　　　 Jimdoホームページ作成セミナー
　　　　 大府支部視察研修

 8‐13 大府市商工行政等に関する要望書の回答

 14 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  大府商工会議所後期会費納入のお礼
  新年賀詞交歓会のご案内
  平成２６年工業統計調査
  珠算・暗算検定、段位認定試験施行
  日商簿記検定試験施行
  おおぶ子育てサポート優良事業者募集

 15 ＬＯＢＯ調査報告        
　　　　　　　　　　　　　　　　　  
  マル経資金を活用しませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 16 会員の広場
  Ｅｓｔａｌｅａｌｅａ（エスタレアレア）
  Yellow BuRny（イエローバーニー）

  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

文殊楼門（大府市有形文化財）



支部長 深谷　啓治 理　事 神谷　清明 理　事 酒井　基之 理　事 神野　尚美
副支部長 花井　宏基 〃 笹田　栄治 〃 平下　　学 〃 松葉　正歩
副支部長 大嶋　久邦 〃 日高　　章 〃 相羽　英人 〃 古井　澄子
副支部長 山田　敏二 〃 三品　富康 〃 兼松　邦人 〃 鈴口かずよ
副支部長 坂野　俊直 〃 森本　　忍 〃 浅見　邦治 監　事 竹内　道春
理　事 深谷　洋二 〃 中本　和則 〃 中村　直也 〃 加藤　　満
　〃 早川　建志 〃 野村　　隆 〃 深谷　剛寿 顧　問 平下　清次
　〃 坂　保利勝 〃 永田　　司 〃 牧之瀬　昭 〃 青木　憲泰
　〃 山田　惠子 〃 渡辺　秀雄 〃 佐治　秀樹
　〃 伊藤　賴一 〃 坂井　　修 〃 服部　定信
　〃 加古　丞二 〃 森　　克己 〃 青山　信夫

迎 春 大府新江工業団地協同組合迎 春 半田法人会　大府支部
理事長 松原　大虎（大翔電機㈱） 伊藤　　誠（大洋化学工業㈱）
副理事長 小崎　康弘（㈲大府プラスチック工業） 古道　　健（㈱古道工業所）
理　事 朝倉　洋一（㈱ワークアップアサクラ） 釜谷　雅彦（シナノア㈱）
　〃 三品　富康（㈱浅井歯科技研） 日高　　章（日多加産業㈱）
監　事 阿部　寛基（㈲共和スプリング製作所） 篠田　耕一（三力工業㈱）
顧　問 渋谷　正勝（㈱中部オールサービス） 山崎伊佐雄（タツミ化成㈱）
 平下　清次（㈲平下加工） 平下　　学（平下塗装㈱）
 川田　一男（㈲川田工業） 釜谷　雅彦（㈱シナノコーポレーション）
 青本　憲泰（大天工業㈱） 朝倉　洋一（㈲エムケイライン）
 岡田　　明（㈲共栄工業） 日高　　章（日多加ファインモールド㈱）
 尼子　正秀（尼子工業㈱）　　　　　　          
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
大府商工会議所の皆様には、新年を健やかな
お気持ちで迎えられたことと、心からお慶び
申し上げます。関係者の皆様には、日頃から
本市の商工業振興のため、格別なご尽力を賜
わり、誠にありがとうございます。

　わが国の経済状況は円安により輸出関連産
業の収益は増加しているものの、昨年４月以
降、個人消費は落ち込んでおり、企業を取り
巻く環境も厳しい状況がつづいております。
政府による確実な景気回復が望まれるところ
ですが、市としても、引き続き商工業振興は
もとより市民生活をしっかり支えていく市政
の運営に努めてまいりたいと考えておりま
す。
　昨年は、東浦町とともに「創業支援事業計
画」の認定を受け、創業希望者の支援体制を
商工会議所などと連携して行うことといたし
ました。また、事業所を対象とした防災対策
説明会を商工会議所のご協力で行うなど、い
ざという災害時の企業支援も行ってまいりま
した。
　今年は、大府市にとって市制施行４５周年
を迎える節目の年となります。昭和４５年の

市制施行当時、４万９千人弱であった人口は、
高速道路網の整備や立地条件にも恵まれ、良
好な住宅地が提供され、今では８万９千人を
超えるまでになりました。市内では自動車関
連産業をはじめ機械、鉄鋼、金属加工産業な
どが盛んになり、愛知用水の恩恵による都市
近郊型農業が営まれるなど、成熟した街へと
日々変化を続けています。４５周年を記念し
た様々な事業を予定しており、これまでの市
の発展を祝うとともに、「健康都市おおぶ」
を発信する、「健康づくり」、「文化・スポーツ」、
「緑化」などの事業に取り組むとともに、「ウェ
ルネスバレー構想」を引き続き推進し、大府
が元気で活力あるまちとなるしくみを展開し
てまいりたいと思います。
　大府商工会議所におかれましては、引き続
き商工業活性化ビジョン＜大府ブランドを世
界に＞の展開により、中小事業者の経営基盤
の健全化、安定化を目指すとともに、産学官
の連携により社会情勢に対応した事業展開を
ご期待申し上げます。
　今年も市政運営にご理解とご協力をいただ
き、皆様のますますのご健勝とご活躍を心か
ら祈念申し上げ、新年のごあいさつといたし
ます。

