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大府ブランドを世界に！
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ウェルネスバレー医福工連携マッチング事業から製品化へ

ウェルネスバレー関係機関から発出された課題（ニーズ）を解決するため、市内外企業のノウハウや技術を活用して
新たな製品を試作開発する事業です。募集中の課題（ニーズ）は、大府市ウェブサイトから確認できます。

マッチング事業の概要

平成30年度から大府市が実施している、ウェルネスバレー関係機関と市内ものづくり企業とのマッチングに
より、新たな製品「ストレッチャースライダー」が誕生。

重いストレッチャーを救急車にスムーズに搬入搬出できる製品を開発

第15回ウェルネスバレーめぐりを開催します！

ウェルネスバレー関連施設を歩いてめぐるスタンプラリーを開催します。スタンプを集めたら、ゴールのげんき
の郷総合案内所で参加賞をプレゼントします。また、アンケートに答えて応募すると、抽選で協賛企業のオリジ
ナル景品もプレゼントします。

日　時  令和3年9月25日（土）～10月31日（日）  10：00～16：00（10月1日を除く）
会　場  げんきの郷、あいち健康の森公園、あいち健康の森薬草園、あいち健康プラザ、 ウッド・ビレッジ、

　　　　認知症介護研究・研修大府センター

https://www.city.obu.aichi.jp/wv/wv_info/1005998/1011819/index.html
医療・福祉現場からのニーズ一覧（アイデアボックス）

大府市と東浦町にまたがる、あいち健康の森公園とその周辺地区を「ウェルネスバレー」と名付け、健康長寿の一大拠点
を目指すものです。ウェルネスバレーに立地する医療・福祉・介護などの関係機関と産業界、行政、大学などが連携し、
健康づくり、医療、福祉、農と食、新産業育成などに取り組んでいます。

ウェルネスバレーとは

タツミ化成株式会社 （横根町新江15-12）

あいち小児保健医療総合センターから、「患者と
医療機器を乗せた重量のあるストレッチャーの
救急車への搬入搬出をスムーズにしたい」との
ニーズが大府市に寄せられました。ニーズ解決
に取り組む企業を募集したところ、タツミ化成株
式会社（事業内容：プラスチック製品の企画・設計・
製造・開発等）が、製品開発に名乗りを挙げまし
た。医療機器開発は未経験でしたが、大府市か
ら医療機器に精通したコーディネーターの派遣
や、特許申請の指導も受
けながら、完成へと漕ぎ
つけました。
今回、要望をしたあいち
小児保健医療総合 セ ン
ターの皆様からも、力を
使わず楽に搬出入できる
と、大好評です。

 「ストレッチャースライダー」誕生の経緯

あいち小児保健医療総合センター 石川 祥一朗 医師 （救急科）（右から2番目）
あいち小児保健医療総合センター 上條 毅 氏 （ドクターカー ドライバー）（右）
タツミ化成㈱ 山崎 宏文 氏 （代表取締役 社長）（左から2番目）
タツミ化成㈱ 上村 英司 氏 （管理部品質管理課  課長）（左）

令和3年7月
特許取得済

7月分 ： 2021年8月1日 ～  9月30日
8月分 ： 2021年9月1日 ～ 10月31日

※原則、対象月の翌月から
　2ヶ月間を申請期間とします。
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財 産 の 補 償財 産 の 補 償 建物、屋外設備・装置、設備・什器等、商品・製品等

賠償責任、事業休業の補償、財産・
工事に関わる補償を一本化して加入
できます。
「補償内容の重複や漏れがないか
心配」「どの保険に入ったらいいかわ
からない」「保険ごとの契約手続き
が面倒」等の保険に関する不安や疑
問を解決することができます。

