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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/

モンファボリ

カスタムスーツは今までにない既製スーツ！

代表　加瀬　康隆

店長　吉田　美佐雄

　モンファボリは既製スーツをメインとしたお店です。しかし、既製品をそのまま着るのは
ちょっと寂しくありませんか？少しのアクセントを入れるだけでガラッと印象が変わるのがスー
ツです。既製品をカスタムし、他にない既製スーツを手にして下さい。
　あなたを引き立てるオンリーワンをお作りします。また、お客様を引き立てる為に女性スタッ
フによるシーンに応じた最も似合うネクタイをコーディネート致します！
　既製スーツをカスタムするお店は愛知県でもモンファボリだけです！是非お立ち寄りください。

●住所／大府市東新町 1-248
　　　　さくらビル 2F
●ＴＥＬ／ 0562-85-6655
●営業時間／ 14：00～ 20：00
●営業日／毎週金、土、日
●駐車場／付近のコインパーキングをご利用ください。
　　　　　（共和駅の目の前）

●HPアドレス／ http://seigaya.com　

(有）美容室オズ

オズは、あなたの夢を叶える技術と商品がいっぱい！

　10月９日は、何の日かご存知ですか？実は、「トラックの日」と言って、全日本トラック協会がトラック運送業について多くの方に知ってもら
うために制定しています。トラックは私達の生活と経済を支えるために欠かせないものです。大府市内は大きな工場等が多いことや国道
155号等の大きな道路が通っているため、多くのトラックが走行しているのをみかけます。
　さて、10月中に大府市内で起きた貨物自動車が第一当事者となった人身事故発生件数は、平成27年は４件、
平成28年は６件です。ドライバーの方もそうでない方も「ドライバーの死角が広い」「内輪差が大きい」等、トラ
ックの特性を理解し、交通事故を起こさない、遭わないようにして下さい。

　『本物を求めるあなたへ！』　ショートヘアーはデザインが最重要。美容室
を開業して35年、美容師にとって一番大切な技術は『カットデザイン』となり、
さらにその中でもイートンクロップアカデミー研究会が『本物のカットを学
べる道場』との結論に行き着いて三十年になります。「頭の形」「髪の癖」「顔
の形やパーツの位置」「トレンド傾向や職業」などポイントを押さえつつ、再現
性を高める技法がとても大切になってきます。それには豊富な経験と情報が
あってこそ問題解決に導くことができると信じています。

●住所／大府市東新町 1-202
●TEL／ 0562-48-5658（電話予約）
●メール予約／ info@bs-oz.com
●営業時間／ 8：30～ 18：30
●定休日／ 月曜日、第 2第 3月・火連休

●HPアドレス／ http://bs-oz.com　

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9月末会員総数

1,721

平成29年度大府商工会議所

4～9月加入者数

目標達成まで

42

108

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/

金沢視察研修 杉浦昭子氏講演会 県連総会 大府夏まつり

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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今月の表紙／女性会役員の皆さん（平成 29年 9月6日撮影）

　女性会は、凛と信をもって連帯し、安全・安心、快適な暮らしにつながる活
力ある地域社会を築くために、日々事業活動に専念します。
　また、会員相互の連携と情報交換を推進し、知識教養を養い、明日への活
力の源となるよう努力しています。
　現在、会員も募集中です。私達と一緒に、大府を盛り上げましょう！

山 口 清 隆
㈱げんきの郷
代表取締役社長

９月１３日（水）於：当所３階大ホール　時：1５：３０～1５：５０
第 11回臨時議員総会

【審議事項】議案第１号　第７期常議員の補欠選任（案）について
常議員に欠員が生じたため、次の者が選任されました。

【報告事項】ビジネスマッチング商談会 in 大府について
　加古中小企業相談所長と大府市商工労政課近藤課長より１２月８日開催の同商談会について、受注企業募集中であると

説明されました。

9月13日（水）　於：当所２階会議室　時：1４：０0～1５：２０
第 2回定例常議員会

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　６月～９月分として２０事業所の加入が承認されました（詳

細は次頁「新入会員の紹介」をご覧ください）。

議案第２号　大府市行政にかかる要望・提言（案）につ
いて

　各部会、委員会、支部等から提出された提言・要望を

８つに分類したうえ、最重点項目を加えて、大府商工会議

所としてとりまとめた提言・要望について説明が行われまし

た。これらの要望・提言書は、９月２５日（月）に大府市長

及び大府市議会議長に提出されます。（提言・要望書内

容は８頁～１１頁に掲載）

議案第３号　第７期常議員の補欠選任（案）について
　常議員に欠員が生じたため、次の者を選任することが

提案されました。　　　　　　　　　　　　※敬称略

山口清隆（㈱げんきの郷・代表取締役社長）

　交代理由：前任者鈴木康男氏の退任

佐藤光彦（㈱東洋発酵・経営企画室理事）

　交代理由：前任者木村彰彦氏の逝去

議案第４号　国内旅費規則の一部改正（案）について
　本規則の日額旅費について記載内容の最新化と航空機や

タクシーの利用における明確化を図ることが説明されました。

議案第５号　国外旅費規則の一部改正（案）について
　本規則の支度料支給について行政の対応状況を勘案し

変更する旨、説明が行われました。

議案第６号　地域開発委員会構成（案）について
　花井宏基副会頭が委員長代行を務め、新たに山口清隆

氏（㈱げんきの郷）と佐藤光彦氏（㈱東洋発酵）が委員

に加わる旨説明が行われました。

　
　なお、議案第４号と第５号については、常議員会で承認後、

９月１３日から適用することも申し添えられました。

　６議案全て原案どおり可決されました。

報告事項
①愛知県商工会議所連合会会頭会議における愛知県への

要望について

　知多地区の４商工会議所が愛知県への要望を１１月２日に

提出する旨説明を行い、大府商工会議所からは次の４つを

要望することが報告されました。

〇あいち健康の森を活かしたまちづくり　

〇東京オリンピック・パラリンピック、リニア中央新幹線、アジ

ア競技大会を見据えた取り組み　

〇大府警察署の設置　

〇大府ＰＡ・スマートＩＣをはじめとした幹線道路整備

　また、半田商工会議所榊原康弘会頭が知多ブロックを代

表して、同会議上にて知多ブロックの５重点項目について発

言することが説明されました。

②小規模事業者持続化補助金採択結果について

　当所支援分として１７件中５件（２９．４％）が採択された

ことが報告されました（参考：全国の採択率は２８．３％）。

詳細は会報１８６号（９月号）に掲載しています。

③会員の脱退並びに変更について

④９月・１０月の行事予定について

■常議員

【交代理由】
　前任者鈴木康男氏の退任による
　交代

佐 藤 光 彦
㈱東洋発酵
経営企画室理事

■常議員

【交代理由】
　前任者木村彰彦氏の逝去による
　交代
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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
10/1 10/2 10/3

