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大府商工会議所 フィリピン経済産業視察
平成28年11月2日～11月6日

大府ブランドを世界に！
交 通 安 全 運 動

発行所　大府商工会議所　〒474-8503　愛知県大府市中央町 5-70　TEL 0562-47-5000　http://www.obu-cci.or.jp/

洋菓子 チロリヤン

いつまでも地元に愛される菓子を作り続けます    

代表取締役　仲井 洋介

　地元大府のお客様に愛され続けて今年で 35 年周年を迎えることができました。
先代から 2 代目に代替わりをし、今までのチロリヤンの良いところを継承しつつ、
これからも地元大府のお客様に愛してもらえるような菓子をご提供しています。看
板商品の「チロリヤン」をはじめとして、お好きな写真や画像でデコレーションケー
キを飾れる「シュガープリントデコレーション」など。新しい商品への取り組みも行っ
ています。お近くまでいらっしゃった際にはぜひご来店ください。 

●住所／大府市追分町三丁目３３８
●TEL／ 0562-47-1250
●営業時間／ 9：00～ 20：00
●定休日／火曜日

●住所／愛知県大府市追分町１丁目２７番地　エデン追分２F  
●TEL／ ０５６２－４５－５６６０　FAX／ ０５６２－４５－５６６１
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00   
●定休日／日祝

株式会社　システック

なんでもご相談してください。    

大府営業所長　浜口 勝利

　今年、６月から大府営業所（本社・名古屋今池）を構えました株式会社システック
と申します。ホテル・旅館・マンション・アパート・店舗・工場等、清掃・電気・空調・
水道の不良、故障の対応を手掛け、その他、外溝・建具・植栽・害虫駆除・エアコ
ンのリースに至るまで、多種多様な要望にお応えしております。またメンテナンスの
コストを効率化・削減のご提案もしております。何かお困りごとがありましたら、是
非ご一報お願いします。    

１２月中の大府市内での人身事故は、昨年５６件、一昨年３６件で２０件増加
しています。特に、１２月は事故が多発する月です。
皆さん、交通安全にご協力をお願いします！
　　＜夕方「4 時から点灯」といった早めのライトの点灯推進＞

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

会員加入目標数

160

平成28年11月末会員総数

1,716

平成28年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

67

93

キャンペーン期間の紹介・入会特典

11月4日　セブ市 ウノス㈱訪問
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　日本から進出している企業も多く、愛知県からも40企業・57拠点に進出し
ているフィリピン。
　親日的な国民が多く、経済成長が続くフィリピンのＦＰＩＰ（工業団地）や、
大府拠点企業のデンソーテクノ㈱フィリピン、ウノス㈱他、大東精密㈱、メラ
センコーを視察しました。
　参加した皆さんも、今後の事業展開の参考となったようです。