ビジネス総合保険制度ビジネス総合保険制度

東京海上日動火災保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
大同火災海上保険株式会社

引
受
保
険
会
社

日本商工会議所制度運営 大府商工会議所問 合 せ

保険の概要 補償の範囲

工 事 の 補 償工 事 の 補 償 建設工事、組立工事、土木工事

事業休業の補償事業休業の補償 火災、落雷、爆発、食中毒、風災・水災・雪災など、地震

賠償責任の補償賠償責任の補償 PL、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、業務遂行、受託物

事業活動における賠償リスク、事業休業リスク、
財物損壊リスクを総合的に補償するなら

　　  　　　 　　新型コロナウイルス
等の汚染に伴う消毒のため発生した、
休業損失や感染症対策費用を補償

ここがおすすめ

本稿では、近年の気象災害の激化から、企業が水害リスクを正しく把握し、
事前に備えることの重要性について述べました。コロナ禍での自然災害は、
企業活動に大きなダメージを与えることは明白です。多くの企業が水害
の防災・減災対策意識を高めることで、この難局を乗り切る一助となれ
ば幸いです。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により企業だけでなく世の中全体が大きな転換期を迎えて
います。近年、日本では甚大な水害が多く発生しており、今後も地球温暖化の影響で水害が激甚化
すると言われており、企業における水害対策強化のニーズが高まっています。
 
水害を想定したBCP策定の必要性は認知されつつあります。水害タイムラインや初動対応マニュ
アルは、主に人命や資産の保護と自社の早期復旧に着目して災害発生前後の具体的行動を明確に
しています。それに対し、BCPはより俯瞰的に事業に影響を及ぼす脅威を特定し、優先事業や重要
業務の継続や被害からの早期復旧に必要な戦略をあらかじめ検討し、必要な対策を講じる点に違
いがあります。
 
BCPを策定することは、災害やその他危機に対するレジリエンス（復元力）を高めるだけではなく、
ステークホルダーからの信頼を得ることにもつながります。
国内企業では地震を想定したBCP策定が進んでいますが、近年の大水害による被災においては、
既存のBCPでは対応できず、甚大な被害を受けている実態があります。
一方、水害を想定したBCP策定が進んでいる企業では、その効果が見られています。災害対策本部
立ち上げ、自社拠点の被害状況の把握、顧客対応、社員対応、広報対応などをあらかじめ明確にし
ておいた企業では、事業継続が速やかであったという報告があります。
 
こうした事例からも、企業規模の大小にかかわらず水害を想定したBCPの検討は喫緊の課題であり、
コロナ禍で柔軟な対応が難しい中、企業が存続するためにも重要な対応となります。コロナ禍で水
害想定BCPを見直す中では特に、以下の事項も加味した検討が必要となると思われます。

出典 ： 東京海上ディーアール㈱「リスクマネジメント最前線」

コロナ禍において必要な対策
●出社できる人数が限られる中、在宅勤務社員との連絡手段が確保されていること

●在宅勤務社員が複数人いて、日によって交代出社となっている場合に重要業務を遂行できるかどうかの確認と、
必要に応じて代替要員の確保や事前対策の見直しがされていること

●対策本部の設置場所や、3密（密閉・密集・密接）を回避する室内レイアウト等が検討されていること

●従来の集合型の対策本部運営と比べて意思決定権者との意思疎通、情報連携が取りにくくなるため、コミュニケー
ションツールが確保されていること

●執務室や事業所で感染防止対策を施しながら事業継続対応を行えること

●従業員等の避難場所での3密防止（感染防止）に努めていること

●感染防止対策のための資機材や備蓄品の常備に加えて、コロナ禍では調達や輸送ができない、または遅延する
恐れがあることについて考慮されていること

水害固有の被害への対策
●在宅勤務社員の居住地が浸水被害を被ったり、停電によって業務遂行不可となったりする可能性を踏まえてい

ること

●水害によって資機材や備蓄品の保管場所が浸水し、土砂に流されるなどして使用できなくなる恐れがあると想
定されていること

検討すべき事項の例 コロナ禍における企業の水害対策
～水害を想定したBCPの検討～
東京海上日動火災保険株式会社
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社員の健康に対する意識が
変わった（高まった） 