大府市長　久野孝保

新年のごあいさつ

　あけましておめでとうございます。
　新たな年が、県民の皆様方にとりまして、
素晴らしい１年となりますよう、心からお祈
り申し上げます。
　昨年は、3 月に「あいちビジョン 2020」を
策定し、リニア新時代を見据えた大都市圏づ
くりに向け、社会基盤の整備や産業振興、教
育・人づくりなどに全力を注いでまいりまし
た。また、「ESD ユネスコ世界会議」、「技能
五輪・アビリンピックあいち大会 2014」の開
催などを通じ、全国、世界に向け、愛知を大
いに発信することができました。
　今年も、ビジョンの着実な推進を図りなが
ら、愛知の更なる飛躍を目指してまいります。
　まず、世界に発信する「中京大都市圏」づ
くりです。2027 年度のリニア開業による 5 千
万人の大交流圏の実現をにらみ、名古屋駅の
スーパーターミナル化や鉄道・高速道路ネッ
トワーク、空港、港湾の強化を図ってまいり
ます。
　また、燃料電池自動車を始めとする自動車
産業の高度化、航空宇宙産業やロボット、健
康長寿など次世代産業の育成・振興、企業立
地の促進、中小企業支援などに力を入れ、産
業競争力をより一層高めていくとともに、農

林水産業のパワーアップを図り、「産業首都
あいち」の実現を目指してまいります。
　そして、こうした愛知を支える「人づくり」
に全力で取り組み、子ども、若者、女性、高
齢者、障害のある人など、すべての人が輝き、
活躍する愛知づくりを進めてまいります。
　さらに、国内外を代表するスポーツ大会の
育成・招致に取り組むとともに、今年を「あ
いち観光元年」と位置づけ、愛知の魅力を高
め、積極的に発信してまいります。
　こうした取組のほか、戦略的なグローバル
展開、地震・津波対策などの安全・安心な地
域づくり、「環境首都あいち」に向けた取組、
地方分権・行財政改革、東三河県庁を核とし
た地域振興などにも力を注ぎ、愛知の総合力
を一段と高めてまいります。
　さて、今年は、2005 年の愛知万博から 10
周年です。秋には、愛・地球博記念公園をメ
イン会場に、「全国都市緑化あいちフェア」
を開催します。花と緑にあふれた愛知の魅力
を感じていただけるようしっかり取り組み、
万博の成果を継承・発信してまいりたいと思
います。
　これらの取組を通じ、「日本一元気な愛知」
の実現に向けて全力で取り組んでまいります
ので、県民の皆様の一層のご理解とご支援を
お願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　  平成 27 年元旦

愛知県知事　大村秀章

新年のごあいさつ新年のごあいさつ



毎月貴社を訪問し、月次決算を実施する

月次巡回監査
進むべき道筋を共に考え検証する

経営計画（継続MAS）作成
信頼できる申告書となる

法33条の2書面添付
を推進しています。

当事務所
は

早川仁税理士事務所
愛知県大府市共西町六丁目32番地

TEL.0562-44-5386
FAX.0562-44-5376 早川仁 税理士 検索

日本税理士会連合会 第90018号・TKC全国会会員・大府商工会議所青年部部員

地域企業の大切な財産を
いずみ セキュリティシステムが

お守りします

いずみサポート㈱
名古屋支社

機械警備 常駐警備  ホームセキュリティの
  ご相談は　TEL 0562-48-5102

大府市朝日町６-１
（住友重機械工業本館内）

ISC

お気軽にご相談下さい。

TEL 0562-47-6697
FAX 0562-57-1113

〒474-0052　
愛知県大府市長草町中屋敷23-6

代表 坂口 美穂

相続税・贈与税・事業継承支援
会計税務顧問・記帳代行
決算業務・申告業務
新規事業・会社設立支援

坂口公認会計士
税理士事務所

たよられるあなたに、たよれる安心を
【経営者医療共済】
　 ケガも病気も安心の
　　　　　　 入院1日2万円！
　 掛金そのままで、
　　 満80歳まで末永く補償！

愛知県中小企業共済協同組合
お問い合わせは
お気軽に！ 0120-00-9967

貴店の売上アップ、集客率アップにお役立てください。

〈本社・工場〉〒476‐0002　東海市名和町２番割上52の１
ペコロス編集部お問い合せ TEL〈052〉601‐2440

(代)

◎発行部数
　98,000部
（36号実績）

いろんな
お店の情報を
楽しもう！

無料アプリ
「ココアル」を
ダウンロードして

日本商工会議所会頭
三村 明夫

新年のごあいさつ新年のごあいさつ
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　明けましておめでとうございます。 
平成２７年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげ
ます。 
　日本商工会議所の会頭に就任して、２回目の新
年を迎えました。就任以来、被災地も含めた各地の
商工会議所、女性会、青年部、会員各企業等、多くの
関係者と意見を交換し、数多くの課題について議
論を重ねてきました。 
　人口減などにより存立の危機に直面している地
域や、円安がコストアップに直結して苦しむ中小
企業を目の当たりにしました。同時に、明確な将来
ビジョンを描き活力を生み出している地域や、イ
ノベーションに果敢に挑戦し成功している中小企
業にも接することができ、強い感銘を受けました。
　いずれの場面においても、商工会議所が地域の
大きな期待に応えるべく、積極果敢にリーダー
シップを発揮しており、その任務の大切さを実感
いたしました。 
　わが国経済は、多くの経済指標が改善を示すな
ど、全体としては明らかに回復の道をたどってお
り、20 年続いたデフレを脱却しつつあります。私
は、アベノミクスの本質は需要創造政策だったと
思います。大規模な金融緩和、財政支出、民間活動
の活性化により、需要が増加し、需給ギャップは大
きく改善されました。 
　マインド転換局面にある今こそ、資本蓄積、労働
力、トータル生産性の３要素を向上させ、中長期的
な経済成長を確実なものにしなければなりませ

