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平成27年度確定申告書作成指導日 ～準備はお早めに～

大府ブランドを世界に！
2/22（月）・2/23（火）・2/24（水）・3/1（火）・3/2（水）
時間：13：30～15：30 場所：大府商工会議所3階大ホール

Hair＆Aroma Plaisir
（プレジール）

昨年 10月にオープンさせて頂きました    

　お客様がリラックスして頂けるよう、優しい色合いの家具や雑貨にこだわったサロンで
す。プライベート感を重視するため、外からの視線をできるだけ遮り、お店自体が半個室の
ような美容院にしました。
　お客様に、安心して長く通っていただけるサロンを目指しています。
　只今プレジールでは、２か月に一度、お子様 (小4まで )を対象としたチャリティーカッ
トを一人５００円で実施しております。 売り上げは、大府市の福祉に募金させて頂いていま
す。　詳しい内容は、是非ホームページをご覧下さい。

オーナー　仲井　仁人

　当社は全国４０００社導入実績の営業支援システム、在り方や魅力を具体化する
プロデュース、営業ツール作成などの営業支援サービスをしている会社です。
　営業とは顧客ニーズを先取りして自社の価値を高めるものでセールスだけで
はありません。営業課題を解決し成果を最大化する仕組みやノウハウ、仕掛けに
よりお客様の顧客創造に貢献。小規模な企業も営業の標準化や仕組みを導入し
ていますのでお気軽にご相談を。最後に大府商工会議所様のHP制作では関係者
様の皆さまにお世話になりましたこと御礼申し上げます。

営業の成果を高め事業発展に繋がる営業支援サービス    

●住所／大府市大東町 1-749-402      
●TEL ／ 090-8488-7264
●ホームページ／ http://www.prad-web.jp    

●住所／大府市共和町 5-37       
●TEL ／ 0562-74-5797
●営業時間／ 9:30 ～ 19:00
●定休日／毎週月曜日
●ホームページ／ http://www.plaisir-hair.com    

プラド㈱
代表取締役　宮下　孝

▲骨盤エクササイズ

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28年3月加入分まで継続決定）

会員加入目標数

180

平成28年1月末会員総数

1,705

平成27年度大府商工会議所

4～1月加入者数

目標達成まで

105

75



 1 SIMIZU CYCLE 清水　康明 東新町 自転車小売業 商業

 2 AGO設備 岩田　竜治 高丘町 給排水・衛生設備工事業 建設業

 3 AMaRENA 花井あすか 江端町 美容業 商業

 4 北 村 北村　典史 共西町 一般管工事業 建設業

 5 ㈱ザ・ファースト 小俣　　進 名古屋市 建築工事業 建設業

 6 メルハバ カフェ 中山ユミト 名古屋市 料理品小売業 商業

～平成 27年度　新入会員　よろしくおねがいします～ 期間：平成27年11月 11日～平成28年1月12日

事業所名No, 代表者 住　所 業種・取扱い商品 所属部会

（敬称略）

１月１３日（水）於：当所２階会議室　時：1４：４0～1６：００

第 5回定例常議員会

審議事項
議案第１号　会員の加入について
　６事業所の加入が承認されました（詳細は下段「新
入会員の紹介」をご覧ください）。
議案第２号　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
が提案されました。　　　　　　　　　　　※敬称略
　西巻知之
　　（㈱豊田自動織機共和工場・安全・総務部長）
　交代理由：前任者野々垣一の人事異動
議案第３号　平成２８年度事業計画書重点事業（案）

について
　３月の通常議員総会を前に次年度の事業計画重点事
項を審議しました。
議案第４号　職員就業規則の一部改正（案）について
　マイナンバー制度の導入にかかるマイナンバーの提出
を義務付けることについて追記する旨、説明を行ないま
した。
議案第５号　臨時職員就業規則の一部改正（案）につ

いて
　マイナンバー制度の導入にかかるマイナンバーの提出
を義務付けることについて追記する旨、説明を行ないま
した。
議案第６号　講師謝金及び旅費支給規則の改正（案）

について
　源泉控除税率の変更並びにマイナンバーの取得方法
について追記する旨、説明を行ないました。

６議案とも原案どおり可決されました。

報告事項
①文書取扱規程の一部改正について
②個人情報保護プライアンスプログラムの一部改正に
ついて
③特定個人情報を含む個人情報保護方針の一部改正に
ついて
・保護方針全文を会報２月号４頁に掲載しています。
④個人情報管理体制の一部改正について
⑤特定個人情報保護規程について
⑥外部委託管理規程の一部改正について
⑦秘密保持契約書（委託業務用）の一部改正について
⑧平成２８年度主要会議開催日程について
　日時：５月３１日（火）場所：当所３階大ホール
優良従業員表彰　　　 １０：３０～
講演会（f-Biz 小出氏）１３：００～
第２９回通常議員総会　１４：４５～

⑨会員の脱退並びに変更について
⑩１月・２月の行事予定について
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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。

2月　February
 2 日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ 東海興業精機）
 5日（金） 省エネ・リサイクル施設見学
  （13:40 ～ バイオガス発電施設等 )
 9 日（火） 正副会頭会議
  （9:00 ～ 当所 1階会議室）
  橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ 片山ナルコ）
  決算確定申告勉強会
  （13:30 ～当所 3階大ホール）
 10日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 12日（金） 税務経理相談
  （予約制 当所 1階相談室）
 14日（日） 珠算・暗算・段位認定試験
  （9:00～ 当所3階大ホール及び会議室）
 17日（水） IT セキュリティセミナー
  (15:00 ～ 当所 3階大ホール )
 18 日（木） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  地域資源活用セミナー
  （13:30 ～ 当所 2階会議室）
 22日（月） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 23日（火） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 24日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
  決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
  大府あきんど塾セミナー
  （19:00 ～ 当所 3階大ホール）
 28日（日） 日商簿記検定
  （9:00 ～ 当所 3階大ホール）

3月　Ｍarch
 1 日（火） 決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 2日（水） 正副会頭会議
  （13:30 ～ 当所 1階相談室）
  決算・確定申告個別指導
  （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 3日（木） 岐阜大学ラボツアー
  （13:30 ～ 岐阜大学）
 4日（金） 建設業部会視察研修
  （7:30 ～東濃地域木材流通センター等）
 9 日（水） 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）
 10日（木） 税務経理相談
  （予約制 当所 1階相談室）
 16日（水） 会頭杯ゴルフコンペ
  （8:21 ～ 葵カントリークラブ）
  共長支部講演会
  （13:30 ～ 大府市勤労文化会館）
 18日（金） 定例金融相談
  （10:00 ～ 当所 1階相談室）
  安全体感道場体験研修
  （13:00 ～ TABMEC）
 23 日（水） 住宅修繕相談
  （13:00 ～ 当所 1階相談室）
 24日（木） 珠算優良生徒表彰式
    （13:30 ～ 当所 3階大ホール）
 29日（火） 橋本実践塾発表会
  （11:00 ～ げんきの郷）
 30日（水） 通常議員総会　
  (15:00 ～ 当所 3階大ホール )

 3 第５回定例常議員会
  新入会員紹介
　 4 大府商工会議所特定個人情報を含む個人情報保護方針
　 5‐7 会議所だより
  新年賀詞交歓会
  新規会員交流会
  女性会 椿大神社参拝
  大府支部 豊川講
  そろばん授業にボランティア講師派遣
  鈴木淳司経済産業副大臣講演会
　 8‐13 大府市商工行政等に関する要望書の回答
　 14 講習会・イベントのご案内
  決算・確定申告消費税確定申告勉強会
  ＩＴセキュリティセミナー
  地域資源活用セミナー
  美味しいまちのグルメ駅伝
　 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
  プラド㈱
  Hair＆Aroma Plaisir（プレジール）
　  会員加入促進キャンペーンにご協力を！

所在地／大府市若草町二丁目196番地
電　話／０９０－６５７９－８０１４
バレエだけではなく、らくらく楽やせ骨盤エクササイズを
推進中。 お腹、お尻が締まるだけではなく、腰痛、肩こ
り、むくみ、便秘等が改善されます。心と体が元気にな
れる、笑顔で過ごせるように･･･みなさまとのご縁を広
げていきたいと思います。おかげ様で「おおぶふれあ
いゼミナール」（1/28、2/25）は、満員御礼です。

今月の表紙／有穂バレエスタジオの伊藤美穂さん



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。

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

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

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

お気軽にご相談下さい。

TEL 0562-47-6697
FAX 0562-57-1113

〒474-0052　
愛知県大府市長草町中屋敷23-6

代表 坂口 美穂

相続税・贈与税・事業継承支援
会計税務顧問・記帳代行
決算業務・申告業務
新規事業・会社設立支援

坂口公認会計士
税理士事務所

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～  

大府商工会議所特定個人情報を含む個人情報保護方針

大府商工会議所 会頭  木村　勝昭

平成２８年 新年賀詞交歓会
～会議所活動で地域の発展を目指す～
１月６日（水） 於：大府市役所多目的ホール
　　　　　　　　　　時：１１：００～１２：３０

　毎年恒例の新年賀詞交歓会を開催したところ、会
員はじめ来賓、関係者など２２０名の方々にご出席い
ただきました。
木村会頭挨拶
　「中小企業にとっ
ての真の景気回復
が待たれるところ
です。昨年１１月に
は、当会議所の会員
である中部スリッ
ター株式会社の平
田紀生氏が「第６回
ものづくり日本大
賞　優秀賞」を受賞されるという、喜ばしい出来事
もありました。また、昨年一昨年と役職員一丸となっ
た「会員推進キャンペーン」を実施し、２００を超える
新規事業所に加入いただくことが出来ました。その
ほか、あいち健康の森公園に、ハナモモの植樹も行
い、今後は、ウェルネスバレー地区を中心にあわせて
１０００本を目標に植樹を継続していきたいと考えて
います。そして、今後は、隣接する東浦町商工会との
さらなる連携を深め、地域の発展を目指していきた
いと考えています」と語り、皆様の一層の支援と協力
をお願いしました。