（％）
706050403020100

採用時のアピールポイントになった

社内の雰囲気が良くなった
取引先等に対する

イメージアップにつながった
病気休職者が減った

社員が健康になり、仕事の
パフォーマンスがあがった

その他 3.3％3.3％
7.4％7.4％

14.2％
19.8％
21.2％

28.5％
64.0％

【出展】協会けんぽ愛知支部
「健康宣言実施事業所アンケート」
（N=1195）

【出展】協会けんぽ愛知支部
「健康宣言実施事業所アンケート」
（N=1195）

〒474-0061
愛知県大府市共和町5-507
☎0562-45-6766
●営業時間：        平日 8：30～19：00
　　　　　  　  土曜日 8：30～13：00

事業所紹介
健康経営優良認定法人申請に関する様々な評価項目へのご対応が可能です
●ヘルスリテラシー向上に向けた各種セミナー講師
●食生活の改善、運動増進、女性の健康保持増進、メンタルヘルス不調者への対応に関する会社対応のお手伝いなど

　
前回に引き続き、当所会員であり、薬剤師の長谷伸一氏にお聞きしました。

Part 2 【デトックス】 具体的な食事からのアプローチ
1季節のフルーツでデトックス
人間の代謝には「酵素」が不可欠になります。老廃物などの毒素を排泄する際には、代謝酵素
が働いてくれます。フルーツには酵素がたっぷり含まれているので、「排泄の時間帯」に「酵
素の入ったフルーツ」を食べることで、高いデトックス効果が期待できるわけです。
酵素に加え、食物繊維やカリウムも摂取できるフルーツは、まさにデトックスにぴったりの
朝食です。なお、フルーツデトックスの効果を最大限に発揮するために、朝食はフルーツだ
けにし、しかも、空腹時に食べるのがルールです。そして、午前中の水分補給は水のみにします。また、フルーツは加熱し
たりせず、生のまま常温で食べましょう。これらは、フルーツに含まれている酵素を壊さないための大切な注意点です。
また朝食で食べるフルーツは、できれば1種類に絞ったほうがいいでしょう。フルーツによって含まれている酵素の種類
が違い、合わないこともあるからです。どうしてもたくさんの種類が食べたいという場合でも、せいぜい3種類までに抑
えるようにします。フルーツをジュースやスムージーで摂りたい人は、低速ジューサーで作ったホームメイドならば大
丈夫です。しかし、市販のジュースには添加物が使用されている場合があるのでおすすめできません。

2毒素をキレートし排出してくれる食材でデトックス
キレートとは、体の中にたまった重金属や有害ミネラルなどの有害物質を捕まえて排出すること。ビタミンC、亜鉛、セ
レンなどにキレート作用があります。キレート作用を持つ食材の代表は、玄米や大豆、野菜ではほうれん草、玉ねぎ、アス
パラガス、ニンニクです。フルーツではリンゴやバナナ、その他にも、牡蠣やいわしもキレート効果が期待できる食品です。

3クロロフィル・食物繊維でデトックス
クロロフィルは植物や海藻などに含まれている緑色の色素です。別名では葉緑素と呼ばれることもあります。食物繊維
と同じく、毒素を排出してくれる成分です。これらが含まれている食材は、昆布、わかめ、ヒジキなどの海藻や、ごぼう、
さつまいも、モロヘイヤ、納豆などです。食材を組み合わせて摂るのも効果的で、さらなるデトックス効果が望めます。

4腸を綺麗にしてくれる食材でデトックス
体にたまった有害ミネラルや老廃物などの毒素が排出される割合は、便が75％、汗が3％、髪と爪がそれぞれ1パーセン
トとなっています。ですから、腸内環境が整えば、それだけデトックスがスムーズに進むということになります。腸内の
コンディションのために重要な役割を果たすのは善玉菌です。善玉菌のエサとなる食べ物を積極的に食べて、善玉菌を
増やしましょう。善玉菌が好むのは、食物繊維とオリゴ糖です。食物繊維が多く含まれているのは根菜、キノコ類、そして、
山芋などのねばねば食材。一方、オリゴ糖がたくさん入っているのは、ごぼう、はちみつ、バナナなどです。