今月の表紙／フィリピン経済産業視察に参加した皆さん

１１月９日（水）於：当所３階大ホール　時：1４：00～1５：００

第４回定例常議員会

審議事項
議案第１号　新会員の加入承認について
　３事業所の加入が承認されました。（下段の「新入

会員の紹介」をご覧ください）

議案第２号　第７期委員会委員の構成（案）並びにＩＳＯ・
環境特別委員会の名称変更について

　間瀬事務局長が、改選にともない常設委員会 ( 総務、

会員組織、会費検討、地域開発 )、特別委員会（ＩＳＯ・

環境特別委員会）及び金融審査会の委員を新たに構

成する旨説明を行い、併せてそれぞれの正副委員長に

ついても提案を行いました。ただし、地域開発委員会

については、委員会を開催してから、正副委員長を決

定することになったことについて理解を求めました。

　また、ＩＳＯ・環境特別委員会について、当所において

は、現在、ＩＳＯ協同認証取得を行っていない現状に鑑

み、実態に合った名称とするため、環境特別委員会に

名称変更する旨説明を行いました。

議案第３号　風車共済（生命共済１６）新商品（案）
について

　鏡味事務局次長が、変化した顧客ニーズへの対応

を含めて※任意包括加入の定義と実態との合致に関す

る課題について抜本的な解決を図るため、生命共済の

商品そのものをリニューアルすることについて提案しまし

た。

※任意包括加入とは、事業所において、年齢超過者・

健康上加入できない者・加入に同意しない者を除き

全員加入が必要という意味。がん特約は、任意包

括加入が商品認可取得時の条件となっている。

　新制度における主な変更点について、がん死亡保険

金の廃止（生存保障への見直し）、加入率による制限

の撤廃、加入年齢上限の引き上げ等々の概要説明を行

ない、最後に移行にむけた今後のスケジュールについて

説明しました。

３議案とも全て原案どおり可決されました。

報告事項
①会員加入促進中間報告について

②第１０回産学官連携交流会について

③役員視察研修について

④新旧役員・議員懇談会について

⑤市幹部との懇談会及び懇親会について

⑥新年賀詞交歓会について

⑦第４７回大府市産業文化まつりの事業報告について

⑧会員の脱退並びに変更について

⑨１１月・１２月業務予定について

その他
　愛知県からの要請を受け、地域防災力の充実強化に向

け、あいち消防応援の店、学生消防活動認証制度、愛

知県消防団加入促進事業について、理解を求めました。

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。

日 月 火 水 木 金 土
11/27
福祉住環境検定

11/28
産業文化まつり推進
委員会
13：30 〜
女性会懇親会
18：00 〜

11/29
橋本実践塾発表会
9：00 〜12：00
第10 回産学官連携
交流会
13：00 〜16：50

11/30
ボランティア一斉清掃
県指導検査
10：00 〜17：00

12/1
役員・議員懇談会
18：00 〜 20：00

12/2 12/3

12/4
ハナモモ植樹祭
9：00 〜12：00

12/5
大府市幹部との懇談
会
16：00 〜17：30

12/6
橋本実践塾
9：00 〜12：00

12/7 12/8ノー残業デー
滝谷経営塾成果発表
会・懇親会
15：00 〜19：00

12/9
記帳専門指導
9：30 〜16：30

12/10
週末創業個別相談会
10：00 〜
建設業部会清掃活動
9：45〜11：00

12/11
ビジネス実務法務検定

12/12
美容業講習会
8：00 〜14：00

12/13
橋本実践塾
9：00 〜12：00
ウェルネス開発研究会
15：30 〜17：00
第 4回逸品研究会
14：30 〜16：30

12/14
住宅修繕相談
13：00 〜16：00
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00

12/15 12/16
知多地域経済会議
要望書提出
14：00 〜15：00

12/17

12/18
eco 検定

12/19
定例金融相談
10：00 〜

12/20
橋本実践塾
9：00 〜12：00
税務講習会
13：30 〜15：30

12/21
市長との早朝会議
7：30 〜 8：30
正副会頭会議
9：00 〜11：00
税務講習会
13：30 〜15：30

12/22 12/23
天皇誕生日

12/24

12/25 12/26 12/27
橋本実践塾
9：00 〜12：00

12/28
仕事納め

12/29 12/30 12/31

クローズアップ・スケジュール
ハナモモの木記念植樹祭　　　　　　　　　　　12月4日（日）
今年で、第4回目となる「ハナモモの木記念植樹祭」を下記のと
おり開催します。	 	 	 	
共和保育園の鼓笛隊や、知多娘の皆さんらに
よるプレイベントも行われます。
	 	 	 	
時　間：９：００～１２：３０	 	 	 	
会　場：あいち健康の森公園　
　　　　公園管理事務所前広場	

第７回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　　12月8日（木）
講　師：滝谷国際経営事務所　所長　滝谷敬一郎　氏	
時　間：１５：００～１９：００（懇親会含む）
	
・第1回から第6回の演習総括（チーム別）
　ならびに成果発表会・修了式を行います。	

建設業部会　清掃活動　　　　　　　　　　　　　　　12月10日（土）
商工業活性化ビジョンの環境保全の推進として、共和夢通りと共和駅周辺の清掃活
動を行います。	 	 	 	 	 	
集合時間：９：４５　（実施時間：１０：００～１１：００）	 	
集合場所：八ツ屋会館駐車場（共和町2-10-5　フィール共和の向側）	
対 象 者：	建設業部会会員に限らず、ご協力いただける方ならどなたでも結構です。

詳細につきましては、担当の加古（藤井）までご連絡下さい。	 	

№ 事業所名 代表者 住　　所 取扱い商品 所属部会

1 学校法人 河原学園　
人間環境大学 河原　成紀 江端町 高等教育機関、専修学校、各種学校 情報・物流・

サービス業

2 加納組 加納　拓也 横根町 足場工事 建設業

3 日高 日高　義忠 共和町 鍛冶屋、補修、溶接 建設業

～平成 28年度　新入会員　よろしくおねがいします～ 期間：平成28年10月 12日～平成28年10月 31日
（敬称略）

年末調整集合受付　　　　　　　　　　　　　12月20日（火）、21日（水）
年末調整作成の個別指導を下記にて開催します。
時　間：１３：３０～１５：３０	
場　所：当所3階大ホール	 	 	 	 	
持参品：税務署より送付された年末調整関係封筒、源泉徴収簿、前期分納付書	 	
前年度の控え、各種控除証明書、印鑑、筆記用具
	 	 	 	
※受付番号札は、当日９：００より窓口にて配布します。	 	 	
※給与支払者の法人番号（個人事業主は個人番号）の記載が必要です。

3

December12月
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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

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
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

