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交通安全運動にご協力を！

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/ 大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/

179
2017.2.1

Vol.

THE OBU CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

大府市より、「平成28年度 大府商工行政等に関
する提言書」に対する回答をいただきました。

大府ブランドを世界に！

㈲林田電気システム

農業に優しい会社です    

代表取締役社長　林田秀治

　32 年前愛知の地を踏み、大府に根を下ろして 20 年、すっかり愛知県人となった林田と
申します。電気工事業も何とか軌道に乗り、法人になって 12 年、地元への恩返しも僅かな
がら 出来てきた気が致します。現在弊社で取り扱っております小型・小規模植物工場で、
今後更にお役に立てればと思っております。ここ大府は農業も盛んですが、農業者の高齢
化も深刻だと聞き及びます。そこで植物工場がお役に立つのではと思いますので、ご興味
ございましたら是非お声を掛けて下さいますよう、宜しくお願い致します。
    

●住所／大府市吉川町四丁目31番地    
●TEL／ 0562-47-0394
●営業時間／8：00～ 17：30    

●住所／大府市北崎町井田 185-3  
●TEL／ ０５６２-４８-８１８３
●定休日／日曜日
●営業時間／8：00～ 18：00

センスイ設備株式会社

水のトラブルなんでもご相談ください！    

代表取締役　間瀬健一

　北崎町で 11 年前より開業、昨年法人化しましたセンスイ設備㈱と申します。新築水道
設備工事を中心に住宅リフォームや集合住宅・店舗・工場の配管など多種多様なニーズ
に対応しております。誠実・親切・丁寧を常に意識して業務に取り組んでいます。皆さん
の水トラブルを解決できるよう努めておりますので、水でお困りの際は、センスイ設備㈱
に何なりとご用命下さい。    

大府市内（2月）の人身事故のうち、信号がない交差点で発生した事故は、
平成27年度では6件。平成28年度では11件発生しており、5件増加しています。
交差点は事故が発生しやすい場所ですので、しっかり安全確認をしましょう。
　　＜夕方「4 時から点灯」といった早めのライトの点灯推進＞

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

会員加入目標数

160

平成29年1月末会員総数

1,721

平成28年度大府商工会議所

4～1月加入者数

目標達成まで

85

75

キャンペーン期間の紹介・入会特典
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　4部会（商業、製造業、建設業、情報・物流・サービス業）ならびに4支部
（大府、横北、共長、吉森）より大府市へ提出しておりました提言につきまして、
平成28年12月5日 岡村市長より、回答をいただきました。
　　　　　　　　　※詳細につきましては、6ページから14ページをご覧下さい。

今月の表紙／岡村市長・木村会頭　（平成 28年 12月5日撮影）

１月１７日（火）於：当所３階大ホール　時：1４：00～1５：３０

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
　１８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　大府商工会議所風車共済規約の一部改正
（案）について

　顧客ニーズの変化への対応と任意包括加入に関する

課題解決に向けたリニューアルに伴い、所要事項の改定

を行う旨、説明が行われました。

議案第３号　小企業等経営改善資金審査会規則の一部
改正（案）について

　スムーズな審査運営を図るため、商工会議所役員で

構成されている審査委員の任期を役員任期と統一するこ

とについて、説明が行われました。

議案第４号　平成２９年度事業計画重点事項（案）につ
いて

　３月２８日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５号　第７期地域開発委員会正副委員長（案）に
ついて

　前回の常議員会より持ち越しとなっていた地域開発委

員会正副委員長について、次のとおり提案し、承認され

ました。

委員長　鈴木康男氏、副委員長　笹田栄治氏、

副委員長 伊藤友子氏

５議案とも原案どおり可決されました。

報告事項
①平成２９年度主要会議日程について

②会員の脱退並びに変更について

③１月・２月の行事予定について

その他
　「失敗しない展示会の作り方」セミナーについて、積極的

な参加を呼びかけました。

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
1/29 1/30 1/31 2/1 2/2

商業部会役員会
15：00 〜16：00

2/3 2/4

2/5 2/6 2/7
橋本実践塾
9：00 〜12：00
決算確定申告勉強会
13：30 〜17：00

2/8
市長との早朝会議
7：30 〜 8：30
正副会頭会議
9：00 〜11：00
橋本実践塾セミナー
13：30 〜15：00
住宅修繕相談
13：00 〜16：00

2/9ノー残業デー
総務委員会
10：00 〜11：30
展示会出展支援セミ
ナー
15：00 〜17：00

2/10
定例税務経理相談
13：30 〜15：30

2/11
建国記念日

2/12
珠算検定

2/13 2/14
橋本実践塾
9：00 〜12：00

2/15 2/16 2/17 2/18

2/19 2/20
定例金融相談
10：00 〜
情報・物流・サービ
ス業部会役員会
10：30 〜11：30

2/21
橋本実践塾
9：00 〜12：00
決算・確定申告個別
指導
13：30 〜15：30

2/22
ボランティア一斉清掃
決算・確定申告個別
指導
13：30 〜15：30
住宅修繕相談
13：00 〜16：00
住宅修繕定例会
19：30 〜 21：00

