
目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員加入促進キャンペーンご協力を

①紹介いただいた会員へ　
⇒入会手続き完了後、１ 件につき 1,000 円分の商工会
議所サービス利用券（商工会議所のセミナー、視察研
修、会報広告掲載、新年賀詞交歓会等で利用可）進呈。
ただし、事前に紹介先事業所へ入会に関する話を通し
ていただくことが条件。 ５件以上紹介の場合、会頭感
謝状＋5,000円分の商工会議所サービス利用券を贈呈。
②紹介により入会された事業所へ⇒加入金 5,000 円を免除
③所属組織の運営支援として
⇒紹介１件につき 4,000 円の報奨金を支部・青年部・女 
性会いずれかの紹介団体へ交付

問合せ：大府商工会議所　総務・会員サービス課　
電　話：0562－47－5000

キャンペーン期間の紹介・入会特典
（平成27年3月加入分まで）

会員加入目標数

200

平成26年9月末会員総数

1,596

平成26年度大府商工会議所

4～9月加入者数

目標達成まで

47

153

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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第45回大府市産業文化まつり
健康おおぶを 世界に発信！

１０月２５日（土）、１０月２６日（日）開催!

大府ブランドを世界に！
会議所花壇のマリーゴールド

ウェルネスバレーフェスタ開会式

会
員
の
広
場

　昨年９月、共和駅近くにアーユルヴェーダ＆ヘナサロンを開業し１年が経ち
ました。これまで美容師、ブライダル講師、ビューティーアドバイザー、セラ
ピストなどの経験を経て「美と健康」を目的に勉強をし、インド、スリランカ
の伝統的な医療法のアーユルヴェーダに出会いました。リラクゼーションだけ
でなく、健康維持や若返りを目指し、皆様に幸せになって欲しい、至福な時間
を感じて欲しいと思っています。また、アーユルヴェーダに興味を持って頂き
たくスクールも行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Shanti³ （㈱八栄）

アーユルヴェーダが受けられるプライベートサロン

●住　所／大府市共和町 2－18－8共和プラザビル 1Ｆ
●TEL 0562－85－2784
●定休日／不定休
●営業時間／ 10:00 ～ 21:00　最終受付 17:00

鈴木 花奈

あいち健康プラザ
所長　安藤 暢章

　今年の7月に所長に就任いたしましたトヨタエンタプライズの安藤でございま
す。よろしくお願いいたします。愛知県健康づくり振興事業団様との共同運営を
2011年よりスタートしておかげさまで現在4年目に入りました。”すべての県民に
健康を”の理念に基づき地域の皆様に愛される施設を目指し館員一体となり努力
していきます。今後ともあいち健康プラザをよろしくお願いいたします。

健康づくりの総合拠点として、情報発信します。

●住　所／知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1-1
●TEL 0562－82－0208　　
●休館日：月曜日（あいち健康の森プラザホテルは除く。なお、
　　　　　　　　　　　　 月曜日祝日の場合は翌日以降の最初の平日）
●営業時間：9：30～ 17：00
●駐車場：有り

●アクセス
JR東海道本線・大府駅より
徒歩 30分　知多バス大府駅
西口バス停より
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期間：平成26年7月9日～9月9日

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　16 事業所の加入が承認されました（詳細は
下段をご覧ください）。

議案第２号　大府市行政にかかる要望（案）
　　　　　　について
　各部会、支部、委員会から提出された要望
をとりまとめ９つに分類し、それぞれに最重
要項目を明確にした要望書を提示しました。
その後、９月１９日（金）に大府市長及び大
府市議会議長に提出予定である旨説明を行な
いました。要望の詳細は、７頁～ 11 頁に掲載
していますのでご覧下さい。
　続いて、大府市に提出する平成 27 年度補助
金等要望書の内容について説明を行いました。

議案第３号　反社会的勢力に対する基本方針並び
　　　　　　に誓約書（案）について
　当所は、地域総合経済団体としての社会的
責任を自覚し、健全な地域経済活動の発展の
ため、反社会的勢力の要求に応じず、その介

入を許さない強い意志を表明するとともに、会
員加入時には「反社会的勢力ではないことの表
明・確認に関する誓約書」の提出を求めること
について説明を行ないました。

議案第４号　第 45 回大府市産業文化まつりの
　　　　　　概要並びに予算（案）について
　10 月 25 日、26 日に行われる大府市産業文化
まつり（テーマ「健康おおぶを 世界に発信！」）
について、行事計画、会場レイアウト（飲食・
物販・イベントに分類）及び収支予算（案）の
説明を行いました。

一部修正のうえ４議案とも可決されました。

報告事項
①会員の脱退並びに変更について
②９月 21 日ウェルネスバレーフェスタについて
③風車キャンペーン結果について
④ホームページリニューアルについて
⑤地域開発委員会報告について
⑥９月・10 月の行事予定について

第3回定例常議員会

～平成26年度　新入会員　よろしくおねがいします～

9月 10日（水）　於：当所３階大ホール　 時：14：00～15：40

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事業所名 代表者 住　所 業種・取扱い商品
ＳＫクレーン
ドッグハウスペティー
㈲千寿
㈱八栄（シャンティ）
愛知県建設組合連合大府支部
合同会社農力向上研究所
㈱SOCIO
㈱グランドボウル
㈱山田産業大府店
ＭＴＦ
祥栄重機
㈱愛知商会
日総電設
ＲＳ電装
くろまる家

鈴木　健治
花井　真美
村井　淑子
 鈴木八知代
新美　和広
鬼頭　　剛
染川　浩志
青山　浩章
山田洋二朗
符田　　隆
西川　昭彦
清水　信年
西坂　亮二
両井　駿吾
黒田　悦靖

安城市
吉田町
半月町
追分町
長根町
名古屋市
名古屋市
名古屋市
追分町
東海市
月見町

知多郡東浦町
東海市
知多市
江端町

機械器具設置工事業
他に分類されないその他の生活関係サービス業
その他の一般飲食店
美容業
事業協同組合
野菜小売業
印刷業
ボウリング場
鉄鋼卸売業
一般電気工事業
他に分類されない職別工事業
プラスチックフィルム、シート製造業
一般電気工事業
一般電気工事業
酒場、ビアホール

（敬称略）

※加入件数は 16件ですが、1事業所については、希望により非掲載としています。    

代表取締役会長／坂野俊直さん
　大府商工会議所会員組織委員会委員長
撮影場所／大府商工会議所
事業所住所／大府市桜木町三丁目50番地
TEL ： 0562-47-3331
今年で会場40周年。気軽にご利用いただける
ショートコースゴルフ場・ゴルフ練習場です。

今月の表紙／大東興産株式会社 名南カントリークラブ

CONTENTS

CALENDAR
商工会議所行事予定 ※変更の可能性があることをご了承ください。

10月　October  
 2 日（木） おおぶ社会人学舎
  （16:00 ～ 当所 3階大ホール）
 3日（金） 本支部連絡会議
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 4 日（土） 実践創業塾
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 7 日（火） ふるさとガイドおおぶ定例役員会
  （9:30 ～ 当所 2階会議室）
 8 日（水） 住宅修繕相談（13:00 ～当所 1階相談室）
  ウェルネス開発研究会
  （15:30 ～当所 2階会議室）
 11日（土） 実践創業塾
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 12日（日） ふるさとガイドおおぶ定例会・委員会
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 15日（木） ふるさとガイドおおぶ定例会・委員会
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 17日（金） 正副会頭会議
  （7:30 ～当所 1階会議室）
  ウェルネスバレーセミナー
  （13:30 ～当所 3階大ホール）
 18日（土） 実践創業塾
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 20日（月） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
 21日（火） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 22日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～当所 1階相談室）
  シニアマーケット攻略セミナー
  （14:00 ～　当所 3階大ホール）
 25日（土） 第 45回大府市産業文化まつり
  （9:30 ～大府市民体育館周辺）
 26日（日） 第 45回大府市産業文化まつり
  （9:30 ～大府市民体育館周辺）

11月　November
   2 日（日） 珠算・暗算検定、段位認定試験
  （9:00～ 当所3階大ホール及び2階会議室）
 4 日（火） ベトナム経済産業視察研修事前説明会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 7日（金） Jimdo ホームページ作成セミナー
  （15:00 ～ 当所 3階大ホール）
 8日（土） 実践創業塾
  （9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 9日（日） ふるさとガイドおおぶ定例会・委員会
  （9:30 ～ 当所 2階会議室 )
 12 日（水） 正副会頭会議
  （11:30 ～ 当所 1階会議室）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  常議員会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
 16日（日） 日商簿記検定試験
  （9:00 ～当所 3階大ホール及び2階会議室）
 17日（月） まちづくり検討委員会
  （10:00 ～当所 3階大ホール）
 18日（火） 定例金融相談・1日公庫
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  ベトナム経済産業視察研修（出発）
 21日（金） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 22日（土） モニターツアー講演会
  （10:30 ～ 当所 2階会議室）
 23日（日） 福祉住環境コーディネーター検定試験
  （10:30 ～ 当所 3階大ホール）
  ベトナム経済産業視察研修（帰国）
 26日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）

 3 第３回定例常議員会
  新入会員の紹介
　　　　
 4 第８回臨時議員総会
  会員加入推進決起集会・研修会
　　　　
 5‐6 会議所だより
  創業支援セミナー　
  大府支部　第８回親睦ボウリング大会
  横北支部　第９回月見の会
  まちづくり検討委員会視察研修（柏市）
　　　　
 7‐11 「大府商工行政等に関する要望書」提出
 
 12 ウェルネスバレーフェスタ

 13 講習会・イベントのご案内
  第４５回大府市産業文化まつり
  シニアマーケット攻略セミナー
  Jimdoホームページ作成セミナー

 14 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  反社会的勢力に対する基本方針
  おおぶふれあいゼミナール冬講座開催店募集
  あいちワークライフバランス推進運動
  愛知県最低賃金時間額 800円に改正

 15 ＬＯＢＯ調査報告        
　　　　　　　　　　　　　　　　　  
  マル経資金を活用しませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 16 会員の広場
  Ｓｈａnti3（㈱八栄）
  ㈱トヨタエンタプライズ（あいち健康プラザ）
　　　
  会員加入促進キャンペーンにご協力を！



造園・緑化工事のご相談なら

大府市修景協会
大府修景建設㈱
大府市桃山町2-69

☎0562-48-1114

大府造園土木㈲
大府市半月町3-184-3
☎0562-46-2837

冨 田 造 園㈱
大府市共栄町4-3

☎0562-46-1128

坂　田　造　園
大府市共和町1-7-16
☎0562-46-4566

㈲知北グリーンサービス
大府市桜木町5-287
☎0562-48-5755 ㈱JAやすらぎセンター

0120-79-7900

JA葬祭
家族葬から社葬まで

真心で
お手伝いします。

どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。無料でお見積もりいたします。

愛協産業株式会社 建設部
●電話：0562-48-5531（鈴木・太田）
●住所：大府市共栄町七丁目1番地の1
●建設業許可：愛知県知事（特22）第43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い21）9446

あらゆる自宅の困りごとに
リフォームを提案させていただきます！

玄　関 キッチン トイレ お風呂 洗面所

防犯・防災介　護 内　装 屋根・外装 外構・植栽

愛三工業株式会社（東証一部上場）の子会社です

貴店の売上アップ、集客率アップにお役立てください。

〈本社・工場〉〒476‐0002　東海市名和町２番割上52の１
ペコロス編集部お問い合せ TEL〈052〉601‐2440

(代)

◎発行部数
　99,000部
（35号実績）

いろんな
お店の情報を
楽しもう！

無料アプリ
「ココアル」を
ダウンロードして

〈食べる楽しみ、集うよろこび〉
ラーメン・ギョーザ・海老チリからおすし・会席料理・
うなぎ料理等おいしいお料理をご用意しています。

宴会に、各種お集まりにご利用ください。
やさいや みかどもよろしくお願いします。

和食・すし・中華
あじざんまい

味三昧

JR大府駅より徒歩3分

大 府 市 中 央 町 四 丁目3 3 番 地
T E L .0 5 6 2 - 4 8 - 0 2 2 0
FAX .0 5 6 2 - 4 6 - 8 8 1 2

http://www.medias.ne.jp/~mikado/
http://ameblo.jp/yasai--ya/　　　 

【営業時間】
AM11：00～PM1：00
PM  5：00～PM9：00
【定休日】　月曜日

0120-48-0220フリーダイヤル

～会員加入を促進し、加入成約率アップにつなげるスキルを学ぶ～
9月10日（水）　於：当所3階大ホール　時：16：00～17：00

会員加入推進決起集会・研修会

4 5

　当所の会員数は、平成 14 年４月設立時の
1,979 会員（組織率 66.9％）から、平成 26 年
６月時点では、1,582 会員（組織率 56.3％）と
減少しています。
　この現状を打破するためには、会議所会員及び
組織が一丸となって、組織率の向上に取組む必要
があります。その一環として、この度、会員加入
推進決起集会及び研修会を実施しました。
　本会では、商工業者を取り巻く現状と課題及び
効果的な会員増強の仕組みづくりについて、仙台
と東京商工会議所等にて会員増強事業の実績を上
げている田中 覚氏（ブラフマン・アンド・エス㈱
代表取締役Ｃ.Ｅ.Ｏ）より、ご指導をいただきました。