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

フォークリフト
運転資格取得

TEL 0562-48-9741   FAX 0562-48-9742

http://www.toyota-shokki.co.jp/

〒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）

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

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

会議所だより

おぶちゃん
大府市健康づくり

マスコットキャラクター

第３回逸品研究会・個店アドバイス
(１回目 )
10月25日（火）　　於：大府商工会議所 3F他
　　　　　　　　　　時：14:30 ～ 16:30
　第３回逸品研究会が開催されました。今回の大き
な特徴は、各店舗がグループに分かれそれぞれの
持ち寄った逸品候補を発表し、皆で意見を出し合う
内容でした。
　それぞれのお店の個性的な逸品候補が披露され、
それに対してグループ単位で消費者目線での意見
交換が活発に行われました。
　また、逸品運動を指導されている専門家の伊津
田崇氏 ( ㈱アイレック ) と事務局が 3 日間に亘り、
参加店舗各店に訪問し店の雰囲気を見ながらの｢個
店アドバイス訪問｣を実
施しました。各店３０分
のアドバイスでしたが、
店主の皆さんは、悩み
等を熱心に語られてお
り大変有意義な時間を
過ごされました。

　次回は、研究会
や個店アドバイス訪
問で得た意見・アド
バイスをもとに再度
練り直しながら、今
年度の逸品を決定
して参ります。

▲逸品研究会発表の様子

▲個店アドバイスの様子

「相続・事業承継対策（基礎編）」講演会
１０月２６日（水）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　               時:１４:５０～１５:３０

　アクサ生命保険㈱
営業教育部リージョナ
ルトレーナーの森本
和徳氏（左写真）を
講師に招き、相続に
関する講演会を開催
しました。

　遺産分割トラブルの７５％は、相続財産が５千万円
以下であり、そのうち分割が難しい不動産によるト
ラブルが約５０％を占めているのが現状です。「生命
保険金」は、受取人固有の財産とみなされるため、
遺産分割の対象外で、トラブルなく財産を残す良い
方法です。
　また、被相続人の死亡が確認されると被相続人
名義の口座は直ちに凍結されてしまいますが、生
命保険金は、請求書類が揃えば１週間程度で支払
われるため、納税資金として役立ち、事業承継にとっ
ても非常に有益なものであることがよくわかりまし
た。加えて、暦年贈与による税負担の軽減等、す
ぐに取り組める節税対策も伝授していただきまし
た。
　円滑な事業承継のためには、トラブルなく相続を
完了させることが重要で、相続に関する正しい知識
が必要であることがよくわかる講演でした。

１０月２９日（土）・１０月３０日（日）　　時：９:３０～１６:００（３０日は１５：３０まで）
 　　　　　　　　　　　　　　　　於：大府市民体育館・駐車場

こどもコマづくり体験

製造業部会

綿菓子

情報・物流･サービス業部会

産業文化まつりゲート

賑わい風景アウトレット

　　　　　　　　　商業部会

飲食ブースふれあい金魚すくい

青年部ＯＢ会 女性会 　　　　　　　　　青年部

親子工作教室

建設業部会

※写真は催事の一部です。このほかにもたくさんの催事とイベントを実施しました。ご協力ありがとうございました。

○×クイズ

　秋晴れの下、大府市における産業と文化の振興の為に開催される秋の一大イベント「第４７回大府市産業
文化まつり」には、親子連れなど８８,０００人(大府市発表)の方々が来場されました。
　当所からも、各部会、青年部、女性会、青年部ＯＢ会が催事を開催し、会員事業者は、商工業振興展や飲食・
物販ブースに出展され、会場は大いに盛り上がりました。

第４７回大府市産業文化まつり
主催：大府市・大府市教育委員会・大府商工会議所・ＪＡあいち知多

～未来へつなぐ健康おおぶ～

～部会・委員会・支部・講習会・イベント等のご報告です～  会議所だより会議所だより
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㈱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。

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

公認会計士・税理士
坂口美穂事務所

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（金子・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27）第43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い）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 相続、不動産、建築、企業法務、交通事故、
労災事故、破産、離婚、刑事など

刈谷駅南口よりすぐ 岡崎駅東口より徒歩　分

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（48号実績）

誌面と動
画で

効果的に

アピール
！

広告掲載料（2ヵ月間）

50,000円（税別）～

会議所だより

フィリピン経済産業視察研修
平成２８年１１月２日（水）～１１月６日（日）　　

マニラ、セブ島
【ドゥテルテ新政権になり、脚光を浴びているフィリ
ピンを視察】
　大府商工会議所は、木村会頭を団長に、参加者
20 名で、ドゥテルテ新政権になり、脚光を浴びて
いるフィリピンの経済産業視察を実施しました。
　新しい大統領になり、やり方に問題はあるものの、
薬物を無くす取り組みを実施し、国民の期待が高ま
るフィリピンの経済産業視察を実施して来ました。
　国民は、変化を感じており、貧困の格差を無く
すことに期待が高まっています。

