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世田谷支部
28年度
事業計画を策定
～連携強化で地域発展へ～

平成28年
（2016年）
4月20日

東京商工会議所世田谷支部（会長＝大場信秀）は、 ほか、地域に根差した支部として、世田谷区、（公財）
2月23日に開催した第280回役員会・第93回評議員会で、 世田谷区産業振興公社および区内産業関係団体等との緊
平成28年度世田谷支部事業計画を策定しました。
密な連携のもと、引き続き世田谷区の地域経済活性化に
28年度は、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ 取り組んでまいります。
ク開催を念頭に、世田谷区の魅力を高める「まちなか観
「東京商工会議所中長期ビジョン」および「世田谷区
光」など、様々な場面で、区内産業団体として地域貢献
を行います。また、中小企業の多様化する経営課題にキ
メ細かく対応し、地域社会を支える産業の振興に努める

東京商工会議所世田谷支部

平成 28 年度

産業ビジョン」の実現を目指し、多様化する会員企業の
ニーズへの対応に向け、５つの柱で事業を実施します。
主な重点事業は〈事業計画〉の表の通りです。

事業計画＜概要版＞

現状認識

・アベノミクスの大胆な金融政策、財政政策、成長戦略は一定の効果を見せたものの、依然として、少子高齢化による労働力人口の減少
や慢性的な人手不足をはじめ賃金上昇の問題など国内経済を支える中小企業にとっては未だ解決すべき構造的な課題は山積している。

基本方針

・区内中小企業に対して、より広範囲、総合的かつ時宜を得た支援を図るため、世田谷区、
（公財）世田谷区産業振興公社、および区内
産業関係団体等との連携をこれまで以上に強化する。
・
「東京商工会議所中長期プラン」および「世田谷区産業ビジョン」の実現および高度化・多様化する会員企業のニーズへの対応に向け、
次の５点を柱として事業を着実に実施する。

１．区内産業の振興

3．地域活力の創造

中小企業の高度化、多様化する経営課題に対してきめ細かく対応し、中小企業の活力強化 地域資源・特性等を活かして世田谷の新たな魅力を創造・発信するとともに、東京オリン
を図るとともに、地元行政、関係団体等との協働により、地域社会を支える産業の振興を ピック・パラリンピックの開催に向けた取り組みとして外国人来街者支援を通じて区内産
図る。
（注）以下※印は重点事業 業の発展や地域の活性化を図る。
※(１)区等行政および（公財）世田谷区産業振興公社との連携による中小企業経営支援事
業の推進
※(２) マル経融資制度の利用促進、中小・小規模企業に対する相談・指導
※(３) ビジネスマッチングの推進
※(４) 経営危機管理対策事業の実施
※(５) 区内商店街活性化に向けた支援
※(６) 産業交流促進事業の推進
※(７) 障害者就労支援事業の実施
※(８) 中小企業・若年者マッチング応援事業の実施
※(９) 三軒茶屋就労支援センターとの連携
※(10)税制、雇用・労働問題、まちづくり、少子高齢化、国際化等、経済・社会的課題へ
の対応
(11) 創業支援事業の積極的推進
(12) 区内関係団体（社労士会・税理士会・中小企業診断士会等）との連携による経営支援
事業の推進
(13) 事業者・労働者の健康対策の推進
(14) ワーク・ライフ・バランスの啓発促進

２．意見要望活動の積極的推進

※ (１) 社会貢献事業の推進
※ (２) まちなか観光事業の推進
※ (３)「世田谷ナンバー」活用・推進事業の実施
※ (４) 東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて外国人来街者対応支援（新規事業）
(５) 区内地域イベントへの参画・支援
(６) 教育・文化活動への支援
(７) 地域防災・防犯対策の推進

4．環境問題への取り組み
中小企業の環境問題に対する理解や活動に対する意識を高めるとともに、環境経営への取り
組み、地域社会において環境に配慮した企業行動の促進や環境への保全活動の推進を図る。