2/23
決算・確定申告個別
指導
13：30 〜15：30

2/24 2/25

2/26
簿記検定

2/27 2/28
橋本実践塾
9：00 〜12：00

3/1
決算・確定申告個別
指導
13：30 〜15：30
正副会頭会議
13：30 〜15：30

3/2 3/3
決算・確定申告個別
指導
13：30 〜15：30

3/4

クローズアップ・スケジュール
橋本実践塾セミナー「トヨタ生産方式の基本と進め方」　　　　　　　　2月8日（水）
製造業部会では、毎年2Ｓ（整理整頓）をベースとした改善活動「橋本実践塾」を開
催しています。	 	 	
平成 29年度についても、10社 10名の募集を予定していますが、まずはトヨタ生産
方式の基本を知っていただくきっかけづくりとして、下記のとおり開催いたします。	
　時　間：13：30～ 15：00	 	 	
　場　所：当所3階ホール		 	
　講　師：橋本実践塾　塾長　橋本進氏
　定　員：30名	 	 	
　担　当：産業振興課（小久保）	 	 	

展示会出展支援セミナー「失敗しない展示会の作り方」　　　　　　　　2月9日（木）
消費税軽減税率対策窓口相談等事業として、下記のとおりセミナーを実施します。
　時　間：15：00～ 17：00
　場　所：当所3階ホール
　講　師：展示会活用アドバイザー　大島節子氏（㈲マルワ什器　代表取締役）
　定　員：30社
　対象者：新規分野参入時の販路開拓力強化や、自己ＰＲ力強化に関心のある市内企業
　　　　　のご担当者様
　参加費：無料	

決算・確定申告個別指導　　　
2月21日（火）22日（水）23日（木）
決算・確定申告（消費税申告）の個別指
導を下記のとおり実施します。
　時　間：13：30～ 15：30
　　　　　（最終受付　15：00）	 　
　場　所：当所3階ホール		
　持参品：決算書、申告書
　　　　　（昨年度までの控え）
	 　各種控除の証明書
　　　　　（国保・年金・生保・小規模共済等）
	 　扶養控除等の確認
　　　　　（配偶者・扶養親族・障害者等）
　　　　　帳簿、印鑑、計算用具
※今年度は、マイナンバーの関係上、当
所で書類を預かれなくなりました。	
チェック後に、税務署郵送用の封筒を
お渡しいたしますので、各自で送付を
お願いいたします。	 	

№ 事業所名 代表者 住　　所 事業内容等 所属部会

1 想いと財産マネジメントサービス 後藤　　明 若草町 不動産のコンサルティング 情報・物流・サービス業

2 夢テック㈱ 弓場　忠道 一屋町 搬送装置、省力化機械の製造 製造業

3 Rose 髙﨑 美由紀 月見町 薬膳料理（教室） 情報・物流・サービス業

4 おおぶ鍼灸院 村松　龍一 森岡町 鍼灸マッサージ施術（院内・訪問） 情報・物流・サービス業

5 角田鈑金 角田　卓弥 北崎町 自動車鈑金塗装、中古車販売、自動車保険 情報・物流・サービス業

6 仲井塗装 仲井　大貴 柊山町 住宅外壁塗装 建設業

7 喜村設備 喜村　勝也 大東町 配管工事 建設業

8 　― 中川　伸幸 神田町 管工事、電気工事、内装仕上工事 建設業

9 ㈱ E.Everyday 安井 あずさ 桃山町 英語教室 情報・物流・サービス業

10 　― 山田　充則 長草町 大工、住宅建築 建設業

11 和塗装人 和田山 裕太 追分町 塗装 建設業

12 斎藤通信 齋藤　祐也 半田市 電気通信工事 建設業

13 円満相続研究所 上田 美樹子 東新町 相続相談、終活プラン 情報・物流・サービス業

14 ユニカル工業㈱ 三野　　稔 北崎町 攪拌装置・部品製造・設計 製造業

15 ㈲森茂興業 森茂　生一 宮内町 管工事、鋼構造物工事 建設業

16 オカケン 岡田　　勉 長根町 基礎工事 建設業

17 ㈱ノブナガ (Four Roses) 桑澤　正成 月見町 ダイニングカフェ、ライブイベント等 商業

18 ㈱ SIDECAR 竹田　豊和 名古屋市 清掃業 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11月 1日～平成29年1月10日
（敬称略）

3

Feburary 2月

2
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年末調整勉強会　年末調整の仕方
１２月６日（火） 　　　　　　於：当所３階大ホール
　　　　　　　 　　　　　時：１３:３０～１５:３０

