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経営支援

共済・
福利厚生

人材活用

（ひとづくり）

地域活性化・
まちづくり

商工会議所とは

企業と地域を元気にしたいと願う民意
から生まれた地域唯一の総合経済団体
です。全国に515の商工会議所があり、
各地で地域経済の発展の為、
様々な事
業に取り組んでいます。大府商工会議
所は、
平成14年に設立され、
約1,700の
会員を有しています。
大府市公式
マスコットキャラクター

おぶちゃん

販路開拓やPR、技術革新等、経営に関して何でもご相談下さい。専門家
（弁
護士、税理士、中小企業診断士等）
の無料相談会も実施しています。
例）・定例税務、法律、金融、知財相談 ・専門家派遣制度 等

PICK UP!

【相談者の声】
・専
 門家からのアドバイスで、新事業を始めることができた。

経営支援

◉相談したい ! （経営指導・専門家相談）

PICK UP!

◉融資を受けたい ! （金融相談）
政府や県の低利な融資制度をご紹介しています。

設備資金

PICK UP!

車両・機械・設備購入・
店舗改修等建築

「マル経融資制度」 対象 小規模事業者

商工会議所が日本政策金融公庫に推薦する事で、無担保・無保証、低金利で利用できる
融資制度。最大2,000万円まで融資可能で、運転資金や設備資金等、幅広く利用可能。

運転資金

商品仕入れ・買掛金
決済資金等

その他、資金使途や借入金額等により、最適な融資制度をご提案します!

◉事業を始めたい ! （創業相談・支援）
新規開業を予定されている方だけでなく、経営革新をお考えの方もご相談下さい。幅広い知識を持つ専門職員がビジネスプランを練りつつ、適切な支援策を提案します。

経営支援

◉従業員の労災・雇用保険の手続きが大変 !

（労働保険事務代行）

会員限定

労働保険（雇用保険・労災保険の総称）に関係する各種手続き等煩雑な事務を代行します。
当所に事務委託いただくことで、事務負担軽減以外に様々なメリットがあります。
委託できる事業者
（常時使用する労働者数）

A：金融・保険・不動産・小売業…… 50名以下
B：卸売・サービス業……………… 100名以下
C：その他事業… ………………… 300名以下

◉従業員がいないけど労災保険に入れるの?

◉職場環境を改善し、生産性を上げたい ! （橋本実践塾）

【相談事例】
・帳
 簿の付け方、会計ソフト導入に関する相談
・消費税の申告についての相談 等

人材活用（人づくり）

例）・記帳代行サービス ・記帳等作成に関する講習会
・年末調整、決算確定申告相談会 ・専門家による相談会

本来労災保険に加入できない法人役員
や個人事業主、家族従事者も特別加入
が可能です。
労働保険料を3回に分けて納付が出来ます。

（一人親方労災保険）

（株）アイム 代表取締役

|

桜井 亨 様

当社の様な零細企業が単独申請で「事業再構築補助金」の採択に至ったのは、専務理事を始め担当者
の方々の指導の賜物です。今後、事業を進める為の新規客先企業及び協力会社の拡大に商工会議所は
心強い味方になると感じています。これからもよろしくお願いいたします。

◉ビジネスを拡げたい ! （販路拡大支援）
全国の商工会議所・商工会が共同運営している企業情報サイト「ザ・ビジネスモール」への登録（登録無料※一部有料サービス有）や 、
他関連機関の商談会や展示会等
（アライアンス・パートナー発掘市、三河知多地域商談会等）
と連携し、販路拡大・PRを支援します。

◉健康経営や SDGs に取組みたい ! （健康経営・SDGs の推進支援）
持続可能な経営の実現に向けて、行政や支援機関等と連携して取組みを支援しています。
取組方が分からない等、お困り事については当所へご相談下さい。

・セミナー  ・事例紹介
・申請書作成支援

例）・大府ビジネスカレッジ、BCP策定支援セミナー ・先進地、企業等視察研修会 ・簿記検定、珠算検定 等

◉いろいろな人と出会いたい ! （交流会）
様々な業種の会員様がご加入されているネットワークを活かし、ビジネスマッチングの機会となるような交流会の場を提供します。
例）・新入会員交流会 ・新年賀詞交歓会

会 員 の 声

有限会社ヒカリセイコー

|

風車共済

共 済・福 利 厚 生

会 員 の 声

他にも様々な補助金があります!お気軽にご相談下さい。
・IT 補助金 ・事業再構築補助金 ・助成金 等

経営に必要なスキルを身に付けていただく為、会員からの要望も取り入れつつ、時代に合わせた内容で多様なメニューを提供します。

伊藤 優子 様

他に様々な共済も扱っています !
・中小企業共済 ・小規模企業共済 ・特定退職金共済
・中小企業退職金共済 ・倒産防止共済

定期保険（団体型）と当所独自の給付制度を併せた共済制度です。業務上・業務外問わず24時間保障され、幅広い
保障内容となっています。健康診断割引や健康相談サポートなど、事業所の福利厚生制度としてご活用下さい。

