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2 幹線道路の交差点改良等 （回答：道路整備課）

1 知多半島道路大府パーキングエリアへのスマートインターチェンジ設置 （回答：都市政策課）

1 幹線道路ネットワークの整備促進 （回答：道路整備課）

大府PA周辺地域は、第4次大府市都市計画マスタープランにおいて新たな産業地の形成を図るエリアとして位置付け
て開発を検討している。（都）荒尾大府線の整備を含め、交通利便性も考慮した中で産業系土地利用の促進を図っている。

❶、❷について、大府市から令和4年7月8日に知多建設事務所へ、10月28日に愛知県庁へ以下の通り要請を行った。

❶～❺について、大府市から令和4年7月8日に知多建設事務所へ、10月28日に愛知県庁へ以下の通り要請を行った。

❻～ については、以下の通り状況の回答があった。

❶（都）荒尾大府線
◦東海市境から県道東海緑線までを早期整備

❷（都）東海有松線
◦本郷交差点から東海市方面への延長約700m区間の

早期整備を継続要望
　愛知県に対して地元調整等で協力している。

❸（都）大府東浦線
◦国道155号から市道ウド線区間の早期完成

❹国道366号線（衣浦西部線含む）
◦国道155号の折戸交差点から都市計画道路名古屋刈

谷線との交点までの区間の早期整備
❺（都）名古屋刈谷線

◦午池南交差点～惣作交差点区間の早期整備

❻（都）大府駅前線
◦愛知県と協議し、歩道整備を推進中

❼（都）養父森岡線
◦主要地方道東浦名古屋線から東海市境を整備中

❽（都）柊山大府線
◦市道大府共和線の柊山町三丁目交差点から市道上原

殿田線の区間は、令和元年度に供用開始済
◦市道上原殿田線から主要地方道名古屋碧南線の区間

は待避所の設置や電柱の移設工事を実施中

❾（都）瀬戸大府東海線
◦令和2年10月に横根町後田交差点から惣作交差点ま

での区間の４車線化完了
◦令和4年9月に惣作交差点北側の歩道拡幅が完了

（都）健康の森線
◦現在のところ、本路線の整備予定はない。
◦市道養父森岡線等の整備による道路ネットワークの

強化を図っている。

❶一般県道名和大府線、東海緑線
◦田面、本郷交差点の早期整備
◦地元調整や用地交渉などで愛知県に協力する。

❷（都）名古屋刈谷線
◦午池南交差点から惣作交差点区間の早期整備

❸（国道366号線） … 梶田町六丁目 ❹（国道366号線） … 梶田町一丁目交差点

❸、❹については今後、他の要望路線の進捗や周辺の状況を勘案して、検討すべき課題である。

❺（都）瀬戸大府東海線 （横根町後田交差点）
令和2年10月に横根町後田交差点から惣作交差点区間の4車線化工事が完成し、概ね渋滞解消しているものとの認識。

Ⅰ 持続可能な地域経済の実現と競争力強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安定的な輸送と物流の効率化1

3 高速道路の利便性向上

（都）荒尾大府線との接続を想定しつつ、同PAにスマートICを設置することについて、大府市として前向きな方
針を打ち出すこと。要 請

 産業活動や、地域間交流を円滑かつ安全に支える幹線道路を早期に整備すること。要 請

2 戦略的な企業誘致の推進 （回答：商工労政課、ウェルネスバレー推進室）

2 知多半島道路大府西インターチェンジの渋滞解消 （回答：都市政策課）

1 産業用地の創出 （回答：商工労政課、ウェルネスバレー推進室）

総合計画、都市計画マスタープランに則した企業立地を積極的に進めていく。また、企業庁等と調整し、工業団地の整備
についても検討を進めていく。（商工労政課）

ウェルネスバレー地区については、健康産業ゾーンの一部の区域において、産業用地の創出に向けて、東浦町と連携し
て愛知県企業庁による新規地区「大府・東浦地区」（仮称）の可能性調査を進めている。ウェルネスバレー推進協議会の構
成員として、貴会議所にも健康医療関連産業やロボット産業振興、誘致に連携して取り組んでいただきたい。

（ウェルネスバレー推進室）

地域産業の発展と雇用確保2

大府市産業振興懇談会に加え、令和4年度から設置した大府市産業振興策検討会で年度ごとに計画の進捗状況を確認し、
大府市産業振興懇談会で検討会の意見等に基づき意見交換を行い、計画の進捗管理の推進を図っていく。

