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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

会員加入目標数

160

平成28年9月末会員総数

1,717

平成28年度大府商工会議所

4～9月加入者数

目標達成まで

56

104

発行所　大府商工会議所　〒474-8503　愛知県大府市中央町 5-70　TEL 0562-47-5000　http://www.obu-cci.or.jp/

広島風お好み焼き　おこ家

1 日 20食限定の日替わりランチがなんと 500円！    

代表　秋田　一紀

　リレーションビル２階にある、本場広島風お好み焼きともんじゃ焼きが楽しめる
「おこ家」です。
　お酒の種類も豊富で、本場広島から仕入れたこだわりの鉄板でつくるキャベツ
たっぷりの広島焼きは絶品！！
　ランチタイムは、1日 20 食限定日替わりランチが、なんと500 円で大好評です！
　店内はジャズが流れ、落ち着いた雰囲気で、30 名様までの宴会利用も可能です。
　是非、一度ご来店ください！！

●住所／大府市桃山町 5-200　ザ・リレーションビルⅠ-204
●TEL／ 0562-85-2372
●定休日／ 月曜日
●営業時間／ 火～土　11：30 ～ 14：00　18：00 ～ 23：00
　　　　　　日・祝　18：00 ～ 21：00

サムギョプサル専門店 テジ

おかげ様で開店３周年を迎えることができました

代表　柵木　哲朗

　当店は JR 共和駅東口から徒歩３分、隠れ家的なお店として、地域の皆様にご愛
顧いただいている韓国料理店です。開店から３年が経ち、テジという店名も、サム
ギョプサルという料理もずいぶん慣れ親しんでいただけるようになりました。お席
は掘りごたつの半個室なので、忘年会、飲み会、お誕生日会、女子会など、小グルー
プの集まりにぴったり。いつもと違った宴会を演出いたします。さらに会報を見たと
言ってご予約くだされば「韓国のお菓子セット」を進呈いたします。ぜひご利用くだ
さいませ。

●住所／大府市東新町２丁目１９－２　アイビル三階
●TEL／ ０５６２-４６-０７１７
●定休日／ 月曜日 ( 祝日の場合は翌平日 )、年末年始
●営業時間／ 18：00 ～ 24：00
　　　　　　※土、日、祝日は 17 時より営業
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大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/

大府ブランドを世界に！

ウェルネスバレー
オリジナルソングを
作詞・作曲した
「夢風船」さんへ感謝状

「至学館大学　栄養科学科」
井上教授、学生さんによる
ライブクッキング！

「心に花咲くウェルネスバレー」

１．この花咲く　黄色い花
　　菜の花たちが笑っているよ
　　この街いっぱい　花が咲く
　　さぁ！喜びの種を蒔こう

　　思い思いに　花は咲くけど
　　みんなが集まれば　金色のジュータン

　　あったか気分　ほんわか気分
　　みんなの心が温まるよ
　　笑顔が集まる街　ウェルネスバレー

２．一人一人の　思いやりが
　　喜びの街をつくり上げるよ
　　心安らぐ　健康の街
　　そう！それがウェルネスバレー

　　桜咲く前に　優しい笑顔
　　可愛い花桃に　心癒され

　　赤い花　ピンクの花　白い花が迎えてくれるよ
　　笑顔が集まる街　ウェルネスバレー

　　一人一人の思いやりが
　　喜びの街をつくり上げるよ
　　心安らぐ街　ウェルネスバレー
 
　　ラララララ　ラララララ　
　　ラララララララララララララ
　　ララララララララ　ラララララララ
　　心安らぐ街　ウェルネスバレー

作詞・作曲　夢風船 長谷川由実
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相続、不動産、建築、企業法務、交通事故、
労災事故、破産、離婚、刑事など

刈谷駅南口よりすぐ 岡崎駅東口より徒歩　分

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

公認会計士・税理士
坂口美穂事務所

　2曲を提供頂いたことに、木
村会頭・深谷ウェルネスバレー
フェスタ実行委員長より、感謝
状ならびにウェルネスバレーオリ
ジナルTシャツが贈られました。

今月の表紙／「夢風船」の皆さん（平成 28年 9月11日撮影）

　「洋風親子丼」「鶏肉と玉
葱と木の山芋の揚げ煮」を、
素材の特徴や栄養成分な
どの説明も加え、手際良く披
露されました。

至学館大学・健康科学学部　栄養科学科の皆さん　
「心に花咲くウェルネスバレー」「ウェルネスバレー音頭」 左から　三樹さん・井上教授・新海さん・丸山さん・金子さん

９月２１日（水）於：当所３階大ホール　時：1３：３0～1５：４５

― 木村勝昭会頭が続投表明 ―第３回定例常議員会

　この度の常議員会において、木村勝昭会頭より、第７
期においても、引き続き会頭を務める決意が表明され、満
場一致で承諾されました。
審議事項
議案第１号　会員の加入について
　１２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　大府市行政にかかる要望・提言（案）につ

いて
　各部会、委員会、支部等から提出された提言・要
望を９つに分類したうえ、最重点項目を加えて、大府商
工会議所としてとりまとめた提言・要望について説明が
行われた後、「まちづくり構想」については、地域開発
委員会の花井委員長より概要説明が行われました。ま
た、併せて、これらの提言・要望書は、９月２３日（金）
に大府市長及び大府市議会議長に提出することについ

ても説明されました。（提言・要望書内容は６頁～１１頁
に掲載）
議案第３号　３号議員選任（案）に対する同意について
　会頭が業種・業態・地域などあらゆるバランスを考慮
し選任した１５名の３号議員候補について、常議員の同
意を得ました。

３議案とも全て原案どおり可決されました。

報告事項
①第５回ウェルネスバレーフェスタについて
②第４７回大府市産業文化まつりの概要並びに予算について
③風車共済キャンペーン結果について
④大府市公共施設養子縁組制度について
⑤会員の脱退並びに変更について
⑥９月・１０月の行事予定について

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。

日 月 火 水 木 金 土
9/25 9/26

知多地域経済会議幹事会
10：00 〜 12：00
中小企業振興検討会
15：00 〜 17：00

9/27 9/28
ボランティア一斉清掃

9/29
事業所定期健康診断
8：30 〜 16：00
まちづくり提言行政への説明
17：30 〜 19：30

9/30 10/1
ウェルネスバレーフェ
スタ
緑花シンポジウム
13：30 〜 16：30

10/2 10/3
本支部連絡会議
10：00 〜11：30

10/4
橋本実践塾発表会
9：00 〜12：00
フェスタ実行委員会
16：00 〜18：00

10/5
産業文化まつり出展
者会議
13：30-15：30

10/6
滝谷経営塾
15：00 〜 17：15

10/7
Face book 開始

10/8
週末創業個別相談会
10：00

10/9 10/10
体育の日

10/11
定例税務経理相談
13：30 〜 15：30
おおぶウェルネス開
発研究会定例会
15：30 〜 17：00

10/12
市長との早朝会議
7：30 〜 8：30
正副会頭会議
9：00 〜 11：00
橋本実践塾
9：00 〜 12：00
住宅修繕相談
13：00 〜 16：00