※ (１) 一般廃棄物夜間収集事業の利用の促進、支援
※ (２) 地域企業における省エネルギー行動の推進および再生可能なエネルギー利用の促進
※ (３) 世田谷地域環境グループネット事業の推進
(４) 環境適応型・保全型企業の育成および環境に配慮した企業への支援
(５) 世田谷みどり 33 運動の啓蒙・普及

現場に立脚した活動を通じて、中小企業や地域の声をタイムリーに集約し、必要に応じ、
他の産業団体等と連携しつつ、とりまとめた意見・要望等を、国政・都政レベルでは本部 5．組織基盤の強化
の所管部署、区政レベルでは地元行政等に提出し、区内産業の発展および地域経済の活力 地域経済団体としてより強い信頼を得るべく、会員増強を強力に推進するとともに、役員
強化の実現を図る。
間、会員間の積極的な親睦・交流のほか、次代を担う若手経営者の育成と人的ネットワー
クを構築し、組織運営を強化する。
※(１)経済社会の変化に対応し、区内産業振興および地域活性化を目的にした意見要望活
動の推進
※ (１) 会員増強ならびに退会防止の推進
(２) 提出した意見要望に対する行政の対応確認・推進活動
※ (２) 役員・評議員体制の充実・強化
※(３) 区議会議員団への支援要請活動の推進
※ (３) 会員間ビジネス交流事業の拡充
(４) 役員と行政、議員との懇談会の開催
※ (４) 支部だより等支部事業の広報活動ならびにＦＡＸ等を活用した情報提供の拡充・強化
※(５)「せたがやエコノミックス」による、中小企業の経営情報の提供
※ (５) ホームページによる情報発信
※(６) 景況調査事業の実施
※ (６) 若手経営者交流事業の実施
※(７) 東京外かく環状道路建設、中央自動車道高井戸入り口整備の促進
(７) 役員・評議員懇親および会員親睦ゴルフ大会、会員交流ボウリング大会の開催
(８) 産業交流促進会議の定期開催
(８) 各種業界との連携強化を通じた分科会活動の積極的な推進
(９) 産業団体との連携強化、区内経済３団体による懇話会の開催
(９) マル経融資利子補給請求に伴う事務代行の実施

「外国人買い物客実態調査結果報告会」を開催しました
について報告が行われました。第二部
は、講師に中小企業診断士の江村歓氏
を迎えて「外国人客『お・も・て・な・
し』による集客戦略」セミナーが行わ
れました。参加者からは、「世田谷区
内の外国人の買い物客の状況を知るこ
とができ、大変興味深かった」、「外国
人の誘客について、具体的な方策を学
ぶことができてとても参考になった」
といった声が聞かれました。

第二部セミナーの様子

外国人買い物客実態調査実行委員会
（委員長＝本杉香、世田谷支部小売・
飲食分科会長）は、昨年7月に世田谷
区内の事業者を対象にアンケート調査
を行った外国人買い物客実態調査の結
果報告会を開催しました。
報告会は、本杉実行委員長の挨拶で
始まり、二部構成で開催され、65名
が参加しました。第一部は、配付した
調査結果報告書に基づき、調査の結果
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調査結果の報告書は当支部窓口に
て、無償で配布しております。ご希望
の際は、是非とも支部にご連絡下さい。

報告書

東商世田谷支部だより

２０１6 年 4 月２０日〈２〉

新年賀詞交歓会を開催しました
あいさつする大場会長

永年会員を代表して鳥原
副 会 頭（ 右 ） か ら、 感 謝
状を手渡される小野商事
株式会社・小野会長

本年の新年賀詞交歓会は、昨年
7月にオープンした二子玉川エクセ
ルホテル東急で開催されました。新
年にふさわしく、新しい会場の関係
もあり、
例年にない盛況ぶりでした。
当日は世田谷区の保坂展人区長をは
じめ、国会議員、都・区議会議員、
関係団体の長など68名の来賓が参
加、東京商工会議所本部からも鳥原
光憲副会頭が出席し、世田谷支部会
員とあわせ232名が新しい年を祝い
ました。
冒頭、大場会長、鳥原副会頭から
開会の挨拶があり、続けて来賓を代