橋本実践塾発表会
9：00 ～12：00

10/4
女性会役員会
13：30 ～15：30

10/5
産業まつり商工業者
振興会議
13：30 ～14：30
滝谷経営塾
15：00 ～17：15

10/6 10/7
実践創業塾
9：30 ～16：30

10/8 10/9
体育の日

10/10
定例税務経理相談
13：30 ～15：30

10/11
橋本実践塾
9：00 ～12：00
正副会頭会議
10：00 ～12：00
市長との昼食会議
12：05 ～12：55
住宅修繕相談
13：00 ～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

10/12
ふるさとガイド定例会
9：30 ～12：00
本支部連絡会
14：00 ～15：30
ワイガヤ会
14：30 ～16：00

10/13 10/14
週末創業個別相談
10：00 ～/11：00 ～

10/15 10/16 10/17
橋本実践塾
9：00 ～12：00
アクサ生命共済フォーラム
11：00 ～13：00
おおぶがんばる商店街
運動研究会
14：30 ～16：30

10/18
定例金融相談
10：00 ～12：00
女性会理事会
13：30 ～15：30

10/19
ビジネス交流会
16：00～19：00

10/20 10/21

10/22
珠算検定

10/23
大府支部視察
（知立市）
9：00 ～12：30

10/24
橋本実践塾
9：00 ～12：00

10/25
事業所定期健康診断
8：30 ～16：00
人生１００年を楽しむ
プロジェクト会議
10：00 ～12：00
住宅修繕相談
13：00 ～16：00
住宅修繕相談定例会
19：30 ～ 21：00

10/26
海外視察研修説明会
14：00 ～16：30

10/27 10/28
産業文化まつり

10/29
産業文化まつり

10/30 10/31
橋本実践塾
9：00 ～12：00

11/1
女性会役員会
13：30 ～15：30
正副会頭会議
14：30 ～16：30

11/2
あきんど塾セミナー
14：00 ～16：00
愛知県連会頭会議
16：00 ～18：30

11/3
文化の日

11/4

クローズアップ・スケジュール
第5回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　　　　10月5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		 	 	 	
・組織と従業員のありかた：ＩＢＭの事例研究に学ぶ。
仕事の最大化方針。動機づけ。	
・戦略的ステートメントを作成する。目標を検証する。
リスク対策を行う。	

　
　※第6回は、
　　11月9日（木）の
　　15：00～17：15です。	 	 	 	
	

製造業部会　大府ビジネス交流会　　　　　　10月19日（木）

市内企業同士でも、どのような製品を扱い、どのような加工技
術を持っているのか知らないことが多い。そこで、市内の特徴
ある技術を持った企業等が技術や製品をPRできる “ 顔が見え
る、名前がわかる ” 展示交流会を開催し、市内の人脈づくり、
販路開拓を推進します。

時　間：展示交流会　16：00～ 18：00　
　　　　懇　親　会　18：00～ 19：00
場　所：展示交流会　当所　3Ｆ大ホール
　　　　懇　親　会　当所　2階会議室	 	 	
参加費	：展示交流会	　無料　
　　　　懇　親　会　1,000円 /名		 	 	
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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
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

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

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

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

大府支部主催　
第１１回親睦ボウリング大会
８月２８日（月）　　　　於：名古屋グランドボウル
　　　　　　　　　　　時：１９:００～２１:００
　大府商工会議所大府支部は、恒例の親睦ボウリ
ング大会を開催しました。
　前回の優勝者、すなっく熊の浜島久司さんによる
始球式では、見事ストライクが出たため、ボウリン
グ場より参加者全員にプレゼントが頂けました。始
球式より盛り上がった中、老若男女５０名が、熱戦
を繰り広げた結果、久野不動産㈱の深谷利之さん
が、見事、優勝を勝ち取りました！

　１位の賞品は、自転車でした。おめでとうござい
ます。２位は半田信用金庫大府支店の浅田翔太さん、
３位は、すなっく熊の浜島久司さんでした。
　今後も大府支部の活動にご参加、ご協力をお願
いいたします。

▲左より、浅田さん、深谷さん、加藤支部長、浜島さん

おおぶ・がんばる ！ 商店街運動研究会
（第３回）
８月２２日（火）　 於：市内商店、当所 3階大ホール
　　　　　　　　時：14:30 ～ 16:30
　6月からスタートした参加店の皆様が集まって
議論を交わす「研究会」が遂に先月より本格的に
「逸品」の選定に向けて本格スタートしました。
30店舗がグループに分かれてそれぞれの逸品候補
を発表し、意見交換が行われました。
　今年度も様々な興味深い商品が各店から出てき
ています。各店主の“お客様目線”の意見を出し
合いながら、活発に議論されています。
　研究会以外にも、各店を専門家が訪問し、その
後のフォローをしながら木目細やかな指導を致し
ました。
　今後は、12月にかけて各店のこだわりの逸品を
まとめた冊子の作成を皆さんと進めてまいります。

