
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11月末会員総数

1,623

平成26年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

85

115

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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市民参加の花いっぱい運動で、
花のまち「大府」を目指します。

大府ブランドを世界に！
五平餅の調理体験中！

　きのこ採り真っ最中！

会
員
の
広
場

　フラ・ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）・サーフィン・ＳＮＯＷ『体験
型ＳＨＯＰ』としてリニューアルオープン！ハワイ感溢れるスタジオで、楽しく
フラダンスしてみませんか。
【生徒募集中】4,000円／月3回（入会金・見学・体験レッスン０円）
冬は『スノーサーフィン』→メーカーとタイアップしてのボードテストセンターとしても稼動。
４～１１月は、ＳＵＰ・サーフィン・ボディーボードの【体験スクール】も開催（内海にクラブハウス有り）、
年間を通して一緒にエコスタイルで楽しみませんか！！

Esta Lealea
(エスタレアレア )

フラスタジオも併設し、リニューアルオープン！

●住　所／大府市共西町１丁目８番地（共和西小学校の東隣）
●TEL 0562－44－7565
●定休日／火曜日／日曜日は不定休
●営業時間／ 14：00～ 21：00
●http://esta-surf.com/

代表　小島 浩義

Yellow BuRny
（イエローバーニー）
代表　横田 雅也

　７月にオープンしたカレー屋「イエローバーニー」です！
当店では、バリエーションに富んだスパイシーな本格カレーを楽しんでいただけます。
トッピングメニューも充実！なかでも手仕込みトンカツは絶品ですよ！そして、お酒を
飲みながらくつろげるカレー屋というのが当店の特長です。そんなお客様方に大好評な
のがモツ鍋で、鍋の後にスパイスを加えて作るカレー雑炊はヤミツキになる美味しさです
よ！忘年会のご利用も大歓迎！皆様のご来店をお待ちしています！

カレー屋さんなのにモツ鍋が大好評！！

●住　所／大府市共栄町 8-11-10
●TEL 0562－46－5520　　
●定休日／水曜日
●営業時間／（ランチ）11:00 ～ 14:30 
　　　　　　 （ディナー）17:30 ～ 22:30
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11月 12日（水）　於：当所３階大ホール　時：14：０0～16：30

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

〈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

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　３８事業所の加入が承認されました（詳細
は次頁「新入会員の紹介」をご覧ください）
議案第２号　会員加入促進中間報告並びに今後
　　　　　　 の進め方について
　役員等への確認、再依頼等のフォローが不
十分であったため、紹介件数が目標を大きく
下回り、加入件数の伸び悩みにつながってい
る。１１月６日時点で加入目標２００件に対
し、累計８５件（うち紹介による加入４４件）。
紹介による加入は加入総数の約６割と成約率
が高いことから、年度内に職員による役員・
会員への訪問を行い、新たな紹介及び情報提
供を依頼する。

２議案とも原案どおり可決されました。

報告事項　
①平成２６年度大府市への要望にかかる回答につ
　いて
　　会報１２月号８頁～１３頁に掲載。
②第８回産学官連携交流会について
　　平成２６年１２月５日（金）１３時から大府
　市役所多目的ホールにて開催。
③役員・議員懇親会について
　　平成２６年１２月１０日（水）１８時から味
　三昧みかどにて開催。
④新年賀詞交歓会について
　　平成２７年１月７日（水）１１時から大府市
　役所多目的ホールにて開催。会費２,０００円。
⑤役員視察研修について
　　平成２７年１月２７日（火）、２８日（水）　

　１泊２日で愛媛県今治市（今治商工会議所）を
　訪問、地域創生（地域ブランド創生）を学ぶ。
⑥ウェルネスバレーフェスタ開催報告について
　　平成２６年９月２１日（日）の実績報告の後、
　次年度開催の有無については、各部会・支部等
　で議論することとなった。
⑦第４５回大府市産業文化まつりの事業報告につ
　いて
　　会報１２月５頁に掲載。
⑧会員の脱退並びに変更について
⑨１１月・１２月の行事予定について
⑩部会、支部、委員会等の報告について

その他
①遊休機械無償マッチング機械プロジェクトにつ
　いて
　　東日本大震災による津波等で機械等流失・損
　壊した事業者の復興支援のため、遊休機械等を
　無償提供し、被災事業者の要望とマッチングを
　行うプロジェクトへの協力を依頼した。
②大府市中小企業振興基本条例（仮称）公聴会
　　同条例の素案について、大府市商工労政課が
　概要説明を行ない、検討委員会の座長である三
　品富康氏（㈱浅井歯科技研）を中心に活発な意
　見交換が行なわれた。

第4回定例常議員会

表紙の人／櫻井義道さん（桜井指圧治療院）左
　　　　　鷹羽文男さん（㈲桃山ツーリスト）右
開 催 日／平成２６年１１月３日（月・祝）
開催場所／南信州ふるさと村自然園
　　　　   長野県下伊那郡阿智村清内路2991
※12月1日～3月31日まで冬季休園期間
持ち帰ったハナモモの種が、大府市内で花を咲
かせる日を夢見ています。
写真（右）は満開のハナモモ（阿智村にて）

今月の表紙／ハナモモの種収穫体験会

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。

12月　December
   2 日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～東海塗装工業所）
  建設業部会視察研修
  （7:20 ～大阪市阿倍野区）
   5 日（金） 産学官連携交流会
  （13:00～大府市役所多目的ホール）
   7 日（日） ビジネス実務法務検定試験
  （10:00 ～ 当所 3階大ホール）
  ふるさとガイドおおぶ研修会
  （10:40 ～　南中コース）
   8 日（月） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
  年末調整勉強会
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
   9 日（火） ふるさとガイドおおぶ役員会
  （9:30 ～ 当所 2階会議室）
  10 日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  化学物質取扱上の留意点セミナー
  （16:00 ～当所 3階大ホール）
  役員・議員懇談会
  （18:00 ～ 味三昧みかど）
  13 日（土） 建設業部会清掃活動
  （10:00 ～ 市道大府共和線）
  14 日（日） 環境社会（eco）検定試験
  （10:00 ～ 当所 3階大ホール）
  15 日（月） まちづくり検討委員会視察研修
  （11:00 ～ 埼玉県飯能市）
  16 日（火） まちづくり検討委員会視察研修
  （9:00 ～ 埼玉県飯能市）
 18日（木） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  21 日（日） ふるさとガイドおおぶ合同定例会・ 
  研修会（9:30 ～ 当所 3階大ホール）
 22日（月） 定例税務経理相談
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
 24日（水） 年末調整作成指導
  （13:30 ～ 当所 2階会議室）
  26 日（金） 仕事納め

1月　January
   5 日（月） 仕事始め
  年末調整作成指導
  （13:30 ～ 当所 2階会議室）
   6 日（火） 年末調整作成指導
  （13:30 ～ 当所 2階会議室）
   7 日（水） 新年賀詞交歓会
　  （11:00 ～ 大府市役所多目的ホール）
   8 日（木） ふるさとガイドおおぶ定例会・委員会
  （9:30 ～ 当所 3階ホール）
 14日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  19 日（月） 定例金融相談 
  (10:00 ～ 当所 1階相談室）
  21 日（水） 正副会頭会議
  （11:30 ～ 当所 1階会議室）
  定例税務経理相談
 　　　　　　 （13:30 ～ 当所 1階相談室）
  常議員会
  （14:00 ～ 当所 3階大ホール）
  27 日（火） 役員視察研修
  （8:30 ～ 今治商工会議所）
  28 日（水） 役員視察研修
  （9:00 ～ 今治タオル等）
  住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  30 日（金） トップセミナー
  （14:15 ～当所 3階大ホール）

 3 第４回常議員会

 4 新入会員のご紹介

 5‐7 会議所だより
  第４５回大府市産業文化まつり
　　　 　親子でハナモモの種収穫体験
　　　　 女性会視察研修　
　　　　 Jimdoホームページ作成セミナー
　　　　 大府支部視察研修

 8‐13 大府市商工行政等に関する要望書の回答

 14 大府商工会議所・行政からのお知らせ
  大府商工会議所後期会費納入のお礼
  新年賀詞交歓会のご案内
  平成２６年工業統計調査
  珠算・暗算検定、段位認定試験施行
  日商簿記検定試験施行
  おおぶ子育てサポート優良事業者募集

 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
  Ｅｓｔａｌｅａｌｅａ（エスタレアレア）
  Yellow BuRny（イエローバーニー）

  会員加入促進キャンペーンにご協力を！



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

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
　98,000部
（36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
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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～  

　昨年、台風の影響で中止となった大府市産業文化まつりでしたが、今年はお天気に恵まれ、無事開催すること
ができました。両日あわせて、約７９,０００人(大府市発表)の方々が来場し、２年振りのおまつりは大盛況となりま
した。当所は、会場内に本部を設け、屋外即売会、商工業振興展、屋外イベントを開催したほか、各部会や青年
部、女性会も各々企画した催事で参加し、青年部ＯＢ会には、ふれあい金魚すくいでご協力いただきました。

健康おおぶを世界に発信！
第４５回大府市産業文化まつり
１０月２５日（土）・２６日（日） 
時：９:３０～１６:００（２６日は１５：３０まで）
於：大府市民体育館・駐車場及び横根公民館

