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今後について
会社全体で健康経営に取り組んでいくとの方針が示されたことで、従業員にとって働きやすい環境の整備や健康づ
くりに関するイベントが徐々に充実してきました。ウォーキングラリーでは、職場対抗とすることで、職場内での声
掛け等によりコミュニケーションも向上できたと感じています。
今後は、コロナ禍における運動不足の解消に効果的な企画の立案等、従業員が無理なく健康になれるような対策を考
え、提案していきたいです。

 職場部門での表彰の様子

セミナーの様子

安全健康環境推進室　担当取締役：山下 氏　担当：炭床 氏

職場対抗
ウォーキングラリー
実績記入表

全従業員が“適度な運動の継続”を目指すため、誰でも楽しく参
加できる「ウォーキングラリー（職場対抗戦、個人戦）」を開催。

職場対抗ウォーキングラリー

女性特有の健康課題を理解し、生涯を通じて健康で充実した生
活を送ることを支援するため、社外講師を招き、セミナーを開催。

女性健康セミナー
こんな取り組みをしています！

健康経営に取組むきっかけ
当社は、「社員がいきいき働き、将来に希望の持てる会社とする」という経営理念のもと、会社の成長を支える社員と
その家族の心と身体の健康を重要な経営資源、企業活力の源泉と位置づけ、2018年9月に「健康宣言」をしました。
この宣言のもと社員がいきいきと豊かで快適・健康な社会生活と地域の発展に貢献する会社を目指して、心と身体の
健康づくりの取組み、健康保持増進に関する研修や情報提供、適切な働き方にチャレンジしています。

大府商工会議所は「持続可能な経営の実現」に向け
て、関係機関と連携しながら、推進しています。
その一環として、大府市内で従業員の健康づくりに
意欲的に取り組む事業所を定期的に紹介します！

代表者 取締役社長  鷲見 成起
住　所 大府市共栄町七丁目 1-１

従業者数 317（パート含む）
業　種 サービス業

◦女性のライフステージと健康課題
◦女性ホルモンによる心身の変化
◦子宮がん・乳がん検診について
◦心の健康、いきいきと生活できる習慣

セ
ミ
ナ
ー
の
内
容

加入条件  ◦大府商工会議所会員であり、建設業であること
　　　　　　 ◦大府商工会議所一人親方保険建設会への報告義務、保険料及び手数料の納付義務を遵守すること

保険料及び手数料  保険料納付は原則として１年分の保険料を一括現金納付となります。
　　　　　　【労災保険料算出例（年間）】給付基礎日額  6,000円の場合

　　　　　　 労災保険料 39,420円  +  事務手数料 6,000円  ＝  合計45,420円

補償内容  療養（補償）給付、休業（補償）給付、傷病（補償）年金等

従業員を使用しない事業主やそのご家族は、通常労災保険へ加入できませんが、これを特別に加入で
きるようにする制度です。

従業員がいなくても労災保険に入れます！一人親方労災保険

詳しくは労働保険事務組合担当へ ☎0562-47-5000

大府市、大府商工会議所、協会けんぽ愛知支部と連携し、支援します。
健康経営に関するご相談は、大府商工会議所へお問い合わせください。

大府商工会議所 健康経営推進担当  TEL.0562-47-5000

昨年に引き続き、大府市、協会けんぽ愛知支部との共催で健康経営に興味関心のある事業所を対象としたセミナーを開
催しました。今回は、リアル参加とWEB参加の選択式を採用し、22社(27名)にご参加いただきました。
健康経営に取り組む意義や、健康経営推進に関する国の動向、支援機関のメニュー紹介等の情報提供や、市内会員事業
所2社からの事例発表をいただきました。特に、事例発表は参加者の96％から勉強になったとのお声をいただきました。
今後、健康経営担当者交流会や情報提供の強化を順次計画し、事業所の健康経営の取り組みを支援してまいります。