▲研究会の様子

▲個店訪問アドバイスの様子

№ 事業所名 代表者 住　　所 事業内容等 所属部会

1 ㈱タベロカ 木村　浩 中央町 和牛焼肉レストラン 商業

2 ななつぼし行政書士事務所 久野　将英 森岡町 行政書士 情報・物流・サービス業

3 国際ソロプチミスト愛知ガーデニア 山田　惠子 中央町 ボランティア団体 情報・物流・サービス業

4 ㈱清水工業所 清水　哲児 横根町 管・鋼構造物・機械器具設置 建設業

5 ㈲イチノ損害保険センター 市野　義久 半田市 保険代理業 情報・物流・サービス業

6 フジ設備工業㈱ 横山　隆幸 共栄町 機械器具設置工事業 建設業

7 ＹＮＳ設備 椎原　昭雄 高浜市 機械移動 建設業

8 ㈱バリューマネジメント 奥　浩昭 名古屋市
中村区 経営コンサルティング 情報・物流・サービス業

9 翔建装 伊相　翔平 米田町 住宅塗装 建設業

10 うさぎ調剤薬局（㈱ＦＯＶ） 吉野　嘉一 中央町 調剤薬局 商業

11 ファインプラス 小島　大輔 柊山町 トレーニングジム 情報・物流・サービス業

12 ㈱匠Ｐｒｏｊｅｃｔ 岩田　悦幸 名古屋市
西区

税務・相続・ＦＰ・創業コンサルティ
ング 情報・物流・サービス業

13 ㈱スギ薬局 杉浦　克典 横根町 薬・化粧品・雑貨小売業 商業

14 ㈲三協工業社 及川　明 東浦町 管工事業 建設業

15 ＬＴＶ特許事務所 丸山　修 吉田町 弁理士業 情報・物流・サービス業

16 ＴＫ　ＤＥＳＩＧＮ 瀧　博樹 桃山町 検査冶具設計 情報・物流・サービス業

17 ＳＶリーン企画 薗田　徹夫 長根町 事業改革・改善・経営コンサルタント 情報・物流・サービス業

18 はるかリラクゼーション整体 三嶋　智幸 半月町 リラクゼーション、整体 情報・物流・サービス業

19 公益財団法人　
産業雇用安定センター愛知事務所 請井　孝全 名古屋市

中村区 出向・移籍支援に係る職業紹介事業 情報・物流・サービス業

20 縁左官 山口　晃太 長草町 左官 建設業

～平成 29年度　新入会員　よろしくおねがいします～ 　　期間：平成29年5月10日～平成29年9月5日
（敬称略）
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親子でハナモモの種収穫体験
９月３日（日）　　　　　於：愛・地球博記念公園
　　　　　　　　　　　時：８:００～１６:００
　平成29年度商工会議所「花いっぱい運動」の1つ
として、子どもの緑化意識向上とハナモモの苗木供
給を目的に第3回「親子ハナモモの種収穫体験会」
をモリコロパークで大人16名、子ども11名の計27
名で実施しました。

　

　当日は公園管理事務所の服部所長（代）さんをは
じめ3人の職員の方から詳細な説明を受けた後、皆
で協力してハナモモの種を収穫しました。その後、
「日本凧の会東海支部」の皆さんによる凧づくり体
験、「あいちサトラボ」の皆さんによる野菜取り体験
と流しソーメンのおもてなし、最後にサツキとメイ
の家へも案内して頂き、色々な体験と見学を楽しみ
ました。収穫したハナモモの種は、それぞれの家庭
で成木まで育ててもらい、余った分は当所に提供し
ていただき、大府市内に植える計画です。

▲シダレハナモモの種収穫風景

▲「あいや西尾の抹茶ミュージアム和く和く」前にて

第２９回会頭杯ゴルフコンペ結果

▲ 杉田氏による説明 ▲抹茶ができるまで

▲ 抹茶製造室の様子 　　　　　 ▲茶臼体験もできました！

第４回滝谷経営塾
９月７日（木）　　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　時：１５:００～１７:１５
　第４回滝谷経営塾は、前半にテキストを用いた講
義、後半はチーム別演習を行いました。
①講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　企業の基本的な問題は『管理者』を統率すること
で解決できる。しかし、最も稀少で最も早く陳腐化
するので、絶やさず補充しなければならない。
　フォードの事例研究から管理者なしに経営は成り
立たないこと。管理者の仕事は複雑で中小企業とい
えども，一人で履行できるものではなく、組織的に統
合されたチームが必要である。
②講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　何をすればよいのか。目標仮設から課題を生成す
るために、目標仮説のステートメントを文節単位に
分離し、課題化する手法について学びました。
③演習
　４チームで実施。各チームが第３回で決めた『目標
仮説』について課題を生成し、発表を行いました。

商業部会 情報・物流・サービス業部会
合同視察研修
９月12日（火）　　　　　　　於 ： ㈱あいや
　　　　　　　　　　　　　時：１０:００～１６:３０

　今回は「企業のブランド創り」をテーマに、西尾市
にある抹茶製造の老舗㈱あいやを訪問し、市場開発
部長の杉田氏にご説明いただきました。ニーズに合
った製品をつくる為、約120件の農家との相対取引
の実施や、認知度向上を目的とした自社スイーツブ
ランドの販売・店舗運営など、ブランド創りの為の様
々な努力を学びました。

第２９回会頭杯ゴルフコンペ
９月１９日（火）　　　於 ： 新南愛知カントリークラブ
　　　　　　　　　時 ： ８:00～15:00
　木村会頭をはじめ３９名が参加しました。
台風一過の秋晴れの下、多くの参加者が美浜の地に
集まり、交流を深めました。

 有名な大会の直後でもあり、会場のコンディション
も良く、絶好のゴルフコンペとなりました。
　本コンペは、初めての方でもお気軽にご参加でき
るものとなっております。次回(3月開催予定)は記念
すべき30回目です。皆様のご参加をお待ちしており
ます。

(敬称略)

ベストグロス

ドラコン

ニアピン

吉田　正弘

久野　春雄

吉田　正弘

吉田　正弘

深谷　政次

吉田　正弘

片山久美子

竹内　道春

加古　丞二

平岩　幹広

島岡　亮司

蟹江　雅直
優　勝
準優勝 ３位

ア
ウ
ト
９

イ
ン
12

ア
ウ
ト
６

イ
ン
16

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

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）～

新規顧客獲得!!
お店の情報を
発信しよう！

検索愛知印刷

60期に向けて◎発行部数／103,000部（53号実績）
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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。