教えて！
長谷さん

大府商工会議所  TEL.0562-47-5000 ・ 大府市健康都市スポーツ推進課  TEL.0562-45-6233
ご加入の健康保険組合等

▶再検査が必要な者には、色の付いた紙で通知し、受
診勧奨しています。

▶従業員が自分の都合のよい病院で健診を受けられ
る様にすることで、スムーズに再検査できるよう
にしています。

▶1時間単位で有休が取得できるようにし、通院し
やすい環境を整えています。

▶本人の状況を踏まえた配置転換を行っています。

当所会員企業の取組事例を紹介します ！

健康経営・健康宣言に感じる効果（複数選択可）

本当に効果が出るの ？ と思っているみなさん ！～実際に取り組んだ事業所の声をご紹介します～

多くの事業所が、社員の健康に対する意識や、社内の雰
囲気の変化を感じています。
また、イメージアップにつながり、採用や取引に生かせ
るという声もあります。
就活生や、親御さんも、従業員の健康や働き方に配慮し
ている企業への就職を希望しているという結果も出て
います。

こんな取組…

　　　　　　　　従業員等の健康管理や、健康増進の取組を経営的な視点で捉え、戦略的に
実践する経営手法です。企業が経営理念に基づいて、従業員等の健康保持・増進に積極的に
取り組むことにより、従業員のパフォーマンス向上や組織の活性化、会社のイメージアップ等
につなげ、業績アップや優秀な人材の確保・定着、企業価値の向上を目指していく取組です。

協和工業株式会社（横根町） 株式会社花井組（若草町）

健診結果を着実に再検査につなげ、
重症化を予防したい ！

従業員の病気やケガに備えて、
サポート体制を整えておきたい ！

健診結果に基づく再検査は、本人負担なしで、就業時
間内に事業所内で実施しています。
健保組合と連携し、「要医療者」「要精検者」のレセプト
追跡調査を行い、一定期間に受診が確認できない者に
受診勧奨を行うことで、確実に治療につなげています。

団体保険に加入し、入院時の自己負担分の補助がで
きる体制を整えました。
また、保険付帯サービスで電話による医療相談が活
用できることを、従業員に周知しています。

他事業所ではこんな取組もあります 他事業所ではこんな取組もあります

困ったらまず相談を

心とからだの
健康づくり

食生活の改善

長時間労働対策

運動機会の増進

メンタルヘルス

女性の健康保持・増進

禁煙・受動喫煙対策

感染症予防

健康課題の把握と
対策の検討 再検査受診・重症化予防

再検査受診・重症化予防

目標設定健診・がん検診 ストレスチェック

健康経営実践に
向けた環境整備 ワークライフバランス 治療と仕事の両立

治療と仕事の両立

ヘルスリテラシー コミュニケーション促進

従業員の元気は会社の元気 ！健康経営健康経営
健康経営とは
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中小企業でのSDGs経営はすでに始まっています。
事例をご紹介します。

始まっている！SDGs経営

No.03

SDGs
コラム

三井住友海上火災保険㈱は、「地域の社会的課題の解決を図り、レジリエントでサステナブルな
社会の実現」に向け、官民連携で取り組んでおります。SDGsについて、取組手法についてのア
ドバイス、社員向けの勉強会講師派遣も実施しております。個別ご支援のお問い合わせにつき
ましては、下記窓口までご連絡ください。