表して保坂区長から祝辞をいただき
ました。ご来賓の紹介後、永年会員
表彰を行い、受賞した67社を代表
して小野商事株式会社・取締役会長
小野和眞氏に鳥原副会頭から感謝状
を手渡しました。
その後、上島よしもり区議会議長
による乾杯の発声により参加者が杯
を上げ、歓談に入りました。
歓談の合間に、今年度の新入会員
の方々より自己紹介をいただきまし
た。
最後に桑島副会長の閉会の挨拶
で、１時間半にわたる新年賀詞交歓
会を無事に終了しました。

最初の視察先は、ヤマト運輸が運
営する 24 時間稼働の巨大物流セン
ター羽田クロノゲートです。まず、
見学者ホールでヤマトの歴史やビ
ジョンについて説明を受けた後、展
示ホールで物流の価値を体感しまし
た。次に、見学者コリドーにて実際
にコンベアにより荷物が高速で自動
的に地域別に仕分けされる様子や、
集中管理室を見学しました。また、
施設を一括管理する集中管理室をは
じめ、日本の最先端の流通システム
に参加者は知見を広め、理解を深め
ました。
続いて、羽田空港国際線ターミナ
ル内に 2014 年９月に開業した日本
初のトランジット機能（航空機を乗
継時に出入国手続きをせずに宿泊可
能）を有する「ロイヤルパークホテ

ヤマトグループ最大級の物流拠点「羽田クロ
ノゲート」

ル ザ 羽田」を視察しました。現在
の稼働率の状況やサービス向上への
取り組み等について説明を受けなが
ら、普段はなかなか見ることのでき
ないトランジット客用の客室及び短
時間滞在者用のリフレッシュルーム
の他、施設内を見学させていただき
ました。その後、レストランで懇親
会を開催し、参加者同士の親睦を深
めました。

“せたがやボロ市”でチャリティバザーを開催

寄付金を手渡す大場会長（右）

438年の歴史を誇り、冬の風物詩
ともなっている「世田谷のボロ市」
が、 例 年 通 り12月15日・16日、1
月15日・16日に開催されました。
世田谷代官屋敷を中心とした通称

「ボロ市通り」（世田谷区世田谷１丁
目）には古着、骨董品、陶磁器、日
用雑貨、食料品や植木など約720店
の露店が約１キロの区間に立ち並
び、12月は、約30万５千人、１月は、
34万人が訪れました。世田谷支部
では、会員企業等16社からご寄贈
いただいた商品を、12月15日・16
日に、チャリティバザーで販売し、
収益金（229,590円）は世田谷社会
福祉協議会に寄付されました。
※「ボロ市チャリティバザー」は平成２年か
らはじまり、平成27年までの寄付金総額は、
￥4,136,055となりました。

50年表彰
小野商事株式会社
40年表彰
管清工業株式会社
株式会社幸伸
株式会社井上香料製造所
東神開発株式会社
日本テクニカル・サービス株式会社
株式会社京王ストア
八光硝子株式会社
関都建設株式会社
国栄建設株式会社
天虎工業株式会社
株式会社山本建設
株式会社やよい商会
千歳船橋参商会商店街振興組合
下北沢南口商店街振興組合
世田谷信用金庫池尻支店
世田谷信用金庫船橋支店
世田谷信用金庫用賀支店
世田谷信用金庫若林支店
株式会社三菱東京UFJ銀行三軒茶屋支店

大成無線株式会社
鈴屋電工株式会社
株式会社清田
三和株式会社
株式会社Ｉ
ｍ
’ エージェンシー
光洋産業株式会社
株式会社ジャパンハウス
大賀運輸株式会社
和光産業株式会社
株式会社ニットク
株式会社用賀精工社
有限会社フジデン
ヤオキ工業株式会社
株式会社マドカ
オキ通商株式会社
株式会社加賀屋商会
有限会社京阪商会
三友技研株式会社
株式会社ダスキン玉川
有限会社タジマ
佐藤葬祭 佐藤 信顕
烏山西口駅前商店街振興組合
祖師谷商店街振興組合
コイケ工業株式会社