　商工会議所は、地区内の商工業の改善発展を図るとともに魅力ある地域づくりをその目的としています。
　大府市は、豊かな自然に恵まれるなか、自動車産業を中心に発展し続けて参りましたが、この発展は、単に製造業に携
わる人びとの努力によるものだけでなく、商業、流通、運輸、サービス業、建設・土木などさまざまな業種の企業が相互
に支えあい、ともに成長してきた結果です。
　大府商工会議所は、国、県を始め、とりわけ地域の大府市と連携し、これらの産業を支えるだけでなく、市内にある総
ての企業・事業所が商工会議所に所属し、各企業・事業所が会議所を通して地域に根ざした活動に参加することにより、
地域社会に貢献し、
　　①住んでみたいまち　　②域外から訪れてみたいまち　　③自慢できるものがあるまち
　　④生き生きとして楽しく暮らせるまち　　⑤健康で健やかに過ごせるまち
　そんな魅力あふれる、安心・安全なまち大府を、一緒になって創り上げていくことを提言するものです。

平成２９年９月２５日　
大府商工会議所　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会頭　木村　勝昭

は じ め に

最  重  点  項  目

土地利用計画の見直し及び工業団地開発と
企業誘致1

　大府市の中小企業は、自動車産業を中心として産業構造を形成
していますが、都市開発の進行により、住工混在化、工場の狭隘
化と分散化が顕著であり、工場の移転、域内再配置が求められて
おります。また、用途地域の変更やインフラ整備が課題となって
おります。
　市街化調整区域を見直し、産業構造の変化に見合った産業育成
のための工業適地の確保と新たな工業団地の整備並びに積極的か
つ戦略的な企業誘致を提言いたします。
　さらに、大府市は、第５次総合計画並びに第３次都市計画マス
タープランにより、土地の利用計画を定められておりますが、工
場立地に際しては、高低差などにより現実的に立地が困難な区域
もあります。実情にあった土地利用計画の見直しによる工業用地
の確保をお願いするとともに、追加の造成費用が生じることのな
いような面的整備を行った工業用地の分譲についても検討いただ
くよう提言いたします。

知多半島道路大府パーキングエリア・
スマートインターチェンジの整備2

　知多半島の玄関口である大府パーキングエリア・スマートイン
ターチェンジの整備をすることは、大府のみならず、知多半島の
交流人口を増大させるためにも有益であると思われますので、県
始め関係者と連携し、整備をすすめていただくことを提言いたし
ます。

都市計画道路大府東浦線の早期整備3
　大府東浦線については、早期の全線開通が産業界としての熱望
でありますので、引き続き愛知県へ強力に推進していただくよう
提言するとともに、昨年度行っていただいた愛知県へ要望に対す
る回答も開示していただきますようお願い申し上げます。

長草町田面交差点の右折レーン設置
及び本郷交差点の整備促進4

　慢性的に渋滞を引き起こしている両交差点改良は、急務であり
ます。田面交差点改良については、地権者との用地交渉の進捗状
況をお知らせください。また、同じく渋滞要因と考えられる本郷
交差点の整備についても、早期に改善対策を講じていただくこと
を要望いたします。　

ウェルネスバレー構想の実施計画の
策定並びに周知、整備促進5

　ウェルネスバレー構想の実現については、平成 21 年に基本計
画の策定後、実施計画が未だ策定されておりません。事業の実施
には、実施計画の策定が必須条件でありますので、早急に策定す
るとともに、ウェルネスバレー構想の周知と実施計画に基づく計
画的な事業の実施を提言いたします。
　また、ウェルネスバレー基本計画に基づき、具体的に産業用地
開発、道路整備、水道等インフラ整備を進めるため、大府市とし
て「内閣府地方創生推進会議事務局」へウェルネスバレーの提案
を行うとともに「愛知県国家戦略特別区域会議」の認定を受け、
包括的・戦略的なチャレンジとして、国や愛知県から総合的な支
援を得て、ウェルネスバレー基本計画を前進させるような申請を
行うことを提言いたします。

会議所街路灯の新設補助対象事業の期間延
長と防犯カメラ設置促進及び補助金の創設6

　ＬＥＤ街路灯の設置及び取替えに要する経費について、大府市
商業団体等事業費補助金交付要綱を見直し、時限補助制度として、
平成 31 年度まで補助率 70％以内に引き上げていただいたところ
ですが、街路灯管理団体の経済的な事情や意見のとりまとめに時
間を要するため、その期間を２年延長し、平成 33 年度まで補助
率 70％以内を維持し、商店街の環境整備に対する支援を継続して
いただくよう提言いたします。
　また、犯罪抑止の面において、防犯カメラの果たす役割は年々

大きくなっていることから、その設置を促進すると同時に、事業
者が積極的に設置に取組めるよう助成金制度の創設を提言いたし
ます。

警察力の強化・警察署の誘致促進にかかる
整備計画の策定並びに大府駅、共和駅及び
共和西地区への交番設置

7

　大府市は、都市化の進展とともに犯罪件数が増加傾向にあり、
治安の悪化が懸念されております。県警としても交番相談員の設
置やパトロール巡回頻度の増加等、安心安全対策を図っていただ
いておりますが、さらなる地域の安心安全確保は、重要であります。
警察署設置と共和駅西側地区への交番の設置については、もちろ
んですが、特に大府駅、共和駅には警察官が常駐する交番の設置
は急務と考えます。
　会議所支部並びに部会等からの設置に対する要望も年々強く
なっておりますので、警察署の体制や管轄区域の見直しなどの再
検討について、愛知県へ強力に要望いただくよう提言いたします。
　さらに、警察署早期誘致を実現させるため、大府市として警察
署の整備計画を策定したうえで、要望することを提言いたします。