 次回は、SDGsの取組方をご紹介

問合せ先  三井住友海上火災保険㈱　愛知支店・知多営業支社長　藤塚　TEL.0569-23-2511

人と人、人と仕事や会社との距離感が変わる中で、社員の中
に小さな違和感、疑問が芽生え始めています。私は何のため
に働いてきたのか、なぜこの会社で働くのか、会社の同僚と
はどんな関係でありたいのか。こうした状況を把握するため
にも、まずは「組織全体に広がっている感情（組織感情）を知る」ということから始めてほしい。
その上で、どんな関係をつくりたいのか、どんなつながりをつくりたいのか、あらためて問い直
してみることが必要です。今回は、会社と社員との関係について、一緒に問い直していただけた
らと思います。
会社と社員との関係を昔のようにもっと一体感のある、家族のような関係にしたいと思う人も
いるでしょう。一方、仕事なのだから少しドライなぐらいがちょうどいいと思う人もいるでしょ
う。そこに明確な一つの答えがあるわけではありません。ただ、ここで考えたいのは、そうしたメッ
セージを、真の意図も含めて正確に伝えてきたのかということと、その上で実態と一致していた
のかということです。
皆さんの将来を応援しますといって早期退職制度を導入しても、体のいいリストラにしか見え
ない。頑張った人をより高く評価したいと人事制度を改定しても、評価が下がる人が何人も出る
と、人件費を削減したかったのだとしか思われない。社員を大事にしたいと言っても、ハラスメ
ントを止められない職場では、社員のことを会社は本気で考えていないと感じさせてしまう。
そうせざるを得ない、実際にはなかなかうまくいかない。そんな事情もあると思います。ただ一
番良くないのは、「言っていることとやっていることが違う」と思われてしまうことです。そう
見えると、社員は「本当の目的は違うんでしょ、要は会社の利益しか考えていないでしょ」と捉
えるようになる。心が離れていく。でも、口に出して批判はしない、我慢する、割り切る。社員も
やるべきこと以上のことはしなくなる。自発性を失う。
社員が自発的に動きだす会社は、素直に社員が会社の姿勢を正しく理解しています。会社が裏表
なく、誠実に向き合ってくれていると感じています。だから自分たちも会社に対して誠実であろ
うとします。そこには感謝や敬意も生まれます。そんな土台としての関係性がしっかりあるか
らこそ、周囲のための自発性が生まれるものです。
社員も会社も、苦しいときほど、実際に起きていること、困っていることを隠すことなく語れる。
それを自分事として捉え、相手を支えようとする。こうした関係性が、社員と会社との間に築け
るのか、そんな関係性が土台にある会社かどうかが、これからさらに問われてくるのではないで
しょうか。

ジェイフィール　代表取締役　高橋 克徳

会社と社員の関係を問い直す
人 な 組 つが が 織 くつ る を る

「あいちっこ家庭教育応援企業」募集中INFO

愛知県では、家庭教育を応援する企業を募集しています。
ホームページからご覧いただき、賛同していただける企業は賛同書をご提出ください。

問合せ先  愛知県教育委員会　生涯学習課　TEL.052-954-6780

あいちっこ 検索

※愛知県公契約条例に基づく契約審査等にあたり、「あいちっこ家庭教育応援企業」賛同状況が評価対象となっております。

市内応援企業・事業所等（令和3年5月31日現在・登録順）

㈱浅井歯科技研、千代田工業㈱、㈱名機製作所、愛知金属工業㈱、（医）共和会、㈱愛知工務店、協和工業㈱、㈱アセットリンク
栄速算学園、㈱吉見製作所、中島特殊鋼㈱、㈲スポーツキューブ共栄、㈱鶴家吉祥、㈱げんきの郷、㈱花井組
㈲みどり菓房若葉（パティスリーFUKAYA）、住友重機械工業㈱、住友ナコフォークリフト㈱
住友重機械建機クレーン㈱名古屋工場、大府商工会議所

業務用デザートを製造する際に毎日大量に廃棄
される卵殻に着目し、資源としての有効利用を
実現しました。バイオ由来未利用資源として環
境負荷がないことから、プラスチック代替・パル
プ代替として利活用することで二酸化炭素削減
にも貢献できます。