　税理士の田島大士
先生を講師に招き、
初めての方でも年末
調整を理解できるよ
う、分かりやすく講
義いただきました。
　今回の勉強会で

は、税務署より送付された「年末調整のしかた」等
の資料を使用し、実際の事務処理と同じ手順に沿っ
て進められました。また、マイナンバー制度の開始
により、昨年度から記載方法に変更にあった書類に
ついてもご説明いただきました。

女性会　椿大神社と千代保稲荷神社に参拝
１月１７日（火） 　於：椿大神社・千代保稲荷神社
　　　　　　　　時：８：３０～１７：００
　大府商工会議所女性会は、恒例行事となる猿田
彦大本宮 椿大神社（三重県鈴鹿市）と、千代保稲
荷神社（岐阜県海津市）に参拝しました。
数日前から降り積もった雪で、一層厳かな雰囲気に

包まれた大神社に
は、１年間の感謝
と今年１年の無事
を、稲荷神社には
商売繁盛を祈願し
ました。

大府支部　大府豊川講
１月１２日（木）　　　於：豊川稲荷・岩津天満宮等
　　　　　　　　　時：７：４０～１７：００
　大府支部恒例の豊川講は、今回で１０回目を迎え、
岩津天満宮、真福寺、豊川稲荷、砥鹿神社、無量
寺の順に２３名で参拝しました。
　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。ラグーナ蒲郡
にも立ち寄り、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１７日（火）１８日（水）　於：共和西小学校
　　　　　　　　　　　　時：１０：５０～１２：３０
　１２月から３月にかけて、市内小学校の３年生を対
象としたそろばん授業のボランティア講師を、日本
珠算連盟大府支部に所属する珠算塾の先生が行って
います。
　今回取材した共和西小学校では、３クラス３名の先
生が担当し、「そろばんとは
何か」「足し算・引き算」等
の授業を行いました。普段触
れることのないそろばんとい
う道具に、児童の皆さんも興
味津々で、活き活きとした表
情がとても印象的でした。

平成２９年 新年賀詞交歓会
　～魅力あるれる地域を目指す～
１月１１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２３０名の方々にご出席い
ただきました。
木村会頭挨拶
　「各種政策の効果
もあり緩やかな回復
基調にありますが、
中小企業にとっての
真の景気回復が待た
れるとこです。昨年、
秋に「お食事処しも
むら」の下村庄平様が、「旭日単光章」を受賞され
るという、喜ばしい出来事もありました。現在、当
所では、第 3 期短期行動計画を大府市の中小企業
アクションプランと連携を図りながら、各種課題の
解決に取り組んでおります。地域活性化、事業所経
営支援のバランスある運営に努めて参ります。地域
活性化の具体的な取り組みとしては、魅力あふれる
まちづくりに向け、行政と連携して取り組んで参り
ます。ハナモモの植樹、地域資源の掘り起こしと創
造に取り組んで参ります。
　事業所支援としては、各種補助金制度の活用によ
り、人手不足の中で生産性向上と営業力強化に向け
た支援に取り組んで参ります。中長期の取り組みと

しては、新活性化ビジョンの策定に取り組んで参り
ます」と語り、皆様の一層の支援と協力をお願いし
ました。
大府・東浦土産品活動紹介
　佐藤光彦氏（東洋発酵㈱）
　大府・東浦の事業者、至学館大学が連携して進め
てる新たな「大府・東浦のお土産品セット」がお披
露目されました。本取り組みは、大府・東浦での土
産品を各店舗の垣
根をなくし、詰め
合わせる商品の選
定を学生に依頼す
ることで、学生か
らの視点による
セット開発と、開
発に携わり、大府市・東浦町への愛着を醸成する取
り組みともなっています。
　当日は、学生からも本取り組みに対する想いが述
べられました。「本取組みに携わったことにより、大
府、東浦に対する郷土愛が生まれ、第二の故郷とし
て捉えるようになりました」との発言がありました。
　今回の新年賀詞交
歓会は、若いエネル
ギーも入り、活気あ
るものとなり、魅力あ
ふれる地域となる兆
しを感じることが出来
る会となりました。

▲挨拶する木村勝昭会頭 ▲挨拶する佐藤氏、至学館大学学生

▲新たな大府・東浦土産品

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

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

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？

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

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（49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）～
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最  重  点  項  目

土地利用計画の見直し及び工業団地開発と
企業誘致

1

　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。

回答　土地利用計画の見直しは、都市計画マスタープラ
ンの改訂に合わせて検討します。
　工業団地開発については、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。
　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、また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）

