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大府商工会議所 検索目指します！！「地域経済の持続的発展」   http://www.obu-cci.or.jp/
大府ブランドを世界に！
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大倉公園つつじまつり代替事業
令和3年4月17日
大府商工会議所

秘伝の技継承！
担当：情熱地域活性化委員会

4月
定例会

令和3年度大府商工会議所青年部活動

つつじまつりの中止が決定し、代替事業として焼きそば
と泥団子づくりを学び、ノウハウの継承を行いました。

第19回通常会員総会
令和3年4月21日
大府商工会議所

小山新体制スタート!!
担当：熱意総務委員会

初の現地とオンラインのハイブリッドでの総会を開催。
無事議案の全てを成立させることができました。

献血推進事業
令和3年5月20日・8月27日

大府商工会議所

熱い血を必要としている全ての方へ！
担当：熱意総務委員会

新型コロナウイルスの影響により血液が不足している
中、多くの現役会員とOB会員にご協力いただきました。

ZOOM大懇親会
令和3年5月29日

オンライン（ZOOM）

新しい仲間と熱い思いを込めた新たなスタート
担当：熱血交流委員会

5月
定例会

総会後の懇親会が中止となり、ZOOMを通じて卒部者
や新入会員と懇親を深めることができました。

研修事業
令和3年6月16日

オンライン（ZOOM）

熱く学んで考えよう! もしもの時に備えて
担当：熱学研修渉外委員会

6月
定例会

様々な被災地にて支援活動を行っている内藤瑶氏を講
師にお招きして、災害に関する危機管理を学びました。

補助金活用セミナー
令和3年6月24日
大府商工会議所

令和3年10月17日　大府商工会議所

補助金を活用して事業も交流も熱く、厚くなれ!
担当：会員拡大委員会

担当：会員拡大委員会

青年部会員の別所大介くんを講師に迎え、補助金につ
いてみんなで学び、多くの方と交流ができました。

OB会との合同懇親会
令和3年7月31日

名古屋グランドボウル

コロナに打ち勝て! ボウリングをみんなで楽しもう
担当：熱血交流委員会

7月
定例会

コロナ禍の中、会食をしない交流に努めながらも、OB会
の先輩方と青年部会員が親睦を深めることができました。

ビジネス交流会
令和3年8月26日
大府商工会議所

この出会いで、未来が熱く、厚くなれ！
担当：会員拡大委員会

碧海信用金庫様に講師を依頼し、M&Aを学ぶと共に、
グループディスカッションで多くの方と交流しました。

大府夏まつり代替事業
令和3年10月24日

美菜鉄板 こまち

新たな大府YEGの夏
担当：情熱地域活性化委員会

10月
定例会

大府夏祭りの代替として行う予定だったイベントが中
止になったため、名物ねぎまの作り方を学びました。

産業文化まつり代替事業
令和3年10月31日

メディアス体育館おおぶ

示せ! 大府の絆
担当：情熱地域活性化委員会

10月
定例会

産業文化まつり代替事業に、プチマルシェとスタンプラ
リーと会員メンバー事業所PRブースを設営しました。

スポーツ＆ビジネス交流会
with 豊田自動織機シャトルズ愛知

豊田自動織機ラグビー部である「豊田自動織機シャトルズ愛知」のメン
バーをお招きして開かれた交流会では、まず選手陣の体の大きさにびっ
くり！190㎝を超える方もいて、我々青年部の小山会長もなじんでしまう
ほどでした。研修では、チーム対抗戦でラグビーボールのパス回しの回数
を競うことに。シンプルな動きの中には、理想的なチームづくりのヒントが
隠れていました。最初は慣れないパス回しに戸惑っていた会員も次第に
大盛り上がり！スポーツの秋にふさわしいイベントとなりました。

研修会 令和3年11月7日　妙乗院（東海市）
心を燃やせ!! 新しい自分へ精神統一!!