10/13 ノー残業デー
情報・物流・サービ
ス業部会講演会
14：00 〜 16：00

10/14
第 2 回選挙委員会
13：30 〜 14：30
建設業部会視察研修
8：50 〜 17：00

10/15

10/16 10/17
事業所定期健康診断
8：30 〜 16：00

10/18
橋本実践塾
9：00 〜 12：00
定例金融相談
10：00 〜

10/19 10/20 10/21
海外視察研修渡航
説明会
13：30-15：30

10/22

10/23
珠算検定

10/24 10/25
橋本実践塾
9：00 〜 12：00

10/26
ボランティア一斉清掃
臨時常議員会
14：00 〜 14：50
臨時議員総会
15：00 〜 16：00
住宅修繕相談
13：00 〜 16：00

10/27 10/28 10/29
産業文化まつり
9：30 〜 16：00

10/30
産業文化まつり
9：30 〜 15：30

10/31 11/1
正副会頭会議
13：30 〜 15：30

11/2
海外視察研修

（フィリピン）

11/3
海外視察研修

（フィリピン）

11/4
海外視察研修

（フィリピン）

11/5
海外視察研修

（フィリピン）

クローズアップ・スケジュール
Face book　開始　　　　　　　　10 月 7 日（ 金 ） より
大府商工会議所の情報を	 	
Face	book ページで発信 !!
10月 7日（金）より、　Face	book ページで
大府商工会議所の活動（イベント・セミナー・支援情報等）を
発信します。

	ボタンを押して、情報をget!!	

第 5 回滝谷経営塾　　　　　　　　　　　10 月 6 日（木）
講師：滝谷国際経営事務所　所長　滝谷敬一郎　氏
時間：15：00～ 17：15
講演内容
・組織と従業員のありかた：ＩＢＭの事例研究に学ぶ。
　仕事の最大化方針。動機づけ。
・戦略的ステートメントを作成する。目標を検証する。リスク

対策を行う。
※第6回は、11月10日（木）の15：00～17：15です。

第 47 回大府市産業文化まつり　　　　　　　　１０月 29 日（土）・30 日（日）
時間：10月29日（土）　9：30～ 16：00
　　　	10月 30日（日）		9：30～ 15：30
場所：大府市民体育館及び駐車場（大府市横根町平地191）
※皆様　お誘い合わせの上、是非お越し下さい！

情報・物流・サービス業部会講演会　　　　　　　　　　　　　10 月 13 日（木）
帝王学の書「易経」から、龍の成長物語「乾為天」を優しく解説。
真のリーダーとはどうあるべきか、どう行動するべきかをお話しします。
経営者だけでなく、これからのリーダーを目指す人、易経に興味のある方にも
お薦めの内容です。
時間：14：00～ 16：00
場所：当所3Ｆホール
定員：60名
参加費：無料（非会員の方は1,000円）

№ 事業所名 代表者 住　　所 業種・取扱い商品 所属部会

1 炭火焼鳥　りこどん 山本　恵士 中央町 焼き鳥 商業

2 トヨタ紡織㈱ 渡辺　秀彦 刈谷市 エンジンフィルター・シート・ドアトリム 製造業

3 林外装 林　良弥 若草町 サイディング 建設業

4 ㈱ぴかいち 杉浦　真奈美 刈谷市 手羽先、からあげ 商業

5 眞優美装 佐々木　眞一 若草町 内装床工事一式 建設業

6 鈴置中小企業診断士事務所 鈴置　祟浩 横根町 各種経営改善、人材育成 情報・物流・サービス業

7 Ｓｈｉｎｏ 篠谷　さとみ 共栄町 コーヒー、酒 商業

8 トゥービー治療院 鈴木　望美 梶田町 治療院 情報・物流・サービス業

9 特定非営利活動法人 エンド・ゴール 大久保　智規 半田市 若年層キャリア支援 情報・物流・サービス業

10 ㈲杉浦組 濵島　英寛 神田町 解体 建設業

11 ㈱エムズ 宮崎ジャルニ 横根町 トヨタ自動車部品 製造業

12 ㈱フジワーク 前田　聡司 若草町 人材派遣 情報・物流・サービス業

～平成 28年度　新入会員　よろしくおねがいします～ 期間：平成28年7月6日～平成28年9月4日
（敬称略）
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たよられるあなたに、たよれる安心を
【経営者医療共済】
　 ケガも病気も安心の
　　　　　　 入院1日2万円！
　 掛金そのままで、
　　 満80歳まで末永く補償！

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

講習日程その他詳細は、
ホームページもしくは電話でお尋ねください

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

フォークリフト
運転資格取得

TEL 0562-48-9741   FAX 0562-48-9742

http://www.toyota-shokki.co.jp/

〒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）

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（金子・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27）第43584
●一級建築士事務所・愛知県知事（い）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

▲左より、深谷さん、浜島さん、渡辺さん、伊藤支部長

▲えごま油抽出『圧搾製法』体験の様子

▲太田油脂㈱集合写真

営業秘密管理セミナー
8月24日（水）　　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　　　　時：１５:３０～１７:００

　(独)工業所有権
情報・研修館の知
的財産戦略アドバ
イザーの境野良
一氏をお招きし、
愛知県と(公財)あ
いち産業振興機
構が共催して、掲題のセミナーを開催しました。
　情報漏えいが疑われる時代にあって、自社の営業
秘密や独自技術をどう守っていくのかに関心のある
事業者が多く、一見固いテーマでありますが、３５名
が参加され、重要性から真剣に受講されました。
【内容抜粋　秘密情報を守るためのステップ】
①保有する情報の洗い出し
　・ノウハウの見える化　・社内資料の分類
②秘密とする情報の決定
　・管理と活用のバランス(管理コスト検討)
③情報に応じた対策の選択決定とルール化
　・マル秘表示　・アクセス権設定等
　終了後のアンケートからは、営業秘密の全体像が
分かり、留意点やなすべき事の明確化と手段の理解
等の意見が多く寄せられました。
　講師は、全国をまわって講演されており、幅広い実
務経験から特許庁の「営業秘密１１０番」の相談窓口
にて事業支援もされてます。
特許庁代表　03(3851)1101

