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新年交礼会及び叙勲・褒章受章者祝賀会を開催�（１月４日）�

秋の叙勲　受章者�
・旭日中綬章　末岡　熙章　氏（私学振興功労）�
・旭日双光章　稲垣　義明　氏（地方自治功労）�
　　　　　　　（１月２日ご逝去）�
春の危険業務従事者叙勲　受章者�
・瑞宝単光章　永井　幹夫　氏（防衛功労）�
高齢者叙勲　受章者�
・瑞宝双光章　奥村　敏之　氏（農政功労）�
・瑞宝双光章　稲垣　一三　氏（地方自治功労）�
・瑞宝双光章　伊藤啓次郎　氏（学校保健功労）�
・瑞宝双光章　長娜　照明　氏（教育功労）�
春の褒章　受章者�
・黄綬褒章　　宮坂四志男　氏（業務精励功績）�
秋の褒章　受章者�
・藍綬褒章　　河橋　正和　氏（更生保護功績）�

　犬山市との共催で、各種団体などの代表者ら約４００人が出席し、新年交礼会と叙勲受章者を祝う祝賀会が犬山
国際観光センターで開催されました。�
　山田市長は、工業立地促進や国道４１号線沿線の地域振興事業を進め、新しい時代を切り開いていくと決意を述
べられました。日比野会頭は、アジアはもとより欧米から多くの観光客が訪れる犬山にしたい。おもてなしの心や
友好の心を持ち、外国の人たちと友達になっていくなら、犬山は日本一の観光地に生まれ変わるとあいさつされま

した。その後叙勲・褒章受章者に記念品が贈られました。�
　坂野副会頭の乾杯の音頭に続き、参加者は新年のあいさ
つを交わし、和やかに懇談されました。�
　栄えある受章、誠におめでとうございます。今後ますま
すのご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げます。�
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　我が国への外国人旅行者数が、昨年３,０００万人の大台に