ん。やるべき課題は既に明らかですので、本年は、
官民ともに覚悟をもって、その解決に向けて実行・
断行するときです。 
　政府には、安定政権でなければ実行できない痛
みを伴う政策を断行し、日本の明るい未来への確
かな道筋を示して欲しいと思います。社会保障給
付の重点化・効率化は待ったなしであり、成長戦
略は論ずる段階は過ぎ、実行あるのみです。一層の
規制改革によるイノベーションの喚起、国際的な
立地競争力の強化、低廉で安定したエネルギーの
確保、人口減少の歯止めと地方創生などの山積す
る諸課題に対する適切な政策が、間断なく実行さ
れることを期待します。 
　我々民間企業は、デフレマインドからの転換を
チャンスと捉え、リスクをとりながら事業展開し、
事業収益を次の設備投資や賃金増に結び付けなけ
ればなりません。経済の好循環を実現する原動力
として、これまでの貯蓄主体から本来の投資主体
に転換し、積極的に行動することが求められてい
るのです。 
　日本は、ＧＤＰに占める輸出比率が２０１２年
実績で１３.４％と、先進国では９．９％の米国に次
いで低い国です。ＧＤＰの６割を占める個人消費
が日本の成長をけん引、つまり日本はこれまで内
需主導で成長してきた国なのです。 
　しかし、今後の人口減少トレンドを考えると、内
需の伸びは、ありとあらゆる努力をしても、せいぜ
い１～２％程度と多くを望めず、企業の成長のた
めにはどうしても外需を積極的に取り入れること
が必要です。現状、売上高輸出比率が２％台の中小
企業も、１４％程度の大企業も、さらなるグローバ
ル化の余地は大であり、新興国の需要等を積極的
に捉えていくことが求められます。 
　海外現地生産という選択肢もありますが、我が
国の人的資源や技術力の高さといった強みに加
え、円安メリットも活かしながら、国内設備投資に
より供給能力を高め、輸出競争力を強化すること
も重要な戦略です。円安は、中小企業にとっては恩

恵をフルに享受できるものではなく、むしろ原材
料コスト増につながります。しかしながら、現在の
円安はしばらく定着すると覚悟せざるを得ませ
ん。何とか円安をメリットにつなげられるように
知恵を絞らなくてはなりません。いくつかの中小
企業が、生産拠点を海外から日本に戻した、あるい
は戻す計画だという話も聞いております。もちろ
ん、そのための環境整備として、ＴＰＰの締結、主
要国とのＥＰＡ締結、法人税の減税なども急務で
すので、政府等に積極的に働きかけてまいります。 
　このように我が国は、デフレマインドから脱却
し、成長に向けた施策を実行することが急がれま
すが、二つの大きな構造的課題にも直面していま
す。一つは、「人口急減と超高齢化の加速化」、もう
一つは「地方疲弊の深刻化」です。 
　私は、経済財政諮問会議のもとに設置された「選
択する未来」委員会の委員長として、５０年後の日
本の未来像と２０２０年までに取り組むべき課題
をまとめ、昨年１１月に報告書を公表しました。 
　本報告の第一の目的は危機感の共有です。政府、
地方自治体、民間企業、大学等の学術機関、市民な
ど、あらゆる関係者が直面する人口急減、地方消滅
の危機感を共有化し、一体的な取り組みを推進す
べきことを提言しました。第二は、希望の持てる日
本の未来は選択することができる、そのためには、
我々は未来ではなく今取り組まなければならない
課題に直面していることから、その解決の方向性
を提示することでした。 
　選択する未来委員会で提言した「５０年後に１
億人程度の安定した人口構造を保持すること」が、
政府の「骨太の方針」に盛り込まれました。その実
現のためには、少子化対策支出の倍増、生産性の飛
躍的向上、男性の働き方改革など、ありとあらゆる
対策を総動員する必要があります。各地の商工会
議所が取り組んでいる婚活イベントなども直接的
な効果の期待できる重要な取り組みですので、是
非積極的に推進していただきたいと思います。 
　地方創生は大変困難な課題です。何しろ３０年

に亘る少子化、２０年に及ぶデフレが地方の疲弊
をもたらしたわけで、簡単に解決できるものでは
ありません。地方には、観光、農林水産業、地方大学
など、まだ十分に活用しきれていない資源があり
ます。こうした資源を如何にうまく地域の活性化
に結び付けていくか、そしてそれを如何に若者の
働く場につなげていくかが創生の鍵です。まさに、
商工会議所が重点的に取り組んでいる「地域の再
生」と直結する課題であります。 
　全国約１８００の市区町村には１８００の処方
箋があるはずです。地方創生は、その地方が自ら知
恵を絞り、解決策を生み出す、すなわち当該地方の
主体性、創意と熱意なくして成しえません。それゆ
えに、中立的な立場で多くの関係者をまとめ上げ
る強みを持つ商工会議所への期待は非常に大きく
なっています。地方創生においても、各会議所が強
いリーダーシップを発揮していただきたいと思い
ます。 
　また、震災復興の加速化に向けては、全国５１４
商工会議所の絆をもとに実施している「遊休機械
無償マッチング支援プロジェクト」や「販路回復・
拡大」などの活動を精力的に継続しなければなり
ません。一日も早い本格復興に向けて、現地が必要
としている施策を丁寧に取りまとめ、政府などへ
提言してまいります。 
　我々商工会議所が、自治体の首長や地域住民な
どあらゆる関係者とともに危機感を共有化した上
で、知恵を絞り、実行する力を発揮すれば、現下の
危機は乗り越えられるはずです。５１４商工会議
所のネットワーク力など自らの強みに改めて自信
を持ち、中小・小規模企業の活力強化や地域再生
に積極果敢に邁進すれば、地域から日本の底力を
上げる大きな原動力となります。 
　本年は戦後７０年という節目の年でもありま
す。日本の新たな再出発に向けて、大いなる気概と
自信と明るさを持ち、「実行あるのみ」を合言葉に、
前に向かって動き出しましょう。皆さまの一層の
ご支援とご協力を心からお願い申しあげます。