ものづくり日本大賞「優秀賞」受賞
　　　平田紀生氏（中部スリッター㈱代表取締役）
　「ものづくり日
本大賞」は、高度な
技術的課題を克服
し、従来にない画
期的な製品・部品
や素材等の開発・
実用化を実現され
た方々を顕彰する
制度です。平田氏は、プレス金型メーカーと連携し、
「ピン制御式からくり金型で実現した全く新しいパ
イプ加工法の確立」が評価され、本賞を受賞されま
した。この加工法により、パイプに１工程で同一周上
に複数の穴加工が可能となり、工程短縮と加工精度
の向上が図られて、自動車メーカーからティア１とし
て直接受注に繋がりました。平田氏は、「不況で仕事
がなかった時に取組み始め、当初の見込みより、時間
がかかった」と開発の経緯を語り、「自分は文系だか
らこそ、柔らかい考えで出来たのでは」と自己分析さ
れていました。

▲挨拶する木村勝昭会頭

▲挨拶する平田紀生氏

▲愛知県議会議員の深谷勝彦氏のご発声で乾杯！

１．関係法令・ガイドライン等の遵守
　商工会議所は、個人情報の取扱いに関し、『個人情
報の保護に関する法律』その他の法令およびガイド
ライン、ならびに『行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律』（マイナン
バー法）その他の法令および『特定個人情報の適正
な取扱いに関するガイドライン（事業者編）』を遵守
致します。

２．個人情報の取得について
　商工会議所は、適法かつ公正な手段によって、個人
情報を取得致します。

３．個人情報の利用について
（１）商工会議所は、個人情報を取得の際に示した利
用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにお
いて、利用します。

（２）商工会議所は、特定個人情報を除く個人情報を
第三者との間で共同利用し、又は、個人情報の取
扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者に
つき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させる
ために、適正な監督を行います。

４．個人情報の第三者提供について
（１）商工会議所は、法令に定める場合を除き、特定個
人情報を除く個人情報を、事前に本人の同意を得
ることなく、第三者に提供致しません。

（２）商工会議所は、法令に定める場合を除き、特定個
人情報を本人または第三者に提供致しません。

５．個人情報の管理について
（１）商工会議所は、個人情報の正確性を保ち、これを
安全に管理致します。

（２）商工会議所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及
び漏えい等を防止するため、不正アクセス、コン
ピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリ

ティ対策を講じます。
（３）商工会議所は、個人情報を持ち出し、外部へ送信
する等により漏えいさせません。

６．個人情報の開示･訂正･利用停止･消去について
　商工会議所は、本人が自己の個人情報について、
開示･訂正・利用停止･消去等を求める権利を有して
いることを確認し、これらの要求がある場合には、異
議なく速やかに対応します。

７．組織・体制
（１）商工会議所は、個人情報保護管理者を任命し、個
人情報の適正な管理を実施致します。

（２）商工会議所は、常勤役員及び職員に対し、個人情
報の保護及び適正な管理方法についての研修を
実施し、日常業務及び退職後における個人情報の
適正な取扱いを徹底致します。

８．個人情報保護コンプライアンス･プログラムの策定･
実施・維持・改善
　商工会議所は、この方針を実行するため、個人情
報保護コンプライアンス･プログラム（本方針･『個人
情報保護規程』及びその他の規程を含む）を策定し、
これを商工会議所職員その他関係者に周知徹底さ
せて実施し、維持し、継続的に改善致します。

９．質問および苦情処理の窓口
商工会議所による個人情報の取扱いに関する質問ま
たは苦情につきましては、以下にお問い合わせくだ
さい。
　　　大府商工会議所　総務・会員サービス課
　　　TEL　  0562-47-5000
　　　E-mail  info@obu-cci.or.jp
  　　 URL    http://www.obu-cci.or.jp/

　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年１月６日

大府商工会議所（以下「商工会議所」という。）は、商工会議所の事業活動を通じて得た特定個人情報を含む個人
情報（以下、「個人情報」という）の保護に努めることを社会的責務と認識し、以下の方針に基づき特定個人情報
を含む個人情報の保護に努めます。
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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

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／100,000部（43号実績）

いろんな
お店の情報を
楽しもう！

検索ペコロス
ペコロスホームページ 広告掲載料

50,000円（税別）～

会議所だより会議所だより

新規会員交流会開催
～知って得する商工会議所活用法＆会員交流会～
１２月２２日（火） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　 　　　　　　時：１４：００～１６：００

　今回の交流会は、「会員の皆様に商工会議所の活用
法を知っていただきたい」、加えて「会員が交流できる
場を提供したい」との想いから、初開催しました。
商工会議所活用方法って？
　事務局より会員事業所の活用事例が掲載された
「大府商工会議所のご案内」を使用し、商工会議所の
活用方法を説明しました。
会員企業からの活用事例発表＆交流会
　東鮓共和店の横井充成さんから「会議所と関わっ
た経緯」「参加して良かった事業」「会議所を効果的
使うコツ」等、玲子ガーデンファームの深谷玲子さん
からは、「創業セミナーからの関わり」「経営計画書作
成による新事業支援」等について、お話していただ
きました。
　その後、参加者が自己紹介を行い、職員も参加し
て名刺交換するなどし、気楽な雰囲気の中、互いの
交流を深めることができました。

女性会　椿大神社と千代保稲荷神社に参拝
１月１２日（火）　　　於：椿大神社・千代保稲荷神社
　　　　　　　 　　時：８：３０～１６：４５

　大府商工会議所女性会は、三重県鈴鹿市にある猿
田彦大本宮「椿大神社」と岐阜県海津市の「千代保稲
荷神社」に参拝しました。
　１年のお礼と今年の無事を祈願した後、縁起物の
熊手や節分の豆を購
入し、「福」を大府に
持ち帰りました。千代
保稲荷の門前町は、
相変わらずの盛況振
りで、商売繁盛の御
利益を目の当たりに
しました。

大府支部　大府豊川講
１月１４日（木）　　　於：豊川稲荷・岩津天満宮等
　　　　　　　 　　時：７：４０～１７：３０

　大府支部恒例の豊川講は、今回で９回目を迎え、
岩津天満宮、真福寺、豊川稲荷、砥鹿神社の順に参拝
しました。
　日本三大稲荷「豊川稲荷」では、商売繁盛と家内安

全を祈願、ご祈祷を受
けた後、精進料理をい
ただきました。帰途、一
色さかな市場で、お土
産を購入し、御利益と
共に大府に帰りました。

日本珠算連盟大府支部
ボランティア講師派遣によるそろばん授業
１月１４日（木） 於：石ヶ瀬小学校
　　　　　　　 　　　　　　　　時：２、３時限目

　日本珠算連盟大府支部に所属する珠算塾の先生
が、ボランティア講師として、毎年市内小学校のそろ
ばん授業のお手伝いをしています。
　小学校では、３年生の３学期を中心に「そろばん」授
業が設定されていますが、時代の変化とともに「そろ
ばん」に習熟している先生が少なくなってきているこ
とから、プロである珠算塾の先生がボランティアでお
手伝いをするようになりました。
　平成１５年度より始まったボランティア講師派遣も、１３
年目を迎え、今年度も市内全校から申込があり、１２月か
ら３月にかけてボランティア講師派遣を行っています。
　授業では、そろばんに初めて触れる子供でも興味
を持ち、楽しく理解できるように心がけ、教材にも工
夫を凝らして教えています。

　今回取材に訪れた
石ヶ瀬小学校では、時間
が短かったこともあり、
そろばんの基礎や、そろ
ばんを使った二桁の計
算などを中心に授業を
行いました。子供たちに
とっては、普段と勝手

の異なる授業だったはずですが、皆、興味津々といっ
た面持ちで楽しそうに学んでいました。

鈴木淳司経済産業副大臣講演会
１月１３日（水）　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　 　　時：１３：３０～１４：３０

　鈴木淳司経済産業副大臣より、「平成２８年度 国の
政策展望について」講演していただきました。
中小企業施策と地方創生の取組について
　大半の地域では、７割以上の従業員が中小企業・
小規模事業所に勤務
している現状を踏ま
え、様々な支援策を打
ち出していくとのこ
と。最低賃金の引上げ
に向け、生産性の向上
等のための支援や取
引条件の改善等をす
すめ、経済強化を図るとし、特に、地域経済の活性
化・「稼ぐ力」を強化するため、地域を牽引している
（できる）「地域中核企業支援」を創出し、支援する事
業に力を注いでいきたいと力説されました。
　また、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補
助金、経営発達支援計画認定（大府商工会議所・東
浦町商工会と共同申請）に触れ、大府商工会議所に
対し、ねぎらいと今後に期待する旨のお言葉をいた
だきました。
　最後に、中小企業・小規模事業者の未来をサポー
トするサイト「ミラサポ」と地域経済分析システム「Ｒ
ＥＳＡＳ」を積極的に活用するべきとの助言もいただ
きました。

▲椿大神社で記念撮影 ▲鈴木淳司経済産業副大臣

▲豊川稲荷で記念撮影

▲真剣に授業に取り組む児童達
　（１月１４日石ヶ瀬小学校にて）
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継続

