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10月20日

平成28年度収支決算・事業報告が承認されました
7月20日に開催した第287回役員会・第96回評議員会において、東商世田谷支部の平成28年度収支決算並びに事業報
告が承認されました。平成28年度、当支部では、区内中小企業に対して広範囲、総合的かつ時宜を得た支援を図るため、
世田谷区、区内産業振興公社、および区内産業関係団体との連携のもと、以下のような様々な事業を実施しました。
■分科会事業
業種ごとに組織された分科会による事業

■委員会事業
課題ごとに組織された委員会による事業

【情報・サービス分科会】
７月26日
「実践！マイナンバー実務セミナー」
社会保険労務士 清水光彦氏
【卸売分科会】
９月16日
「今こそ！売れるマーケティング術」
㈱ＩＡＣ 代表取締役 秋島一雄氏
【地域振興分科会】
９月26日～ 11月２日
障害者による商店街落書き消し作業（全３
回、於：しもきた商店街）
10月28日
東京ガス供給指令センター・田町スマエネ
パーク視察会
11月４日
世田谷区障害者雇用促進フォーラム2016
「写真が語る障害者雇用」
【金融分科会・世田谷区しんきん協議会共催】
２月20日
経済特別講演会「2017年どうなる日本経済・
世界経済」
法政大学法学部 教授 萩谷順氏
【小売・飲食分科会、外国人接客マニュアル
製作委員会共催】
２月27日
外国人接客マニュアル活用セミナー
専修大学経済学部 非常勤講師 岩住希能氏
【小売・飲食、卸売、工業、建設・不動、交
通運輸分科会共催】
３月23日
虎ノ門エリア視察・築地玉寿司懇親会

【外国人接客マニュアル製作委員会】
11月
接客マニュアル（6,000部）
、指さし会話用
クリアファイル（6,000部）
、ステッカー
（6,200部）製作、配付開始

【小売・飲食分科会共催】
２月27日
外国人接客マニュアル活用セミナー
専修大学経済学部 非常勤講師 岩住希能氏
【経営支援委員会】
11月15日
環境となり組”事業研修会「環境社会検定
（eco検定）受験対策セミナー」
エコピープル支援協議会 認定講師
㈱KAZコンサルティング 社長 鈴木和男氏
【親睦ゴルフ大会実行委員会】
６月７日
役員・評議員親睦ゴルフ大会
〈於：太平洋クラブ江南コース〉
10月７日
第35回会員親睦チャリティゴルフ大会
〈於：河口湖カントリークラブ〉
【産業振興委員会】
９月14日
ビジネス交流会（共催：世田谷信用金庫）
２月17日
ビジネス交流会（共催：世田谷信用金庫）
■その他の事業
４月１日～３月31日
世田谷区建設業人材確保・中小企業若年者

ピックアップ！ 今後のイベント予定
今後は下記イベントをはじめ各種イベントの開催を予定しています。奮っ
てご参加ください。詳細、最新の情報は、東商
東商 世田谷支部 で 検索 「イ
ベント・セミナー情報」でご確認ください。
日

程

11月22日

テーマ
「物流改善、倉庫活用のヒントに！！ TOYOTA L&F カスタマーズセ
ンター＆防災体験施設「そなエリア東京」見学会」
〈工業分科会・交通運輸分科会共催〉
物流コスト削減や品質向上のヒントが得られるTOYOTAカスタマーズ
センターと、
防災体験施設「そなエリア東京」をガイド付で見学します。

7月20日に開催した第287回役員会・第
96回評議員会において、平成28年度の会
員増強功労者を表彰しました。組織強化委
員会では、会員増強功労者の労に報いるた
め、平成28年度に「3件以上、または10口
以上新規に獲得された方」
「5件以上、また
は15口以上新規に獲得された方」を支部
会長表彰、また「10件以上、または30口
以上新規に獲得された方」を会頭表彰とし
て表彰することと定めており、当表彰規定
に基づき達成した方を表彰しました。
会頭表彰
支部会長表彰
（5件以上、
または15口以上）
支部会長表彰
（3件以上、
または10口以上）

