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行政書士村井法務事務所

各種許認可申請手続き、お気軽にご相談ください。

代表　村井　裕一

代表　太田和利

　行政書士は、官公署に提出する書類の作成・相談・提出手続申請、各種契約書等
の権利義務や事実証明に関する書類を作成することを業としております。具体的に
は、一定の規模を超える工事を行うため建設業の許可を受けたい場合、農地を転用
する場合、外国人を雇用するためにビザを取得する場合などで必要となる許認可等
の申請代理・取次等を行います。
　ご相談された内容が行政書士業務の範囲外である場合には、ご希望により、適切
な他士業の方や専門家をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。

●住所／大府市森岡町二丁目164 番地
●ＴＥＬ／ 090-6597-3788

司法書士おおた事務所

身近な法律家です。気軽に立ち寄ってご相談ください

　9月は、月初めと月末の日没時間の差が最も大きくなるため、他の月より日が暮れるのが早くなったと感じる人が増えるのではないでしょうか。
　さて、9月中に市内で周囲が薄暗くなる時間帯の午後4時から午後6時の間に起きた人身事故発生件数は、平成27年は6件、平成28年
は10件で増加しています。歩行者、自転車利用者の方は、自分が思っているほど、ご自身の姿がドライバーからは
見えていません。反射材の活用や明るい服装をする等、事故にあわない対策をとりましょう。
　また、ドライバーの方は、夕暮れ時の前照灯の早めの点灯（9月は午後5時から）や、ハイビームを活用し、安
全運転をお願いします。

　身内の方が亡くなられた際、避けて通れないのが「相続」の手続きです。その手続
きは非常に煩雑でなかなかご自身で対応できるものではありません。また、相続は
一生に何度も経験することではないため、「何を誰に相談すればよいかわからな
い」というのが現実だと思います。
　当事務所では「相続」に関するあらゆるご相談を「無料」にて受け付けています
（必要に応じて弁護士さん、税理士さんの紹介もいたします）。遺言、生前贈与等の
生前の相続対策についても対応致します。何でもお気軽にお問い合わせください。

●住所／大府市桃山町五丁目２２６番地の２
●TEL／ ０５６２-８５-４８１６

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

会員加入目標数

150

平成29年8月末会員総数

1,717

平成29年度大府商工会議所

4～8月加入者数

目標達成まで

37

113

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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会員加入推進キャンペーンを
実施しています！

大府ブランドを世界に！

紹介者・中本氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規会員・亀山氏



会議所だより
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Vol.

大府商工会議所広告掲載企業募集
発行回数：年12回（毎月１日発行）
配 布 先：大府商工会議所会員、近隣商工会議所・商工会・関係団体、官公庁など
申 込 み：掲載希望月の前月10日

☆会報全面カラー化に伴い広告もカラーで掲載可能！
☆地域で事業を営む方に的を絞ってPRできます！
※ただし、公序良俗に反するもの、法律関係に違反するもの、また、その恐れのあるもの等、その他不適切と認められる場合は、
　掲載をお断りする場合があります。

会議所だより 会議所だより

今月の表紙／㈲矢田化学工業　中本和則氏（左）・㈱ ITALIANA  亀山絵美氏（右）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 29年 6月23日撮影）

　会員加入勧奨において、㈲矢田化学工業 中本和則氏が新規会員の方 を々紹介され、
木村会頭より表彰されました。その中のお一人である㈱ITALIANA  亀山絵美氏は、現在 
地域活動等に精力的に励んでおられます。
　是非、皆様も素敵な仲間を紹介して下さい。
問合せ先　総務・会員サービス課（0562-47-5000）

「防災・ＢＣＰに関するセミナー」
７月２５日（火）　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：15：00～ 16：10
　日本では、これまで数多くの自然災害が発生し、
地域経済は深刻な被害を受けました。
　最近散発する集中豪雨による被害は、皆様の記
憶に新しいところと思います。
　当地域におきましては、南海トラフ巨大地震の発
生が想定され、防災に向けて事前準備や初動対応
の確立及びその後の事業継続への対応が強く求め
られております。
　この度は、大府市との絆・連携により、平時か
ら危機の発生を念頭において、対応マニュアルの
策定をねらいとした掲題のセミナーを開催しました
ところ１９事業所が参加され、熱心に聴講いただき
ました。
　セミナーは、二部構成で開催され、第一部は、「事
業所の防災マニュアルについて」の演題で大府市 
市民協働部危機管理課係長の 鈴置 純氏により、基
盤となる防災計画の考え方について説明いただき
ました。