雑が予想されることを伝え、今秋のサイクリング大会

で実施したようなパークアンドライドの採用を働きけ

けていきます。（企画政策課）

(2) 歩行者、自転車を優先した道路整備

（回答）車優先のみちづくりを見直し、車と人が共存

できるみちづくりを念頭に置き、整備していきます。

（土木課）

(3) 大府市産業文化まつりの会場移転

（回答）商工会議所、ＪＡあいち知多、市役所の事務局

会議出席者であいち健康の森を視察し、会場変更に伴

うメリット、デメリットを比較しています。引き続き、

事務局会議にて話し合っていきます。（商工労政課）

(4) 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、連絡橋等の設置

（回答）今年度総務省の委託事業で採択を受けたウォー

キングロードの整備により、ウェルネスバレーまでの

案内表示や看板を設置して周辺施設をつないでいくと

ともに、楽しみながら歩ける環境を整備します。（企

画政策課）

(5) ウェルネスバレーロードの整備

（回答）市内には、既にウォーキングコースが設定さ

れています。今回の整備に併せて、既存のコースも

PRしていきます。（企画政策課）

(6) 薬草園の整備促進と運営支援

（回答）薬草園には、交流にぎわいワーキンググルー

プに参加してもらい、ウェルネスバレーめぐりのポイ

ントに追加するなど、多くの方に訪れてもらえるよう、

連携しています。（企画政策課）

(7) 知多サイクリングロードの早期整備

（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併せて、県へ要

望していきたいと考えています。（土木課）

(1) 防犯カメラ設置促進及び助成金の創設

（回答）防犯カメラの設置については、プライバシー

保護や維持管理費について課題があると考えていま

す。現在、犯罪抑止の取組として、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います。

（生活安全課）

(2) 災害時における燃料電池等設置に対する補助金の創

設

（回答）事業所での災害用備蓄品の購入補助について

は、実施予定はございません。（生活安全課）

(3) あいち健康の森公園周辺への横断歩道の整備

（回答）横断歩道の設置については、警察の管轄になり

ますが、歩行者の滞留場所や標識・防護柵など安全施

設を設置する用地が必要となります。したがいまして、

整備にあたっては要件を満たす必要がありますので、

具体的な場所を明示していただけましたら、警察へ御

要望を進達します。（生活安全課）

(4) 会議所街路灯撤去後の市防犯灯への移行及び市商業

団体等事業費補助金交付要綱の見直し

（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、撤去前に事前に御連絡いただきますようお願

いいたします。また、会議所におかれましても、廃灯

しないよう御協力いただきますようお願いいたします。

　中小企業振興基本条例に基づく取組の基本方針に

沿って、商業団体等に対する支援策を検討していきま

す。（生活安全課・商工労政課）

(5) 雨水管等の計画的な埋設

（回答）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。（土木課）

(1) リニア開通に伴う大府市への影響調査の実施

（回答）リニア開業に伴い、名古屋駅、中部国際空港、

名古屋港を玄関口として、都市圏や国内外の広域交通

機能の向上により、ものづくり産業の国際的な競争力

が強化されると予測されています。本市としましても、

これを契機として、利便性の高い交通環境を活かした

広域的な交流によって人とモノを呼び込めるまちづく

りを推進するために、総合計画やマスタープランに反

映することを検討します。（都市計画課）

(2) 大府駅前駐車場・駐輪場の立体化、商業スペースの

整備による駅周辺の活性化　

（回答）大府駅前駐車場・駐輪場の立体化については、

パーク・アンド・ライドを推進することの有効な手法

の一つであると認識しています。しかしながら、施工

費が相当高額になると思われますので、駐車場・駐輪

場の利用状況や他市町の施設の状況を参考に、検討を

深めていく必要があると考えています。

　駅周辺の活性化については、駅周辺の遊休地や空き

店舗等を把握し、にぎわいづくりの方策を検討してい

きます。（生活安全課・商工労政課）

(3) 大府センターの利活用の検討

（回答）建物自体が古く、耐震化等の整備や所有者と

の調整が必要となります。利用可能な場所等を検証し

ていきたいと考えています。（商工労政課）

(4) 各施設等への誘導・案内看板の整備　　

（回答）必要な看板類を検証し、設置について検討し

ていきます。（商工労政課）

(5) 旧図書館向かいの南側植栽の整備

（回答）本市は、森の中のまちを目指して緑化を推進

しています。桃山町五丁目交差点から歴史民俗資料館

までの道路の植栽につきましても、計画的な整備を検

討していきます。（都市計画課）

(6) 地域交流の感じられる場づくり

（回答）「近崎ふれあい会館」において交流の場が設け

られるか、現在試験的に行っています。（商工労政課）

(7) 新駅の設置

（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、土地利用計画を検討しています。市街化調整

区域の見直しについては、周辺土地利用状況を踏まえ、

計画に適した地域をマスタープラン等で定め、市街化

区域編入に必要な法令の基準を満たす地域について土

地利用の検討をしていきます。新駅の設置については、

今後も JRと協議を重ねていきます。（都市計画課）

(8) 大府発の観光みやげ、健康関連商品の販売拠点づく

りへの支援

（回答）大府駅周辺において、「みやげもの推奨品」を

扱うアンテナショップ等の設置について、実現可能性

について模索していきます。（商工労政課）

(9) 石ヶ瀬川遊歩道での夜桜プロジェクトへの支援

（回答）大府市観光協会による支援を継続していきま

す。（商工労政課）

(10) 大府・共和駅へのデジタルサイネージの設置

（回答）デジタルサイネージは、知多メディアスネッ

トワークが主体となり、広告事業として設置を進めて

います。共和駅の設置については、知多メディアスよ

り要望があれば協力をしていきます。（企画政策課）

(11) 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て緑化を推進

しています。本市の玄関口となる大府駅前につきまし

ては、現在のところ、クスノキを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、適切に樹

木の管理を実施していきます。（都市計画課）

(12) 道路沿いにある街区公園・ポケットパークの整備

活用

（回答）現在、公共的な空地などを活用し、積極的に

緑地などの整備を進めています。今後も、緑地整備に

併せてベンチ等の休憩施設を設置し、ゆとりある空間

づくりを進めます。（都市計画課）

(13) 道路沿いにあるため池、河川の整備

（回答）ため池の景観整備については、現在、県営水

環境整備事業として神様池の整備保全を行っており、

平成 29 年度の供用開始予定で進めています。

　水辺の小道の整備については、現在のところ具体的

な実施予定はありません。（農政課・土木課）

(14) 散水用雨水タンクの設置

（回答）花いっぱい運動は、近隣の方々などに花壇を

管理していただいて展開しています。平成 26 年度末

で花壇は 124 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、花壇を管理していただ

いている方々の意見も参考とし、散水栓等の設置を検

討していきます。（都市計画課）

(1) 小規模事業者が販路開拓に取り組む補助金制度の創

設

（回答）今年度、小規模事業者支援策としまして、「小

規模事業者再投資促進補助金」を創設しました。「大

府市中小企業の振興でまちを元気にする条例」第４条

第９項に基づく施策について、引き続き検討していき

たいと考えています。（商工労政課）

(2) ポートフィリップ市との経済交流の場の設定

（回答）姉妹都市交流の情報交流にて御意向をお伝え

しますので、詳細についての打合せをお願いします。

（商工労政課）

(3) 店舗の新設・改装に関する支援

（回答）「中小企業振興基本条例」に基づく取組の基本

方針に沿って、小規模事業者に対する支援策を検討し

ていきます。（商工労政課）

(4)「げんき商店街推進事業」補助要綱の見直し

（回答）本事業については、これまでの実績から県と

調整区域の見直し　

（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、土地利用計画を検討しています。市街化調整

区域の見直しについては、工業系土地利用に適した地

域をマスタープラン等で定め、市街化区域編入に必要

な法令の基準を満たす地域について土地利用の検討を

していきます。（都市計画課）

(1) 広域的に道を語る懇談会の開催　

（回答）本市が加盟している「愛知県道路整備促進協

力会」、「愛知県名古屋市道路利用者会議」、「知多建設

協議会」等で広域的な道路に関する懇談がされていま

すので、新たな懇談会の開催予定はございません。御

理解いただきますようお願いいたします。（土木課）

(2) 市道の整備

①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、早期整備を目指します。（土木課）

②都市計画道路養父森岡線の早期整備

（回答）東海市境から知多半島道路との交差部までの

区間で事業を進めています。全区間開通については、

ウェルネスバレー事業の進捗を見ながら、東浦町と調

整をしていきます。（土木課）

③市道 4073 号線の拡幅工事　

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

④都市計画道路瀬戸大府東海線における渋滞緩和対策

（回答）渋滞緩和の抜本的対策には、バイパス道路の

整備が必要と考えます。しかしながら、現在のところ

本線区間の4車線化を含めて整備予定はありませんが、

御要望として伺います。（土木課）

⑤ウェルネスバレーに関連した駅西道路整備

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

⑥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、御要望として伺います。（土木課）

(3) 国道、県道の整備

①都市計画道路大府東浦線の早期整備　

（回答）現在は、「森岡地区」及び「木の山地区」の２

箇所で事業化がされています。その延伸要望について

は、６月17日に知多建設事務所へ、７月10日に県庁へ、

昨年度に引き続き実施しました。（土木課）

②長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進　　

（回答）６月 17 日に知多建設事務所へ、７月 10 日に

県庁へ、昨年度に引き続き御要望への対応を依頼しま

した。（土木課）

③都市計画道路大府東浦線の計画的な除草の実施　

（回答）御要望の道路は、県の管理になります。県に

御要望内容をお伝えしましたので、御理解いただきま

すようお願いいたします。（維持管理課）

④瀬戸大府東海線の折戸交差点への横断歩道の設置

（回答）横断歩道の設置については、警察の管轄にな

りますが、歩行者の滞留場所や標識・防護柵など安全

施設を設置する用地が必要となります。また、当該箇

所は国道のため、県の管轄になります。横断歩道の設

置に当たり、道路の一部改良も必要になる場合もあり

ますので、警察及び県に御要望を進達します。（生活

安全課）

⑤都市計画道路衣浦西部線の国道 366号との接続　

（回答）６月 17 日に知多建設事務所へ、７月 10 日に

県庁へ、昨年度に引き続き御要望への対応を依頼しま

した。（土木課）

⑥国道 366 号の信号交差点への右折帯及び右折信号

の設置

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

⑦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

（回答）長草東海線の拡幅予定はありませんので、バ

イパス道路となる荒尾大府線について６月 17 日に知

多建設事務所へ、７月 10 日に県庁へ、昨年度に引き

続き御要望への対応を依頼しました。（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、御要望として伺います。（土木課）

(1) 健康の森公園におけるイベント開催時の交通渋滞の

解消と駐車場対策

（回答）イベント開催時には、主催者に周辺道路の混

平成27年度
共同で推進することが有効であると考えています。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。（商工労政課）