ビジネス交流会を開催しました

第一部の自社PRスピーチの様子

2月19日に「ビジネス交流会」を
世 田 谷 信 用 金 庫 と 共 催 で 開 催 し、
36名が参加しました。第一部では、

参加者全員による自社PRのスピー
チを行いました。第二部では、フリー
の立食形式で、名刺交換や懇談が活
発に行われました。参加者は、積極
的に名刺交換、情報交換を行い、ビ
ジネスチャンスの拡大に役立ててい
ただける会となりました。参加者か
らは、「横のつながりを作ることが
できた」、「今後も積極的に参加した
い」などの感想が寄せられました。
引き続き、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。

セミナーを開催いたします
■平成28年６月９日（木）14：00 ～ 16：00
“会社を守る”残業削減の実務セミナー
～こうすれば残業が劇的に削減できる～
■平成28年６月21日（火）14：00 ～ 16：00
非製造部門のための『職場の生産性を、どう見えるかたちにしていくか』
～見えることで気づきがある！～
詳細、お申し込みは Web サイトをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/
●お問い合せ先

東京商工会議所世田谷支部

TEL.3 413－1461

新任役員・評議員・参与紹介

（50 音順、敬称略）

【氏名・支部役職・就任日・会社名・会社役職】（敬称略・順不同）
参与

評議員

旦尾

衛（あさお

まもる）

小売・飲食分科会評議員
平成 28 年 2 月 1 日
下高井戸商店街振興組合

◆マル経融資のご案 内 ◆

●お申込み・お問い合わせ／東京商工会議所世田谷支部 TEL：03－3413－1461

30年表彰
日本フロンティア株式会社
東陽化成株式会社
真和商事株式会社
有限会社かわた菓子研究所
株式会社オオクラ
神奈川サンインターナショナル株式会社
有限会社仲野工務店
株式会社リョウソー
中條文具株式会社
有限会社ナビス工芸
株式会社高木
株式会社ミルコーポレーション
株式会社儘田組
森建設株式会社東京支店
株式会社東京梅屋
神興建設株式会社
株式会社イシワタリ
浅見運輸倉庫株式会社
キング通信工業株式会社
株式会社丸栄商会
株式会社高橋組興業
株式会社サンライフ
京和工芸株式会社

金融分科会（神保和彦分科会長）
は、しんきん協議会と共催で特別講
演会を開催し、103 名が参加しま
した。BRICs 経済研究所代表エコ
ノミストの門倉貴史氏を講師に招
き、「どうなる？今後の日本経済」
と題して、日本経済の問題点とその
解決策についてご講演いただきまし
た。

いであ株式会社、株式会社井上香料製造所、株式会社銀座「スエヒロ」管財、
小杉造園株式会社、株式会社サンリバーグリーンフィル世田谷店、シマダハウス株式会社、
株式会社セガワ、セントラル工商株式会社、株式会社大正クエスト、中央化学販売株式会社、
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、東洋ドライルーブ株式会社、
株式会社ニュージーン、株式会社橋研、株式会社宝古堂美術

※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。

（敬称略・順不同）

特別講演会を開催しました

～「ボロ市」へのご協賛、誠にありがとうございました～

副題： 無担保・無保証人・保証料不要 国の融資をご存知ですか？
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
（上記条件での融資限度額および返済期間の取り扱いの詳細は、お問い合わせください。）
担保・保証人 ⇒ 不要
（保証協会の保証も不要です。）
融資利率⇒1.15％（平成28年３月９日現在）

被表彰者名簿

講演会の様子

「羽田クロノゲート、ロイヤルパークホテル ザ 羽田」
視察会を開催しました

永年会員表彰

理事長

佐藤

敦（さとう

あつし）

参与
平成 28 年 2 月 1 日
成城消防署 署長

◆ 融資無料相談会 ◆
区内会員企業の皆様へ、融資の情報提供・ご相談を受けつける事前予約制・個別の融資相
談会を開催します。
日
場

時
所

平成 28 年 6 月 10 日（金） 午前 10 時〜 午後 4 時 ( 正午〜 午後 1 時を除く )
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） 普通貸付（日本政策金融公庫）

●お問い合わせ／東京商工会議所世田谷支部 TEL：03－3413－1461