　市は、地域総ぐるみで災害に強い街づくりを目指
しており、事業所として何をすべきかについて防災
計画の基本について学ぶことができました。
　また、「事業所の備蓄食料・資機材の準備マニュ
アル」「事業所の災害対策マニュアル」及び「事業
所の防災マニュアル作成例」が参考資料として紹
介されました。
　特に防災マニュアル作成例は、これから同マニュ
アルの策定を計画される事業所におかれては、ま
ずは、全体を俯瞰した上で、空白項目を埋めるだ
けで完成できる内容になっており、市のＨＰからダ
ウンロードが可能です。
　続いての第二部
では、「防災におけ
るＢＣＰに つ い て」
の演題にて当所の
鏡味コーディネータ
が担当しました。
　マニュアルの作成
にあたっては、有事
において実際の行動に移せるかどうかが重要で、
それぞれの事業所に合った内容に深掘りして、ひな
型のカスタマイズをお願いしました。
　また、被害想定からの事前準備、初動対応に続
いて、事業の復旧を推進する事業継続対応までを
スルーで考えることの必要性と対応例についてマ
ニュアルに付随するツールにより、紹介しました。
　皆様とともに災害に強い事業所づくりを目指し
て、事業継続を図り、有事においては、特別相談
窓口をどうかご活用ください。

通常議員総会において、感謝状を
受けとる中本氏
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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
8/27 8/28

知多から世界へ講演会
13：00 ～ 20：00
大府支部ボウリング
大会
18：00 ～ 21：00

8/29
橋本実践塾
9：00 ～12：00
ビジョン基本構想策定
検討会
10：00 ～12：00

8/30
人生１００年を楽しむ
プロジェクト会議
10：00 ～12：00
知多地域産業労働会議
13：30 ～15：30

8/31 9/1
橋本実践塾
9：00 ～12：00

9/2
実践創業塾
（ガイダンス）
10：00～12：00

9/3
ハナモモの種収穫体験

9/4
産業文化まつり推進
委員会
13：30 ～14：30

9/5
金融審査会
10：00 ～11：30

9/6
女性会役員会
13：30 ～15：30
正副会頭会議
14：30 ～16：30

9/7
滝谷経営塾
15：00 ～17：15

9/8 9/9
週末創業個別相談会
10：00 ～ /11：00
～

9/10 9/11
定例税務経理相談
13：30 ～15：30
知多地区商工会議所
正副会頭会議
16：00 ～ 20：00

9/12
橋本実践塾
9：00 ～12：00
商業部会・情報・物流・
サービス業部会合同
視察研修

9/13
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
常議員会
14：00 ～15：20
臨時議員総会
15：30 ～16：00
住宅修繕相談定例会
19：30 ～ 21：00
青年部理事会
19：30 ～ 22：00

9/14
ふるさとガイド定例会
9：30 ～12：00
ワイガヤ会
14：30 ～16：00
製造業部会視察会

9/15 9/16
実践創業塾
9：30 ～16：30
横北支部主催
月見の会
17：30 ～ 20：00

9/17
JRさわやかウォーキング
（太田川駅～JR 大府
駅間）

9/18
敬老の日

9/19
定例金融相談
(日本政策金融公庫）
10：00 ～12：00
おおぶがんばる商店
街運動研究会
14：30 ～16：30
市民会議推進協議会
18：00 ～ 21：00

9/20
橋本実践塾
9：00 ～12：00
女性会理事会
13：30 ～15：30

9/21
日商通常会員総会
9：30 ～13：00

9/22
中部国際空港を核と
した知多地域振興協
議会幹事会
11：15～

9/23
秋分の日
実践創業塾
9：30 ～16：30
青年部１５周年事業

9/24
JRさわやかウォーキング
（ＪＲ共和駅～JR 大
府駅間）

9/25
大府市への要望提出
9：30 ～10：40
大府支部講演会
14：00 ～16：00

9/26
橋本実践塾
9：00 ～12：00
観光協議会
9：30 ～ 11：00

9/27
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
情報・物流・サービ
ス業部会　講演会
13：30 ～17：30
住宅修繕相談定例会
19：30 ～ 21：00