大府支部主催　
第１０回親睦ボウリング大会
8月30日（火）　　　　　於：名古屋グランドボウル
　　　　　　　　　　　　時：１９:００～２１:３０

　大府商工会議
所大府支部は、恒
例の親睦ボウリ
ング大会を開催
しました。
　老若男女５７名
が、熱戦を繰り広

げた結果、すなっく熊の浜島久司さんが接戦を制し、
見事、優勝を勝ち取りました！

　賞品は、ハムのセットでした。おめでとうございま
す。２位は(有)近藤ガラスの深谷信彦さん、３位は、イ
ンセント㈱の渡辺博美さんでした。

第４回滝谷経営塾
９月８日（木） 於：当所３階大ホール
　　　　　　　　　　　 　　時：１５:００～１７:１５ 

　第４回滝谷経営塾は、前半にテキストを用いた講
義、後半はチーム別演習を行いました。
①講義　ドラッカー｢経営の実学｣
　企業の基本的な問題は『管理者』を統率すること
で解決できる。しかし、最も稀少で最も早く陳腐化す
るので、絶やさず補充しなければならない。
フォードの事例研究から管理者なしに経営は成り立
たないこと。管理者の仕事は複雑で中小企業といえ
ども，一人で履行できるものではなく、組織的に統合
されたチームが必要である。
②講義　講師著書｢見えない問題解決法｣
　何をすればよいのか。目標仮設から課題を生成す
るために、目標仮説のステートメントを文節単位に
分離し、課題化する手法について学びました。
③演習
　４チームで実施。各チームが第３回で決めた『解決
したい事例』について課題を生成し、発表を行いまし
た。

視察研修
9月1５日（木）　　　　　　　　於：太田油脂㈱他
　　　　　　　　　　　　　　　　時：１０:3０～１6:３０

『太田油脂 ㈱ 視察研修』
　 情報・物流・サービス業部会と商業部会合同で岡
崎市に本社を構える“えごま”の国内シェア№１企業、
創業明治３５年の老舗『太田油脂㈱』へ伺いました。
　この企業の注目されている取り組みとしては、『女
性社員』とインターンシップの学生で結成された
チーム『あぶら部（A・BU・LOVE）』の活躍です。えご
ま油の一般消費者へのPRを課題に取り上げ、女性
ならではの視点を取り入れた広報活動や工場見学
企画等をされています。女性の活躍が取り上げられ
る昨今、老舗企業の新たな取り組みを学べ、参加者
一同大変勉強になりました。
　また、視察後には岡崎城の散策やカクキュー八丁
味噌の味噌蔵も見学でき、参加者された皆様は、と
ても充実した時間を過ごせたようです。

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～  会議所だより会議所だより
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会議所だより

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。

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（47号実績）

誌面と動
画で

効果的に

アピール
！

広告掲載料（2ヵ月間）

50,000円（税別）～

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

問合せ：大府商工会議所 情報推進課
電　話：0562－47－5000

大府商工会議所会報に
広告掲載しませんか？

おいしい！楽しい！健康！
木の山芋料理・うなぎ料理・会席料理・おすし・
中華等おいしいお料理をご用意しています。
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
　　　　　他、不定休

0120-48-0220フリーダイヤル

主催　ウェルネスバレーフェスタ実行委員会

第 5回ウェルネスバレーフェスタ第 5回ウェルネスバレーフェスタ
おぶちゃん
大府市健康づくり

マスコットキャラクター

おだいちゃん
東浦町観光協会キャラクター

ウェルネスロード・
甲冑ウォーキング

開会式 オープニング オープニングイベント

日  時　9月11日（日）9：30～20：00　　場  所　あいち健康の森公園・交流センター周辺

至学館大学　ダンス部

オーケストラ演奏 クラウンチョク＆ゆるキャラ登場 人間環境大学　整膚体験

建設業部会　
ワークショップブース

女性会民謡部　踊り披露

情報・物流・サービス業部会
健康体験ブース

飲食＆販売

迫力あるステージライブ 青年部ネギマ焼ブース

石ヶ瀬川の合戦（子供アトラクション）

ぶどうビールお披露目・試飲会

おおぶ・逸品運動スタート！

　平成27年度まで『おおぶ・deまち歩き』として実
施していた一店逸品運動をこの度リニューアルし、7
月25日(火)の説明会・セミナーを経て、8月23日(火)
より本格的にスタートしました。
　今年度の変更点は、一店逸品運動の指導をされた
豊富な経験をお持ちの講師(㈱アイレック 伊津田 崇 
氏）を招き、月1回参加店に集まって逸品について話
し合いをしてもらい、商品を決定していく『参加店皆
で創る・逸品』をテーマに
進めてまいります。
　今年度は22店舗の参加
店にご参加頂きました。皆
様と活動をして参ります
ので、ご期待下さい。

第２７回会頭杯ゴルフコンペ
9月20日（火）　 於：新南愛知カントリークラブ
　　　　　　　　　　時：8:2０～１4:0０  

　当日は、台風
接近に伴う悪天
候の中、木村会
頭をはじめ４１名
で熱戦を繰り広
げました。
　参加された
方々は、プレー
を楽しむと共に、
相互の親睦を深
められました。
　　　

(敬称略)
優　勝
準優勝
３　位

ベストグロス

アウト5
イン 12
アウト6
イン 16

ド
ラ
コ
ン

ニ
ア
ピ
ン

不破　昇
山田　良彦
片桐　好書
森田　尚登
片桐　好書
久野　春雄
大嶋　久邦
近藤　健一

フェスタの様子

にぎわいをみせるファミリー花火
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　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、豊か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、商業、流通、運輸、サービス業、建設・土木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、これらの産業を支えるだけでなく、市内に
ある総ての企業・事業所が商工会議所に所属し、各企業・事業所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域外から訪れてみたいまち　　③自慢できるものがあるまち
　　④生き生きとして楽しく暮らせるまち　　⑤健康で健やかに過ごせるまち
　そんな魅力あふれる、安心・安全なまち大府を、一緒になって創り上げていくことを提言するものです。

平成２８年９月２３日
大府商工会議所　
会頭　木村　勝昭

は じ め に

最  重  点  項  目

1 土地利用計画の見直し及び工業団地開発
と企業誘致

　大府市の中小企業は、自動車産業を中心として産業構造
を形成していますが、都市開発の進行により、住工混在化、
工場の狭隘化と分散化が顕著であり、工場の移転、域内再
配置が求められております。また、用途地域の変更やイン
フラ整備が課題となっております。
　市街化調整区域を見直し、産業構造の変化に見合った産
業育成のための工業適地の確保と新たな工業団地の整備並
びに積極的かつ戦略的な企業誘致を提言いたします。
　さらに、大府市は、第５次総合計画並びに第３次都市計
画マスタープランにより、土地の利用計画を定められてお
りますが、工場立地に際しては、高低差などにより現実的
に立地が困難な区域もあります。実情にあった土地利用計
画の見直しによる工業用地の確保をお願いするとともに、
市による小規模事業者のための工業用地の分譲についても
検討いただくよう提言いたします。

