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世田谷工業振興協会

２０１７年４月

「平成 29 年度事業計画(案)」が了承

世田谷区人事異動

3 月 21 日の理事会において、
「平成 29 年度事業計画(案)」が了承
されました。
Ⅰ.公益目的事業
ア 後継者育成・事業承継等経営支援事業に関すること
・ものづくり基盤技術強化支援事業・人材育成等支援事業
・経営支援講演会の開催
・異業種交流会の支援
・優良工業地視察等研修の実施
・災害時避難誘導塔の設置
イ 準工業地域の保全・拡充に関すること
・
「準工業地域指導基準」の対応
・
「住工共生まちづくり推進支援業務」の受託事業
ウ 事業発展・拡大事業に関すること
・
「ビジネスマッチング交流会」等の出展・支援(「ビジネスマッ
チング交流会’17」
、
「産業交流展 2017」の出展・支援、
「せた
がや産業フェスタ 2017」に関する事業)
・産・学・公 交流事業
エ 工業事業所 PR 及び情報提供事業に関すること
・ホームページの充実
・機関紙の発行等啓発事業
・区民まつり等イベントへの参加
オ 行政機関等との協力・連携事業に関すること
・行政機関等との協力・連携(諮問機関等への役員派遣、世田谷
ガリレオコンテストの協賛、小学校等への出前講座の実施、も
のづくり事業所見学の実施、就労体験受入れ事業の実施、若者
就労支援に係る協力・連携)
・区内産業交流団体(農・商・工)等との連携事業(「産業交流促進
会議」への参画)
Ⅱ.管理運営事業
ア 労働保険等加入促進事業に関すること
・労働保険事務の代行業務
・
「とうきょう共済」代理所業務
・新たな収益事業の開拓
イ 会員支援・拡充事業に関すること
・会員増強活動の取り組み
・
「ビジネスマッチング交流会」等の出展事業所支援
・区・都・工団連の産業表彰等への推薦
・会員交流事業の実施
ウ 組織運営事業に関すること
・総会・理事会・委員会等の事務運営
・青年部会活動の事務運営
エ 事務局運営に関すること
・会計・経理等業務
・事務所維持管理
・事務局職員福利厚生業務

「平成 29 年度一般会計収支予算(案)」も了承
平成 29 年度一般会計収支予算(案)は以下のとおりです。
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4 月 1 日付の区人事異動(幹部)が下記のとおりありました。
花房部長、川村課長、安藤常務理事・事務局長、馬場副参事
には、世工振の運営にご支援をいただきまして、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。
久末部長、香山課長、須田常務理事・事務局長、住谷副参事
におかれましては、今後“世田谷のものづくり”の発展にご支
援、ご指導を賜りますようお願いいたします。
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このたび、産業政策部長に着任いたしました久末でご
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おかれましては、日ごろ
から世田谷区の産業施策にご尽力いただき、まことにあ
りがとうございます。この場をお借りいたしまして御礼
申し上げます。
ものづくりは、人本来の欲求であり、その人の発想を
豊かにし、創造性を育み、苦労しながらも、わくわくす
る喜びが伴うものと思っております。区内に６基設置さ
れている AE-TOWER は、ものづくりに携わる異業種の
方々が区民の災害時の状況を想定しながら製作された
と聞いております。産業政策部としましては、今後
AE-TOWER の普及・促進に協力・支援してまいります。
今年度、区では、平成３０年度をスタートとする新た
な「世田谷区産業振興計画」の策定に取り組み始めます。
ものづくりの魅力を区内外に発信し、「住工共生のまち
づくり」を進め、人材育成を進めるとともに、技術の承
継ができる環境づくりを目指してまいります。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、よろしくご指導のほどお願いいた
します。

助成あります！

世田谷区内のものづくり企業が、区内にある工場の操業により生じる騒音、悪臭、及び振
動に関して、近隣住民等へ配慮することを目的として工場を改修する場合に、整備に要する
経費の一部を助成します。

第 39 回通常総会のご案内
♦日時：平成 29 年 6 月 13 日(火)
・総 会 午後 4 時 30 分
・懇親会 午後 6 時 00 分
♦会場：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。ご多忙とは存じますが、ご出席をよろ
しくお願いいたします。