講習日程その他詳細は、ホームページもしくは電話でお尋ねください
http://www.toyota-shokki.co.jp/
             TEL 0562-48-9741   FAX 0562-48-9742

豊田自動織機  技能講習 検索

〈愛知労働局長登録教習機関〉
　㈱豊田自動織機　技術技能ラーニングセンター
　〒474-0035　大府市江端町3丁目217番地（JR大府駅西出口から徒歩5分）                 

フォークリフト
　　　　運転資格取得      

どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。無料でお見積もりいたします。

愛協産業株式会社 建設部
●電話：0562-48-5531（鈴木・太田）
●住所：大府市共栄町七丁目1番地の1
●建設業許可：愛知県知事（特22）第43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い21）9446

あらゆる自宅の困りごとに
リフォームを提案させていただきます！

玄　関 キッチン トイレ お風呂 洗面所

防犯・防災介　護 内　装 屋根・外装 外構・植栽

愛三工業株式会社（東証一部上場）の子会社です
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会議所だより 会議所だより～部会・委員会・支部・講習会･イベント等のご報告です～  

日本一社員が幸せな会社
「未来工業㈱」を視察！
製造業部会、情報・物流サービス業部会
環境行動計画推進・ISO特別委員会
11月26日（水） 於：未来工業㈱

　当所の２部会と１委員会の合同企画で、未来工業
㈱（岐阜県大垣市外・輪之内町）を視察してきまし
た。同社はユニーク経営が注目を集めています。時
には「日本一社員が幸せな会社 」といわれ、残業ゼ
ロ、ホウレンソウ（報告・連絡・相談）禁止、年間休日１
４０日、定年７０歳（６０歳から給料据え置き）、働く人全
員が正社員でパートにはしない、５年に１度は全員が
海外旅行に行ける、年功序列で終身雇用を守る
等々、働く側に嬉しい制度が沢山用意されていま
す。これらは、昨年亡くなられた創業者の山田昭男
氏の経営理念から生まれたモノです。
　注目される同社ですが、「本当のところマイナス面
はないのか？」という疑問をもつ方も少なくないこと
でしょう。今回の視察研修では、実際に同社で働く社

員さんから、ユニー
ク経営の実情につ
いて、生の声をう
かがうことができ
ました。その話か
ら、「会社は社員の
やる気アップのた
めに常に考える！」「社員は会社の利益アップのため
に常に考える！」この会社側と社員側の信頼関係が
あって生まれる好循環で未来工業㈱は成り立ってい
るのだということを感じました。会社で働く人間が、
会社が利益を出せるように積極的に改善提案を出
したり、商品の差別化を考えたり、１人ひとりが自主
的に行なっているそうです。
　「会社の役割があるとすれば、社員のモチベーショ
ンを上げること。少なくともウチはそれで上手く
いっているから、それで良いのです」と自信を持って
答える社員さんの姿がとても印象的でした。

大府あきんど塾（平成２６年度第２回）

パーソナル・ブランディングセミナー
11月7日（金） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：１９:００～２１:００

　一般的にブランド
というと、製品の魅力
や価値を多くの人に
ＰＲするためのものと
いうイメージがあり
ますが、個人のブラン
ドを作ることを「パーソナル・ブランディング」と言い
ます。そのポイントは次のとおりです。
①どうなりたいのか、どう魅せたいのか、どう憶えら
　れたいのかを意識し、なりたい自分のイメージを
　創る。
②自身の強みを伝える言葉を発信するような「こと
　だま」を創る。
③つながりを創る。
④対面とＳＮＳ等のネット媒体をバランスよく活用し
　出会いの機会を創る。
本セミナーで「個人の魅力」を存分に発信し、ビジネ
ス・私生活においてもハッピーになるテクニックを学
ぶことができました。

吉森支部 視察研修
１１月２５日（火）　　　　　　　　　於：静岡県方面

　参加者２8名で清水港ベイクルーズとわさび漬け
の田丸屋へ視察研修に行ってきました。
　当日の天気は小雨で、クルージングで期待してい
た富士山を見ることは叶いませんでしたが、カモメ
の餌付けは想像以上におもしろく、楽しいひと時を
過ごすことができました。
　昼食では、鮪尽くしの料理をいただきながら懇親
を深め、その後、わさび漬けで有名な田丸屋に向か
い、工場を見学しました。山葵の辛味成分には記憶
力を改善させる効果があり、認知症予防への効能が
期待されているとの説明に、参加者は熱心に耳を傾
けていました。

第６７回全知多珠算競技大会
１１月２４日(月･祝) 　　　　　於：半田商工会議所
 　　　　　　　　　　　　　 時：９:3０～14:００

　日本珠算連盟半田･
大府･東海支部主催の
全知多珠算競技大会が
行われ、１００名の選手
が参加し、日頃の成果
を競い合いました。
大府支部の結果は下記のとおりです。
　おめでとうございます!!
　☆個人競技
　　小学校５年生の部　 優勝　濵島彩花
　　中学生の部　　　　優勝　伊藤慎悟
　☆団体競技
　　２部（小４の部）　３位　早川珠算塾
　☆個人競技最高得点者（小５～中学生の部）
　　栄速算学園　　伊藤慎悟