 1 ㈱アイル 中村　芳政 森岡町 受託開発ソフトウェア業

 2 旭電工 溝添　旭 東海市 一般電気工事

 3 ㈱ナカケンガステックス 中島　堅治 中央町 給排水、衛生設備工事業

 4 コンコルディア・ダブリュートレース㈱ 河野　樹 半月町 受託開発ソフトウェア業

 5 ㈱アーキ 岸上　哲志 江端町 不動産代理業、仲介業

 6 大府法律事務所 塚本　泰統 中央町 法律事務所

 7 プチベーカリーピッコロ 横井　敬子 共栄町 パン小売業（製造小売）

 8 新川工業㈲ 片岡　裕貴 横根町 自動車部分品、附属品製造業

 9 かすがい接骨院 春日井　弘治 一屋町 柔道整復師の施術所

10 丸八ビル 尾関　正樹 共和町 貸家業

11 ほっともっと大府東新町店 坪井　明 東新町 料理品小売業

12 グリーンフィールド㈱ 中野　亮太 横根町 ゴルフ練習場

13 心花美容院 中村　真弓 桃山町 美容業

14 ㈱マルリョウ 久野　良平 明成町 金属製屋根工事業

15 チェリーベリー 濱本　智志 共和町 美容業

16 床屋えむず 金丸　貴将 東浦町 理容業

17 ㈱びっくり（たま川） 丹羽　良彦 一屋町 日本料理店

18 Esta Lealea 小島　浩義 共西町 スポーツ用品小売業

19 Leaf ～ in the breeze～ 川村　琢也 中央町 美容業

 20 河村商事㈱ 河村　篤前 北崎町 ごみ収集運搬業

 21 和世 朝永　誠 共栄町 酒場、ビアホール

 22 居酒屋さんばば 渡辺　千恵子 共和町 酒場、ビアホール

 23 トルクシステム㈱ 北原　真一 追分町 油圧、空圧機器製造業

 24 日本街路灯製造㈱ 後藤　潤一郎 豊明市 看板、標識製造業

 25 長岡国際技術士事務所 長岡　猛 共和町 他に分類されない専門サービス業

 26 野村證券㈱金山支店 江本　和彦 名古屋市 証券業

 27 ㈱エムズクラフト 近藤　征克 北崎町 金型・同部分品・附属品製造業

 28 カレー屋Yellow BuRny 横田　雅也 共栄町 中華料理店・その他の東洋料理店

 29 ㈱トータルメンテ牧野 牧野　慎司 長草町 一般管工事業

 30 ㈱イー・ホールディングス 矢野　雅己 中央町 他に分類されない専門サービス業

 31 ㈱シーカンパニー 仲西　浩二 中央町 学習塾

 32 カーマート・ＡＳＡＤＡ 浅田　英二 吉川町 中古自動車小売業

 33 ㈱アローシステム 下田　清美 共栄町 金型・同部分品・附属品製造業

 34 ＮＰＯ法人ミューぷらん・おおぶ 酒井　信子 柊山町 その他の社会保険、社会福祉

 35 片山ナルコ㈱名古屋営業所 中尾　哲郎 共和町 その他の化学製品卸売業

 36 菅電工 菅　　誠治 共和町 一般電気工事業

 37 一般社団法人ＷＡＣＴＩＯＮ 加藤　穂高 江端町 受託開発ソフトウェア業

 38 Ｄog Ｓalon Ｓnip Snip 早川　慎平 柊山町 他に分類されないその他の生活関連サービス業

～平成26年度　新入会員　　よろしくおねがいします～
期間：平成26年9月10日～11月 11日

事業所名No, 代表者 住　所 業種・取扱い商品

（敬称略）

※写真は催事の一部です。このほかにもたくさんの催事とイベントを実施しました。ご協力ありがとうございました。

健幸の黄色い
花植えたよ！

フワフワ綿菓子、
うれしいなあ～

大人も子供も
超真剣！

お昼時には
大行列が･･･

さてさて、
何秒回るかな？

大人気！
みたらし団子、
五平餅

ゲートくぐって、
産業文化まつりへ

カナヅチも
上手に使えたぞ！！

地産地消の
ご当地バーガー

大府市健康づくり
マスコットキャラクター　おぶちゃん

全体風景

親子工作教室

OBUバーガー販売

屋外即売会

こどもコマ作り体験

飲食バザー

花の寄せ植え体験

チャリティわたがし

ふれあい金魚すくい

青年部OB青年部OB女性会女性会青年部青年部

情報・物流・サービス業部会情報・物流・サービス業部会

商業部会商業部会

製造業部会製造業部会建設業部会建設業部会



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㈱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

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

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
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Ｊｉｍｄｏを使って集客力ある
ホームページを作ろう！
11月7日（金） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　  　  　　時：15:00～17:00

　みなさんはＪｉｍｄｏをご存知ですか？Ｊｉｍｄｏは、
ネット環境のあるパソコンさえあれば、無料で本格
的なホームページを作成できる便利なオンライン
サービスです。
　このサービスを使え
ば、ＨＴＭＬやＣＳＳ等の
専門知識がなくても、
洗練されたデザイン
のウェブサイトを作成
出来ます。ホームページ作成ソフトの購入すら必要
なく、ネット上で作成することが可能です。しかも、独
自ドメイン等にこだわらなければ無料で利用できる
という一昔前では考えられなかったサービスです。
　今回は、そのＪｉｍｄｏについて、事業所サイトを必
要とされている会員の皆さんに知ってもらうべく、く
おん経営の遠藤久志氏を講師にお招きしセミナー
を開催しました。　
　セミナーではＪｉｍｄｏの使い方のみならず、集客力

のあるホームページを
作るために考えるポイ
ントを、ターゲット設定
から出口戦略まで、分
かりやすく解説してい
ただきました。

女性会視察研修　～伝統工芸から学ぶ～
11月7日（金） 於：三重県伊賀市、名張市
　　　　　　　　　  　  時：8:00～17:30

　当所女性会は、会員の知識を深め、資質向上を図
るため、視察研修を実施しています。
　今回は、伝統的工芸品「伊賀組紐」の歴史と技法を
紹介している組匠の里（くみのさと）と日本で唯一の
地震の神様を祭る大村神社を訪れました。

　組匠の里(伊賀市)
では、伝統技術を生
かしながら、ストラッ
プやアクセサリーな
ど近年の需要にも
しっかりと対応して

いる姿勢に感銘を受けました。
　その後、名張市の香落渓（こおちだに）で切り立っ
た岩肌と色づきはじめた木々の景色を眺め、青蓮寺
レークホテルで湖畔の絶景と美味しい牛すき焼き御
膳を堪能しました。
　大村神社では、地
震除災を祈願しまし
たが、私たちの住む
大府は、東海・東南
海・南海地震の発生
が避けられない地
域です。今回のお参りは、防災・減災について改めて
考える機会にもなりました。日頃の備えを万全に整
えておきたいものです。

大府支部視察研修　～環境対策に感心～
11月11日（火） 於：京都府　　 
　　　　　　　　　  　  　　　時：7:30～19:30

　当所大府支部は、恒例の視察研修を３９名にて実
施しました。

　まず、雪印メグミル
ク京都にて、工場見
学と試飲をしました。
現在は牛乳だけでは
なく、ヨーグルト、機
能性食品や、容器包
装の技術開発も行っ
ています。虫が近づ
かないよう、また周辺

環境への配慮から光が外に漏れて近隣の農作物に
影響を与えないよう、工場の窓ガラスは黄色く着色
されていました。１リットルの紙パック６箱でトイレッ
トペーパー１ロールになるそうで、環境のためにリサ
イクルを呼びかけていました。
　昼は大堰川を望む八光館にて美しい彩りの松茸
づくしの食事をいただきました。
　最後に嵐山の天龍寺を拝観し、紅葉の美しい庭園
を楽しみました。天
気にも恵まれ、支部
会員の交流と親睦を
深めることができ、
参加者一同大満足の
研修旅行でした。

親子でハナモモの種収穫体験
11月3日（月） 於：長野県下伊那郡阿智村
　　　　　　　　　　　時：7:10～17:00

　当所は商業部会の下部組織として「健幸の黄色い
花プロジェクト」を設置し、“花いっぱい運動”を推進
しています。本年３月には、あいち健康の森公園に
「ハナモモの木」６０本を植樹しました。今回は、子ど
もの緑化意識向上とハナモモの苗供給を目的に「親
子によるハナモモの種収穫体験会」（参加者：大人３
３名＋子供１９名）を実施しました。

　当日は絶好の天
気にも恵まれ、真っ
赤に染まった紅葉
と澄んだ空気の
中、皆で協力して
ハナモモの種を収
穫し、キノコ採りや
五平餅の調理体験

および食事会も満喫しました。
　収穫したハナモモの種は、それぞれの家庭で成木
まで育ててもらい、余った分は当所に提供していた
だき、大府市内に植えていく計画です。
　私たちは、観光による地域おこしを目指し、四季
折々花が咲く桃源郷「大府」を理
想とした街づくりを市民の皆様
とともにすすめて行きたいと考
えています。今後ともご支援とご
協力をお願いいたします。

▲ハナモモの種収穫中

▲多くの方にご参加いただきました!

会議所だより会議所だより
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2　幹線道路等の整備促進に関する要望

最重点

(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
　
　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
　（回答）
　　本市の総合計画や都市計画マスタープランで位置づけ
られている地区において、周辺土地利用状況や交通の利
便性を踏まえて、工業系の土地利用を進めるなどのまち
づくりを検討します。また、市街化調整区域においても、
地区計画制度などの利用を検討していきたいと考えてい
ます。　　　　　　　　　　　　  （担当課：都市計画課）

　②工業適地の確保
　（回答）
　　工業適地の確保は、本市の総合計画や都市計画マスター
プランで位置づけられている地区において、経済状況や
企業の動向、地元の意向を勘案して進めていきたいと考
えています。　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）
　　
　③新たな工業団地の整備
　（回答）
　　工業適地の確保と併せて、工業団地の整備も、本市の
総合計画や都市計画マスタープランで位置づけられてい

る地区において、経済状況や企業の動向、地元の意向を
勘案して進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

　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
　（回答）
　　企業誘致については、市内全体では製造業、物流業を
中心に、企業誘致できるような取組を実施していきたい
と考えています。あいち健康の森周辺地区の土地利用に
ついては、ウェルネスバレー基本計画における土地利用
計画図をもとに、居住者や地権者の代表者で構成するウェ
ルネスバレーまちづくり委員会での議論を踏まえて進め
ています。産業ゾーンについては、健康長寿に関連する
企業の立地を目指し、先駆的な事業の実施等により発信
力を高めると共に、全国から企業を誘致できる仕組みづ
くりを進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課・企画政策課）

　⑤周辺環境との調和のとれた企業立地
　（回答）
　　本市の都市計画マスタープランで工業・産業用地とし
て位置づけられている地区において、企業立地を促進し
ていき、住居、工業、商業、田園などが混在しない形とし、
又環境面にも配慮しながら産業振興策を展開していきた
いと考えています。　　　　　　　（担当課：商工労政課）
　　
(2) 工業用地の見直し及び面的整備 　新規

平成26年度

は　じ　め　に

1　土地利用等の見直しに関する要望

　（回答）
　　本市の総合計画と都市計画マスタープランに基づき、
土地利用を進めていきたいと考えています。工業系の土
地利用については、法令に基づいた基準を満たす必要が
あるため、利活用が可能な区域を検討していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(3) 統一感をもったまちづくりの推進
　（回答）
　　各地域の特色を活かしながら、良好な土地利用の推進
や都市施設の整備、公共交通の充実など、コンパクトで
持続可能なまちづくりを進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）
 