(1)ＣＯ² 削減への取り組みにかかる省エネ設備、エコ機

器導入助成金制度の創設

（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きました。現在は、

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

んでいます。

　ＣＯ² 削減への取組の支援につきましては、県の融

資制度のほか、国においても各種補助金や融資制度が

ありますので、御活用ください。（環境課）

(1) 大府商工会館のエアコンの更新

（回答）商工会館の空調については、調査をしました

ところ、単体修繕や更新が難しい状況です。商工会館

全体の空調の修繕計画について検討したいと思いま

す。（総務課）

(2) 大府商工会館相談室の増築及び雨水排水設備の整備

（回答）相談室の増築等の整備については、全体のス

ペースとの関連もありますので、２階の使用状況など

を含め検討したいと思います。また、雨水排水の整備

につきましても、修繕計画に含めて検討したいと思い

ます。（総務課）

(3) 大府商工会館窓ガラス飛散防止対策

（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。（総務課）

(4) 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駐車場が 160 台、西側第２駐車場 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、混雑の緩和に御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

関に依頼しています。午後 10 時から翌日午前７時ま

で駐車場を施錠したり、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、御協力をお願いいたします。（総務課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) 提言の進行状況について地図、図表等を使用した視

覚的表記　

（回答）11 ページの御要望事項３（４）に関連しまして、

ウェルネスバレーまでのウォーキングロードについて

の資料を添付させていただきました。こちらに、コー

スや案内表示等の説明がございます。その他の回答に

つきましても、地図、図表等の活用を検討いたしまし

たが、理解しづらい箇所がございましたら、お手数を

お掛けしますが、お声掛けいただきますようお願いい

たします。（協働促進課）

(2) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取り

組み

（回答）近隣市町の動きに併せまして、本市への着地

型観光等の取組を進めていきます。（商工労政課）

(3) 小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡

充

（回答）「中小企業振興基本条例」に基づく取組の基本

方針に沿って、商工会議所会員の方を始め、小規模事

業者に対する支援策を検討していきます。（商工労政

課）

「大府市商工行政等に関する要望書」
に対する回答

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

継続重点

継続重点

継続重点

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

新規

重点 新規

重点 新規

新規

　大府商工会議所として、大府市に提出しておりました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。

最 重 点 項 目

 

　昨年度、会議所の幹部の方と本市の幹部職員とが商工

業の発展について意見交換をする場として「商工業振興

に関する懇談会」を設置しています。（商工労政課）

　

　本市の総合計画や都市計画マスタープランに基づき、

住工混在を解消し、周辺土地利用状況や交通の利便性を

踏まえて無秩序な開発を抑制するためにも、工業系土地

利用区域の確保の検討をしていきます。また、市街化調

整区域の開発手法について、地区計画制度などの検討を

していきます。

　工業団地開発については、総合計画やマスタープラン

で位置付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。

　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、ウェルネスバレー区域では健康長寿関連企業を

中心に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。併せて、市内中小企業のための拡張用地につ

いても検討をしていきたいと考えています。（都市計画

課・商工労政課）

　ウェルネスバレー構想の具体的な事業の展開として

は、「産業振興・育成」と「交流・にぎわい」について

計画的に進めています。さらに、今年度のアクションプ

ランを作成するとともに、来年度に向け第Ⅱ期アクショ

ンプランを策定中です。こうした計画により、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。（企

画政策課）

　

