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平成 27 年度がスタートしました！！

1950 年、当協会の前身であります「社団法人 世田谷工業倶楽部」が設立されま
した。この間、
「公益社団法人」の認定を受けるなど、今年で、65 年目を迎えることができました。これもひとえに、会員の皆
様のお蔭と感謝しております。今後とも引続きのご支援、ご協力の程をよろしくお願い申し上げます。
～役員・事務局一同～

平成 27 年度事業計画決定！

世田谷区人事異動

3 月の理事会において、
「平成 27 年度事業計画」が、最終
決定しました。新規事業がない昨年同様の事業項目となりま
したが、今年度は、内容の充実に力を入れることとしました。
Ⅰ公益目的事業
１. 後継者育成・事業承継等経営支援事業
・ものづくり基盤技術強化事業
・異業種交流会の支援、講演会の開催等
２. 準工業地域の保全・拡充
・東名ジャンクション周辺、準工業地域への対応等
３. 事業発展・拡大事業
・ビジネスマッチング、産業交流展、産業フェスタ等
の支援
・産・学・公の交流事業等
４. 工業事業所ＰＲ及び情報提供事業
・ホームページ、機関紙の充実等
５. 行政機関等との協力・連携事業
・行政・教育機関等との協力、連携、就労支援事業
・出前教室、事業所見学の実施等
Ⅱ管理運営事業
１. 労働保険等加入促進事業
・労働保険事務の代行、共済代理所業務等
２. 会員支援・拡充事業
・会員増強活動、交流事業への取組み等
・区・都・工団連の表彰に係る推薦
３. 事務局運営
・会計・経理業務等
４. 組織運営事業
・総会・理事会・委員会・青年部等の事務運営

平成 27 年度一般会計収支予算も決定！
平成 27 年度一般会計収支予算は、以下のとおりです。
昨年度比△2,138,000 円となっていますが、これは、区の
委託事業の減によるものです。
収

入

Ⅰ公益目的事業

24,720,000

Ⅱ公益目的以外

7,790,000

収入合計（Ⅰ+Ⅱ）

32,510,000

支
Ⅰ公益目的事業(直接費)

出
8,312,000

Ⅱ直接費以外

24,198,000

支出合計（Ⅰ+Ⅱ）

32,510,000

収支差額

0

産業政策部長に花房千里氏
4 月 1 日付の区人事異動(幹部)により、産業政策部長の内田
正夫氏が世田谷総合支所長に転出され、後任に、花房千里氏
が教育委員会中央図書館長より昇任、就任されました。
また、産業振興公社においては、常務理事兼事務局長・産
業振興課長(事務取扱)の玉野宏一氏が、スポーツ推進担当部
オリンピック・パラリンピック準備・スポーツ施設整備計画
課長に転出され、安藤良徳氏が、子ども・若者部保育課 職
員係長（総括）より昇任、就任されました。
内田部長、玉野事務局長には、3 年間、2 年間と世工振の
発展にご尽力をいただきまして、誠にありがとうございまし
た。今後のご活躍を祈念申し上げます。
花房部長におかれては、今後、“世田谷のものづくり”の
発展に、ご支援、ご指導賜りますようお願いいたします。

新任

花房産業政策部長

このたび、産業政策部長に着任いたしました花房でございま
す。どうぞ、よろしくお願いいたします。
世田谷工業振興協会の皆様には、日頃から世田谷の産業施策
にご協力を賜り、誠にありがとうございます。この場をお借り
して、心から御礼を申し上げます。
さて、4 月 1 日に日銀が発表した全国企業短期経済観測調査に
ついて、大企業製造業の景況感を示す業況判断指数がプラス 12
と、昨年 12 月の調査と同じ水準にとどまっている状況と報じら
れましたが、日常生活におきましても、景気が上向きになった
という実感が伴っていないのではないかと考えております。
区では、平成 26 年度からスタートした「世田谷区産業振興計
画」に基づき、工業・ものづくりの振興を図るため、世田谷の
先人技術者たちにより培ってきた技術やノウハウ、大学も含め
た多様な人材、交通アクセスなどの立地環境のよい点などを活
かし、新たな技術や製品の開発、販路拡大などをめざして取り
組んでまいります。また、重点施策として、準工業地域におい
て居住環境と操業環境が調和したまちづくりの実現に向け取り
組むとともに、ものづくりの魅力を区内外に広く発信するなど、
住工共生まちづくりを推進してまいりたいと考えております。
ところで、私事になりますが、幼い頃、自宅の庭で、父が作
ったカラフルな色にニスを塗ったすべり台や鉄棒でよく遊びま
した。池作りの時には「滝が流れるといいな」と希望しますと、
上からちょろちょろと水を流してくれました。そんな父も 6 年
前に他界しましたが「ものづくりは、夢を叶えるもの」が私の
幼い頃からの想いでございます。
微力ではございますが、今後も、世田谷の工業、ものづくり
の発展に向けて全力で取り組んでまいりますので、ご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいたします。
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新規正会員をご紹介します
（順不同・敬称略）