　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
　（回答）
　　大府東浦線については、国道 155 号から市道ウド線ま
では、平成 31 年度までの完成を目指しています。健康
の森線については、現在のところ具体的な実施予定はあ
りませんが、ご要望として伺います。養父森岡線につい
ては、本年度は東海市境から知多半島道路までの区間に
おいて、予備設計委託を実施しています。今後も、継続
的な実施をしていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　大府東浦線については、木の山地区の国道 302 号から
名古屋市境までは、昨年度に工事着手し、早期完成を目
指しています。現在、市内では木の山地区のほか、森岡
地区で事業化されていますので、工事の進捗状況を見な
がら、その他の区間についても要望していきたいと考え
ています。
　　瀬戸大府東海線については、現在、惣作交差点から北
側で事業化していますが、池下交差点から大府高校北交
差点までの間は、4車線化の計画はありません。
　　名古屋刈谷線・東海有松線については、名古屋刈谷線
は現在のところ具体的な実施予定はありません。東海有
松線については、長草町地内の一部区間で事業化されて
いますが、その他の区間につきましても継続的に進めて
いただけるよう、県に要望していきたいと考えています。
　　市内幹線道路については、現在整備している道路開通
の状況を見ながら、効果的な道路整備を進めていきたい
と考えています。　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　衣浦西部線については、今後も継続的に県に要望して
いきたいと考えています。
　　名古屋刈谷線については、現在のところ具体的な実施
予定はありませんが、土地区画整理事業等の大規模開発
の話があれば、県に要望していきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　④長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進
　（回答）
　　県に引き続き要望していきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　⑤都市計画道路柊山大府線の早期整備
　（回答）
　　市道大府共和線から市道上原殿田線の区間については、
早期に整備していきたいと考えています。（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　信号機の設置は、県警が管轄しています。信号機の設
置は、一時的でなく、一日の交通量で判断し、決定され
ると伺っています。交通量など具体的な状況をご提示い
ただければ、県警へ要望していきたいと考えています。
商工会議所からも県警へ要望をしていただければ、幸い
です。　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　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　新規
　（回答）
　　本交差点の渋滞は、瀬戸大府東海線の工事が完成して
いないことによる惣作交差点の渋滞に起因していると思
われます。まずは、瀬戸大府東海線の早期完成を目指し、
状況を見ながら検討したいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ご
要望として伺います。　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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　新規　
　（回答）
　　県道長草東海線については、バイパス道路となる荒尾
大府線の道路計画があるため、本路線の待避場所の設置
予定はありません。荒尾大府線については、現在、近隣
路線の東海緑線の事業を実施しており、事業進捗や周辺
の状況を見ながら検討していきたいと県から聞いており
ます。　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　⑩市道井田辰池線 (愛知用水橋脚を含む )の拡幅
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ご

「大府市商工行政等に関する要望書」に対する回答
　大府商工会議所として、去る９月１９日大府市に提出しておりました９項目の要望事項につきまして、この度、回
答がありましたので、お知らせします。（　）内は担当課を示しています。

　商工会議所は、地区内の商工業の改善発展を図るとともに魅力ある地域づくりをその目的としています。

　大府市は、豊な自然に恵まれるなか、自動車産業を中心に発展し続けて参りましたが、この発展は、単

に製造業に携わる人びとの努力によるものだけでなく、建設・土木をはじめ、流通、運輸、サービス、商

業などさまざまな業種の企業が相互に支えあい、ともに成長してきた結果です。

　大府商工会議所は、国、県を始め、とりわけ地域の大府市と連携し、これら総ての産業を支えるだけでなく、

総ての企業が商工会議所に所属し、各企業が会議所を通して地域に根ざした活動に参加することにより、

地域社会に貢献し、

　①住んでみたいまち　　②自慢できるものがあるまち　　③生き生きとして楽しく暮らせるまち　

　④域外から訪れたくなるまち　　⑤健康で健やかにすごせるまち

　そんな魅力あふれる、安心・安全なまち大府を、市民とともに要望するものです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年９月19日　会頭　木村　勝昭

要望として伺います。　　　　　　　　（担当課：土木課）
　⑪大府駅東側中央分離帯の撤去
　（回答）
　　現在の４車線道路の状況を踏まえ、中央分離帯の撤去
は困難であると考えています。今後も、道路の利用状況
や周辺まちづくりなどと併せて検討したいと考えていま
す。　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(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

　（回答）
　　現在、ウェルネスバレー構想の具体的な事業について
は、「産業振興・育成」と「交流・にぎわい」に関する戦
略計画に基づいて計画的に進めています。さらに、今年
度はアクションプランを作成し、着実に事業を実施して
います。これらの計画により、先駆的な取組を推進し、
市内外へ広く周知を進めています。商工会議所におかれ
ましても、引き続き積極的な事業への参画及び事業の展
開をお願いいたします。　　　　　（担当課：企画政策課）

(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
　（回答）
　　現在、ウェルネスバレー推進協議会での「交流・にぎわい
ワーキンググループ」を中心として、市内外からウェルネス
バレー地域への誘客やにぎわいづくりにつながる取組を進
め、認知度の向上に努めていきます。　（担当課：企画政策課）

(3) 薬草園の整備推進と運営支援
　（回答）
　　現在、薬草園の利活用については、県が事業主体となり、
県薬剤師会等の関係団体、民間企業、関係行政機関の代
表者、学識経験者で構成する「薬草園に関する運営懇談会」
により議論が進められています。平成 27 年度の開園時
期までに、地域活性化につながるような運営体制を構築
できるよう、地域住民や商業者と連携して、県へ働きか
けていきます。　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新規
　（回答）
　　大府駅とあいち健康の森公園を結ぶ区間については、
歩道、歩行者専用道路又は緑道などを利用して、安全に
歩くための整備を実施しています。今年度は月見町地内
での石ヶ瀬川沿いの緑道整備を進めており、引き続き歩
道のネットワークの充実を図ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(5) 「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」の継続開催支援

　（回答）
　　「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」については、本市
の観光協会協賛事業としての位置づけを、考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(6) 知多半島サイクリングロードの早期実現
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ウェ
ルネスバレー事業の進捗に合わせ、県へ要望していきた
いと考えています。　　　　　　　　　（担当課：土木課）

(7) 大府市産業文化まつりの会場移転
　（回答）
　　会場の変更にともなうメリット、デメリット、また、
変更前と変更後の費用対効果を検証したうえで、主催４
団体で話し合っていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(8) 経済特区認定による地域開発　新規
　（回答）
　　ウェルネスバレー地域への産業集積のための方策につ
いては、引き続き関係機関や県と連携して研究していき
たいと考えています。　　　　　　（担当課：企画政策課）

(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　新規
　（回答）
　　ウェルネスバレー推進協議会交流・にぎわいワーキン
ググループで事業の企画を行っている「ウェルネスバレー
めぐり」など、ウェルネスバレー関係機関と連携し、ウェ
ルネスバレーの認知度の向上に努めています。あいち健
康の森公園内の交流センターにおいて、昨年度関係機関
の紹介と地図を掲載するコーナーを設置しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(10) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新規
　（回答）
　　2020 年には、東京オリンピックが開催され、2027 年
度には、リニア中央新幹線が開業する予定です。こうし
た節目の年を見据えた魅力づくりや情報発信については、
本市のみではなく、県や近隣市町とも連携して、広域的
な取組として進めてまいります。　（担当課：企画政策課）

(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　

　（回答）
　　防犯灯への移行時期の調整を行う必要がありますので、
水銀灯の撤去前には、事前にご連絡をいただきますよう
お願いいたします。　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　（回答）　
　　防犯カメラの設置については、プライバシー保護につ
いて課題があると考えています。現在、犯罪抑止のため
の取組としては、防犯カメラの設置ではなく、地域ぐる
みの防犯活動を推進しております。（担当課：生活安全課）

(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
　（回答）
　　警察署の誘致については、毎年、東浦町と合同で陳情
しております。警察から署の建設に関しては、既存の警
察施設の耐震対策が最優先と伺っておりますが、今後も
粘り強く陳情してまいります。　　（担当課：生活安全課）

(3) 大東小学校周辺道路の整備
　（回答）
　　これまでに、小学校正門付近に横断歩道橋や歩車道分
離のガードパイプを設置するなど、歩行者の安全対策を
実施しております。現在のところ、具体的な実施予定は
ありませんが、ご要望として伺います。（担当課：土木課）

(4) 排水管の埋設にかかる進捗状況の公表
　（回答）
　　本市ではこれまでも、水害を無くしたり軽減するため
に、河川や下水道の整備、雨水を貯めたり浸透させたり
する施設の整備、ハザードマップの公表などの対策を進
めてまいりました。今後も、まちなかの治水対策のレベ
ルアップを図るため、雨水貯留施設や雨水管の整備を計
画的に進めてまいります。実施状況についてホームペー
ジで公開していく予定です。　　　　　（担当課：土木課）

(5) 交通安全対策　新規　
　①夜間の歩道への防犯灯などの設置
　（回答）
　　各自治区に設置の割当数量を決め、住民からの設置要
望の取りまとめや光害等の苦情の無いよう、自治区へ調
整をお願いしております。自治区と協力し、安心安全な
まちづくりとなるよう対策を進めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　②通勤時間帯での大型トラックの通行規制
　（回答）
　　大型トラックを始め、大型車の通行規制等の交通規制
は、県警が所管しています。通行規制のご要望の路線を
ご提示いただければ、県警へ要望として、進達いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　③歩行者の安全確保のための歩道の設置
　（回答）
　　今後の人口構造を見据えたとき、車から歩行者中心の
みちづくりに転換していく必要があると考えています。
歩道設置事業につきましては、現在、歩行者に危険であ
ると多くのご要望がある市道共和駅東線や大型車の通行
が多いウド交差点と国道 155 号を結ぶ市道山口半月線で
事業を実施しています。　　　　　　　（担当課：土木課）

　④生活道路と通過交通道路との区別
　（回答）
　　歩行者専用道路以外の道路については、車両通行もあ
り、区別は難しいと考えています。安全対策として、区
画線や標識、道路反射鏡など各種交通安全施設の整備に
より道路状況に合わせた安全対策を進めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

 

(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

　（回答）
　　駅周辺の再開発については、地権者と地元商店街の協
力と、合意形成が必要となるため、地権者だけでなく、
市議会、商工会議所等のご協力をいただきながら、手法
の検討をしたいと考えております。（担当課：都市計画課）

(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
　（回答）
　　本市の第５次総合計画における産業分野の目指す方向
性として、交流人口の増加を掲げています。現段階では、
総合計画に即した取組として、本市観光協会の運営体制
の見直しや地域資源を活かした事業展開を優先して進め
ていきます。　　　　（担当課：企画政策課・商工労政課）