■講演会・講習会・セミナー
〈支部独自の事業〉
講座数：36講座、総受講者数：延1,978名
〈本支部連携セミナー〉
講座数：134講座、総受講者数：延4,545名
■視察会
10月28日
東京ガス供給指令センター・田町スマエネ
パーク視察会

３月23日
虎ノ門エリア視察・築地玉寿司懇親会
■交流会
【ビジネス交流会】
信用金庫および他支部と共催で７回開催

参加者数：延べ1,039名
【若手経営者交流会】
50歳以下の区内若手経営者、後継者を対象に
２回開催
参加者数：延べ46名
賀詞交歓会、ゴルフ大会、ボウリング大会等
を実施参加者数：延べ470名
■調査・PR
世田谷区内「中小企業景況調査」の実施（第
55回～ 58回）
「支部だより」の発行（No.58 ～ 60）
「せたがやエコノミックス」の発行（No.39
～ 42）
■経営改善普及事業
経営指導員等が企業経営をサポートす
る事業
経営指導員による巡回・窓口相談
巡回：2,177件
窓口：2,543件
マル経
貸付決定件数：193件
決定総額：11億8170万円
専門指導員による窓口相談
回数：85回
人数：延べ96名
エキスパートバンク指導事業
延べ22回
■行政・他団体との連絡会議
世田谷区障害者雇用促進協議会10回
経営改善貸付等連絡協議会（マル経協議会）
１回
世田谷まちなか観光協議会２回、世田谷ま
ちなか観光交流協会 １回
産業交流促進会議２回
世田谷区雇用問題連絡会議２回
■後援・協賛
「せたがやふるさと区民まつり」など24
事業

セミナーを開催
経営課題解決や従業員の方々のスキルアップに
世田谷支部では、経営者、経営幹部向けの経営課題解決のためのセミナー
や、従業員向けのスキルアップ講座を実施しています。

“働き方改革”対応セミナーを開催

同一労働同一賃金への対応

8月4日と9月14日、“働き方改革”対応セミナーを二日間にわたり開催し、117
社から総勢125名が参加しました。第1回では、講師の特定社会保険労務士・中小
企業診断士の坂本直紀氏が、「同一労働同一賃金対応（パート・有期労働者処遇改
善）」と題し、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあること
により不合理に労働条件を相違させることを禁止する原則ルール等について説明
しました。第２回では、講師の社会
保険労務士・ファイナンシャルプラ
ンナーの大竹正夫氏が「長時間労働
是正の実務（罰則付き時間外労働へ
の対応）」と題し、時間外労働の上
限規制（36協定への対応）や勤務
間インターバル制度等について説明
しました。

＂働き方改革＂対応セミナー
の様子

会員増強功労者を表 彰

就職及び定着支援事業
８月６日～７日
第39 回ふるさと区民まつり（出店・協賛）
８月20日
第38回世田谷区たまがわ花火大会（協賛）
10月17日
会員懇談会
10月22日
せたがや産業フェスタ2016（出店・協賛）
11月４日
第17回世田谷支部会長杯会員交流ボウリン
グ大会〈於：世田谷オークラボウル〉
11月13日
第11回世田谷246ハーフマラソン（協賛）
11月17日～ 18日
役員親睦旅行〈宿泊先：蓼科フォーラム〉
12月15日～ 16日
「せたがやボロ市」チャリティバザー
２月１日
平成29年新年賀詞交歓会

～中小規模事業者のための～経営者必見！ 事業承継における税制対策セミナー
桑島組織強化委員長（左）から表彰を
受ける大場会長（右から２人目）と神
保副会長（右）

世田谷信用金庫

理事長

大場 信秀

昭和信用金庫

理事長

神保 和彦

いであ株式会社
用賀運送株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
東京新都心支店

代表取締役会長
代表取締役会長

田畑日出男
石川 和夫

部長

中山 浩人

株式会社新生堂

代表取締役

桑島 俊彦

有限会社ジパングプロジェクト

代表取締役

古谷真一郎

9月12日、「～中小規模事業者のための～経営者必見！事業承継における税制対
策セミナー」を開催し、23名が参加しました。講師の公認会計士・税理士・行政
書士の城所弘明氏が、アベノミクス時代の事業承継の問題点と対応策や相続税の
負担が軽くなる優遇措置の活用法等について解説しました。