「2017 防災産業展 in 東京」のご案内
♦日時：平成 29 年 6 月 7 日(水)～9 日(金)
10：00～17：00
♦会場：東京ビックサイト東ホール
「ソーラー避難誘導塔 AE－TOWER」も出
展します。詳しくは、事務局までお問合せ
ください。

《助成金の種類と助成額》
①世田谷区ものづくり企業立地継続助成金(＊新築及び増築に係るものは対象外です。)
対 象：区内で製造業を営む中小企業者
助成額：対象となる経費の 3/4 以内(最大 375 万円)
②世田谷区準工業地域創業等支援補助金
対 象：区内準工業地域で、建設業、製造業、洗濯業、自動車整備業を営む中小企業者
助成額：対象となる経費の 2/3 以内(最大 300 万円)
《助成対象者》
中小企業基本法に規定する中小企業者(詳しくは、同封のチラシをご覧ください。)
《助成対象となる事業》
・助成の対象となる費用の総額が、100 万円以上であること。
・平成 30 年 1 月３１日(水)までに、工事及び支払が完了していること。
・助成対象事業に係る契約および工事着手は、助成金交付決定後であること。
《申請期限》
平成 29 年 6 月 30 日(金)(期限厳守) ＊申請にあたっては、事前相談が必ず必要です。
《お問合せ》
世田谷区 産業政策部 工業・雇用促進課 電話３４１１－６６６２
〒154-0004 世田谷区太子堂２－１６－７ 三軒茶屋分庁舎 4 階
＊詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

今年度の優良工業地視察はモノづくり
のまち“大阪”を予定！！
わが国でも有数の中小モノづくり企業の集積地“大阪”を訪
ねるべく、下記の日程で優良工業地視察を計画中です。大阪の
モノづくりの技術・製品に触れ、視察後は大阪の味で懇親を深
めたいと思います。
詳細は追ってお知らせします。
〇日程

平成 29 年度「世田谷区ものづくり企業立地
継続支援事業」募集のご案内

平成２９年７月１４日（金）～１５日（土）

～親睦ゴルフコンペ・足柄～
4 月 19 日(水)、神奈川県足柄の「レインボーカントリー倶楽
部」において第 55 回世工振ゴルフコンペが絶好のゴルフ日和
の晴天の中開催されました。熱い戦いが繰り広げられました
が、鎌田一郎監事が栄冠を手に
されました。おめでとうございます！
なお、本コンペ
に当たり、協賛
していただきま
した皆様には、
厚く御礼申し
上げます。
♛優勝された鎌田監事♛

✍✍✍編集後記✍✍✍
仕事帰りのある日、ホームで電車を待っていると若葉の香りを
感じました。思いっきり深呼吸！ふっ～。体が軽くなった様で「今
夜は春キャベツとあさりのパスタに決まり！」と春風は体を起こ
すスパイスがあるのかなぁーと詩人のような事を思い家路を急ぎ
ました。新年度の始まりです！今年度も、
“世工振ニュース”をよ
ろしくお願いいたします。
（S・S 記）

「２０１７年度防災ハンドブック」（日刊工業新聞社刊）
に“ＡＥ－ＴＯＷＥＲ”を掲載！！
これまでの想定を超えた熊本地震から早１年、最新の情報を
掲載した「２０１７年度防災ハンドブック」が発行されました。
世工振の異業種交流会の中から生まれた
「災害時避難誘導塔
AE－TOWER（会えたわー）」
も避難所支援の項で 2 ページ
にわたり掲載。このハンド
ブックは全国の自治体と、
本年６月に東京ビックサイト
で開催される「防災産業展
in 東京」でそれぞれ配布
される予定です。

～さくらまつり・桜新町～
真夏のようなお天気の 4 月 16 日(日)、八重桜の花びらが風に舞い
っている桜新町商店街にて「第 31 回さくらまつり」が行われました。
今年も世工振恒例の“輪投げ”は大盛況で老若男女楽しまれ、景品
のしゃばん玉を嬉しそうにもって帰られました。
また、理事の皆さまの定番の
“ソースせんべい”
も、大好評でした。
童心に戻った 1 日
でした。
✿気合い十分✿

✿お天気に恵まれて✿
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