(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　新規
　（回答）
　　観光みやげ推奨品の選定等に関し、観光協会において、
更に「健康都市おおぶ」を対外的に発信していく方策を
議論していきます。　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(4) ふるさとガイドおおぶへの支援　新規
　（回答）　
　　会員主導による観光協会の運営体制への転換と併せて、
ふるさとガイドとの有機的な連携を考えていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(5) 大府・共和駅へデジタルサイネージの設置　新規
　（回答）
　　デジタルサイネージについては、事業者と協力し、市
役所市民健康ロビーに１台、げんきの郷に２台設置して
おり、効果的な情報発信に努めております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(6) 街区公園、ポケットパークの整備活用　新規
　（回答）
　　現在、公共的な空地などで、積極的に緑地などの整備
を進めております。また、既存の施設についても、多く

の方に楽しく利用していただくことができるよう、適切
な維持管理に努めていきます。　　（担当課：都市計画課）

(7) ため池の魅力ある整備　新規
　（回答）
　　ご要望のありました「ため池」の海陸庵池は、現在、
県営老朽ため池等整備事業として、ため池の整備保全を
進めております。また、平成 27 年度末には事業が完了
する予定であり、ご要望にある整備の具体的な実施予定
はありませんが、ご要望として伺います。（担当課：農政課）

(8) 景観整備の推進 (大府駅前街路樹の植え替え )
　（回答）　
　　本市は、「森の中のまち」を目指し緑化を推進しており
ます。本市の玄関となる大府駅前については、現在のと
ころ、クスノキをハナミズキに植え替える予定はありま
せんが、通行の支障等にならないよう、適切な樹木管理
を実施していきます。　　　　　　（担当課：都市計画課）

(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　新規
　（回答）
　　イベント開催については、当地区において集客力があ
るか、また、地元産業界へ波及効果があるかを検証して
いきます。　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(10) 歴史を生かした観光資源の発掘
　（回答）
　　祭礼、神社や寺院等歴史的価値の高いものを貴重な地
域資源と捉えて、観光事業との連携を見出していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

 

(1) 創業者への金融及び助成金の支援　

　（回答）
　　既存の制度の拡充については、「（仮称）中小企業振興
基本条例」の制定に併せて、事業者に対する支援策を検
討していきます。　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(2) 店舗の新設・改装に関する支援
　（回答）
　「（仮称）中小企業振興基本条例」の制定にあわせて、事
業者に対する支援策を検討していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(3) 「げんき商店街推進事業」補助要綱の変更、見直し
　（回答）
　　本事業については、今までの実績から県と共同で推進
することが有効であると考えております。その他、国・
県の支援策が講じられる可能性があるので、情報収集に
努めていきます。　　　　　　　　（担当課：商工労政課）
(4) 大府プレミアム商品券事業の実施

　（回答）　　
　　市民の消費意欲の向上とともに、飲食店主やサービス
事業者などへの波及効果を見出した上で、検討していき
たいと考えております。　　　　　（担当課：商工労政課）

(5) 産学連携に対する支援　新規
　（回答）
　　現在、産学官連携交流会を実施しています。また、入
口支援として研究開発補助金を交付しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(6) 助成金制度の新設　新規
　（回答）
　　現在、時限的制度ではありますが、一定金額以上の設
備投資に対して補助金を交付する支援制度があります。
また、国の制度でも今年度、設備投資に係る補助金があり、
市と商工会議所が連携して、企業向けに当該補助金の説
明会を実施しました。海外進出支援については、県内の
他の支援機関に海外進出に係る調査費等を助成する制度
があります。市内企業が有効活用できるように、情報提
供及び支援をしていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(7) ポートフィリップ市との経済交流の場の設定　新規
　（回答）
　　姉妹都市交流の情報交流にて意向を伝えますので、詳細
についての打合せをお願いします。（担当課：商工労政課）

(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　新規
　（回答）
　　来年４月に「（仮称）中小企業振興基本条例」の施行を
予定しています。中小企業に必要な施策が展開できるよ
う、市内企業のご意見を聞いた上で条例案を作成してい
きます。　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

 

(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

　（回答）
　　本市では、これまで太陽光発電システム、クリーンエ
ネルギー自動車、高効率給湯器などについて、その購入
費等に対する補助を行ってまいりました。現在では、地
球の温暖化防止に関する意識啓発や公共施設への新エネ
ルギー・省エネルギー機器の導入の推進に取り組んでお
ります。
　　また、国では、各種省エネ設備、エコ機器導入・設備
更新についての補助制度があり、県においても、地球温
暖化対策に対する融資制度（「愛知県環境対策資金融資制
度」）がありますので、ご活用ください。（担当課：環境課）
(2) 散水用雨水タンクの設置　新規

　（回答）
　　花いっぱい運動は、近隣の方々などによる花壇の管理
の下に、展開しております。平成 25 年度末で花壇は
125 箇所あり、場所ごとに条件も様々であることから、
現在のところ、雨水タンクや散水栓などを設置する予定
はありませんが、ご要望として伺います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

 

(1) 大府商工会館賃貸料の見直し　　

　（回答）
　　大府商工会館の貸付料については、適正な価格で契約
を締結いたします。　　　　　　　　　（担当課：総務課）

(2) 大府商工会館にエレベーターの設置、相談室の増築及  
　び雨水排水設備の整備
　（回答）
　　エレベーター設置については、平成２８年度設計、平
成２９年度設置工事を予定しています。相談室の増築に
ついては、全体のスペースの関連もありますので、２階
の使用などを含めて検討したいと考えています。また、
雨水排水の整備についても、修繕計画に含め、平成２９
年度以降に検討したいと考えています。（担当課：総務課）

(3) 大府市役所駐車場の駐車規制、拡大
　（回答）
　　市役所駐車場は、庁舎利用者のために、正面第１駐車場
に１６０台、西側第２駐車場に１３０台の駐車スペースを
確保しています。大府小学校の行事開催時には、教育委員
会を通じて学校から保護者に徒歩による参集を依頼して、
混雑の緩和にご協力いただいています。また、確定申告期
間については、市の行事、会議等の開催を庁舎外で極力実
施するよう関係各課及び機関に依頼しております。平成
25 年 12 月より午後 10 時から翌日午前 7時まで駐車場を
施錠しています。また、定期的な駐車場調査を実施して、
無断駐車の監視も行っていますので、貴所におかれまして
も、ご協力をお願いします。　　　　　（担当課：総務課）

(4) 大府商工会館窓ガラス飛散防止対策　新規

　（回答）
　　市全体の公共施設の優先順位を踏まえ、商工会議所の
修繕計画の中で計画していきます。　　（担当課：総務課）

 

(1) 要望の回答内容の実施期日、回答に対する意見交換の  
　設定　新規

　（回答）
　　早期に事業の実践が必要な項目を抽出し、懇談の機会
を設けていきます。　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　新規

　（回答）
　　商工会議所が実践する事業の公益性を踏まえ、地域の
経済効果が見込まれる事業を補助対象としていく予定で
す。　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

最重点



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

最重点

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

(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
　
　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
　（回答）
　　本市の総合計画や都市計画マスタープランで位置づけ
られている地区において、周辺土地利用状況や交通の利
便性を踏まえて、工業系の土地利用を進めるなどのまち
づくりを検討します。また、市街化調整区域においても、
地区計画制度などの利用を検討していきたいと考えてい
ます。　　　　　　　　　　　　  （担当課：都市計画課）

　②工業適地の確保
　（回答）
　　工業適地の確保は、本市の総合計画や都市計画マスター
プランで位置づけられている地区において、経済状況や
企業の動向、地元の意向を勘案して進めていきたいと考
えています。　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）
　　
　③新たな工業団地の整備
　（回答）
　　工業適地の確保と併せて、工業団地の整備も、本市の
総合計画や都市計画マスタープランで位置づけられてい

る地区において、経済状況や企業の動向、地元の意向を
勘案して進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

　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
　（回答）
　　企業誘致については、市内全体では製造業、物流業を
中心に、企業誘致できるような取組を実施していきたい
と考えています。あいち健康の森周辺地区の土地利用に
ついては、ウェルネスバレー基本計画における土地利用
計画図をもとに、居住者や地権者の代表者で構成するウェ
ルネスバレーまちづくり委員会での議論を踏まえて進め
ています。産業ゾーンについては、健康長寿に関連する
企業の立地を目指し、先駆的な事業の実施等により発信
力を高めると共に、全国から企業を誘致できる仕組みづ
くりを進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課・企画政策課）

　⑤周辺環境との調和のとれた企業立地
　（回答）
　　本市の都市計画マスタープランで工業・産業用地とし
て位置づけられている地区において、企業立地を促進し
ていき、住居、工業、商業、田園などが混在しない形とし、
又環境面にも配慮しながら産業振興策を展開していきた
いと考えています。　　　　　　　（担当課：商工労政課）
　　
(2) 工業用地の見直し及び面的整備 　新規

　（回答）
　　本市の総合計画と都市計画マスタープランに基づき、
土地利用を進めていきたいと考えています。工業系の土
地利用については、法令に基づいた基準を満たす必要が
あるため、利活用が可能な区域を検討していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(3) 統一感をもったまちづくりの推進
　（回答）
　　各地域の特色を活かしながら、良好な土地利用の推進
や都市施設の整備、公共交通の充実など、コンパクトで
持続可能なまちづくりを進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）
 