まちづくり検討委員会の設置と大府駅東南
部再開発を見据えた中心市街地活性化基本
計画の策定

8

　大府市の玄関口である大府駅や同駅東南部を含め、さらに、共
和駅を中心とした周辺地域を総合的に見直し、駅利用者の滞留を
促し、域外からの来客を増加させるような魅力あるまちづくりを
実施し、賑わいのある商店街の再生による商業の集積を目指すと
ともに、子どもからお年寄りまで安全で安心して暮らせるまちづ
くりを実現することが重要と思われます。そのためには、大府駅
前再開発は必須と考えますが、大府市による土地の確保がなけれ
ば、実現は困難と思われます。よって、大府駅前の土地確保に早
急に取組んでいただくことを提言いたします。
　また、地方創生のまちづくりとして、市、市議会、会議所等を
始め、地権者、商工業者を含めた「検討委員会」の設置を検討し
ていただくとともに、市が中心となり「中心市街地活性化基本計画」
を策定していただくよう提言いたします。

観光協会の独立及び市観光課の設置によ
る観光協会の機能強化並びに観光ビジョ
ンの策定

9

　愛知県は、「技術立県」に続く「観光立県」を目指し、観光局の
設置などあいちの観光を強力に推進しております。大府市は、健
康をキーワードとした観光資源が多くあり、さらに、中小企業地
域資源活用促進法による地域産業資源も多く登録されております

が、十分に活用されていないのが現状です。今後、交流人口を増
加させる着地型観光の推進、まちづくりや地域活性化の一つの手
段としての観光を強力・計画的に推進していくためにも、観光課
を新設して専従職員を設置するとともに、観光協会を独立させ、
魅力ある街づくりの創生のため、各施設への誘導・案内看板の設
置や無料公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi）の整備をすするとともに、大府
市として観光ビジョンを策定するよう提言いたします。
　また、観光協会の独立に併せ、ＪＲ大府駅への観光協会の事務
所及び大府市の商・工・農などを紹介するアンテナショップの設置、
あいち健康の森公園・みどり公園などとつなぐためのレンタルサ
イクル事業の実施並びに駅周辺での市民参加によるふれあい行事
の実施によるにぎわい創出、また観光課専従職員を配置するなど、
大府市全体としての情報発信拠点とするよう提言いたします。

店舗の新設・改装に関する支援及びげん
き商店街推進事業」補助要綱の見直し10

　新規の創業者を含めた小規模事業者にとって、店舗の新設や改
装費用を負担することは、将来的に経営状況を圧迫する恐れもあ
り、事業継続や廃業の不安を抱えることになりかねません。安心
して事業意欲の向上や事業拡大を考えるためにも、店舗の新設・
改装等の費用への補助制度の創設を提言いたします。
　また、大府市が、愛知県の「げんき商店街推進事業」を申請し、
会議所への補助事業として支援していただいている「おおぶ de
まち歩き」「ふれあいゼミナール」事業は、小規模商業者の関心が
高い事業です。地域の小規模商業者への大きな支援となり、年々
参加事業所が増加しておりますので、商業者への支援策の一つと
して、大府市独自の補助事業としていただき、安定的に地域を支
援していただくよう提言いたします。

女性や高齢者が活躍できる環境整備によ
る人材不足解消11

　女性が活躍・働きやすい環境整備として、保育園の新設や 24
時間対応の保育サービスの拡充を行うなど、人材不足の解消につ
ながる施策を展開するよう提言いたします。既に、幼稚園と保育
園の一元化や高齢者デイサービスを併設することにより、看護師
など人的資源や調理室などの設備を共有し、効率的な施設運営に
取り組んでいる自治体もあります。この取組は、世代間交流に寄
与できる利点もあり、経験豊富で元気な高齢者による託児施設の
開設等により、三世代がそれぞれに幸せを感じる街、住みたい街

「大府」の実現にもつながると考えられますので、将来、避けられ
ない少子高齢化を見据え、安定的な働き手の確保につながる取組
を提言いたします。
 

平成29年度 「大府商工行政等に関する提言書」を提出
　去る９月２５日（月）、会員の皆様の大府商工行政等への提案・要望をとりまとめ、大府商工行政等に関する提言書
として、岡村秀人市長及び早川高光議長に手渡しました。
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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

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）

㈱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。

土地利用等の見直し1

(1) 調整区域の見直し　 継続
　エコ工業団地用地確保のため、市街化調整区域を市街
化区域に見直し、大府市の工業の発展と将来的に安定し
た税収確保につなげられるよう提言します。

幹線道路等の整備促進2
 

(1) 市道の整備 
①都市計画道路養父森岡線の早期整備　 継続

　養父森岡線は、大府東浦線と同様にあいち健康の森への
アクセス道路として重要であることから、早期の全線開通
を提言いたします。また、今後の具体的な実施計画をお教
え下さい。

②大府駅前中央分離帯の撤去　 継続
　大府駅東の三菱東京ＵＦＪ銀行前の中央分離帯を撤去し
て頂き、大府駅前の賑わい創出となる街づくりの整備を提
言します。　

③北崎町小根下交差点から東に抜ける道路の拡幅工事計画
の推進及び違法駐車対応　 継続
　北崎町小根下交差点から東に抜ける道路の拡幅工事計画
を迅速に進めて頂くよう提言します。依然として無くなら
ない違法駐車により、歩行者の通路確保に支障をきたして
いるとともに、街灯の未整備により、歩行者の安全が確保
されていない状況にあるため、速やかに安全対策を講じて
いただくよう提言します。また、引き続き警察に徹底した
取締りを要望していただきますようお願いいたします。

(2) 国道、県道の整備
①県道名和大府線と県道東海緑線の拡幅工事の早期完了
新規

　当該工事の完了は、両線の安全確保と渋滞緩和に有効と
考えられ、早期完了が望まれるところですが、着工からか
なり時間が経過している印象が否めません。一刻も早い工
事完了を要望していただきますようお願いいたします。

②都市計画道路衣浦西部線の国道 366 号との接続　 継続
　衣浦西部線の騒音対策及び渋滞対策として、引き続き早
期に名古屋刈谷線への延伸を愛知県へ強く要望していただ
くようお願いいたします。