花まるＯＢＵプロジェクト設立
記念植樹祭
１１月２6日(水) 　　　　　  於：大府市役所玄関東
　　　　　　　　　　　　   時：１3:15～13:45

　大府には花を愛する緑化
市民団体が９つあります。従
来は各々の団体が単独で
事業を進めていましたが、
大府商工会議所商業部会が中心となって９団体に呼
びかけ、共通理念のもと統合した組織“花まるＯＢＵ
プロジェクト”を８月５日に立上げました。
　１１月２６日には設立記念植樹祭を行い、シンボル
ツリーとしてハナモモの木３本を、大府市の久野市
長、花まるＯＢＵプロジェクトの櫻井会長、大府商工
会議所の井上専務の３人で植樹しました。その他ユ
キ柳なども植え、記念プレートも設置しました。
　“花まる”は、地域と人、人と人、心と心を結び人々
が手をつなぐ姿を表し、花がつくる新しい芽は無限
の可能性を表しています。

▲講師の大平佳宏氏（㈱ガラパゴスワークス）

▲競技の様子



▲講師の大平佳宏氏（㈱ガラパゴスワークス）

【訂正とお詫び】会報１２月号４ページに掲載した新入会員のご
紹介の内容に誤りがありましたので、以下のとおり訂正してお
詫び申しあげます。

事業所名

㈱マルリョウ

大府法律事務所 （誤）塚本泰統 　→　（正）塚本康統

業種・取扱い商品

事業所名 代表者

（誤）金属製屋根工事業
　　　　　　　↓
（正）不動産管理業・太陽光発電事業

㈱JAやすらぎセンター
0120-79-7900

JA葬祭
家族葬から社葬まで

真心で
お手伝いします。
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第８回産学官連携交流会
「自動車産業の未来を見据えた新事
業への展開」
12月5日（金） 於：大府市役所多目的ホール
　　　　　　　 　　　時：１３:００～１７:００

　大府市と共催で､「自動車産業の未来を見据えた
新事業への展開　～連携による基盤技術の応用と
地域特性の活用～」をテーマに産学官連携交流会を
開催したところ、大学、公的機関、先進企業の３９団体
がブースを出展し、２３０名が来場されました。

　今回は、東海商工会議所と東浦町商工会に加えて
新たに半田・常滑の商工会議所、知多市商工会にも
後援を呼びかけ、半田商工会議所と東浦町商工会か
らは、モデル事業所の出展もあり、広域連携を目指
す足がかりとなりました。
　開会式で半谷副会頭は、「本交流会の有効性向上
を図るためには、広域連携が必要。それぞれの地域
で持続的経営ができるビジネスモデルを構築するね
らいを共有できる組
織と連携を深めた
い」と挨拶しました。
　昨年に続いて、来
賓としてお迎えした
中部経済産業局地域
経済部・次世代産業
課課長の瀬賀和也氏からは、「中部地域における次
世代産業分野へ今こそ管内企業が、新規参入される
ことを期待する」との励ましのお言葉をいただき、
事業者の新分野への挑戦を後押ししていただきま
した。

基調講演　「未来予測２０１５－２０３０」　
　基調講演には、未来
予測第一人者である
田中　栄氏(㈱アクア
ビット代表取締役)をお
招きしました。
「未来予測２０１５－２０３
０ ～自動車・医療／ヘルスケアは、これから１０年で
どう変わるか？」をテーマに講演いただき、会場は満
員となり、予定を４０分も延長して熱心にお話してく
ださいました。最後の「未来は現在の延長でもある
が、未来を創るのは自分たちであり、行動した結果が
未来となる。会社の規模は、関係ありません」の言葉
が大変印象的でした。終了後、列をなす質問者各々
に真摯に対応していただきました。

ウェルネスバレー構想推進に向けた取組も紹介
　交流会場にスペースを設け、大府市企画政策部

ウェルネスバレー推進室
の近藤室長より、過年度
の取組と今年度の製販ド
リブンモデル等について
紹介していただきまし
た。

　ブース交流会では、新事業創出のための人脈構築
をねらいとし、大学のシーズ活用や金融を含めて、
公的機関による能力補完や支援を理解する場を設
けました。また、モデル企業からは、地場のインフラ
と自社技術を活用した新製品等を展示していただき
ました。
　学や官からは、産の具体的なニーズとのマッチン
グが求められており、今後の交流会開催に向けての
課題となっています。この点においては個社支援の
ためコーディネータの積極活用をお勧めしていきた
いと思います。
　また、閉会にあたっては、河野副会頭が、「環境変
化に適応するための新分野での事業化や既存事業
の高度化は、一朝一夕にできるものではないが、真
摯に取組む姿に出会いがあり、発展する」と述べ、
出展者や一般参加者へのお礼の言葉で締めくくりま
した。

　「橋本実践塾」第３ステージの活動報告がそれぞれのグループ毎に実施されました。
会場会社の経営者、製造業部会の笹田第１分科会長（㈲山本鈑金）と橋本塾長の立会いのなか、リーダ役が活動成
果を発表するとともに、他の塾生一人ひとりが今回の活動に対する感想を述べ、改善プロセスを共有しました。