　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
　（回答）
　　大府東浦線については、国道 155 号から市道ウド線ま
では、平成 31 年度までの完成を目指しています。健康
の森線については、現在のところ具体的な実施予定はあ
りませんが、ご要望として伺います。養父森岡線につい
ては、本年度は東海市境から知多半島道路までの区間に
おいて、予備設計委託を実施しています。今後も、継続
的な実施をしていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　大府東浦線については、木の山地区の国道 302 号から
名古屋市境までは、昨年度に工事着手し、早期完成を目
指しています。現在、市内では木の山地区のほか、森岡
地区で事業化されていますので、工事の進捗状況を見な
がら、その他の区間についても要望していきたいと考え
ています。
　　瀬戸大府東海線については、現在、惣作交差点から北
側で事業化していますが、池下交差点から大府高校北交
差点までの間は、4車線化の計画はありません。
　　名古屋刈谷線・東海有松線については、名古屋刈谷線
は現在のところ具体的な実施予定はありません。東海有
松線については、長草町地内の一部区間で事業化されて
いますが、その他の区間につきましても継続的に進めて
いただけるよう、県に要望していきたいと考えています。
　　市内幹線道路については、現在整備している道路開通
の状況を見ながら、効果的な道路整備を進めていきたい
と考えています。　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　衣浦西部線については、今後も継続的に県に要望して
いきたいと考えています。
　　名古屋刈谷線については、現在のところ具体的な実施
予定はありませんが、土地区画整理事業等の大規模開発
の話があれば、県に要望していきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　④長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進
　（回答）
　　県に引き続き要望していきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　⑤都市計画道路柊山大府線の早期整備
　（回答）
　　市道大府共和線から市道上原殿田線の区間については、
早期に整備していきたいと考えています。（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　信号機の設置は、県警が管轄しています。信号機の設
置は、一時的でなく、一日の交通量で判断し、決定され
ると伺っています。交通量など具体的な状況をご提示い
ただければ、県警へ要望していきたいと考えています。
商工会議所からも県警へ要望をしていただければ、幸い
です。　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　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　新規
　（回答）
　　本交差点の渋滞は、瀬戸大府東海線の工事が完成して
いないことによる惣作交差点の渋滞に起因していると思
われます。まずは、瀬戸大府東海線の早期完成を目指し、
状況を見ながら検討したいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ご
要望として伺います。　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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　新規　
　（回答）
　　県道長草東海線については、バイパス道路となる荒尾
大府線の道路計画があるため、本路線の待避場所の設置
予定はありません。荒尾大府線については、現在、近隣
路線の東海緑線の事業を実施しており、事業進捗や周辺
の状況を見ながら検討していきたいと県から聞いており
ます。　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　⑩市道井田辰池線 (愛知用水橋脚を含む )の拡幅
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ご

要望として伺います。　　　　　　　　（担当課：土木課）
　⑪大府駅東側中央分離帯の撤去
　（回答）
　　現在の４車線道路の状況を踏まえ、中央分離帯の撤去
は困難であると考えています。今後も、道路の利用状況
や周辺まちづくりなどと併せて検討したいと考えていま
す。　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(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

　（回答）
　　現在、ウェルネスバレー構想の具体的な事業について
は、「産業振興・育成」と「交流・にぎわい」に関する戦
略計画に基づいて計画的に進めています。さらに、今年
度はアクションプランを作成し、着実に事業を実施して
います。これらの計画により、先駆的な取組を推進し、
市内外へ広く周知を進めています。商工会議所におかれ
ましても、引き続き積極的な事業への参画及び事業の展
開をお願いいたします。　　　　　（担当課：企画政策課）

(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
　（回答）
　　現在、ウェルネスバレー推進協議会での「交流・にぎわい
ワーキンググループ」を中心として、市内外からウェルネス
バレー地域への誘客やにぎわいづくりにつながる取組を進
め、認知度の向上に努めていきます。　（担当課：企画政策課）

(3) 薬草園の整備推進と運営支援
　（回答）
　　現在、薬草園の利活用については、県が事業主体となり、
県薬剤師会等の関係団体、民間企業、関係行政機関の代
表者、学識経験者で構成する「薬草園に関する運営懇談会」
により議論が進められています。平成 27 年度の開園時
期までに、地域活性化につながるような運営体制を構築
できるよう、地域住民や商業者と連携して、県へ働きか
けていきます。　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新規
　（回答）
　　大府駅とあいち健康の森公園を結ぶ区間については、
歩道、歩行者専用道路又は緑道などを利用して、安全に
歩くための整備を実施しています。今年度は月見町地内
での石ヶ瀬川沿いの緑道整備を進めており、引き続き歩
道のネットワークの充実を図ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(5) 「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」の継続開催支援

　（回答）
　　「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」については、本市
の観光協会協賛事業としての位置づけを、考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(6) 知多半島サイクリングロードの早期実現
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ウェ
ルネスバレー事業の進捗に合わせ、県へ要望していきた
いと考えています。　　　　　　　　　（担当課：土木課）

(7) 大府市産業文化まつりの会場移転
　（回答）
　　会場の変更にともなうメリット、デメリット、また、
変更前と変更後の費用対効果を検証したうえで、主催４
団体で話し合っていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(8) 経済特区認定による地域開発　新規
　（回答）
　　ウェルネスバレー地域への産業集積のための方策につ
いては、引き続き関係機関や県と連携して研究していき
たいと考えています。　　　　　　（担当課：企画政策課）

(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　新規
　（回答）
　　ウェルネスバレー推進協議会交流・にぎわいワーキン
ググループで事業の企画を行っている「ウェルネスバレー
めぐり」など、ウェルネスバレー関係機関と連携し、ウェ
ルネスバレーの認知度の向上に努めています。あいち健
康の森公園内の交流センターにおいて、昨年度関係機関
の紹介と地図を掲載するコーナーを設置しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(10) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新規
　（回答）
　　2020 年には、東京オリンピックが開催され、2027 年
度には、リニア中央新幹線が開業する予定です。こうし
た節目の年を見据えた魅力づくりや情報発信については、
本市のみではなく、県や近隣市町とも連携して、広域的
な取組として進めてまいります。　（担当課：企画政策課）

(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　

　（回答）
　　防犯灯への移行時期の調整を行う必要がありますので、
水銀灯の撤去前には、事前にご連絡をいただきますよう
お願いいたします。　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　（回答）　
　　防犯カメラの設置については、プライバシー保護につ
いて課題があると考えています。現在、犯罪抑止のため
の取組としては、防犯カメラの設置ではなく、地域ぐる
みの防犯活動を推進しております。（担当課：生活安全課）

(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
　（回答）
　　警察署の誘致については、毎年、東浦町と合同で陳情
しております。警察から署の建設に関しては、既存の警
察施設の耐震対策が最優先と伺っておりますが、今後も
粘り強く陳情してまいります。　　（担当課：生活安全課）

(3) 大東小学校周辺道路の整備
　（回答）
　　これまでに、小学校正門付近に横断歩道橋や歩車道分
離のガードパイプを設置するなど、歩行者の安全対策を
実施しております。現在のところ、具体的な実施予定は
ありませんが、ご要望として伺います。（担当課：土木課）

(4) 排水管の埋設にかかる進捗状況の公表
　（回答）
　　本市ではこれまでも、水害を無くしたり軽減するため
に、河川や下水道の整備、雨水を貯めたり浸透させたり
する施設の整備、ハザードマップの公表などの対策を進
めてまいりました。今後も、まちなかの治水対策のレベ
ルアップを図るため、雨水貯留施設や雨水管の整備を計
画的に進めてまいります。実施状況についてホームペー
ジで公開していく予定です。　　　　　（担当課：土木課）

(5) 交通安全対策　新規　
　①夜間の歩道への防犯灯などの設置
　（回答）
　　各自治区に設置の割当数量を決め、住民からの設置要
望の取りまとめや光害等の苦情の無いよう、自治区へ調
整をお願いしております。自治区と協力し、安心安全な
まちづくりとなるよう対策を進めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　②通勤時間帯での大型トラックの通行規制
　（回答）
　　大型トラックを始め、大型車の通行規制等の交通規制
は、県警が所管しています。通行規制のご要望の路線を
ご提示いただければ、県警へ要望として、進達いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　③歩行者の安全確保のための歩道の設置
　（回答）
　　今後の人口構造を見据えたとき、車から歩行者中心の
みちづくりに転換していく必要があると考えています。
歩道設置事業につきましては、現在、歩行者に危険であ
ると多くのご要望がある市道共和駅東線や大型車の通行
が多いウド交差点と国道 155 号を結ぶ市道山口半月線で
事業を実施しています。　　　　　　　（担当課：土木課）

　④生活道路と通過交通道路との区別
　（回答）
　　歩行者専用道路以外の道路については、車両通行もあ
り、区別は難しいと考えています。安全対策として、区
画線や標識、道路反射鏡など各種交通安全施設の整備に
より道路状況に合わせた安全対策を進めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

 

(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

　（回答）
　　駅周辺の再開発については、地権者と地元商店街の協
力と、合意形成が必要となるため、地権者だけでなく、
市議会、商工会議所等のご協力をいただきながら、手法
の検討をしたいと考えております。（担当課：都市計画課）

(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
　（回答）
　　本市の第５次総合計画における産業分野の目指す方向
性として、交流人口の増加を掲げています。現段階では、
総合計画に即した取組として、本市観光協会の運営体制
の見直しや地域資源を活かした事業展開を優先して進め
ていきます。　　　　（担当課：企画政策課・商工労政課）

(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　新規
　（回答）
　　観光みやげ推奨品の選定等に関し、観光協会において、
更に「健康都市おおぶ」を対外的に発信していく方策を
議論していきます。　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(4) ふるさとガイドおおぶへの支援　新規
　（回答）　
　　会員主導による観光協会の運営体制への転換と併せて、
ふるさとガイドとの有機的な連携を考えていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(5) 大府・共和駅へデジタルサイネージの設置　新規
　（回答）
　　デジタルサイネージについては、事業者と協力し、市
役所市民健康ロビーに１台、げんきの郷に２台設置して
おり、効果的な情報発信に努めております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(6) 街区公園、ポケットパークの整備活用　新規
　（回答）
　　現在、公共的な空地などで、積極的に緑地などの整備
を進めております。また、既存の施設についても、多く

の方に楽しく利用していただくことができるよう、適切
な維持管理に努めていきます。　　（担当課：都市計画課）

(7) ため池の魅力ある整備　新規
　（回答）
　　ご要望のありました「ため池」の海陸庵池は、現在、
県営老朽ため池等整備事業として、ため池の整備保全を
進めております。また、平成 27 年度末には事業が完了
する予定であり、ご要望にある整備の具体的な実施予定
はありませんが、ご要望として伺います。（担当課：農政課）

(8) 景観整備の推進 (大府駅前街路樹の植え替え )
　（回答）　
　　本市は、「森の中のまち」を目指し緑化を推進しており
ます。本市の玄関となる大府駅前については、現在のと
ころ、クスノキをハナミズキに植え替える予定はありま
せんが、通行の支障等にならないよう、適切な樹木管理
を実施していきます。　　　　　　（担当課：都市計画課）

(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　新規
　（回答）
　　イベント開催については、当地区において集客力があ
るか、また、地元産業界へ波及効果があるかを検証して
いきます。　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(10) 歴史を生かした観光資源の発掘
　（回答）
　　祭礼、神社や寺院等歴史的価値の高いものを貴重な地
域資源と捉えて、観光事業との連携を見出していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

 

(1) 創業者への金融及び助成金の支援　

　（回答）
　　既存の制度の拡充については、「（仮称）中小企業振興
基本条例」の制定に併せて、事業者に対する支援策を検
討していきます。　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(2) 店舗の新設・改装に関する支援
　（回答）
　「（仮称）中小企業振興基本条例」の制定にあわせて、事
業者に対する支援策を検討していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(3) 「げんき商店街推進事業」補助要綱の変更、見直し
　（回答）
　　本事業については、今までの実績から県と共同で推進
することが有効であると考えております。その他、国・
県の支援策が講じられる可能性があるので、情報収集に
努めていきます。　　　　　　　　（担当課：商工労政課）
(4) 大府プレミアム商品券事業の実施

　（回答）　　
　　市民の消費意欲の向上とともに、飲食店主やサービス
事業者などへの波及効果を見出した上で、検討していき
たいと考えております。　　　　　（担当課：商工労政課）

(5) 産学連携に対する支援　新規
　（回答）
　　現在、産学官連携交流会を実施しています。また、入
口支援として研究開発補助金を交付しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(6) 助成金制度の新設　新規
　（回答）
　　現在、時限的制度ではありますが、一定金額以上の設
備投資に対して補助金を交付する支援制度があります。
また、国の制度でも今年度、設備投資に係る補助金があり、
市と商工会議所が連携して、企業向けに当該補助金の説
明会を実施しました。海外進出支援については、県内の
他の支援機関に海外進出に係る調査費等を助成する制度
があります。市内企業が有効活用できるように、情報提
供及び支援をしていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(7) ポートフィリップ市との経済交流の場の設定　新規
　（回答）
　　姉妹都市交流の情報交流にて意向を伝えますので、詳細
についての打合せをお願いします。（担当課：商工労政課）

(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　新規
　（回答）
　　来年４月に「（仮称）中小企業振興基本条例」の施行を
予定しています。中小企業に必要な施策が展開できるよ
う、市内企業のご意見を聞いた上で条例案を作成してい
きます。　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

 

(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

　（回答）
　　本市では、これまで太陽光発電システム、クリーンエ
ネルギー自動車、高効率給湯器などについて、その購入
費等に対する補助を行ってまいりました。現在では、地
球の温暖化防止に関する意識啓発や公共施設への新エネ
ルギー・省エネルギー機器の導入の推進に取り組んでお
ります。
　　また、国では、各種省エネ設備、エコ機器導入・設備
更新についての補助制度があり、県においても、地球温
暖化対策に対する融資制度（「愛知県環境対策資金融資制
度」）がありますので、ご活用ください。（担当課：環境課）
(2) 散水用雨水タンクの設置　新規

　（回答）
　　花いっぱい運動は、近隣の方々などによる花壇の管理
の下に、展開しております。平成 25 年度末で花壇は
125 箇所あり、場所ごとに条件も様々であることから、
現在のところ、雨水タンクや散水栓などを設置する予定
はありませんが、ご要望として伺います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

 

(1) 大府商工会館賃貸料の見直し　　

　（回答）
　　大府商工会館の貸付料については、適正な価格で契約
を締結いたします。　　　　　　　　　（担当課：総務課）

(2) 大府商工会館にエレベーターの設置、相談室の増築及  
　び雨水排水設備の整備
　（回答）
　　エレベーター設置については、平成２８年度設計、平
成２９年度設置工事を予定しています。相談室の増築に
ついては、全体のスペースの関連もありますので、２階
の使用などを含めて検討したいと考えています。また、
雨水排水の整備についても、修繕計画に含め、平成２９
年度以降に検討したいと考えています。（担当課：総務課）

(3) 大府市役所駐車場の駐車規制、拡大
　（回答）
　　市役所駐車場は、庁舎利用者のために、正面第１駐車場
に１６０台、西側第２駐車場に１３０台の駐車スペースを
確保しています。大府小学校の行事開催時には、教育委員
会を通じて学校から保護者に徒歩による参集を依頼して、
混雑の緩和にご協力いただいています。また、確定申告期
間については、市の行事、会議等の開催を庁舎外で極力実
施するよう関係各課及び機関に依頼しております。平成
25 年 12 月より午後 10 時から翌日午前 7時まで駐車場を
施錠しています。また、定期的な駐車場調査を実施して、
無断駐車の監視も行っていますので、貴所におかれまして
も、ご協力をお願いします。　　　　　（担当課：総務課）

(4) 大府商工会館窓ガラス飛散防止対策　新規

　（回答）
　　市全体の公共施設の優先順位を踏まえ、商工会議所の
修繕計画の中で計画していきます。　　（担当課：総務課）

 

(1) 要望の回答内容の実施期日、回答に対する意見交換の  
　設定　新規

　（回答）
　　早期に事業の実践が必要な項目を抽出し、懇談の機会
を設けていきます。　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　新規

　（回答）
　　商工会議所が実践する事業の公益性を踏まえ、地域の
経済効果が見込まれる事業を補助対象としていく予定で
す。　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）
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6　意欲ある事業者への支援に関する要望

7　環境対策推進に関する要望

8　大府商工会館等の整備に関する要望

最重点

最重点

9　その他の要望

最重点

最重点

最重点

(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
　
　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
　（回答）
　　本市の総合計画や都市計画マスタープランで位置づけ
られている地区において、周辺土地利用状況や交通の利
便性を踏まえて、工業系の土地利用を進めるなどのまち
づくりを検討します。また、市街化調整区域においても、
地区計画制度などの利用を検討していきたいと考えてい
ます。　　　　　　　　　　　　  （担当課：都市計画課）

　②工業適地の確保
　（回答）
　　工業適地の確保は、本市の総合計画や都市計画マスター
プランで位置づけられている地区において、経済状況や
企業の動向、地元の意向を勘案して進めていきたいと考
えています。　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）
　　
　③新たな工業団地の整備
　（回答）
　　工業適地の確保と併せて、工業団地の整備も、本市の
総合計画や都市計画マスタープランで位置づけられてい

る地区において、経済状況や企業の動向、地元の意向を
勘案して進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

　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
　（回答）
　　企業誘致については、市内全体では製造業、物流業を
中心に、企業誘致できるような取組を実施していきたい
と考えています。あいち健康の森周辺地区の土地利用に
ついては、ウェルネスバレー基本計画における土地利用
計画図をもとに、居住者や地権者の代表者で構成するウェ
ルネスバレーまちづくり委員会での議論を踏まえて進め
ています。産業ゾーンについては、健康長寿に関連する
企業の立地を目指し、先駆的な事業の実施等により発信
力を高めると共に、全国から企業を誘致できる仕組みづ
くりを進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課・企画政策課）

　⑤周辺環境との調和のとれた企業立地
　（回答）
　　本市の都市計画マスタープランで工業・産業用地とし
て位置づけられている地区において、企業立地を促進し
ていき、住居、工業、商業、田園などが混在しない形とし、
又環境面にも配慮しながら産業振興策を展開していきた
いと考えています。　　　　　　　（担当課：商工労政課）
　　
(2) 工業用地の見直し及び面的整備 　新規

　（回答）
　　本市の総合計画と都市計画マスタープランに基づき、
土地利用を進めていきたいと考えています。工業系の土
地利用については、法令に基づいた基準を満たす必要が
あるため、利活用が可能な区域を検討していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(3) 統一感をもったまちづくりの推進
　（回答）
　　各地域の特色を活かしながら、良好な土地利用の推進
や都市施設の整備、公共交通の充実など、コンパクトで
持続可能なまちづくりを進めていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）
 

　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
　（回答）
　　大府東浦線については、国道 155 号から市道ウド線ま
では、平成 31 年度までの完成を目指しています。健康
の森線については、現在のところ具体的な実施予定はあ
りませんが、ご要望として伺います。養父森岡線につい
ては、本年度は東海市境から知多半島道路までの区間に
おいて、予備設計委託を実施しています。今後も、継続
的な実施をしていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　大府東浦線については、木の山地区の国道 302 号から
名古屋市境までは、昨年度に工事着手し、早期完成を目
指しています。現在、市内では木の山地区のほか、森岡
地区で事業化されていますので、工事の進捗状況を見な
がら、その他の区間についても要望していきたいと考え
ています。
　　瀬戸大府東海線については、現在、惣作交差点から北
側で事業化していますが、池下交差点から大府高校北交
差点までの間は、4車線化の計画はありません。
　　名古屋刈谷線・東海有松線については、名古屋刈谷線
は現在のところ具体的な実施予定はありません。東海有
松線については、長草町地内の一部区間で事業化されて
いますが、その他の区間につきましても継続的に進めて
いただけるよう、県に要望していきたいと考えています。
　　市内幹線道路については、現在整備している道路開通
の状況を見ながら、効果的な道路整備を進めていきたい
と考えています。　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　衣浦西部線については、今後も継続的に県に要望して
いきたいと考えています。
　　名古屋刈谷線については、現在のところ具体的な実施
予定はありませんが、土地区画整理事業等の大規模開発
の話があれば、県に要望していきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　④長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進
　（回答）
　　県に引き続き要望していきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　⑤都市計画道路柊山大府線の早期整備
　（回答）
　　市道大府共和線から市道上原殿田線の区間については、
早期に整備していきたいと考えています。（担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　信号機の設置は、県警が管轄しています。信号機の設
置は、一時的でなく、一日の交通量で判断し、決定され
ると伺っています。交通量など具体的な状況をご提示い
ただければ、県警へ要望していきたいと考えています。
商工会議所からも県警へ要望をしていただければ、幸い
です。　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　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　新規
　（回答）
　　本交差点の渋滞は、瀬戸大府東海線の工事が完成して
いないことによる惣作交差点の渋滞に起因していると思
われます。まずは、瀬戸大府東海線の早期完成を目指し、
状況を見ながら検討したいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （担当課：土木課）

　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
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ご
要望として伺います。　　　　　　　　（担当課：土木課）

　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　新規　
　（回答）
　　県道長草東海線については、バイパス道路となる荒尾
大府線の道路計画があるため、本路線の待避場所の設置
予定はありません。荒尾大府線については、現在、近隣
路線の東海緑線の事業を実施しており、事業進捗や周辺
の状況を見ながら検討していきたいと県から聞いており
ます。　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：土木課）

　⑩市道井田辰池線 (愛知用水橋脚を含む )の拡幅
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ご

要望として伺います。　　　　　　　　（担当課：土木課）
　⑪大府駅東側中央分離帯の撤去
　（回答）
　　現在の４車線道路の状況を踏まえ、中央分離帯の撤去
は困難であると考えています。今後も、道路の利用状況
や周辺まちづくりなどと併せて検討したいと考えていま
す。　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(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