大府市健康経営セミナーを開催しました！
（令和４年７月２２日）

大府市健康経営セミナーを開催しました！

第 1 部  
　今求められる健康経営について
　名古屋工業大学大学院  横山氏

第 2 部

　健康経営の推進にかかる国の動向について
　経済産業省 中部経済産業局  柴山氏

第 3 部

　健康経営実践事業所による取組事例の発表
　●愛三工業株式会社
　●愛知金属工業株式会社
第 4 部

　支援機関からの情報提供、交流タイム

わがまちの健康経営、おしえます

従業員を雇用していなくても労災保険に入れるので、万が一に備えることができ、安心して働くことが
できます。これからもよろしくお願い致します。

 ［お客様の声］ 可部建築 様

愛協産業株式会社
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大府商工会議所は、令和２年１２月２日に(一社)Breakthrough Bankと契約し、企業、個人が連携してパンを備蓄し、発
災時にいち早く提供する災害支援ネットワークに参加しています。当所は、代理店として窓口となり災害備蓄パンの販売
を行っています。

5年間（保存期間の）備え
1口 40個 1万円 から

多くの個人や企業が役割分担しながら助け合いの輪を拡げることで被災者を支援します

賞味期限間近のパンを引き取り提供

インセント株式会社（代表取締役 森下勝巳）は、いち早くSDGs宣言（令和3年2月1日）を行い、社会貢献の一環として、
災害備蓄パンを大府ふれあい食堂（子ども食堂）に寄付されています。毎年、自社の備蓄用として購入したものの一部を
寄付する仕組みを作って、災害備蓄パンの在庫数や保存状況の確認をするとともに、忘れずに寄付も行えるようにし
ているとのこと。その取り組みは当所が災害備蓄パンの取り扱いを開始した令和2年から続いています。

同社は、地域貢献を模索している時に、当所のHelpan171の活動を知り、協賛者（パート
ナー）になることを決めたとのこと。贈呈先の大府ふれあい食堂では、災害備蓄パンを食
堂の参加者（子供や保護者等）に配布しています。同食堂の内田代表は、「備蓄パンという
こともあり、日持ちもして、そのまま食べられるので、ありがたい」と感謝されていました。

Helpan171の災害備蓄パンは、キャラメルチョコ味（卵不使用）でしっとりやわらかく、ほ
んのり甘い美味しいパンです。

インセント株式会社の取り組み

代表取締役の森下氏（左）、総務の中山係長（中）、里山専務取締役（右）▶

Helpan171のしくみ

パンの購入・備蓄

協賛者(パートナー)

商工会議所会員企業等

Helpan171代理店

大府商工会議所

Helpan171運営主体　　　　  　　　　 

(一社)
Breakthrough Bank

パンの製造社会福祉法人 こども食堂学童保育

被災者･帰宅困難者
パンの提供

詳細は当所ホームページ
トップページ下の
バナーをご覧下さい。

被災者・帰宅困難者

9月1日は「防災の日」。関東大震災が1923年9月1日に発生したこと、
また暦の上で台風の多い二百十日に当たることから、政府・地方公共団
体等関係諸機関をはじめ、広く国民が台風高潮、津波、地震等の災害に
ついての認識を深め、これに対処する心構えを準備するため「防災の日」が創設されました。
ここで紹介する「防災・危機管理ｅカレッジ」は、風水害・地震津波・火山災害・雪害までを含めた防
災についての知識や、災害時の行動を学ぶことができる総務省消防庁運営のウェブサイトです。具
体的には、大地震発生のなか3日間生き延びるための方法や、気象情報・避難情報に基づく有効な避
難行動などが、動画や写真などでわかりやすく説明されています。子供から大人まで、また行政職
員や消防団員までもが勉強できる充実した内容となっています。
ぜひ、今後の防災・危機管理意識向上のための一つの手段としてご活用ください。