9/28
定例金融相談
（愛知県信用保証協会）
13：30 ～15：30
中小企業振興策検討会
15：00 ～17：00

9/29
事業所定期健康診断
8：30 ～

9/30
実践創業塾
9：30 ～16：30

クローズアップ・スケジュール
第4回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　　9月7日（木）

講師：滝谷国際経営事務所　所長　滝谷敬一郎　氏	 	
時間：15：00～17：15	 	 	 	 	
講演内容		 	 	 	
・管理者はいかにあるべきか：フォードの事例研究に学ぶ。管理
者の仕事とは何か。
・ブランクチャートを作成する。情報を収集し分析する。	
　※第 5回は、10月5日（木）の15：00～17：15です。

大府市への提言提出　　　　　　　　　　　　　9月25日（月）

4部会（商業、製造業、建設業、情報・物流・サービス業）お
よび4支部（大府、横北、共長、吉森）の地域の声を提言書に
まとめ、木村会頭より、大府市長ならびに大府市議会議長に提
出いたします。	

大府支部講演会　　　　　　　　　　　　　　　9月25日（月）

講師：㈱げんきの郷　初代社長　深谷　泰造　氏	 	
時間：14：00～ 16：00		 	 	 	
講演内容	
「年間230万人を集める日本一の地産地消施設『げんきの郷』は
こうして生まれた		アグリルネッサンス計画から誕生まで」
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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

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

会議所だより会議所だより

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）

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

ペコロスのお問い合せ TEL〈052〉601‐2440

広告掲載料（2ヵ月間）

50,000円（税別）～

お店の情報を
発信しよう！

検索ペコロスweb

60期に向けて

ポータルサイト開設！

㈱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。

製造業部会　先進企業視察研修
７月２７日（木）　　　　　於：愛三工業㈱
　　　　　　　　　　　　時：15:０0～ 16:30
　大府商工会議所製造業部会では「部会員企業の
全体の底上げのための支援」を行っており、その
一環として市内先進企業の視察研修会を昨年より
実施しています。
　今回は自動車部品の中でも主にスロットルボデー
やキャニスタを製造している「愛三工業㈱」の安城
工場を視察しました。
　前半の会社概要では、無災害への取組、品質優
先のものづくり、知識技能の伝承、地域社会と密
着した環境改善などの取組について説明を受けま
した。
　その後、加工現場に場所を移し、スロットルボデー
の加工ラインの変遷について説明を受け、品質・
生産性向上の進め方について理解を深めました。
　現場視察後の質疑応答でも、活発な意見交換が
行われるなど、実りある研修会となりました。
　今後も市内の企業視察を継続することで、会員
同士のコミュニケーションを図っていきたいと考え
ておりますので、積極的にご参加いただければと思
います。

幹部会議
８月２日（水）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：１４:００～１５:３０
　大府商工会
議所の部会・
委員会・支部
から提出された
行政への提言
事項について
協議しました。
　提言事項が多岐にわたるため、８項目に分けて整
理しましたが、重点を明確にするため、優先順位の
高い提言10件を最重点項目して、提言の早期実現に
向け、大府市に働きかけていくことになりました。
　事務局からは、同日午前中に行われた正副会頭
会議にて、知多半島道路大府パーキングエリアに入
るスマートインターの設置を追加提言することを説
明し、これを以って、かねてからの懸案事項「幹線
道路の開発」の起爆剤としたい考えであることが伝
えられました。
　また、「大府商工会議所に入会してよかった」と
思ってもらえる夢のある提言にしていくべきとの意
見も挙がりました。
　今回の幹部会議で取りまとめた提言事項は、９月
１３日（水）開催の常議員会で承認いただいた後、
９月２５日（月）に提言書として木村会頭から大府
市長、大府市議会議長に手渡す予定です。また、
愛知県に関する項目につきましては、知多地区商
工会議所会議並びに５市５町の１２経済団体で構成
する知多地域経済会議を通しそれぞれ提言してま
いります。

　平成２９年度「橋本実践塾」の１０期生が６月１３日からスタートしました。
　今年も会員企業から１０社（１０名）が参加し、２グループに分かれて塾生メンバー会社の現場で２Ｓ
（整理・整頓）を徹底的に学び、現地現物で改善力を磨いていきます。