1日目、マニラ
【マニラ日本人商工会議所にてブリーフィング】
　マニラ日本人商工会議所にて会議所、JETRO、
JICA よりフィリピン経済の概況等について説明を
受けました。
　「フィリピンの売りは 人 」人口１億人、出生率は
３.１人である
ため、平均年
齢も 23 歳と
若く、労働力
が魅力。
　労働人口 4
千万人の内、
1 千万人が海

外出稼ぎ。
　ビジネス公用語は英語であり、国民の大半が英
会話が出来るため、海外からの進出は有利。
　経済成長率は中国に次いで高い。産業別人口は
第３次産業が大半をしめている。
　失業率は高く、安い人件費 ( 月額約４万円 )、労
働争議は少ない。
　汚職無し、裏金無しで進出企業に有利。
　性格は温和、楽天的で親日。
　工業高校がないため、製造業の専門的知識に欠
ける点が欠点。
　貧困の格差が大きく、貧困層が８割を占め、中間
層が少ない等の概況について説明を受けました。

2日目、マニラ
【FPIP　住友商事が手掛ける工場団地】
　日本人商工会議所のブリーフィングに続いて、フィ
リピン経済についての説明を受けました。FPIP は、
住友商事 30％、地元財閥 70％出資、フィリピンの
経済特区 (PEZA)に指定された工場団地です。
100 社中 62 社が日系企業で、地代は、１万円 / ㎡
以下です。
　日本人担当
者は、前赴任
先のインドと
比較して、フィ
リピンは生活
環境も良く、
国民性も良い

等の魅力を多く語り、日本企業からの進出を呼び
掛けました。
【大東精密㈱】
　本社を宮城県に置く電子部品パーツ成型業の大
東精密㈱を訪問しました。
　工場は、FPIP の工場団地内にあり、工場は、整
理整頓が行き届いており、若い労働力を活かした

細かい作業、
点検等の業務
をし、社員教
育も徹底さ
れ、笑顔で私
達を出迎えて
頂いたことが
印象的でした。

【デンソーテクノ㈱フィリピン】
　大府に本社を置く、デンソーテクノフィリピンを
訪問しました。
　事務所のフロアに約 730 名の社員が、パソコン
に向かって仕事 ( ソフトウェア―設計 ) をしている
姿は、圧巻でした。
　また、社員教育の時間に 600 時間を費やし、社
員教育を行っている社風に、流石は一流企業であ
ると感じました。

3日目、セブ島
【ウノス㈱】
　東海興業㈱グループの日本式介護実習専門学校、
ウノス㈱を訪問しました。

　木村会頭がウェルネスバレー構想に関連する事業
を立ち上げるため、また、フィリピンの日系人を救
済するため、学費、寮費を全額無料とした学校を
設立。日本で介護施設を中心に就職した際に、入
社した企業から費用負担を回収するシステムで運営
されています。生徒の方は、熱心に日本語を勉強
しており、夢に向かって勉強する姿勢に感銘を受け
ました。
【MERA SENKO　CORPORATION】
　本社を東京都に置く、医療機器製造・販売企業
の泉工医科工業㈱を訪問しました。
　工場は、増設を繰り返しており、迷路のように入
り組んだ内部を見学しました。古い機械と、安い賃
金を活かした人による作業による製造現場を見せて
頂きました。また、業務拡大から新たに新工場を建
設するとのことでした。

フィリピン視察を終えて
　フィリピンは、チャイナプラスワンの国として、
進出が益々加速されると思いますが、フィリピンが
国力を高めるためには、第２次産業を外資の製造業
を誘致するこ
とに留まるの
では無く、自
国で製造業を
育成する取り
組みをする必
要があると感
じました。

“　”

会議所だより
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おいしい！楽しい！健康！
木の山芋料理・うなぎ料理・会席料理・おすし・
中華等おいしいお料理をご用意しています。
やさいや みかどもよろしくお願いします。