3 大府市産業振興計画の進捗管理 （回答：農政課）

ロボット関連産業を始め幅広い産業構造を構築すべく、開発許可の業種基準を本市独自で幅広く設定し、企業誘致を進めて
いる。引き続きウェルネスバレー構想やスタートアップ関連施策も絡めつつ企業の誘致・育成に取り組む。
商工会議所も創業支援や企業マッチング等から新たな産業創出を支援頂きたい。（商工労政課）

介護ロボット開発・実証・普及を促進するため、「あいちサービスロボット実用化センター」とも連携し、ウェルネスバレー地区
における介護ロボットの導入報告書をとりまとめた。こうした活動を展開しつつ、介護ロボットメーカーや介護事業所との新
事業創出や将来の誘致を進めている。スタートアップでは、県事業「あいちマッチング」の市内企業参加促進や、中部経済産
業局等が主催のガバメントピッチin中部への参加等具体的事業に取り組み、スタートアップの誘致や新産業創出に向けて進
めている。企業支援、技術革新推進では商工会議所の役割が不可欠であり、積極的に連携していただきたい。（ウェルネスバ
レー推進室）

今後も、愛知県道路公社が進める検討に対し、関係機関とともに連携・協力していくとともに、第4次都市計画マスター
プランに基づき、当該地周辺において、農地や既存住宅地等の周辺環境との調和に配慮しながら、工場や物流施設等の
新たな産業地の形成を図っていく。

「木の山地区」「伊勢湾岸自動車道北崎IC周辺地区」「あいち健康の森隣接地区」等において、愛知県企業庁等と連
携して早急に産業用地造成に取り組むとともに、アクセス道路などのインフラ整備についても推進すること。要 請

上入道交差点付近の慢性的な渋滞について、愛知県はこの原因が知多半島道路と伊勢湾岸自動車道との接続問
題にあることを認め、連絡路の検討を表明した。しかし、当該地周辺は民間による開発が旺盛であり、その進展
状況によってはジャンクション建設が頓挫しかねないため、地元自治体として、事業実現に向けた用地対策等の
協力をお願いしたい。

要 請

国立長寿医療研究センター内の「あいちサービスロボット実用化支援センター」等と連携し、製造業や医療、介護、
生活支援等、幅広い分野で活用が進むロボット産業の支援や誘致を図ること。また、地域産業の技術革新を推進
するため、独自技術やビジネスモデルを有するスタートアップ企業を誘致・育成すること。

要 請

既設の「大府市産業振興懇談会」に加えて新たに設置された「大府市産業振興検討会」の積極的な活用や、懇談会
と検討会の有機的な連携により、市産業振興計画の推進を図ること。要 請

令和4年11月25日（金）に岡村市長から当商工会議所の要請に対する回答を頂きました。
今月号と3月号にわたり掲載いたします。

大府市の事業・取組に対する要請の回答
～「地域経済の持続的発展」に向けて～

1/2
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中心市街地のまちづくりを円滑に進めていく上で、公民連携は必要不可欠なものであり、まちづくり組織の設置も一つ
の手段であると考えている。

第4次都市計画マスタープランの将来都市構造において、住居系の新たな市街地として位置付けている。これまでにも
地元説明会を開催したが、地権者の合意が得られていない状況である。第4次都市計画マスタープランに基づき、当該地
周辺において、農地や既存住宅地等の周辺環境との調和に配慮しながら、土地利用を図っていく。

第4次都市計画マスタープランの将来都市構造及び土地利用計画において、工業・物流系及び交流系の新たな市街地とし
て位置付けている。開発許可制度の運用を含め、立地する建築物について、適切に指導している。（回答：都市政策課）

ウェルネスバレー地区では、医療福祉ゾーンにおいて福祉施設の誘致を進めている。健康産業ゾーンの区域を対象とし、
東浦町と連携して愛知県企業庁による新規地区「大府・東浦地区」（仮称）の可能性調査を進めている。また、道路インフ
ラとなる養父森岡線の整備も進めている。（回答：ウェルネスバレー推進室）

市街化区域の線引き及び用途地域の設定により、規制市街地の居住環境の保全に努めている。また、第4次都市計画マス
タープランの将来都市構造及び土地利用計画において、工業・物流系の新たな市街地として位置付けている。開発許可
制度の運用を含め、立地する建築物について、適切に指導している。