「橋本実践塾」第１０期生始動！！

第１グループ「おもてなし隊」の活動
　㈱共和熱処理の現場で４回の改善活動を実施
し、７月２５日に成果発表会を行いました。

◎２種類の製品箱置場を
区間線やボールで区切
り、上部に表示看板を
取りつけ置場を明確に
した。これにより作業
効率が向上した。

◎この場に置かれていた
スラッジ缶を発生場所
近くに移動し、作業場
の美化につなげた。
◎スラッジ缶の移動台車
を製作し、缶の搬出作
業時間短縮となった。

▲「おもてなし隊」の皆さん

発表者は、
加世田翔さん
（共和熱処理）

今回の活動成果

第２グループ「清人」の活動
　㈱ケーエスシーの現場で４回の改善活動を実
施し、８月１日に成果発表会を行いました。

◎必要な工具を揃え置場
を設置して工場間での
ムダな往来をなくした。
◎工具の置場を決め、棚
と工具のケースに明示
することで誰でも使い
易く戻し易くなった。

◎材料投入予備置場を製
作したことで、材料の
投入がスムーズになり
生産性も向上した。
◎従来の置場からの材料
落下が無くなり安全対
策にもつながった。

▲「清人」の皆さん

発表者は、
夏越日明さん
（ケーエスシー）

今回の活動成果
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会議所だより会議所だより

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

第３回滝谷経営塾
８月３日（木）　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：１５:００～１７:１５
　第３回滝谷経営塾は、前半にテキストを用いた講
義を実施、後半はチーム別の演習を行いました。
①講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　経営とは、顧客からニーズを引き出すことであ
り、顧客が会社の事業を決める。つまり、事業とは、
｢顧客の創造｣である。そして、その活動と意思決
定を評価するのが収益であり、指標でしかないと
のこと。
②講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　｢だから｣｢どうしたい｣というところから、目標仮
説を完成させるためには｢合理的な意志｣と｢具体的
な目標｣が必要と学びました。
③演習
　前回と同じく４チームで実施。最も重要な関心事
を抽出し、解決したい目標仮説を決めるべくチーム
で話し合いました。最後にチーム別の発表を行い、
目標仮説の設定についての講師の指導を受けまし
た。

おおぶ・がんばる！商店街運動 
～ 他店舗相互観察・第2回研究会 ～
7月11日（火）　於：参加店舗・当所３階大ホール
　　　　　　　時：10:30 ～ 16:30
　おおぶ・がんばる！商店街運動の第2回研究会が開
催されました。
　今回の研究会は、2部構成にて実施されました。
　1部では「他店舗相互観察」を行い、全部で3店舗
の店を巡り、皆熱心に店内を観察したり、店主に質
問したりする等、熱心に取り組みました。
　２部の研究会では、他店舗相互観察の意見をグル
ープ毎でとりまとめて発表する作業を行いました。
　8月以降より本格的に逸品候補を持ち寄り、グルー
プに分かれながら逸品の選定を行って参ります。
　※ 他店舗相互観察とは ※
　逸品参加店の店に、皆で訪問し、その店の“良
いところ・感じたもの”を探す企画です。 相互観
察を通して、店主の取り組みやこだわりを見聞
きする事ができ、自店を見直す良いヒントが得ら
れる可能性のある企画です。

平成29年度
“花いっぱい運動”について
　大府商工会議所が地域活性化の中の重点事業と
している「大府花いっぱい事業」は今年で５年目を
迎えます。従来のあいち健康の森公園を主体にし
た、ウェルネスバレー沿いの「点」の活動から今年
は市内全域に広める「面」の活動も同時に行ってい
きます。
　今年の活動の重点を下記にお知らせします。

記
重点１　12月3日（日）
　第5期ハナモモ記念植樹祭
　従来と同じオーナー制度により180本のハナモモ
を「あいち健康の森公園」内に植樹します。第1期か
らの植樹合計が、他団体植樹分も含め1,000本を超
えますので、「あいち健康の森薬草園」でイベントな
ど実施し、“1,000本達成記念植樹祭”を行います。

重点２　10月28日（土）、29日（日）　
　第48回大府産業文化まつりで、ハナモモの苗木
1,000本を市民に無償配布します。育て方の説明書
を添付して、市民の協力も得て、私有地でのハナモ
モ植樹を広げていきます。

重点３　9月3日（日）
　第3回ハナモモの種親子収穫体験会
　長久手市の愛・地球博記念公園へ行き、大府市に
は、少ない「シダレハナモモ」の種を収穫します。集
めた種は、将来の「苗木」供給用として使用します。

第４２回 共長夏まつり
　７月２９日（土）３０日（日）の両日、ＪＲ共和駅前ロー
タリーにて、「第４２回共長夏まつり」が開催されま
した。共和保育園の園児の皆さんによる鼓笛隊に
始まり、至学館大学・女子レスリング部、リオデジャ
ネイロオリンピックの金メダリスト 川井梨紗子・土
性沙羅選手も登場し、「金メダルのまち共和」は、
大いに盛り上がりをみせました。