③国道 366 号の信号交差点への右折帯及び右折信号の設置
継続

　国道 366 号の横根町交差点から有松インターまでの間
は、片側 1 車線が続いています。今年度は 366 号沿いに
大手ドラッグストア店舗が開店したこともあり、より一層
渋滞緩和対策が望まれる状況になっています。従前より具
申している二ツ池南交差点及び梶田町六丁目交差点の右折
車両による滞留状況調査を実施し、一刻も早く渋滞解消に
向けた対策に取組むことを提言いたします。渋滞による経
済損失は、長期に渡って地域に影響する問題であるため、
大府市として協力に愛知県へ要望していただくようお願い
いたします。

④県道東海緑線結節点西側の早期整備　 継続
　荒尾大府線の早期事業着手について、愛知県へ要望の回

答と併せて現在の状況について、開示していただくことを
要望いたします。

⑤東海有松線の梶田町一丁目交差点への右折車線の確保に
よる渋滞緩和　 継続
　梶田町一丁目交差点付近の右折車両の滞留による交通渋
滞及び付近の生活道路を始めとする市道等への影響を調査
して頂くことを要望します。

あいち健康の森を活かしたまちづくり3
(1) 健康都市大府の知名度をあげるための健康に関する世界

会議の誘致や大規模    国際イベント等の開催　 継続
　あいち健康プラザには、1,000 人を収容できる国際会議
場や温泉施設がある宿泊施設があります。このような立派
な施設を活用するため、さらに地域の活性化のためにも国
際的な会議やイベントの積極的な誘致を愛知県とともに検
討していただくよう提言いたします。

(2) 大府市主催によるウェルネスバレーフェスタの開催　

継続・新規  
　会議所では、毎年９月にウェルネスバレーフェスタを参
加団体を主体とした実行委員会形式で開催しておりました
が、ウェルネスバレーの認知度向上という一定の目的を達
したこと、また、財政面での負担が大きいことから、昨年
度を区切りとし、ウェルネスバレーフェスタの開催を見合
わせています。しかしながら、市民参加によるイベントは
継続実施することが効果的と考えられるため、大府市主催
によるフェスタを開催していただくことを提言いたしま
す。

(3) オレンジタウン構想の具体化に向けた地域体制の構築
新規

　愛知県より「あいち健康の森」の周辺地域で、認知症の
理解の深いまちづくりの先進モデルとなる「オレンジタウ
ン構想」が策定されていますが、モデル指定された吉田・
森岡地域では、受け入れ体制が整っておらず、地域が不安
を感じているため、地域住民及び関係者への説明と関連施
設等への支援を提言いたします。

(4) あいち健康の森とげんきの郷をつなぐ歩道橋の整備
新規

　あいち健康の森公園・あいち健康プラザとげんきの郷、
ウッドビレッジとあいち健康の森西側の関係機関の間で
は、定期的に「ウェルネスバレーめぐり」等が開催されて
いますが、安全確保やウェルネスバレー周辺機関の相互利
用促進のために、あいち健康の森とげんきの郷をつなぐ歩
道橋「ウェルネスバレーブリッジ」（仮称）の整備を提言
いたします。

安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備4
(1) 防災または地球温暖化対策の観点から、市民向けの燃料

電池等設置に対する助成制度のさらなる拡充と耐震改修
補助金の条件緩和　 継続・改定

　防災対策及び地球温暖化対策の観点から、燃料電池、蓄
電池、耐震シェルター、太陽光発電設備などの設置に対す
る市民向けの補助制度の創設と耐震改修補助金の条件（判

定値 1.0 以上を 0.7 以上へ引き下げ）緩和を提言いたしま
す。

(2) 街灯の明度強化等による安全性の確保　 新規

　道路の夜間照明の明るさが不足しており、横断歩道及び
歩行者等が認知しづらいため、交通事故を起こしやすいと
思われる場所が存在します。事故を未然に防ぐための方策
として、現存する街灯の明度強化に取組むことを提言いた
します。

市街地の活性化5

(1) 大府センター及びサニーの利活用の検討　 継続
　大府駅前地区の活性化のためには、立地の良い大府セン
ター及びサニーの利活用が果たす役割は大きいと考えま
す。市が主体となり会議所を巻き込んだ検討会議の設置に
ついて提言いたします。

(2) 各施設等への多言語対応した誘導・案内看板の早期整備
　 継続

　大府駅、共和駅の域外からの利用者に対して、まちづく
りや地元観光のＰＲの第一歩として、要所に多言語に対応
した案内看板などの早期整備を提言いたします。

意欲ある事業者への支援6
(1) ポートフィリップ市との経済交流等の機会の場の設定　
　 継続

　大府商工会議所及び大府市が、姉妹都市であるポート
フィリップ市と大府市を会場とした経済勉強会（ＪＥＴＲ
Ｏを活用した政治経済、日豪関係に関する勉強会や双方の
経済団体による経済産業構造等の情報交換）、ビジネスマッ
チング、産業別のフリーディスカッションなどにより、経
済交流が図れるよう、市から橋渡しをしていただくことを
提言いたします。

大府商工会館等の整備7
(1) 大府商工会館北側の雨水排水設備の整備　 継続

　会館北側は、長時間の雨、特にゲリラ豪雨に見舞われる
と、雨水が溜まる状況であるため、会館の維持管理上支障
をきたすことが予想されますので、早急に排水対策に対す
る整備計画の再検討を要望いたします。

(2) 大府商工会館窓ガラス飛散防止対策及び窓枠パッキンの
修繕  継続・新規

　商工会館の利用者の安全性を確保するため、会館の窓ガ
ラスに飛散防止フィルムの貼付について優先的に対応して
いただくことを引き続き要望するとともに、窓枠パッキン
の経年劣化が雨水の侵入と３階ホールの風切音の発生を招
いているため、早期の修繕を要望いたします。

その他8
(1) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取り組み
　 継続

　2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、
愛知県も、「あいち観光戦略」において、このオリンピッ
クを見据えた対策を進めております。大府市もこの機会を
捉え、愛知県や近隣市町と協力して、それぞれ観光資源を
組合せた、広域観光事業を展開するよう提言いたします。
　また、観光振興による、交流人口の増加につながる具体
的な事業の展開を図っていただくとともに、この地域を利
用していただく方のために、地域ぐるみで受け入れられる
よう、ボランティア活動に対する支援を提言いたします。

