
大垣商工会議所活動の概要 

現在) 

 

 

 

 

 

議 員  １００名 
１号議員  58名 

２号議員  31名 

３号議員  11名 

監事 

上田元久 

森田裕三 

河合伸治 

委員会 
企画広報委員会 委員長  栗田順公 担当 境副会頭 

        副委員長 堤  健 北野英樹 
テーマ 「効果的な情報発信と会員に求められるサービスに 
     ついての調査研究」 

主な事業 

1.会議所運営・組織力強化・広報に関する事項 

2.国際化に関する事項 

3.税制に関する事項 

4.他の委員会に属さない事項 
 
地域振興委員会 委員長  河合伸泰 担当 浅野副会頭 

        副委員長 松井康信 山中和樹 木村志朗 
テーマ 「インフラの整備促進と環境対策から、脱炭素社会の

実現を目指し、地域経済の振興発展へ」 

主な事業 

1.産業基盤の整備・改善に関する事項 

2.道路建設促進（東海環状自動車道西回りルート等）に関する事項  

3.企業の環境・省エネ対策に関する事項 

4.地域文化の振興と広域観光に関する事項 

労働委員会 委員長  笹木 博 担当 浅野副会頭 

      副委員長 野田照実 松下卯蔵 

テーマ 「労働環境・労働力の向上で企業力アップ」 

主な事業 

1. 労働環境の安全性の整備促進に関する事項 

2. 労働者の福利厚生に関する事項 

3. 労働力の資質向上と雇用定着に関する事項 

4. 外国人労働者の問題に関する事項 

5. 人材確保に関する事項 

産業振興委員会 委員長  髙木健志 担当 金森副会頭 

        副委員長 小川貴久 河合映治 齊藤 浩 

テーマ「中小企業の連携型支援により地域の振興発展を目指す」 

主な事業 
1. 中小企業振興と経営改善に関する事項 
2. 地域商工業者の育成・支援に関する事項  
3. 大中規模小売店の調査・研究に関する事項  
4. 異業種交流の促進に関する事項  
5. 大垣地域の景気動向に関する事項 
6. 技術・技能振興に関する事項 
7. 産学連携に関する事項 

交流産業委員会 委員長  田中尚一郎 担当 境副会頭 

        副委員長 橋川寛治 梅村和行 虫賀公治 
テーマ 「新たな交流の創造に向けた大垣の魅力発信」 

主な事業 

1.広域観光開発に関する事項 

2.地域文化や観光の振興に関する事項 

3.地元産品を活かした特産品の振興に関する事項 

4.観光資源ネットワークに関する事項 

5.産業観光の振興に関する事項 

 

情報委員会 委員長  鈴木 伝  担当 金森副会頭 

副委員長 古代泰三 川瀬尚志 三輪研二 

テーマ 「地域企業のＤＸ推進によってドラスティックな生産性の

向上をはかる」 

主な事業 

1.情報社会への対応に関する事項 

2.ソフトピアジャパン等の情報都市への推進支援に関する事項 

3.ＩＣＴ利活用による産業振興に関する事項 

4.ベンチャー企業の育成に関する事項 

5.情報関連機関との連携に関する事項 

 

特別委員会 

まちづくり特別委員会 委員長  松本正平 担当 金森副会頭 

            副委員長 河合伸泰 髙木健志 田中尚一郎 

テーマ「多様性を備えた地域主体の都市再生を目指して」 

主な事業 
1.中心市街地活性化のための提案に関する事項 

2.中心市街地活性化に向けた関係者の合意形成に関する事項 

3.行政をはじめとする関係機関との連絡調整に関する事項 

4.交流産業･産業振興･地域振興の各委員会との連携によるまちづくり推

進に関する事項 
 

 事務局    
（職員 14名） 事務局長兼総務企画課長        岩田 正章 

     相談所長兼振興課長          清水 健太郎 
     相談課長               髙井 昌英 
 
    行動原則 ５Ｓ（Smile、Spread、Support、Simple、Speed) 

常議員３２名 

専務理事 三輪正直 
 

名誉会頭 

 小川信也 

名誉顧問 

 堤 俊彦 

顧問 

大垣市長 

 石田 仁 

大垣市議会議長 

 林 新太郎 

参与 
大垣市議会 
建設産業委員長 

日比野芳幸 

大垣市経済部長 

守屋明彦 
 

会  頭  田 口 義 隆 

副会頭  境   敏 幸 

〃   浅 野 圭 一 

〃   金 森   武 

会員 2,394 事業所 
(会員数：R4.12.22現在) 

 

建設部会 510 社 
部 会 長 小野義明 
副部会長 伊藤 敏 車戸愼夫 

富田真洋 山中和樹 
小野史宏 宇佐美憲邦 

テーマ 
「住みよい環境と災害に強い 
 まちづくりを図り、地域活性化
を推進する」 

主な事業 
1.魅力ある地域づくりの提案 
2.「環境・安心・安全」を軸とし
た住みよい環境・まちづくり 

3.部会員への情報発信 

工業部会 412 社 
部 会 長 北川資雄 
副部会長 齊藤 浩 小川貴久

堤  健 
テーマ 
「部会員事業所の情報交換と
交流を図り『ものづくり都市
大垣』の振興発展を目指す」 

主な事業 
 1.ＤＸ推進 
2.先進事業所等への視察研修 
3.講演会・部会員交流会 
4.関係団体等との連携 

商業部会 423 社 
部 会 長 河合映治 
副部会長 豊田典義 矢橋龍宜  

松本正平 虫賀公治 
テーマ 
「魅力溢れる地域づくり、店づ
くりを目指して」 

主な事業 
1.先進地域の視察 
2.セミナー・部会員交流会の
開催 

3.大垣市との意見交換会 

食品部会 282 社 

部 会 長 松下卯蔵 
副部会長 堀 富則 北野英樹 
 
テーマ 
「安全・安心な食の地域ブランド
を目指して」 

主な事業 
1.食の地域ブランド向上の 

  ための事業 
2.販路開拓のための調査研究 
3.先進事業所視察研修会 

情報・公益部会 307 社 

部 会 長 川瀬尚志 
副部会長 髙野稔英 澤 眞一 
     上田元久 
テーマ 
「デジタル社会に対応した情報
受発信により地域産業の活性
化を図る」 

主な事業 
1.部会員交流事業 
2.先進事業所等への視察研修 
3.地域の情報受発信事業 

女性会 49 社 

会   長 足立敬子 
第一副会長 虫賀恭子 
第二副会長 田中智子 
テーマ 
「女性として 新時代の調和 
地域との調和」 

主な事業 
1.講演会の開催 
2.研修旅行・新年懇親会の開催 
3.会報「なごみ」の発行 
4.各種イベントへの参加・協力 

ＳＭＩＬＥ  ＳＵＰＰＯＲＴ 

サービス業部会 460 社 

部 会 長 五十川智宣 
副部会長 梅村和行 髙木健志 

 
テーマ 
「サービス産業の生産性の向上
に向けて」 

主な事業 
1.部会員交流事業 
2.先進事業所等への視察研修 
3.セミナーの開催 
4.部会員への情報提供 