2 幹線道路等の整備

　大府市は交通の結節点であることから、多くの交通量が
あります。近隣市町と調和のとれた整備が必要であります
ので、国、県と密接な連携を図り、道路整備を推進して頂
くことを提言します。
　また、市民、事業者に分かるような事業の進捗状況、事
業計画等の情報発信をして頂くことを提言いたします。

3 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

　ウェルネスバレー構想の実現については、平成 21 年に
基本計画の策定後、実施計画が未だ策定されておりません。
事業の実施には、実施計画の策定が必須条件でありますの
で、早急に策定を提言いたします。なお、会議所としては、
平成 25 年度より東浦町商工会とともに、ウェルネスバレー
推進会議を発足し、事業構想や事業展開について議論を行っ
ており、さまざまなイベントを通して、ウェルネスバレー
構想の認知度ＵＰに努めています。今後のウェルネスバレー
構想の周知と実施計画に基づく計画的な事業の実施を提言
いたします。
　ウェルネスバレー構想地域については、農地、河川緑地、
住宅等地域景観に十分配慮し、残すべき風景と開発する地
域を分け、魅力あるまちづくりを進めていただくことを提
言いたします。

4 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

　あいち健康プラザには、1000 人を収容できる国際会議場
や温泉施設がある宿泊施設があります。このような立派な
施設を活用するため、さらに地域の活性化のためにも国際
的な会議やイベントの積極的な誘致を愛知県とともに検討
していただくよう提言いたします。

　

5

会議所街路灯の維持管理事業の引継ぎと景観
に配慮した街路灯、防犯灯の設置並びに商店
街水銀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

　会議所水銀街路灯の廃灯後の防犯灯への移行については、
安全面の見地からなるべく早く完全移行して頂きますよう
引き続きお願いいたします。
　現在の会議所水銀街路灯の維持管理に関しては、近年
LED タイプの新設希望が多く、設置費が高くなっているの
が現状であります。
　また、最近では、街路灯管理団体の構成事業所数の減少
等により、街路灯維持管理に困難をきたしているのが現状
です。新設工事の高騰や維持困難等の現状を認識いただき、
時代に見合った大府市商業団体等事業費補助金交付要綱の
見直しを併せ検討いただくよう提言いたします。

6
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並びに大府駅、
共和駅及び共和西地区への交番設置

　大府市は、都市化の進展とともに犯罪件数が増加傾向に
あり、治安の悪化が懸念されております。県警としても交
番相談員の設置やパトロール巡回頻度の増加等、安心安全
対策を図っていただいておりますが、さらなる地域の安心
安全確保は、重要であります。警察署設置と共和駅西側地
区への交番の設置については、もちろんですが、特に大府
駅、共和駅へ警察官の常駐する交番の設置は急務と考えま
す。会議所支部並びに部会等からの設置に対する要望も年々
強くなっておりますので、警察署の体制や管轄区域の見直
しなどの再検討について、愛知県へ強力に要望いただくよ
う提言いたします。
　さらに、大府市として警察署の誘致計画の進捗状況につ
いてもお知らせくださるよう要望いたします。

7 まちづくり検討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

　大府市の玄関口である大府駅や同駅東南部を含め、さら
に、共和駅を中心とした周辺地域を総合的に見直し、駅利
用者の滞留を促し、域外からの来客を増加させるような魅
力あるまちづくりを実施し、賑わいのある商店街の再生に
よる商業の集積を目指すとともに、子どもからお年寄りま
で安全で安心して暮らせるまちづくりを実現することが重
要と思われます。
　地方創生のまちづくりとして、市、市議会、会議所等を
始め、地権者、商工業者を含め「検討委員会」の設置を検
討していただくとともに、市が中心となり「中心市街地活
性化基本計画」を策定していただくよう提言いたします。

8 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

　愛知県は、「技術立県」に続く「観光立県」を目指し、観
光局の設置などあいちの観光を強力に推進しております。

大府市は、健康をキーワードとした観光資源が多くあり、
さらに、中小企業地域資源活用促進法による地域産業資源
も多く登録されておりますが、十分に活用されていないの
が現状です。今後、交流人口を増加させる着地型観光の推進、
まちづくりや地域活性化の一つの手段としての観光を強力・
計画的に推進していくためにも、観光課の設置、観光協会
の独立と併せて魅力ある街づくりの創生のため、観光ビジョ
ンを策定するよう提言いたします。
　また、観光協会の独立に併せ、大府市としての玄関口で
ある大府駅構内の空スペースを利用できるようＪＲ東海へ
働きかけ、観光協会の事務所設置及び観光案内窓口の開設、
大府市の商・工・農などを紹介するアンテナショップの設置、
特産品を活用したイートインコーナーの設置、あいち健康
の森公園・みどり公園などとつなぐためのレンタルサイク
ル事業の実施並びにふるさとガイドおおぶの拠点設置、駅
周辺での市民参加によるふれあい行事の実施並びに市役所
の一部出張業務の実施など、大府市全体としての情報発信
拠点とするよう提言いたします。

大府商工会館の整備9

　大府商工会館は、大府市の管理下にある公共施設である
ため、市民へのバリアフリー対策並びに安心・安全対策に
一層万全を期して頂きますようお願い致します。

10 東京オリンピック・パラリンピックを見
据えた取り組み

　2020 年に東京において、オリンピック・パラリンピック
が開催されます。愛知県は、「あいち観光戦略」において、
このオリンピックを見据えた対策を進めております。大府
市は、今回のリオオリンピックも含めオリンピック金メダ
ルを 14 個も輩出していることから、この機会を利用し、愛
知県や近隣市町と協力して、それぞれの観光資源を組合せ
た、広域観光事業を展開するよう提言します。
　また、観光振興による、交流人口の増につながる具体的
な事業の展開を図っていただくとともに、この地域を利用
していただく方のために、地域ぐるみで受け入れられるよ
うボランティア活動に対する支援を提言いたします。

提言に対する意見交換会の開催11

　例年開催しています市幹部との懇談会の前に提言に対す
る意見交換会を開催し、市当局との意見交換ができる場の
設定をお願い致します。
　また、提言の回答に至るプロセスの説明もお願い致します。

平成28年度

「大府商工行政等に関する提言書」を提出
　去る９月２３日（金）、会員の皆様の大府商工行政等への提案・要望をとりまとめ、大府商工行政等に関する提言書
として、岡村秀人市長及び深谷直史議長に手渡しました。
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1　土地利用等の見直し

(1) 調整区域の見直し　 継続
①エコ工業団地用地確保のため、市街化調整区域を市街化

区域に見直し、大府市の工業の発展と将来的に安定した
税収確保につなげられるよう提言します。
②北崎町遠山地区から北崎町六丁目、豊明市にかかる工業
団地整備　 新規 　