横根平子土地区画整理事業施行区域からの接続については、地区周辺の幹線道路へ接続するアクセス道路として、道路
幅員を拡げる等の整備を土地区画整理事業の完了までに進める計画としている。

2 公民連携によるまちづくり組織の設置 （回答： 中心市街地整備室）

3 明成地区における市街地整備 （回答：都市政策課）

4 ウェルネスバレー地区の市街地整備

5 横根北崎地区の市街地整備 （回答：都市政策課）

6 横根平子地区土地区画整理事業 （回答：都市政策課）

平成12年の東海豪雨以降、大府市総合排水計画を作成し、治水対策に取り組むとともに、特定都市河川流域に指定され
たことによる流出抑制対策の強化や流域関係市町との連携のほか、愛知県による境川水系河川整備計画に基づく河川整
備を計画的に推進している。
現在、開発等による流出抑制の指導のほか、愛知県による五ヶ村川の中堤撤去工事、境川下流域の河床掘削及び横根川
排水機場の整備が行われている。また、令和4年度から、境川右岸の護岸拡幅工事が着手され、さらには、五ヶ村川から
境川へ排水する新規河川ポンプ場設置について本市の治水対策と連携して計画が進められている。引き続き本市だけで
なく愛知県と連携し、民間開発へも指導するなど計画的に治水対策を進めていく。

1 境川流域の浸水対策 （回答：水緑公園課）

災害に対する強靭化2
100年に一度の降雨を想定して作成された、大府市の洪水ハザードマップによれば、市東部の境川流域では南北
にわたり広範な地域で、依然1メートル以上の浸水が残っており、一部では2メートルを超える浸水被害が予想さ
れている。
県管理の施設・河川改修も含めて、中長期の改善計画を明確にして対策を進めること。

要 請

ふるさと納税業務については、市においても新たな産業振興策と捉え、積極的に推進している。令和4年度から、商工会
議所との連携を強化して新規事業者の開拓を進めており、引き続きふるさと納税への事業者の参画や販売促進に向けて、
積極的な関与をお願いしたい。

少年少女発明クラブへは、毎年多くの企業がクラブ活動の趣旨への御賛同、賛助金による御支援をいただきまして、あ
りがとうございます。企業からの賛助金は、クラブにとって貴重な財源であり、寄付者の思いに応えるため、クラブ員の
育成と活動の活発化の為に使っている。（回答：子ども未来課）

本市では、郷土について学習するために、副読本を独自で編纂している。この副読本を社会科の授業の中で活用し、地域
の工業や農業等について、児童生徒が自ら調べ学習を行うことで、地域の産業に関心や理解を深める学習活動を行って
いる。今後も、地域について学ぶ機会を通じて、ものづくりを支える人材の育成につとめていきたいと考えている。

（回答：学校教育課）

1 デジタル化を始め、中小企業の経営革新を担う従業員等の研修や技能検定費用の支援
人材育成については、技能五輪全国大会出場激励金や技能功労者表彰等により支援を行っています。研修や技能検定費
用に対する支援は、商工会議所における具体的なニーズ調査の結果等を考慮して検討していく。

2 求人に当たっての情報誌等の掲載料や合同企業説明会等への出展料の支援
大府市雇用対策協議会を中心に活動をしている。令和2年度からは商工会議所との強い連携の下で本協議会を運営して
いるので、より効果的な支援策を展開していきたいと考えている。

3 大府市へのUIJターン就職学生に対する奨学金償還の支援
国の人口移動調査においては、愛知県は県外移動歴が最も少ない県となっており、地元の学生が地元に就職する傾向が
比較的高いと認識している。本市へのUIJターン就職学生は貴重な労働力であることを認識しているが、前述に加え、
その実態が不透明なことから、商工会議所における具体的なニーズ調査の結果等を考慮して検討していく。

大府本町線沿線におけるマンションについては建設計画が判明した段階で、道路整備課と連携して歩行空間の確保につ
いて事業者に依頼しており、大府センター跡地に建設されたマンションは現に歩行空間が確保され、現在建設中のマンショ
ンにおいても歩行空間を確保する形で計画されている。今後もこのような取組を続けていく。
また、容積率の上乗せに関しては、総合設計制度による公開空地の制度のことと理解しているが、本市はその許可対象
にならないため対応できかねるので、御理解いただきたい。