　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る

とともに、ウェルネスバレー地区で開催されるイベント

には後援をするなどの支援を行い、認知度の向上に努め

ています。（企画政策課）

　実行委員会には市職員も参加し、協力してきました。

また、フェスタ当日はシャトルバスの手配や添乗、誘導

も行い、通常の開催では経費を伴う部分でも支援を行っ

ています。（企画政策課）

　本市は、昭和 63 年から東浦町と合同で、首長・議長・

県議により、警察署誘致の陳情を続けています。警察施

設の耐震対策による財政面の問題はありますが、愛知県

もこの地域の事情については十分理解していただいてい

ると思っています。今後も、警察署誘致と交番増設の実

現に向けて、粘り強く陳情していきたいと考えています。

（生活安全課）

　本市では、それぞれの分野における所管において、地

域資源を活用した大府の魅力の創出及び情報発信を行っ

ています。本市観光協会については、会員主導による運

営体制への転換を進めており、事務局機能を強化する方

策や活動拠点としてふさわしい場所の選定について議論

していきます。観光全般については、引き続き商工労政

課を中心に推進していきたいと考えていますので、御理

解いただきますようお願いいたします。（企画政策課・

商工労政課）

　駅周辺の再開発については、将来の都市像を見据え、

少子高齢化などの社会情勢の変化に対応するための、集

約型まちづくりを進めることが求められています。その

ため、駅周辺を新たな都市機能として再構築するうえで、

商業、住居、医療、福祉などの施設を適切に配置するな

ど総合的な検討が必要となります。そこで、地域や利用

者の意見を取り入れ、また、地権者と地元商店街の理解

を得ながら、にぎわいのある持続可能なまちづくりを目

指すため、地権者、市議会及び商工会議所等の御支援御

協力をいただき、手法の検討をしたいと考えております。

　特別委員会の設置については、年度始めの会派代表者

会議において、毎年度検討を行っています。本要望の内

容については、全議員に周知を図ります。（都市計画課・

議事課）

　本年４月１日に施行された「大府市中小企業の振興で

まちを元気にする条例」に基づき、大府商工会議所を始

め、事業者、金融機関、学識経験者、関係行政機関等に

よる中小企業振興策検討会を設置しました。今年度は、

中小企業振興アクションプランの策定に向けて委員の

方々から意見をいただきながら進めています。（商工労

政課）

　本年４月１日に施行された「大府市中小企業の振興で

まちを元気にする条例」に基づき、大府商工会議所を始

め、事業者、金融機関、学識経験者、関係行政機関等に

よる中小企業振興策検討会が設置されております。この

検討会において、条例の目的を達成するためのアクショ

ンプランの策定を検討しておりますので、現在策定中の

地方創生総合戦略においても、アクションプランとの整

合性を図っていきます。（企画政策課）

　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。（総務課）

提言に対する意見交換会の開催1

大府商工会館の借受料の免除11

土地利用計画の見直し及び工業団地開発と
企業誘致

２

警察力の強化・警察署の誘致促進にかかる誘致計画
の進捗状況の公表及び共和西地区への交番設置

6

観光協会の事務所及び市観光課の設置による観光
協会の機能強化並びに観光ビジョンの策定

7

「大府市中小企業の振興でまちを元気にする条例」
にかかる基本計画並びに実施計画の策定

9

まちづくり特別委員会の設置と大府駅東南部再開
発を見据えた中心市街地活性化基本計画の策定

8

ウェルネスバレー構想の実施計画の策定
並びに周知、整備促進

3

健康都市大府の知名度をあ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

4

大府市としてのウェルネスバレーフェスタ
への参加

5
新規

大府市の地方創生総合戦略策定に向け、
産業界を入れた会議体の設置

10
新規

土地利用等の見直し1

幹線道路等の整備促進2

あいち健康の森を活かしたまちづくり3

安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備4

市街地の活性化5
意欲ある事業者への支援6

環境行動計画に基づいた環境対策の推進7

大府商工会館等の整備8

その他9

ウェルネスバレーまでのウオーキングロードに

ついての資料は、スペースの都合で掲載できま

せんでした。ご希望の方は、大府商工会議所ま

でご連絡下さい。

大府商工会議所より



8 9 10 11 12 13

継続

雑が予想されることを伝え、今秋のサイクリング大会

で実施したようなパークアンドライドの採用を働きけ

けていきます。（企画政策課）

(2) 歩行者、自転車を優先した道路整備

（回答）車優先のみちづくりを見直し、車と人が共存

できるみちづくりを念頭に置き、整備していきます。

（土木課）

(3) 大府市産業文化まつりの会場移転

（回答）商工会議所、ＪＡあいち知多、市役所の事務局

会議出席者であいち健康の森を視察し、会場変更に伴

うメリット、デメリットを比較しています。引き続き、

事務局会議にて話し合っていきます。（商工労政課）

(4) 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、連絡橋等の設置

（回答）今年度総務省の委託事業で採択を受けたウォー

キングロードの整備により、ウェルネスバレーまでの

案内表示や看板を設置して周辺施設をつないでいくと

ともに、楽しみながら歩ける環境を整備します。（企

画政策課）

(5) ウェルネスバレーロードの整備

（回答）市内には、既にウォーキングコースが設定さ

れています。今回の整備に併せて、既存のコースも

PRしていきます。（企画政策課）

(6) 薬草園の整備促進と運営支援

（回答）薬草園には、交流にぎわいワーキンググルー

プに参加してもらい、ウェルネスバレーめぐりのポイ

ントに追加するなど、多くの方に訪れてもらえるよう、

連携しています。（企画政策課）

(7) 知多サイクリングロードの早期整備

（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併せて、県へ要

望していきたいと考えています。（土木課）

(1) 防犯カメラ設置促進及び助成金の創設

（回答）防犯カメラの設置については、プライバシー

保護や維持管理費について課題があると考えていま

す。現在、犯罪抑止の取組として、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います。

（生活安全課）

(2) 災害時における燃料電池等設置に対する補助金の創

設

（回答）事業所での災害用備蓄品の購入補助について

は、実施予定はございません。（生活安全課）

(3) あいち健康の森公園周辺への横断歩道の整備

（回答）横断歩道の設置については、警察の管轄になり

ますが、歩行者の滞留場所や標識・防護柵など安全施

設を設置する用地が必要となります。したがいまして、

整備にあたっては要件を満たす必要がありますので、

具体的な場所を明示していただけましたら、警察へ御

要望を進達します。（生活安全課）

(4) 会議所街路灯撤去後の市防犯灯への移行及び市商業

団体等事業費補助金交付要綱の見直し

（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、撤去前に事前に御連絡いただきますようお願

いいたします。また、会議所におかれましても、廃灯

しないよう御協力いただきますようお願いいたします。

　中小企業振興基本条例に基づく取組の基本方針に

沿って、商業団体等に対する支援策を検討していきま

す。（生活安全課・商工労政課）

(5) 雨水管等の計画的な埋設

（回答）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。（土木課）

(1) リニア開通に伴う大府市への影響調査の実施

（回答）リニア開業に伴い、名古屋駅、中部国際空港、

名古屋港を玄関口として、都市圏や国内外の広域交通

機能の向上により、ものづくり産業の国際的な競争力

が強化されると予測されています。本市としましても、

これを契機として、利便性の高い交通環境を活かした

広域的な交流によって人とモノを呼び込めるまちづく

りを推進するために、総合計画やマスタープランに反

映することを検討します。（都市計画課）

(2) 大府駅前駐車場・駐輪場の立体化、商業スペースの

整備による駅周辺の活性化　

（回答）大府駅前駐車場・駐輪場の立体化については、

パーク・アンド・ライドを推進することの有効な手法

の一つであると認識しています。しかしながら、施工

費が相当高額になると思われますので、駐車場・駐輪

場の利用状況や他市町の施設の状況を参考に、検討を

深めていく必要があると考えています。

　駅周辺の活性化については、駅周辺の遊休地や空き

店舗等を把握し、にぎわいづくりの方策を検討してい

きます。（生活安全課・商工労政課）

(3) 大府センターの利活用の検討

（回答）建物自体が古く、耐震化等の整備や所有者と

の調整が必要となります。利用可能な場所等を検証し

ていきたいと考えています。（商工労政課）

(4) 各施設等への誘導・案内看板の整備　　

（回答）必要な看板類を検証し、設置について検討し

ていきます。（商工労政課）

(5) 旧図書館向かいの南側植栽の整備

（回答）本市は、森の中のまちを目指して緑化を推進

しています。桃山町五丁目交差点から歴史民俗資料館

までの道路の植栽につきましても、計画的な整備を検

討していきます。（都市計画課）

(6) 地域交流の感じられる場づくり

（回答）「近崎ふれあい会館」において交流の場が設け

られるか、現在試験的に行っています。（商工労政課）

(7) 新駅の設置

（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、土地利用計画を検討しています。市街化調整

区域の見直しについては、周辺土地利用状況を踏まえ、

計画に適した地域をマスタープラン等で定め、市街化

区域編入に必要な法令の基準を満たす地域について土

地利用の検討をしていきます。新駅の設置については、

今後も JRと協議を重ねていきます。（都市計画課）

(8) 大府発の観光みやげ、健康関連商品の販売拠点づく

りへの支援

（回答）大府駅周辺において、「みやげもの推奨品」を

扱うアンテナショップ等の設置について、実現可能性

について模索していきます。（商工労政課）

(9) 石ヶ瀬川遊歩道での夜桜プロジェクトへの支援

（回答）大府市観光協会による支援を継続していきま

す。（商工労政課）

(10) 大府・共和駅へのデジタルサイネージの設置

（回答）デジタルサイネージは、知多メディアスネッ

トワークが主体となり、広告事業として設置を進めて

います。共和駅の設置については、知多メディアスよ

り要望があれば協力をしていきます。（企画政策課）

(11) 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て緑化を推進

しています。本市の玄関口となる大府駅前につきまし

ては、現在のところ、クスノキを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、適切に樹

木の管理を実施していきます。（都市計画課）

(12) 道路沿いにある街区公園・ポケットパークの整備

活用

（回答）現在、公共的な空地などを活用し、積極的に

緑地などの整備を進めています。今後も、緑地整備に

併せてベンチ等の休憩施設を設置し、ゆとりある空間

づくりを進めます。（都市計画課）

(13) 道路沿いにあるため池、河川の整備

（回答）ため池の景観整備については、現在、県営水

環境整備事業として神様池の整備保全を行っており、

平成 29 年度の供用開始予定で進めています。

　水辺の小道の整備については、現在のところ具体的

な実施予定はありません。（農政課・土木課）

(14) 散水用雨水タンクの設置

（回答）花いっぱい運動は、近隣の方々などに花壇を

管理していただいて展開しています。平成 26 年度末

で花壇は 124 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、花壇を管理していただ

いている方々の意見も参考とし、散水栓等の設置を検

討していきます。（都市計画課）

(1) 小規模事業者が販路開拓に取り組む補助金制度の創

設

（回答）今年度、小規模事業者支援策としまして、「小

規模事業者再投資促進補助金」を創設しました。「大

府市中小企業の振興でまちを元気にする条例」第４条

第９項に基づく施策について、引き続き検討していき

たいと考えています。（商工労政課）

(2) ポートフィリップ市との経済交流の場の設定

（回答）姉妹都市交流の情報交流にて御意向をお伝え

しますので、詳細についての打合せをお願いします。

（商工労政課）

(3) 店舗の新設・改装に関する支援

（回答）「中小企業振興基本条例」に基づく取組の基本

方針に沿って、小規模事業者に対する支援策を検討し

ていきます。（商工労政課）

(4)「げんき商店街推進事業」補助要綱の見直し

（回答）本事業については、これまでの実績から県と

調整区域の見直し　

（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、土地利用計画を検討しています。市街化調整

区域の見直しについては、工業系土地利用に適した地

域をマスタープラン等で定め、市街化区域編入に必要

な法令の基準を満たす地域について土地利用の検討を

していきます。（都市計画課）

(1) 広域的に道を語る懇談会の開催　

（回答）本市が加盟している「愛知県道路整備促進協

力会」、「愛知県名古屋市道路利用者会議」、「知多建設

協議会」等で広域的な道路に関する懇談がされていま

すので、新たな懇談会の開催予定はございません。御

理解いただきますようお願いいたします。（土木課）

(2) 市道の整備

①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、早期整備を目指します。（土木課）

②都市計画道路養父森岡線の早期整備

（回答）東海市境から知多半島道路との交差部までの

区間で事業を進めています。全区間開通については、

ウェルネスバレー事業の進捗を見ながら、東浦町と調

整をしていきます。（土木課）

③市道 4073 号線の拡幅工事　

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

④都市計画道路瀬戸大府東海線における渋滞緩和対策

（回答）渋滞緩和の抜本的対策には、バイパス道路の

整備が必要と考えます。しかしながら、現在のところ

本線区間の4車線化を含めて整備予定はありませんが、

御要望として伺います。（土木課）

⑤ウェルネスバレーに関連した駅西道路整備

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

⑥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、御要望として伺います。（土木課）

(3) 国道、県道の整備

①都市計画道路大府東浦線の早期整備　

（回答）現在は、「森岡地区」及び「木の山地区」の２

箇所で事業化がされています。その延伸要望について

は、６月17日に知多建設事務所へ、７月10日に県庁へ、

昨年度に引き続き実施しました。（土木課）

②長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進　　

（回答）６月 17 日に知多建設事務所へ、７月 10 日に

県庁へ、昨年度に引き続き御要望への対応を依頼しま

した。（土木課）

③都市計画道路大府東浦線の計画的な除草の実施　

（回答）御要望の道路は、県の管理になります。県に

御要望内容をお伝えしましたので、御理解いただきま

すようお願いいたします。（維持管理課）

④瀬戸大府東海線の折戸交差点への横断歩道の設置

（回答）横断歩道の設置については、警察の管轄にな

りますが、歩行者の滞留場所や標識・防護柵など安全

施設を設置する用地が必要となります。また、当該箇

所は国道のため、県の管轄になります。横断歩道の設

置に当たり、道路の一部改良も必要になる場合もあり

ますので、警察及び県に御要望を進達します。（生活

安全課）

⑤都市計画道路衣浦西部線の国道 366号との接続　

（回答）６月 17 日に知多建設事務所へ、７月 10 日に

県庁へ、昨年度に引き続き御要望への対応を依頼しま

した。（土木課）

⑥国道 366 号の信号交差点への右折帯及び右折信号

の設置

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

⑦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

（回答）長草東海線の拡幅予定はありませんので、バ

イパス道路となる荒尾大府線について６月 17 日に知

多建設事務所へ、７月 10 日に県庁へ、昨年度に引き

続き御要望への対応を依頼しました。（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、御要望として伺います。（土木課）

(1) 健康の森公園におけるイベント開催時の交通渋滞の

解消と駐車場対策

（回答）イベント開催時には、主催者に周辺道路の混

平成27年度
共同で推進することが有効であると考えています。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。（商工労政課）

(1)ＣＯ² 削減への取り組みにかかる省エネ設備、エコ機

器導入助成金制度の創設

（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きました。現在は、

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

んでいます。

　ＣＯ² 削減への取組の支援につきましては、県の融

資制度のほか、国においても各種補助金や融資制度が

ありますので、御活用ください。（環境課）

(1) 大府商工会館のエアコンの更新

（回答）商工会館の空調については、調査をしました

ところ、単体修繕や更新が難しい状況です。商工会館

全体の空調の修繕計画について検討したいと思いま

す。（総務課）

(2) 大府商工会館相談室の増築及び雨水排水設備の整備

（回答）相談室の増築等の整備については、全体のス

ペースとの関連もありますので、２階の使用状況など

を含め検討したいと思います。また、雨水排水の整備

につきましても、修繕計画に含めて検討したいと思い

ます。（総務課）

(3) 大府商工会館窓ガラス飛散防止対策

（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。（総務課）

(4) 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駐車場が 160 台、西側第２駐車場 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、混雑の緩和に御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

関に依頼しています。午後 10 時から翌日午前７時ま

で駐車場を施錠したり、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、御協力をお願いいたします。（総務課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) 提言の進行状況について地図、図表等を使用した視

覚的表記　

（回答）11 ページの御要望事項３（４）に関連しまして、

ウェルネスバレーまでのウォーキングロードについて

の資料を添付させていただきました。こちらに、コー

スや案内表示等の説明がございます。その他の回答に

つきましても、地図、図表等の活用を検討いたしまし

たが、理解しづらい箇所がございましたら、お手数を

お掛けしますが、お声掛けいただきますようお願いい

たします。（協働促進課）

(2) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取り

組み

（回答）近隣市町の動きに併せまして、本市への着地

型観光等の取組を進めていきます。（商工労政課）

(3) 小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡

充

（回答）「中小企業振興基本条例」に基づく取組の基本

方針に沿って、商工会議所会員の方を始め、小規模事

業者に対する支援策を検討していきます。（商工労政

課）

「大府市商工行政等に関する要望書」
に対する回答

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

継続重点

継続重点

継続重点

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

新規

重点 新規

重点 新規

新規

　大府商工会議所として、大府市に提出しておりました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。

最 重 点 項 目

 

　昨年度、会議所の幹部の方と本市の幹部職員とが商工

業の発展について意見交換をする場として「商工業振興

に関する懇談会」を設置しています。（商工労政課）

　