　　工場用地が狭隘になっているため、北崎町遠山地区か
ら北崎町６丁目、豊明市にかかる一帯を皆瀬川への架橋
( 西濃運輸から豊明方面 ) を新設して頂き、北崎地区一
帯の工業団地整備を提言します。

2 幹線道路等の整備促進　
 

（1）大府の道を語るシンポジウムの開催　 継続  重点
　昨年度の回答では、広域的な懇談会が開催されている
ため、新たな懇談会の開催はないとの回答を頂きました
が、大府市行政による「大府の道を語るシンポジウム」
の開催を提言します。

（2）市道の整備　 継続
①都市計画道路柊山大府線の早期整備

　柊山大府線は、市道大府共和線から市道上原殿田線の
区間については、早期に整備していくとの回答をいただ
いておりますが、実施時期をお教え下さい。また、明成
町三丁目交差点における東西方向渋滞緩和に向け、全線
開通に向けての早期着工を提言いたします。

②都市計画道路養父森岡線の早期整備
　養父森岡線は、東海市境から知多半島道路との交差部
までの区間の事業を進められているとのことですが、大
府東浦線と同様にあいち健康の森へのアクセス道路とし
て重要であることから、早期の全線開通を提言いたしま
す。また、実施計画をお教え下さい。

③市道 4073 号線の拡幅工事
　昨年度の回答では、実施予定はないとのことですが、
災害時等の緊急車両の通行が困難であることから、拡幅
及び待避場所の設置を早急に実施していただくよう提言
いたします。

④都市計画道路瀬戸大府東海線における渋滞緩和対策
　昨年度の回答では、バイパス道路等の整備が必要と認
識しているが、整備予定がないとのことですが、朝夕の
慢性的な渋滞が各所で発生している現状から、周辺道路
を含めた渋滞緩和対策を講じていただくよう再度提言い
たします。

⑤ウェルネスバレーに関連した駅西道路整備
　大府駅西線の大府駅西交差点から大府森岡交差点まで
の区間については、早期に完了できるよう再検討を提言
いたします。

⑥市道井田辰池線（愛知用水橋脚を含む）の拡幅
　昨年度の回答にて実施予定はないとのことですが、伊
勢湾岸道路等高規格道路の完成により、井田地区の通行

量が増大しています。特に、北崎インターに繋がる井田
辰池線の拡幅及び愛知用水にかかる橋が安全に通行でき
るよう、迂回確保の点からも早期の整備を再度提言いた
します。

⑦大府駅前中央分離帯の撤去
　大府駅東の中央分離帯を撤去して頂き、大府駅前の賑
わい創出となる街づくりの整備を提言します。

⑧北崎町小根下交差点から東に抜ける道路の拡幅工事計画
の推進及び違法駐車対応　 新規  重点
　北崎町小根下交差点から東に抜ける道路の拡幅工事計
画を迅速に進めて頂くよう提言します。なお、拡幅工事
が諸事情により早期の対応が難しい場合は、現在、違法
駐車が多く安全が確保されていないため、ポールコーン
等により違法駐車がなくなる対応をして頂くことを提言
します。

（3）国道、県道の整備　 継続
①都市計画道路大府東浦線の早期整備

　大府東浦線については、国道 155 号南側及び国道 302
号北側が整備済であります。ただし、大府東浦線につい
ては、あくまで早期の全線開通が産業界としての熱望で
ありますので、愛知県へ強力に推進していただくよう提
言いたします。また、事業計画のスケジュールをお教え
頂きますようお願いいたします。

②長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進
　慢性的に渋滞を引き起こしているこの交差点改良は、
急務であります。まずは、右折車両の滞留状況の調査を
実施して頂くことを要望します。

③都市計画道路大府東浦線の計画的な除草の実施
　あいち健康の森周辺の大府東浦線の緑地帯について、
除草頻度は年 1 回とお聞きしておりますが、安全面から
年 2 回実施していただき、景観管理について引き続き愛
知県へ要望していただくようお願いいたします。

④瀬戸大府東海線の折戸交差点への横断歩道の設置
　昨年度の回答にて実施予定はないとのことですが、瀬
戸大府東海線折戸交差点の横断歩道は、池下交差点側は
設置されておりますが、惣作交差点側には設置されてお
りません。最近コンビニが開店したため、危険回避から
横断歩道の設置と歩行者用信号機の設置を再度愛知県へ
要望いただくようお願いいたします。

⑤都市計画道路衣浦西部線の国道 366 号との接続
　衣浦西部線を通行してきたトラックが折戸交差点で停
車し、右折・左折時に再発進する際のエンジン音が響き、
騒音問題が発生しています。近隣住民に迷惑がかかって
いるため、実態調査を実施して頂くよう要望します。そ
の結果を踏まえ、騒音対策、渋滞対策として、早期に名
古屋刈谷線への延伸を愛知県へ要望いただくようお願い
いたします。

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
　国道 366 号の横根町交差点から有松インターまでの間
は、片側 1 車線が続いています。特に二ツ池南交差点及

び梶田町六丁目交差点は、右折車両により、渋滞が発生
している現状から、まずは、右折車両の滞留状況の調査
を実施して頂くことを要望します。

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
　県道長草東海線への待避場所の設置については、荒尾
大府線の道路計画のため、設置予定はないとの回答をい
ただいております。
　しかし、長草東海線の現状は、大府市内は特に狭隘で
あり、待避場所が少なく、通過交通に支障をきたしてい
ることから、待避場所の設置についての再検討と南側に
計画されている荒尾大府線の早期事業着手について愛知
県へ再度要望いただくようお願いいたします。

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
　梶田町一丁目交差点付近の交通渋滞により、付近の生
活道路を始めとする市道等への影響も考慮し、まずは、
右折車両の滞留状況の調査を実施して頂くことを要望し
ます。

⑨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
　横根町後田交差点は、交通量が多く事故が多発してい
るため、まずは、交通量調査を実施して頂き、右折信号
機を設置して頂くことを提言します。

3 あいち健康の森を活かしたまちづくり

（1）あいち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　 継続  重点

　あいち健康の森公園は、平日はもとより休日は、大変
多くの利用者で賑わっている状況です。特に、休日のイ
ベント開催時は、さらに多くの利用者が集中し、駐車場
不足による周辺道路の渋滞など、近隣住民や施設に多く
の迷惑がかかっている状態です。周辺土地利用などによ
り駐車場対策を講じていただくことを愛知県へ要望いた
だくよう提言いたします。