3 ふるさと納税返礼品登録の拡大 （回答：商工労政課）

5 将来のものづくりを支える子供の教育

1 大府駅周辺の市街地整備 （回答：都市政策課）

4 人材の育成・確保支援 （回答：商工労政課）

新たなビジネスチャンスにつながるふるさと納税返礼品登録について、支援と指導を継続すること。

地元経済界としても毎年、協賛金等により「少年少女発明クラブ」の支援に努めている。市におかれては学校教
育においても、地域産業への関心や理解を促して、ものづくりを支える人材の育成に努めること。

要 請

要 請

当地域がものづくり産業の中心として今後も発展するためには、生産に携わる優秀な人材の育成・確保が不可欠
である。次の項目についての支援をお願いしたい。要 請

第6次大府市総合計画や第4次大府市都市計画マスタープランに掲げる土地利用の方針を具体的なまちづくり事
業につなげるため、下記事項について要請する。要 請

計画的な市街地整備の推進 （回答：都市政策課）1
Ⅱ 持続可能なまちづくりの推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大府市がんばる事業者応援補助金にて展示会出展やウェブサイト作成等、市内企業の販路開拓に向けた取組を積極的に
支援している。本補助金は令和４年度末で期限を迎えるが、事業者の課題に応じた、充実した支援ができるように制度
改正を進めている。商工会議所においては、本制度の周知を行っていただくとともに、各事業者を伴走的に支援して中
小企業の経営基盤の強化を図っていただきたい。

2 販路開拓支援 （回答：商工労政課）

各種展示会や商談会出展に対する大府市がんばる事業者応援補助金の予算枠の拡充など支援を充実すること。要 請

1 生産性向上支援 （回答：商工労政課）

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定により、一定の要件を満たす設備について、当該固定資産
税の課税標準が3年間ゼロとなる制度を実施している。物価高騰に対しては、商工会議所が実施するプレミアム付商品
券事業に補助金を交付している。また、商工会議所においても引き続きコーディネーター等を活用し、中小企業の生産
性向上やエネルギー価格高騰に係る検討と実施につとめていただきたい。

中小・小規模企業の支援強化と人材育成3
原材料やエネルギー価格の高騰に対する支援策として、既存の「がんばる事業者応援補助金」のメニュー拡大や
新規補助制度を創設すること。要 請
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住　所  大府市中央町3-278（JR大府駅構内）
電　話  0562-51-4329

営業時間  10：00～18：00
定休日  毎月1日（ただし1日が土・日・祝の場合は翌平日）　年末年始

今回は、JR大府駅構内にて営業する大府市の健康と観光の発信拠点「KURUTOおおぶ」をご紹介します。
健康都市らしい特徴的な取り組みをされています。健康経営の取り組みにも、ご活用下さい！

大府商工会議所では、健康経営経営に取り組む事業者を支援しています。自社の取り組みを会報誌で
PRしてみませんか？詳しくは大府商工会議所健康経営担当までお気軽にお問合せ下さい。

「わがまちの健康経営、おしえます！」 掲載事業所募集

わがまちの 健康経営、おしえます！
KURUTOおおぶ大府市健康にぎわいステーション

無料健康相談
至学館大学管理栄養士によるカウンセリングを行っていま
す。予約制となりますが、お気軽にお問合せ下さい。

毎週木曜日（開設時間）10:00～18:00（約15分/人）

ネット予約の場合はこちら 
https://www.kuruto.jp/health/

0562-51-4329お問合せ・ご予約

カウンセリングの流れ

ネット予約または
電話予約の上、
KURUTO健康コーナーへ
お越しください

1

体組成の計測2
管理栄養士が
ヒアリングの後、
アドバイスします！

3

わたしたちがサポートします！

公式 YouTube
公式YouTube「KURUTOちゃんねる」にて専門家による
WEB健康講座を配信中です。
企業の従業員の健康意識を高める研修等で、ご活用いた
だいております。