第３６回 大府夏まつり
　８月５日（土）・６日（日）の両日、ＪＲ大府駅前ロー
タリーにて、「第３６回大府夏まつり」が開催されま
した。毎年恒例となっている盆踊りパレードでは、
岡村市長始め、女性会の皆さんの華麗な舞が披露
されました。
　また、青年部の皆さんによるネギマ焼きや、至
学館大学の学生さんらも協力して行った子供向け
ゲームには、長蛇の列が出来ました。

▲ 相互店舗観察の様子

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

切れにくいものを料理する

（Made In  Japan）
アブレシブジェットカッタ NC-5AX スギノマシン製

中島特殊鋼株式会社
〒474-0001
愛知県大府市北崎町遠山211番地
TEL（0562）46-9111
FAX（0562）46-9117

㈹

URL http：//www.nakatoku-steel.com/ E-mail nakatoku＠quartz.ocn.ne.jp

■加工対象（難切削材）

■加工範囲 ■ウォータージェット加工の特徴

各種金属材料、磁性体、複合材、CFRP、樹脂、ガラス、
セラミックス、石材、チタン、インコネル など

板 厚
　幅　
長 さ

●
●
●

熱影響を与えない
厚物の切断が可能
切断代が小さい

●
●
●

材質を選ばない
ピアス加工が可能
断面形状を保てる

200t
2,000mm
4,000mm

6 7



  

〒485-0825 愛知県小牧市下末 1636-2 
TEL  0568-79-0555  FAX  0568-47-0678 

 

 

企業の未来を切り拓く人材育成を応援します！ 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

愛知支部 中部職業能力開発促進センター

ポリテクセンター中部 ポリテク中部 

◇◆◇  人材育成をお考えの事業主様へ  ◇◆◇

●在職者の方を対象に、仕事をする上で必要な専門的な知識及び
技能·技術の向上を図るため、機械·金属、電気·電子、居住などの
ものづくり分野を中心に、設計·開発、加工·組立、工事·施工、設
備保全などに関する訓練を実施します。
●地域の中小企業等の人材育成ニーズに対応した訓練コースを実
施しているほか、企業のご要望に応じてオーダーメイドで、訓
練コースを設定することもできます。

計画的・効果的な人材育成
のために４つの見える化を
サポートします！

職業能力開発体系
による「人材育成

プラン」のご提案

人材育成上の

　　課題

仕事の見える化1
仕事・作業に必要な

　職業能力の整理
従業員の職業能力の

　　　　把握
従業員育成の
　目標設定

人材育成プランの作
成と

　　　研修の実施

能力の見える化2
目標の見える化3

人材育成上の
 課題の解決

能力開発の見える化4

http：//www3.jeed.or.jp/aichi/poly/zaishoku

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

水回りから内外装 ・外構工事に

至るまで、あらゆる住まいの

お困りごとを PATTO 解決！！

のんびり極楽なお風呂 素敵な玄関でおもてなし 家族が見える対面キッチン

〒474-8505大府市共栄町七丁目1番地の1
営業時間／9：00～18：00　定休日／日曜日
Email ／ reform＠aikyosangyo.co.jp

担当：前田 望月0120-098-777

企業の成長
のカギは

社員のスキ
ルアップ

　知多信用金庫主催 ちたしん地域振興支援制度「夢サポート」の第２７回助成金支給団体が決定し、
活動内容や地域社会への波及性、将来性などが総合的に判断された結果、大府市内からは、下記の
４団体が選ばれました。皆様おめでとうございます。

①大好きおおぶを育む会
市内商業者連携による「金メダルのまち」をイメージした大府市の統一ブランド「おおぶろしき」
提案による観光振興事業【経済】

②アップトゥーミー
シングルマザーの就労につながる学習・子育て支援のためのシェアルームの開設【福祉】

③特非）みらいっこ
市内子育て支援組織連携による、子育ての悩み相談や対応先などの情報提供を行う子育て支援
ネットワークの構築【福祉】

④特非）ロケットストーブ学火舎　
ロケットストーブ普及のための「ムック本」の制作と販売事業【経済】

第２７回
平成２９年度上期ちたしん｢夢サポート｣助成団体決定！

中小企業庁 平成２８年度第２次補正予算事業

小規模事業者持続化補助金＜追加公募分＞採択結果 

小規模事業者持続化補助金とは･･･

　この度、小規模事業者持続化補助金（５月３１日締切分）につき、７月２７日付で採択結果が
発表されました。大府商工会議所の支援事業所は、５件が採択されました。

商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大等の取組みに対し、
原則５０万円を上限に補助するもの（補助対象の経費の２／３以内）〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