担当：熱学研修渉外委員会

11月
定例会

滝行や写経・座禅などの修行体験を行い、精神力を鍛えることで新しい自分を発見できました。

コロナ禍でもできることをみんなで考え、熱く活動しています！

REPORTER

令和3年度入会　河端麻紀

体験レポート
PICK U

P! みんなで挑戦し、
絆が熱く、厚くなれ！！

http://www.obu-cci.or.jp/seinenbu/
YouTube

大府YEG 検索

Instagram
obu_yeg 検索

facebook
大府商工会議所青年部 検索

大府商工会議所会員事業所の経営者
後継者、幹部社員
年齢45歳まで　性別不問

入会条件

大府商工会議所青年部
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日頃より私たちの活動にご理解、ご支援ご協力をいただきまして、誠に
ありがとうございます。
私は入会当初、大府商工会議所青年部の活動に頻繁に参加し、理事(役員)
として、ましてや会長職をするなどとは考えず、なんとなく活動すれば
いいと考えていました。
5年前の15周年記念事業では、設営担当委員長として深く関わることが
できました。その1年は私の青年部活動にとって大きな転機となり、20
周年事業はどのようにしたら良いのか、15周年記念事業をさらに進化させ
て開催したいと考えるようになりました。それからの私の青年部活動は

「周年事業につなげるにはどうすれば良いのか」というのが青年部活動の
エネルギーとなっています。
早いものでその時はもう目の前にやってきました。
周年事業は、関係諸団体の皆様に、私たちがどのくらい成長したのかをお見せする場であり、私たちの活動へのご
理解、ご支援ご協力をいただいている皆様へ感謝をお伝えする場です。
長く続く新型コロナによる活動制限がどこまで延びるのか不安要素は多くありますが、現在、各担当委員会、担当
者が少しずつ周年事業に向けて動いております。
私たちがさらなる成長をしたところを皆様にお見せできるよう、周年事業を熱く準備していきたいと思います。

大府商工会議所青年部創立20周年に向けて

大府商工会議所青年部  令和3年度会長  小山 祐一郎

人脈が増える！ 自己研鑽ができる！ 視野が広がる！
仕事に繋がる！ …… とにかく楽しい！！

地域貢献ができる！メリット1

現在
 95名！

会員大募集自社や家族、地域の為に！
大府商工会議所青年部
共に成長し、地域を盛り上げませんか！熱くやる気溢れる若者を募集しています！

メリット4 経験が積める！メリット3 企業の擬似体験ができる！
メリット2 異業種との交流ができる！

☎0562-47-5000申込・問合せ 加入申込書に必要事項を記入し、事務局までご提出ください。
大府商工会議所青年部事務局までご連絡ください。

加入条件 大府商工会議所会員事業所の経営者、後継者、指導者で満45歳以下の人。
後継者、指導者の場合は事業所代表の方の推薦が必要です。

「YEG」（若き企業家集団）とは商工会議所青年部の英語名（Young Entrepreneurs Group）の頭文字をとったもの
で、同時に商工会議所青年部の持つコンセプト（若さ、情熱、広い視野）を持った経営者=Youth,Energy,Generalist
を表しています。

YEGとは？
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2008年3月施行の労働契約法第5条において、「企業は従業員に対して安全配慮義務を負う」ことが明文化
されました。それに伴い近年、従業員から勤務先の企業に対する労災事故での賠償訴訟が増加しています。
また、2022年4月1日には、労働施策総合推進法の改正に伴い、職場におけるパワーハラスメントの防止対
策が義務化されます。

損害保険ジャパン株式会社

職場におけるパワーハラスメントとは

1優越的な関係を背景とした言動
2業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
3労働者の就業環境が害される（身体的若しくは精神的な苦痛を与えること）