今だから、負けない身体づくりお酒との上手な付き合い方

PIKUP！

掲載
無料

初心者向きの経理サポート 経験者向きのソフト入力経理サポート

事業主作業 ◦現金出納帳・仕訳票を記入します。 ◦現預金仕分け等をソフトに入力します。
◦データをUSBに保存し会議所へ提出

会議所指導内容

◦記入内容の確認。 
◦本会のパソコンにて帳簿類を作成。 
◦源泉徴収（年末調整）事務手続き。 
◦財務分析の説明・税務対策。

◦会計ソフト操作指導。 
◦入力された仕訳内容の確認。 
◦源泉徴収（年末調整）事務手続き。 
◦財務分析の説明・税務対策。

※10%税率で計算詳しくは  大府商工会議所  中小企業相談所  榊原まで

年間料金（税込） 90,200円（消費税課税年度95,700円）

料金内訳（税込）
基本料金 79,200円（月6,600円×12ヶ月）

決算確定申告 ＋ 11,000円
消費税申告年度 ＋   5,500円

別途負担 会計ソフト直接入力の方はソフト購入・バージョンアップ・セキュリティ・USBメモリの費用に関しましては、ご本人
のご負担でお願いします。

経理事務や確定申告でお困りの方  いらっしゃいませんか？
～大府商工会議所の経理サポートサービスのご案内～

ブロック塀に関する相談は、年々減少若しくは横ばい傾向にあります。補助の対象となるのは避難路となる道路沿いに
設置されたものであり、通学路に限定しているわけではない。補助金の枠についても、準備している件数に対して不足
しているということはないことから、商工会議所の御協力も得ながら今後も進めていきたい。

愛知県知事の大府警察署（仮称）新設の記者発表後に、知事及び県警本部の担当部長を訪問し、御礼と建設予定候補地に
ついて説明を行った。さらに、県警本部との連携を速やかに図るための庁内組織を立ち上げ、大府警察署（仮称）の建設
が早期に実現できるよう、積極的に推進する。

2 ブロック塀等の耐震対策 （回答：都市政策課）

大府警察署の新設 （回答：危機管理課）3

市民の安全確保はもとより、災害時の通行の確保など道路の防災性向上のためにも、危険なブロック塀始め老朽
化した建物への補助などの対策を拡充すること。要 請

当地域は、名古屋市と刈谷市に挟まれた住宅都市でもあり、人口増加に対した治安の維持が大きな課題の一つである。
本年8月、大村愛知県知事は、県内46番目の署として大府警察署を新設する旨表明された。大府警察署の設置が
一日も早く実現するよう、引き続き、積極的な誘致活動を進めること。

要 請

小規模事業者の方で個人事業主  ※法人の方、既に税理士の指導を受けてる方は対象外です。

こんな方に
オススメ！

□新規開業したが、経理処理が不安。 
□帳簿のつけ方経費の分け方が、いまいちわからない。 
□会計ソフトの維持管理ができない。

□直接、会計ソフトに入力したい。
□ソリマチ㈱「みんなの青色申告」の会計ソフトを使用している。 
□会計ソフトが決まってない。 
□自主記帳を覚えて、自立したい。

※要請内容の詳細は、会報11月号、12月号若しくは当所HPをご参照ください。

2018年4月に open した「KURUTO おおぶ」は、来るときっとイイコトがある
“健康にぎわいステーション“。タニタカフェとコラボした健康をコンセプトにした
カフェや、大府の物産品を販売しているショップ、 誰でもご利用いただける健康
機器の設置、また観光案内所も併設しており、大府駅前の立ち寄りスポットです！

施 設 紹 介

田村 菜々 濱口 くみ
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大府市江端町3丁目9番

ダイレクトメールの印刷から宛名印字・封入作業・
投函までおまかせください！

ダイレクトメールの印刷から宛名印字・封入作業・
投函までおまかせください！

〒474-8503

愛知県大府市中央
町5-70

大府商工会議所

DM
を作って送りたい！

ダイレクトメール

●●●●●●●●●
●●●●●●●

●●●●●●●●●
●●●●●●●●●

●●●●●●

〒474-8503

愛知県大府市中央
町5-70

大府商工会議所

愛知県中小企業共済 検索

がんに対する備えはできていますか？

                                      
                                   

0120-00-9967 

♦  
♦ 

がん診断一時金 万円
がん治療 手術・放射線治療・抗がん剤治療）

がん総合共済

がん医療共済
月額 万円を最大 回まで補償

日　時  1月6日（金）10：30～11：50
場　所  大府市役所 地下多目的ホール

岡村大府市長、早川大府市議会議長、日高愛知県議会議員、川村愛知県知多
県民事務所長を来賓に迎え、会員および関係者約130名の方々にご参加い
ただきました。
冒頭、鬼頭会頭はあいさつで「中小企業に元気が無くては地方経済の活性化
はありえない。コロナ禍や物価高で厳しい状況にあるが、共に力を尽くして
頑張りましょう」と呼び掛けました。来賓あいさつの後、栗本副会頭から、
創立20周年記念事業である「おおぶ桜ハナモモ花めぐり」「おぶちゃん商品券」