で防災を学ぼう！
防 災 ・ 危 機 管 理ｅカ レ ッ ジ
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事業再構築補助金の概要
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模
の拡大等、思い切った事業の再構築へのチャレンジを目指す中小企業等を支援す
る補助金です。

補助額  100万円〜8,000万円　※従業員数によって補助率なども異なります。
　　　　　 詳しくは補助金事務局HP（https://jigyou-saikouchiku.jp/）にてご確認ください。
お問い合わせ  大府商工会議所（TEL.0562-47-5000）  または
　　　　　 事業再構築補助金事務局コールセンター（9：00〜18：00、日祝日を除く）
　　　　　 ナビダイヤル 0570-012-088（IP電話用 03-4216-4080）

事業再構築補助金の活用事業所紹介

補助事業の概要

補助事業の概要

所在地  大府市吉田町3丁目11 URL  https://kittohen.com/事業所名  橘萄園（園主 伴 成貴）

所在地  大府市中央町１丁目212事業所名  有限会社矢田化学工業（ナチュレ大府中央店）

地域農業を盛り返す次世代ぶどう農家がB級品加工で挑む6次産業化カフェ事業事業計画名

東海地区初！電解水を使用した洗剤不使用のコインランドリー事業計画名

約4年前から構想を抱いていた計画を実現するため、商工会議所の個別相談を活用し、事業再構築補助金の申請にチャレンジし、
採択を受けることが出来ました。
この度、ぶどう直売所にジューススタンド「KITTOHEN Stand」を新設し、全面リニューアルオープン。「そのまま巨峰ジュース」
など搾りたてのぶどうジュースの提供を始めました。

自動車部品等の塗装事業を展開する㈲矢田化学工業が、事業再構築補助金を活用して新分野に進出します。
新型コロナウイルス感染症対策として注目を集めている電解水をコインランドリーに導入。電解水の持つ高い洗浄・殺菌効果に
より、洗剤不使用で洗濯を行うことができる「人や環境に優しい洗濯サービス」を提供します。

若年層へのアプローチによる販路拡大
シーズン中の利用頻度が少ない既存客の再来店を促すと共に、
お中元文化に馴染みが薄い若年層へのアプローチとして、SNS
映えするジューススタンド事業は一定の効果が期待出来ます。品
種により収穫時期が異なるため、毎回品揃えが異なり何度も楽し
めることをPRし、新品種＆希少品種の加工品が楽しめる新たな観
光スポットを目指します。

フードロス削減によるSDGs
当店のぶどうに加え、県内ぶどう農家から品質には問題ないが出
荷先のない規格外などB級品を買い受け、廃棄処分を回避する
ことでフードロス削減や域内農家の所得向上に繋げ、6次産業化
で地域の発展に寄与します。

プレミアムソルベの提供
冷凍果実をミキサーで砕いて作る「ソルベ」。無添加・無加糖なの
で素材の味をダイレクトに感じることができるスイーツを新たに
開発しました。原料を冷凍することで販売期間を広げることができ、
傷や痛みを取り除いて可食部分のみを加工するので食品ロス削
減にも繋がります。「シャインマスカット」や希少品種などの独自
性の高い逸品を提供していきます。

果実を丸ごと絞るオリジナルジュースの提供
今回導入した低速回転スロージューサーで素材に熱を加えず、強
い圧力をかけてすりつぶして搾る「コールドプレス」によるこだわ
りのジュースは、実の部分だけ搾汁するので舌触りが良く、旨味・
香りを凝縮した他にない味わいが堪能出来ます。一杯ずつ搾る
ので品種の違いを楽しむ「飲み比べ」も出来ます。