以下 1～3までの要素をすべて満たすもの

パワーハラスメントの6分類
1身体的な攻撃  2精神的な攻撃  3人間関係からの切り離し  4過大な要求  5過小な要求  6個の侵害

業務災害補償プラン

法改正への対応策のアドバイスや業務災害補償プランの詳細、万が一トラブルになってしまっ
た際の対応について、お悩みのことがありましたらご相談ください。

企業が講ずべき措置（義務）

業務災害補償プランでは、こうした企業のリスクをカバーする特約が準備されており、当社でも実際に
保険金のお支払いを行っています。

1事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

◦社内報に方針を記載する
◦啓発するための研修を実施する具体的な措置例

2相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

◦相談に対応する担当者をあらかじめ定め、相談窓口を設置する
◦相談対応を外部機関に委託する具体的な措置例

3職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

◦事実関係を迅速かつ正確に確認するためのマニュアルを作成する
◦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う
◦再発防止に向けた措置を講ずる

具体的な措置例

職場におけるパワーハラスメントの
防止対策が義務付けされます！

労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備えるなら

保険の概要
労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故
の発生が企業の責任と法律上判断された（例えば、安全配慮義
務違反を問われた等）場合に発生する企業の損害賠償責任（賠
償金の支払い等の事業者負担の費用）を補償します。

ここがおすすめ
◦パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償
◦「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」にダブルで備えることが可能
◦政府労災で認定されたケガ、精神障害、自殺を補償。政府労災で認定された業務・通勤による
　新型コロナウイルス感染症や脳・心疾患等の疾病を補償
◦派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償（オプション）
◦業務中の天災（地震・噴火・津波等）によるケガ等も補償（オプション）
◦政府労災の支給を待たずに保険金の受け取りが可能
◦パワハラ、セクハラ等による事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任を補償（オプション）
◦役員個人の賠償責任も補償
◦「健康経営優良法人」に認定された事業者に対し、通常の割引後にさらに5％の上乗せ割引を適用

◦メンタルヘルスに関する相談サービス　◦法律・税務・労務に関する相談サービス
◦ストレスチェックサービス

付帯サービス例（引受保険会社全社）

2022年4月1日〜

引受保険会社  損害保険ジャパン株式会社
　　　　　 東京海上日動火災保険株式会社
　　　　　 三井住友海上火災保険株式会社

制度運営  日本商工会議所
問合せ  大府商工会議所

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

当社の雇用慣行賠償責任保険での支払い事例
◆パワハラと賃金未払で従業員から訴えられた  6,527千円
◆ セクハラで訴えられた  3,052千円
◆コロナ影響で業務量削減のためアルバイトを解雇、不当解雇で労働争議になった  707千円
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※補償の内容対象業種は、引受保険会社によって異なります。
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2 地域資源の活用

2 環境ビジネスの振興 （回答：環境課）

1 既設道路の拡幅を始めとする改良事業、歩道の設置、無電柱化、側溝の有蓋化等の整備推進

1 公共事業の入札時の加点等、健康経営に取組む事業所の動機づけや目的意識の向上につながる施策の検討

2 これから働き手となる学生への普及・啓発

2 市内で進む宅地群や産業拠点の開発に対応した新たな市道ネットワークの計画・整備

1 医療機器産業の戦略的な誘致

1 脱炭素化に対応した環境整備 （回答：環境課）

平成29年度に「ウェルネスバレー基本計画」における土地利用計画のゾーニングを見直し、その内容を第4次大府市都
市計画マスタープランに位置付けた。ウェルネスバレー地区では、新規就農者や新産業育成等関連産業の受け皿を確保し、
更に、健康・医療・福祉等の健康長寿産業を始めとした立地誘導を図り、新たな産業地の形成を図ることとしている。ウェ
ルネスバレー推進協議会の構成員として、商工会議所に企業誘致に連携して取り組んでいただきたい。また道路インフ
ラとなる養父森岡線の整備は、東海市境に向けて進めている。 市道の側溝について、平成29年3月に大府市側溝改良計画を策定し、計画的に側溝の有蓋化を推進している。令和3年度