(2) 小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡充　

継続 　
　会議所は、「経営改善普及事業補助金」「育成指導事業補
助金」を受け、事業を実施するとともに、会員加入、共済
加入を促進するなど、運営安定に努めているところですが、
より安定的な運営ができるよう、大府市としても補助金等
の拡充により支援していただきますよう要望いたします。

(3) 大府市の成長戦略実現に向けた地方創生事業の実施
継続 　

　去る７月１４日、大府市、大府商工会議所及び市内金融
機関による地域創生に係る連携協定を締結したところです
が、今後、官民一体となって、積極的に地方創生の諸問題
の解決と地方創生交付金の獲得に取り組むことを提言いた
します。

(4) 大倉公園、みどり公園、二ツ池公園への滑らないタイル
の整備  新規

　公園内のタイルがすべりやすいため、来園者が安全に公
園を利用できるよう、注意喚起の看板ではなく、すべりに
くいタイルへの交換を提言いたします。
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大府商工会議所・行政からのお知らせ

～ 未来へつなぐ 健康おおぶ ～

第48回大府市産業文化まつり 

開 催 日  １０月２8日（土）　９：３０～１６：００
 １０月29日（日）　９：３０～１５：３０
会  　場 大府市民体育館及び駐車場（大府市横根町平地１９１）
当所催事 商工業振興展、屋外（飲食・物販）即売会、綿菓子、親子工作教室、コマ作りなど

注）写真はともに昨年の大府市産業文化まつりの様子です。

※催事や各種イベントなど開催しますので、皆様 お誘い合わせの上、是非ご来場ください。

日　　時：平成２９年１２月４日（月）　１３：３０～１６：４０
場　　所：愛知県知多総合庁舎　３階大会議室　半田市出口町１丁目36番地
内　　容：（１）「若者の早期離職を防ぐ対策について」
　　　　　　　講師　フローリッシュ社労士事務所
　　　　　　　所長　特定社会保険労務士　新美 智美　氏
　　　　　（２）「適正な労働時間管理のために必要な労務管理者の役割について」
　　　　　　　講師　愛知労働局労働基準部監督課
　　　　　　　　　　地方労働基準監察監督官　岡田 眞治　氏
対 象 者：企業経営者、人事労務担当者、労働組合関係者、一般勤労者等
定　　員：５０名（先着順）
参 加 料：無　料
申込方法：事業所・団体名、住所、電話、受講者名、所属名（役職名）を明記の上、
　　　　　ＦＡＸ （０５６９－２６－４５２９）にて送付してください。
申込期限：平成２９年１１月２４日（金）
申込先・問合せ先：愛知県知多県民センター産業労働課
　　　　　　　　　ＴＥＬ ０５６９－２１－８１１１（内線３５６）
　※受験票は発行しませんので、当方から連絡のない限り、直接ご来場ください。
　※ご来所の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

平成２９年度労働講座

「若者の早期離職を防ぐ対策」について

行政からのお知らせ

「発注企業」参加募集中！地域商談会（三河・知多会場）
　発注企業と受注企業が一堂に会し、具体的な商談や情報交換をしていただく商談会を開催します。
　「発注ニーズ」をお持ちの企業の皆様、新たなビジネスパートナーの発掘に、是非ご参加ください。

日　　時：平成３０年２月２０日（火）１３：００～１７：１０
場　　所：刈谷市産業振興センター「あいおいホール」（ＪＲ刈谷駅北口・名鉄刈谷駅北口から徒歩３分）
募集企業：発注企業５０社（受注企業の参加は１５０社を予定）
参 加 料：無料
募集期間：平成２９年１０月１０日（火）～１１月２日（木）
主　　催：公益財団法人 あいち産業振興機構
　　　　　商工会議所
　　　　　（岡崎・豊橋・半田・蒲郡・豊川・刈谷・豊田・碧南・安城・西尾・常滑・東海・大府）
問合せ：大府商工会議所　０５６２－４７－５０００
　　　　公益財団法人あいち産業振興機構　
　　　　　　　　　　　　　　経営支援部　０５２－７１５－３０６８
　　　　※掲載ＨＰ　ｈｔｔｐ：//www.aibsc.jp/tabid/386/Default.aspx
　　　　　　　　　　（商談会案内ページ）

「２０１８愛知環境賞」募集開始のお知らせ

愛知県では、省資源や省エネルギー、リサイクルなどに関する優れた技術や活動などを表彰しています。
この賞は資源循環型社会の形成を促進するとともに、広く全国に向けて、あいちの環境技術や環境活動の
レベルの高さを発信する目的で、愛知県が創設したものです。多くの企業、団体からのご応募を心よりお
待ちしております。

●募集期間　平成２９年度　９月１日（金）～１０月３１日（火）
●募集対象者　企業、団体またはグループ（個人の応募はできません）
●募集対象事例　省資源、省エネルギー、新エネルギー、３Ｒなどの分野で、資源循環や環境負荷低減
　　　　　　　　の推進に関する先駆的で効果的な＜技術・事業＞及び＜活動・教育＞

●詳細はこちらをご覧ください
　　愛知環境賞Webサイト
　　　（過去の受賞事例の詳細もご覧いただけます）
    　　http://aichikankyoushou.jp/

　　問合せ ： 愛知県環境部 資源循環推進課 循環グループ 
　　　　　　ＴＥＬ ０５２-９５４-６２３３（ダイヤルイン）
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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、製造業、卸売業で改善、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。

●「工事案件は多いが、技術者不足のため受注
調整せざるを得ず、新規受注が困難となって
いる」（建築工事業）、「取引先からのOEM生
産が増加しており、売上は改善した。人手不足
となっているが、既存従業員の多能工化およ
び兼任化でしのぐ予定」（産業用機械製造
業）、「改正酒税法に伴い酒類の販売価格を引
き上げたため、採算は改善した。他方、消費者
の低価格志向から販売数量は落ち込んだ」
（酒類小売業）

●業況の先行き見通しDIは、全産業では今月と
比べほぼ横ばいの見込み。産業別にみると、
建設業、小売業で改善、その他の3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
 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月～11月 