「創立20周年記念式典」「移動販売車お披露目」「記念植樹式」「記念ソフトボー
ル大会」「青年部・女性会創立20周年記念式典」について報告がなされ、スク
リーンいっぱいに映し出された写真とともに、1年を振り返りました。
また、今年度最後の創立20周年記念事業となる「大倉陶園展」（1月21日～3
月12日）及び2月5日開催の記念講演会「大倉和親と大倉陶園」について、紹
介が行われました。最後に参加者の名刺交換やあいさつが行われて、終始、
新年にふさわしい厳かで華やかな会となりました。

令和5年 新年賀詞交歓会・
創立20周年記念事業報告

商業部会動画事業「オオブーム！」まだ見ていない人
商業部会では今年度より動画PR事業を実施しています。
タイトルは「1分動画でPR大作戦！」。
プロの動画クリエイターや女子アナが動画を通して
お店の雰囲気や店主の人柄をお届けします。
専用のYouTubeチャンネル「オオブーム」を開設したので是非ご覧ください。

新しい動画も続々と公開されますので、お楽しみに！

◦ワークマン大府店　◦げんきの郷　◦美容室オズ　◦人形の川秀　◦鬼丸
◦鈴木バイオリン製造　◦ワンハンドレッドベーカリー大府店
◦玲子ガーデンファーム　◦高丸食品　◦大府駅前ヨシダ接骨院　◦婚活 ガーネットスタイル
◦中京履物　◦タイヤショップ マルミツ　◦ぴくせるパソコンスクール　◦愛知印刷工業
◦鈴置和美税理士事務所　◦アイ モルドバ　（投稿順）

これまでに制作した事業所

撮影風景

とにかく見てみて！

総事業費3200億円を投じて建設中の設楽ダム工事現場と令和3年5月にオープ
ンした道の駅したら「奥三河郷土館」を視察しました。
設楽ダムは、豊川の洪水氾濫と渇水の被害から人々の暮らしを守るため、また東
三河地域の発展に貢献するため、「治水」「利水」「流水の正常な機能の維持」の役
割を果たす多目的ダムです。視察時は、付替道路や橋梁下部の工事を見学するこ
とができました。特に険しい地形に敷設された工事用道路には驚き、安全対策の
重要性が身に沁みました。設楽ダム完成は2034年度になる見込みとのことです。
設楽ダム工事現場見学前には、道の駅したらに立ち寄り、併設された奥三河郷土
館を見学しました。道の駅したらは、地元産のスギ・ヒノキを使用した建物で「あ
いち木づかい表彰」を受賞しています。郷土館では、木の香りであふれる心地よ
い空間で奥三河一帯の自然や歴史・民俗を学ぶことができました。

今年で19回目を迎える恒例の清掃活動を、12名のご参加をいただき実施しました。
当日は天候には恵まれ、大府駅前から大倉公園周辺の道路沿いを重点的に清掃し
ました。タバコの吸殻や街路樹に埋もれた空き缶、ペットボトルなど丁寧に拾い
集めました。

建設業部会 視察研修

建設業部会 清掃活動

日　時  12月19日（月） 10：00-16：30
場　所  設楽ダム工事現場と道の駅したら「奥三河郷土館」

日　時  12月3日（土） 9：45-11：00
場　所  大府駅前及び大倉公園周辺
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車のことならピット・イン・オート!!
会員
の
広場

※但し、一度掲載された企業・事業所はご遠慮ください。

「会員の広場」
掲載企業・事業所

募集中 ！

株式会社ピット・イン・オート ［営業］ 青木 拓海

住　所  愛知県大府市北埼町遠山124-5　県道57号線沿い
電　話  0562-48-4566

定休日  日曜日・祝日  　 営業時間  9:00～19:00
駐車場  ショールーム前に5台

ピット・イン・オートは、大府市と豊明市の境目、国道23号線豊明ICのすぐ
近くにある利便性のよい店舗です。新車・中古車・輸入車購入、車検、整備、
オイル交換、タイヤ交換など車のことなら何でもご相談ください。