◉補助金を申請したい ! （経営計画作成・補助金等の支援）
例）小規模事業者持続化補助金（販路開拓）、
自治体独自の補助金等

◉スキルを高めたい ! （講習会・セミナー・検定）

◉共済制度
◉福利厚生を充実させたい
! （共済制度）

従業員を使用しない事業主やその家族は、通常労災保険へ加入できませんが、この労災保険は特別に加入することができます。
（建設業を営む事業所を対象)

政府や自治体等の補助金、助成金の申請書作成を支援します。

次世代を担う若手経営者・後継者・幹部候補者を育成することを目的に実施しています。専門家が
現場に赴き、受講生と一緒に2S
（整理・整頓）
をベースとした実践型の改善活動を行います。

「整理」
、
「整頓」
、簡単なようで奥が深い。橋本実践塾での改善活動を通じて、工場内のものを探したり、
移動させたりする無駄な時間が削減でき、生産性の向上や意識改革など、経営上のメリットを得ること
ができました。今後も2Sの維持・改善を継続しながら、会社を進化・発展させ続けたいです。

メリットはこれ !

会員限定

貿易取引される商品の国籍を証明する書類として、海外貿易で必要な原産地証明の発給業務を行っています。会員割
引でお得にご利用いただけます。

その他にも様々な事業を展開しています。経営に関するお困り事は、お気軽にご相談下さい !

◉会計や確定申告が出来るようになりたい ! （税務相談）
会計初心者の方もご安心下さい。個別相談や講習会の実施に加え、日々
の会計に関する記帳や決算・確定申告の仕方等を丁寧に支援します。

◉海外取引には貿易証明が必要? （原産地証明発給）

会 員 の 声

（株）首藤鉄工所 代表取締役

|

首藤 亮太 様

“社員は宝である”との考えを実践するために、自社の福利厚生の一つとして加入しています。社員の病気や事故等の備えだけ
でなく、大府商工会議所独自の給付制度である健康診断補助も毎年利用しています。ありがたいのは、高校卒業後に入社した
社員が成人を迎えるお祝いやその他にも結婚・出産のお祝いにも活用できるので、様々な場面で社員に喜ばれています。

◉会社の “もしも” に備えたい ! （保険制度）
日本商工会議所取扱い保険で、スケールメリットを活かした安価な保
険料でご加入頂ける団体保険制度を取り揃えています。

・業務災害補償プラン ・ビジネス総合保険制度
・休業補償プラン
・情報漏洩賠償責任保険制度 等

◉がんばる従業員を称えたい ! （優良従業員表彰）
会員事業所に永年にわたり勤続された従業員や、社業の発展と地域経済の振興に尽くされた優秀な従業員を推薦頂き、
その功績を称え当所から表彰します。

◉従業員の健康を守りたい ! （健康診断）
医療機関と連携し、当所会員限定の健康診断を実施します。従業員に健康的に活躍してもらう為の福利厚生にご活用ください。

◉地域を盛り上げたい ! （にぎわい創出）
商業活性化やまちづくり等、にぎわい創出に向けて会員事業所や関係団体と連携し、活動をしています。
例）
・大府駅西金曜Marché ・おおぶ桜ハナモモ花めぐり 等

地域 活性 化・まちづくり

◉行政に声を届けたい ! （政策提言・要請活動）
商工会議所は、地域唯一の総合経済団体として、大府市や愛知県等に対して、政策提言と要請活動を定期的に行っています。

◉若手経営者と関わりたい ! （青年部）
若手経営者や幹部社員がメンバーとなり、会議所活動の一翼を担いなが
ら、自己研鑽や地域活性化に取り組んでいます。

◉女性経営者と関わりたい ! （女性会）
女性経営者等がメンバーとなり、地域貢献活動をはじめ、様々な事業を実施しています。

◉同業者や地域とつながりたい ! （部会・支部活動）
業種別に4つの部会や、地域別に4つの支部に所属いただきます。情報交換や
視察、セミナー等それぞれの特色を活かした事業を展開しています。

共長支部
大府市

製造業部会
商業部会

建設業部会
情報・物流・サービス業部会

吉森支部

横北支部

大府支部

会員の皆様の情報や PRを会報誌・ホームページなどで発信します !

会員限定

会報誌の発行

会員限定

チラシ同封サービス

会社に会議室がなくても大丈夫 !

ホームページ、SNS 等

貸会議室

商工会議所会館2階に、少人数〜20名程度の会議室が2室、3階には定員約100名の大ホールが
あります。会議はもちろん、面接会場、セミナーなど用途は色々。使い方に応じてレイアウト
変更も可能です。
貸会議室
施設名

（税込）

定員

午前料金（A）
8:30〜12:30

午後料金（B）
13:00〜17:00

夜間料金（C）
17:30〜22:00

終日料金（A〜C）
8:30〜22:00

大ホール

約100名

1,100円

1,100円

1,650円

3,850円

会議室2

24名

660円

660円

990円

2,310円

会議室3

24名

660円

660円

990円

2,310円
令和4年4月1日時点（消費税率10％）

加入金

5,000円

（初年度のみ）

会費

（年額）

個人8,000円〜 法人11,600円〜
※詳しくは商工会議所までお問合せください。

〒474-8503 大府市中央町5-70

［TEL］0562-47-5000 ［FAX］0562-46-9030

［E-mail］info@obu-cci.or.jp ［HP］https://www.obu-cci.or.jp

大府商工会議所公式HP