　まず、商工会議所について正しい認知をしても
らうと同時に自身も事業者から見た捉えられ方を
知ること、そして、事業者が得られる「間接的価値」
（政策提言・地域振興活動）と「直接的価値」（各
事業メニュー・地域振興活動）を伝えることが大
切とのお話には、「なるほど」と納得させられまし
た。
　参加者一同、決意
をあらたに会員増強
に取組んでまいりま
すので、皆様のご理
解とご協力をお願い
します。

９月10日（水）　於：当所３階大ホール　時：15：45～ 15：55
第８回臨時議員総会

議案第１号　第６期常議員の補欠選任（案）について
常議員に欠員が生じたため、次の者を選任することが提案され可決されました。

審議事項

常議員
井上　弘之

愛三工業㈱
執行役員総務人事部長

【交代理由】
　前任者古田祐二氏との、内部異動による交代

常議員
神谷　恵美子

㈱八神
取締役員

【交代理由】
　前任者神谷紘正氏との、内部異動による交代

▲最後に皆で「頑張ろう！」三唱

会議所だより ～部会・委員会・支部・講習会･イベント等のご報告です～  

創業支援セミナー
8月23日（土） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　 時：14:00～16:00

　これから創業
を考えている方
などを対象に
「創業支援セミ
ナー」を開催し
ました。講師は
ＭＡＣコンサル
ティンググルー

プの税理士 近藤厚志氏が務め、「創業の基礎知識と
ビジネスプランの立て方」をテーマに、創業の基礎知
識から信頼される創業計画づくりについて説明をし
ていただきました。
　創業前のチェックポイント、個人と法人の違い、届
出などの必要手続き、従業員募集･採用の注意点な
ど多岐に亘る内容でした。また、金融機関から融資を
受けるに当たって必要となる創業計画書の作成につ
いても事業構想の立て方、売上計画の立て方、必要
資金の計画などビジネスプランの作成手法について
学びました。第二部では、愛知県信用保証協会の総
合相談室担当者より、計画的な資金調達について県
の融資制度などついて具体的な説明をしていただ
きました。
　今回学んだことを参考に、計画した事業を立ち上
げ、夢を実現させていただきたいと思います。

大府支部　第８回親睦ボウリング大会
8月26日（火） 於：名古屋グランドボウル
 時：19:00～20:30　　　

　大府商工会議所大
府支部は、恒例の親
睦ボウリング大会を
開催しました。
　老若男女５６名が、
熱戦を繰り広げた結
果、㈱花井組の平井公夫さんが接戦を制し、見事、優
勝を勝ち取りました！賞品は、ネスカフェバリスタで
した。おめでとうございます。２位は成重直季さん
（半田信用金庫大府支店）、３位は、深谷信彦さん（㈲
はんの伊藤）でした。

横北支部　第9回月見の会
9月20日（土） 於：至学館大学駐車場

 時：17:30～20:00　 

　横北支部の役員が料
理の腕を振るい、焼きそ
ば・焼肉・フランクフルト
等を参加者の皆様に提
供しました。残念ながら

お月様は不参加となりしたが、家族、仲間、事業所間
の交流を深めることができました。毎年、お世話に
なっている地域内の国会議員、県会議員、市議会議
員・大府市の関係職員の方々にも多数ご参加いただ
き、談笑しながら地域の声を「生」を伝えています。
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会議所だより ～部会・委員会・支部・講習会･イベント等のご報告です～  

まちづくり検討委員会視察研修
（千葉県柏市）　

　当所地域開発委員会は、国の補助金「地域内資金
循環等新事業開発検討事業」を得て、新たに「まちづ

くり検討委員会」（委員長：花井宏基氏／㈱花井組）
を設置し、「大府市中心市街地再開発の検討」を図る
ため、まちづくりの先進地、千葉県柏市にある柏の葉
アーバンデザインセンターと柏商工会議所を視察し
ました。

①柏の葉アーバンデザインセンター視察
８月２５日（月） 時:13:00～16:00
　「柏の葉キャンパス駅」周辺は、首都圏新都市鉄道
つくばエクスプレスの開業に伴い、柏市（人口４０万人
の中核都市）柏駅（JR常磐線）に次ぐ第2の開発拠点
地域（柏市北部地域）として位置づけられています。
　柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）では、
染谷康則ディレクターより、柏の葉まちづくりの基本
的な考え方について説明いただきました。柏の葉で
は、従来の行政中心ではない新しいまちづくりの方

法と仕組みを構築しており、公（千葉県、柏市）・民（企
業、市民）・学（東京大学、千葉大学）が連携した、先進
的なマス・コラボレーションによるまちづくりに取り
組まれていました。
　また、形成されている街に目を向けると、街のいた
る所に木や花が見受けられるなど、自然環境への配
慮が感じられ、自然豊かで住みたくなる街との印象
を受けました。

②柏商工会議所視察
８月２６日（火） 時:10:00～12:00
　柏商工会議所（会頭：寺嶋哲生氏）では、柏駅（JR常
磐線）周辺の中心市街地のまちづくりについて、この
地域のまちづくりの先導者である石戸新一郎氏（商
店街振興組合柏二番街商店街 理事長、元柏商工会議
所まちづくり委員長）他より説明いただきました。
　柏駅前は、昭和４８年に日本で初めて中心市街地活
性化事業の認定を受け、全国初のダブルデッキ（ペデ
ストリアンデッキ）と商業ビル建設により、新たなまち
づくりが行われました。その後も「上質な時間に出会
える街・おしゃれな街」づくりを目指し、年間２０回以上
のイベントを行政と連携しながら、ソフト、ハード事業
が一体となった事業展開をしてきました。
　まちづくりを進めるには、外部からの吸引人口を
受け入れることが重要であると気づき、市民参加の
ボランティア活動を中心にイメージアップに取り組
んできたことが印象的でした。
　本委員会では、この視察研修を参考に、今後の大
府市のまちづくりに活かせるよう検討して参ります。

たよられるあなたに、たよれる安心を
【経営者医療共済】
　 ケガも病気も安心の
　　　　　　 入院1日2万円！
　 掛金そのままで、
　　 満80歳まで末永く補償！

愛知県中小企業共済協同組合
お問い合わせは
お気軽に！ 0120-00-9967

講習日程その他詳細は、ホームページもしくは電話でお尋ねください
http://www.toyota-shokki.co.jp/
             TEL 0562-48-9741   FAX 0562-48-9742

豊田自動織機  技能講習 検索

〈愛知労働局長登録教習機関〉
　㈱豊田自動織機　技術技能ラーニングセンター
　〒474-0035　大府市江端町3丁目217番地（JR大府駅西出口から徒歩5分）                 

フォークリフト
　　　　運転資格取得      
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⑤都市計画道路柊山大府線の早期整備
⑥瀬戸大府東海線、横根町後田交差点への右折信号機の
設置
⑦国道 366 号午池南交差点への右折帯及び右折信号の設
置
⑧東海有松線の梶田町一丁目交差点への右折車線の確保
による渋滞緩和
⑨県道長草東海線への待機場所の設置又は都市計画道路
荒尾大府線の県道東海緑線結節点西側の早期整備
⑩市道井田辰池線 (愛知用水橋脚を含む )の拡幅
⑪大府駅東側中央分離帯の撤去

 

（1） ウェルネスバレー構想の周知と実施計画の策定、整備
　推進
　ウェルネスバレー構想の実現については、平成 21 年
に基本計画の策定後、実施計画が未だ策定されておりま
せん。事業の実施には、実施計画の策定が必要条件です
ので、早急の策定を要望いたします。なお、商工会議所
としても、25 年度より東浦町商工会とともにウェルネス
バレー推進会議を発足させ、事業構想や事業展開につい
て議論を行っており、さまざまなイベントを通して、ウェ
ルネスバレー構想の認知度ＵＰに務めております。今後
のウェルネスバレー構想の周知と実施計画に基づく着実
な事業の実施を要望いたします。

（2）健康都市大府の知名度を上げるための健康に関する世
　界会議の誘致や大規模国際イベント等の開催
　あいち健康プラザを中心とした他地域には見られない
健康関連施設の集積があります。これらの施設を活用し
た世界会議や国際的イベントを誘致し、健康都市大府の
知名度アップと共に経済波及効果の高い、観光を積極的
に創出し、地域の活性化を推進していただきますよう要
望いたします。

（3）薬草園の整備推進と運営支援
　来年度あいち健康の森公園に薬草園が開園いたします。
開園後については、地元の意向が反映されるよう、市と
しての運営支援を要望いたします。

（4）大府駅西からあいち健康の森公園を結ぶ動線、面的整備
　大府市の玄関口の一つである「大府駅」と健康都市大
府のシンボルでもある「あいち健康の森公園周辺」まで
を楽しみながら安全に歩ける「健康ウォーキングロード」
の整備を要望いたします。

（5）「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」の継続開催支援
　商工会議所では、昨年度吉森支部が夜桜プロジェクト
を開催しました。その他各種イベントと連携し、多くの
観光客を集めることが出来ました。来年度以降も開催を
予定しております。地域住民による大府市の観光の一つ

としてご支援いただきますよう要望いたします。

（6）知多半島サイクリングロードの早期実現
　知多半島サイクリングロードは、大府市を出発点とし
て知多半島をひとつに結ぶ広域観光の要の一つとなるも
のです。あいち健康の森公園を活かした未整備区間の早
期整備について要望いたします。

（7）大府市産業文化まつりの会場移転
　大府市産業文化まつりは、今年で 45 回を数える歴史
ある大府市最大のイベントの一つとして定着しておりま
す。年毎に、商工業者の出展希望が増大してきており、
26 年度については、新たな出店をお断りさせていただい
ている状況です。また、商工会議所では、出店の拡大希
望者の増加により、会場レイアウトに苦慮している状況
であります。年毎に市内商工業者の産業文化まつりへの
関心、熱意の高さが増大してきていることを感じており、
現在の市民体育館での会場では、市内商工業者の力を対
外的に見せる展示場として狭隘であります。また、商工
会議所では、各種イベントにおいて、東浦町と共同開催
を行っております。大府市と東浦町にまたがる健康の森
公園や周辺施設を活用した開催に向け、早急に検討いた
だきますよう要望いたします。

（8）経済特区認定による地域開発　
　ウェルネスバレー構想の具現化及び推進については、
ウェルネス産業の拠点形成が重要と考えております。そ
のためには、法的用件を緩和できる経済特区認定（調整
区域、開発用件の許可等の条件緩和）を要望いたします。

（9）あいち健康の森公園と周辺施設の繋がりを象徴する　
　ゲートづくり
　あいち健康の森公園や周辺施設は、広大で緑豊な公園
でありますが、その範囲や位置を示すゲートやサインが
ありません。景観的に整備し、ウェルネスバレー構想を
意識付けるためにも、象徴的なモニュメント等の整備を
要望いたします。

（10）東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取
　　組み
　2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催
されます。この大会に向けて世界のアスリートが立ち寄
りたくなるような健康拠点としての整備を進め、健康都
市おおぶを世界に発信できるよう要望いたします。

（1）会議所水銀街路灯撤去後の市防犯灯への移行、防犯カ
　メラ設置促進及び助成金の創設　
①商工会議所水銀灯は、老朽化のため撤去せざるをえな
い状況にあります。現在は、市生活安全課との協議を
通じて撤去後の防犯灯への移行を実施していただいて

おりますが、来年度以降につきましても、安心安全の
まちづくりのためにも、市防犯灯への移行を優先的に
継続実施していただくよう要望いたします。
②地域の安心安全対策及び防犯力強化のため、防犯カメ
ラの設置促進及び設置にかかる助成金を要望いたします。

（2）警察力の強化・警察署の誘致促進に係る「誘致計画」
　の作成
　警察署誘致にあっては、誘致計画を作成いただくとと
もに、強力に誘致活動を実施していただくことを要望い
たします。なお、警察署誘致までの間については、現在
の交番相談員の配置やパトロールの強化等を拡充すると
ともに、共和駅西側地区へ交番を設置し、地域の安心安
全の体制づくりを要望いたします。

（3）大東小学校周辺道路の整備
　大東小学校開校に伴い、通学時には、集団で横断する
ため、左折車による交通渋滞や児童が歩道を占拠し、他
の歩行者や自転車利用者との危険な状態が続いておりま
すので、通学専用路の整備を要望いたします。