は、市道4073号線（梶田町）や市道7061号線（横根町）の道路改良工事等を行っている。

商工会議所や協会けんぽ愛知支部等と効果的に連携しながら、セミナーや事業所訪問等を通じて、実践事業所の取組事
例や成果の紹介や、健康経営が事業所の抱える経営課題の解決手段となることの啓発を実施している。また、公共事業
の入札時の加点等を含め、健康経営に取り組むインセンティブのあり方について、検討を進めている。

本市では、令和３年度から新たに市内の中小企業に対し、SDGsの潮流とゼロカーボンシティに向けた本市の取組を示すと
ともに、エネルギー効率化の経営に対するメリットや社会貢献についての理解を深める省エネセミナーを開催した。さらに、
希望者に個別相談、省エネ診断による伴走型支援も実施している。事業者の省エネ活動とともに従業員の COOL 
CHOICEへの行動変容を促すきっかけとなることを目的として事業を実施しているので、継続して事業者支援を推進する。

市ウェブサイトや広報等を通じ、健康経営の取組や意義の周知を図っている。また、県内の高等学校や大学のキャリア
センターを通じ、市内で健康経営に積極的に取り組む事業所のPRを実施している。

本市ではまちの沿道の景観向上のため、年間を通して街路樹の維持管理を行っているが、剪定や草刈りについてはそれ
ぞれの管轄で行っているため、発注や作業時期、回数に差が生じる。交通に支障が出る等、安全性に問題がある場合は情
報共有を図る等、県と連携し対応している。

令和3年度は、市道養父森岡線や市道上原殿田線等の整備を進めており、道路ネットワークの強化を図っている。

Ⅱ 持続可能なまちづくりの推進

Ⅲ 健康で働きやすい持続可能な地域の実現

市民の生活と安全を支える市道の整備 （回答：道路整備課）

健康経営の推進 （回答：健康都市スポーツ推進課）

SDGs（持続可能な開発目標）の普及・啓発と環境ビジネスの振興

街路樹の整備 （回答：水緑公園課）

1

1

2

2

令和3年12月9日(木)、岡村市長から鬼頭会頭に要請に対する回答を頂きました。2月号に引き続き、掲載します。

大府市の事業・取組に対する要請の回答
～「地域経済の持続的発展」に向けて～

ウェルネスバレー構想の推進 （回答：ウェルネスバレー推進室）3

令和元年度からスタートした医福工連携マッチング支援事業のアイデアボックス活動では、医療・介護現場と、ヘルス
ケア産業関連企業、新規参入希望企業とマッチングし、現場と連携した共同研究・実証実験等、事業化に向けた支援を
推進している。専門的な知見が必要となるため、医療機器メーカーでの勤務経験のある専門家をコーディネーターとし
て雇用し、伴走支援を展開している。今後もヘルスケア分野における新産業創出を力強く進めていく。試作・研究開発、
産学官連携の推進では商工会議所の役割が不可欠であり、積極的に連携していただきたい。

サテライト支援拠点については、県から「誘致」ではなく地域が主体的に設置するものと聞いている。先行自治体の情報
収集等も行いながら、「大府スタイル」でのスタートアップ・サテライト支援拠点の検討を行い、ウェルネスバレー地区
へのスタートアップの誘致、更には新産業創出に向けて努めていく。ウェルネスバレー推進協議会の構成員として、商
工会議所にも具体化に向けてスタートアップ支援、医療介護産業振興に連携して取り組んでいただきたい。

あいち健康プラザの減築工事の予定については、愛知県から説明を受けている。また、地元自治体としてその動向を十
分留意する。

3 中小企業の医療機器産業への新規参入支援

4 スタートアップ支援機関のサテライト誘致

5 あいち健康プラザ減築への対応

健康交流ゾーンの開発には既存立地施設との親和性や協調が不可欠である。ウェルネスバレー周辺地区は宅地化が進み
農地の買取り価格が高騰しつつあり、民間企業によるレジャー施設等の設置、維持運営には慎重な判断が必要と思われる。

日本政府が発表した「2050年カーボンニュートラル宣言」の実現に向けて、国において環境省
を中心に省エネ設備の導入支援や技術開発に係る支援等が実施されている。国や支援機関等と
の連携を強化し、省エネセミナー等を通じて、さらなる市内事業者への情報展開を推進する。