事業者名（代表者） 補助事業で行う事業名業　　種　　名

ラークファクトリー㈱
（山口　裕次）

従業員労務削減を可能にする『らく楽ベルト』
『らく楽ベルトDT』拡販についての取組

特殊器具製造販売

島岡製作所
（島岡　淳司）

ホームページ・看板作成等による精密部品加工
事業者の販路開拓

プレス金型設計・製作

アロマステーションシェイプ
（平野  真子）

「WEBと実店舗で発信！」アロマタッチケアの
認知度向上計画

アロマサロン

柊山ガーデン
（櫻井　龍義）

席数倍増で団体客100名ご予約可！店舗改装・
売上倍増大作戦！

レストラン

Plaisir
（仲井　仁人）

子育て世帯に優しい、大府一番のプライベート
サロン化大作戦！

美容院

詳細に関しましては、最寄の知多信用金庫まで
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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/

①自由なアメリカの風を、ハンバーガーと共に。

　“本物”の味とセンスが、SNSでも
　大人気。

　常滑「コストコ」近くの道路沿い。デッキで待
つ人々は、バーガーの登場に思わずスマホでパ
チリ。

　「お客様には雰囲気やワクワク感で食べる前
に8割“おいしい！”と思ってほしいですね」。馬場
さん自身もオールバックにTシャツ、ジーンズと
アメリカン。ポップな店内は、グラスひとつ取って
もセンスが光り、“何でも自分たちで作る”という
アメリカのDIY精神が息づいています。また、本

馬場　憲之さん（株式会社　ブルーチップ　代表取締役）

（プロフィール）
馬場　憲之（ばば　のりゆき）
長崎県出身。1966年生まれ。証券会社営業マンを経て起業。数々の飲食店や農園を手がける中で、2013年、常滑市に「テ
キサスバーガー 66（現テキサスキングバーガー）」をオープン。本格アメリカンスタイルが人気を博し、2015 年には大
府市げんきの郷すくすくヶ丘に姉妹店「セントジョンズダイナー」を出店する。

場アメリカ「テキサスバーガー66」の技術指導を
受け、鮮度抜群の牛肉や手づくりマヨネーズな
ど、味も折り紙つき。
　「皆さんインスタグラム等にあげてくれます
が、宣伝効果は絶大。ちょうど時代に合いまし
た」。とはいえ、それまでは紆余曲折ありました。

行き着いたのは、自由なアメリカン
スタイル。

　わずか5歳の馬場さんが、15歳上のお兄さん
の影響で出会ったのは、PPMなどの60年代
フォーク・ロック音楽。さらに「シートン動物記」
でアメリカの自然に触れ、憧れを募らせます。そ
して、大学の卒業旅行を機に度々西海岸へ。「特

にL.A.などのビーチサイドの感じが好きで。ポジ
ティブなアメリカ人気質を肌で感じました」。
　その後、証券会社営業マンを経てフリーラン
ス、起業と経験する中で、和食、カレー屋も手が
けますが、顧客ニーズがわからず失敗続き。飲食
業の難しさを痛感します。
　そうして到達したのが、大好きなアメリカンス
タイル。オレゴンのポートランドを思わせるイチ
ゴ狩り農園を皮切りに、培ってきたセンスと経験
値で独自の店作りに成功します。

人の力、まちの力…大府に感じる
可能性。

　「0を1にするのが好き」と言う馬場さんは今、
国家戦略特区認定を受け、農園レストラン開店
に向けて奔走中。その他にも「アメリカでハン
バーガーを売りたい。日本ならではの“うまみ”
を本場でも」と夢は広がります。
　さらに「大府にはご縁がありますが、人に力が
あり、付加価値を感じる土壌がある。だから独創
的な個人店も受け入れられるのでは？」そんな
考えと共に“いつか大府にワイナリーを”と語り
ます。

　「大府はやっぱりぶどう！品種の課題もありま
すが、ウェルネスバレーのヒルトップにぶどう畑
がある風景は、きっと美しく気持ちいいですよ」
自由な発想で軽やかに笑う馬場さん。そこには
いつも、アメリカの心地よい風が吹いていまし
た。

（2016年10月取材）

SNSでも話題の、高さ20cmの「テキサスキングバーガー」。オーナーである馬場さんは、げんきの郷すくす
くヶ丘に姉妹店を出店するなど、精力的に活動しています。その根底に流れるアメリカンスピリット、しなや
かにビジネスを仕掛ける手法にググっとクローズアップ！

店内だけでは席数が足りなくなり、馬場さんが手づくりした開放感あふれ
るウッドデッキ。赤を基調としたインテリアともマッチして、お店のPRにも
一役買っています。

アメリカの国旗をモチーフにした看板が目を引く外観。赤とウッドを基
調にしたインテリアは小物に至るまで徹底されています。

あふれんばかりのベーコンが大迫力の看板メニュー「テキサスキングバー
ガー」は、ギュッとつぶして豪快にかぶりつくのがテキサス流。ボリューム満
点ながら、女性でも完食できるおいしさです。
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行政からのお知らせ

平成30年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります

事業主のみなさまへ

法定雇用率

（障害者雇用率）

0

2.0

平成25年 4月 平成30年 4月 平成33年 4月

％

現　行

2.0％
2.2％

3年を経過する日より前

2.3％

　障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての
事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。
　この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

　また併せて、下記の2点についてもご注意下さいますよう、お願いいたします。

留意点1　　対象となる事業主の範囲が、従業員45.5 人以上に広がります。

　　　　従業員45.5 人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員

50人以上から45.5 人以上に変わります。

　また、その事業主には、以下の義務があります。

＊　毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

＊　障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりま

せん。

留意点2　　平成33年4月までには、更に0.1％引き上げとなります。

　平成30年4月から3年を経過する日より前　に、民間企業の法定雇用率は2.3％になります。

（国等の機関も同様に0.1％引き上げになります）。

※具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。

※2.3％となった際には、対象となる事業主の範囲は、従業員43.5 人以上に広がります。

厚生労働省･都道府県労働局･ハローワーク

※

事業主区分
現　行　　　　　

民間企業 　　 2.0％　⇒ 
国、地方公共団体等 　　 2.3％　⇒　　 
都道府県等の教育委員会 　　 2.2%　⇒　　 

平成30年4月1日以降
2.2％
2.5％
2.4％
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大府商工会議所・行政からのお知らせ

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、前月と比べ悪化。産業別
にみると、小売業で改善、その他の4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。

●「運送費の改訂により、仕入先から続々と価格
交渉を持ちかけられた。販売先への価格転嫁
は難しいため、採算は悪化した」（雑貨等卸売
業）、「外国人観光客数の増加に加え、夏の
セールが消費者の需要を掘り起こし、売上は
改善した」（百貨店）、「半導体や建設機械関連
からの引き合いが強く、売上は改善した。特に
OEM生産の受注が豊富であるため、今後も
売上の改善が見込める」（電気機械製造業）、
「主要取引先である自動車業界からの設備投
資需要が安定しており、売上は改善した」（一
般工事業）

●業況の先行き見通しDIは、全産業では今月と
比べ改善の見込み。産業別にみると、建設業、
小売業で改善、サービス業で横ばい、その他
の2業種で悪化の見込み。

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

   17 年      先行き見通し
 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月～10月 

業　　況 ▲19.5 ▲13.5 ▲18.7 ▲13.4 ▲10.5 ▲14.4 ▲12.3
      
売　　上  ▲15.9 0.0 ▲7.2 ▲5.8 ▲3.5 ▲5.2 ▲7.6
 
採　　算 ▲15.2 ▲13.5 ▲13.9 ▲8.7 ▲9.4 ▲6.4 ▲11.1
       
資金繰り ▲8.0 ▲9.4 ▲9.6 ▲5.3 ▲4.1 ▲4.1 ▲7.6
       
仕入単価 ▲26.1 ▲27.1 ▲31.7 ▲29.1 ▲29.7 ▲32.7 ▲27.8
       
従 業 員 17.1 19.6 16.9 17.4 19.1 22.4 20.8

平成 29年 7月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年8月9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1.11％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.11％
■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。

■住所  大府市共和町2－15－7
　　　　ウィンドヌーブあづま１Ｆ
■電話  0562‐48‐7200
■定休  毎週日曜日
　　　　月曜祝日の場合は
　　　　日曜営業･月曜営業

