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－ 産業振興委員会 事業報告 － 

 

【企業立地の推進】 

具体的事業 2019 2020 2021 所管 

行政との情報共有・情報発信 

ウェブサイトによる情報発信 
調査検討 閲覧数：120 閲覧数：360 

産業振興委員会 

【企画部】 

※経済部企業立地課との調整を行い、市の企業立地施策の理解と情報共有・発信等を検討 

 

【新たなビジネスの創出支援】 

具体的事業 2019 2020 2021 所管 

ビジネス研究セミナー 

技術シーズ、研究シーズの提供 
1 回 30 人 1 回 30 人 1 回 30 人 

産業振興委員会 

【企画部】 

テーマ別プロジェクトチームの運営 

分科会運営とビジネスモデルの構築 
3 チーム 4 チーム 5 チーム 

産業振興委員会 

【企画部】 

 

〇ビジネス研究セミナー 

  2019 年 10 月以降開催（予定） ※テーマなど調整中 

 

〇テーマ別プロジェクトチームの運営 

１．おむすびプロジェクト 

    １）メンバー 

野田  幸嗣     株式会社エスプリ   

松本  誠司     酒創彩菜だいだい   

小田  純也     株式会社シンプルブランド  

南  由美子     ジョージル    

野田  武正     株式会社ナカノ農園   

友澤  里子     TOM'S DESIGN   

佐藤  博子 金銀花酒造株式会社   

 

    ２）テーマ 

        ①茄子を使ったワンハンドグルメ、②縁結びのお酒の 2 つのプロジェクトを並行して進行。 



    

 ３）会議 

        第 1 回 

          日時：6 月 3 日（月） 10:00～12:00 

          場所：一宮商工会議所 401 室 

          議題：おむすびプロジェクトの運営について 

                七夕まつりイベント事業 

                その他 

 

２．いちみんアプリプロジェクト 

    １）メンバー 

  田中 達也      一宮中部衛生㈱    

松本 健太      三井堂㈱     

山口 雅志      ㈱山口化成     

野田 幸嗣      ㈱エスプリ   

中西 貴輝      大森石油㈱   

浅井 孝至      ㈱浅井鋳造所  

堺  篤史      プリントス㈱  

丹下 幸善      ㈱マルエム商会  

英山亜里沙      ㈱マルエム商会  

 

２）テーマ 

       一宮七夕まつりの開催に向け、一宮七夕まつりのスケジュールやマップを、スマートフォンやパ

ソコン上で、見て検索することができる、ウェブサイトを開設する。 

     

３）会議 

        第 1 回  

          日時：平成 31 年 4 月 11 日（木）15:00～17:00 

場所：一宮商工会議所 4 階 402 室 

          議題：（１）いちみんアプリ（ウェブ）の目的・目標 

（２）制作スケジュール 

（３）データ収集・登録その他の制作課題 

（４）広報の方法 

（５）予算・資金確保の方法 

（６）各方面へのご挨拶・お打ち合わせ 



（７）令和元年稼働後の管理活用 

（８）将来展開 

 

        第 2 回 

日時：令和元年５月１６日（木）16:00～ 

場所：一宮商工会議所 2 階 ミーティングルーム 

議題：⑴ 企画書の内容についてエスプリ様からのご説明 

 

第 3 回 

日時：令和元年６月６日（木）16:30～17:00 

場所：一宮商工会議所 ４階 403 室 

議題：⑴ ウェブについてコメント出し 

⑵ ご挨拶・広告のお願いに上がる役割 

⑶ 当日の業務分担の割り振り調整 

  

 

 



参考資料 

平成 30 年度 「分科会」メンバー  

 

 

 

「おむすびプロジェクト」 

株式会社エスプリ  野田 幸嗣 

酒創彩菜だいだい  松本 誠司 

株式会社シンプルブランド 小田 純也 

ジョージル   南 由美子 

株式会社ナカノ農園  野田 武正 

TOM'S DESIGN   友澤 里子 

金銀花酒造株式会社  佐藤 博子 

 

 

 

「尾州産地分科会」 

㈱浅井鋳造所   浅井 孝至 

アシスト企画㈱  安恒  穣 

㈱エスプリ   野田 幸嗣 

プリントス㈱   堺  篤史 

㈱マルエム商会  丹下 幸善 

   武藤  誠 

担当コーディネータ  清水 孝純 

 

 

 

「いちみんアプリ分科会」 

一宮中部衛生㈱  田中 達也 

三井堂㈱ 本町はんの店    松本 健太 

㈱山口化成   山口 雅志 

㈱エスプリ   野田 幸嗣 

大森石油㈱   中西 貴輝 

㈱浅井鋳造所   浅井 孝至 

担当コーディネータ  鶴見 允俊 

（敬称略・順不同） 

 

 



参考資料 

平成３０年度 農商⼯ビジネス研究会 会員名簿 

1 株式会社ソトー 

2 株式会社山口化成 

3 豊島株式会社 

4 三井食品工業株式会社 

5 株式会社エスフーズ 

6 菊一あられ株式会社 

7 酒創彩菜だいだい 

8 武藤 誠 

9 ジョージル 

10 株式会社エスプリ 

11 アシスト企画株式会社 

12 株式会社シーエーシ 

13 ワンダフルワークス 

14 株式会社十六銀行 一宮支店 

15 きのこ工房U．Ｐ．ファーム 

16 株式会社 麗和 

事務局尾西信用金庫 

コーディネータ余合 正司 

2019/3/19 現在 



参考資料 

平成３０年度 新産業創出研究会 会員名簿 
 

1   株式会社 アイエコアップ 

2   株式会社 浅井鋳造所 

3   アシスト企画 株式会社 

4   株式会社 アバンセコーポレーション 

5   一宮中部衛生 株式会社 

6   株式会社 エスプリ 

7   大森石油 株式会社 

8   クミカ工業 株式会社 

9   株式会社 志水製作所 

10  眞和興業 株式会社 

11  スマッツ 株式会社 

12  株式会社 セブンパック 

13  株式会社 ソトー 

14  株式会社 鳥越樹脂工業 

15  株式会社 名古屋銀行 一宮支店 

16  有限会社 日健開発 

17  プリントス 株式会社 

18  株式会社 プロスタッフ 

19  株式会社 マルエム商会 

20  三井堂 株式会社 

21  株式会社 かけはし 

22  武藤 誠 

23  株式会社 山口化成 

24  株式会社 リトル・サイエンティスト 

事務局  いちい信用金庫 