成果として、SDGsに取り組む企業からの受注
が大幅に増加。また数々のメディア露出や受賞
でネットワークが拡大しています。

 【食品製造、環境関連事業 ： 社員数5名】

エネルギーアクセスのない生活をしている人が
多数いるインドでの経験から、自社の持つ技術
を活用し、社会の課題を解決するビジネスを推
進している企業です。大人2人で持ち運んで水
の流れに沈めるだけで発電ができる小型水力発
電機を開発しました。自然エネルギーを生かし
た軽水力発電機を開発・製造しています。

成果として、下請け一本から脱却し、新規開発
品の受注が増加。またメディアへの露出増で、
就職を希望する人が増加し、人材採用面におい
て好影響が出ています。

 【電機機器の製造業 ： 社員数100名】
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 「キーパーラボ大府店が移設（北へ500M）

  新店・最高の環境で最高のコーティングを」
会員
の
広場

※但し、一度掲載された企業・事業所はご遠慮ください。
「会員の広場」
掲載企業・事業所

募集中 ！

当店は、カーコーティング、洗車の総合メーカーのKeePer技研の「カーコー
ティングと洗車の専門店」です。
2008年8月に開店した「KeePer LABO 大府店」を、同市内の同じ道路沿
いの北へ500mの場所に移転し、8月14日（土）に移設オープンしました。
コーティングブースの拡大に加え、最新の空調設備やLED照明を配備し、
スタッフにとって最適な環境にすることによって、最高の施工をお客様に提
供する事ができます。
リニューアルオープンを記念し、9月末まで『お客様好みで、もうひとこだ
わりを承ります。』と題したキャンペーンを実施いたします。

ご来店のお客様に『マットはらい（1枚）』や『給油口内側をキレイに拭く』などの、どれでも追加できるトッ
ピングメニューを3つまで無料でご提供いたします。
新しくなった「KeePer LABO 大府店」へのご来店をお待ちしております。

KeePer LABO 大府店 ［代表取締役社長兼COO］ 賀来 聡介

住　所  愛知県大府市江端町3丁目9番
営業日  毎週火曜日 （12月は無休・祝日の場合営業）、

　　　  年始休業 （元日、２日、３日）

営業時間  9：00～20：00
　　　  ※ラストオーダー19：30

電　話  0562-48-0808

天然温泉かきつばた
〒448-0007 刈谷市東境町吉野５５番地 
          （伊勢湾岸自動車道 刈谷ハイウェイオアシス内） 

営業時間 9：00～23：00（最終受付 22：15） 

休館日 毎月15日（土・日・祝の場合は翌平日） 

URL  http://www.kakitsubata-spa.com/ TEL 0566-35-5678  

〒 大府市共栄町七丁目１番地の１

※「天然温泉かきつばた」は愛協産業株式会社が運営しています 

愛協産業株式会社

TEL 0562-48-5331  
E-mail shohin1@aikyosangyo.co.jp 担当：営業部 金子・福山  

FAX 0562-48-1431  

せますぎると窮屈だし、広すぎると落ち着かない。

快適に集中してシゴトをするための、ちょうどいいサイズ。

おひとり様用移動できるワークルーム「ＯＨＡＣＯ オハコ 」

オフィスでのオンラインミーティングなど、まわりの声や音に

ジャマされることなく、快適にシゴトに集中できます。

キャスター付きだから移動もＯＫ。

※お見積・ご相談承ります！

天然温泉かきつばた
〒448-0007 刈谷市東境町吉野５５番地 
          （伊勢湾岸自動車道 刈谷ハイウェイオアシス内） 

営業時間 9：00～23：00（最終受付 22：15） 

休館日 毎月15日（土・日・祝の場合は翌平日） 

URL  http://www.kakitsubata-spa.com/ TEL 0566-35-5678  

〒 大府市共栄町七丁目１番地の１

※「天然温泉かきつばた」は愛協産業株式会社が運営しています 

愛協産業株式会社

TEL 0562-48-5331  
E-mail shohin1@aikyosangyo.co.jp 担当：営業部 金子・福山  

FAX 0562-48-1431  

せますぎると窮屈だし、広すぎると落ち着かない。

快適に集中してシゴトをするための、ちょうどいいサイズ。

おひとり様用移動できるワークルーム「ＯＨＡＣＯ オハコ 」

オフィスでのオンラインミーティングなど、まわりの声や音に

ジャマされることなく、快適にシゴトに集中できます。

キャスター付きだから移動もＯＫ。

※お見積・ご相談承ります！

愛知県中小企業共済 検索

がんに対する備えはできていますか？

                                      
                                   