炭火焼鳥 どてん  
「牛串　 　　　　　　　　」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

炭火焼鳥 どてん
冨野雄太さん

（同）足軽家
深見貴英さん

（紹介ランナー）
次回ランナーは、マルタケ㈱　早川武仁さん

実践創業塾2017
　創業するにあたり、必要な「経営、財務、人材、販路開拓」などの知識・スキルを実践的に習得できるセミナー
です。創業 5年以内の方ならどなたでも参加できます。

　日　時：9月16日（土）・9月23日（土）・9月30日（土）・10月7日（土）
　　　　　いずれも9：30～16：30

　場　所：当所　3階大ホール　　
　講　師：佐原 啓泰氏（中小企業診断士・一級販売士）
　定　員：30 名（先着順）
　受講料：5,000 円
　申　込：当所窓口または電話（４７－５０００）・FAX（４６－９０３０）にて
　主　催：大府商工会議所・東浦町商工会

ユースエール認定企業になりませんか？
　厚生労働省では、平成 27 年 10 月1日施行された「若者雇用促進法」により、若者の採用・育成に
積極的で雇用管理の優良な企業について、厚生労働大臣が認定する「ユースエール認定企業」を募集して
います。
　基準を満たし認定を受けると次のメリットがあります。

＊ホームページ（若者雇用促進総合サイト）に会社情報を無料掲載、就職面接会などへ優先参加が
可能になる。

＊キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、トライアル雇用奨励金などを活用する際、一定額
が加算される。

＊日本政策金融公庫による低利融資を受けることができる。
＊公共調達における加点評価がされる。

詳しくは、愛知労働局職業安定課（052-219-5505）または、ハローワーク刈谷求人企画部門
（0566-21-5003）までお問合せください。

紀州産備長炭使用の
焼鳥専門店。
数あるメニューの中で
も牛串は絶品！
ジューシーでやわらか
く、来店時には必ず注
文するお気に入りの一
品です。
味付けで私のお薦め
はタレ味です。

（塩、タレ、おろしポン酢、だし醤油わさび）

（　　　　　　　　　）
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交 通 安 全 通 報！

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/

行政書士村井法務事務所

各種許認可申請手続き、お気軽にご相談ください。

代表　村井　裕一

代表　太田和利

　行政書士は、官公署に提出する書類の作成・相談・提出手続申請、各種契約書等
の権利義務や事実証明に関する書類を作成することを業としております。具体的に
は、一定の規模を超える工事を行うため建設業の許可を受けたい場合、農地を転用
する場合、外国人を雇用するためにビザを取得する場合などで必要となる許認可等
の申請代理・取次等を行います。
　ご相談された内容が行政書士業務の範囲外である場合には、ご希望により、適切
な他士業の方や専門家をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。

●住所／大府市森岡町二丁目164 番地
●ＴＥＬ／ 090-6597-3788

司法書士おおた事務所

身近な法律家です。気軽に立ち寄ってご相談ください

　9月は、月初めと月末の日没時間の差が最も大きくなるため、他の月より日が暮れるのが早くなったと感じる人が増えるのではないでしょうか。
　さて、9月中に市内で周囲が薄暗くなる時間帯の午後4時から午後6時の間に起きた人身事故発生件数は、平成27年は6件、平成28年
は10件で増加しています。歩行者、自転車利用者の方は、自分が思っているほど、ご自身の姿がドライバーからは
見えていません。反射材の活用や明るい服装をする等、事故にあわない対策をとりましょう。
　また、ドライバーの方は、夕暮れ時の前照灯の早めの点灯（9月は午後5時から）や、ハイビームを活用し、安
全運転をお願いします。

　身内の方が亡くなられた際、避けて通れないのが「相続」の手続きです。その手続
きは非常に煩雑でなかなかご自身で対応できるものではありません。また、相続は
一生に何度も経験することではないため、「何を誰に相談すればよいかわからな
い」というのが現実だと思います。
　当事務所では「相続」に関するあらゆるご相談を「無料」にて受け付けています
（必要に応じて弁護士さん、税理士さんの紹介もいたします）。遺言、生前贈与等の
生前の相続対策についても対応致します。何でもお気軽にお問い合わせください。

●住所／大府市桃山町五丁目２２６番地の２
●TEL／ ０５６２-８５-４８１６

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

会員加入目標数

150

平成29年8月末会員総数

1,717

平成29年度大府商工会議所

4～8月加入者数

目標達成まで

37

113

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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会員加入推進キャンペーンを
実施しています！

大府ブランドを世界に！

紹介者・中本氏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規会員・亀山氏