和食・すし・中華
あじざんまい

味三昧

JR大府駅より徒歩3分

大 府 市 中 央 町 四 丁目3 3 番 地
T E L .0 5 6 2 - 4 8 - 0 2 2 0
FAX .0 5 6 2 - 4 6 - 8 8 1 2

http://www.medias.ne.jp/~mikado/
http://ameblo.jp/yasai--ya/　　　 

【営業時間】
AM11：00～PM1：00
PM  5：00～PM9：00
【定休日】　月曜日
　　　　　他、不定休

0120-48-0220フリーダイヤル

発行部数 2,000部
12ヶ月 60,000円（税込）
1コマ 　5,000円（税込）
1コマ＝（6.3cm×5.9cm）このサイズ！

問合せ：大府商工会議所 情報推進課
電　話：0562－47－5000

大府商工会議所会報に
広告掲載しませんか？

会議所だより会議所だより

HOSPEX Japan 2016
(10/26～28日開催) 出展
　㈱日本能率協会コンサルティングによる営業力強
化研修受講後、作成されたパネルやチラシと関係
する自社製品を持ちより、営業力強化実践の場とし
て東京ビッグサイトにおいて開催の「HOSPEX 
Japan 2016」に１０社が出展されました。
　本イベントでは、「医療機器、介護福祉機器」な
どで構成する企業展示があり、来場者は、介護を
はじめ医療に携わる方が多く、販路開拓を考える事
業者との情報の収集と
交換の場となってお
り、出展された皆様の
今後の展開が期待さ
れます。

女性会視察
１１月１日（火）　　　　　　  於：大覚寺全珠院
　　　　　　　　　　　　　　　　      登呂博物館
　大府商工会議所女性会は、会員の知識を深め、
資質向上を図るために毎年視察研修を実施してい
ます。
　今年は静岡県焼津市にある大覚寺全珠院を参拝、
その後、登呂博物館を視察しました。
参加者一同、日本で最
も有名な弥生時代の旧
跡を見学することで、
学生の頃に学んだ出来
事を思い出しました。

大府支部視察
１１月１５日（火）　　　　於：長野県飯田市
　　　　　　　　　　　　時： 7：20～ 17：15
　大府支部は、恒例の視察研修を 34 名にて実施
しました。まず飯田市の三和農園にてリンゴの試食
をし、ＮＨＫ人形劇「三国志」などで多くのファンを
魅了した人形美術家、川本喜八郎人形美術館の見
学をしました。その後、不動温泉花菱にて囲炉裏
会席を堪能しました。
最後に香嵐渓に立ち寄
り、美しい景色の中を
散策しました。天気に
も恵まれ、秋を満喫し
た視察研修でした。

第６回滝谷経営塾
１１月１０日（木）　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：１５:００～１７:１５
　第６回滝谷経営塾は、講義、チーム別演習、成
果発表会を行いました。

 (1) 講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　管理者の仕事は、①目標の設定②仕事の体系化
③動機づけ④仕事の評価⑤部下の育成の５つがあり
ます。つまるところ、あらゆる管理者が、三種類の
責任を持ちます。第一に、直接の上司が率いる部
門全体の目標に対する責任、第二に、組織全体に
対する責任、第三に、部下に対する責任です。そ
して、投入した資源よりも大きな成果を生み出すこ
とが管理者の最大の役割であると学べました。

(2) 講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　リスク対策からどう行動するかの計画作成、計画
をどう合意するかについて学びました。
　対策としては、主に４つ（①重要度、②可能度、③
事前対策、④事後対策）のリスクマトリクス単位で
抽出したリスクを全てリスクシートに書き出し、そ
の後、そのリスクが拡大傾向にあるのか縮小傾向に
あるのかを見極めることが重要との事です。

(3) 演習
　各チームは、それぞれ目標仮説から生まれた課
題（キーイシュー、サブイシュー）に対し、ブラン

▲ワインが出来るまでを勉強中

横北支部視察
１１月８日（火）　　　　於：信州マルス蒸留所等
　　　　　　　　　　　時：8:30 ～ 18：00
　横北支部は、支部会員の親睦を深める為、視察
研修を実施しました。
　参加者２３名にて、長野県駒ケ岳ロープウェイに
寄り、その後信州マルス蒸留所を視察しました。視
察時には、あいにくの雨模様となってしまいました
が、ワインが出来るま
での工程を聞いた後、
ワインやぶどうジュー
スなどを試飲し、買い
物を楽しんでいました。 クチャート上の情報を分析し、それぞれが何をする

べきかを計画し、発表を行いました。発表に対して、
他チームや講師からの鋭い指摘もありましたが、答
弁することにより、各チームの理論は、回をおうご
とに強固なものになっているようです。

　次回はいよいよ最終回、各チームが半年をかけ
て行ってきた演習の集大成となります。

　

秋の叙勲　旭日単光章（生活衛生功労）　 お食事処  しもむら　　下村 庄平 氏

　大府市半月町にて飲食業を営み、大府市飲食店組合長、
愛知県飲食生活衛生同業組合副理事長、愛知県生活衛生
経営指導センター経営特別相談員などを歴任。
　また、大府市発展の為、長年地域振興にもご尽力いた
だいております。
　大府商工会議所として、名誉ある功績を皆様にご紹介
させていただきます。
　この度は、誠におめでとうございました。
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愛知県大府市のタウンポータルサイト。
人と店、企業と企業のつながりをふやす地域マッチングサービス。