　（回答）
　　現在、ウェルネスバレー構想の具体的な事業について
は、「産業振興・育成」と「交流・にぎわい」に関する戦
略計画に基づいて計画的に進めています。さらに、今年
度はアクションプランを作成し、着実に事業を実施して
います。これらの計画により、先駆的な取組を推進し、
市内外へ広く周知を進めています。商工会議所におかれ
ましても、引き続き積極的な事業への参画及び事業の展
開をお願いいたします。　　　　　（担当課：企画政策課）

(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
　（回答）
　　現在、ウェルネスバレー推進協議会での「交流・にぎわい
ワーキンググループ」を中心として、市内外からウェルネス
バレー地域への誘客やにぎわいづくりにつながる取組を進
め、認知度の向上に努めていきます。　（担当課：企画政策課）

(3) 薬草園の整備推進と運営支援
　（回答）
　　現在、薬草園の利活用については、県が事業主体となり、
県薬剤師会等の関係団体、民間企業、関係行政機関の代
表者、学識経験者で構成する「薬草園に関する運営懇談会」
により議論が進められています。平成 27 年度の開園時
期までに、地域活性化につながるような運営体制を構築
できるよう、地域住民や商業者と連携して、県へ働きか
けていきます。　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新規
　（回答）
　　大府駅とあいち健康の森公園を結ぶ区間については、
歩道、歩行者専用道路又は緑道などを利用して、安全に
歩くための整備を実施しています。今年度は月見町地内
での石ヶ瀬川沿いの緑道整備を進めており、引き続き歩
道のネットワークの充実を図ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

(5) 「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」の継続開催支援

　（回答）
　　「石ヶ瀬川遊歩道夜桜プロジェクト」については、本市
の観光協会協賛事業としての位置づけを、考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(6) 知多半島サイクリングロードの早期実現
　（回答）
　　現在のところ、具体的な実施予定はありませんが、ウェ
ルネスバレー事業の進捗に合わせ、県へ要望していきた
いと考えています。　　　　　　　　　（担当課：土木課）

(7) 大府市産業文化まつりの会場移転
　（回答）
　　会場の変更にともなうメリット、デメリット、また、
変更前と変更後の費用対効果を検証したうえで、主催４
団体で話し合っていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(8) 経済特区認定による地域開発　新規
　（回答）
　　ウェルネスバレー地域への産業集積のための方策につ
いては、引き続き関係機関や県と連携して研究していき
たいと考えています。　　　　　　（担当課：企画政策課）

(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　新規
　（回答）
　　ウェルネスバレー推進協議会交流・にぎわいワーキン
ググループで事業の企画を行っている「ウェルネスバレー
めぐり」など、ウェルネスバレー関係機関と連携し、ウェ
ルネスバレーの認知度の向上に努めています。あいち健
康の森公園内の交流センターにおいて、昨年度関係機関
の紹介と地図を掲載するコーナーを設置しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(10) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新規
　（回答）
　　2020 年には、東京オリンピックが開催され、2027 年
度には、リニア中央新幹線が開業する予定です。こうし
た節目の年を見据えた魅力づくりや情報発信については、
本市のみではなく、県や近隣市町とも連携して、広域的
な取組として進めてまいります。　（担当課：企画政策課）

(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　

　（回答）
　　防犯灯への移行時期の調整を行う必要がありますので、
水銀灯の撤去前には、事前にご連絡をいただきますよう
お願いいたします。　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　（回答）　
　　防犯カメラの設置については、プライバシー保護につ
いて課題があると考えています。現在、犯罪抑止のため
の取組としては、防犯カメラの設置ではなく、地域ぐる
みの防犯活動を推進しております。（担当課：生活安全課）

(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
　（回答）
　　警察署の誘致については、毎年、東浦町と合同で陳情
しております。警察から署の建設に関しては、既存の警
察施設の耐震対策が最優先と伺っておりますが、今後も
粘り強く陳情してまいります。　　（担当課：生活安全課）

(3) 大東小学校周辺道路の整備
　（回答）
　　これまでに、小学校正門付近に横断歩道橋や歩車道分
離のガードパイプを設置するなど、歩行者の安全対策を
実施しております。現在のところ、具体的な実施予定は
ありませんが、ご要望として伺います。（担当課：土木課）

(4) 排水管の埋設にかかる進捗状況の公表
　（回答）
　　本市ではこれまでも、水害を無くしたり軽減するため
に、河川や下水道の整備、雨水を貯めたり浸透させたり
する施設の整備、ハザードマップの公表などの対策を進
めてまいりました。今後も、まちなかの治水対策のレベ
ルアップを図るため、雨水貯留施設や雨水管の整備を計
画的に進めてまいります。実施状況についてホームペー
ジで公開していく予定です。　　　　　（担当課：土木課）

(5) 交通安全対策　新規　
　①夜間の歩道への防犯灯などの設置
　（回答）
　　各自治区に設置の割当数量を決め、住民からの設置要
望の取りまとめや光害等の苦情の無いよう、自治区へ調
整をお願いしております。自治区と協力し、安心安全な
まちづくりとなるよう対策を進めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　②通勤時間帯での大型トラックの通行規制
　（回答）
　　大型トラックを始め、大型車の通行規制等の交通規制
は、県警が所管しています。通行規制のご要望の路線を
ご提示いただければ、県警へ要望として、進達いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

　③歩行者の安全確保のための歩道の設置
　（回答）
　　今後の人口構造を見据えたとき、車から歩行者中心の
みちづくりに転換していく必要があると考えています。
歩道設置事業につきましては、現在、歩行者に危険であ
ると多くのご要望がある市道共和駅東線や大型車の通行
が多いウド交差点と国道 155 号を結ぶ市道山口半月線で
事業を実施しています。　　　　　　　（担当課：土木課）

　④生活道路と通過交通道路との区別
　（回答）
　　歩行者専用道路以外の道路については、車両通行もあ
り、区別は難しいと考えています。安全対策として、区
画線や標識、道路反射鏡など各種交通安全施設の整備に
より道路状況に合わせた安全対策を進めてまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：生活安全課）

 

(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

　（回答）
　　駅周辺の再開発については、地権者と地元商店街の協
力と、合意形成が必要となるため、地権者だけでなく、
市議会、商工会議所等のご協力をいただきながら、手法
の検討をしたいと考えております。（担当課：都市計画課）

(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
　（回答）
　　本市の第５次総合計画における産業分野の目指す方向
性として、交流人口の増加を掲げています。現段階では、
総合計画に即した取組として、本市観光協会の運営体制
の見直しや地域資源を活かした事業展開を優先して進め
ていきます。　　　　（担当課：企画政策課・商工労政課）

(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　新規
　（回答）
　　観光みやげ推奨品の選定等に関し、観光協会において、
更に「健康都市おおぶ」を対外的に発信していく方策を
議論していきます。　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(4) ふるさとガイドおおぶへの支援　新規
　（回答）　
　　会員主導による観光協会の運営体制への転換と併せて、
ふるさとガイドとの有機的な連携を考えていきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(5) 大府・共和駅へデジタルサイネージの設置　新規
　（回答）
　　デジタルサイネージについては、事業者と協力し、市
役所市民健康ロビーに１台、げんきの郷に２台設置して
おり、効果的な情報発信に努めております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：企画政策課）

(6) 街区公園、ポケットパークの整備活用　新規
　（回答）
　　現在、公共的な空地などで、積極的に緑地などの整備
を進めております。また、既存の施設についても、多く

の方に楽しく利用していただくことができるよう、適切
な維持管理に努めていきます。　　（担当課：都市計画課）

(7) ため池の魅力ある整備　新規
　（回答）
　　ご要望のありました「ため池」の海陸庵池は、現在、
県営老朽ため池等整備事業として、ため池の整備保全を
進めております。また、平成 27 年度末には事業が完了
する予定であり、ご要望にある整備の具体的な実施予定
はありませんが、ご要望として伺います。（担当課：農政課）

(8) 景観整備の推進 (大府駅前街路樹の植え替え )
　（回答）　
　　本市は、「森の中のまち」を目指し緑化を推進しており
ます。本市の玄関となる大府駅前については、現在のと
ころ、クスノキをハナミズキに植え替える予定はありま
せんが、通行の支障等にならないよう、適切な樹木管理
を実施していきます。　　　　　　（担当課：都市計画課）

(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　新規
　（回答）
　　イベント開催については、当地区において集客力があ
るか、また、地元産業界へ波及効果があるかを検証して
いきます。　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(10) 歴史を生かした観光資源の発掘
　（回答）
　　祭礼、神社や寺院等歴史的価値の高いものを貴重な地
域資源と捉えて、観光事業との連携を見出していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

 

(1) 創業者への金融及び助成金の支援　

　（回答）
　　既存の制度の拡充については、「（仮称）中小企業振興
基本条例」の制定に併せて、事業者に対する支援策を検
討していきます。　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(2) 店舗の新設・改装に関する支援
　（回答）
　「（仮称）中小企業振興基本条例」の制定にあわせて、事
業者に対する支援策を検討していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(3) 「げんき商店街推進事業」補助要綱の変更、見直し
　（回答）
　　本事業については、今までの実績から県と共同で推進
することが有効であると考えております。その他、国・
県の支援策が講じられる可能性があるので、情報収集に
努めていきます。　　　　　　　　（担当課：商工労政課）
(4) 大府プレミアム商品券事業の実施

　（回答）　　
　　市民の消費意欲の向上とともに、飲食店主やサービス
事業者などへの波及効果を見出した上で、検討していき
たいと考えております。　　　　　（担当課：商工労政課）

(5) 産学連携に対する支援　新規
　（回答）
　　現在、産学官連携交流会を実施しています。また、入
口支援として研究開発補助金を交付しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(6) 助成金制度の新設　新規
　（回答）
　　現在、時限的制度ではありますが、一定金額以上の設
備投資に対して補助金を交付する支援制度があります。
また、国の制度でも今年度、設備投資に係る補助金があり、
市と商工会議所が連携して、企業向けに当該補助金の説
明会を実施しました。海外進出支援については、県内の
他の支援機関に海外進出に係る調査費等を助成する制度
があります。市内企業が有効活用できるように、情報提
供及び支援をしていきたいと考えています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(7) ポートフィリップ市との経済交流の場の設定　新規
　（回答）
　　姉妹都市交流の情報交流にて意向を伝えますので、詳細
についての打合せをお願いします。（担当課：商工労政課）

(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　新規
　（回答）
　　来年４月に「（仮称）中小企業振興基本条例」の施行を
予定しています。中小企業に必要な施策が展開できるよ
う、市内企業のご意見を聞いた上で条例案を作成してい
きます。　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

 