（4）排水管の埋設にかかる進捗状況の公表
　近年全国的に発生しているゲリラ豪雨は、予想を超え
る雨量により、随所で道路冠水による被害が発生してお
ります。市民生活や商工業者の経営や生産活動への支障
が発生しております。市民や商工業者への被害を最小限
に抑えるためにも、予想される冠水場所や予想か所への
排水管の埋設を要望いたします。
　なお、埋設計画と実施状況を公表していただきますよ
う要望いたします。

（5）交通安全対策
①夜間の歩道への防犯灯などの設置
②通勤時間帯での大型トラックの通行規制
③歩行者の安全確保のための歩道の設置
④生活道路と通過交通道路との区別

（1）大府、共和駅周辺の総合開発と、バランスのとれた商
　業集積並びに大府駅東南部再開発を見据えた中心市街
　地活性化基本計画の策定
　大府市の玄関口である大府・共和両駅周辺地域を総合
的に見直し、商業の集積を図るための再開発が必要であ
ります。他地域からの来客があるような魅力あるまちづ
くりに向け、両駅周辺の再開発について検討いただきま
すよう要望いたします。
　なお、大府市の玄関口の一つである大府駅東南部の再
開発については、市議会のまちづくり特別委員会を核と
して、行政と地域が一体となり、地域の活性化に繋がる
ような魅力あるまちづくりとするため、「中心市街地活性
化基本計画」の策定を要望いたします。

（2）観光協会の機能強化、事務所設置と市観光課の設置及
　び観光ビジョンの策定
　大府市は、健康をキーワードとした観光資源が多くあ
りますが、十分に活用されていない状況にあります。ま
ちづくりの手法の一つとして「健康」に関連して、域外
からの交流人口を増やす「着地型観光」を実施すること
は有効な手段であると思われます。
　このような観光行政の推進には、市観光協会の機能強
化が必要と思われます。そのためにも、観光協会を独立
させ、専従職員を配置するとともに、市に観光協会と協
働して推進する「観光課」の設置が必要と思われます。
また、観光協会が、空き店舗を利用したアンテナショッ
プを開設し、地域情報の発信、地域ブランド商品の販売
など、自主財源確保を実施する体制づくりの構築を要望
いたします。
　また、観光の振興は、「魅力あるまちづくり」と「誇り
が持てるまちづくり」につながり、地域活性化の切り札
として見直されてきております。大府としての魅力の発
信、観光による交流人口の拡大と郷土に誇りが持てる市
民の育成、観光振興を具体的に実行していくためにも観
光ビジョンの策定を要望いたします。
　また、ＪＲ大府駅改札下の空きスペースを使用し、前述
のようなアンテナショップの開設、観光協会の事務所と
して利用できるよう、ＪＲ東海との協議を行っていただく
よう要望いたします。

（3）おおぶ発の観光みやげ、健康関連商品の拠点づくりの
　支援
　大府の健康メニューづくりや健康関連商品などを開発
するとともに、健康を観光資源とした情報発信を強化し、
健康関連商品の拠点づくりとなるよう要望します。

（4）ふるさとガイドおおぶへの支援
　大府商工会議所は、昨年度観光ボランティアガイド養
成を実施し、「ふるさとガイドおおぶ」を設立いたしまし
た。郷土を知り、郷土を愛し、他地域からの来訪者へ大
府の魅力を伝える体制づくりを整えました。来年度以降
についても、「ふるさとガイドおおぶ」への支援を要望い
たします。

（5）大府・共和駅へデジタルサイネージの設置
　大府市の宣伝としてのデジタルサイネージを市の玄関
口である大府・共和駅に設置していだだくよう要望いた
します。

（6）街区公園、ポケットパークの整備活用
　すでに整備を進められた街区公園、ポケットパークや
石ヶ瀬川遊歩道は、ウォーキングなどで多くの方が利用
されています。今後は、利用者が楽しく利用できるように、
木製ベンチやパーゴラ・木立を植えるなどゆとりある空
間を備えた整備を要望いたします。

（7）ため池の魅力ある整備
　大府では、菜の花などを利用したウォーキングが開催

１　土地利用等の見直しに関する要望
　　・工業団地開発と企業誘致
２　幹線道路等の整備促進に関する要望
　　・幹線道路等の整備促進
３　あいち健康の森を活かしたまちづくりに関する要望
　　・ウェルネスバレー構想の周知と実施計画の策定、整

備推進
４　安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備に関す
る要望

　　・会議所水銀街路灯撤去後の市防犯灯への移行、防犯
カメラ設置促進及び助成金の創設

５　市街地の活性化に関する要望
　　・大府、共和駅周辺の総合開発とバランスのとれた商

業集積並びに大府駅東南部再開発を見据えた中心市
街地活性化基本計画の策定

６　意欲ある事業者への支援に関する要望
　　・創業者への金融及び助成金の支援
７　環境対策推進に関する要望
　　・ＣＯ2　削減取り組みにかかる省エネ設備、エコ機器

導入にかかる助成金制度の拡大、拡充
８　大府商工会館等の整備に関する要望
　　・大府商工会館賃貸料の見直し
９　その他の要望
　　・要望の回答内容の実施期日の明記、回答に対する意

見交換会の設定
　　・小規模事業における経営改善普及事業補助金等の

拡充

（1）産業構造の変化に見合った工業団地開発と企業誘致及び
　環境に取組む企業の積極的誘致
　大府市の中小企業は、自動車産業を中心として産業構
造を形成していますが、都市開発の進行により、住工混
在化、工場の狭隘化と分散化が顕著であり、工場の移転、
域内再配置が求められております。また、用途地域の変
更やインフラ整備が課題となっております。
　土地の計画的利用を図り、市街化調整区域の見直し、
産業構造の変化に見合った産業育成のための工業適地の
確保と新たな工業団地の整備並びに積極的かつ戦略的な
企業誘致を要望いたします。
①市街化調整区域の見直しを始めとした土地利用計画の
　抜本的な見直し

②工業適地の確保
③新たな工業団地の整備
④積極的かつ戦略的な企業誘致、とりわけウェルネスバ 
　レーにかかる産業誘致
⑤周辺環境との調和のとれた企業立地
 

（2）工業用地の見直し及び面的整備
　大府市は、第五次総合計画並びに第３次都市計画マス
タープランにより、土地の利用計画を定められています
が、工場立地に際しては、高低差があり現実的に難しい
ところもありますので、実情にあった土地利用計画の見
直しと規制緩和により、工業用地確保に向けて工業ゾー
ン等を追加承認していただきたい。また、用地確保のほ
かに造成費用等の負担が難しい小規模事業者のために工
業用地の面的整備による分譲についてもご配慮いただき
ますよう要望いたします。

（3）統一感をもったまちづくりの推進
　大府市のまちづくりを進めるにあたり、各地域の個性
を活かしながら、統一感をもたせ、街中を循環させる仕
掛けを持ったまちづくりを要望いたします。

　大府市は、名古屋市や知多半島並びに三河地域との接
続点として、伊勢湾岸自動車道、国道２３号、名古屋第
二環状自動車道に加えて知多半島道路のインターチェン
ジが設置されるなど、重要な交通要所となっています。
このような状況から、市内の交通量が増大し、市内各所
で慢性的な交通渋滞が生じております。
　特に、朝の通勤時間帯や夕方の激しい渋滞は、地域の
産業活動のコストアップにつながるとともに、地域住民
の日常生活においても大きな弊害となっております。
　市道の整備については、早急に整備していただくとと
もに、国道・県道の整備については、国及び愛知県に対
して早期実現に向けて強く働きかけていただくよう要望
いたします。
①あいち健康の森までのアクセス道路としての大府東浦
線、健康の森線、養父森岡線の早期整備
②都市計画道路大府東浦線の全線整備、都市計画道路瀬
戸大府東海線の完全４車線化、都市計画道路名古屋刈
谷線・東海有松線の拡幅・改良工事、市内幹線道路の
拡幅工事や改良工事の促進
③都市計画道路衣浦西部線の国道 366 号名古屋刈谷線と
の接続及び有松インターへの延伸
④長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進

平成26年度 されるなど、観光コースとしての模索が開始され始めま
した。この観光コースの途中にある「ため池」は、新た
な観光として来訪される方々へのＰＲポイントとして注
目されるようになって来ました。この観光コースにある
「ため池」を眺める場所づくりや多様な生物の生息を感じ
る場作りとして、また、ため池を保全するためにも個性
あるため池として整備することを要望いたします。

（8）景観整備の推進 (大府駅前街路樹の植え替え )
　駅前通りに植樹されているクスノキは高木であります。
旧図書館前には、ハナミズキが植樹されているため、駅
前通の統一感を持たせるため、クスノキをハナミズキへ
の植え替えを要望いたします。

（9）新駅予定地で大府が一体となる大規模イベントの開催
　大府駅エリアと共和駅エリアでは、地域的な一体感が
弱いと感じられます。大府市としての一体感を醸成する
ためにも、中間点である新駅予定地付近で、大規模なイ
ベントの開催を要望いたします。

（10）歴史を生かした観光資源の発掘
　愛知県や名古屋市は、武将の活躍した地を活かして知
名度アップを図っています。大府市にも石ヶ瀬川の合戦
など歴史資源があり、これらをＰＲして観光資源として
活用できるよう要望いたします。

（1）創業者への金融及び助成金の支援　
　最近の中小企業をとりまく環境では、開業数が減少し、
廃業数が増加傾向となっており、新規創業者への支援策
が不可欠です。
　大府市・東浦町・大府商工会議所・東浦町商工会にお
いて、創業に対する支援が開始されていますが、さらに
金融面の支援策として、
①創業者に対する県信用保証協会の保証料の補助
②地元金融機関、日本政策金融公庫を含めた創業支援融
　資への利子補給等の支援
を要望いたします。

（2）店舗の新設・改装に関する支援
　地域の商店を存続させることは、買い物難民対策や空
き店舗解消対策としても重要であると考えられます。魅
力ある店舗を維持するためにも、店舗の新設、改装等が
欠かせません。しかし、小規模店においては、店舗改装
等の費用負担においても限界があることから、設備や店
舗の老朽化による廃業も少なくありません。
①設備投資にかかる費用の一部を支援する補助制度
②借入金の利子補給制度などの市独自の補助制度の創設
を要望いたします。

（3）「げんき商店街推進事業」補助要綱の変更、見直し
　現在、市は愛知県のげんき商店街推進事業に申請し、

商工会議所への補助事業として実施しています。しかし、
愛知県の財政状況により、本事業の終了や不採択による、
補助対象外となった場合、事業の継続が出来なくなるこ
とも予想されるため、大府市独自の補助制度を創設し、
中小商業者への不安のない支援となるよう要望いたしま
す。

（4）大府プレミアム商品券事業の実施
　現行の消費税が、27 年 10 月には 10％に引き上げ予
定とされております。この増税が実施された場合には、
駆け込み需要はあると予想されますが、その後は、消費
意欲の低下を招き、市内の中小商工業者にとって、大変
厳しい状況下におかれることが予想されます。来年度に
つきましては、商品券購入限度額等の見直しを前提に、
実施できるよう要望いたします。

（5） 産学連携に対する支援
　大府市・大府商工会議所では、産学官連携交流事業を
はじめとして、各大学との交流が盛んに行われています。
各企業は、必要に応じて個別に連携をしておりますが、
一般的には敷居が高く交流は活発には行われていないの
が現状です。研究開発だけではなく新規事業の起業や企
業の課題解決に向けて、各大学のシーズ・人材・知恵な
ど産学連携を一層進めるために、初期にかかる費用負担
についての支援を要望いたします。

（6）助成金制度の新設
① 最新設備導入支援
② 海外進出支援（進出のための調査費等）
についての助成金制度等の創設について要望いたします。

（7）ポートフィリップ市との経済交流の場の設定
　大府市は、ポートフィリップ市との姉妹都市提携を締
結されており、市民団等の交流も盛んに行われています。
経済界としてもオーストラリア企業との経済交流の設定
についてのご支援ご協力をいただくよう要望いたします。

（8） 大府市中小企業振興基本条例の制定に伴う振興ビジョ
　ンの策定
　大府市は、平成 26 年度に大府市中小企業振興基本条
例の制定を予定されています。
　真の中小企業の振興支援となるため、中小企業振興ビ
ジョンの策定を要望いたします。

 

（1）CO2 削減取組みにかかる省エネ設備、エコ機器導入に
　かかる助成金制度の創設
　商工業者が取り組む CO2 削減に向けたエコ機器導入・
設備更新についての助成金制度の創設を要望いたします。