KITTOHEN Standの主な特長

「電解水衛生環境システム」を取り入れたコインランドリー
「電解水衛生環境システム」は、タンパク質・油脂を分解するアルカリ性電解水と、高い殺菌性のある酸性電解水の両方を生成。
そのため洗剤不使用で、汚れを落とす効果と除菌・脱臭・漂白効果の両方が期待できます。通常の洗濯では衣類に残留すること
がある界面活性剤などの刺激成分を避けられることから、アトピー肌や敏感肌の方も安心してご利用いただけます。
また本店舗は法人向けに「電解水衛生環境システム」の展示場としての役割もあわせ持っており、バックヤード見学や商談がで
きるスペースを用意した、今までにないタイプのコインランドリーとなります。

ナチュレ大府中央店の主な特長
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様々な角度からSDGsに貢献
「水と塩と電気だけ」、洗剤や化学薬品を一切使用しない電解水による洗濯は、ボイラー
不要で重油が不要。すすぎ時間の短縮で電気代・水道代の節約に寄与し、環境負荷を
低減。また災害時対応設備として、飲料水用受水槽（2,000ℓ）・炊き出し設備・トイレ等
を備えており、さらには電力確保のための太陽光発電システム・V2H機器を設置して
います。有事の際には、地域住民に店舗を開放し、ライフラインの無償提供を行います。

「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Ａ

大府商工会議所 創立２０周年

愛協産業株式会社
大府市共栄町七丁目１番地の１ TEL：0562-48-5331

〒448-0007 愛知県刈谷市東境町吉野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）
TEL 0566-35-5678

温泉と合わせて、岩盤浴・サウナ・リラクゼーション・お食事など

さまざまな癒しの空間で、ゆったりとおくつろぎください

岩盤浴（万寿洞）

マンガ

コーナー

女性脱衣所

祝

安全、安心であること
それは品質へのこだわりでもあります。

「人々の生活に関わる、
あらゆる商品やサービスを提供すること」が
私たちの仕事です。

全ての事業を通じて環境を守り、
『住みよい街』をつくります。

「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Ａ

大府商工会議所 創立２０周年

愛協産業株式会社
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「人々の生活に関わる、
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全ての事業を通じて環境を守り、
『住みよい街』をつくります。
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ウェルネスバレー
医福工連携マッチング事業のご紹介

ウェルネスバレーとは
大府市と東浦町では、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
して、ウェルネスバレー関係機関と産業界、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。

https://www.city.obu.aichi.jp/wv/torikumi/1021517/index.html

ウェルネスバレー関係機関から発出された課題（ニーズ）と、市内外企業（新分野展開を目指す企業や初めて医療・福
祉関連開発に挑戦する企業を含む）が試作開発ひいては製品化に繋げる事業です。
最新の課題（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

アイデアボックス（医療・福祉現場からのニーズ一覧）

https://www.city.obu.aichi.jp/wv/boshu_shinsei/1006008/1006009.html

市内の介護福祉施設から「感染予防等を配慮した寝たきりの方の排便を取り込む袋を
開発してほしい」とのニーズがアイデアボックスに寄せられ、ニーズ解決に取り組む企
業を募集しました。主に食品用フィルム製品を製造するＭＩＣＳ化学株式会社が、新分野
の開発に挑戦し製品化に繋がりました。本製品はウェルネスバレーブランド認定されて
おり、また当社のＥＣサイトから購入可能です。

臭いが漏れにくい防臭袋を開発

開発された製品（防臭袋「Filmics Shu-Lock」）▲

ウェルネスバレーブランド認定商品・サービス一覧

https://www.city.obu.aichi.jp/wv/kohokatsugo/wv_movie/1023936.html

新商品を開発中の企業等とウェルネスバレー関係機関をワンストップ窓口で繋ぐ事業から、高齢者のQOL向上、介
護者・施設の負担軽減と介護サービスの付加価値向上につながる製品・サービスの創出に向けた実証が始まりました。
報道一覧から概要を御覧いただけます。

