
４．経営改善普及事業（小規模企業の相談・指導）

（１）講習会等の開催による指導件数

回　　数 0 8 0 3 0 2 3 16

人　　員 0 157 0 32 0 24 32 245

回　　数 0 1 1 49 0 0 0 51

人　　員 0 14 6 403 0 0 0 423

○ 源泉個別指導会（９回　（社）相模原青色申告会共催）

平成２６年　７月　２日　青根公民館・青野原出張所　　　　　　　 参加者　８名

  　　　　　７月　３日　鳥屋・串川地域センター　　　　 参加者１４名

  　　　　　７月　４日　串川ひがし地域センター・津久井生涯学習センター参加者１７名

 　　　 　　７月　７日　津久井商工会館　　　　　　　　　　 参加者３０名

平成２７年　１月　８日　津久井商工会館 参加者３７名

　　　　　　１月　９日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者３２名

○ 青色記帳確認指導会（２回　（社）相模原青色申告会共催）

平成２６年１２月　２日　津久井商工会館　　　 参加者　２名

　　　　　１２月　３日　津久井商工会館 参加者　３名

○ 決算申告指導会(２３回　(社)相模原青色申告会・東京地方税理士会相模原支部共催)

平成２７年　２月　４日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　８名

　　　　　　２月　５日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　６名

　　　　　　２月　６日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　５名

　　　　　　２月　９日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　６名

　　　　　　２月１０日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　５名

　　　　　　２月１２日　津久井商工会館　　　　 参加者　３名

　　　　　　２月１３日　津久井商工会館　　　　　　　　　　 参加者　５名

　　　　　　２月１７日　青根公民館・青野原出張所　　　　　　　　 参加者　８名

　　　　　　２月１８日　串川ひがし地域センター・津久井生涯学習センター参加者　６名

　　　　　　２月２０日　鳥屋・串川地域センター　　 参加者１３名

　　　　　　２月２０日　津久井商工会館　　　　　　　　 参加者１０名

　　　　　　２月２４日　津久井商工会館　　　 参加者　９名

　　　　　　２月２５日　津久井商工会館　　　 参加者１２名
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平成２７年　３月　２日　津久井商工会館　　　　　　　 参加者１４名

　　　　　　３月　３日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　７名

　　　　　　３月　４日　津久井商工会館　　　　 参加者１１名

　　　　　　３月　５日　津久井商工会館　　　　　　　　　　 参加者　７名

　　　　　　３月　６日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１３名

　　　　　　３月　９日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１７名

          　３月１０日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１６名

　　　　　　３月１１日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１５名

　　　　　　３月１２日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１４名

　　　　　　３月１３日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１８名

○ 消費税申告指導会(２回　東京地方税理士会相模原支部共催)

平成２７年　３月２３日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　８名

　　　　　　３月２４日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　４名

○ 弥生会計決算講習会（１０回　参加者２０名）

平成２６年１２月１５日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　１２月１６日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　１２月１７日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　１２月１９日　津久井商工会館　　　　　　　　　

平成２７年　１月１４日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　　１月１６日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　　１月２１日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　　１月２３日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　　１月２８日　津久井商工会館　　　　　　　　　