幹線道路等の整備2

　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。

回答　幹線道路の整備につきましては、6 月 24 日に知多
建設事務所、8 月 10 日に愛知県へ整備推進の要望をし、
対応を依頼しました。
　事業計画につきましては、総合計画に基づき向こう 3
年間に計画的に行うべき施策・事業を取り上げた大府市実
施計画により公表しています。（土木課）

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

　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。

回答　ウェルネスバレー構想の具体的な事業の展開とし
ては、第Ⅱ期計画アクションプランを策定し、先駆的な
取組を推進して市内外へ広く周知を進めています。（企画
政策課）

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

　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。

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
ントには後援するなど支援を行い、認知度の向上に努め
ています。（企画政策課）

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

5

　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ＬＥ
Ｄ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。

回答　街路灯から防犯灯への移行につきましては、撤去
前に事前の情報をいただき、現場の状況にあわせて設置の
検討をしています。
　また、会議所においても、引き続き廃灯しないよう、御
協力ください。
大府市商業団体等事業費補助金交付要綱の見直しについ
ては、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）

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

6

　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、共和駅に
は警察官が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。

回答　大府市は東浦町と合同で、昭和６３年から両首長・
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。
　また警察署誘致の陳情の中で、警察力の強化として交番
の増設と併せ、粘り強く要望していきたいと考えています
ので御理解ください。（生活安全課）

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

7

　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。

回答　駅周辺のまちづくりにつきましては、新年度より
新たな体制でまちの賑わい創出について考えて行くこと
としています。
　地域の課題や問題について地域や商業者の皆さまと意
見交換を行い、商工会議所に御協力いただき、地域の皆さ
まに活躍していただける体制や手法を検討していきます。

（都市計画課）

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

8

　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。

回答　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相応しい場
所の選定について議論していきます。
　また、大府駅周辺の遊休店舗等活用の検討や、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、地域資源
の利活用を進めていきます。
　また、本市は、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。
　観光全般については、引き続き商工労政課を中心に推進
していきます。（商工労政課・企画政策課）

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

平成28年度

「大府商工行政等に関する提言書・回答」
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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。

回答　市街化調整区域を市街化区域編入するためには、工
業系土地利用に適した地域をマスタープランで定める等、
必要な基準を満たす地域で見直しを行うことができます。
　区域区分の見直しについては、都市計画マスタープラン
の改訂に合わせて検討します。（都市計画課）

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。

回答　現在のところ架橋の実施予定はございません。
　県河川となるため、占用などにつきましては、県の基準
に基づくものとなります。
　また、遠山地区は工業集積地区である一方、隣接周辺部
は優良農地であり、東海豪雨浸水地区でもあります。
　地元の意向とこれらの点を踏まえた上で将来的な土地利
用計画を検討していきたいと考えています。（土木課・商
工労政課）

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。

回答　今年度につきましては、まちトークにより本市の
行政に関する様々な御意見や御提案を伺っておりますの
で、道路に特化したシンポジウムを開催する予定はありま
せん。（土木課）

（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。

回答　当該区間につきましては、平成 31 年度中に供用を
めざし、今年度より工事に着手しています。
　市道上原殿田線から県道名古屋碧南線までの区間につき
ましては、整備方法などを検討します。（土木課）

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。

万全を期して頂きますようお願い致します。

回答　商工会館のバリアフリー化のために、商工会館南
側にエレベーター棟の建設を平成２９年度完成予定で現
在設計委託しています。（総務課）

東京オリンピック・パラリンピックを見据えた
取り組み

10

　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。

回答　近隣市町の動きに併せ、大府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）

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。

回答　今年度、提言に対する意見交換会を実施します。
（商工労政課）

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。
　全線開通につきましては、ウェルネスバレー事業との進
捗を見ながら、東浦町と調整していきます。（土木課）

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。

回答　現在のところ具体的な実施予定はありません。（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
　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。

回答　東西交通の渋滞緩和のため、引き続き、都市計画
道路柊山大府線の整備を推進いたします。また、当該路線
の渋滞緩和のため、横根地区における４車線化整備につい
て、早期に完了できるように県へ要望をしております。（土
木課）

⑤ウェルネスバレーに関連した駅西道路整備
　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。

回答　現在のところ具体的な実施予定はありません。（土
木課）

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。

回答　井田地区につきましては、地域からの要望が高く、
事業協力を頂ける当該路線の西側に位置する井田上線の安
全対策を優先的に実施するよう検討しています。（土木課）

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。

回答　中央分地帯の撤去については、交通安全、道路構
造基準、地元協議、行政手続きなど多くの課題を解決する
必要があります。
　今後、賑わいづくりの創出を検討する中で対応を検討し
ます。（都市計画課）