✤有限会社 飯田菅工

）

代表取締役 飯田 昇
〒154-0017 世田谷区世田谷２－２１－９
☎０３－３４２８－３１０１
業務内容：設備工事業

エンジニアリングアドバイザーの
派遣費用を区が補助します！

✤株式会社 栄和サービス

新たな技術開発や企業が抱える課題を
専門家に相談しませんか！
エンジニアリングアドバイザー派遣制度は、東京都立産業技術研
究センターが実施する、高度な専門知識、経験を有する専門家が訪問
し、現場が抱える課題の相談に応える実地技術制度です。
◆対象企業：世田谷区内で事業を営む中小企業者の方で、同一内容で
他の助成金を受けていないこと。
◆申請期間：平成 27 年 4 月 1 日(水)～平成 28 年 3 月 18 日(金)
＊お申込みの状況により、年度途中で受付を終了する場合
があります。
◆補助金額：利用料金は 1 回 11,500 円。区はその利用料金の 2/3 の
額を補助します。(100 円未満切捨て)
◆お問合せ：世田谷区工業・雇用促進課 ☎３４１１-６６６２
＊詳細は、添付のチラシをご覧ください。

✤株式会社

エス．ディー．ケイ

代表取締役 坂口 輝昭
〒157-0063 世田谷区粕谷４－１５－３
粕谷 KＭビル 2 階
☎０３－６２７９－５８４６
業務内容：設備工事業

✤株式会社 ＳＫＹトラスト
代表取締役 安藤 昌彦
〒157-0017 世田谷区世田谷 4－5－8－803
☎０３－５８０９－７３７３
業務内容：総合工事業

✤太平建設 株式会社

第 37 回通常総会のご案内
●日時：平成

代表取締役 花形 明利
〒156-0045 世田谷区桜上水２－６－９
☎０３－３３０３－５４８３
業務内容：識別工事業（設備工事業を除く）

27 年 6 月 11 日（木） ・午後 4 時 30 分（総会）

・午後 6 時 00 分(懇親会)
●場所：レストラン「スカイキャロット」 三軒茶屋キャロットタワー26 階
＊5 月下旬に開催のご案内をお知らせします。
ご多忙中とは存じますが、ご出席をよろしくお願いいたします。

代表取締役 坂野 一
〒154-0011 世田谷区上馬１－３３－３
☎０３－３４２２－８１７１
業務内容：総合工事業

✤株式会社 タフアウトジャパン
代表取締役 西村 良太
〒158-0097 世田谷区用賀１－１７－１６－２Ｆ
☎０３－５７９７－３２２２
業務内容：インターネット付随サービス業

✤株式会社 中秀工業
代表取締役 中村 敦
〒154-0001 世田谷区池尻３－２８－９
☎０３－３８１６－５８４９
業務内容：総合工事業

～親睦ゴルフ・春季大会～

山口啓三氏が優勝！
4 月 21 日、富士吉田市の「河口湖カントリークラブ」
において、第 51 回世工振ゴルフコンペが開催されました。

～さくらまつり～

前日のアラシのような天候も上がり、絶好のゴルフ日和。
“富士桜”“三つ葉つつじ”咲き誇る中、熱戦が繰り広げ
られました。バンカーが日本一多いコースだけあって、皆、
悪戦苦闘。実力を発揮した山口啓三氏(山口電機工業㈱)
が、グロス 86、ネット 72.8 で栄冠を手にしました。なお、
本コンペ開催に当たり、次の皆様より協賛を頂きました。

●㈱セガワ

たが、行列が出来るほど多くの老若男女の皆様が、世工振の「輪投げ」
を楽しんでいらっしゃいました。また、今年は、実行委員会より依頼
を受け「ソースせんべいコーナー」を担当。理事役員の皆さんが、日

●河口湖カ

ントリークラブ

●本間建設㈱

まつり」が行われました。時折、雨も降り肌寒いあいにくの天候でし

体大の学生さん方と一緒に売り子として奮闘しました。

御礼申し上げます。(順不同・敬称略)

香料製造所

4 月 19 日(日)、八重桜が満開の下、桜新町商店街において「さくら

●㈱井上

●㈱金冠堂
＜満開の桜＞
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