（2）散水用雨水タンクの設置
　大府商工会議所では、今年度より花いっぱい運動を展

開しております。道路脇の花壇など、常に生き生きとし
た花が見られるよう公共設備に散水用の雨水タンクもし
くは散水栓などの設置を要望いたします。

（1）大府商工会館賃貸料の見直し　　
　大府商工会議所は、以前は、自前の会館を有しており
ましたが、新庁舎建設に伴い、現在の会館に移転いたし
ました。当時は、賃借料は無償となっておりましたが、
平成 17 年度からは、建物に対して有償となっています。
年々増額される賃借料は会議所予算を圧迫し、商工業振
興事業の縮小を余儀なくされております。地域の商工業
振興を図る極めて公共性の高い団体であることをご理解
いただき、賃借料の見直しについて特段のご配慮を要望
いたします。

（2）大府商工会館にエレベーターの設置並びに相談室の増
　築及び雨水排水設備の整備
　大府商工会館は、１階が事務室・相談室等、２階・３
階が会議室となっており、様々な会議等に利用されてい
ます。２階以上へは急な階段を利用せざるを得ない状況
であり、高齢者等には多大な負担をおかけしている現状
です。エレベーターの設置については、市の実施計画に
は予定されておりますが、早期に確実に実現していただ
きますよう要望いたします。また、会員に対する経営相
談は、商工会議所業務の基礎的な重要業務でありますが、
１階には相談室が１室しかなく、相談カウンターで応対
している状況であり、経営内容等秘密を要する相談に支
障をきたしております。年々増えつづける相談件数に対
して、相談用カウンター、相談室の増設が必要であり、
エレベーターの設置とともに、相談室等の増築についも
あわせて検討していただきますよう要望いたします。
　また、会館裏側は、長時間の雨、特にゲリラ豪雨に見
舞われると、雨水が溜まる状況であるため、会館の維持
管理上支障をきたすことが予想されますので、早急に排
水対策を要望いたします。

（3）大府市役所駐車場の駐車規制、拡大
　大府市役所駐車場は、市役所利用者とともに会議所利

用者も利用させていただいております。駐車場は利用頻
度が大変高く、収容能力が限界に達している状況であり
ます。特に市役所での講演会、確定申告、学校行事開催
時には、飽和状態にあり、路肩駐車状態で通行の妨げと
なり、市庁舎や会議所利用者に大変な不便を与えている
状態です。２５年度には、夜間の駐車に対する対策を採っ
ていただいております。しかし、昼間での確定申告時期
や学校行事開催時には、他施設の利用や車での利用を控
えるように依頼されていることとは思いますが、慢性的
な飽和状態を解消するためにも、地下駐車場や立体駐車
場の設置等により収容能力の向上を図っていただくよう
要望いたします。

（4）大府商工会館窓ガラス飛散防止対策
　東海・東南海・南海地震の３連動の地震発生が予想さ
れております。このような状況下で、特に窓ガラスの飛
散による被害は多大であることから、大府商工会館の利
用者の安全性を確保するため、会館の窓ガラスに飛散防
止フィルムの貼付を実施していただくことを要望いた
します。

（1）要望の回答内容の実施期日、回答に対する意見交換会
　の設定
　要望に対する回答に対して、実施時期（目安や計画）
を明記した回答をいただくことを要望いたします。
　また、要望についての回答は、文書のみでの回答にと
どまらず、商工会議所との意見交換会等の設定を要望い
たします。

（2） 小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡充
　商工会議所は、「経営改善普及事業補助金」「育成指導
事業補助金」を受け、実施しております。26 年度には、
会員加入促進、共済加入促進を実施し、運営安定を図っ
ているところであります。地域の中小企業等の経営を支
える唯一の経済団体として認識いただき、より安定的な
運営が出来るよう、補助金等について拡充していただき
ますよう要望いたします。

1　土地利用等の見直しに関する要望

「大府商工行政等に関する要望書」を提出

最重点

最重点要望項目

2　幹線道路等の整備促進に関する要望

最重点

新規

　去る９月19日（金）、木村会頭が会員を代表し、皆様の提案・要望を大府市行政など
に関する要望書として、久野孝保大府市長及び鈴木隆大府市議会議長に手渡しました。
　平成26年度の要望は次のとおりです。　　   
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⑤都市計画道路柊山大府線の早期整備
⑥瀬戸大府東海線、横根町後田交差点への右折信号機の
設置
⑦国道 366 号午池南交差点への右折帯及び右折信号の設
置
⑧東海有松線の梶田町一丁目交差点への右折車線の確保
による渋滞緩和
⑨県道長草東海線への待機場所の設置又は都市計画道路
荒尾大府線の県道東海緑線結節点西側の早期整備
⑩市道井田辰池線 (愛知用水橋脚を含む )の拡幅
⑪大府駅東側中央分離帯の撤去

 

（1） ウェルネスバレー構想の周知と実施計画の策定、整備
　推進
　ウェルネスバレー構想の実現については、平成 21 年
に基本計画の策定後、実施計画が未だ策定されておりま
せん。事業の実施には、実施計画の策定が必要条件です
ので、早急の策定を要望いたします。なお、商工会議所
としても、25 年度より東浦町商工会とともにウェルネス
バレー推進会議を発足させ、事業構想や事業展開につい
て議論を行っており、さまざまなイベントを通して、ウェ
ルネスバレー構想の認知度ＵＰに務めております。今後
のウェルネスバレー構想の周知と実施計画に基づく着実
な事業の実施を要望いたします。

（2）健康都市大府の知名度を上げるための健康に関する世
　界会議の誘致や大規模国際イベント等の開催
　あいち健康プラザを中心とした他地域には見られない
健康関連施設の集積があります。これらの施設を活用し
た世界会議や国際的イベントを誘致し、健康都市大府の
知名度アップと共に経済波及効果の高い、観光を積極的
に創出し、地域の活性化を推進していただきますよう要
望いたします。

（3）薬草園の整備推進と運営支援
　来年度あいち健康の森公園に薬草園が開園いたします。
開園後については、地元の意向が反映されるよう、市と
しての運営支援を要望いたします。

（4）大府駅西からあいち健康の森公園を結ぶ動線、面的整備
　大府市の玄関口の一つである「大府駅」と健康都市大
府のシンボルでもある「あいち健康の森公園周辺」まで
を楽しみながら安全に歩ける「健康ウォーキングロード」
の整備を要望いたします。

（5）「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」の継続開催支援
　商工会議所では、昨年度吉森支部が夜桜プロジェクト
を開催しました。その他各種イベントと連携し、多くの
観光客を集めることが出来ました。来年度以降も開催を
予定しております。地域住民による大府市の観光の一つ

としてご支援いただきますよう要望いたします。

（6）知多半島サイクリングロードの早期実現
　知多半島サイクリングロードは、大府市を出発点とし
て知多半島をひとつに結ぶ広域観光の要の一つとなるも
のです。あいち健康の森公園を活かした未整備区間の早
期整備について要望いたします。

（7）大府市産業文化まつりの会場移転
　大府市産業文化まつりは、今年で 45 回を数える歴史
ある大府市最大のイベントの一つとして定着しておりま
す。年毎に、商工業者の出展希望が増大してきており、
26 年度については、新たな出店をお断りさせていただい
ている状況です。また、商工会議所では、出店の拡大希
望者の増加により、会場レイアウトに苦慮している状況
であります。年毎に市内商工業者の産業文化まつりへの
関心、熱意の高さが増大してきていることを感じており、
現在の市民体育館での会場では、市内商工業者の力を対
外的に見せる展示場として狭隘であります。また、商工
会議所では、各種イベントにおいて、東浦町と共同開催
を行っております。大府市と東浦町にまたがる健康の森
公園や周辺施設を活用した開催に向け、早急に検討いた
だきますよう要望いたします。

（8）経済特区認定による地域開発　
　ウェルネスバレー構想の具現化及び推進については、
ウェルネス産業の拠点形成が重要と考えております。そ
のためには、法的用件を緩和できる経済特区認定（調整
区域、開発用件の許可等の条件緩和）を要望いたします。

（9）あいち健康の森公園と周辺施設の繋がりを象徴する　
　ゲートづくり
　あいち健康の森公園や周辺施設は、広大で緑豊な公園
でありますが、その範囲や位置を示すゲートやサインが
ありません。景観的に整備し、ウェルネスバレー構想を
意識付けるためにも、象徴的なモニュメント等の整備を
要望いたします。

（10）東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取
　　組み
　2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催
されます。この大会に向けて世界のアスリートが立ち寄
りたくなるような健康拠点としての整備を進め、健康都
市おおぶを世界に発信できるよう要望いたします。

（1）会議所水銀街路灯撤去後の市防犯灯への移行、防犯カ
　メラ設置促進及び助成金の創設　
①商工会議所水銀灯は、老朽化のため撤去せざるをえな
い状況にあります。現在は、市生活安全課との協議を
通じて撤去後の防犯灯への移行を実施していただいて

おりますが、来年度以降につきましても、安心安全の
まちづくりのためにも、市防犯灯への移行を優先的に
継続実施していただくよう要望いたします。
②地域の安心安全対策及び防犯力強化のため、防犯カメ
ラの設置促進及び設置にかかる助成金を要望いたします。

（2）警察力の強化・警察署の誘致促進に係る「誘致計画」
　の作成
　警察署誘致にあっては、誘致計画を作成いただくとと
もに、強力に誘致活動を実施していただくことを要望い
たします。なお、警察署誘致までの間については、現在
の交番相談員の配置やパトロールの強化等を拡充すると
ともに、共和駅西側地区へ交番を設置し、地域の安心安
全の体制づくりを要望いたします。

（3）大東小学校周辺道路の整備
　大東小学校開校に伴い、通学時には、集団で横断する
ため、左折車による交通渋滞や児童が歩道を占拠し、他
の歩行者や自転車利用者との危険な状態が続いておりま
すので、通学専用路の整備を要望いたします。

（4）排水管の埋設にかかる進捗状況の公表
　近年全国的に発生しているゲリラ豪雨は、予想を超え
る雨量により、随所で道路冠水による被害が発生してお
ります。市民生活や商工業者の経営や生産活動への支障
が発生しております。市民や商工業者への被害を最小限
に抑えるためにも、予想される冠水場所や予想か所への
排水管の埋設を要望いたします。
　なお、埋設計画と実施状況を公表していただきますよ
う要望いたします。

（5）交通安全対策
①夜間の歩道への防犯灯などの設置
②通勤時間帯での大型トラックの通行規制
③歩行者の安全確保のための歩道の設置
④生活道路と通過交通道路との区別

（1）大府、共和駅周辺の総合開発と、バランスのとれた商
　業集積並びに大府駅東南部再開発を見据えた中心市街
　地活性化基本計画の策定
　大府市の玄関口である大府・共和両駅周辺地域を総合
的に見直し、商業の集積を図るための再開発が必要であ
ります。他地域からの来客があるような魅力あるまちづ
くりに向け、両駅周辺の再開発について検討いただきま
すよう要望いたします。
　なお、大府市の玄関口の一つである大府駅東南部の再
開発については、市議会のまちづくり特別委員会を核と
して、行政と地域が一体となり、地域の活性化に繋がる
ような魅力あるまちづくりとするため、「中心市街地活性
化基本計画」の策定を要望いたします。

（2）観光協会の機能強化、事務所設置と市観光課の設置及
　び観光ビジョンの策定
　大府市は、健康をキーワードとした観光資源が多くあ
りますが、十分に活用されていない状況にあります。ま
ちづくりの手法の一つとして「健康」に関連して、域外
からの交流人口を増やす「着地型観光」を実施すること
は有効な手段であると思われます。
　このような観光行政の推進には、市観光協会の機能強
化が必要と思われます。そのためにも、観光協会を独立
させ、専従職員を配置するとともに、市に観光協会と協
働して推進する「観光課」の設置が必要と思われます。
また、観光協会が、空き店舗を利用したアンテナショッ
プを開設し、地域情報の発信、地域ブランド商品の販売
など、自主財源確保を実施する体制づくりの構築を要望
いたします。
　また、観光の振興は、「魅力あるまちづくり」と「誇り
が持てるまちづくり」につながり、地域活性化の切り札
として見直されてきております。大府としての魅力の発
信、観光による交流人口の拡大と郷土に誇りが持てる市
民の育成、観光振興を具体的に実行していくためにも観
光ビジョンの策定を要望いたします。
　また、ＪＲ大府駅改札下の空きスペースを使用し、前述
のようなアンテナショップの開設、観光協会の事務所と
して利用できるよう、ＪＲ東海との協議を行っていただく
よう要望いたします。

（3）おおぶ発の観光みやげ、健康関連商品の拠点づくりの
　支援
　大府の健康メニューづくりや健康関連商品などを開発
するとともに、健康を観光資源とした情報発信を強化し、
健康関連商品の拠点づくりとなるよう要望します。