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。

回答　用地取得が難航していることから、現在のところ
具体的な実施予定はありません。
　違法駐車に関しては、警察へ取り締まりを要望します。

（土木課・生活安全課）

（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。

回答　現在、愛知県で森岡地区の整備を進めており、6
月 24 日に知多建設事務所、8 月 10 日に愛知県へ延伸に
関する要望をしました。（土木課）

②長草町田面交差点の右折レーン等の整備促進
　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。

回答　愛知県が交差点改良を実施しており、6 月 23 日に
地権者との用地境界確認をして、該当する地権者に用地交
渉をしている段階です。（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
　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。

回答　大府東浦線の管理は愛知県となりますので、出来
る限り質の高い景観管理となるよう、愛知県へ要望を行い
ます。（都市計画課）

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。

回答　横断歩道の設置については警察の管轄になります。
　横断歩道の設置には歩行者の滞留場所が必要であること
や標識や防護柵など安全施設を設置する用地が必要となり
ます。
　横断歩道の設置にあたり、道路の一部改良も必要になる
場合があり、当該箇所は国道のため、愛知県の管轄となり
ますので双方へ要望を進達します。（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
　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。

8 9



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。

回答　イベント開催時には、主催者に周辺道路の混雑が
予想されることを伝え、パークアンドライドの採用を働き
かけていきます。（企画政策課）

（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。

回答　市、商工会議所、ＪＡあいち知多の事務局会議出
席者で、会場の分散開催に伴うメリット、デメリットを事
務局会議にて話し合っていきます。（商工労政課）

（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。

回答　大府駅、あいち健康プラザ、尾張森岡駅を結ぶ道
に案内看板や路面標示などを設置し、ウェルネスバレー
ロードを整備しました。（企画政策課）

（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。

回答　薬草園は交流にぎわいワーキンググループにも参
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、多くの人に訪れてもらえるよう、連携していま
す。（企画政策課）

(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。

回答　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、ゴミ
の収集・処理なども行い、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）

（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

回答　名古屋刈谷線までの延伸につきましては 6 月 24
日に知多建設事務所、8 月 10 日に愛知県へ要望し、対応
を依頼しました。
　実態調査につきましては、折戸交差点付近で騒音調査の
実施を予定します。（土木課・環境課）

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
　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。

回答　国道 366 号につきましては、今年度、愛知県が午
池南交差点の渋滞調査を実施する予定です。（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
　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。

回答　県道長草東海線につきましては、再度、現状を確
認し、今年度に市単独での待避場の整備について検討を進
めます。
　都市計画道路荒尾大府線につきましては、6 月 24 日に
知多建設事務所、8 月 10 日に愛知県へ整備推進の要望を
し、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
　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。

回答　現在のところ具体的な実施予定はありません。（土
木課）

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。

回答　信号機の設置については警察の管轄になります。
　信号機の設置には信号機間の離隔、交通量などの設置に
関する条件があります。
　右折信号機の設置にあたり、道路の一部改良も必要にな
る場合があり、当該道路は県道のため、愛知県の管轄とな
りますので双方へ要望を進達します。（生活安全課）

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

進めることを提言いたします。

回答　ウェルネスバレー基本計画書の計画の実現に向け
て、東浦町と調整しながら進めています。（企画政策課）

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、また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。

回答　防犯カメラの設置に関しましては、プライバシー
保護について配慮しながら、設置の促進について、検討し
ます。（生活安全課）

（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。

回答　燃料電池、蓄電池、太陽光発電設備の設置につい
ては、省エネルギーや二酸化炭素削減の効果がありますが、
本市においては、設置に対する補助を予定していません。
　現在、市民の方に対して、緑のカーテン講座における苗
の配布や緑のカーテンコンテストを開催し、地球温暖化防
止に関する啓発を実施しています。
　緑のカーテンには、室内温度の上昇を抑え電気使用量削
減の効果があるため、引き続き啓発します。
　また、耐震シェルター等、新たな耐震対策への助成を検
討していきます。（環境課・建築住宅課）

（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。

回答　水害を無くしたり軽減するために、河川や下水道
などのハードを整備するとともに、ハザードマップの公表
などソフト対策を実施しました。
　また、市として雨水貯留浸透施設の整備を実施するとと
もに、市民に対し、それらの設置を促進するための補助を
実施しています。
　市街地については５年確率降雨に対応するための整備を
ほぼ完了したため、今後は１０年確率降雨の雨に対応する
ことを目標として、下水道整備を進めていきます。

（下水道課）

（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。

回答　車優先のみちづくりを見直し、車と人が共生でき
るみちづくりを念頭に置き、道路整備を進めます。（土木課）

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。

回答　リニア開業に伴い玄関口として役割が高まる名古
屋駅を中心に、中部国際空港および名古屋港と合わせ、都
市圏、国内外と連携した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。
　本市としても、この機会を契機とし、利便性の高い交通
環境を活かした広域的な交流による人とモノを呼び込める
まちづくりを進めるためにも、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。