「すべてはお客様のために」をキャッチフレーズに、11人のプロフェッショ
ナルが、どんな無理難題にも挑戦し、すべてのお客様が満足していただけ
るよう日々努力をしています。
車検や整備については、引取り納車、代車貸し出しを無料で行っています。
当店まで足を運んでいただく必要がなく、お客様のお手間を取らせません。
また、トラックなどの商用車は2ヶ所の展示場に常設展示。お客様の用途
に合ったご提案をさせていただきます。購入していただいた多くのお客
様から高評価をいただいております。
まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心を込めて対応さ
せていただきます。

第32回大府盆梅展INFO

2 月 ５日（日） ６日（月） ７日（火） ８日（水） ９日（木） 10日（金） 11日（土） 12日（日）
盆梅・川柳展 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
呈茶（400円） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
苗木・観光みやげ販売 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
無料サービス（午前のみ。無くなり次第終了） 甘酒 ぜんざい
やきいも販売（無くなり次第終了） ○ ○ ○
箏・尺八演奏 ○ ○
ふるさとガイド（防空壕見学） ○
ドリームリレー（マルシェ） ○

 【催し物の日程】

日　時  2月5日（日）～12日（日）  午前10時～午後4時（最終日は午後3時まで）
場　所  大倉公園管理棟・休憩棟・自由広場

主催／共催  大府市観光協会／大府市盆栽会・相生梢風会・府柳クラブ・箏曲ことね会・大府市茶華道連盟

問合せ先  市観光協会　TEL.0562-45-6227

 【その他】
◦呈茶前売券（350円）をKURUTOおおぶにて販売します。２月４日（土）まで。
◦呈茶席は、午前１０時から午後３時まで（２月１２日（日）は午後２時半まで）。
◦新型コロナウイルス感染症の状況により、呈茶や無料サービスなどの催事内容を中止する可能性があります。
◦会場には駐車場がありません。市役所駐車場をご利用いただくか、公共交通機関をご利用ください。

大府市観光協会にて、３年ぶりに
大府市観光PRポロシャツを製作・販売します。

INFO「2023大府市観光ＰＲポロシャツ」の予約を開始します

カラー  ❶ブラック×ホットピンク
　　　　❷ネイビー×イエロー
背面デザイン A地図に観光ロゴを描いたオリジナルデザイン
　　　　Bビジュアルプロモーションマークを
　　　　　メインとしたシンプルデザイン

価　格  ２，０００円（税込）
申込期間  令和5年2月1日（水）～3月15日（水）

❷ネイビー×イエロー
Aオリジナルデザイン

《背面》

《表面》

❶ブラック×ホットピンク
Bシンプルデザイン

《背面》

《表面》

申込方法など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
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中小企業相談所まで、ご相談下さい！

☎（0562）47-5000定例個別相談のご案内 無　料

要予約

※上記相談は、開催前日の午前中までに、必ずご予約下さい。（ご予約がない場合は、開催されません。）

日　時  2 月20 日（月） 10：00 ～12：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  日本政策金融公庫 熱田支店　国民生活事業　担当者

日本政策金融公庫金融相談

日　時  2 月28 日（火） 13：30 ～15：30　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  愛知県信用保証協会　経営支援部　担当者

愛知県信用保証協会金融相談

日　時  2 月10 日（金）　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室　
　　　 ❶13：30 ～　❷14：00 ～　❸14：30 ～　❹15：00 ～

相談員  税理士及び公認会計士

税務経理相談

日　時  2 月17 日（金）　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室　
　　　 ❶10：00 ～　❷10：30 ～　❸11：00 ～　❹11：30 ～　 相談員  税理士

消費税インボイス制度対策個別相談会

日　時  2 月 8 日（水）・2 月22 日（水） 13：00 ～16：00　 開催場所  大府商工会議所 1 階相談室
相談員  （公財）住宅リフォーム・紛争処理センター　増改築相談員

住宅修繕相談

※住宅修繕相談は予約不要です。

デジタルなんでも個別相談会

開催日  2月21日（火）
時　間  13時～17時　 場　所  大府商工会議所

DX化に乗り遅れないために！知多メディアスネットワークの相談員が幅広く対応させていただきます
（テレワーク環境整備、ペーパーレス化、キャッシュレス決済等）。

※1.開催日の3日前までにお申込み下さい。※2.お申込みが無い場合は開催いたしません。

無 料