 「高齢者施設におけるトイレ利用実証事業」が開始

実証事業の報道一覧

愛知県では、サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルに関する取組など、資源循環や環境負荷低減を推進する
先駆的で効果的な県内の<技術・事業><活動・教育>を「愛知環境賞」として表彰しています。
現在、「２０２３愛知環境賞」の選考対象となる取組を募集していますので、多くの企業、
団体からのご応募をお待ちしています。

INFO  「2023愛知環境賞」へのエントリーを募集しています

申込期限  9月30日（金）
URL  https://aichi-shigen-junkan.jp/kankyoushou/

問合せ先  愛知県環境局 資源循環推進課  循環グループ  TEL.052-954-6233

2022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162回 11月20日（日） 1～3級 10月4日(火)～10月23日(日)
第163回 2023年2月26日（日） 2～3級 2023年1月10日(火)～1月29日(日)

小 規 模 企 業 共 済
経営セーフティ共済 令和３年度加入目標件数を達成しました
独立行政法人中小企業基盤整備機構より、令和３年度の「小規模企業共済」ならびに「経
営セーフティ共済」の加入促進に貢献した団体の一つとして、当所に感謝状が授与され
ました。
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員の方々のための退職金制度、また経営
セーフティ共済は、取引先事業者の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産や経営難
に陥ることを防止するための共済制度です。

詳しくは、中小企業基盤整備機構HPもしくは大府商工会議所まで、お気軽にお問い合わせください。
問合せ先  大府商工会議所　TEL.0562-47-5000

7月30日㈯・31日㈰に「第47回共長夏まつり」がJR共和駅前ロータリーで、8月
6日㈯・7日㈰に「第41回大府夏まつり」がJR大府駅前ロータリーで3年ぶりに開
催されました。両会場ともに新型コロナウイルス感染対策を講じた上で、規模を
縮小するなどの対策をとりながら、久しぶりの鼓笛演奏、女性会参加の盆踊り、青
年部のバザーなどが催され、連日の暑さを吹き飛ばす賑やかな2日間となりました。

 第47回共長夏まつり　第41回大府夏まつり 3年ぶりに開催
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社員様のスキルアップの
お手伝いをします！！

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 ！

plus l'unique ［代表］ 石橋 彰子

住　所  愛知県大府市共西町5-303 E-mail  お気軽にご相談ください  pluslunique@gmail.com

 【貴社にてお困りごとはございませんか？】
はじめまして。石橋彰子と申します。ビジネスマナー・おもてなしマナー・接
客接遇マナー・キッズマナーなどのマナー講師をしております。「スタッフの
言葉遣いが…」「電話対応が…」「ビジネスメールって？？」等々ございました
らぜひご相談ください。貴社のお困りごとに合わせたプログラムを組み研修
をさせていただきます。もちろん研修後のフォローアップも可能です。また、
書道・ペン字もお教えすることも可能です。社員様のプラスのスキルアップに
も是非ご相談下さいませ。

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
月額 万円を最大 回まで補償
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大府商工会議所  〒474-8503  大府市中央町5-70　［TEL］ 0562-47-5000　［E-mail］ info@obu-cci.or.jp発行所
西濃印刷株式会社印刷所 定価 165円（税込：会報購読料は年会費に含まれています）

※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21日（水） 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27 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 9 日（金）　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室　
　　　 ❶13：30 〜　❷14：00 〜　❸14：30 〜　❹15：00 〜

相談員  税理士及び公認会計士

税務経理相談

日　時  9 月14 日（水）、9 月28 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。

オンライン対応も可能です！

 （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

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 無　料

要予約

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

キッチンカー名称募集
大府商工会議所では会員向けに貸出しするキッチンカーの名称を募集しています。
このキッチンカーは創立20周年を記念して製作し、主に女性の創業支援や会員の新規事業の
推進、大府の特産品PRのために活用する予定です。会員の皆様からの応募をお待ちしています。
募集期間  9月末まで　 応募先  info@obu-cci.or.jp

MENU