　　　　　　１月３０日　津久井商工会館　　　　　　　　　



（２）経営指導員の相談指導

経営指導員指導件数 対　象 経営 経営 情報化 創業 金融 税務 労働 取引 その他 計

企業数 革新 一般

巡回指導 製造業 36 10 48 0 0 12 0 3 0 135 208

建設業 35 0 11 0 0 4 0 1 0 101 117

小売業 45 1 160 2 0 6 2 0 0 252 423

卸売業 7 0 6 0 0 0 0 0 0 20 26

サービス業 90 0 69 4 0 8 2 2 0 151 236

その他 16 2 6 0 0 19 0 2 0 69 98

小計 229 13 300 6 0 49 4 8 0 728 1108

窓口指導 製造業 57 16 100 2 0 32 38 38 5 282 513

建設業 64 2 68 2 0 44 75 53 1 318 563

小売業 49 9 276 4 4 27 61 13 5 505 904

卸売業 4 1 16 0 0 2 4 0 0 39 62

サービス業 130 7 85 13 0 37 86 44 1 448 721

その他 33 5 43 1 0 20 12 12 0 97 190

小計 337 40 588 22 4 162 276 160 12 1689 2953

合　　　計 566 53 888 28 4 211 280 168 12 2417 4061

（３）金融の斡旋

 金融の斡旋

日本政策金融公庫

　その他

　合　計

斡旋件数 貸付件数 斡旋総額 貸付総額

（千円） （千円）

ﾏﾙ経資金 7 7 43,200 43,200

一般・特別 11 10 53,500 38,500

環境改善資金等

　計 18 17 96,700 81,700

創業融資

市町村制度融資

県制度融資

18 17 96,700 81,700

商工貯蓄共済

その他金融機関

　計 0 0 0 0



○ 金融相談会の開催（２回　日本政策金融公庫厚木支店共催）

  平成２６年　６月１９日　津久井商工会館　　　　　　　　　　参加者　　６事業所

　　　　　　１１月１９日　津久井商工会館　　　　　 参加者　　１事業所

（４）記帳指導・労働保険事務代行

　　記帳機械化代行件数　　　　 １１件

　　労働保険事務代行　　　　　 ７５件

（５）各種共済制度の加入状況

　　小規模企業共済　　　　　　　 １０１件

　　中小企業倒産防止共済　　　　　　 ４件

　　中小企業退職金共済　　　　　　 ２４件

　　商工貯蓄共済　　　　　　　　 １２７件

　　神奈川県民共済　　　　　　　 ４９６件

　　神奈川県火災共済　　　　　　　 　６３件

　　神奈川県経営者福祉振興財団　 ６１７件

　　全国経営者年金共済　　　　　　 １３件

　　アメリカンファミリー保険　　　 ２８件

　　ＰＬ保険　　　　　　　　　　　　 ４件

　　全国経営者休業補償共済　　　　　 １件

　　全国商工会会員福祉共済　　　　　 １２件



５．（１）専門相談事業実績報告書

（２）窓口相談等

（業種別）

内容

業種

経営
全般

創業
事業
計画

資金 法律 税務 労務 取引 技術 ＩＴ その他 計

製造業 17 15 17 17

卸売業 0

建設業 35 34 35 35

小売業 6 6 6 6

サービス業 58 58 58 58

その他 0

計 116 113 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 116

（３） 窓口相談による専門家の活用 (人数） 16 （延人回） 16

移動相談会 (開催回数） （相談延件数）

講習会等開催 (開催回数） （参加者延人数）

（４）エキスパートバンク指導

  １事業所

  １事業所

  １事業所

　１事業所 　２日

　１事業所 　２日

　１事業所 　２日

　１事業所 　１日

（５）総合調整事業

　 　調査研究（津久井城ブランド品）  

  １部会

　１委員会

（６）地域連携推進事業応援センター支援機関支援事業

     にごみ（二・五・三）うどんプロジェクト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ４商工会・産学連携