　本市の総合計画や都市計画マスタープランに基づき、

住工混在を解消し、周辺土地利用状況や交通の利便性を

踏まえて無秩序な開発を抑制するためにも、工業系土地

利用区域の確保の検討をしていきます。また、市街化調

整区域の開発手法について、地区計画制度などの検討を

していきます。

　工業団地開発については、総合計画やマスタープラン

で位置付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。

　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、ウェルネスバレー区域では健康長寿関連企業を

中心に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。併せて、市内中小企業のための拡張用地につ

いても検討をしていきたいと考えています。（都市計画

課・商工労政課）

　ウェルネスバレー構想の具体的な事業の展開として

は、「産業振興・育成」と「交流・にぎわい」について

計画的に進めています。さらに、今年度のアクションプ

ランを作成するとともに、来年度に向け第Ⅱ期アクショ

ンプランを策定中です。こうした計画により、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。（企

画政策課）

　

　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る

とともに、ウェルネスバレー地区で開催されるイベント

には後援をするなどの支援を行い、認知度の向上に努め

ています。（企画政策課）

　実行委員会には市職員も参加し、協力してきました。

また、フェスタ当日はシャトルバスの手配や添乗、誘導

も行い、通常の開催では経費を伴う部分でも支援を行っ

ています。（企画政策課）

　本市は、昭和 63 年から東浦町と合同で、首長・議長・

県議により、警察署誘致の陳情を続けています。警察施

設の耐震対策による財政面の問題はありますが、愛知県

もこの地域の事情については十分理解していただいてい

ると思っています。今後も、警察署誘致と交番増設の実

現に向けて、粘り強く陳情していきたいと考えています。

（生活安全課）

　本市では、それぞれの分野における所管において、地

域資源を活用した大府の魅力の創出及び情報発信を行っ

ています。本市観光協会については、会員主導による運

営体制への転換を進めており、事務局機能を強化する方

策や活動拠点としてふさわしい場所の選定について議論

していきます。観光全般については、引き続き商工労政

課を中心に推進していきたいと考えていますので、御理

解いただきますようお願いいたします。（企画政策課・

商工労政課）

　駅周辺の再開発については、将来の都市像を見据え、

少子高齢化などの社会情勢の変化に対応するための、集

約型まちづくりを進めることが求められています。その

ため、駅周辺を新たな都市機能として再構築するうえで、

商業、住居、医療、福祉などの施設を適切に配置するな

ど総合的な検討が必要となります。そこで、地域や利用

者の意見を取り入れ、また、地権者と地元商店街の理解

を得ながら、にぎわいのある持続可能なまちづくりを目

指すため、地権者、市議会及び商工会議所等の御支援御

協力をいただき、手法の検討をしたいと考えております。

　特別委員会の設置については、年度始めの会派代表者

会議において、毎年度検討を行っています。本要望の内

容については、全議員に周知を図ります。（都市計画課・

議事課）

　本年４月１日に施行された「大府市中小企業の振興で

まちを元気にする条例」に基づき、大府商工会議所を始

め、事業者、金融機関、学識経験者、関係行政機関等に

よる中小企業振興策検討会を設置しました。今年度は、

中小企業振興アクションプランの策定に向けて委員の

方々から意見をいただきながら進めています。（商工労

政課）

　本年４月１日に施行された「大府市中小企業の振興で

まちを元気にする条例」に基づき、大府商工会議所を始

め、事業者、金融機関、学識経験者、関係行政機関等に

よる中小企業振興策検討会が設置されております。この

検討会において、条例の目的を達成するためのアクショ

ンプランの策定を検討しておりますので、現在策定中の

地方創生総合戦略においても、アクションプランとの整

合性を図っていきます。（企画政策課）

　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。（総務課）

提言に対する意見交換会の開催1

大府商工会館の借受料の免除11

土地利用計画の見直し及び工業団地開発と
企業誘致

２

警察力の強化・警察署の誘致促進にかかる誘致計画
の進捗状況の公表及び共和西地区への交番設置

6

観光協会の事務所及び市観光課の設置による観光
協会の機能強化並びに観光ビジョンの策定

7

「大府市中小企業の振興でまちを元気にする条例」
にかかる基本計画並びに実施計画の策定

9

まちづくり特別委員会の設置と大府駅東南部再開
発を見据えた中心市街地活性化基本計画の策定

8

ウェルネスバレー構想の実施計画の策定
並びに周知、整備促進

3

健康都市大府の知名度をあ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

4

大府市としてのウェルネスバレーフェスタ
への参加

5
新規

大府市の地方創生総合戦略策定に向け、
産業界を入れた会議体の設置

10
新規

土地利用等の見直し1

幹線道路等の整備促進2

あいち健康の森を活かしたまちづくり3

安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備4

市街地の活性化5
意欲ある事業者への支援6

環境行動計画に基づいた環境対策の推進7

大府商工会館等の整備8

その他9

ウェルネスバレーまでのウオーキングロードに

ついての資料は、スペースの都合で掲載できま

せんでした。ご希望の方は、大府商工会議所ま

でご連絡下さい。

大府商工会議所より



8 9 10 11 12 13

継続

雑が予想されることを伝え、今秋のサイクリング大会

で実施したようなパークアンドライドの採用を働きけ

けていきます。（企画政策課）

(2) 歩行者、自転車を優先した道路整備

（回答）車優先のみちづくりを見直し、車と人が共存

できるみちづくりを念頭に置き、整備していきます。

（土木課）

(3) 大府市産業文化まつりの会場移転

（回答）商工会議所、ＪＡあいち知多、市役所の事務局

会議出席者であいち健康の森を視察し、会場変更に伴

うメリット、デメリットを比較しています。引き続き、

事務局会議にて話し合っていきます。（商工労政課）

(4) 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、連絡橋等の設置

（回答）今年度総務省の委託事業で採択を受けたウォー

キングロードの整備により、ウェルネスバレーまでの

案内表示や看板を設置して周辺施設をつないでいくと

ともに、楽しみながら歩ける環境を整備します。（企

画政策課）

(5) ウェルネスバレーロードの整備

（回答）市内には、既にウォーキングコースが設定さ

れています。今回の整備に併せて、既存のコースも

PRしていきます。（企画政策課）

(6) 薬草園の整備促進と運営支援

（回答）薬草園には、交流にぎわいワーキンググルー

プに参加してもらい、ウェルネスバレーめぐりのポイ

ントに追加するなど、多くの方に訪れてもらえるよう、

連携しています。（企画政策課）

(7) 知多サイクリングロードの早期整備

（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併せて、県へ要

望していきたいと考えています。（土木課）

(1) 防犯カメラ設置促進及び助成金の創設

（回答）防犯カメラの設置については、プライバシー

保護や維持管理費について課題があると考えていま

す。現在、犯罪抑止の取組として、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います。

（生活安全課）

(2) 災害時における燃料電池等設置に対する補助金の創

設

（回答）事業所での災害用備蓄品の購入補助について

は、実施予定はございません。（生活安全課）

(3) あいち健康の森公園周辺への横断歩道の整備

（回答）横断歩道の設置については、警察の管轄になり

ますが、歩行者の滞留場所や標識・防護柵など安全施

設を設置する用地が必要となります。したがいまして、

整備にあたっては要件を満たす必要がありますので、

具体的な場所を明示していただけましたら、警察へ御

要望を進達します。（生活安全課）

(4) 会議所街路灯撤去後の市防犯灯への移行及び市商業

団体等事業費補助金交付要綱の見直し

（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、撤去前に事前に御連絡いただきますようお願

いいたします。また、会議所におかれましても、廃灯

しないよう御協力いただきますようお願いいたします。

　中小企業振興基本条例に基づく取組の基本方針に

沿って、商業団体等に対する支援策を検討していきま

す。（生活安全課・商工労政課）

(5) 雨水管等の計画的な埋設

（回答）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。（土木課）

(1) リニア開通に伴う大府市への影響調査の実施

（回答）リニア開業に伴い、名古屋駅、中部国際空港、

名古屋港を玄関口として、都市圏や国内外の広域交通

機能の向上により、ものづくり産業の国際的な競争力

が強化されると予測されています。本市としましても、

これを契機として、利便性の高い交通環境を活かした

広域的な交流によって人とモノを呼び込めるまちづく

りを推進するために、総合計画やマスタープランに反

映することを検討します。（都市計画課）

(2) 大府駅前駐車場・駐輪場の立体化、商業スペースの

整備による駅周辺の活性化　

（回答）大府駅前駐車場・駐輪場の立体化については、

パーク・アンド・ライドを推進することの有効な手法

の一つであると認識しています。しかしながら、施工

費が相当高額になると思われますので、駐車場・駐輪

場の利用状況や他市町の施設の状況を参考に、検討を

深めていく必要があると考えています。

　駅周辺の活性化については、駅周辺の遊休地や空き

店舗等を把握し、にぎわいづくりの方策を検討してい

きます。（生活安全課・商工労政課）

(3) 大府センターの利活用の検討

（回答）建物自体が古く、耐震化等の整備や所有者と

の調整が必要となります。利用可能な場所等を検証し

ていきたいと考えています。（商工労政課）

(4) 各施設等への誘導・案内看板の整備　　

（回答）必要な看板類を検証し、設置について検討し

ていきます。（商工労政課）

(5) 旧図書館向かいの南側植栽の整備

（回答）本市は、森の中のまちを目指して緑化を推進

しています。桃山町五丁目交差点から歴史民俗資料館

までの道路の植栽につきましても、計画的な整備を検

討していきます。（都市計画課）

(6) 地域交流の感じられる場づくり

（回答）「近崎ふれあい会館」において交流の場が設け

られるか、現在試験的に行っています。（商工労政課）

(7) 新駅の設置

（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、土地利用計画を検討しています。市街化調整

区域の見直しについては、周辺土地利用状況を踏まえ、

計画に適した地域をマスタープラン等で定め、市街化

区域編入に必要な法令の基準を満たす地域について土

地利用の検討をしていきます。新駅の設置については、

今後も JRと協議を重ねていきます。（都市計画課）

(8) 大府発の観光みやげ、健康関連商品の販売拠点づく

りへの支援

（回答）大府駅周辺において、「みやげもの推奨品」を

扱うアンテナショップ等の設置について、実現可能性

について模索していきます。（商工労政課）

(9) 石ヶ瀬川遊歩道での夜桜プロジェクトへの支援

（回答）大府市観光協会による支援を継続していきま

す。（商工労政課）

(10) 大府・共和駅へのデジタルサイネージの設置