乗り、１つの節目を迎えました。こうした中、国は東京オ

リンピックが開催される２０２０年にインバウンド旅行者数

を４,０００万人にすることなどを目標とする「観光ビジョン」

の実現に向けた取り組みに力を入れております。この一環

として現在実施中のアクション・プログラムは、○文化財

を中核とする観光拠点の整備、○景観まちづくり等景観に

優れた観光資産の保全・活用、○商店街等における観光需

要の獲得、○ナイトタイムの活用など新たな観光資源の活

用、○古民家等の歴史的資源を活用した観光まちづくりの

推進、○多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供、○欧米

豪を中心とするグローバル・キャンペーンの推進など、多

岐にわたっており、犬山においては既に着手しているもの

もあれば、今後の課題となっている取り組みも少なくあり

ません。�

　観光地として人を引き付ける要素は、景観、文化財・歴

史遺産、観光インフラ施設、グルメなど多々ありますが、

これらにも増して、来訪者への心のこもった対応やサービ

スを提供することが重要であります。とりわけ、文化、習

慣の異なる見知らぬ人と人とが接することとなるインバウ

ンド観光において、この接客姿勢が極めて大切であること

は申し上げるまでもありません。インバウンドの個人旅行

化、体験型観光化、地方への展開といった流れの中、犬山

においても、来訪者に対する「おもてなし」の姿勢を鮮明

にすることが、今、強く求められていると考えております。�

　我が国において「おもてなし」の基礎を創ったと言われ

るのは千利休ですが、その精神は『利休７則』として現代

に伝わっております。人をもてなす心構えについては、こ

の７則に沿っていろいろ説かれております。これらを踏ま

えて、私なりにこう解釈しております。�

　①「茶は服のよきように点て」…相手の気持ちを考え

心を込めて、②「炭は湯の沸くように置き」…もてなしの

手順を的確に、③「花は野にあるように」…もてなしは

自然でくどくならないように、④「夏は涼しく冬暖かに」

…もてなす方法を工夫して、⑤「刻限は早めに」…もてな

しはゆとりを持って、⑥「降らずとも雨の用意」…相手の

期待を先取りして、⑦「相客に心せよ」…相手を立てて。�

　利休十哲の一人である織田有楽斎ゆかりの「如庵」とい

う国宝茶室三名席の一つを、京都以外において唯一有する

地としての犬山であればこそ、茶の湯の神髄とも言える、

人をもてなすの心の大切さを自覚したいものであります。�

　今、犬山は犬山城登閣者数６０万人という過去最多記録

を更新するなど、来訪者が急増しております。この機に、

『利休７則』に倣って犬山の「おもてなし」力に磨きをか

け、近い将来、当地を“愛知の犬山”、“日本の犬山”とし

て国内のみならず世界において名実ともに認知させること

が私の宿願であります。�

資本金・従業員数等変更届提出のお願い�

　犬山商工会議所では、資本金・従業員数の基準により会費をご負担いただいてお

ります。毎年４月１日が基準日となっておりますので、資本金・従業員数に変更が

ありましたら、４月５日（金）までに総務課（ＴＥＬ0568－62－5233）までご連絡

をお願いいたします。�

　また、所在地・事業所名・代表者・電話番号等を変更された場合にも、当所まで

ご連絡をお願いいたします。�

　犬山商工会議所　会頭�

日比野　良太郎�

利　休　に　倣　う�な
ら�
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　消費税軽減税率対策窓口相談等事業として「消費税
軽減税率・価格転嫁対策早わかりセミナー」を開催し
ました。�
（１２月１８日（火）・２０日（木）於：犬山商工会議所会
館　４階大研修室）�
　講師にジャイロ総合コンサルティング㈱コンサル
タント　平松　徹氏を迎え、建設業・工業、商業、サ
ービス業とそれぞれの業種別のテーマでお話を頂きま
した。�
　参加者らは、対策の参考とするため熱心に聴講して
いました。�

制作を手掛けた名古屋経済大学倉橋ゼミの皆さん�

「犬山ドッグ最高～！」と大喜び�

　このたび、伴走型小規模事業者支援推進事業のインバウンド対策の一環として、増加する外国人来訪者への
対応・新商品の発想法を学ため、市内小規模サービス業・観光業の方々を対象とした国宝ネタで考える「本気
（マジ！）の商品開発　勉強会」を開催しました。�
（１２月１３日（木）於：犬山商工会議所会館　４階大研修室）�
　講師に㈱ニュートンズアイ代表取締役の鷺山はるこ氏を迎え、
海外からの観光客が注目する商品の特徴、新商品の発想法や企
画の方法、新商品開発シートを使いお店の新商品を企画する方
法などを分かりやすくお話いただきました。�
　今後、オリンピックを控え訪日外国人が更に増えると思われ
ます。会員事業所の皆さまにおかれましては、更なる対応策が
必要となってきますので、当所で開催するセミナーへの積極的
なご参加をお願いいたします。�

　夏休み期間中に、犬山市内の小中学校児童生徒を対
象にした「給食の犬山ドッグ」の募集がされました。
１,８６０作品の応募から選考会において最優秀賞のワン
丸君大賞に輝いた伊藤陽介さん、こはるさん兄妹に対
し、クリスマスをイメージした「特製犬山ドッグ」を
ワン丸君からお届けするサプライズ企画を行いました。�
（１２月２５日）�
　この企画は犬山市戌年記
念事業の一環として行った
もので、ドッグの制作には
名古屋経済大学　倉橋ゼミ
生皆さんの協力と、調味料
提供としてコーミ㈱さん、
専用ケースの制作提供とし
て㈱松浦紙器製作所さん
からそれぞれご協力をいた
だくとともに、野菜につい
ても犬山産を使用するなど

地産地消にも取り組みました。�
　当日プレゼントを受け取ったこはる
さんは、「見た目もかわいいし、犬山ら
しくてすごい。」と喜んでいました。�
　今後も皆様に喜んでいただける事業
を企画していきます。�

サービス業・観光業向け（来訪外国人対応）販路開拓セミナー�サービス業・観光業向け（来訪外国人対応）販路開拓セミナー�

消費税軽減税率・価格転嫁対策早わかりセミナーを開催�

国宝ネタで考える「本気（マジ！）の商品開発　勉強会」を開催�

「犬山「犬山ドッグ」でメリークリスマス！！ 産学連携産学連携による�
素敵な素敵な「犬山「犬山ドッグ」を考えてくれてありがとう！ 企画企画を実施実施�
「犬山ドッグ」でメリークリスマス！！ 産学連携による�

素敵な「犬山ドッグ」を考えてくれてありがとう！ 企画を実施�
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㈱清水屋犬山店�
犬山市大字犬山字南古券１６６－１４�
養殖事業部長　清水精也�
電話　０５６８－６２－１１５１（代）�

会　員�
トピックス�
会　員�
トピックス�
会　員�
トピックス�

●
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㈱清水屋犬山店　養殖事業部の挑戦�

海水魚「本カワハギ」養殖中！！�海水魚「本カワハギ」養殖中！！�
　呉服屋から始まり総合小売業へ…。おかげさまで清水屋
は創業８０年以上の歴史を刻むことができました。そして
さらに未来へ進むため、新しい分野への挑戦を始めます。�
　「お客様に安心・高品質な魚をお届けしたい…」。この
想いから養殖事業部はスタートしました。海のない犬山市
で海の魚を育てるため、完全閉鎖式循環陸上養殖を採用。

与える餌と飼育水には乳酸菌を配
合するという日本でもめずらしい
飼育方法で、魚の腸内や水槽内の
悪玉菌を抑制。健康的な魚の育成
を目指します。飼育水にまで乳酸
菌を混ぜ込むことができるのは、

閉鎖式循環陸上養殖ならではです。乳酸菌で病
原菌を抑えるため、一般的な養殖で用いられる
ことの多い抗生物質等の薬剤を使用していない
ことも大きなポイントです。�
　現在養殖中の魚は本カワハギ。２０１８年の春
に稚魚を入れ、すくすくと育っております。今
年の秋頃に収穫が見込める予定です。新しい犬
山市の特産品になれるよう頑張っています。�
　様々な海洋汚染問題を抱えている昨今、「隔
離された施設内でしっかりと水、餌を管理し、
薬剤を使用しない安心安全な魚をお届けする…」。
これは現代の消費者のニーズに合致すると確信
しております。�

　弊社、そして犬山市の新しい
産業として大きな一歩を踏み出
すべく、日々努力していきます。�

お問合せ先�

　近年ではウェブ上で商取引を行うことが一般的になってきましたが、自社が運営するサイトの安全性に不安

を感じていませんか？�

　ウェブ上で取引を行う場合には個人情報漏洩の危険性が考えられますし、商取引を行っていない場合でも

ページを改ざんされてウイルスを埋め込まれたり、サイバー攻撃の踏み台にされることが懸念されます�

　そんな不安をかかえる方は、愛知県警が提供するサービスにより脆弱性を�

無料で診断してもらえます。�

　ホームページを公開している方は、この機会に診断を受けてみてはいかが�

でしょうか。ご希望の方は下記までご連絡をお願いします。�

◎犬山商工会議所　中小企業相談所　ＴＥＬ0568－62－5233豎�

◎愛知県警察本部　サイバー犯罪対策課　ＴＥＬ052－951－1611豎（内線 3333）　担当者　中島�

事業者向けホームページ脆弱性診断《無料》�事業者向けホームページ脆弱性診断《無料》�
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　日本を代表する温泉地の一つ、静岡県熱海市が注目され
ています。２０年以上にわたって減り続けていた観光客の
数が、ここ数年Ｖ字回復を見せているのです。市の中心に
ある商店街の熱海銀座では３０店舗のうち空き店舗が１０軒
ほどありましたが、現在は１～２軒を残すまでに復活して
きました。若者が行列をつくるスイーツの店やカフェもで
きて、まちは活気を取り戻しつつあります。ここ３年ほど
の復活ぶりを「熱海の奇跡」と呼ぶ人もいます。�
　先日、熱海市の齊藤栄市長に復活の理由を伺いました。
齊藤氏が市長に就任した２００６年には市の債務が数十億円
もあり、税収も減少傾向で夕張市のように破綻寸前でした。
市庁舎の建設を先延ばしし、公共料金を値上げするなど、
数年かけて支出を抑え収入を増やす策を取ったのですが、
それだけでまちが活気を取り戻したわけではありません。
　イベントは一時的に集客できますが、スタッフは疲弊し
て持続的なにぎわいにはつながりません。それまでのイベ
ントに頼っていた集客策を持続的なプロモーションに変え
ました。しかもターゲットを東京在住の２０代の女性に絞
りました。メディアに積極的に働き掛けて露出を増やし、
若い女性の来訪が増えた結果、シニアもファミリーもそれ
に引っ張られるように話題の場所・熱海を訪れるようにな
りました。ただ、ＰＲで集客したとしても、受け皿になる
地域のサービスや商品などの満足度が低いと、リピーター
獲得にはつながりません。新しい名物商品の開発やブラン
ド化に着手し、従来からある観光名所などの地域資源も世

界基準の視点で使い勝手や魅力をチェックし直しました。�
　一番大きいのは役所の職員や商工会議所、さまざまな事
業者も含め市民が「熱海はこのままではいけない」という
危機感を持ったことだと齊藤市長は言います。�
　「カネもない」「人手もない」「でもこのままではダメ
だ」。熱海と規模は違っても、同じ悩みを抱える地域や事
業者は多いと思います。熱海の例に倣えば、盧現状のビ
ジネスの運用面の無駄や切れるしがらみをチェックする。
盪この先自分のビジネスを支えてくれるコアになる顧客
は誰か再確認する。蘯この人たちに対して満足度の高い
サービスや商品を官民挙げて用意する。盻この人たちに
向けて持続的に魅力を伝える努力をする。といったことに
なります。�
　「市のために多額の寄付をしてくれる人が現れたり、著
名人が本気で地域再生に協力してくれたりするなど、さま
ざまな幸運にも恵まれました。人口はこの先増えることは
ないでしょう。それぞれやり方は違いますが、その地域に
住んで働くことが幸せだと思ってくれる人を持続的に増や
すことはできると思います」と、市長。ただ一手で良くな
る魔法はありません。きちんと理詰めで地道に手を打つこ
とが結局、成果を上げるための近道なのだと齊藤市長の話
を伺って強く感じました。�

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所�
上席研究員　渡　辺　和　博�

「活気を取り戻した�
　　　　熱海の方法論から学ぶもの」�
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ハローワーク犬山障害者求職者情報 �
◎情報掲載者と面接等を希望される事業所の方は、ハローワーク犬山（求人・専門援助部門　担当　大久保・立澤
　Ｔｅｌ ０５６８－６１－２１８７）までご連絡ください。　　      �
◎ハローワークでは随時紹介を行っていますので、記載されている求職者がすでに就職している場合がありま
　す。その際にはあしからずご了承ください。 �

１ 身体 ２級 上肢機能障害 江南市 事務作業 事務（１０年）製造（８年）    �

２ 知的 Ｂ   江南市 清掃作業 軽作業（１４年）    �

３ 精神 ２級  江南市 営業 企画（２０年）、管理（７年）    �

４ 精神 ３級  扶桑町 製造業 検査（１年）、清掃（３年）    �

５ 精神 ３級   江南市 事務作業 事務（８年）    

番号� 障　害� 程度等� 障害内容� 住　所� 希望職種� 経験した仕事（経験年数）�

平成３０年１２月受付�

※お手許に到着するまでにあっせん済みとなることもありますのでご了承ください。�
※受発注情報について、インターネットで即座に知ることができます。アドレスhttp://www.aibsc.jp/