医療機器産業は、当地のものづくり技術やノウハウを活用でき、今後の成長が期待されます。国立長寿医療研究
センターやあいち小児保健医療総合センターとも連携して、あいち健康の森周辺への戦略的な企業誘致を進め
ていただきたい。また、ウェルネスバレー地区の今後について、ロードマップを示されたい。

要 請

パリ協定ベースの我が国の温室効果ガス削減目標の達成には建築物の省エネ化や効率照明の導入等を進める必
要があります。ついては、街路灯のLED化や地球温暖化対策設備導入に対する補助制度の更なる拡充など支援の
充実を図られたい。

要 請

幹線道路の補完や、市民生活に密接に関わる市道の整備は、産業活動の生産性向上や市民の交通安全確保の大前
提です。また、狭隘な道路は大規模地震発生時等の救急・消防活動に支障を来たす恐れがあります。道路の拡幅
を始めとする改良事業、歩道の設置、無電柱化、側溝の有蓋化などの整備を推進するとともに、その状況について
教示いただきたい。

持続可能な経済発展を支援する為、大府市と商工会議所、協会けんぽ愛知支部が連携・協力し普及・推進している
「健康経営」の充実を図られたい。

令和2年9月に策定された「緑の基本計画」に基づき、道路緑化の推進に努められているところですが、県管理と市
管理の道路で街路樹管理や草刈りに差が生じています。県と連携し、良好な道路環境の維持・整備に努められたい。

要 請

要 請

脱炭素社会の実現に向けた企業の省エネ・再エネ化投資や新たな関連産業分野への挑戦に対する支援をされたい。要 請

要 請

「あいち健康の森公園」、「げんきの郷」と連携して農業体験や加工・販売・宿泊・レジャーといった機能を付加する
当所の構想を、ウェルネスバレー構想推進のたたき台とすることについて、市当局の意見を伺いたい。要 請

製販ドリブン事業の活性化に加えて、初期段階での試作・研究開発や実証実験への助成、産学間連携の推進など、
事業化を見据えた入口から出口までの支援を充実されたい。要 請

愛知県が進める、スタートアップの中核支援拠点「ステーションAi」のサテライト施設を、あいち健康の森地区
へ誘致されたい。誘致に当たっては、医療・介護に係る企業、投資家等の交流拠点とするため、国立長寿医療研究
センター内の「あいちサービスロボット実用化支援センター」との連携を検討されたい。

要 請

あいち健康プラザが減築されれば、同施設の機能はもとより、あいち健康の森公園の集客にも影響が出ると予想
されます。減築計画の動向に十分留意するとともに、地域の賑わいや憩いの場としての公園の管理運営について、
地元自治体として愛知県に対して適時適切に意見・要望をされたい。

要 請

市では「おおぶ健康都市ウォーキングマップ」を作成し、市内に設置した全10コースのウォーキングコースを掲載してい
る。健康づくりと大府ならではの風景を楽しむことができるよう、コース上にはウォーキングサインのほかに「緑道エリア」
や「親水エリア」、コース周辺の名所等も掲載しており、ウェルネスバレーロードとともに健康づくりを推進していく。

6 新たなウォーキングコースの設定
大府駅西口から健康の森公園へかけてウェルネスバレーロードが整備されているが、今一つ魅力に欠けます。加
木屋・桜木町から奥池や吉川熊野神社・神様池・七社神社など地域の史跡を結んで、その魅力を情報発信できる新
たなコースを具体化されたい。

要 請

2/2
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帳簿のつけ方や経費の分け方が、さっぱり分からない。
会計ソフトの維持管理ができない。

消費税を納める事業者になって、どうしてよいか分からない、
直接会計ソフトに入力したい。…など お困り悩みはないですか？

経理サポート承ります！個人事業主の皆様へ

上記の手数料で記帳から決算指導までの経理サポートをしています。
※消費税課税事業者の方は、別途5,082円（税込）がかかります。 ※手数料の他別途　会議所会費がかかります。

手数料年間 46,739円（税込）～83,435円（税込）

令和3年度の税制改正において、電子データ
で受け取った請求書や領収書等の電子保存
が義務化されました（電子帳簿保存法）。令和
4年度税制改正 で、開始時期 が2年間猶予

（2024年1月に実質先送り）となりました。
義務化ですので、今から準備を始めましょう！

全事業所が対象です！ 
準備を始めましょう！

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。

※詳しくは同封のチラシをご覧ください。 問合せ  大府商工会議所へ

【電子帳簿保存法上の区分（イメージ）】

令和3年10月1日から、がんばる事業者応援補助金（設備投資）と、あいスタ認証取得飲食店応援金を新設した。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けながらも、売上を上げようと工夫する事業者等、意欲的にチャレンジする事業
者への支援を行っている。また、おぶちゃん商品券事業に対する補助金を、大府商工会議所へ交付し当事業を後押している。
市内経済の活性化には商工会議所の支援が不可欠なので、積極的に取り組んでいただきたい。

担当課から依頼のあった公共工事、物販、役務等については市内登録業者を意識し、速やかに事務を進めている。工事に
おける工期設定や設計金額、物販等における納期設定や購入予定価格については、十分留意するよう指導している。

当補助金交付は、大府商工会議所の事業活動を財政的に支えることで、市内事業者の間接的支援を行うことを目的とし
ており、事業内容や対象経費、近隣自治体の状況等も踏まえたうえで、実際の活動状況や効果を確認して、総合的に判断
している。なお、補助金については補助の目的に則した使い方に、特段の留意をいただきたい。

令和3年3月に策定しました大府市産業振興基本計画に基づき、大府市産業振興懇談会で分野間の情報共有や方向性調
整を行い、今年度から実施する大府市産業振興策検討会で意見交換を行うなど、商工業、農業関係者と意見交換する場
は設定されている。

※要請内容の詳細は、会報11月号、12月号、若しくは当所HPをご参照ください。

Ⅳ 臨時・特別要請  新型コロナウイルス感染症対策

定期的な経済界との意見交換について

新型コロナウイルス感染症の長期化に対応した支援の継続と拡充 （回答：商工労政課）

公共事業等による景気の下支え （回答：行政管理課）

定期的な意見交換の場の設置 （構成：市、商工会議所、JA等） （回答：商工労政課）

小規模事業補助金等の水準維持 （回答：商工労政課）

政府・愛知県への要請 （回答：商工労政課、健康増進課）

1

2

3

新型コロナウイルス感染症の長期化による経済ダメージが、更に深刻化する恐れがあります。大府市当局の支援
の継続と拡充に努められたい。

市内事業者を対象にした公共工事、物販、役務等の積極的な発注による需要の喚起とともに、工期・納期の柔軟か
つ十分な対応、迅速な支払いや予定価格について配慮されたい。

大府商工会議所は、当市の商工業者数2,900社の過半を会員とする、市内唯一の総合的な経済団体であり、地域
商工業の発展を図り、兼ねて社会一般の福祉増進に資することを目的に、中小企業の活力強化、地域振興、行政へ
の提言・要望等様々な活動を行っております。
その財源は、会員会費や事業収入の他、多くを愛知県及び大府市の補助金に負っております。市当局におかれては、
従来の産業振興施策の方向性を踏まえ、小規模事業補助金等の水準を維持していただきたい。

下記３点について、政府、愛知県に対し大府市からも強力に申し入れられたい。

要 請

要 請

要 請

第6次総合計画、第4次大府市都市計画マスタープランの具体的な展開に向けた、まちづくりに関する意見交換の
場とします。当所の要請に対しては、毎年丁寧な回答をいただいているが、残念ながらフォローアップする場が
ありません。関係者が集まって課題を共有するとともに連携協力して、それを不断に見直しアクションにつなげ
る場として検討いただきたい。