（回答）デジタルサイネージは、知多メディアスネッ

トワークが主体となり、広告事業として設置を進めて

います。共和駅の設置については、知多メディアスよ

り要望があれば協力をしていきます。（企画政策課）

(11) 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て緑化を推進

しています。本市の玄関口となる大府駅前につきまし

ては、現在のところ、クスノキを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、適切に樹

木の管理を実施していきます。（都市計画課）

(12) 道路沿いにある街区公園・ポケットパークの整備

活用

（回答）現在、公共的な空地などを活用し、積極的に

緑地などの整備を進めています。今後も、緑地整備に

併せてベンチ等の休憩施設を設置し、ゆとりある空間

づくりを進めます。（都市計画課）

(13) 道路沿いにあるため池、河川の整備

（回答）ため池の景観整備については、現在、県営水

環境整備事業として神様池の整備保全を行っており、

平成 29 年度の供用開始予定で進めています。

　水辺の小道の整備については、現在のところ具体的

な実施予定はありません。（農政課・土木課）

(14) 散水用雨水タンクの設置

（回答）花いっぱい運動は、近隣の方々などに花壇を

管理していただいて展開しています。平成 26 年度末

で花壇は 124 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、花壇を管理していただ

いている方々の意見も参考とし、散水栓等の設置を検

討していきます。（都市計画課）

(1) 小規模事業者が販路開拓に取り組む補助金制度の創

設

（回答）今年度、小規模事業者支援策としまして、「小

規模事業者再投資促進補助金」を創設しました。「大

府市中小企業の振興でまちを元気にする条例」第４条

第９項に基づく施策について、引き続き検討していき

たいと考えています。（商工労政課）

(2) ポートフィリップ市との経済交流の場の設定

（回答）姉妹都市交流の情報交流にて御意向をお伝え

しますので、詳細についての打合せをお願いします。

（商工労政課）

(3) 店舗の新設・改装に関する支援

（回答）「中小企業振興基本条例」に基づく取組の基本

方針に沿って、小規模事業者に対する支援策を検討し

ていきます。（商工労政課）

(4)「げんき商店街推進事業」補助要綱の見直し

（回答）本事業については、これまでの実績から県と

調整区域の見直し　

（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、土地利用計画を検討しています。市街化調整

区域の見直しについては、工業系土地利用に適した地

域をマスタープラン等で定め、市街化区域編入に必要

な法令の基準を満たす地域について土地利用の検討を

していきます。（都市計画課）

(1) 広域的に道を語る懇談会の開催　

（回答）本市が加盟している「愛知県道路整備促進協

力会」、「愛知県名古屋市道路利用者会議」、「知多建設

協議会」等で広域的な道路に関する懇談がされていま

すので、新たな懇談会の開催予定はございません。御

理解いただきますようお願いいたします。（土木課）

(2) 市道の整備

①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、早期整備を目指します。（土木課）

②都市計画道路養父森岡線の早期整備

（回答）東海市境から知多半島道路との交差部までの

区間で事業を進めています。全区間開通については、

ウェルネスバレー事業の進捗を見ながら、東浦町と調

整をしていきます。（土木課）

③市道 4073 号線の拡幅工事　

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

④都市計画道路瀬戸大府東海線における渋滞緩和対策

（回答）渋滞緩和の抜本的対策には、バイパス道路の

整備が必要と考えます。しかしながら、現在のところ

本線区間の4車線化を含めて整備予定はありませんが、

御要望として伺います。（土木課）

⑤ウェルネスバレーに関連した駅西道路整備

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

⑥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、御要望として伺います。（土木課）

(3) 国道、県道の整備

①都市計画道路大府東浦線の早期整備　

（回答）現在は、「森岡地区」及び「木の山地区」の２

箇所で事業化がされています。その延伸要望について

は、６月17日に知多建設事務所へ、７月10日に県庁へ、

昨年度に引き続き実施しました。（土木課）

②長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進　　

（回答）６月 17 日に知多建設事務所へ、７月 10 日に

県庁へ、昨年度に引き続き御要望への対応を依頼しま

した。（土木課）

③都市計画道路大府東浦線の計画的な除草の実施　

（回答）御要望の道路は、県の管理になります。県に

御要望内容をお伝えしましたので、御理解いただきま

すようお願いいたします。（維持管理課）

④瀬戸大府東海線の折戸交差点への横断歩道の設置

（回答）横断歩道の設置については、警察の管轄にな

りますが、歩行者の滞留場所や標識・防護柵など安全

施設を設置する用地が必要となります。また、当該箇

所は国道のため、県の管轄になります。横断歩道の設

置に当たり、道路の一部改良も必要になる場合もあり

ますので、警察及び県に御要望を進達します。（生活

安全課）

⑤都市計画道路衣浦西部線の国道 366号との接続　

（回答）６月 17 日に知多建設事務所へ、７月 10 日に

県庁へ、昨年度に引き続き御要望への対応を依頼しま

した。（土木課）

⑥国道 366 号の信号交差点への右折帯及び右折信号

の設置

（回答）現在のところ、具体的な実施予定はありませ

んが、御要望として伺います。（土木課）

⑦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

（回答）長草東海線の拡幅予定はありませんので、バ

イパス道路となる荒尾大府線について６月 17 日に知

多建設事務所へ、７月 10 日に県庁へ、昨年度に引き

続き御要望への対応を依頼しました。（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、御要望として伺います。（土木課）

(1) 健康の森公園におけるイベント開催時の交通渋滞の

解消と駐車場対策

（回答）イベント開催時には、主催者に周辺道路の混

平成27年度
共同で推進することが有効であると考えています。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。（商工労政課）

(1)ＣＯ² 削減への取り組みにかかる省エネ設備、エコ機

器導入助成金制度の創設

（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きました。現在は、

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

んでいます。

　ＣＯ² 削減への取組の支援につきましては、県の融

資制度のほか、国においても各種補助金や融資制度が

ありますので、御活用ください。（環境課）

(1) 大府商工会館のエアコンの更新

（回答）商工会館の空調については、調査をしました

ところ、単体修繕や更新が難しい状況です。商工会館

全体の空調の修繕計画について検討したいと思いま

す。（総務課）

(2) 大府商工会館相談室の増築及び雨水排水設備の整備

（回答）相談室の増築等の整備については、全体のス

ペースとの関連もありますので、２階の使用状況など

を含め検討したいと思います。また、雨水排水の整備

につきましても、修繕計画に含めて検討したいと思い

ます。（総務課）

(3) 大府商工会館窓ガラス飛散防止対策

（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。（総務課）

(4) 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駐車場が 160 台、西側第２駐車場 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、混雑の緩和に御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

関に依頼しています。午後 10 時から翌日午前７時ま

で駐車場を施錠したり、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、御協力をお願いいたします。（総務課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1) 提言の進行状況について地図、図表等を使用した視

覚的表記　

（回答）11 ページの御要望事項３（４）に関連しまして、

ウェルネスバレーまでのウォーキングロードについて

の資料を添付させていただきました。こちらに、コー

スや案内表示等の説明がございます。その他の回答に

つきましても、地図、図表等の活用を検討いたしまし

たが、理解しづらい箇所がございましたら、お手数を

お掛けしますが、お声掛けいただきますようお願いい

たします。（協働促進課）

(2) 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた取り

組み

（回答）近隣市町の動きに併せまして、本市への着地

型観光等の取組を進めていきます。（商工労政課）

(3) 小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡

充

（回答）「中小企業振興基本条例」に基づく取組の基本

方針に沿って、商工会議所会員の方を始め、小規模事

業者に対する支援策を検討していきます。（商工労政

課）

「大府市商工行政等に関する要望書」
に対する回答

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

継続重点

継続重点

継続重点

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

新規

重点 新規

重点 新規

新規

　大府商工会議所として、大府市に提出しておりました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。

最 重 点 項 目

 

　昨年度、会議所の幹部の方と本市の幹部職員とが商工

業の発展について意見交換をする場として「商工業振興

に関する懇談会」を設置しています。（商工労政課）

　

　本市の総合計画や都市計画マスタープランに基づき、

住工混在を解消し、周辺土地利用状況や交通の利便性を

踏まえて無秩序な開発を抑制するためにも、工業系土地

利用区域の確保の検討をしていきます。また、市街化調

整区域の開発手法について、地区計画制度などの検討を

していきます。

　工業団地開発については、総合計画やマスタープラン

で位置付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。

　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、ウェルネスバレー区域では健康長寿関連企業を

中心に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。併せて、市内中小企業のための拡張用地につ

いても検討をしていきたいと考えています。（都市計画

課・商工労政課）

　ウェルネスバレー構想の具体的な事業の展開として

は、「産業振興・育成」と「交流・にぎわい」について

計画的に進めています。さらに、今年度のアクションプ

ランを作成するとともに、来年度に向け第Ⅱ期アクショ

ンプランを策定中です。こうした計画により、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。（企

画政策課）

　