「橋本実践塾」第3ステージの活動報告

◎ケーブル棚の整理
を行い、長さと型
式を明示。

　棚と柵をワイヤー
固定することで地
震対策も行った。

◎ コネクター部品棚
内の定位置化を行
うことにより取出
し時間の短縮に繋
がった。

＜今回の活動成果＞

▲発表者は冨谷正仁さん（大翔電機）

◎端数品棚と塗料置
場の２Ｓを実施。在
庫数を減らし、品
目の明示や棚の前
に製品を置かない
ようにすることで
取出し時間の短縮
と4.5㎡のスペー
ス確保に繋がっ
た。

＜今回の活動成果＞

▲発表者は當山勝悟さん（東海塗装工業所）

第1グループ「壱」の活動
　大翔電機㈱にて４回の改善活動を実施し、１１月２
５日に成果発表会を行いました。

第2グループ「セブンズ」の活動
　㈱東海塗装工業所にて４回の改善活動を実施し、
１２月２日に成果発表会を行いました。

会議所だより 会議所だより



取　扱　商　品
空圧設備

油圧設備

水処理設備

電源設備

環境設備

建設機械

コンプレッサ、エアードライヤ

油圧ポンプ、油圧モーター

遠心分離機、フィルタープレス

電源装置、非常用発電機、蓄電池

破砕機、振動ふるい

地盤改良機、クローラークレーン、油圧ショベル

大和機工株式会社
TEL 0562-47-2164
http://www.daiwakiko.co.jp

販売・据付工事・修理・レンタル

DAIWA

造園・緑化工事のご相談なら

大府市修景協会
大府修景建設㈱
大府市桃山町2-69

☎0562-48-1114

大府造園土木㈲
大府市半月町3-184-3
☎0562-46-2837

冨 田 造 園㈱
大府市共栄町4-3

☎0562-46-1128

坂　田　造　園
大府市共和町1-7-16
☎0562-46-4566

㈲知北グリーンサービス
大府市桜木町5-287
☎0562-48-5755
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会議所だより会議所だより

建設業部会 視察研修　
新旧の建築物を見学
１２月２日（火） 　於：あべのハルカス（大阪市）
　　　　　　　　　　　 平等院鳳凰堂（宇治市）

　ビルとして日本一の
高さ３００メートルを誇
り、最先端の建築技術・
省エネシステムが随所
に盛り込まれた「あべの
ハルカス」を見学しました。天候にも恵まれ、展望台
から見下ろす景色は絶景でした。また、午後からは、
平成の大改修を終え、鮮やかな姿を見せた「平等院
鳳凰堂」を訪れ、見頃を迎えた紅葉とともにその建
築様式の素晴らしさを体感しました。
　1日のうちに新旧の建築技術に触れ、建物から仕
事に携わった人々の真摯な思いを感じとることがで
き、大変勉強になりました。

共和駅前イルミネーション点灯式
１２月６日（土） 於：ＪＲ共和駅西ロータリー
　　　　　　　　　　  時：１７:００～１８:００

　大府市共和商業（協）
主催によるイルミネー
ション点灯式が行われ
ました。
　当日は日中に初雪が
降る大変寒い日でしたが、抽選会を兼ねた点灯式に
は、多くの市民が集まりました。金メダルのまち共和
にちなみ、至学館大学女子レスリング部の選手達も
応援に駆けつけ、式典を盛り上げてくれました。共和
駅西ロータリーは、シャンパンゴールドの電球がきら
めき、うっとりするような美しさです。午後５時から１
２時の間、1月末まで毎日点灯しているので、是非、ご
覧ください。

理容業講習会
「２０１５ニューヘアーＬＯＯＰ（ループ）」
１２月8日（月） 　於：東浦町勤労福祉会館
　　　　　　　　　　　  時：１０:００～１２:００

　江原慶信氏（Ｋ’s  ｈａｉｒ 代表）を講師に招き、２０１
５年度県理容組合推奨
の最新ＮＥＷヘアース
タイル「ＬＯＯＰ」につい
て、モデルを使った実
演披露がありました。

美容業講習会「アップヘアー＆着付け」
１２月9日（火） 　於：東浦町勤労福祉会館
　　　　　　　　　　　  時：１０:００～１3:3０

　ヘアースタイリストに籾山貴昭氏（Ｖｉｃｔｏｒ 代表）、
着付けに山田麻友香氏（Ｆｉｎｅ Ｈａｉｒ）を講師に招き、
成人式向けの最新のト
レンドとなる、アップヘ
アースタイルと着物着
付け・帯の形について
実技指導をいただきま
した。

年末調整勉強会 年末調整の仕方
１２月8日（月） 　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　  　 時：１3:3０～１5:3０

　税理士の大城浩子先生を講師に招き、初めての方
でも理解できるよう、わかりやすく解説していただ
きました。参加者には、税務署より送付された年末調
整に関する書類一式を持参していただき、各自該当
する部分を確認しながらの勉強会を進めていきまし
た。
　特に平成２６年１０月２０日に施行された通勤手当の

非課税限度額の引き
上げについては、平成
２６年４月１日まで遡っ
て適用になるので注
意が必要とのことでし
た。

製造業部会主催
労働法の基本・化学物質取扱上の
留意点セミナー
１２月10日（水） 　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　 　　　　時：１６：００～１７：００

　平成２６年６月に労働安全衛生法の一部を改正す
る法律が公布され、順次施行されます。そこで、半田
労働基準監督署の伊藤署長と大岡衛生専門官をお
招きし、みだしのセミ
ナーを２部構成で開催
いたしました。
　第１部の「労働法の基
本」では半田労働基準
監督署に寄せられた相
談事例や労働関係法のポイントなどを分かり易く説
明いただきました。
　第２部の「化学物質取扱上の留意点について」で
は、今後義務化される化
学物質による危険性や
有害性の調査（リスクア
セスメント）について法
令で求められる内容や
目的、効果などの説明が
行われ、出席者一同理解を深めることができました。
　最後に、リスクアセスメントがインターネットで簡
単に実施できるツールとして「化学物質リスク簡易
評価法」が紹介されました。化学物質を取り扱われる
事業所におかれましては、是非ご活用ください。