大府商工会議所運営のポータルサイト「まっちふる大府」で掲載した
特集記事を紙面で紹介いたします。  
　　　　http://ｗｗｗ．ｏｂｕ-cci.or.com/

団結力と向上心でアジアを駆け抜ける自転車チーム！

　チーム戦術こそ、勝負のカギの
　ひとつ。

　「自転車」と言えば、日常的で気軽な移動手
段。ですが、タイムと勝利を競うレースの世界で
は、そのすべてが研ぎ澄まされています。

　重量わずか6.8㎏のボディにまたがり、その時
速は60kmにも。ロードレースで走る距離はおよ
そ150kmから200km。100人以上の選手たち
が一斉にしのぎを削る中、チームの団結力と戦
術でエースを優勝へ導く。愛三工業レーシング
チームが挑むのは、そんな勝負の世界なのです。

別府　匠さん（愛三工業レーシングチーム）

（プロフィール）
愛三工業レーシングチーム（あいさんこうぎょう　レーシングチーム）
監督　別府　匠（べっぷ　たくみ）
自動車部品メーカー愛三工業の自転車競技チーム。国際自転車競技連合（UCI）のカテゴリー・UCIコンチネンタルチー
ムに登録し、アジアツアーを中心にレースに参戦。UCI アジアツアーランキング 10 位以内を目指す。選手達は 20 代
中心の精鋭揃い。監督の別府さんは、海外での活躍を経て自身も選手としてチームに貢献。5 年前、引退と同時に監
督に就任した。

　「選手達は向上心にあふれ、チームワークも抜
群。山道に強いクライマー、突破力のあるスプリ
ンターなど、各々が役割をきっちりこなします」
そう語る別府監督。采配次第で広がる可能性、そ
れ以外にも魅力がありそうですが･･･。

異国の地・アジアで得られるもの。

　現在、レース活動拠点はアジアが中心。インド
ネシア、タイ、マレーシアなど各地を飛び回りま
す。「アジアでは自転車は人気スポーツ。注目度
も高く、自分たちは“日本代表”という意識で臨
んでいます」。母体であ
る愛三工業の関連会社
も多く、おのずと士気
も高まります。また、異
文化を肌で感じること
が、選手達の何よりの
刺激になるのだとか。
　そして、その先に見
据えるオリンピック出
場。今年のリオデジャネ
イロ、2020年の東京に
選手を送り込むこと
が、チーム全体の夢で
もあります。
　さらに「風を感じ、自

然を感じながら走るという、自
転車本来の魅力を多くの人に
伝えたい」そんな夢もまた、
チームの目標のひとつです。

自転車は、どんな人に
も身近なスポーツ！

　「見て、乗って、いじる」。自転
車にはたくさんの楽しみ方が
あると別府監督。「迫力ある
レースは生で見て欲しいです
し、自然を相手に、ひと漕ぎご
とに自分で切り開いていく達
成感は格別です」。
　また、プロ仕様の自転車も揃

えられるなど、プロとの垣根がないのも魅力の
ひとつ。何百種類もあるパーツも、少し変えるだ
けで乗り心地がまるで違い、ウェアにこだわる方
も多いのだとか。
　さらに、子ども向け自転車教室にも力を入れ
る選手達。「プロとして、マナーもきちんと伝え
たい。道はみんなのものだから、車も自転車も歩
行者も、皆でシェアしなくては」。自転車への深
い愛情が原動力となり、勝利への手応えは今、さ
らに加速していきます。

（2015年10月10日取材）

　「自転車は、僕らにとってチャレンジしがいがあるスポーツです」力強く、熱っぽく語るのは、監督の別府さ

ん。日本はもとより、アジアを舞台に活動する話題の自転車レーシングチーム。その“可能性”に迫ります。

「アイサン、アイサン」と声援を送ってくれる現地サポーター。日本のサポーター同様、熱心な応援
が、何よりも選手の力になります。

鍛え抜かれた身体にカラフルなウェアで風のように駆け抜ける選手達。持ちつ持たれつ
の団結力と、他チームとの心理戦がロードレースの勝敗を分けます。
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労働保険加入のお願い（事業主の皆様へ）

雇用保険の適用拡大等について

～販路拡大をお考えの小規模事業者の皆様へ～

建設業部会主催 清掃活動ボランティア募集 !