（2）大府市産業文化まつりの会場分散　 新規
　大府市産業文化まつりは、毎年、出店位置などの会場
レイアウトに苦慮している状況であり、現在の市民体育
館周辺での会場では、これ以上の出展希望に応えられな
い状況であります。また、会議所は、東浦町商工会とイ
ベントを協同開催しており、市におかれましては、文化
交流の杜やあいち健康の森を視野に入れた会場分散につ
いて、推進委員会において検討することを提言いたしま
す。

（3）ウェルネスバレーロードの整備　 継続
　楽しみながら歩ける道路を市内全域に広め、健康意識
の向上に役立つようなウェルネスロードの整備計画を策
定することを提言いたします。

（4）薬草園の整備促進と運営支援　 継続
　あいち健康の森薬草園は、利用者が少ない状況であり
ます。目立つ案内看板、飲食・物販施設の設置や季節に

あわせた開園時間の設定など利便性の向上による利用者
増への改善並びにあいち健康の森公園と同薬草園の往来
が少なく孤立した環境にあると感じられるため、相互の
誘導対策を愛知県へ要望いただくよう提言いたします。

(5) 大府市としてのウェルネスバレーフェスタへの参加　

　　 継続
　会議所では、毎年９月にウェルネスバレーフェスタを
参加団体を主体とした実行委員会形式で開催しておりま
す。ウェルネスバレーの更なる認知度の向上のためにも
大府市としての財政支援を含め、このフェスタに積極的
に参画いただき、協働で開催することを提言いたします。

（6）ウェルネスバレー基本計画の具体的施策の推進

　　 新規  重点
　ウェルネスバレー基本計画に基づき、産業用地開発、
道路整備、水道等インフラ整備を期限を定め、計画的に
実施して頂いた、民間が進める健康産業住宅の開発計画
は、官民共同で実施し、大型プロジェクトについては、
計画的に進めることを提言いたします。

4 安心・安全のまちづくり、生活インフラの整備

（1）防犯カメラ設置促進及び助成金の創設　 継続
　昨今の重大犯罪に対して、防犯カメラは、検挙率の向
上に大きく寄与しており、犯罪抑止の面においても有効
手段の一つでもあります。防犯カメラの設置促進や設置
への助成金の創設を提言いたします。

（2）防災または地球温暖化対策の観点から、市民向けの燃
料電池等設置に対する助成制度のさらなる拡充

　　 継続  重点
　防災対策及び地球温暖化対策の観点から、燃料電池、
蓄電池、耐震シェルター、太陽光発電設備などの設置に
対する市民向けの補助制度の創設を提言いたします。

（3）雨水管等の計画的な埋設　 継続
　近年全国的に多発しているゲリラ豪雨による道路冠水
による被害が報道されております。この被害による市民
生活や商工業者への影響を最小限に抑えるため、計画的
な雨水管や雨水貯留施設の整備を提言いたします。

（4）歩行者、自転車を優先した道路整備　 継続
　健康都市として歩行者（特に高齢者）や自転車が安心
して通行できる道路整備（歩道のカラー舗装など）を積
極的に計画・整備していただくよう提言いたします。

5 市街地の活性化

（1）リニア開通に伴う大府市への影響調査の実施　 継続
　2027 年にはリニアが開通し、首都圏との時間的な概念
が一変することが予想されます。このリニア開通を念頭
にした駅周辺等のまちづくりの再開発に関連して、
①リニア開通に伴う大府市への影響調査の実施
②リニア開通に関係性の深いと思われる中心市街地の現

状調査
③リニア開通が、大府市にとってプラスとなるようなま
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ちづくり検討会議の立ち上げ
について検討いただくよう提言いたします。

（2）「大府市へのまちづくり提言書」の検討と回答
　　 新規  重点

　大府商工会議所地域開発委員会において、「大府市にお
けるまちづくりの未来像について」行政、専門家、学生
を交え、平成 25 年度より会議、調査、視察等を重ねこの度、

「まちづくり構想提言書」（別添資料参照）が纏りました。
本提言書を機に大府市におけるまちづくりの検討をして
頂くよう提言いたします。

（3）大府センターの利活用の検討 継続
　現在は、一部の店舗と住居を残すのみとなっている大
府センターについて、今後の利活用について、市が主体
となり会議所を巻き込んだ検討会議の設置について提言
いたします。

（4）各施設等への誘導・案内看板の整備　 継続
　大府駅、共和駅の域外からの利用者に対して、まちづ
くりや地元観光のＰＲの第一歩として、要所に案内看板
などの設置を提言いたします。

（5）地域交流の感じられる場づくり　 継続
　魅力ある地域づくりの一環として、市内各地域で、い
つでも老若男女が集える場作りを提案いたします。また、
高齢者を中心とした買い物難民対策として、移動販売が
あります。公共施設等を利用した移動販売を世代間の交
流の場として設定することを提言いたします。

（6）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　 継続

　大府市は、観光みやげ推奨品選定会が開催され、大府
としての名産品やみやげ品発掘を実施されております。
このような、みやげ品や健康関連商品の販売拠点づくり
の一つとして、あいち健康の森やＪＲ大府駅構内に設置
が期待される観光協会においてアンテナショップを開設
し、大府の観光のＰＲのひとつとしていくことを提言い
たします。

（7）景観整備の推進（大府駅前街路樹の植え替え） 継続
　大府駅前通に植樹されているクスノキは、年中落葉が
あり、環境美化や清掃に手間がかかり、付近商店・住民
が苦慮しております。このような現状を考慮いただき、
クスノキの植え替えを提言いたします。

（8）道路沿いにあるため池、河川の整備　 継続
　会議所が主導した「健幸の黄色い花プロジェクト」の
一環として、ウォーキングが開催されております。この
コースの一端にはため池があり、自然を感じられる風景
があります。利用される方々へこのため池を観光として
ＰＲに活用できると考えられますので、ため池の保全を
提言いたします。
　また、コースの近くには、川があり、水辺に近づける
安全な小道を設けることにより、さらに自然に親しむこ
とのできるような景観整備を提言いたします。

（9）散水用雨水タンクの設置　 継続

　会議所では、花いっぱい運動を展開しております。道
路脇の花壇など、常に生き生きとした花が見られるよう、
普段から市民や商工業者が手入れを行える環境づくりと
して、散水用の雨水タンクもしくは散水栓などの設置を
提言いたします。具体的には桃山町五丁目交差点から旧
図書館までの花壇の維持管理に対する必要性が高いので、
早期の設置を提言いたします。

（10）大府市の魅力を多角的に情報発信　 新規
　ウェルネスバレー、金メダルのまち共和、住環境の良さ、
巨峰をはじめとした特産物、コラビアのような先進的施
設など、大府市には誇るべきものが多々あるにもかかわ
らず、ＰＲが不足しています。市民には郷土への理解を
深めていただき、市外や県外に対しては、ふるさと納税
や大府への移住・転居を推進するなど、定住人口の増加
につなげるため、大府の長所をＳＮＳの活用やＦＭ局の
設置、道の駅を誘致などにより、積極的に発信すること
を提言いたします。