東京都最低賃金の改正について
東京都最低賃金が平成29年10月１日から時間額958円となりまし
た。この最低賃金は、都内で労働者を使用するすべての事業場及び
同事業場で働くすべての労働者（都内の事業場に派遣中の労働者を
含む）に適用されます。
■お問い合わせ先 渋谷労働基準監督署 TEL : 3780-6527

東商世田谷支部だより

第40回せたがやふるさと区民まつりへ協賛・出店

ビジネス交流会を開催しました
法人障害者支援情報センター協力による
缶バッジの手作りコーナーの様子

毎年恒例の「せたがやふるさと区
民まつり」が、
8月5日・6日の2日間、
世田谷区民会館、区役所中庭、若林
公園で開催され、両日合わせて3万
9千人もの人出で賑わいました。こ
れまでのＪＲＡ馬事公苑から場所を
移しての開催となりました。
世田谷支部では、会員の皆様から
ご協賛をいただき、当日配布するパ
ンフレットやうちわ、タオルに広告
を掲出したほか、
「NPO法人障害者
支援情報センター」の協力のもと
ブースを出店し、缶バッジの手作り
コーナーを運営し、親子連れなどで
賑わいました。
今年は昨年に引き続き、区内の児
童養護施設の入所児童、東日本大震

N
P
O

災による避難児童が会場に招待され
ました。

ご協力誠にありがとうございました
「第40回ふるさと区民まつり」
「第39回世田谷区たまがわ花火大会」
「せたがや産業フェスタ2017」
「第12回世田谷246ハーフマラソン」
[ご協賛企業・団体一覧]（敬称略・会社名五十音順）