＊津久井やまびこ祭り出展

＊にごみうどん教室開催

＊にごみうどん参加店募集

     経営計画 　２日

事業実施（窓口相談）期間　平成２６年４月１日　～　平成２７年　３月３１日（１６日設置）

*創業者・税務相談等からの要請に応じて、専門相談、専門家派遣事業を実施した

相談
延件数

対象企
業（個
人）数

相　談　内　容

     特許・商標 　１日

     経営・財務諸表分析 　２日

　２日

     販促活動

     社員教育

     経営革新

     情報化

　３日

   　講習会 　１日



６．地域総合振興事業

（１）総合振興事業

①情報技術委員会

○ＩＴ活用講習会開催（２回）　　

　平成２６年　９月２４日 「ＳＨＩＦＴ(シフト)で作る無料ＨＰ講習会」 参加者１３名

 講師：ホームページコンサルタント永友事務所 永友　一朗氏

  平成２７年　１月２１日 「ＬＩＮＥやＳＮＳを使った販売促進セミナー」 参加者１１名

 講師：ホームページコンサルタント永友事務所 永友　一朗氏

②会員サービス委員会     

○委員会開催（１回）

　平成２６年　８月１１日 会員交流親睦事業の開催について、事業実績について 参加者　４名

○事業者交流活性化事業（２回） 

　平成２６年　４月２９日 千葉県牛込海岸潮干狩り・横浜赤レンガ倉庫 参加者７６名

　平成２６年１２月１４日 箱根ガラスの森美術館・富士屋ホテルランチ 参加者６７名

③会員拡大推進委員会

○委員会開催（随時）

　平成２６年　８月２７日 ２６年度キャンペーン実施について

○会員拡大（未加入事業所加入推進）キャンペーン『仲間を増やそう！！』

＊平成２６年６月１３日～平成２７年３月３１日　１７名新規加入

④広報委員会

○委員会開催（６回）

○広報誌「トレンド」の発行(４回）

　平成２６年　６月２５日 第５８号発行

　　　　　　１０月２０日 第５９号発行

　　　　　　１２月１９日 第６０号発行

　平成２７年　３月３０日 第６１号発行

     各号トレンド発行時に市内公共機関等へ設置を依頼、ＨＰに掲載

○委員会開催（１０回）

　平成２６年　６月２６日　商工会館　津久井城勉強会について・まちづくりアンケート内容について

　　　　　　　８月　７日　商工会館　まちづくりアンケート質問内容について他

　　　　　　　９月１９日　商工会館　まちづくりアンケート中間集計について他

　　　　　　１０月１６日　商工会館　

　　　　　　１１月　６日　商工会館　

　　　　　　１１月１９日　商工会館　

　　　　　　１２月２３日　商工会館　

⑤地域活性化委員会（津久井地域まちづくり検討委員会）

「博多南駅、山陽新幹線・博多総合車両所」等視察研修会実施について他

「博多南駅、山陽新幹線・博多総合車両所」等視察研修会結果報告

「群馬県金山城祉」視察研修について・シンポジウム運営について他

「群馬県金山城祉」視察研修結果報告・シンポジウム開催結果報告



  平成２７年　１月１５日　商工会館　

　　　　　　　１月１９日　商工会館　

　　　　　　　１月２８日　商工会館　

⑥財務委員会

○委員会開催（４回）

　平成２６年　７月１６日　「更生予算（案）」の提出について

　　　　　　１０月１０日　「２７年度予算（案）策定スケジュール」について

　平成２７年　２月１６日　平成２７年度収支予算（案）の臨時総代会へ上程のについて

　　　　　　　３月　５日　平成２６年度収支決算状況について

○「事務局会計監査」の実施

　平成２６年６月から平成２７年３月まで、通算６回実施済

○「月次定例監査報告書」の提出（会長・監事あて）

　平成２６年１０月１６日　平成２６年度　中間報告

　平成２７年　４月２８日　平成２６年度　期末報告

○「収支予算・執行対比表」の提出（役員会あて）

　平成２６年８月末・平成２７年２月末　　通算２回提出

⑦珠算振興事業

全国商工会珠算検定試験

受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

１級 2 0 3 0 5 2 10 2

２級 7 2 9 3 14 7 30 12

３級 10 5 6 1 6 1 22 7

４級以下 10 7 12 11 6 3 28 21

合　計 29 14 30 15 31 13 90 42

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県公園協会　永井　智章氏

まちづくりアンケートについて

まちづくりアンケート集計結果について

まちづくりアンケートのまとめについて他

○講習会事業（３回）

　平成２６年　９月１９日『第１回津久井城勉強会～よみがえれ津久井城～』　参加者２９名

　　　　　　　　　　　　　　講師：有限会社　八代　代表取締役　守屋浩之氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県公園協会　野口　浩史氏

　　　　　　１１月１９日『第２回津久井城勉強会～津久井城主について～』　参加者２５名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：石野　孝氏

　　　　　　１２月　４日『群馬県太田市金山城の歴史的背景と津久井城について』　参加者２３名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県公園協会　野口　浩史氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　串川歴史研究会　　高橋　文男氏

○視察事業（３回）

　平成２６年１０月２９日～３０日『博多南駅、山陽新幹線・博多総合車両所』　参加者１０名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案内及び講師：ＪＲ西日本社員及び新幹線運転手

　　　　　　１２月　４日『群馬県太田市金山城視察研修』　参加者２３名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現地ガイド２名による案内・説明