（11）桃山町五丁目交差点の地下道の保全修理

　　　 新規  重点
　地下道入口付近の地上ブロックが劣化により段差が生
じているため、速やかに修繕すること、並びに地下道の
壁画も劣化しているため、安心安全を感じさせる新しい
デザインもしくは無地塗装を施すなど美化し、利用しや
すい地下道にすることを提言いたします。

6 意欲ある事業者への支援

（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 

　　 継続
　現在、国において実施されている「小規模事業者持続
化補助金」は、小規模事業者にとって販路開拓に非常に
有効な補助金であります。事業継続、事業の活性化のた
めにも大府市として独自に創設していただきますよう提
言いたします。

（2）ポートフィリップ市との文化・経済交流の場の設定

　　 継続
　商工会議所は、ポートフィリップ市との姉妹都市交流
について、2019 年の提携 25 周年、2020 年の東京五輪
を見据え、経済団体としての交流を目指して行きたいと
考えております。まずは、お祭りやイベントなどへの参
加による文化交流から始め、最終的には経済交流が図れ
るよう、市から橋渡しをしていただき、経済界を含めた
実りある交流としていくことを提言いたします。

（3）店舗の新設・改装に関する支援　 継続
　新規の創業者を含めた小規模事業者にとって、店舗の
新設や改装費用を負担することは、将来的に経営状況を
圧迫する恐れもあり、事業継続や廃業の不安を抱えるこ
とになりかねません。安心して事業意欲の向上や事業拡
大を考えるためにも、店舗の新設・改装等の費用への補
助制度の創設を提言いたします。

（4)「げんき商店街推進事業」補助要綱の見直し　 継続

　大府市が、愛知県の「げんき商店街推進事業」を申請し、
会議所への補助事業として実施していただいております。  
この補助事業により実施しております「おおぶ de まち歩
き」「ふれあいゼミナール」事業は、小規模商業者の関心
が高い事業であり、さらに、地域の小規模商業者への大
きな支援となり、年々参加事業所が増加しております。
　「大府市中小企業の振興でまちを元気にする条例」の施
行による、商業者への支援策の一つとして、大府市独自
の補助事業として地域活性化への支援となるよう提言い
たします。

（5）行政・金融機関・商工会議所が組織的に連携して、地
方創生の諸問題に取り組む仕組みづくりの構築 新規

　大府市においても地域創生に係る連携協定として、「産
業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画を金融機関
と締結し、官民一体となって、地方創生の諸問題の解決
に取り組む仕組みづくりを提言いたします。

7 環境行動計画に基づいた環境対策の推進

（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　 継続

　商工業者が取り組む CO2 削減に向けた助成金・補助金
は、全てのエコ機器導入・設備更新について拡大拡充を
図っていただくとともに、大府市独自の助成金制度の創
設を提言いたします。

8 大府商工会館等の整備

（1）大府商工会館の借受料の免除　 継続  重点

　会議所は、平成 12 年度に市役所の建替えに伴い、自前
の商工会館から現会館へ等価移転いたしましたが、平成
17 年度より有償となり現在に至っております。移転当初
の等価移転の事実に鑑み、また、地域の商工業振興を図
る極めて公共性の高い団体であることをご理解いただき、
借受料を移転当時と同様の無料に戻していただくよう要
望いたします。

（2）大府商工会館相談室の増築及び雨水排水設備の整備
　　 継続  重点

　会議所の会員に対する経営相談は、業務の基礎的かつ
重要業務の一つでありますが、商工会館の１階には相談
室が１室しかなく、相談カウンターで応対している状況
であり、経営内容等秘密を要する相談に支障をきたして
おります。年々増えつづける相談件数に対して、相談室
の増築が必要でありますので、検討していただきますよ
う要望いたします。
　また、会館裏側は、長時間の雨、特にゲリラ豪雨に見
舞われると、雨水が溜まる状況であるため、会館の維持
管理上支障をきたすことが予想されますので、早急に排
水対策に対する整備計画の再検討を要望いたします。

（3）大府市役所駐車場の駐車規制、拡大　 継続  重点

　市役所駐車場は、利用頻度が大変高く、収容能力が限
界に達している状況であります。特に、市役所での講演会、

確定申告、学校行事開催時には、飽和状態にあり、路肩
駐車状態で通行の妨げとなり、市庁舎や会議所利用者に
大変な不便を与えている状態です。慢性的な飽和状態を
解消するためにも、地下駐車場や立体駐車場の設置等に
より収容能力の向上を図っていただくよう要望いたしま
す。

（4）大府商工会館窓ガラス飛散防止対策　 継続  重点

　東海・東南海・南海地震の３連動の地震発生が予想さ
れております。このような状況下で、特に、窓ガラスの
飛散による被害は多大であることから、商工会館の利用
者の安全性を確保するため、会館の窓ガラスに飛散防止
フィルムの貼付について優先的に対応していただくこと
を要望いたします。

（5）大府商工会館のエアコンの更新　 継続  重点
　商工会館のエアコンの効きが悪く、無駄な電気を使用
している状況となっているため、一刻も早い機器の更新
を要望いたします。

（6）大府商工会館の雨漏り対策 　 新規  重点
　商工会館 3 階の雨漏りが常態化しておりますので、早
急に対策して頂きますよう要望します。

9 その他

（1）小規模事業における経営改善普及事業補助金等の拡充

　　 継続
　会議所は、「経営改善普及事業補助金」「育成指導事業
補助金」を受け、事業を実施しております。26 年度より
会員加入促進、共済加入促進を実施し、運営安定を図っ
ております。地域の中小企業等の経営を支える地域内唯
一の経済団体として認識いただき、より安定的な運営が
できるよう、補助金等について拡充支援していただきま
すよう要望いたします。

（2）ふるさとガイドおおぶへの支援　 新規
　多くのボランティアガイドの活動により、以前にもま
して地域観光が盛り上がっています。今後、ますます需
要が高まると推測されますので、行政として、地域をあ
げてその活動を支援し、地域活性化につなげることを提
言します。
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【問合せ】
   大府商工会議所　電話：0562-47-5000

■住所  共和町3-5-8
■電話  0562-47-2547
■営業  11:30～14:00
　　　　17:00～21:00
■定休  木曜日

みかど共和店 
「ひつまぶし定食
　　　　　お刺身付き」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

㈲中村広報　中村光江さん
紹介ランナー

次回ランナーは、㈱BEANS　あずき薬局　長谷伸一さん

外はパリパリ、内はふん
わり、タレはほど良く甘
辛く絶品。
お刺身もとっても新鮮で
食べやすく、なんとも至
福の一時です。
リーズナブルなお値段
で、是非一度味わってみ
て下さい。素敵な笑顔で
迎えて下さいますよ。