回答　大府商工会議所による「大府市のまちづくり提言
書」を含めて、市民の皆様の御意見をお聞きしながら、来
年度新たに創設する都市整備部において、大府のまちのに
ぎわい創出、さらに住みよいまちづくりを行っていきます。

（企画政策課）

（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。

回答　建物自体が古く、耐震化等の問題や居住者、所有
者との調整が必要となります。
　今後の在り方について、所有者である共同組合と愛知県
住宅供給公社の意向を踏まえながら対応してまいります。
（商工労政課）

（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。

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）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。
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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

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）

（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。

回答　市の情報発信については、既存の広報媒体に加え、
今年度からＴｗｉｔｔｅｒによる健康情報の発信を始めて
います。
　来年度からは、さらにＦａｃｅｂｏｏｋによる情報発信
を開始する予定です。（秘書広報課）

（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。

回答　御要望いただいた現場を確認したところ、地下道
の南側の入り口 2 か所で段差がありました。
　業者に依頼して修繕を行いますので、完了までしばらく
お待ちください。
　地下道の壁面については補修し、その後コーディネー
ターを入れて市内中学生に壁画を描いてもらう計画をして
います。（維持管理課・学校教育課）

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。

回答　市内中小企業実態調査においても経営上の課題と
して販路拡大と人材確保・育成は２大課題として挙がって
います。
　市としましてもその２点に重点を置いた施策を検討して
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。

回答　ポート・フィリップ市の産業構造などについての

回答　「近崎ふれあい会館」のように他の地域でも交流の
場が設けられるか、地域、会議所と伴に検討していきたい
と考えています。（商工労政課）

（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。

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おける、実現可能性について
模索していきます。（商工労政課）

（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。

回答　本市の玄関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）

（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。

回答　ため池の景観整備につきましては、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 年度に供用開始がされる予定です。
　また、本市は河川管理道路を利用した緑道整備を進めて
おり、今後も市民の皆様が自然に親しむことができるよう
な緑道整備を推進していきます。（農政課・都市計画課）

（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。

回答　花いっぱい運動は、近隣の方々などに花壇を管理
して頂き、展開しております。
　平成 27 年度末で花壇は 127 か所あり、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

情報提供をすることはできます。
　また、どのような形や分野での文化・経済交流を希望し
ているかを御提示いただければ、橋渡しを行うことが可能
ですので、詳細のすり合わせをお願いします。（協働促進課・
商工労政課）

（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。

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 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
助事業としていただき地域活性化への支援となるよう提言
いたします。

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。（商工労政課）

（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。

回答　大府市中小企業の振興でまちを元気にする条例で
は、中小企業振興において市と商工会議所の密な連携はも
とより、金融機関とも協働して取り組んでいくことを掲げ
ています。

　現在でも創業支援事業計画で、３者連携して取り組んで
いるところです。
　今後も市内中小企業振興に有益な形での連携体制を検討
していきたいと考えています。（商工労政課）

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。

回答　本市においては、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が、現在にお
いては、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。
　ＣＯ ₂ 削減への取組の支援につきましては、愛知県の融
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）

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。

回答　大府商工会館の貸付料につきましては、適正な価
格で契約を締結いたします。（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
　　 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
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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

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）

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

㈱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。

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

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

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。

回答　商工会館の相談室の増築の予定はありません。
　また、雨水排水の整備につきましては、商工会館の修繕
計画に含め検討します。（総務課）

（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。

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
スを確保しております。
　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
おりますので、商工会議所様におかれましても御協力賜り
ますようお願いします。（総務課）

（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。

回答　市全体の公共施設の優先順位を踏まえ商工会館の
修繕計画の中で計画していきます。（総務課）

（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。

回答　商工会館の空調につきましては、調査をしたところ
単体修繕又は更新が難しいとのことです。
　商工会館の全体的な空調の修繕計画を検討します。（総務
課）

（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。

回答　商工会館の 3 階ホールの雨漏りは、平成 29 年度に
予算計上していきます。（総務課）

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。

回答　中小企業の振興でまちを元気にする条例に沿って、
市と商工会議所が一体となって、小規模事業者を含む中小
企業者に対する支援策を始め、商工業振興施策を展開して
いきたいと考えています。
　商工会議所に対する補助金については、商工会議所が行
う各事業に必要な経費を算出し、補助金を交付していきま
す。（商工労政課）

（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。

回答　観光協会を通じた関わり合いで、支援・協力出来る
方法を模索しています。（商工労政課）
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愛知県大府市のタウンポータルサイト。
人と店、企業と企業のつながりをふやす地域マッチングサービス。

大府商工会議所運営のポータルサイト「まっちふる大府」で掲載した
特集記事を紙面で紹介いたします。  
　　　　http://ｗｗｗ．ｏｂｕ-cci.or.com/