▲半田労働基準監督署の伊藤署長

▲半田労働基準監督署の大岡氏

建設業部会主催　
清掃活動ボランティア
１２月13日（土） 　於：市道大府共和線
　　　　　　　　　 　　　　  時：１0：００～

　当所建設業部会
（部会長：早川建志
氏、㈱愛知工務店）
は、環境保全推進の
ため、毎年ボラン
ティアで清掃活動を
行っており、今回で１
１回目を迎えました。
　朝１０時に大府市勤労文化会館駐車場に集合し、
市道大府共和線を中心に清掃を実施しました。揃い
の法被を身にまとい、植栽の中などのゴミも拾い集
めました。天候にも恵まれ、イチョウ並木が美しい歩
道を気持ちよく清掃することができました。
　ちなみに、このイチョウ並木は、従来の街路樹マテ
バシイから新たにイチョウに植え替え整備が行われ
た通りで、平成２５年秋、公募により「共和夢ロード」と
いう愛称になっています。清掃しながら、イチョウの
生長を確認できるのも楽しいものです。

▲事前に清掃方法等を打ち合わせ
　（早川部会長:左奥）



■融 資 額　2,000万円以内（１,５００万円から拡充されました！）
　　　　　　※ただし、1,500万円を超える場合は、事業計画書が必要となります。
■資金使途   運転資金　　７年以内（うち据置期間１年以内）　年1.35％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.35％
■融資対象　大府市内で１年以上事業を営み、所得税（法人税）、事業税、住民税を  
　　　　　　滞納していない方、従業員 20 人以下（商業、サービス業は５人以下）
　　　　　　の事業所で、６ヶ月以上大府商工会議所の経営指導を受けている方

融資制度のご案内　～無担保・無保証・低金利～　　　　　　　　　　　　　平成26年12月 10日現在

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度） 日本政策金融公庫（国民生活事業）

お問合せ   大府商工会議所　中小企業相談所　電話：0562－47－5000
～マル経融資以外の融資もご相談に応じていますので、お気軽にご相談ください～

大府商工会議所・行政等からのお知らせ
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　大府市内の７つの寺院で祀られている七福神を
巡って、新たな１年を始めましょう。ご利益があ
るかもしれません。

【日　時】　１月２５日（日）午前９時～午後４時
【会　場】　大日寺・地蔵院・普門寺・光善寺
　　　　　地蔵寺・浄通院・賢聖院
【内　容】　七福神の御開帳、御朱印（巡拝朱印　
　　　　　帳１冊２００円、１印１００円）
　　　　　地蔵院と浄通院では色紙販売
　　　　　（１枚１,０００円）

☆各寺で祀られている神様にちなんだ「贈り物」
　が用意されています。（先着順、数に限りあり）

大府七福神めぐり

　丹精込めて育てた梅の盆栽を一堂に集め、早春
の香りをお届けします。華麗な花もお楽しみくだ
さい。

【日　時】　２月９日（月）～２月１５日（日）
　　　　　午前１０時～午後４時
　　　　　（最終日は３時まで）
【内　容】　盆梅・川柳の展示、呈茶、琴と尺八演奏
　　　　　ぜんざい・甘酒のサービス、苗木・観光
　　　　　 みやげ物・やきいもの販売、大倉公園・
　　　　　  桃山公園などの案内
【会　場】　大倉公園内管理棟・休憩棟

第24回大府盆梅展

　風車共済は、大府商工会議所の会員を対象にし
たグループ共済制度です。１口１,０００円で大き
な安心が得られます。（最高５口、但し６１歳以
上は掛金が変わります）

こんなにお役にたちました！
風車共済１１.３％還付
（H26.12.5支払い）

　愛知県内の特定の産業に適用される７業種の特
定最低賃金が、平成２６年１２月１６日から改正
されました。
　このため、既に１０月１日に改正されている「愛
知県最低賃金」と併せ、愛知県の最低賃金（時間額）
は、次のとおりとなります。

愛知県の特定最低賃金改正のお知らせ
平成26年12月16日発効

LOBO調査報告
商工会議所早期景気観測システム

●全産業の業況ＤＩは、前月と比べ改善。産
業別にみると、建設業はほぼ横ばい、製造
業、卸売業は改善、その他の２業種は悪化
した。

●一般工事業からは、「人手不足が深刻化。
顧客からの受注案件で手一杯の状況であ
り、取引先の新規開拓ができない」とのコ
メント。プレス加工業からは、「産業用機
械器具向けなどの受注が好調。また、一部
の取引先では、生産を海外から国内へシフ
トさせる動きがみられる」とのコメント。
総合スーパーからは、「円安の影響によ
り、食料品などの価格が上昇する中、消費
者の買い控えが目立ってきている」との
声、飲食店からは、「４月以降、客足が鈍
い状況が続いている。年末の予約も低調で
あり、業況はさらに悪くなる見込み」との
コメントが寄せられた。

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今
月と比べ悪化する見込み。産業別にみる
と、小売業、サービスで改善、その他の３
業種で悪化する見込み。