（4）ふるさとガイドおおぶへの支援
　大府商工会議所は、昨年度観光ボランティアガイド養
成を実施し、「ふるさとガイドおおぶ」を設立いたしまし
た。郷土を知り、郷土を愛し、他地域からの来訪者へ大
府の魅力を伝える体制づくりを整えました。来年度以降
についても、「ふるさとガイドおおぶ」への支援を要望い
たします。

（5）大府・共和駅へデジタルサイネージの設置
　大府市の宣伝としてのデジタルサイネージを市の玄関
口である大府・共和駅に設置していだだくよう要望いた
します。

（6）街区公園、ポケットパークの整備活用
　すでに整備を進められた街区公園、ポケットパークや
石ヶ瀬川遊歩道は、ウォーキングなどで多くの方が利用
されています。今後は、利用者が楽しく利用できるように、
木製ベンチやパーゴラ・木立を植えるなどゆとりある空
間を備えた整備を要望いたします。

（7）ため池の魅力ある整備
　大府では、菜の花などを利用したウォーキングが開催

１　土地利用等の見直しに関する要望
　　・工業団地開発と企業誘致
２　幹線道路等の整備促進に関する要望
　　・幹線道路等の整備促進
３　あいち健康の森を活かしたまちづくりに関する要望
　　・ウェルネスバレー構想の周知と実施計画の策定、整

備推進
４　安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備に関す
る要望

　　・会議所水銀街路灯撤去後の市防犯灯への移行、防犯
カメラ設置促進及び助成金の創設

５　市街地の活性化に関する要望
　　・大府、共和駅周辺の総合開発とバランスのとれた商

業集積並びに大府駅東南部再開発を見据えた中心市
街地活性化基本計画の策定

６　意欲ある事業者への支援に関する要望
　　・創業者への金融及び助成金の支援
７　環境対策推進に関する要望
　　・ＣＯ2　削減取り組みにかかる省エネ設備、エコ機器

導入にかかる助成金制度の拡大、拡充
８　大府商工会館等の整備に関する要望
　　・大府商工会館賃貸料の見直し
９　その他の要望
　　・要望の回答内容の実施期日の明記、回答に対する意

見交換会の設定
　　・小規模事業における経営改善普及事業補助金等の

拡充

（1）産業構造の変化に見合った工業団地開発と企業誘致及び
　環境に取組む企業の積極的誘致
　大府市の中小企業は、自動車産業を中心として産業構
造を形成していますが、都市開発の進行により、住工混
在化、工場の狭隘化と分散化が顕著であり、工場の移転、
域内再配置が求められております。また、用途地域の変
更やインフラ整備が課題となっております。
　土地の計画的利用を図り、市街化調整区域の見直し、
産業構造の変化に見合った産業育成のための工業適地の
確保と新たな工業団地の整備並びに積極的かつ戦略的な
企業誘致を要望いたします。
①市街化調整区域の見直しを始めとした土地利用計画の
　抜本的な見直し

②工業適地の確保
③新たな工業団地の整備
④積極的かつ戦略的な企業誘致、とりわけウェルネスバ 
　レーにかかる産業誘致
⑤周辺環境との調和のとれた企業立地
 

（2）工業用地の見直し及び面的整備
　大府市は、第五次総合計画並びに第３次都市計画マス
タープランにより、土地の利用計画を定められています
が、工場立地に際しては、高低差があり現実的に難しい
ところもありますので、実情にあった土地利用計画の見
直しと規制緩和により、工業用地確保に向けて工業ゾー
ン等を追加承認していただきたい。また、用地確保のほ
かに造成費用等の負担が難しい小規模事業者のために工
業用地の面的整備による分譲についてもご配慮いただき
ますよう要望いたします。

（3）統一感をもったまちづくりの推進
　大府市のまちづくりを進めるにあたり、各地域の個性
を活かしながら、統一感をもたせ、街中を循環させる仕
掛けを持ったまちづくりを要望いたします。

　大府市は、名古屋市や知多半島並びに三河地域との接
続点として、伊勢湾岸自動車道、国道２３号、名古屋第
二環状自動車道に加えて知多半島道路のインターチェン
ジが設置されるなど、重要な交通要所となっています。
このような状況から、市内の交通量が増大し、市内各所
で慢性的な交通渋滞が生じております。
　特に、朝の通勤時間帯や夕方の激しい渋滞は、地域の
産業活動のコストアップにつながるとともに、地域住民
の日常生活においても大きな弊害となっております。
　市道の整備については、早急に整備していただくとと
もに、国道・県道の整備については、国及び愛知県に対
して早期実現に向けて強く働きかけていただくよう要望
いたします。
①あいち健康の森までのアクセス道路としての大府東浦
線、健康の森線、養父森岡線の早期整備
②都市計画道路大府東浦線の全線整備、都市計画道路瀬
戸大府東海線の完全４車線化、都市計画道路名古屋刈
谷線・東海有松線の拡幅・改良工事、市内幹線道路の
拡幅工事や改良工事の促進
③都市計画道路衣浦西部線の国道 366 号名古屋刈谷線と
の接続及び有松インターへの延伸
④長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進

されるなど、観光コースとしての模索が開始され始めま
した。この観光コースの途中にある「ため池」は、新た
な観光として来訪される方々へのＰＲポイントとして注
目されるようになって来ました。この観光コースにある
「ため池」を眺める場所づくりや多様な生物の生息を感じ
る場作りとして、また、ため池を保全するためにも個性
あるため池として整備することを要望いたします。

（8）景観整備の推進 (大府駅前街路樹の植え替え )
　駅前通りに植樹されているクスノキは高木であります。
旧図書館前には、ハナミズキが植樹されているため、駅
前通の統一感を持たせるため、クスノキをハナミズキへ
の植え替えを要望いたします。

（9）新駅予定地で大府が一体となる大規模イベントの開催
　大府駅エリアと共和駅エリアでは、地域的な一体感が
弱いと感じられます。大府市としての一体感を醸成する
ためにも、中間点である新駅予定地付近で、大規模なイ
ベントの開催を要望いたします。

（10）歴史を生かした観光資源の発掘
　愛知県や名古屋市は、武将の活躍した地を活かして知
名度アップを図っています。大府市にも石ヶ瀬川の合戦
など歴史資源があり、これらをＰＲして観光資源として
活用できるよう要望いたします。

（1）創業者への金融及び助成金の支援　
　最近の中小企業をとりまく環境では、開業数が減少し、
廃業数が増加傾向となっており、新規創業者への支援策
が不可欠です。
　大府市・東浦町・大府商工会議所・東浦町商工会にお
いて、創業に対する支援が開始されていますが、さらに
金融面の支援策として、
①創業者に対する県信用保証協会の保証料の補助
②地元金融機関、日本政策金融公庫を含めた創業支援融
　資への利子補給等の支援
を要望いたします。

（2）店舗の新設・改装に関する支援
　地域の商店を存続させることは、買い物難民対策や空
き店舗解消対策としても重要であると考えられます。魅
力ある店舗を維持するためにも、店舗の新設、改装等が
欠かせません。しかし、小規模店においては、店舗改装
等の費用負担においても限界があることから、設備や店
舗の老朽化による廃業も少なくありません。
①設備投資にかかる費用の一部を支援する補助制度
②借入金の利子補給制度などの市独自の補助制度の創設
を要望いたします。

（3）「げんき商店街推進事業」補助要綱の変更、見直し
　現在、市は愛知県のげんき商店街推進事業に申請し、

商工会議所への補助事業として実施しています。しかし、
愛知県の財政状況により、本事業の終了や不採択による、
補助対象外となった場合、事業の継続が出来なくなるこ
とも予想されるため、大府市独自の補助制度を創設し、
中小商業者への不安のない支援となるよう要望いたしま
す。

（4）大府プレミアム商品券事業の実施
　現行の消費税が、27 年 10 月には 10％に引き上げ予
定とされております。この増税が実施された場合には、
駆け込み需要はあると予想されますが、その後は、消費
意欲の低下を招き、市内の中小商工業者にとって、大変
厳しい状況下におかれることが予想されます。来年度に
つきましては、商品券購入限度額等の見直しを前提に、
実施できるよう要望いたします。

（5） 産学連携に対する支援
　大府市・大府商工会議所では、産学官連携交流事業を
はじめとして、各大学との交流が盛んに行われています。
各企業は、必要に応じて個別に連携をしておりますが、
一般的には敷居が高く交流は活発には行われていないの
が現状です。研究開発だけではなく新規事業の起業や企
業の課題解決に向けて、各大学のシーズ・人材・知恵な
ど産学連携を一層進めるために、初期にかかる費用負担
についての支援を要望いたします。

（6）助成金制度の新設
① 最新設備導入支援
② 海外進出支援（進出のための調査費等）
についての助成金制度等の創設について要望いたします。

（7）ポートフィリップ市との経済交流の場の設定
　大府市は、ポートフィリップ市との姉妹都市提携を締
結されており、市民団等の交流も盛んに行われています。
経済界としてもオーストラリア企業との経済交流の設定
についてのご支援ご協力をいただくよう要望いたします。

（8） 大府市中小企業振興基本条例の制定に伴う振興ビジョ
　ンの策定
　大府市は、平成 26 年度に大府市中小企業振興基本条
例の制定を予定されています。
　真の中小企業の振興支援となるため、中小企業振興ビ
ジョンの策定を要望いたします。

 

（1）CO2 削減取組みにかかる省エネ設備、エコ機器導入に
　かかる助成金制度の創設
　商工業者が取り組む CO2 削減に向けたエコ機器導入・
設備更新についての助成金制度の創設を要望いたします。

（2）散水用雨水タンクの設置
　大府商工会議所では、今年度より花いっぱい運動を展

開しております。道路脇の花壇など、常に生き生きとし
た花が見られるよう公共設備に散水用の雨水タンクもし
くは散水栓などの設置を要望いたします。

（1）大府商工会館賃貸料の見直し　　
　大府商工会議所は、以前は、自前の会館を有しており
ましたが、新庁舎建設に伴い、現在の会館に移転いたし
ました。当時は、賃借料は無償となっておりましたが、
平成 17 年度からは、建物に対して有償となっています。
年々増額される賃借料は会議所予算を圧迫し、商工業振
興事業の縮小を余儀なくされております。地域の商工業
振興を図る極めて公共性の高い団体であることをご理解
いただき、賃借料の見直しについて特段のご配慮を要望
いたします。

（2）大府商工会館にエレベーターの設置並びに相談室の増
　築及び雨水排水設備の整備
　大府商工会館は、１階が事務室・相談室等、２階・３
階が会議室となっており、様々な会議等に利用されてい
ます。２階以上へは急な階段を利用せざるを得ない状況
であり、高齢者等には多大な負担をおかけしている現状
です。エレベーターの設置については、市の実施計画に
は予定されておりますが、早期に確実に実現していただ
きますよう要望いたします。また、会員に対する経営相
談は、商工会議所業務の基礎的な重要業務でありますが、
１階には相談室が１室しかなく、相談カウンターで応対
している状況であり、経営内容等秘密を要する相談に支
障をきたしております。年々増えつづける相談件数に対
して、相談用カウンター、相談室の増設が必要であり、
エレベーターの設置とともに、相談室等の増築についも
あわせて検討していただきますよう要望いたします。
　また、会館裏側は、長時間の雨、特にゲリラ豪雨に見
舞われると、雨水が溜まる状況であるため、会館の維持
管理上支障をきたすことが予想されますので、早急に排
水対策を要望いたします。

（3）大府市役所駐車場の駐車規制、拡大
　大府市役所駐車場は、市役所利用者とともに会議所利

用者も利用させていただいております。駐車場は利用頻
度が大変高く、収容能力が限界に達している状況であり
ます。特に市役所での講演会、確定申告、学校行事開催
時には、飽和状態にあり、路肩駐車状態で通行の妨げと
なり、市庁舎や会議所利用者に大変な不便を与えている
状態です。２５年度には、夜間の駐車に対する対策を採っ
ていただいております。しかし、昼間での確定申告時期
や学校行事開催時には、他施設の利用や車での利用を控
えるように依頼されていることとは思いますが、慢性的
な飽和状態を解消するためにも、地下駐車場や立体駐車
場の設置等により収容能力の向上を図っていただくよう
要望いたします。

（4）大府商工会館窓ガラス飛散防止対策
　東海・東南海・南海地震の３連動の地震発生が予想さ
れております。このような状況下で、特に窓ガラスの飛
散による被害は多大であることから、大府商工会館の利
用者の安全性を確保するため、会館の窓ガラスに飛散防
止フィルムの貼付を実施していただくことを要望いた
します。

（1）要望の回答内容の実施期日、回答に対する意見交換会
　の設定
　要望に対する回答に対して、実施時期（目安や計画）
を明記した回答をいただくことを要望いたします。
　また、要望についての回答は、文書のみでの回答にと
どまらず、商工会議所との意見交換会等の設定を要望い
たします。