行政からのお知らせ 大府商工会議所・行政等からのお知らせ

労働者（アルバイトを含む）を 1 人でも雇っている事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入す
る義務があります。
労働保険は、労働者の方々が不慮の業務上災害・通勤災害を被った場合、失業した場合、高齢者で賃金が
低下した状態で継続して働いている場合、育児休業及び介護休業の場合、自ら職業に関する教育訓練を受
けた場合に給付を受けることができます。
　また、事業主のみなさんにも各種助成金の対象となる制度です。
労働保険の諸手続きについては、労働保険事務組合や社会保険労務士を
活用することもできます。
まだ、加入手続きをとられていない事業主のみなさんは、今すぐ加入手続
きをお願いします。

　　　　　　　ご相談は　刈谷公共職業安定所（０５６６－８８－００４０）
　　　　　　　　　　　　刈谷労働基準監督署（０５６６－２１－４８８５）

～平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります～

平成29年1月1日以降、新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
　雇用保険の※適用要件に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」
を提出してください。
平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続雇用している場合
　 雇用保険の※適用要件に該当する場合は、平成 29 年 1 月 1 日より
雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「雇用保
険被保険者資格取得届」を提出してください。
※適用要件とは、1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、31 日以
上の雇用見込みがあることをいいます。

　　詳細につきましては、刈谷公共職業安定所（0566-88-0040）にお尋ねください。

・

・

・

・

平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金〈一般型〉（平成２９年１月２７日締切）
　経営計画に基づいて実施する販路拡大の取り組み（チラシ作成・配布、看板製作、ホームページ制作等）に
対し５０万円を上限に補助金（補助率：２／３）が出ます。
　申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。依頼は
お早めにお願いいたします。
　公募要領・申請書様式など、詳細は小規模事業者持続化補助金の特設ホームページをご覧ください。

http://h28.jizokukahojokin.info/ippan/

日　　時　平成２８年１２月１０日（土）集合９：４５
集合場所　八ツ屋会館駐車場
　　　　　（共和町２丁目１０番地５）
実施時間　１０:００～１１:００
実施場所　市道大府共和線（共和夢通り）
　　　　　共和駅周辺
募集対象　建設業部会会員に限らず、周辺地域の皆様など、ご協力いた
　　　　　だける方なら、どなたでもＯＫ。当日参加も大歓迎です！
※清掃活動のお申込みは、当所ＨＰからも可。
問 合 せ　大府商工会議所 担当 : 加古・藤井

あなたに大きな安心を
～事業所福祉制度の充実を会議所共済で～

風車共済は、大府商工会議所がアクサ生命保険㈱と締結した福祉団体定期保険と、当所独自の
給付制度を会員の皆さまにご利用いただくものです。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）

平成28年12月5日支払いの配当金

掛金1口1,000円中約257円の還付
（61歳以上の被保険者につきましては配当金が異なります）

25.7％還付

風車共済

（平成２7年９月１日～平成２8年８月３１日）保険金・給付金等のお支払い状況

死亡保険金 2件
高度障害保険金 1件
ケガ入院給付金 2件
合　　計 5件
ケガ通院見舞金 30件
病気入院見舞金 35件
還暦祝金 14件
結婚祝金 １3件
出産祝金 34件
健康診断補助金 189件
合　　計 315件

2，0００，０００円
500，０００円
1８２，０００円

2，682，０００円
56０，０００円
64０，０００円
26０，０００円
20０，０００円
56０，０００円
283，5００円

2，503，5００円

ア
ク
サ

生
命
保
険

よ
り
給
付

会
議
所
独
自
給
付

事　由 件　数 金　額

～掛金の一部は、支部活動費としてお役立ちしております～

こんなにお役に立ちました
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大府商工会議所からのお知らせ

大府商工会議所　後期会費納入のお礼
　商工会議所、後期分会費の納入にご協力いただき、誠にありがとうございました。口座振替を登録
されている会員様につきましては、去る１１月２５日（金）、後期分会費を指定口座より引き落としさせ
ていただきました。ありがとうございました。領収書を希望される場合は、お手数ですが、総務・会員サー
ビス課までご連絡下さい。後日、領収書をお送りいたします。

　　　　問合せ：総務・会員サービス課　　電話：０５６２－４７－５０００

大府商工会議所　年末年始休館のお知らせ
　下記の期間、休館いたします。

平成２８年１２月２９日（木）

平成２９年　１月　３日（火）

平成２９年１月４日（水）から通常通り業務を開始いたします。

～

平成２９年新年賀詞交歓会のご案内
　大府商工会議所は、恒例の新年賀詞交歓会を下記のとおり開催いたします。皆様の多数のご参加
をお待ちしています。
日　時　平成２９年１月１１日（水）１１時～１３時　
場　所　大府市役所地下多目的ホール
参加費　２,０００円（１名）当日受付にて申し受けます。
　　　　（大府商工会議所サービス利用券もご利用いただけます）
申込み　チラシまたは当所ホームページからお申込みください。
　※当日参加も可能ですが、できる限り事前にお申込みください。
　　アルコールの準備はありません。

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

■住所  共和町3-19-4
■電話  0562-47-8776
■営業  11:00～14:00
　　　　17:00～22:00
■定休  月曜日

炭火焼きうなぎ　まるいち 
「みそかつ定食」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

かすがい接骨院
春日井 弘治さん
紹介ランナー

次回ランナーは、カネマツ機工㈱　兼松　邦人さん

住宅街にあるお店。入っ
た瞬間に香るうなぎの
いい香り、食欲をそそり
ます。店内はカウン
ター、テーブル、個室席
と様々なシチュエーショ
ンに対応。うなぎだけで
なく豊富な種類のラン
チでボリュームも満点。

融資制度のご案内　～無担保・無保証・低金利～　　　　　　　　　　　　　

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～

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、製造業、サービス業で改善、その他
の３業種で悪化した。各業種から寄せられた
コメントは以下のとおり。

●「自動車各社が国内での生産を増やしている
ことから、受注が増加し、売上も改善した」（自
動車部品製造業）、「高額品の低迷に加え、イ
ンバウンド需要も減少しており、業況は悪化し
た。今月の気温が高めに推移していることも
あり、秋冬物衣料の売上も精彩を欠いてい
る」（百貨店）、「画像処理技術が自動車関連企
業の生産工程で採用され、売上は改善傾向が
続いている」（ソフトウェア業）

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ改善する見込み。産業別にみると、製造
業で悪化、その他の４業種で改善の見込み。

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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ブロック別全産業DI
（前年同月比）の推移（東海）業況

 　16年    先行き見通し
   5 月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月～1月 

業　　況 ▲20.7 ▲22.7 ▲19.0 ▲26.6 ▲31.0 ▲28.7 ▲21.5
       
売　　上  ▲11.6 ▲17.8 ▲6.7 ▲17.6 ▲23.4 ▲15.7 ▲11.8

採　　算 ▲19.0 ▲18.4 ▲16.9 ▲23.9 ▲22.9 ▲29.1 ▲18.4
       
資金繰り ▲8.0 ▲6.7 ▲4.0 ▲11.9 ▲15.9 ▲9.6 ▲6.3
       
仕入単価 ▲17.3 ▲20.9 ▲15.3 ▲9.2 ▲13.7 ▲15.7 ▲18.6
       
従 業 員 12.8 14.1 18.9 17.0 15.9 17.5 19.1

平成 28年 10月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成28年11月 16日現在

■融 資 額　2,000万円以内
　　　　　　※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1.16％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.16％
■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

　※H28.7 月より、大府市からの利子補給が始まりました。
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大府商工会議所 フィリピン経済産業視察
平成28年11月2日～11月6日

大府ブランドを世界に！
交 通 安 全 運 動

発行所　大府商工会議所　〒474-8503　愛知県大府市中央町 5-70　TEL 0562-47-5000　http://www.obu-cci.or.jp/

洋菓子 チロリヤン

いつまでも地元に愛される菓子を作り続けます    

代表取締役　仲井 洋介

　地元大府のお客様に愛され続けて今年で 35 年周年を迎えることができました。
先代から 2 代目に代替わりをし、今までのチロリヤンの良いところを継承しつつ、
これからも地元大府のお客様に愛してもらえるような菓子をご提供しています。看
板商品の「チロリヤン」をはじめとして、お好きな写真や画像でデコレーションケー
キを飾れる「シュガープリントデコレーション」など。新しい商品への取り組みも行っ
ています。お近くまでいらっしゃった際にはぜひご来店ください。 

●住所／大府市追分町三丁目３３８
●TEL／ 0562-47-1250
●営業時間／ 9：00～ 20：00
●定休日／火曜日

●住所／愛知県大府市追分町１丁目２７番地　エデン追分２F  
●TEL／ ０５６２－４５－５６６０　FAX／ ０５６２－４５－５６６１
●営業時間／ 9:00 ～ 18:00   
●定休日／日祝

株式会社　システック

なんでもご相談してください。    

大府営業所長　浜口 勝利

　今年、６月から大府営業所（本社・名古屋今池）を構えました株式会社システック
と申します。ホテル・旅館・マンション・アパート・店舗・工場等、清掃・電気・空調・
水道の不良、故障の対応を手掛け、その他、外溝・建具・植栽・害虫駆除・エアコ
ンのリースに至るまで、多種多様な要望にお応えしております。またメンテナンスの
コストを効率化・削減のご提案もしております。何かお困りごとがありましたら、是
非ご一報お願いします。    

１２月中の大府市内での人身事故は、昨年５６件、一昨年３６件で２０件増加
しています。特に、１２月は事故が多発する月です。
皆さん、交通安全にご協力をお願いします！
　　＜夕方「4 時から点灯」といった早めのライトの点灯推進＞

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

会員加入目標数

160

平成28年11月末会員総数

1,716

平成28年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

67

93

キャンペーン期間の紹介・入会特典

11月4日　セブ市 ウノス㈱訪問