業　　況 ▲13.5 ▲18.7 ▲13.4 ▲10.5 ▲14.4 ▲16.4 ▲16.9
      
売　　上  0.0 ▲7.2 ▲5.8 ▲3.5 ▲5.2 ▲6.2 ▲5.1
 
採　　算 ▲13.5 ▲13.9 ▲8.7 ▲9.4 ▲6.4 ▲7.4 ▲12.1
       
資金繰り ▲9.4 ▲9.6 ▲5.3 ▲4.1 ▲4.1 ▲4.1 ▲7.5
       
仕入単価 ▲27.1 ▲31.7 ▲29.1 ▲29.7 ▲32.7 ▲33.0 ▲27.4
       
従 業 員 19.6 16.9 17.4 19.1 22.4 26.3 27.4

平成 29年 8月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年9月13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 宮内町6-300
■電話 0562-85-4730
■営業 11:00～14:00
 16:30～20:30
■定休 水曜日、第3火曜日

うなぎ処かとう  
「ひつまぶし」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

マルタケ㈱
早川武仁さん
（紹介ランナー）

香ばしく焼かれたうな
ぎは、外はパリパリ中
はふっくらとした絶妙
な焼き加減。あつた蓬
莱軒で11年間の修業
を終えた店主が焼く
ひつまぶしは、ボリュー
ム満点で存分にうな
ぎが楽しめます。

　愛知県内の事業場で働く常用・臨時・パートなど、すべての労働者に適用されます。
　なお、愛知県の特定（産業別）最低賃金については、現在、改正のため調査審議中ですので、今後の
改正状況に注意して下さい。
　詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課（電話：０５２－９７２－０２５７）または、最寄りの労働基準監
督署にお尋ねください。

「愛知県最低賃金」は、
　　　１０月１日から に改正されました。時間額 円871

次回ランナーは、共和電気商会　山口剛志さん

対応は大丈夫ですか？「無期転換ルール」
～平成３０年４月より無期転換申込権の発生が本格化～

消費税軽減税率制度等説明会のご案内

　労働契約法では、有期労働契約が反復更新され通算５年を超えたとき、労働者の申込みにより、期間の定
めのない労働契約（無期労働契約）に転換できる「無期転換ルール」を定めています。
　平成３０年４月には、無期転換申込権の発生が本格化することが予想されます。
　有期労働契約から無期労働契約への転換の円滑な実施をお願いします。

愛知労働局「無期転換ルール特別相談窓口」　　０５２－２１９－５５０９

　半田税務署・半田税務署管内各市町主催による事業者を対象とした消費税の軽減税率制度等説明会を開
催します。
　説明会では、軽減税率制度の概要や制度対応に係る支援制度などをテーマとしておりますので、是非 ご参
加ください。

１０月１２日（木） １０：００～１１：３０ 東海市役所　地下大会議室
１０月１２日（木） １４：００～１５：３０ 知多市民体育館　２階大会議室
１０月１７日（火） １０：００～１１：３０ 大府市役所　地下多目的ホール
１０月１７日（火） １４：００～１５：３０ 東浦町勤労福祉会館

　＜開催日＞　　　　＜開催時間＞　　　　＜開催場所＞
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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/

モンファボリ

カスタムスーツは今までにない既製スーツ！

代表　加瀬　康隆

店長　吉田　美佐雄

　モンファボリは既製スーツをメインとしたお店です。しかし、既製品をそのまま着るのは
ちょっと寂しくありませんか？少しのアクセントを入れるだけでガラッと印象が変わるのがスー
ツです。既製品をカスタムし、他にない既製スーツを手にして下さい。
　あなたを引き立てるオンリーワンをお作りします。また、お客様を引き立てる為に女性スタッ
フによるシーンに応じた最も似合うネクタイをコーディネート致します！
　既製スーツをカスタムするお店は愛知県でもモンファボリだけです！是非お立ち寄りください。

●住所／大府市東新町 1-248
　　　　さくらビル 2F
●ＴＥＬ／ 0562-85-6655
●営業時間／ 14：00～ 20：00
●営業日／毎週金、土、日
●駐車場／付近のコインパーキングをご利用ください。
　　　　　（共和駅の目の前）

●HPアドレス／ http://seigaya.com　

(有）美容室オズ

オズは、あなたの夢を叶える技術と商品がいっぱい！

　10月９日は、何の日かご存知ですか？実は、「トラックの日」と言って、全日本トラック協会がトラック運送業について多くの方に知ってもら
うために制定しています。トラックは私達の生活と経済を支えるために欠かせないものです。大府市内は大きな工場等が多いことや国道
155号等の大きな道路が通っているため、多くのトラックが走行しているのをみかけます。
　さて、10月中に大府市内で起きた貨物自動車が第一当事者となった人身事故発生件数は、平成27年は４件、
平成28年は６件です。ドライバーの方もそうでない方も「ドライバーの死角が広い」「内輪差が大きい」等、トラ
ックの特性を理解し、交通事故を起こさない、遭わないようにして下さい。

　『本物を求めるあなたへ！』　ショートヘアーはデザインが最重要。美容室
を開業して35年、美容師にとって一番大切な技術は『カットデザイン』となり、
さらにその中でもイートンクロップアカデミー研究会が『本物のカットを学
べる道場』との結論に行き着いて三十年になります。「頭の形」「髪の癖」「顔
の形やパーツの位置」「トレンド傾向や職業」などポイントを押さえつつ、再現
性を高める技法がとても大切になってきます。それには豊富な経験と情報が
あってこそ問題解決に導くことができると信じています。

●住所／大府市東新町 1-202
●TEL／ 0562-48-5658（電話予約）
●メール予約／ info@bs-oz.com
●営業時間／ 8：30～ 18：30
●定休日／ 月曜日、第 2第 3月・火連休

●HPアドレス／ http://bs-oz.com　

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9月末会員総数

1,721

平成29年度大府商工会議所

4～9月加入者数

目標達成まで

42

108

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/

金沢視察研修 杉浦昭子氏講演会 県連総会 大府夏まつり

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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