　　　　　　１２月２３日『津久井城を歩く』　参加者２６名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県公園協会　永井　智章氏

区　分
第１７３ 回 第１７５回 第１７６回 合　　計



（２）商業振興事業（商業部会活動）

○部会開催（６回）

　　　　　　　　４月３０日　  童人夢農場

　　　　　　　　６月１８日　  童人夢農場

　　　　　　　　８月２７日    童人夢農場

　　　　　　　１０月２２日    童人夢農場

○部会研修会

○つくい逸店昼市委員会

＊部会同時開催　６回開催

　　平成２６年　５月１４日　 ６回開催

～ 津久井湖城山公園花の苑地・あぐりんずつくい

　　　　　　　１１月１６日　

○津久井観音霊場御開帳巡りバスツアー

　　平成２６年　５月１４日　 城山（宝泉寺）・津久井（光明寺）

　            　５月２１日　 相模湖(正覚寺・宝珠庵）・藤野（福王寺・藤野観音堂）

　　          　５月２８日　 観音霊場４ヶ寺巡礼  参加者１２９名

　　平成２６年１２月　８日　　商工会館

　　平成２７年　１月２０日　  商工会館

出展ＰＲ　５事業所：３名参加

津久井城ブランド事業について

商業部会・津久井城ブランド会運営について

　　平成２６年１１月２７日　  童人夢農場 中小企業診断士　古澤　智氏

観音霊場ツアー・逸店昼市について

観音霊場ツアー最終打合せについて

　　平成２６年　４月　９日　  童人夢農場

観音霊場ツアー報告について

２７年度事業計画策定について

平成２７年度事業実施予定について

平成２６年度予算執行状況について

逸店昼市運営について

　　平成２７年　１月２９日　  童人夢農場

○かながわ商工会まつり

横浜赤レンガ倉庫　イベント広場

　　平成２６年１１月２３日（日）　　　

テーマ『今後の商業部会活動について』

津久井城ブランド品本審査会：２事業所（３品認定）

津久井城ブランド品事前審査会：２事業所（３品エントリー）

　　平成２７年　３月２７日　  商工会館 終活カウンセラー　井川　京子氏

テーマ『これからの商機はジェロントロジーにあり』

○「つくい逸店昼市」

○津久井城ブランド会



（３）工業振興事業（工業部会活動）

○部会開催（４回）

　　平成２６年　６月　２５日　　商工会館　　 ２６年度事業実施計画について

　　　　　　　　７月　１７日　　商工会館 ２６年度視察研修について

　　　　　　　　９月　１７日　　商工会館 やまびこ祭り出店準備・視察研修について

　　　　　　　　１２月　９日　　商工会館

　　開催日：平成２６年１０月２６日（日）

　　参加人数：１２名

　　来場者数：２２，０００名

○視察及び名刺交換会事業（工業部会・おまかせ隊合同事業）

　・開催日：平成２６年１１月２０日（木） 出席者１４名

　・開催日：平成２７年３月３０日（日） 出席者　８名

　・場　所：東京ビックサイト『住宅フェア』視察

○『家のことならおまかせ隊』会議（８回）

　　 平成２６年　４月 ２５日　　商工会館

　　　　　　　　 ４月 ２５日　　商工会館 監査会　　　　出席　２名

　　　　　　　　 ５月 １４日　　料理や浜長 第８回総会　　出席３０名

　　　　　　　　 ６月 ２３日　　商工会館 第２回役員会　平成２６年度事業計画について

　　　　　　　　 ７月 　２日　　商工会館 第３回役員会　新聞折込チラシ内容校正について他

　　　　　　　 　９月 １０日　　商工会館 第４回役員会　やまびこ祭りＰＲ出店について

　　　　　　　 １０月 　７日　　商工会館 第５回役員会　やまびこ祭りＰＲ出店について

　　　　　　　 １２月 ２０日　　商工会館

    平成２７年   ３月 ３１日　　商工会館

○おまかせ隊ＰＲ活動