要 請

要 請

市内企業への情報展開をスムーズにするためにも、国・県の動向についての状況
把握に努めていますので、引き続き商工会議所会員への支援をお願いしたい。

2 PCR検査体制の強化 （回答：健康増進課）

3 医療体制の強化 （回答：健康増進課）

1 各種支援策の手続きの迅速化 （回答：商工労政課）

公設の検査機関は設置しませんが、関係機関との連携を図っている。

機会を捉えて、県に要望していく。

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

メリット その4
節税対策などの

ご相談お受けします

メリット その5
毎月の損益を

すばやく正確に把握

メリット その1
安心して事業に

専念できる

メリット その2
確定申告以外に
年末調整も作成

メリット その3
経理担当者いらず

コスト削減
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地盤調査 承ります ！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 ！

スウェーデン式サウンディング試験を中心に
地盤調査をしています。
その他、ボーリング調査、地盤改良工事も承っ
ております。

シラカワ地質 ［代表］ 白川 未来

住　所  名古屋市緑区大高町字西森前41-5
営業時間  8：00～18：00

定休日  日曜日
電　話  052-887-7393

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

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！

下水道使用料改定（値上げ）のお知らせINFO

下水道事業の経営健全化を図るため、令和4年10月1日から約9％、
令和7年4月1日から約11％の下水道使用料の改定を行います。
下水道を使用する皆さんには負担をお掛けすることとなりますが、財
政基盤の強化による、長期的に安定した下水道サービスを提供する
ため、ご理解とご協力をお願いします。
問合せ先  大府市水道経営課　TEL.0562-45-6238

詳細は、
市ウェブサイトを

ご覧ください。

 健康長寿関連商品を作ってみませんか ！
 ～With コロナ時代のニーズを発信中～

ウェルネスバレー推進協議会では、ウェルネスバレー地区の医療・福祉関係機関から収集した現場ニーズを発
信しています。今年度も現場からの困り事（ニーズ）を収集し、4機関から8件をWEBサイトで追加公開してい
ます。医療・福祉分野に進出し、医福工連携マッチングにチャレンジしよう！

サージカルグローブ供給装置
病院や施設内では、感染症蔓延防止目的で、サージカルグローブを使
用する機会が増えています。箱入りのサージカルグローブは、箱の中
がいっぱいの時、飛び出してきて床に落下したり、3枚取り出してしまっ
たりして無駄が生じています。
サージカルグローブを、1枚ずつ供給できる装置を希望しています。で
きれば一般に使用されているサージカルグローブの箱に取り付けられ
る汎用のもの。また一度に2枚使用するので、2枚が同時に取り出せる
となお良いです。

アイデアボックス活動

https://www.city.obu.aichi.jp/wv/torikumi/1021517/index.html令和３年度版アイデアボックス
（医療・福祉現場からのニーズ一覧）

頬など口の外から、飲み残しがないかを検知できる機器の開発
高齢者で薬を服用する際に、口の中に薬が溶けずに残っている場合があります。例えば、舌の下など目視でも確認しにくい所
に残っていたりするため、介護者では気づきにくい。そのため薬の必要量が服用できず、問題となっています。口の中に残っ
ている薬を検知できるような機器によって、飲み残しを防ぐもの。例えば、頬のあたりにピッとセンサーを当てると検知できる
機器などを希望しています。

アイデアボックスのご紹介
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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  3 月18 日（金） 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  3 月22 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  3 月4 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定例個別相談のご案内

日　時  3 月10 日（木）　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

日　時  3 月 9 日（水）、3 月23 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。

無　料

要予約

 （事業復活支援金、事業再構築補助金、持続化補助金などのコロナ関連支援策）
日　時  毎週木曜日　❶13：00 ～　❷14：00 ～　❸15：00 ～　❹16：00 ～
開催場所  大府商工会議所1階相談室または会議室
相談員  中小企業診断士

新型コロナウイルス感染症など事業環境変化対応個別相談

オンライン対応も可能です！

NEW