大府に、ハンドメイドの風を吹き込んで。

　きっかけは、愛娘へのスタイ作り。

　「作家」と呼ばれる制作者には主婦が多く、出
展者を集めたイベントや、専門サイトが賑わう
など、今でこそ主流となったハンドメイド。

　「この盛り上がりはここ5年くらい。私が始め
た頃はネットオークションで販売する程度でし
た」。親しみやすい笑顔のオタカママさんは、横
浜に住んでいた10年前、第一子妊娠中に作った
スタイ（よだれかけ）がきっかけでその魅力にハ

＊otakamama＊（オタカママ）さん（ハンドメイド作家・ショップ経営）

（プロフィール）
＊otakamama＊（オタカママ）
東浦町出身、その後大府市桃山町へ移住。現在は大府市共和町在住。1975 年生まれ。2009 年、共和町の自宅一室
でハンドメイドショップ「＊otakamama＊」をオープン。自身の作品販売の他、全国各地から出展者を募り、販売スペー
スを提供している。また年 2 回、大府市勤労文化会館で「あーてぃすとハンドメイドフェスタ」を開催。毎回、人気
を博している。小学生の姉弟2人の母でもある。
※「＊otakamama＊」とは、本名「たかこさん」から取った作家名です。

マり、個性的なカバンやマフラーなどを次々制
作。その後、自由が丘の雑貨屋に持ち込んだりと
販路を広げます。
　そして7年前、大府でマイホーム購入の際、道
路沿いの一室をお店に。「ハンドメイド作家の作
品を集めた雑貨屋さん」という新しい形を築き
ます。

「自分流」だからブレない、
お店作り。

　「自分の作品だけでは棚が埋まら
ないというのもありますが（笑）、お
店作りもオリジナルです」。お手本が
ないだけに最初は試行錯誤もあり
ましたが、オタカママさんの審美眼
も冴え渡り、次第に良質な作品が集
結。
　“縫製が美しく、ポップで個性的か
どうか”を基準に厳選された作品は
口コミで評判が広がり、今では30人
もの作家作品が並びます。
　来店者は女性中心で子連れやリ
ピーターも多く、ご近所さんが散歩
がてらに訪れることも。「ベビーギフ
トに選ばれる方も多いですね。心の

こもった手仕事は一点ものです
から」さらにオタカママさん独自
のラッピングも手伝って、愛情溢
れるギフトが完成します。

一点ものが生み出す、
喜びとは？

　現在では、毎週月・火・第一日
曜日のオープンに加えて、ハンド
メイド市も年2回開催。さらに、商
工会議所主催の「ふれあいゼミ
ナール」で講座を行うなど、活動
の幅を広げています。
　そんなオタカママさんに今後
についてお聞きすると「今は自分
でもっと作りたい」とのこと。パパ

パッと思いついたアイデアを、時間を作っては形
にしています。
　「愛着ある作品を、お客様が買って使ってくだ
さる喜びは格別ですね」。既成品や中古品とも違
うハンドメイドの世界。そこに流れるのは、物だ
けでなく人と人との心のやりとりなのかもしれ
ません。
　オタカママさんだけが味わえる「一点もの」の
喜びややりがいが、そこにはありました。

（2016年3月7日取材）

　マフラーやアクセサリー、布小物など、店内に所狭しと並ぶ作品には、アイデアとぬくもりが伝わる丁寧

な手仕事が。自らも作品を作りながら、ハンドメイドショップを経営する唯一無二の存在、＊otakamama＊

さん（以下、オタカママさん）にお話を伺いました。

出展者としてイベントにも参加する傍ら、48店舗もの出展者を募って「あーてぃす
とハンドメイドフェスタ」も主催。近々では2016年7月2日（土）大府市勤労文化会館 
くちなしホールにて19回目が開催されます。

販売された作品は、各作家さん毎に売上を管理。かなり細かい作業ですが…「全然苦に
なりません」とのこと。かつて経理の仕事を6年していた経験が活かされています。
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行政等からのお知らせ

■住所  横根町名高山12
■電話  0562-47-0074
■営業  11：00～14：00
　　　　17：00～21：30
　　　　　　　（Ｌ．Ｏ）
■定休  水曜日
　　　　第3火曜日

寿司割烹なだか 
「天婦羅定食」

美味しいまちのグルメ駅伝美味しいまちのグルメ駅伝

（右）共和不動産
山口芳弘さん
紹介ランナー

（左）寿司割烹なだか
柿原誠太郎さん

次回ランナーは、冨藤不動産　冨田　幹雄さん　

夜のふぐ、すっぽん、うなぎなど
もいいですが、ランチのお薦め
が、カウンターでいただく天婦
羅です。
目の前で具材を1つ1つ丁寧に
揚げてくれて、揚げたての熱々
を順番に食べさせてくれます！
天婦羅以外に味噌汁、小鉢、茶
碗蒸し、ご飯、食後のコーヒーも
付いていて、大満足です。