融資制度のご案内　～無担保・無保証・低金利～　　　　　　　　　　　　　

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、建設業で改善、卸売業で横ばい、そ
の他の３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。

●「売上は伸びているが、慢性的な人手不足に
より、受注機会を逃している。人手不足の解消
が喫緊の課題」（一般工事業）、「暑い日が続い
ているため、秋物の動きが鈍く、売上は悪化し
た」（商店街）、「インバウンドの客数は増加し
ている一方、高額品販売が低迷しており、客単
価が大幅に下落している」（百貨店）、「工作機
械関連の受注の減少に伴い、売上は悪化し
た。また、受注数が大きく変動することが多
く、適切な労働者数を保つのが難しい」（金属
加工機械製造業）

●業況の先行き見通しＤＩは、全産業では今月と
比べ改善する見込み。産業別にみると、卸売
業、小売業、サービス業で改善、その他の２業
種で悪化の見込み。

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

 　16年    先行き見通し
   3 月 4 月 5月 6月 7月 8月 9月～11月 

業　　況 ▲18.0 ▲20.6 ▲20.7 ▲22.7 ▲19.0 ▲26.6 ▲23.9
       
売　　上  ▲4.5 ▲11.8 ▲11.6 ▲17.8 ▲6.7 ▲17.6 ▲17.1

採　　算 ▲17.5 ▲18.2 ▲19.0 ▲18.4 ▲16.9 ▲23.9 ▲22.3
       
資金繰り ▲7.4 ▲14.9 ▲8.0 ▲6.7 ▲4.0 ▲11.9 ▲11.3
       
仕入単価 ▲21.7 ▲18.7 ▲17.3 ▲20.9 ▲15.3 ▲9.2 ▲14.7
       
従 業 員 18.1 11.8 12.8 14.1 18.9 20.0 19.1

平成 28年 8月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

大府商工会議所・行政等からのお知らせ

平成28年9月9日現在

～ 未来へつなぐ 健康おおぶ ～第４７回大府市産業文化まつり 
開 催 日  １０月２９日（土）９：３０～１６：００
 １０月３０日（日）９：３０～１５：３０
会  　場 大府市民体育館及び駐車場（大府市横根町平地１９１）
当所催事 商工業振興展、屋外即売会、飲食バザー、綿菓子、親子工作教室、コマ作りなど

注）写真はともに昨年の大府市産業文化まつりの様子です。

※催事や各種イベントなど開催しますので、皆様 お誘い合わせの上、是非ご来場ください。

　愛知県内の事業場で働く常用・臨時・パートなど、すべての労働者に適用されます。
　なお、愛知県の特定（産業別）最低賃金（７業種）については、現在、改正のため調査審議中ですので、
今後の改正状況に注意してください。
　詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課（電話：０５２－９７２－０２５７）または、最寄りの労働基準監
督署にお尋ねください。

「愛知県最低賃金」は、
　　　１０月１日から に改正されました。時間額 円845

■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1.30％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.30％
■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

　※H28.7 月より、大府市からの利子補給が始まりました。
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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

会員加入目標数

160

平成28年9月末会員総数

1,717

平成28年度大府商工会議所

4～9月加入者数

目標達成まで

56

104

発行所　大府商工会議所　〒474-8503　愛知県大府市中央町 5-70　TEL 0562-47-5000　http://www.obu-cci.or.jp/

広島風お好み焼き　おこ家

1 日 20食限定の日替わりランチがなんと 500円！    

代表　秋田　一紀

　リレーションビル２階にある、本場広島風お好み焼きともんじゃ焼きが楽しめる
「おこ家」です。
　お酒の種類も豊富で、本場広島から仕入れたこだわりの鉄板でつくるキャベツ
たっぷりの広島焼きは絶品！！
　ランチタイムは、1日 20 食限定日替わりランチが、なんと500 円で大好評です！
　店内はジャズが流れ、落ち着いた雰囲気で、30 名様までの宴会利用も可能です。
　是非、一度ご来店ください！！

●住所／大府市桃山町 5-200　ザ・リレーションビルⅠ-204
●TEL／ 0562-85-2372
●定休日／ 月曜日
●営業時間／ 火～土　11：30 ～ 14：00　18：00 ～ 23：00
　　　　　　日・祝　18：00 ～ 21：00

サムギョプサル専門店 テジ

おかげ様で開店３周年を迎えることができました

代表　柵木　哲朗

　当店は JR 共和駅東口から徒歩３分、隠れ家的なお店として、地域の皆様にご愛
顧いただいている韓国料理店です。開店から３年が経ち、テジという店名も、サム
ギョプサルという料理もずいぶん慣れ親しんでいただけるようになりました。お席
は掘りごたつの半個室なので、忘年会、飲み会、お誕生日会、女子会など、小グルー
プの集まりにぴったり。いつもと違った宴会を演出いたします。さらに会報を見たと
言ってご予約くだされば「韓国のお菓子セット」を進呈いたします。ぜひご利用くだ
さいませ。

●住所／大府市東新町２丁目１９－２　アイビル三階
●TEL／ ０５６２-４６-０７１７
●定休日／ 月曜日 ( 祝日の場合は翌平日 )、年末年始
●営業時間／ 18：00 ～ 24：00
　　　　　　※土、日、祝日は 17 時より営業
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大府ブランドを世界に！

ウェルネスバレー
オリジナルソングを
作詞・作曲した
「夢風船」さんへ感謝状

「至学館大学　栄養科学科」
井上教授、学生さんによる
ライブクッキング！

「心に花咲くウェルネスバレー」

１．この花咲く　黄色い花
　　菜の花たちが笑っているよ
　　この街いっぱい　花が咲く
　　さぁ！喜びの種を蒔こう

　　思い思いに　花は咲くけど
　　みんなが集まれば　金色のジュータン

　　あったか気分　ほんわか気分
　　みんなの心が温まるよ
　　笑顔が集まる街　ウェルネスバレー

２．一人一人の　思いやりが
　　喜びの街をつくり上げるよ
　　心安らぐ　健康の街
　　そう！それがウェルネスバレー

　　桜咲く前に　優しい笑顔
　　可愛い花桃に　心癒され

　　赤い花　ピンクの花　白い花が迎えてくれるよ
　　笑顔が集まる街　ウェルネスバレー

　　一人一人の思いやりが
　　喜びの街をつくり上げるよ
　　心安らぐ街　ウェルネスバレー
 
　　ラララララ　ラララララ　
　　ラララララララララララララ
　　ララララララララ　ラララララララ
　　心安らぐ街　ウェルネスバレー

作詞・作曲　夢風船 長谷川由実