　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る

とともに、ウェルネスバレー地区で開催されるイベント

には後援をするなどの支援を行い、認知度の向上に努め

ています。（企画政策課）

　実行委員会には市職員も参加し、協力してきました。

また、フェスタ当日はシャトルバスの手配や添乗、誘導

も行い、通常の開催では経費を伴う部分でも支援を行っ

ています。（企画政策課）

　本市は、昭和 63 年から東浦町と合同で、首長・議長・

県議により、警察署誘致の陳情を続けています。警察施

設の耐震対策による財政面の問題はありますが、愛知県

もこの地域の事情については十分理解していただいてい

ると思っています。今後も、警察署誘致と交番増設の実

現に向けて、粘り強く陳情していきたいと考えています。

（生活安全課）

　本市では、それぞれの分野における所管において、地

域資源を活用した大府の魅力の創出及び情報発信を行っ

ています。本市観光協会については、会員主導による運

営体制への転換を進めており、事務局機能を強化する方

策や活動拠点としてふさわしい場所の選定について議論

していきます。観光全般については、引き続き商工労政

課を中心に推進していきたいと考えていますので、御理

解いただきますようお願いいたします。（企画政策課・

商工労政課）

　駅周辺の再開発については、将来の都市像を見据え、

少子高齢化などの社会情勢の変化に対応するための、集

約型まちづくりを進めることが求められています。その

ため、駅周辺を新たな都市機能として再構築するうえで、

商業、住居、医療、福祉などの施設を適切に配置するな

ど総合的な検討が必要となります。そこで、地域や利用

者の意見を取り入れ、また、地権者と地元商店街の理解

を得ながら、にぎわいのある持続可能なまちづくりを目

指すため、地権者、市議会及び商工会議所等の御支援御

協力をいただき、手法の検討をしたいと考えております。

　特別委員会の設置については、年度始めの会派代表者

会議において、毎年度検討を行っています。本要望の内

容については、全議員に周知を図ります。（都市計画課・

議事課）

　本年４月１日に施行された「大府市中小企業の振興で

まちを元気にする条例」に基づき、大府商工会議所を始

め、事業者、金融機関、学識経験者、関係行政機関等に

よる中小企業振興策検討会を設置しました。今年度は、

中小企業振興アクションプランの策定に向けて委員の

方々から意見をいただきながら進めています。（商工労

政課）

　本年４月１日に施行された「大府市中小企業の振興で

まちを元気にする条例」に基づき、大府商工会議所を始

め、事業者、金融機関、学識経験者、関係行政機関等に

よる中小企業振興策検討会が設置されております。この

検討会において、条例の目的を達成するためのアクショ

ンプランの策定を検討しておりますので、現在策定中の

地方創生総合戦略においても、アクションプランとの整

合性を図っていきます。（企画政策課）

　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。（総務課）

提言に対する意見交換会の開催1

大府商工会館の借受料の免除11

土地利用計画の見直し及び工業団地開発と
企業誘致

２

警察力の強化・警察署の誘致促進にかかる誘致計画
の進捗状況の公表及び共和西地区への交番設置

6

観光協会の事務所及び市観光課の設置による観光
協会の機能強化並びに観光ビジョンの策定

7

「大府市中小企業の振興でまちを元気にする条例」
にかかる基本計画並びに実施計画の策定

9

まちづくり特別委員会の設置と大府駅東南部再開
発を見据えた中心市街地活性化基本計画の策定

8

ウェルネスバレー構想の実施計画の策定
並びに周知、整備促進

3

健康都市大府の知名度をあ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

4

大府市としてのウェルネスバレーフェスタ
への参加

5
新規

大府市の地方創生総合戦略策定に向け、
産業界を入れた会議体の設置

10
新規

土地利用等の見直し1

幹線道路等の整備促進2

あいち健康の森を活かしたまちづくり3

安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備4

市街地の活性化5
意欲ある事業者への支援6

環境行動計画に基づいた環境対策の推進7

大府商工会館等の整備8

その他9

ウェルネスバレーまでのウオーキングロードに

ついての資料は、スペースの都合で掲載できま

せんでした。ご希望の方は、大府商工会議所ま

でご連絡下さい。

大府商工会議所より



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！
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■融 資 額　2,000万円以内
　　　　　　※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1.15％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.15％
■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28年1月14 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～

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、サービス業で改善、その他の４業
種で悪化した。各業種から寄せられたコメン
トは以下のとおり。

●「仕入価格は依然として高く、収益を圧迫。価
格転嫁を行いたいが、取引先の理解が得ら
れないため、厳しい状況が続いている」（陶磁
器製造業）、「北米向けの輸出増や新型車の
投入効果もあって、業績は堅調。従業員に還
元するため、定昇とベアを実施した」（自動車
部品製造業）、「生育が良好な青果物や自動
車部品などの荷動きが増えているが、ドライ
バー不足により、一部で受注を見送らざるを
得ないケースも生じている」（運送業）、「外国
人観光客の利用が好調。業績も改善してい
ることから、空調設備の入れ替えなど、設備
投資を行う予定」（旅館業）

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ横ばいの見込み。産業別にみると、小売
業で改善、サービス業で悪化、その他の３業
種で横ばいの見込み。

日本商工会議所では、全国422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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ブロック別全産業DI
（前年同月比）の推移（東海）業況

 　15年　      　　　　　　先行き見通し
 7 月   8 月 9 月 10月 11月 12月 1月～3月 

業　　況 ▲ 18.1 ▲ 10.5 ▲ 14.9 ▲ 11.0 ▲ 10.5 ▲ 16.3 ▲ 16.3
       
売　　上 　▲ 5.6 ▲ 2.2 ▲ 6.3  5.5 ▲ 3.5 ▲ 6.0 ▲ 12.7

採　　算 ▲ 16.9 ▲ 16.8 ▲ 23.7 ▲ 9.3 ▲ 14.0 ▲ 13.9 ▲ 15.3
       
資金繰り ▲ 11.7 ▲ 10.2 ▲ 13.4 ▲5.1 ▲ 10.1 ▲ 10.4 ▲ 12.9
       
仕入単価 ▲ 45.1 ▲ 36.9 ▲ 35.5 ▲ 30.7 ▲ 32.1 ▲ 32.7 ▲ 23.3
       
従 業 員 16.9 17.7 17.7 22.0 19.9 16.3 18.1

平成 27年 12月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

　サイバー攻撃が日々悪質・高度化し、その被
害が後を絶たない中、情報セキュリティに関す
る最新の動向と事例を紹介し、対策のポイント
を具体的に解説します。

地域資源活用セミナー 地域資源の活用で自社の商品・サービスの付加価値を高めよう！

【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

平成２７年分決算・確定申告
消費税確定申告勉強会
２月９日（火）
【決算・確定申告】13：30～15：00
【消費税確定申告】15：00～16：00
大府商工会議所３階　大ホール
公認会計士　坂口 美穂　氏
税務署より送付された決算書並びに確定
申告書の袋入全部、計算機、筆記用具
折込チラシによりＦＡＸにてお申込み下さ
い。
２月５日（金）
大府商工会議所
 中小企業相談所
   【電話】０５６２-４７-５０００

日 時

場 所
講 師
持参品

申込み

締 切
問合せ

２月１８日（木）１３：３０～１５：３０
大府商工会議所２階　会議室
中小企業診断士　余合 正司　氏
　（ライト経営相談事務所 代表）
折込チラシ、E-mail によりお申込み下さい。
大府商工会議所
　【電話】0562-47-5000

日 時
場 所
講 師

申込み

問合せ

２月１７日（水）15：00～17：00
大府商工会議所３階　大ホール
稲熊 茂男　氏
　（㈱メディアアート 代表取締役）
折込チラシ、E-mail、当所ホームページ
よりお申込み下さい。
３０名
大府商工会議所
    【電話】０５６２-４７-５０００

日 時
場 所
講 師

申込み

定 員
問合せ

ITセキュリティセミナー今が大事！

大府商工会議所 情報･物流･サービス業部会主催

　　　　　　　セミナー内容
①大府市の地域資源、地域資源活用の事例の
紹介
②地域資源を推進する上での課題と解決策
③各種自治体が実施する地域資源活用の支援
メニューなどの紹介

■住所 中央町4-33
■電話 0562-48-0220
■営業 11:00～13:00
 17:00～21:00
■定休 月曜日
  (お盆・お正月を除く)

味三昧みかど
「うなとろまぶし」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈱ONSコンドー
近藤匡則さん
紹介ランナー

味三昧みかど
加藤大雅さん
専務取締役

次回ランナーは、島岡製作所の島岡亮司さん

大府駅前にある創業85
年味三昧みかどの「うな
とろまぶし」がおススメ
です。地元の特産物「木
の山芋」と名古屋名物
「ひつまぶし」が合体し
た逸品で、鰻と畑の鰻
（木の山芋）で元気100
倍！精力倍増！
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大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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平成27年度確定申告書作成指導日 ～準備はお早めに～

大府ブランドを世界に！
2/22（月）・2/23（火）・2/24（水）・3/1（火）・3/2（水）
時間：13：30～15：30 場所：大府商工会議所3階大ホール

Hair＆Aroma Plaisir
（プレジール）

昨年 10月にオープンさせて頂きました    

　お客様がリラックスして頂けるよう、優しい色合いの家具や雑貨にこだわったサロンで
す。プライベート感を重視するため、外からの視線をできるだけ遮り、お店自体が半個室の
ような美容院にしました。
　お客様に、安心して長く通っていただけるサロンを目指しています。
　只今プレジールでは、２か月に一度、お子様 (小4まで )を対象としたチャリティーカッ
トを一人５００円で実施しております。 売り上げは、大府市の福祉に募金させて頂いていま
す。　詳しい内容は、是非ホームページをご覧下さい。

オーナー　仲井　仁人

　当社は全国４０００社導入実績の営業支援システム、在り方や魅力を具体化する
プロデュース、営業ツール作成などの営業支援サービスをしている会社です。
　営業とは顧客ニーズを先取りして自社の価値を高めるものでセールスだけで
はありません。営業課題を解決し成果を最大化する仕組みやノウハウ、仕掛けに
よりお客様の顧客創造に貢献。小規模な企業も営業の標準化や仕組みを導入し
ていますのでお気軽にご相談を。最後に大府商工会議所様のHP制作では関係者
様の皆さまにお世話になりましたこと御礼申し上げます。

営業の成果を高め事業発展に繋がる営業支援サービス    

●住所／大府市大東町 1-749-402      
●TEL ／ 090-8488-7264
●ホームページ／ http://www.prad-web.jp    

●住所／大府市共和町 5-37       
●TEL ／ 0562-74-5797
●営業時間／ 9:30 ～ 19:00
●定休日／毎週月曜日
●ホームページ／ http://www.plaisir-hair.com    

プラド㈱
代表取締役　宮下　孝

▲骨盤エクササイズ

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28年3月加入分まで継続決定）

会員加入目標数

180

平成28年1月末会員総数

1,705

平成27年度大府商工会議所

4～1月加入者数

目標達成まで

105

75