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、前月と比べほぼ横ばい。
産業別にみると、建設業、卸売業、サービス業
で改善、その他の２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。

●「前年に比べ客数が少なく、冬物衣料の動き
が鈍い。年明けにセールを行う予定だが、売
上が回復するか不安だ」（衣料品小売業）、「年
末商戦などの配送需要は高まっており、売上
は改善した。ドライバー不足は深刻なので、慎
重に案件を見定めていく」（運送業）、「採算は
横ばいを維持しているが、輸入品を多く取り
扱っていることもあり、今後は円安による仕入
単価上昇が懸念される」（日用品等卸売業）

●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
業で悪化、その他の４業種で改善する見込
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
   7 月 8 月 9月 10月 11月 12月 1月～3月 

業　　況 ▲19.0 ▲26.6 ▲31.0 ▲28.7 ▲25.3 ▲25.0 ▲19.7
       
売　　上  ▲6.7 ▲17.6 ▲23.4 ▲15.7 ▲13.8 ▲23.7 ▲12.7

採　　算 ▲16.9 ▲23.9 ▲22.9 ▲29.1 ▲31.6 ▲28.8 ▲20.4
       
資金繰り ▲4.0 ▲11.9 ▲15.9 ▲9.6 ▲16.0 ▲11.8 ▲9.9
       
仕入単価 ▲15.3 ▲9.2 ▲13.7 ▲15.7 ▲19.9 ▲23.5 ▲26.0
       
従 業 員 18.9 17.0 15.9 17.5 14.5 16.9 16.1

平成 28年 12月調査結果

全産業ＤＩ（前年同月比）の推移
  

平成29年1月16日現在

■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1.16％
　　　　　　設備資金　１０年以内（うち据置期間２年以内）　年1.16％
■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。

※　最寄りの税務署にお電話いただきますと、自動音声によりご案内して

　　おりますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
　　なお、最寄りの税務署の電話番号は国税庁ホームページでご確認くだ

　　さい。

※　確定申告期間中の受付は、原則、月曜日～金曜日の９時～20時となり
　　ます。
　　「0570」はナビダイヤルの番号です。最寄りの税務署に電話を掛ける場
　　合と同様の負担でご利用いただけるよう、全国一律市内通話料金で掛け
　　られるナビダイヤルで対応しています。
　　ナビダイヤルがご利用できない場合などは、03-5638-5171をご利
　　用ください。（通常の通話料金となります。）。

受付は月曜日～金曜日 9：00～17：00（祝日等及び年末年始を除きます。）
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交通安全運動にご協力を！

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/ 大府商工会議所ホームページ　http://www.obu-cci.or.jp/
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大府市より、「平成28年度 大府商工行政等に関
する提言書」に対する回答をいただきました。

大府ブランドを世界に！

㈲林田電気システム

農業に優しい会社です    

代表取締役社長　林田秀治

　32 年前愛知の地を踏み、大府に根を下ろして 20 年、すっかり愛知県人となった林田と
申します。電気工事業も何とか軌道に乗り、法人になって 12 年、地元への恩返しも僅かな
がら 出来てきた気が致します。現在弊社で取り扱っております小型・小規模植物工場で、
今後更にお役に立てればと思っております。ここ大府は農業も盛んですが、農業者の高齢
化も深刻だと聞き及びます。そこで植物工場がお役に立つのではと思いますので、ご興味
ございましたら是非お声を掛けて下さいますよう、宜しくお願い致します。
    

●住所／大府市吉川町四丁目31番地    
●TEL／ 0562-47-0394
●営業時間／8：00～ 17：30    

●住所／大府市北崎町井田 185-3  
●TEL／ ０５６２-４８-８１８３
●定休日／日曜日
●営業時間／8：00～ 18：00

センスイ設備株式会社

水のトラブルなんでもご相談ください！    

代表取締役　間瀬健一

　北崎町で 11 年前より開業、昨年法人化しましたセンスイ設備㈱と申します。新築水道
設備工事を中心に住宅リフォームや集合住宅・店舗・工場の配管など多種多様なニーズ
に対応しております。誠実・親切・丁寧を常に意識して業務に取り組んでいます。皆さん
の水トラブルを解決できるよう努めておりますので、水でお困りの際は、センスイ設備㈱
に何なりとご用命下さい。    

大府市内（2月）の人身事故のうち、信号がない交差点で発生した事故は、
平成27年度では6件。平成28年度では11件発生しており、5件増加しています。
交差点は事故が発生しやすい場所ですので、しっかり安全確認をしましょう。
　　＜夕方「4 時から点灯」といった早めのライトの点灯推進＞

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

会員加入目標数

160

平成29年1月末会員総数

1,721

平成28年度大府商工会議所

4～1月加入者数

目標達成まで

85

75

キャンペーン期間の紹介・入会特典