株式会社アーバンフロンティア、アイティーサポート・ジャパン株式会社、青木工務店、
株式会社アキバ徽章販売、有限会社アズテックサービス、株式会社アドバンスクリヤマ、
有限会社アドメンター、有限会社アトリエ・カオス、株式会社アベコー、
株式会社石勝エクステリア、株式会社イシワタリ、株式会社泉竹、いであ株式会社、
稲屋・齋木税理士事務所、株式会社井上香料製造所、社会保険労務士法人岩城労務管理事務所、
株式会社ウイジン、株式会社ウテナ、株式会社エクレールめぐみ、株式会社エコ・エイト、
有限会社Ｈ・Ｃ・Ｙ、NK川尻社会保険労務士事務所、MLS株式会社、大賀運輸株式会社、
大高電設株式会社、岡本無線電機株式会社 東京営業所、有限会社沖倉運送、
小野商事株式会社、(同）オフィス カナエ 、豆きものLaLa、株式会社オリゲン、
梶原建設株式会社、神奈川サンインターナショナル株式会社、有限会社金谷鉄工所、
株式会社紙藤原、株式会社カワハラ、管清工業株式会社、一般社団法人北沢青色申告会、
株式会社木村技研、共同通信電設株式会社、経堂農大通り商店街振興組合、
旭日電気工業株式会社、株式会社キンカン、クリムゾンテクノロジー株式会社、
グローバルエンジニア株式会社、酵素ラボ、株式会社興和アークビルド、小杉造園株式会社、
株式会社サークル、株式会社佐久間本店、三栄造園株式会社、株式会社三恵舎、
株式会社JA東京中央セレモニーセンター、株式会社ジェイコムイースト世田谷局、
株式会社ジェイテック、株式会社四季建築設計事務所、株式会社シグマテクノ、
宍戸コンクリート工業株式会社、シマダハウス株式会社、下北沢南口商店街振興組合、
松陰神社通り松栄会商店街振興組合、昭和信用金庫、株式会社新生堂、
株式会社新日本エージェンシー、新日本計装株式会社、有限会社鈴木明商店、
ストレートワークス株式会社、株式会社スリーワイ、西武信用金庫三軒茶屋支店、
正文社印刷株式会社、株式会社セガワ、一般社団法人世田谷青色申告会、
世田谷区商店街振興組合連合会、公益社団法人世田谷工業振興協会、
株式会社世田谷サービス公社、株式会社世田谷新聞社、世田谷信用金庫、
一般社団法人せたがや中小企業経営支援センター、世田谷トラック運送事業協同組合、
セントラル工商株式会社、創和工業株式会社、株式会社ダイイチ、
第一ダイヤモンド工事株式会社、大寿青果株式会社、大信興業株式会社、株式会社大成出版社、
株式会社代田橋製作所、太平建設株式会社、株式会社髙島屋 玉川店、高津電気株式会社、
株式会社たきおか、株式会社ダスキン玉川、一般社団法人玉川青色申告会、
株式会社玉川精螺、株式会社玉川ホールディングス、有限会社チェリトリー、
有限会社チトセタイヤ、株式会社ちよだ、合資会社賃貸住宅研究室、
通信設備株式会社 東京支店、株式会社ティーエムエス、株式会社手塚工務店、有限会社テラ、
株式会社トゥインズ、株式会社東急コミュニティー、東京ガス株式会社 西部支店、
東京コーポレーション株式会社、東京新宿木材市場株式会社、
東京都社会保険労務士会 世田谷支部、株式会社東京メガネ、東京ゆまにて法律事務所、
株式会社東京ワンタン本舗、株式会社東西、株式会社東商・エイティ、東神開発株式会社、
株式会社東伸電設、東陽化成株式会社、株式会社東洋社、東洋ドライルーブ株式会社、
株式会社土佐屋商店、公認会計士富所淳事務所、株式会社友成工芸、中條文具株式会社、
中原地所株式会社、株式会社二進、株式会社ニッポンダイナミックシステムズ、
日本エムテクス株式会社、日本興産株式会社、日本トリート株式会社、
日本フロンティア株式会社、税理士法人日本未来経営、株式会社橋研、
有限会社橋本苑、株式会社樋口電設、株式会社菱田住宅相談所、日の丸商運株式会社、
株式会社ふかもと、福島不動産株式会社、藤産業株式会社、富士丸化学工業株式会社、
古川産業株式会社、株式会社宝古堂美術、防長設備機工株式会社、有限会社ホットス、
有限会社増田自動車、株式会社マッツ、株式会社松本土木、特定非営利活動法人まひろ、
株式会社儘田組、株式会社丸シ宍戸鉄男商店、有限会社丸田測量企画、
有限会社丸彦家具センター、株式会社丸山工務店、三田税理士事務所、
株式会社三菱東京UFJ銀行世田谷支社、株式会社ムラカミ、明治ミルク宅配世田谷、
明友不動産株式会社、師岡建設株式会社、モンブランビル株式会社、山元オブラート株式会社、
株式会社ユアーズ・コーポレーション、株式会社ユーテック、裕和産業株式会社、
ゆずき薬局、ユニオン商事株式会社、株式会社陽亜興業、用賀運送株式会社、
株式会社吉村造園、株式会社Line Growth、株式会社良電社、黎明電設株式会社、
株式会社LemonBusters

決定版

事業資金の

２０１７年 10 月２０日〈２〉

8月25日に「若手経営者交流会」
を開催し、区内の若手経営者など
20名の方が参加しました。
第一部のセミナーでは、「みるみ
るファンが増えていく！接客×笑い
の法則」と題し、講師の谷厚志氏
が、クレームをなくしお客様を自社
のファンにするための方法につい
て、笑いを交えながら解説しました。
懇親会では、参加者の方々が積極的
に交流し、情報交換やビジネスチャ
ンスの拡大に役立てていただきまし
た。
また、7月14日には、昭和信用金
庫が主催する展示会形式の交流会
「ビジネスマッチング交流会‘17」に
後援、ブースを出展しました。ブー
スでは、東京商工会議所の各種事
業のPR、経営相談等を行いました。
来場者からは、販路拡大や融資制度
について相談、質問がありました。
さらに9月13日には、世田谷信用
金庫と共催で「ビジネス交流会」を
開催しました。参加企業の方が、自
由な雰囲気の中、相互に「他社への
支援ができる」「他社に支援を求め