○２６年度実績：問合せ件数４９件・受注件数３３件・受注金額７１８万円（概算）

第６回役員会　平成２７年度事業計画（案）他

　・１０月２６日（日）第２９回津久井やまびこ祭り会場にてＰＲ活動

○第２９回津久井やまびこ祭り（工業部会・おまかせ隊合同事業）

２７事業計画（案）・合同視察研修について他

　・商工会広報誌『トレンド』へＰＲ記事掲載（６月・９月・１２月・３月）

　　テーマ：『組紐体験・住宅相談及び製品紹介』・『家のことならおまかせ隊』事業ＰＲ活動

第１回役員会　平成２６年度総会について

　・場　所：『東芝未来科学館』と『江戸風鈴篠原風鈴本舗』視察

第７回役員会　平成２７年度事業計画（案）他

　・市内近隣及び津久井地域へのチラシ新聞折込の実施（７月）



（４）青年部活動事業（部員数２０名）

○役員会１２回開催

　　１．委員会開催（１０回）

　　２．担当例会（３回開催）

①６月例会（６/１８）魅力ある町・人材育成委員会合同

「“絆”感謝運動」 　　　　　商工会館付近

○魅力ある町発信委員会

　　１．委員会（８回開催）

　　２．担当例会（１回開催）

　　１．委員会（８回開催）

　　２．担当例会（１回開催）

　　　　　商工会館

○第４８回通常総会　４月１９日（土）　　　　出席者２０名　　　　　　　　　　　　商工会館

            出席者７２名

　　　　　中郡二宮町海岸

　　②６月例会（６/１１）県北ブロック主張発表大会予選会

            出席者８名

　　②８月例会　地引網と海岸清掃事業 　　　　　中郡二宮町海岸

　　魅力ある町・人材育成委員会合同　出席者２８名

○人材育成委員会

　　　　　 津久井湖城山公園水の苑地

　　魅力ある町・人材育成委員会合同　出席者２８名

　　⑤１１月例会（１１/１６）　津久井リング職業体験

            出席者１４名

　　⑥１２月例会（１２/２２）　部員交流事業 出席者１４名　　　　　　　野　樂

○部員増強委員会

　　　　　商工会館

　　部員増強・人材育成委員会合同　出席者２８名

　　　　　商工会館

　　②８月例会　地引網と海岸清掃事業

　　③第１回やまびこオープン津久井商工会親睦ゴルフコンペ　　　　　　　津久井湖ゴルフ倶楽部

　　３．青年部ホームページ更新（１２回）

　　　　　商工会館

　　①６月例会（６/１８）部員増強・人材育成委員会合同

　　　「“絆”感謝運動」　　　　　　　　　　出席者８名　 　　　　　　商工会館付近

　　①総会後の懇親会（４/１９） 　　　　　商工会館

　　　　　城山商工会館

　　　「“絆”感謝運動」　　　　　　　　　　出席者８名　 　　　　　　商工会館付近

　　④８月例会　地引網と海岸清掃事業 　　　　　中郡二宮町海岸

　　③６月例会（６/１８）魅力ある町・部員増強委員会合同

            出席者１０名

　　⑦２月例会（１/２９）相模湖・城山・津久井・愛甲商工会青年部新年懇談会　旅館川正

            出席者４名



○第２９回津久井やまびこ祭り主管　 １０月２６日

実行委員会開催１０回

全体会議１回

○４商工会連携事業

・『クレーム対応の基本とＣＳ向上セミナー』開催（津久井商工会館）　出席者２０名

・県北ブロック事業（担当：藤野）

（５）女性部活動事業（部員数６１名）

○第３２回通常総会（４月３０日）　　　　　　　　　　　　  １５名出席  　場所：商工会館

○常任委員会（１１回開催）

○研修会

　･移動研修会（１１月１８日） 　３２名参加

　 新歌舞伎座視察研修

　･関東ブロック女性部交流研修会（７月８，９日） ２名参加

   群馬県前橋市ベイシア文化ホール

○講習会事業

　･加入保険の見直し方法と商工会共済制度について 　

　　（４月３０日）

　･税務・健康セミナー（７月３日）

　･ブルーベリー講習会（８月７日）