日本商工会議所では、全国422商工会議所の協力を得て、各地域の｢肌で感じる足元の
景気感｣を全国ベースで毎月調査し、その累計結果をリアルタイムで提供しています。
・“LOBO” とはQuick Survey System of Local Business Outlookの略称です。
・“DI” とはDiffusion Index（景気動向指数）の略で、増加（上昇・好転）企業割合から
　減少（低下・悪化）企業割合を引いたものです。
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ブロック別全企業DI
（前年同比）の推移（東海）業況

 　14年     　　    　　        　　                    先行き見通し
 　　 6月    7 月 8 月　 9月 10月   11月 12月～2月  

業　　況 ▲ 20.4 ▲ 13.6 ▲ 16.6 ▲ 11.2 ▲ 24.5 ▲ 20.1 ▲ 25.6
       
売　　上 ▲ 14.5 ▲ 7.9 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 15.4 ▲ 17.7 ▲ 17.8 
    
採　　算 ▲ 22.5 ▲ 18.1 ▲ 17.6 ▲ 12.9 ▲ 25.2 ▲ 26.2 ▲ 23.9
       
資金繰り ▲ 16.5 ▲ 7.5 ▲ 6.7 ▲ 7.2 ▲ 12.9 ▲ 15.6 ▲ 19.4
       
仕入単価 ▲ 50.7 ▲ 45.7 ▲ 51.4 ▲ 51.2 ▲ 52.1 ▲ 42.0 ▲ 42.6
       
従 業 員 13.0 9.6 16.5  13.5 14.7 7.9 7.9

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年11月調査結果

  

今年も初春の催しが下記のとおり開催されます。大寒から立春の時期にかけて、春を呼ぶ
季節のイベントです。お誘い合わせのうえ、是非ご参加ください。

初春催し物のご案内

【問合せ】大府市観光協会（大府市役所商工労政課内）電話：0562－47－2111（代表）

【問合せ】大府商工会議所　電話：0562-47-5000

保険金・給付金のお支払い状況（H25.9.1～H26.8.31）
アクサ生命保険給付分
　死亡保険金 １０件 １０,０００,０００円
　ケガ入院給付金 ６件 ７６０,０００円

　合　計 １６件 １０,７６０,０００円
会議所独自給付分
　ケガ通院見舞金 ２５件 ４２０,０００円
　病気入院見舞金 １８件 ２６０,０００円
　還暦祝金 ３２件 ５００,０００円
　結婚祝金 １２件 １８０,０００円
　出産祝金 ３０件 ５６０,０００円

　合　計 １１７件 １,９２０,０００円

最低賃金名

愛知県最低賃金

時間額

800円

発効日
平成26年
10月 1日

平成26年
12月 16日

鉄鋼業最低賃金 ８９９円
はん用機器製造業最低賃金 ８７０円
精密機器製造業最低賃金 ８２７円
電気機器製造業最低賃金 ８３７円
輸送用機器製造業最低賃金 ８７７円
各種商品小売業最低賃金 ８１０円
自動車(新車)小売業最低賃金 ８５９円

（特定最低賃金）
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目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員加入促進キャンペーンご協力を

①紹介いただいた会員へ　
⇒入会手続き完了後、１ 件につき 1,000 円分の商工会
議所サービス利用券（商工会議所のセミナー、視察研
修、会報広告掲載、新年賀詞交歓会等で利用可）進呈。
ただし、事前に紹介先事業所へ入会に関する話を通し
ていただくことが条件。 ５件以上紹介の場合、会頭感
謝状＋5,000円分の商工会議所サービス利用券を贈呈。
②紹介により入会された事業所へ⇒加入金 5,000 円を免除
③所属組織の運営支援として
⇒紹介１件につき 4,000 円の報奨金を支部・青年部・女 
性会いずれかの紹介団体へ交付

問合せ：大府商工会議所　総務・会員サービス課　
電　話：0562－47－5000

キャンペーン期間の紹介・入会特典
（平成27年3月加入分まで）

会員加入目標数

200

平成26年12月末会員総数

1,635

平成26年度大府商工会議所

4～12月加入者数

目標達成まで

100

100

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

大府ブランドを世界に！
名古屋発バスツアーのお客様をご案内

12月13日（土）ガイドデビュー！！

会
員
の
広
場

　平成26年8月にオープンしたスペイン風居酒屋「和世」です！
　当店のコンセプトは、スペイン風居酒屋「バル」で、女性がお一人で来られても
気軽にお酒と、お食事を楽しんで頂ける楽しい店を目指しています。スペイン料理
の他にもこだわりの逸品が数多くありますので、ご賞味ください。
　席数も55席あり、女子会、2次会、宴会等にもご利用頂けます。お気軽にご連絡
ください。皆様方のご来店をお待ちしております。

お手軽な「バル」メニューをワイワイとした空間で

●住　所／大府市共栄町 8-11-10
●TEL 0562－47－9338
●定休日／火曜日
●営業時間／ 18:00 ～ 24:00

Dog Salon Snip Snip
オーナー　早川 慎平

和　世
店長　朝永　誠

　こんなトリミングサロン見たことない！きっとそう思って頂けると思います。当
店は、気軽に入れて何でも相談できるお店作りに力を入れています！さらに、オー
ナーはドックショーで入賞経験豊富で、JKC公認A級トリマーとしての実績も十分
です！時間をかけてカウンセリングを行い、お客様とその子の生活リズムを考慮し
たカットを提案させて頂きます。いつでも安心と安全を。平成27年2月末日まで新
規の方は30％OFFキャンペーン中です！是非、ご利用をお待ちしております。

安心安全に。トリミングサロンSnip Snip ！

●住　所／大府市柊山町 1-68-1
●TEL 0562－85－2323　　
●定休日／水曜日
●営業時間／ 9:30 ～ 19:00