（2） 小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡充
　商工会議所は、「経営改善普及事業補助金」「育成指導
事業補助金」を受け、実施しております。26 年度には、
会員加入促進、共済加入促進を実施し、運営安定を図っ
ているところであります。地域の中小企業等の経営を支
える唯一の経済団体として認識いただき、より安定的な
運営が出来るよう、補助金等について拡充していただき
ますよう要望いたします。

5　市街地の活性化に関する要望

最重点

3　あいち健康の森を活かしたまちづくりに
　　関する要望

4　安心・安全のまちづくり、生活インフラの
　　整備に関する要望

最重点

最重点

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規
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発行部数 2,000部
12ヶ月 60,000円（税込）
1コマ 　5,000円（税込）
1コマ＝（6.3cm×5.9cm）このサイズ！

問合せ：大府商工会議所 情報推進課
電　話：0562－47－5000

大府商工会議所会報に
広告掲載しませんか？

【受講料】
　高圧・特別高圧：18,000円 + 消費税（２日間）
　低圧　　　　　　  ：10,000円 + 消費税（１日）
　　　　※ともにテキスト・昼食代含みます。

・高圧若しくは特別高圧電気取扱業務 

 に係る特別教育 
 

・低圧電気取扱業務に係る特別教育 

労働安全衛生特別教育講習会受付

お問合せ TEL 052-804-4583

地域企業の大切な財産を
いずみ セキュリティシステムが

お守りします

いずみサポート㈱
名古屋支社

機械警備 常駐警備  ホームセキュリティの
  ご相談は　TEL 0562-48-5102

大府市朝日町６-１
（住友重機械工業本館内）

ISC
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⑤都市計画道路柊山大府線の早期整備
⑥瀬戸大府東海線、横根町後田交差点への右折信号機の
設置
⑦国道 366 号午池南交差点への右折帯及び右折信号の設
置
⑧東海有松線の梶田町一丁目交差点への右折車線の確保
による渋滞緩和
⑨県道長草東海線への待機場所の設置又は都市計画道路
荒尾大府線の県道東海緑線結節点西側の早期整備
⑩市道井田辰池線 (愛知用水橋脚を含む )の拡幅
⑪大府駅東側中央分離帯の撤去

 

（1） ウェルネスバレー構想の周知と実施計画の策定、整備
　推進
　ウェルネスバレー構想の実現については、平成 21 年
に基本計画の策定後、実施計画が未だ策定されておりま
せん。事業の実施には、実施計画の策定が必要条件です
ので、早急の策定を要望いたします。なお、商工会議所
としても、25 年度より東浦町商工会とともにウェルネス
バレー推進会議を発足させ、事業構想や事業展開につい
て議論を行っており、さまざまなイベントを通して、ウェ
ルネスバレー構想の認知度ＵＰに務めております。今後
のウェルネスバレー構想の周知と実施計画に基づく着実
な事業の実施を要望いたします。

（2）健康都市大府の知名度を上げるための健康に関する世
　界会議の誘致や大規模国際イベント等の開催
　あいち健康プラザを中心とした他地域には見られない
健康関連施設の集積があります。これらの施設を活用し
た世界会議や国際的イベントを誘致し、健康都市大府の
知名度アップと共に経済波及効果の高い、観光を積極的
に創出し、地域の活性化を推進していただきますよう要
望いたします。

（3）薬草園の整備推進と運営支援
　来年度あいち健康の森公園に薬草園が開園いたします。
開園後については、地元の意向が反映されるよう、市と
しての運営支援を要望いたします。

（4）大府駅西からあいち健康の森公園を結ぶ動線、面的整備
　大府市の玄関口の一つである「大府駅」と健康都市大
府のシンボルでもある「あいち健康の森公園周辺」まで
を楽しみながら安全に歩ける「健康ウォーキングロード」
の整備を要望いたします。

（5）「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」の継続開催支援
　商工会議所では、昨年度吉森支部が夜桜プロジェクト
を開催しました。その他各種イベントと連携し、多くの
観光客を集めることが出来ました。来年度以降も開催を
予定しております。地域住民による大府市の観光の一つ

としてご支援いただきますよう要望いたします。

（6）知多半島サイクリングロードの早期実現
　知多半島サイクリングロードは、大府市を出発点とし
て知多半島をひとつに結ぶ広域観光の要の一つとなるも
のです。あいち健康の森公園を活かした未整備区間の早
期整備について要望いたします。

（7）大府市産業文化まつりの会場移転
　大府市産業文化まつりは、今年で 45 回を数える歴史
ある大府市最大のイベントの一つとして定着しておりま
す。年毎に、商工業者の出展希望が増大してきており、
26 年度については、新たな出店をお断りさせていただい
ている状況です。また、商工会議所では、出店の拡大希
望者の増加により、会場レイアウトに苦慮している状況
であります。年毎に市内商工業者の産業文化まつりへの
関心、熱意の高さが増大してきていることを感じており、
現在の市民体育館での会場では、市内商工業者の力を対
外的に見せる展示場として狭隘であります。また、商工
会議所では、各種イベントにおいて、東浦町と共同開催
を行っております。大府市と東浦町にまたがる健康の森
公園や周辺施設を活用した開催に向け、早急に検討いた
だきますよう要望いたします。

（8）経済特区認定による地域開発　
　ウェルネスバレー構想の具現化及び推進については、
ウェルネス産業の拠点形成が重要と考えております。そ
のためには、法的用件を緩和できる経済特区認定（調整
区域、開発用件の許可等の条件緩和）を要望いたします。

（9）あいち健康の森公園と周辺施設の繋がりを象徴する　
　ゲートづくり
　あいち健康の森公園や周辺施設は、広大で緑豊な公園
でありますが、その範囲や位置を示すゲートやサインが
ありません。景観的に整備し、ウェルネスバレー構想を
意識付けるためにも、象徴的なモニュメント等の整備を
要望いたします。

（10）東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取
　　組み
　2020 年に東京オリンピック・パラリンピックが開催
されます。この大会に向けて世界のアスリートが立ち寄
りたくなるような健康拠点としての整備を進め、健康都
市おおぶを世界に発信できるよう要望いたします。

（1）会議所水銀街路灯撤去後の市防犯灯への移行、防犯カ
　メラ設置促進及び助成金の創設　
①商工会議所水銀灯は、老朽化のため撤去せざるをえな
い状況にあります。現在は、市生活安全課との協議を
通じて撤去後の防犯灯への移行を実施していただいて

おりますが、来年度以降につきましても、安心安全の
まちづくりのためにも、市防犯灯への移行を優先的に
継続実施していただくよう要望いたします。
②地域の安心安全対策及び防犯力強化のため、防犯カメ
ラの設置促進及び設置にかかる助成金を要望いたします。

（2）警察力の強化・警察署の誘致促進に係る「誘致計画」
　の作成
　警察署誘致にあっては、誘致計画を作成いただくとと
もに、強力に誘致活動を実施していただくことを要望い
たします。なお、警察署誘致までの間については、現在
の交番相談員の配置やパトロールの強化等を拡充すると
ともに、共和駅西側地区へ交番を設置し、地域の安心安
全の体制づくりを要望いたします。

（3）大東小学校周辺道路の整備
　大東小学校開校に伴い、通学時には、集団で横断する
ため、左折車による交通渋滞や児童が歩道を占拠し、他
の歩行者や自転車利用者との危険な状態が続いておりま
すので、通学専用路の整備を要望いたします。

（4）排水管の埋設にかかる進捗状況の公表
　近年全国的に発生しているゲリラ豪雨は、予想を超え
る雨量により、随所で道路冠水による被害が発生してお
ります。市民生活や商工業者の経営や生産活動への支障
が発生しております。市民や商工業者への被害を最小限
に抑えるためにも、予想される冠水場所や予想か所への
排水管の埋設を要望いたします。
　なお、埋設計画と実施状況を公表していただきますよ
う要望いたします。

（5）交通安全対策
①夜間の歩道への防犯灯などの設置
②通勤時間帯での大型トラックの通行規制
③歩行者の安全確保のための歩道の設置
④生活道路と通過交通道路との区別

（1）大府、共和駅周辺の総合開発と、バランスのとれた商
　業集積並びに大府駅東南部再開発を見据えた中心市街
　地活性化基本計画の策定
　大府市の玄関口である大府・共和両駅周辺地域を総合
的に見直し、商業の集積を図るための再開発が必要であ
ります。他地域からの来客があるような魅力あるまちづ
くりに向け、両駅周辺の再開発について検討いただきま
すよう要望いたします。
　なお、大府市の玄関口の一つである大府駅東南部の再
開発については、市議会のまちづくり特別委員会を核と
して、行政と地域が一体となり、地域の活性化に繋がる
ような魅力あるまちづくりとするため、「中心市街地活性
化基本計画」の策定を要望いたします。

（2）観光協会の機能強化、事務所設置と市観光課の設置及
　び観光ビジョンの策定
　大府市は、健康をキーワードとした観光資源が多くあ
りますが、十分に活用されていない状況にあります。ま
ちづくりの手法の一つとして「健康」に関連して、域外
からの交流人口を増やす「着地型観光」を実施すること
は有効な手段であると思われます。
　このような観光行政の推進には、市観光協会の機能強
化が必要と思われます。そのためにも、観光協会を独立
させ、専従職員を配置するとともに、市に観光協会と協
働して推進する「観光課」の設置が必要と思われます。
また、観光協会が、空き店舗を利用したアンテナショッ
プを開設し、地域情報の発信、地域ブランド商品の販売
など、自主財源確保を実施する体制づくりの構築を要望
いたします。
　また、観光の振興は、「魅力あるまちづくり」と「誇り
が持てるまちづくり」につながり、地域活性化の切り札
として見直されてきております。大府としての魅力の発
信、観光による交流人口の拡大と郷土に誇りが持てる市
民の育成、観光振興を具体的に実行していくためにも観
光ビジョンの策定を要望いたします。
　また、ＪＲ大府駅改札下の空きスペースを使用し、前述
のようなアンテナショップの開設、観光協会の事務所と
して利用できるよう、ＪＲ東海との協議を行っていただく
よう要望いたします。

（3）おおぶ発の観光みやげ、健康関連商品の拠点づくりの
　支援
　大府の健康メニューづくりや健康関連商品などを開発
するとともに、健康を観光資源とした情報発信を強化し、
健康関連商品の拠点づくりとなるよう要望します。

（4）ふるさとガイドおおぶへの支援
　大府商工会議所は、昨年度観光ボランティアガイド養
成を実施し、「ふるさとガイドおおぶ」を設立いたしまし
た。郷土を知り、郷土を愛し、他地域からの来訪者へ大
府の魅力を伝える体制づくりを整えました。来年度以降
についても、「ふるさとガイドおおぶ」への支援を要望い
たします。

（5）大府・共和駅へデジタルサイネージの設置
　大府市の宣伝としてのデジタルサイネージを市の玄関
口である大府・共和駅に設置していだだくよう要望いた
します。

（6）街区公園、ポケットパークの整備活用
　すでに整備を進められた街区公園、ポケットパークや
石ヶ瀬川遊歩道は、ウォーキングなどで多くの方が利用
されています。今後は、利用者が楽しく利用できるように、
木製ベンチやパーゴラ・木立を植えるなどゆとりある空
間を備えた整備を要望いたします。

（7）ため池の魅力ある整備
　大府では、菜の花などを利用したウォーキングが開催

１　土地利用等の見直しに関する要望
　　・工業団地開発と企業誘致
２　幹線道路等の整備促進に関する要望
　　・幹線道路等の整備促進
３　あいち健康の森を活かしたまちづくりに関する要望
　　・ウェルネスバレー構想の周知と実施計画の策定、整

備推進
４　安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備に関す
る要望

　　・会議所水銀街路灯撤去後の市防犯灯への移行、防犯
カメラ設置促進及び助成金の創設

５　市街地の活性化に関する要望
　　・大府、共和駅周辺の総合開発とバランスのとれた商

業集積並びに大府駅東南部再開発を見据えた中心市
街地活性化基本計画の策定

６　意欲ある事業者への支援に関する要望
　　・創業者への金融及び助成金の支援
７　環境対策推進に関する要望
　　・ＣＯ2　削減取り組みにかかる省エネ設備、エコ機器

導入にかかる助成金制度の拡大、拡充
８　大府商工会館等の整備に関する要望
　　・大府商工会館賃貸料の見直し
９　その他の要望
　　・要望の回答内容の実施期日の明記、回答に対する意

見交換会の設定
　　・小規模事業における経営改善普及事業補助金等の

拡充

（1）産業構造の変化に見合った工業団地開発と企業誘致及び
　環境に取組む企業の積極的誘致
　大府市の中小企業は、自動車産業を中心として産業構
造を形成していますが、都市開発の進行により、住工混
在化、工場の狭隘化と分散化が顕著であり、工場の移転、
域内再配置が求められております。また、用途地域の変
更やインフラ整備が課題となっております。
　土地の計画的利用を図り、市街化調整区域の見直し、
産業構造の変化に見合った産業育成のための工業適地の
確保と新たな工業団地の整備並びに積極的かつ戦略的な
企業誘致を要望いたします。
①市街化調整区域の見直しを始めとした土地利用計画の
　抜本的な見直し