(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

　（回答）
　　本市では、これまで太陽光発電システム、クリーンエ
ネルギー自動車、高効率給湯器などについて、その購入
費等に対する補助を行ってまいりました。現在では、地
球の温暖化防止に関する意識啓発や公共施設への新エネ
ルギー・省エネルギー機器の導入の推進に取り組んでお
ります。
　　また、国では、各種省エネ設備、エコ機器導入・設備
更新についての補助制度があり、県においても、地球温
暖化対策に対する融資制度（「愛知県環境対策資金融資制
度」）がありますので、ご活用ください。（担当課：環境課）
(2) 散水用雨水タンクの設置　新規

　（回答）
　　花いっぱい運動は、近隣の方々などによる花壇の管理
の下に、展開しております。平成 25 年度末で花壇は
125 箇所あり、場所ごとに条件も様々であることから、
現在のところ、雨水タンクや散水栓などを設置する予定
はありませんが、ご要望として伺います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課：都市計画課）

 

(1) 大府商工会館賃貸料の見直し　　

　（回答）
　　大府商工会館の貸付料については、適正な価格で契約
を締結いたします。　　　　　　　　　（担当課：総務課）

(2) 大府商工会館にエレベーターの設置、相談室の増築及  
　び雨水排水設備の整備
　（回答）
　　エレベーター設置については、平成２８年度設計、平
成２９年度設置工事を予定しています。相談室の増築に
ついては、全体のスペースの関連もありますので、２階
の使用などを含めて検討したいと考えています。また、
雨水排水の整備についても、修繕計画に含め、平成２９
年度以降に検討したいと考えています。（担当課：総務課）

(3) 大府市役所駐車場の駐車規制、拡大
　（回答）
　　市役所駐車場は、庁舎利用者のために、正面第１駐車場
に１６０台、西側第２駐車場に１３０台の駐車スペースを
確保しています。大府小学校の行事開催時には、教育委員
会を通じて学校から保護者に徒歩による参集を依頼して、
混雑の緩和にご協力いただいています。また、確定申告期
間については、市の行事、会議等の開催を庁舎外で極力実
施するよう関係各課及び機関に依頼しております。平成
25 年 12 月より午後 10 時から翌日午前 7時まで駐車場を
施錠しています。また、定期的な駐車場調査を実施して、
無断駐車の監視も行っていますので、貴所におかれまして
も、ご協力をお願いします。　　　　　（担当課：総務課）

(4) 大府商工会館窓ガラス飛散防止対策　新規

　（回答）
　　市全体の公共施設の優先順位を踏まえ、商工会議所の
修繕計画の中で計画していきます。　　（担当課：総務課）

 

(1) 要望の回答内容の実施期日、回答に対する意見交換の  
　設定　新規

　（回答）
　　早期に事業の実践が必要な項目を抽出し、懇談の機会
を設けていきます。　　　　　　　（担当課：商工労政課）

(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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　新規

　（回答）
　　商工会議所が実践する事業の公益性を踏まえ、地域の
経済効果が見込まれる事業を補助対象としていく予定で
す。　　　　　　　　　　　　　　（担当課：商工労政課）

発行回数：年12回（毎月１日発行）
配 布 先：大府商工会議所会員、近隣商工会議所・商工会
　　　　　関係団体、官公庁など
申 込 み：掲載希望月の前月10日

☆会報全面カラー化に伴い広告もカラーで掲載可能！
☆地域で事業を営む方に的を絞ってPRできます！

大府商工会議所広告掲載企業募集

※ただし、公序良俗に反するもの、法律関係に違反するもの、また、その恐れのあるもの等、
　その他不適切と認められる場合は、掲載をお断りする場合があります。

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
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■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1.35％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.35％
■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11月 13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

【対　　象】大府市内に本社または事業所があり、常時雇用する労働者が 300 人以下の事業者で、表彰基　
　　　　  　準を満たす事業者
【表彰基準】大府市役所ホームページで「子育てサポート」で検索すると確認できます｡
【募集期間】平成26年11月 17日（月）～平成27年2月6日（金）
【結果通知】平成27年３月中旬文書にて通知
【申 込 み】所定の申請書に必要事項を記入のうえ、大府市役所商工労政課まで提出
【問合せ及び詳細】大府市役所 商工労政課　電話：0562‐45‐6227

「おおぶ子育てサポート優良事業者」を募集します！
仕事と子育ての両立支援のための職場環境の整備を促進し、その成果を挙げている事業者を募集します。
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　この度は商工会議所後期分会費の納入にご協力
いただき、誠にありがとうございました。指定の
口座より引き落としさせていただいた口座振替の
会員様につきましては、１月号（１月５日配付開
始）の会報配付時に領収書を同封させていただき
ますので、ご査収ください。

大府商工会議所後期会費
納入のお礼

　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかに
することを目的とした統計法に基づく報告義務が
ある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎
資料として利活用されます。
　調査時点は２６年１２月３１日です。
　調査票へのご回答お願いいたします。
　　　　　経済産業省・都道府県・市区町村

平成26年工業統計調査を
実施します

　大府商工会議所は、恒例の新年賀詞交歓会を下
記のとおり開催いたします。会員の皆様の多数の
ご参加をお待ちしています。

【開催日時】 平成 27年１月７日（水）
　　　　　11時～13時
【開催場所】 大府市役所地下多目的ホール
【参加費用】 ２,０００円（１名）
　　　　　※当日受付にて申し受けます。また､
　　　　　　事前に会議所に持参いただいても構
　　　　　　いません。
　　　　　※当日参加も可能ですが、できる限り
　　　　　　事前にお申込みください。なお、ア
　　　　　　ルコールの準備はありません。
【申込方法】 チラシまたは当所ホームページから
　　　　　 お申込みください。
【問 合 せ】 大府商工会議所 総務・会員サービス課
             　 電話 : 0562－47－5000

平成27年新年賀詞
交歓会のご案内

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、サービス業は改善、その他
の４業種は悪化した。

●一般工事業からは、「新卒を採用したい
が、応募が少なく、対応に苦慮している」
とのコメント。製材業からは、「消費税率
引き上げ後の景気回復が予想以上に遅れて
いる。工務店からの受注が低調なため、業
況は厳しい」とのコメント。車載用機器卸
売販売業からは、「国内向けの自動車販売
が伸び悩む中、カーナビやカーオーディオ
などの売上が低迷している」との声、理容
業からは、「消費者の節約志向が強まって
おり、月に１度来店していた顧客が２～３
カ月に１度になるなど、利用頻度が顕著に
低下している」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
月と比べほぼ横ばいの見込み。産業別にみ
ると、卸売業、小売業で改善、その他の３
業種で悪化する見込み。

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
 5 月    　　 6月    7 月    8 月 9 月    10 月 11月～1月  

業　　況 ▲ 22.2 ▲ 20.4 ▲ 13.6 ▲ 16.6 ▲ 11.2 ▲ 24.5 ▲ 23.8
       
売　　上 ▲ 15.6 ▲ 14.5 ▲ 7.9 ▲ 4.9 ▲ 5.3 ▲ 15.4 ▲ 18.9 
    
採　　算 ▲ 28.1 ▲ 22.5 ▲ 18.1 ▲ 17.6 ▲ 12.9 ▲ 25.2 ▲ 27.5
       
資金繰り ▲ 21.2 ▲ 16.5 ▲ 7.5 ▲ 6.7 ▲ 7.2 ▲ 12.9 ▲ 13.6
       
仕入単価 ▲ 56.5 ▲ 50.7 ▲ 45.7 ▲ 51.4 ▲ 51.2 ▲ 52.1 ▲ 46.4
       
従 業 員 14.1 13.0 9.6 16.5  13.5 14.7 14.0

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移

平成26年10月調査結果

  

　11 月２日（日）、当所にて日本商工会議所主催
の珠算検定と日本珠算連盟主催の暗算検定試験及
び段位認定試験を施行しました。延べ 73 名が受
験しました。
　なお、統一試験日は10月26日（日）でしたが、
大府市産業文化まつりと重なったため、当所は一
週遅れで施行しました。

第202回珠算・第38回暗算検定
第112回段位認定試験を施行

　11 月 16 日（日）、当所にて第 138 回日商簿
記検定を施行しました。
１級8名、２級39名、３級43名が受験し、大
府会場の合格率は、２級 20.5％、３級 41.8％
でした。
　なお、１級の合否については、中央審査終了後、
本人宛に通知されます。

第138回日商簿記検定試験を施行
記憶力や集中力がアップ！学力向上効果も

簿記は、世界共通のビジネススキル !!
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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11月末会員総数

1,623

平成26年度大府商工会議所

4～11月加入者数

目標達成まで

85

115

大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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市民参加の花いっぱい運動で、
花のまち「大府」を目指します。

大府ブランドを世界に！
五平餅の調理体験中！

　きのこ採り真っ最中！

会
員
の
広
場

　フラ・ＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）・サーフィン・ＳＮＯＷ『体験
型ＳＨＯＰ』としてリニューアルオープン！ハワイ感溢れるスタジオで、楽しく
フラダンスしてみませんか。
【生徒募集中】4,000円／月3回（入会金・見学・体験レッスン０円）
冬は『スノーサーフィン』→メーカーとタイアップしてのボードテストセンターとしても稼動。
４～１１月は、ＳＵＰ・サーフィン・ボディーボードの【体験スクール】も開催（内海にクラブハウス有り）、
年間を通して一緒にエコスタイルで楽しみませんか！！

Esta Lealea
(エスタレアレア )

フラスタジオも併設し、リニューアルオープン！

●住　所／大府市共西町１丁目８番地（共和西小学校の東隣）
●TEL 0562－44－7565
●定休日／火曜日／日曜日は不定休
●営業時間／ 14：00～ 21：00
●http://esta-surf.com/

代表　小島 浩義

Yellow BuRny
（イエローバーニー）
代表　横田 雅也

　７月にオープンしたカレー屋「イエローバーニー」です！
当店では、バリエーションに富んだスパイシーな本格カレーを楽しんでいただけます。
トッピングメニューも充実！なかでも手仕込みトンカツは絶品ですよ！そして、お酒を
飲みながらくつろげるカレー屋というのが当店の特長です。そんなお客様方に大好評な
のがモツ鍋で、鍋の後にスパイスを加えて作るカレー雑炊はヤミツキになる美味しさです
よ！忘年会のご利用も大歓迎！皆様のご来店をお待ちしています！

カレー屋さんなのにモツ鍋が大好評！！

●住　所／大府市共栄町 8-11-10
●TEL 0562－46－5520　　
●定休日／水曜日
●営業時間／（ランチ）11:00 ～ 14:30 
　　　　　　 （ディナー）17:30 ～ 22:30