0120-00-9967 

♦  
♦ 

がん診断一時金 万円
がん治療 手術・放射線治療・抗がん剤治療）

がん総合共済

がん医療共済

新登場

月額 万円を最大 回まで補償

愛知県大府市江端町3丁目9番

ダイレクトメールの印刷から宛名印字・封入作業・
投函までおまかせください！

ダイレクトメールの印刷から宛名印字・封入作業・
投函までおまかせください！

〒474-8503

愛知県大府市中央
町5-70

大府商工会議所

DM
を作って送りたい！

ダイレクトメール

●●●●●●●●●
●●●●●●●

●●●●●●●●●
●●●●●●●●●

●●●●●●

〒474-8503

愛知県大府市中央
町5-70

大府商工会議所

2021年度  日商簿記検定  統一試験施行日INFO

※大府商工会議所では、2021年度より簿記検定の受付をネット申込のみに変更しています。従来の窓口での受付は実施しませんので、
ご了承ください。お申込みは、大府商工会議所ホームページからお願いします。

※2021年度より、1級・2級・3級の施行方法が一部変更となっています。詳細は、日本商工会議所ホームページをご確認ください。
　https://www.kentei.ne.jp/34043

［受験料］ １級  7,850円 / ２級  4,720円 / ３級  2,850円

回　数 試験日 級 受付期間（ネット受付のみ）

第159回 2021年11月21日（日） １～３級 2021年10月5日(火)～10月24日(日)
第160回 2022年2月27日（日） 2 ～３級 2022年1月11日(火)～1月30日(日)
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※上記相談は、開催前日の午前中までに、必ずご予約下さい。（ご予約がない場合は、開催されません。）

日　時  9 月 8 日（水）、9 月22 日（水） 13：00 ～16：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  （公財）住宅リフォーム・紛争処理センター　増改築相談員

住宅修繕相談

※住宅修繕相談は予約不要です。

日　時  9 月21日（火） 10：00 ～12：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  日本政策金融公庫 熱田支店　国民生活事業　担当者

日本政策金融公庫金融相談

日　時  9 月28 日（火） 13：30 ～15：30　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  愛知県信用保証協会　経営支援部　担当者

愛知県信用保証協会金融相談

日　時  9 月10 日（金） 14：00 ～15：00　 開催場所  大府商工会議所　 相談員  弁理士
知的財産相談（特許・商標等）

中小企業相談所まで、ご相談下さい！

☎（0562）47-5000
無　料

要予約定例個別相談のご案内

日　時  9 月10 日（金）　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室　
　　　 ❶ 13：30 ～　❷ 14：00 ～　❸ 14：30 ～　❹ 15：00 ～

相談員  税理士及び公認会計士

税務経理相談

屋根は、陶器瓦系・セメント系・スレート系・金属系と多種多様です。
　ズレや浮きによって、雨漏りや落下による二次災害が起こる可能性が高くなります。

外壁は、タイル・モルタル・サイディングや金属系などが有り、
　浮き・割れ等で雨漏りなどの可能性が高くなります。

カーポート、テラスは、３年前の台風で圧倒的に多かった被害の一つです。
　劣化やフックなどチェックしましょう。

排水や桝などには、土やゴミが溜まっています。掃除をしておくと良いでしょう。
　木の根っこによる配管詰りがあるので注意しましょう。

9月と言えば台風シーズンです。  今一度、家のチェックをしてみませんか。

※その他、不明な点・心配事等
　ありましたら、住宅修繕相談へ！