②工業適地の確保
③新たな工業団地の整備
④積極的かつ戦略的な企業誘致、とりわけウェルネスバ 
　レーにかかる産業誘致
⑤周辺環境との調和のとれた企業立地
 

（2）工業用地の見直し及び面的整備
　大府市は、第五次総合計画並びに第３次都市計画マス
タープランにより、土地の利用計画を定められています
が、工場立地に際しては、高低差があり現実的に難しい
ところもありますので、実情にあった土地利用計画の見
直しと規制緩和により、工業用地確保に向けて工業ゾー
ン等を追加承認していただきたい。また、用地確保のほ
かに造成費用等の負担が難しい小規模事業者のために工
業用地の面的整備による分譲についてもご配慮いただき
ますよう要望いたします。

（3）統一感をもったまちづくりの推進
　大府市のまちづくりを進めるにあたり、各地域の個性
を活かしながら、統一感をもたせ、街中を循環させる仕
掛けを持ったまちづくりを要望いたします。

　大府市は、名古屋市や知多半島並びに三河地域との接
続点として、伊勢湾岸自動車道、国道２３号、名古屋第
二環状自動車道に加えて知多半島道路のインターチェン
ジが設置されるなど、重要な交通要所となっています。
このような状況から、市内の交通量が増大し、市内各所
で慢性的な交通渋滞が生じております。
　特に、朝の通勤時間帯や夕方の激しい渋滞は、地域の
産業活動のコストアップにつながるとともに、地域住民
の日常生活においても大きな弊害となっております。
　市道の整備については、早急に整備していただくとと
もに、国道・県道の整備については、国及び愛知県に対
して早期実現に向けて強く働きかけていただくよう要望
いたします。
①あいち健康の森までのアクセス道路としての大府東浦
線、健康の森線、養父森岡線の早期整備
②都市計画道路大府東浦線の全線整備、都市計画道路瀬
戸大府東海線の完全４車線化、都市計画道路名古屋刈
谷線・東海有松線の拡幅・改良工事、市内幹線道路の
拡幅工事や改良工事の促進
③都市計画道路衣浦西部線の国道 366 号名古屋刈谷線と
の接続及び有松インターへの延伸
④長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進

されるなど、観光コースとしての模索が開始され始めま
した。この観光コースの途中にある「ため池」は、新た
な観光として来訪される方々へのＰＲポイントとして注
目されるようになって来ました。この観光コースにある
「ため池」を眺める場所づくりや多様な生物の生息を感じ
る場作りとして、また、ため池を保全するためにも個性
あるため池として整備することを要望いたします。

（8）景観整備の推進 (大府駅前街路樹の植え替え )
　駅前通りに植樹されているクスノキは高木であります。
旧図書館前には、ハナミズキが植樹されているため、駅
前通の統一感を持たせるため、クスノキをハナミズキへ
の植え替えを要望いたします。

（9）新駅予定地で大府が一体となる大規模イベントの開催
　大府駅エリアと共和駅エリアでは、地域的な一体感が
弱いと感じられます。大府市としての一体感を醸成する
ためにも、中間点である新駅予定地付近で、大規模なイ
ベントの開催を要望いたします。

（10）歴史を生かした観光資源の発掘
　愛知県や名古屋市は、武将の活躍した地を活かして知
名度アップを図っています。大府市にも石ヶ瀬川の合戦
など歴史資源があり、これらをＰＲして観光資源として
活用できるよう要望いたします。

（1）創業者への金融及び助成金の支援　
　最近の中小企業をとりまく環境では、開業数が減少し、
廃業数が増加傾向となっており、新規創業者への支援策
が不可欠です。
　大府市・東浦町・大府商工会議所・東浦町商工会にお
いて、創業に対する支援が開始されていますが、さらに
金融面の支援策として、
①創業者に対する県信用保証協会の保証料の補助
②地元金融機関、日本政策金融公庫を含めた創業支援融
　資への利子補給等の支援
を要望いたします。

（2）店舗の新設・改装に関する支援
　地域の商店を存続させることは、買い物難民対策や空
き店舗解消対策としても重要であると考えられます。魅
力ある店舗を維持するためにも、店舗の新設、改装等が
欠かせません。しかし、小規模店においては、店舗改装
等の費用負担においても限界があることから、設備や店
舗の老朽化による廃業も少なくありません。
①設備投資にかかる費用の一部を支援する補助制度
②借入金の利子補給制度などの市独自の補助制度の創設
を要望いたします。

（3）「げんき商店街推進事業」補助要綱の変更、見直し
　現在、市は愛知県のげんき商店街推進事業に申請し、

商工会議所への補助事業として実施しています。しかし、
愛知県の財政状況により、本事業の終了や不採択による、
補助対象外となった場合、事業の継続が出来なくなるこ
とも予想されるため、大府市独自の補助制度を創設し、
中小商業者への不安のない支援となるよう要望いたしま
す。

（4）大府プレミアム商品券事業の実施
　現行の消費税が、27 年 10 月には 10％に引き上げ予
定とされております。この増税が実施された場合には、
駆け込み需要はあると予想されますが、その後は、消費
意欲の低下を招き、市内の中小商工業者にとって、大変
厳しい状況下におかれることが予想されます。来年度に
つきましては、商品券購入限度額等の見直しを前提に、
実施できるよう要望いたします。

（5） 産学連携に対する支援
　大府市・大府商工会議所では、産学官連携交流事業を
はじめとして、各大学との交流が盛んに行われています。
各企業は、必要に応じて個別に連携をしておりますが、
一般的には敷居が高く交流は活発には行われていないの
が現状です。研究開発だけではなく新規事業の起業や企
業の課題解決に向けて、各大学のシーズ・人材・知恵な
ど産学連携を一層進めるために、初期にかかる費用負担
についての支援を要望いたします。

（6）助成金制度の新設
① 最新設備導入支援
② 海外進出支援（進出のための調査費等）
についての助成金制度等の創設について要望いたします。

（7）ポートフィリップ市との経済交流の場の設定
　大府市は、ポートフィリップ市との姉妹都市提携を締
結されており、市民団等の交流も盛んに行われています。
経済界としてもオーストラリア企業との経済交流の設定
についてのご支援ご協力をいただくよう要望いたします。

（8） 大府市中小企業振興基本条例の制定に伴う振興ビジョ
　ンの策定
　大府市は、平成 26 年度に大府市中小企業振興基本条
例の制定を予定されています。
　真の中小企業の振興支援となるため、中小企業振興ビ
ジョンの策定を要望いたします。

 

（1）CO2 削減取組みにかかる省エネ設備、エコ機器導入に
　かかる助成金制度の創設
　商工業者が取り組む CO2 削減に向けたエコ機器導入・
設備更新についての助成金制度の創設を要望いたします。

（2）散水用雨水タンクの設置
　大府商工会議所では、今年度より花いっぱい運動を展

開しております。道路脇の花壇など、常に生き生きとし
た花が見られるよう公共設備に散水用の雨水タンクもし
くは散水栓などの設置を要望いたします。

（1）大府商工会館賃貸料の見直し　　
　大府商工会議所は、以前は、自前の会館を有しており
ましたが、新庁舎建設に伴い、現在の会館に移転いたし
ました。当時は、賃借料は無償となっておりましたが、
平成 17 年度からは、建物に対して有償となっています。
年々増額される賃借料は会議所予算を圧迫し、商工業振
興事業の縮小を余儀なくされております。地域の商工業
振興を図る極めて公共性の高い団体であることをご理解
いただき、賃借料の見直しについて特段のご配慮を要望
いたします。

（2）大府商工会館にエレベーターの設置並びに相談室の増
　築及び雨水排水設備の整備
　大府商工会館は、１階が事務室・相談室等、２階・３
階が会議室となっており、様々な会議等に利用されてい
ます。２階以上へは急な階段を利用せざるを得ない状況
であり、高齢者等には多大な負担をおかけしている現状
です。エレベーターの設置については、市の実施計画に
は予定されておりますが、早期に確実に実現していただ
きますよう要望いたします。また、会員に対する経営相
談は、商工会議所業務の基礎的な重要業務でありますが、
１階には相談室が１室しかなく、相談カウンターで応対
している状況であり、経営内容等秘密を要する相談に支
障をきたしております。年々増えつづける相談件数に対
して、相談用カウンター、相談室の増設が必要であり、
エレベーターの設置とともに、相談室等の増築についも
あわせて検討していただきますよう要望いたします。
　また、会館裏側は、長時間の雨、特にゲリラ豪雨に見
舞われると、雨水が溜まる状況であるため、会館の維持
管理上支障をきたすことが予想されますので、早急に排
水対策を要望いたします。

（3）大府市役所駐車場の駐車規制、拡大
　大府市役所駐車場は、市役所利用者とともに会議所利

用者も利用させていただいております。駐車場は利用頻
度が大変高く、収容能力が限界に達している状況であり
ます。特に市役所での講演会、確定申告、学校行事開催
時には、飽和状態にあり、路肩駐車状態で通行の妨げと
なり、市庁舎や会議所利用者に大変な不便を与えている
状態です。２５年度には、夜間の駐車に対する対策を採っ
ていただいております。しかし、昼間での確定申告時期
や学校行事開催時には、他施設の利用や車での利用を控
えるように依頼されていることとは思いますが、慢性的
な飽和状態を解消するためにも、地下駐車場や立体駐車
場の設置等により収容能力の向上を図っていただくよう
要望いたします。

（4）大府商工会館窓ガラス飛散防止対策
　東海・東南海・南海地震の３連動の地震発生が予想さ
れております。このような状況下で、特に窓ガラスの飛
散による被害は多大であることから、大府商工会館の利
用者の安全性を確保するため、会館の窓ガラスに飛散防
止フィルムの貼付を実施していただくことを要望いた
します。

（1）要望の回答内容の実施期日、回答に対する意見交換会
　の設定
　要望に対する回答に対して、実施時期（目安や計画）
を明記した回答をいただくことを要望いたします。
　また、要望についての回答は、文書のみでの回答にと
どまらず、商工会議所との意見交換会等の設定を要望い
たします。

（2） 小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡充
　商工会議所は、「経営改善普及事業補助金」「育成指導
事業補助金」を受け、実施しております。26 年度には、
会員加入促進、共済加入促進を実施し、運営安定を図っ
ているところであります。地域の中小企業等の経営を支
える唯一の経済団体として認識いただき、より安定的な
運営が出来るよう、補助金等について拡充していただき
ますよう要望いたします。

6　意欲ある事業者への支援に関する要望

最重点

7　環境対策推進に関する要望

最重点

8　大府商工会館等の整備に関する要望

最重点

9　その他の要望

最重点

最重点

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規



毎月貴社を訪問し、月次決算を実施する

月次巡回監査
進むべき道筋を共に考え検証する

経営計画（継続MAS）作成
信頼できる申告書となる

法33条の2書面添付
を推進しています。

当事務所
は

早川仁税理士事務所
愛知県大府市共西町六丁目32番地

TEL.0562-44-5386
FAX.0562-44-5376 早川仁 税理士 検索

日本税理士会連合会 第90018号・TKC全国会会員・大府商工会議所青年部部員

取　扱　商　品
空圧設備

油圧設備

水処理設備

電源設備

環境設備

建設機械

コンプレッサ、エアードライヤ

油圧ポンプ、油圧モーター

遠心分離機、フィルタープレス

電源装置、非常用発電機、蓄電池

破砕機、振動ふるい

地盤改良機、クローラークレーン、油圧ショベル

大和機工株式会社
TEL 0562-47-2164
http://www.daiwakiko.co.jp

販売・据付工事・修理・レンタル

DAIWA

主催　大府商工会議所

ウェルネスバレーフェスタ 開催ウェルネスバレーフェスタ 開催

連携主催：大府市共和商業協同組合、大府中央通商店街振興会、大府駅前振興会
　　　　　市役所前発展会、㈱げんきの郷
連携共催：大府市、東浦町、東浦町商工会、ウェルネスバレー推進協議会

あいち県民健康祭実行委員会、大府市福祉・健康フェア実行委員会
（公財）愛知県都市整備協会、（公財）愛知県健康づくり振興事業団

　　　　　㈱トヨタエンタプライズ、大府市社会福祉協議会
後　　援：愛知県

日　時：９月21日（日）９：30～15：30
場　所：あいち健康の森公園とげんきの郷あすなろ舎

　大府市と東浦町では、健康・医療・福祉・介護施設が集積しているあいち健康の森とその周辺地区をウェ
ルネスバレーと称し、この地区において健康長寿の一大拠点の形成を目指す「ウェルネスバレー構想」
を掲げています。
　地域の皆様に「ウェルネスバレー構想」への理解を深めていただくため、２回目の周知イベントとし
て「ウェルネスバレーフェスタ」を開催し、様々な団体と連携し、バラエティに富んだ催事を実施しました。

健康逸品フェア健康逸品フェア

親子木工教室親子木工教室 福祉介護機器展示福祉介護機器展示 リアル謎解きゲームリアル謎解きゲーム ひょうたん絵付体験ひょうたん絵付体験

ウェルネスバレーライブウェルネスバレーライブ 共和の金ちゃん朝市共和の金ちゃん朝市

あいち県民健康祭あいち県民健康祭

ＪＲさわやかウォーキングＪＲさわやかウォーキング

持続可能な地域づくりを考えるシンポジウム持続可能な地域づくりを考えるシンポジウム ノルディック・ウォークノルディック・ウォーク

東浦町観光協会キャラクター　おだいちゃん
大府市健康づくり
マスコットキャラクター　おぶちゃん
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講習会・イベントのご案内
人材育成・自己啓発・経営スキルアップ等々、会員の皆様に役立つ情報をお届けします！

第４５回大府市産業文化まつり ～健康おおぶを 世界に発信！～

●開催日：10月25日（土）9：30～ 16：00　10月 26日（日）9：30～ 15：30
●会　場：大府市民体育館及び周辺一帯

●当所催事：商工業振興展、屋外即売会
　　　　　　飲食バザー、綿菓子
　　　　　　親子工作教室
　　　　　　こどもコマづくり体験New!
　　　　　　花の寄せ植え体験New!
　　　　　　金魚すくい　等々
●ステージイベント：嘉門達夫ステージショー 他
●問 合 せ：大府商工会議所 
　　　　　　電話：0562－47－5000

　昨年、残念ながら台風の影響により、開催史上初めて両日中止となってしまった大府市産業文化まつ
りですが、今年は、上記日程で開催することになりました。新たな催事や各種イベントも準備していま
すので、皆様、お誘い合わせのうえ、是非、ご来場ください。

シニアマーケット攻略セミナー
～シニアの消費心理、つかんでますか？～

Jimdoを使ってホームページを作ろう !

　超高齢化社会におけるシニアビジネスの本質
を伝授します。

●日　時：10月22日（水）14：00～ 16：00
●会　場：当所３階大ホール
●講　師：村田 裕之氏
　　　　　(村田アソシエイツ㈱代表取締役 )
●申　込：申込書を当所へご提出ください。
　　　　　当所ホームページからもお申込みい
　　　　　ただけます。
●問合せ：大府商工会議所　
　　　　　電話：
　　　　　0562－47－5000

主催：大府商工会議所 情報･物流･サービス業部会
共催：大府商工会議所 製造業部会

消費税転嫁対策セミナー

　Jimdo は、ドイツ生まれのホームページ作成
システム。ネット環境のあるパソコンさえあれば、
本格的なホームページを簡単に作成できます。

●日　時：11月７日（金）15：00～ 17：00
●会　場：当所３階大ホール
●講　師：遠藤 久志氏 ( くおん経営代表 )
　　　　　中小企業診断士・ITコーディネーター
　　　　　上級Web解析士
●申　込：申込書を当所へご提出ください。
　　　　　当所ホームページからもお申込みい
　　　　　ただけます。
●問合せ：大府商工会議所　
　　　　　電話：0562－47－5000

▲写真は一昨年の様子



■融 資 額　2,000万円以内（１,５００万円から拡充されました！）
　　　　　　※ただし、1,500万円を超える場合は、事業計画書が必要となります。
■資金使途   運転資金　　７年以内（うち据置期間１年以内）　年1.45％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.45％
■融資対象　大府市内で１年以上事業を営み、所得税（法人税）、事業税、住民税を  
　　　　　　滞納していない方、従業員 20 人以下（商業、サービス業は５人以下）
　　　　　　の事業所で、６ヶ月以上大府商工会議所の経営指導を受けている方

融資制度のご案内　～無担保・無保証・低金利～　　　　　　　　　　　　　　平成26年9月10日現在

マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度） 日本政策金融公庫（国民生活事業）

お問合せ   大府商工会議所　中小企業相談所　電話：0562－47－5000
～マル経融資以外の融資もご相談に応じていますので、お気軽にご相談ください～

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

　お客様と “絆” を深め、お店のファンになって
いただくための活動です。お店の知名度アップ・
ファン拡大･売上アップなど着実に効果が現れて
きています。皆様のご参加をお待ちしています！

参加店対象：大府商工会議所会員事業所
　　　　　　(商業者に限りません )
講　　　師：店主または店主が指名した人
生　　　徒：お客様数名～10名程度
会　　　場：基本的には自店
実 施 期 間：平成26年12月６日（土）
　　　　　　～平成27年２月１日（日）
参加店負担金：無料（市民の受講料も原則無料）
締　　　切：10月 10日（金）
問　合　せ：大府商工会議所（梶本・稲垣･市川）
　　　　　　電話0562－47－5000

おおぶふれあいゼミナール
冬講座：開催店募集

　日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金（時間額）800 円と比
較します。また、愛知県の特定（産業別）最低賃金（７業種）については、現在、改正等のため調査審議中
ですので、今後の改正状況に注意してください。
　詳しくは、愛知労働局ホームページ（http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）、愛知県労働局労
働基準部賃金課（電話052－972－0257）、または、最寄の労働基準監督署にお尋ねください。

愛知県最低賃金は、10月１日から 　　　　　　　　　  に改正されます。
愛知県内の事業場で働く常用・臨時･パートなどすべての労働者に適用される
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　愛知県が、労使団体等と設置している「あいち
ワーク・ライフ・バランス推進協議会」では、「あ
いちワーク・ライフ・バランス推進運動 2014」
に賛同していただける事業所等を募集しています。

賛同内容
①県内一斉ノー残業デー（11/19）
②11月に定時退社
③有給休暇取得プラス１
④11月末までに育児・介護支援の取組
⑤11月末までにメンタルヘルス対策の取組
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

申込方法　下記専用URLをご覧ください。
　http://www.aichi-wlbaction2014.com
　（賛同事業所名等は、専用URLで公表することも可能）
問合せ：愛知県産業労働部労政局労働福祉課
　　　　電話052－954－6360

あいちワーク・ライフ・バランス推進運動
2014賛同事業所募集中！

LOBO調査報告
商工会議所早期景気観測システム

●全産業の業況ＤＩは、前月と比べ悪化。産
業別にみると、建設業は横ばい、小売業は
改善、その他の３業種は悪化した。

●一般工事業からは、「資材価格の高止まり
や人件費の増大などにより、半年前に比べ
建設コストが２～３割上昇。一方、価格転
嫁は発注者の理解を得られないことが多
く、なかなか進まない」とのコメント。産
業機械部品製造業からは、「自動車向けの
受注が若干伸びたが、その他の業種の設備
投資は総じて弱めの動きとなっている」と
のコメント。総合スーパーからは、「人手
不足の状況が続く。時給の見直しを含めた
従業員確保のための対応策が喫緊の課題」
との声、運送業からは、「ガソリン価格の
高値が続くほか、高速道路の割引縮小や人
件費上昇の影響も大きく、採算は厳しい」
とのコメントが寄せられた。

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今
月と比べ改善する見込み。産業別にみる
と、建設業、製造業で悪化、その他の３業
種で改善する見込み。

日本商工会議所では、全国421商工会議所の協力を得て、各地域の｢肌で感じる足元の
景気感｣を全国ベースで毎月調査し、その累計結果をリアルタイムで提供しています。
・“LOBO” とはQuick Survey System of Local Business Outlookの略称です。
・“DI” とはDiffusion Index（景気動向指数）の略で、増加（上昇・好転）企業割合から
　減少（低下・悪化）企業割合を引いたものです。
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ブロック別全企業DI
（前年同比）の推移（東海）業況

 　14年     　　    　　        　　                    先行き見通し
 3 月    4 月    　　 5月    6 月    7 月 8 月    9～11月

業　　況 3.9 ▲11.3 ▲ 22.2 ▲ 20.4 ▲ 13.6 ▲ 16.6 ▲ 13.5
       
売　　上 24.0 3.4 ▲ 15.6 ▲ 14.5 ▲ 7.9 ▲ 4.9 ▲ 4.5 
    
採　　算 5.2 ▲13.6 ▲ 28.1 ▲ 22.5 ▲ 18.1 ▲ 17.6 ▲ 18.0
       
資金繰り ▲ 4.6 ▲8.6 ▲ 21.2 ▲ 16.5 ▲ 7.5 ▲ 6.7 ▲ 7.9
       
仕入単価  44.4 ▲55.4 ▲ 56.5 ▲ 50.7 ▲ 45.7 ▲ 51.4 ▲ 37.5
       
従 業 員 13.6 15.8 14.1 13.0 9.6 16.5  15.1

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年8月調査結果

  

　大府商工会議所は、地域総合経済団体としての社会的責任を自覚し、健全な地域経済活動の発
展のため、反社会的勢力の要求に応じず、その介入を許さない強い意志を表明し、以下のとおり
宣言します。
　１　反社会的勢力とは関係を持たず、取引も行いません。
　２　反社会的勢力への資金提供や、便宜の供与を一切行いません。
　３　反社会的勢力による不当要求には、一切応じません。
　４　反社会的勢力による被害を防止するため、警察、暴力追放愛知県民会議、弁護士などの関
　　　係機関と連携し、組織的に対応します。

平成26年10月１日　　　　
大府商工会議所　会頭 木村勝昭

反社会的勢力に対する基本方針

時間額800円
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目指せ！日本一の組織率（規模別第１位）！

会員加入促進キャンペーンご協力を

①紹介いただいた会員へ　
⇒入会手続き完了後、１ 件につき 1,000 円分の商工会
議所サービス利用券（商工会議所のセミナー、視察研
修、会報広告掲載、新年賀詞交歓会等で利用可）進呈。
ただし、事前に紹介先事業所へ入会に関する話を通し
ていただくことが条件。 ５件以上紹介の場合、会頭感
謝状＋5,000円分の商工会議所サービス利用券を贈呈。
②紹介により入会された事業所へ⇒加入金 5,000 円を免除
③所属組織の運営支援として
⇒紹介１件につき 4,000 円の報奨金を支部・青年部・女 
性会いずれかの紹介団体へ交付

問合せ：大府商工会議所　総務・会員サービス課　
電　話：0562－47－5000

キャンペーン期間の紹介・入会特典
（平成27年3月加入分まで）

会員加入目標数

200

平成26年9月末会員総数

1,596

平成26年度大府商工会議所

4～9月加入者数

目標達成まで

47

153

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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第45回大府市産業文化まつり
健康おおぶを 世界に発信！

１０月２５日（土）、１０月２６日（日）開催!

大府ブランドを世界に！
会議所花壇のマリーゴールド

ウェルネスバレーフェスタ開会式

会
員
の
広
場

　昨年９月、共和駅近くにアーユルヴェーダ＆ヘナサロンを開業し１年が経ち
ました。これまで美容師、ブライダル講師、ビューティーアドバイザー、セラ
ピストなどの経験を経て「美と健康」を目的に勉強をし、インド、スリランカ
の伝統的な医療法のアーユルヴェーダに出会いました。リラクゼーションだけ
でなく、健康維持や若返りを目指し、皆様に幸せになって欲しい、至福な時間
を感じて欲しいと思っています。また、アーユルヴェーダに興味を持って頂き
たくスクールも行っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Shanti³ （㈱八栄）

アーユルヴェーダが受けられるプライベートサロン

●住　所／大府市共和町 2－18－8共和プラザビル 1Ｆ
●TEL 0562－85－2784
●定休日／不定休
●営業時間／ 10:00 ～ 21:00　最終受付 17:00

鈴木 花奈

あいち健康プラザ
所長　安藤 暢章

　今年の7月に所長に就任いたしましたトヨタエンタプライズの安藤でございま
す。よろしくお願いいたします。愛知県健康づくり振興事業団様との共同運営を
2011年よりスタートしておかげさまで現在4年目に入りました。”すべての県民に
健康を”の理念に基づき地域の皆様に愛される施設を目指し館員一体となり努力
していきます。今後ともあいち健康プラザをよろしくお願いいたします。

健康づくりの総合拠点として、情報発信します。

●住　所／知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1-1
●TEL 0562－82－0208　　
●休館日：月曜日（あいち健康の森プラザホテルは除く。なお、
　　　　　　　　　　　　 月曜日祝日の場合は翌日以降の最初の平日）
●営業時間：9：30～ 17：00
●駐車場：有り

●アクセス
JR東海道本線・大府駅より
徒歩 30分　知多バス大府駅
西口バス停より