今後も、東京商工会議所世田谷支
部は会員間のビジネス交流の機会を
提供していきます。

若手経営者交流会の様子

新任役員・評議員・参与紹介

役員

名倉

真弓（なぐら

西澤

まゆみ）

金融分科会副分科会長
平成 29 年 4 月 15 日
株式会社三井住友銀行
世田谷エリアエリア支店長

評議員
早川 和裕（はやかわ

かずひろ）

小売・飲食分科会評議員
平成 29 年 4 月 1 日
東松原商店街振興組合代表理事

阿部

淳一（あべ

清水

光彦（しみず

参与
久末

佳枝（ひさすえ

原田

茂実（はらだ

しげみ）

土屋

信三（つちや

しんぞう）

じゅんいち）

金融分科会評議員
平成 29 年 4 月 1 日
日本政策金融公庫渋谷支店支店長
みつひこ）

情報 ･ サービス分科会評議員
平成 29 年 4 月 22 日
東京都社会保険労務士会世田谷支部支部長

よしえ）

参与
平成 29 年 4 月 1 日
世田谷区産業政策部部長

参与
平成 29 年 4 月 1 日
世田谷都税事務所所長

浜村

公明（はまむら

侭田

玄（ままだ

中山

隆志（なかやま

岡田

篤（おかだ

小関

和夫（こせき

奥村

真一（おくむら

小原

清志（こはら

きみあき）

小売・飲食分科会評議員
平成 29 年 5 月 24 日
松陰神社通り松栄会商店街振興組合理事長
まこと）

建設分科会評議員
平成 29 年 6 月 1 日
株式会社儘田組代表取締役
たかし）

地域振興分科会評議員
平成 29 年 7 月 1 日
東京電力パワーグリッド株式会社渋谷支社長

あつし）

かずお）

参与
平成 29 年 7 月 10 日
世田谷税務署署長

しんいち）

参与
平成 29 年 7 月 10 日
北沢税務署署長

明弘（こいずみ

あきひろ）

参与
平成 29 年 4 月 1 日
世田谷消防署署長

早坂

かずお）

参与
平成 29 年 7 月 1 日
世田谷区副区長

参与
平成 29 年 4 月 1 日
世田谷区清掃・リサイクル部部長

小泉

和夫（にしざわ

地域振興分科会副分科会長
平成 29 年 7 月 1 日
公益財団法人世田谷区産業振興公社
副理事長

きよし）

参与
平成 29 年 7 月 10 日
玉川税務署署長

俊裕（はやさか

としひろ）

参与
平成 29 年 4 月 1 日
玉川消防署署長

融資無 料 相 談 会 の ご 案 内

無担保・無保証人・保証料不要 国の融資をご存じですか？
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は小規模事業者の方々の経営を
バックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦にもとづき融資され
る国（日本政策金融公庫）の融資制度です。
融資限度額⇒2,000万円
返済期間⇒運転資金 ７年以内・設備資金 10年以内 （上記条件での返済期間の取
り扱いは、平成30年３月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。
）
担保・保証人⇒不要（保証協会の保証も不要です。）
融資利率⇒1.11％ （平成29年８月９日現在）

詳しくは、東京商工会議所世田谷支部にお気軽にお問合せください。

世田谷信用金庫共催ビジネス交流会の様子

【氏名・支部役職・就任日・会社名・会社役職】（敬称略・順不同）

マル経融資のご案内

※融資利率は金融情勢により変わることがあります。
※世田谷区から支払利子の30％の利子補給金が支給されます。
※融資の条件等は変更となる場合があります。
※審査の結果、ご希望に添えないことがあります。

る」点を提示しながら、活発に交流
が図られました。

年末資金需要に対応するため、区内小規模事業者の皆様へ、融資の情報提供・
ご相談をさせていただく、事前予約制・個別の融資相談会を開催します。

[日

時]

平成29年10月16日（月）
午前10時 〜 午後４時 (正午 〜 午後1時を除く)

[場

所]

世田谷産業プラザ３階 会議室
世田谷区太子堂2-16-7

[相談できる主な融資制度]
・マル経融資（東京商工会議所）※詳細は左欄をご覧ください。
・普通貸付（日本政策金融公庫）

■お問い合わせ先・お申込み

東京商工会議所世田谷支部

TEL:3413－1461