　･ディスカバーつくい（８月１０日） 　１７名出席　　場所：津久井湖

　･組紐小物づくり講習会（９月２４日） 　　５名出席　　場所：商工会館

　･タペストリー講習会（１２月１５日）

・相模原商工会議所青年部第４８回通常総会懇親会　４月１８日（金）相模原市産業会館

・津久井商工会通常総代会出席　　　　　　　　　　５月２３日（金）商工会館

　１５名出席　　場所：商工会館

　１０名出席　　場所：商工会館

　１２名出席　　場所：商工会館

　女性部員６名出席　場所：商工会館

　女性部・相模原法人会中・東地区共催

・「津久井リング」の開催　　　　　１１月１６日（日）来場者１０，０００名

・つくい湖さくらまつり出店　　　　　　　　４月６～７日（土・日）花の苑地

　（公社）津久井青年会議所合同事業　　　津久井湖城山公園水の苑地

　４月～３月　ブロック会議４回開催　

・県北ブロック主張発表大会予選会　　６月１１日（水）城山商工会館

・（公社）津久井青年会議所新年賀詞交歓会出席　　１月１６日（金）藤野芸術の家

・４町商工会青年部と相模原商工会議所青年部交流会　３月１３日（金）釜めし　やな川

・部員交流事業「アシラガフェニックス」９月２８日（日）山北町丹沢湖ダム広場

・第３回大きく変化する津久井地域を考えるシンポジウム　１２月１０日（水）津久井中央公民館

　　　市立中野中学校周辺

　　　 来場者数：２２，０００人

・津久井商工会理事会　　　　　　　　４月～３月　第２木曜日

・『交通死亡事故抑止キャンペーン』並びに『ゆずりあいキャンペーン』１１月２８日（金）相模湖プレジャーフォレスト駐車場



○広報事業

　･広報誌「第３０号まるがって記念誌」編集会議（５回）

　 ブログ更新

○福祉事業

　･竹の子作業所交流昼食会（９月１６日）

　･介護用古布・タオルの加工作業（９月１０日）

　･使用済切手の提供（津久井中央ロータリークラブ／３月３１日）

○その他の事業

　･つくい逸店昼市参加（１回） 　場所：津久井城山公園花の苑地

   手作り組み紐製品のＰＲ販売

　･やまびこ祭り参加（１０月２６日）

　･にごみうどん講習会（１０月２９日）

　･新年会（１月２６日　１２名出席）

　･県女性連関係事業（６回　延べ３５名出席）

　　　海老名

　　　津久井中央公民館

（６）事務委託団体

　　委　託　団　体　名 　　委託年度  担当職員

津久井料飲旅館組合 　昭和４２年度 平本

津久井湖遊船協会 　昭和５７年度 大嶋

中野商店街街路灯組合 　昭和５８年度 平本

企業組合「いろりばた工房」 　平成　６年度 平本

（７）表彰関係

○全国商工会連合会会長表彰（役員功労者）

　　受賞日：平成２６年１１月２０日

　　　受賞者：㈲苅辺商店　　　　　　　代表者  苅辺　俊秀氏

○第３２回神奈川県商工会優良産業人表彰（神奈川県知事・神奈川県商工会連合会会長表彰）

　　受賞日：平成２６年１１月２５日

　　　受賞者：篠原設備工業所　　　　　代表者　　篠原　壯吉氏　　　　　

　　　受賞者：㈲奈良鉄工所　　　　　　代表者　　奈良　只夫氏　　　　　

○優良小売店舗表彰（神奈川県知事・神奈川県商工会連合会会長表彰）

　　受賞日：平成２６年１１月２６日

　　　受賞店舗：晴　リカーショップあまり　　　　　  代表者　甘利　丈晴氏

（８）事務局職員

　　事務局長 　　大嶋　幸夫

　　経営指導員 　　井上　　智 経営支援担当職員　　　　平本　洋子

　　経営指導員 臨時職員　　　　　　　　原　　美穂

　場所：ワークピア横浜

　　　　愛川町文化会館

　　山口　浩司

　１０名出席　　場所：商工会館

経営指導員　　　　　　　石渡　直人

　　　　オークラフロンティアホテル

　場所：中野中学校校庭

　場所：料理や浜長

　場所：津久井中央公民館実習室

　１０名出席　　場所：竹の子作業所

　合計３３名出席　場所：商工会館