受
注�

受発注情報� お問い合せ、ご希望の方はご連絡ください。（公財）あいち産業振興機構　経営支援部取引振興グループ　蕁（０５２）７１５‐３０６８�

案件番号�
所在地�

資本金�
（万円）�

従業員�
（名）�加工内容� 受　注　余　力　設　備� 能力及び企業特徴�

４３３０６９�
犬山市� ８�穴明け、ねじ切り、�

組付け、バリ取り�
ボール盤　７台、タッピングセンター　４台、�
エアー・電気ドライバー、グラインダー� 女子主体の軽作業得意。�１００�

４３５２０４�
守山区� １３�試作品、設備部品の�

板金、溶接�

３次元・２次元レーザー加工機、３次元・２次�
元ＣＡＤ、油圧プレス、ブレーキプレス、溶接�
設備一式�

多品種小ロット及びユニット・�
複合加工可能。�４００�

４４１９８９�
瀬戸市� ２２�段ボール加工・梱包�

請け負い�

オートスリッター（断裁）、プリンタスロッタ�
ー（２ライン）、オートグルアー、２面接ぎオ�
ートステッチャー　他�

多品種小ロット即納対応。�１５００�

４３３１２５�
北名古屋市� ２０�樹脂加工� １００トン～５５０トンまで９台�

インサート成形、ミラストマー�
関係実績あり。車部品以外にも�
取り組みたい。�

３００�

４４２２２９�
小牧市� ７�切削加工、溶接、�

塗装�
ＯＫＫ：ＶＲ７６Ｒ�
東芝：ＢＴＤ-２００ＱＨ�

切削加工、短納期に対応してい�
ます。�５０�

４３５９２６�
南区� １１�板金・製缶・電気�

シャーリング、プレスブレーキ、セットプレス、�
ターレットパンチプレス、アイアンワーカー、�
コーナーシャー、フライス盤、旋盤、メタル切�
断機、帯鋸切断機、ボール盤、三本ローラー、�
スポット溶接機、アルゴンＴＩＧ溶接機、Ｃｏ２溶接機�

専用機関連板金・機械加工の部�
品の製作、安全カバーの設計か�
ら設置までできます。ユニット�
組付できます。（短納期・単品�
製作対応可能）�

９００�

○１２月の全産業合計の業況ＤＩは、▲１５.７と、前月から▲０.８ポイントのほぼ横ばい。建設業や設備投資に加え、自
動車や産業用機械関連が堅調に推移する状況が続いているほか、インバウンドを含む冬の観光需要の増加を指摘する
声も聞かれた。他方、人手不足の影響拡大や原材料費の上昇、根強い消費者の節約志向が引き続き中小企業のマイン
ドに影響を及ぼしており、業況改善に向けた動きには足踏み状況が見られる。�

業況ＤＩは、横ばい圏内の動き。先行きも不透明感から、慎重な見方変わらず�

業況ＤＩ（前年同月比）の推移�

全 産 業 �

建 設 業 �

製 造 業 �

卸 売 業 �

小 売 業 �

サービス業�

▲１６.７�

▲１１.５�

▲１１.５�

▲１８.８�

▲２９.０�

▲１３.６�

▲１４.８�

▲ ８.１�

▲１１.４�

▲１６.１�

▲２７.７�

▲１１.７�

▲１５.１�

▲ ５.２�

▲１１.４�

▲１９.０�

▲３０.１�

▲１０.９�

▲１６.０�

▲ ７.６�

▲ ９.６�

▲１７.８�

▲３１.４�

▲１３.９�

▲１７.２�

▲１０.７�

▲１０.２�

▲２４.９�

▲２９.３�

▲１５.２�

１８年�
７　月� ８　月� ９　月�

▲１４.９�

▲ ９.９�

▲１０.２�

▲ ９.３�

▲２９.２�

▲１３.２�

�
１１　月�

▲１５.７�

▲ ８.１�

▲ ９.７�

▲１７.１�

▲３１.６�

▲１２.４�

�
１２　月�

�
１０　月�

先行き見通し�
１～３月�

※「先行き見通し」は当月に比べた向こう３カ月の先行き見通しＤＩ�

※ＤＩ…Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ Ｉｎｄｅｘ（景気動向指数）�

ＬＯＢＯ調査１２月分結果�
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レンタル着物着物�レンタル着物�

ＴＥＬ：０５６８－６５－１３６６�
愛知県犬山市犬山字寺下３１１�
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｃｌｕｂｓｅｒｉｎａ.ｃｏｍ�

携帯：０９０－３１５２－８５８５�
愛知県犬山市東古券５８�
ｈｔｔｐ：//ｉｎｕｙａｍａ.ｇｒ.ｊｐ/ｆａｃｉ�
ｌｉｔｙ/ｆａｃｉｌｉｔｙ-４４４７２�

科学技術図書館ほか特許関連機関併設�

［テクノプラザ］にあります�

前田特許事務所�
弁理士　前田　勘次　　弁理士　大矢　正代�
弁理士　前田　悠太�

岐阜県各務原市テクノプラザ１丁目１番地�

ＴＥＬ０５８‐３７９‐２７１８ ＦＡＸ０５８‐３７９‐２７１５�

Ｎ� 至関�

至一宮�至江南�

テクノ�
プラザ�

関�

岐阜�
各務原�

至�
美濃加茂�

江南・関線�

江南・関線沿い�

Ｒ２１�

東
海
北
陸
自
動
車
道�

IC

IC

前田特許�

●特許 ●実用新案 ●意匠 ●商標 ●サービス�
　　　　　　　　　　　　　　　　　マーク�☆お気軽にご相談下さい�

株式会社バ ン ノ�
プロパンガス�

犬山寂光院�

ファッションきもの�

本部〈〒４８４－００８６〉犬山市松本町2-63�
蕁0568-62-3858  FAX0568-62-8737

■ ア ピ タ 小 牧 店 2Ｆ　蕁0568-75-9883

社長　日比野 良太郎�

■ 犬山駅東キャスタ 2Ｆ　蕁0568-62-6213�

■ 名鉄小牧ホテル 1Ｆ　蕁0568-75-9565�

■ ア ピ タ 知 立 店 1Ｆ　蕁0566-83-8120�

■ ア ピ タ 大 口 店 2Ｆ　蕁0587-95-8748�

■ アピタ各務原店 2Ｆ　蕁058-370-9882

所得税及び復興特別所得税、贈与税の申告と

納税は3月15日贔まで、消費税及び地方消

費税の申告と納税は4月1日贐まで�

申告と納税は正しくお早めに！！�

－ 小牧税務署からのご案内 －�
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０
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（
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費
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融資制度の貸付金利のお知らせ�平成３１年１月２３日現在�

※必ず事前に予約をお願いします。�
※場所はいずれも犬山商工会議所会館です。 �
※相談料無料、秘密厳守。�

専門家による各種相談室のご案内�
☆定例で開催する相談室　※開催日時はいずれも予定です。�

☆随時開催する相談室　※申込み事業所のご都合にあわせ開催日を決定します。�

小規模企業等振興資金�日本政策金融公庫�（国民生活事業）�
制度名�融 資 額�資金使途�期間及び利率� そ の 他�

通常資金�

〔振〕�

５,０００万円�

以内�

運転資金�

設備資金�

運転資金�

設備資金�

3年以内　年１.３％�
5年以内　年１.４％�
7年以内　年１.５％�

２,０００万円�

以内�

小口資金�

〔振小〕�

●担保・保証人�
　個人：原則不要�
　法人：原則代表�
　　　　者のみ�

●信用保証料�
　　　助成制度�
　５００万円以内�
　　全額補助�
　５００万円超�
　　５０％�
　　補助あり�

●利子補給�
　５００万円以内�
　６ヶ月�

3年以内　年１.１％�
5年以内　年１.２％�
7年以内　年１.３％�

3年以内　年１.１％�
5年以内　年１.２％�
7年以内　年１.３％�

●別途信用保証�
　料が年０.３８％�
　～１.８３％加算�
　されます�

3年以内　年１.３％�
5年以内　年１.４％�
7年以内　年１.５％�
１０年以内　年１.６％�

日本政策金融公庫融資制度　利子補給補助金のご案内�無担保・無保証人の公庫特別貸付とマル経融資の一本化のご案内�
マルケイ及び新創業融資制度について、融資期間３年以上、�
５００万円以下の事業資金をご利用いただいた場合、６ヶ月分�
の利子補給が受けられます。�

日本政策金融公庫の普通貸付（マル普）および特別貸付の既存融資のうち、元金残高が�
３００万円以下であって、無担保無保証人融資を適用している債権について、マル経融資に�
よる借替が認められることとなりました。詳しくは、事務局までお問い合わせください。�

１３日�

１３日�

－�

２月�

１３日�

１３日�

８日�

３月�

１０日�

１０日�

－�

４月�

８日�

８日�

１０日�

５月�

１２日�

１２日�

－�

６月�

１０日�

１０日�

１２日�

７月�

金　融　相　談�
（日本政策金融公庫）�

開催日：毎月第2水曜日　１３：３０～１５：３０�
相談員：日本政策金融公庫一宮支店　融資担当者�

金　融　相　談�
（愛知県信用保証協会）�

開催日：毎月第2水曜日　１３：３０～１５：３０�
相談員：愛知県信用保証協会　担当者�

法　律　相　談�開催日：奇数月第2金曜日　１３：３０～１５：３０�相談員：弁護士　藤井成俊　氏�

健　康　相　談�
※メンタルヘルス（心の健�
　康）相談は、直接の来館�
　相談も可�

経営指導員による各種ご相談は随時受け付けています。お気軽にご利用、ご相談ください。�

経営相談�
・経営診断�

相談員：当所正副会頭・経営コンサル�
　　　　タント・中小企業診断士など�

税務相談�
相談員：東海税理士会小牧支部所属�
　　　　税理士�

下請取引�
斡旋相談�

相談員：譛あいち産業振興機構下請斡旋�
　　　　担当者�

労務対策�
相　談�

相談員：愛知県社会保険労務士会�
　　　　尾張支部会員�

特許・発明・�
知的財産相談�

相談員：弁理士　前田勘次　氏�

法人・不動産�
等登記相談�

相談員：犬山商工会議所登録司法書士�

ホームページ�
作成支援相談�

相談員：犬山商工会議所登録専門相談員�
（相談２回まで会員は無料・３回目以降�
　は実費）�

相談員：東海税理士会小牧支部所属�
　　　　税理士�

消費税転嫁�
対策相談�

制度名�融 資 額�資金使途�期　間� そ の 他�

マルケイ�

普通貸付�
マルフ�

運転資金�

設備資金�

７年以内�

１０年以内�
年１.１１％�

わん丸�
セーフティー融資�

２,０００万円�
　　以内�

運転資金�
設備資金�

無担保�
会員に限る�低金利（固定）�

原則�
無担保�
※有担保の場�
　合は、金利�
　の優遇措置�
　があります�

４,８００万円�
　　以内�

運転資金�５年以内�７年以内�

新創業�
３,０００万円�
　　以内�

２,０００万円�
　　以内�

設備資金�１５年以内�

４,８００万円�
　　以内�
　　＋�
７,２００万円�
　　以内�

設備資金�
＋�
特定�

設備資金�

５年以内�
１０年以内�
１５年以内�
２０年以内�

無担保�
無保証人�
利子補給�
５００万円以内�
６ヶ月�

運転資金�５年以内�

基準利率�
年�
１.８１％～�
※１.１６％～�

年�
２.３６％～�

お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる�
利率が適用されます。　　TEL0586ー73ー3131

※運転資金は�
　１,５００万円�

利　率�

開催日：平成３１年�
　　　　３月１５日　１４:００～１６:００�
相談員：尾張北部地域産業保健センター尾北医師会 会員医師　小林　　武 氏�


