
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 3 0 0 0 1 2 6

人　　員 0 47 0 0 0 19 22 88

回　　数 0 0 2 22 0 0 0 24

人　　員 0 0 6 246 0 0 0 252

○ 源泉個別指導会（５回　（社）相模原青色申告会共催）

平成２８年　７月　６日　津久井商工会館　　　　　　 参加者２６名

　　　　　　７月　７日　津久井商工会館　　　　　　 参加者２８名

平成２９年　１月　５日　津久井商工会館 参加者３３名

　　　　　　１月　６日　津久井商工会館 参加者２８名

　　　　　　１月１０日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者２８名

○ 青色記帳確認指導会（１回　（社）相模原青色申告会共催）弥生会計・決算準備指導会（４回）

平成２８年１２月　７日　津久井商工会館　　　 参加者　１名

　　　　　１２月　９日　津久井商工会館　　　 参加者　２名

　　　　　１２月１４日　津久井商工会館　　　 参加者　４名

　　　　　１２月１６日　津久井商工会館 参加者　２名

○ 決算申告指導会(１９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２９年　２月　７日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１９名

　　　　　　２月　８日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１０名

　　　　　　２月１０日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　９名

　　　　　　２月１４日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１４名

　　　　　　２月１５日　津久井商工会館　　　　　　　　　 参加者１１名

　　　　　　２月２１日　津久井商工会館 参加者１２名

　　　　　　２月２２日　津久井商工会館　　　　　　　　　　 参加者　７名

　　　　　　２月２４日　津久井商工会館　　　　　　　　 参加者１２名

　　　　　　２月２７日　津久井商工会館　　　　　　　　　　 参加者１０名

　　　　　　２月２８日　津久井商工会館　　 参加者１０名

　　　　　　３月　１日　津久井商工会館　　　　　　　 参加者　７名

　　　　　　３月　３日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１３名
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　　　　　　３月　６日　津久井商工会館　　　　 参加者１５名

　　　　　　３月　７日　津久井商工会館　　　　　　　　　　 参加者１３名

　　　　　　３月　８日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　９名

　　　　　　３月１０日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者２１名

          　３月１３日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者２６名

　　　　　　３月１４日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１６名

　　　　　　３月１５日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１１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２９年　３月２１日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者１２名

　　　　　　３月２２日　津久井商工会館　　　　　　　　　　　 参加者　８名

○ 弥生会計決算講習会（６回）

平成２９年　１月１１日　津久井商工会館　　　　　　　　　 参加者　３名

　　　　　　１月１３日　津久井商工会館　　　　　　　　　 参加者　１名

　　　　　　１月１８日　津久井商工会館　　　　　　　　　 参加者　１名

　　　　　　１月２０日　津久井商工会館　　　　　　　　　 参加者　１名

　　　　　　１月２５日　津久井商工会館　　　　　　　　　 参加者　５名

　　　　　　１月２７日　津久井商工会館　　　　　　　　　 参加者　１名



（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 42 0 90 0 0 13 0 4 0 176 283

建設業 37 0 17 0 0 0 0 1 0 117 135

小売業 51 0 183 2 0 19 13 1 0 214 432

卸売業 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25

サービス業 88 0 59 0 0 12 3 1 0 175 250

その他 20 0 28 1 0 0 1 3 0 97 130

小計 241 0 377 3 0 44 17 10 0 804 1255

窓口指導 製造業 67 2 148 3 0 20 35 60 3 204 475

建設業 93 0 89 12 0 16 51 48 3 263 482

小売業 71 0 286 19 0 19 64 25 0 349 762

卸売業 5 0 5 0 0 0 0 5 0 17 27

サービス業 147 0 82 21 0 22 53 38 0 382 598

その他 30 0 24 3 0 0 7 18 0 82 134

小計 413 2 634 58 0 77 210 194 6 1297 2478

合　　　計 654 2 1011 61 0 121 227 204 6 2101 3733

（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 28,000 27,000

一般・特別 2 2 17,500 17,500

環境改善資金等

　計 9 9 45,500 44,500

創業融資

市町村制度融資

県制度融資

9 9 45,500 44,500

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２８年　６月１７日　津久井商工会館　　　　　　　　　　参加者　　４事業所

　　　　　　１１月１５日　津久井商工会館　　　　　 参加者　　２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　　　　 ８件

　　労働保険事務代行　　　　　 ６９件

（５）各種共済制度の加入状況

　　小規模企業共済　　　　　　　 ９３件

　　中小企業倒産防止共済　　　　　　 ５件

　　中小企業退職金共済　　　　　　 ２５件

　　商工貯蓄共済　　　　　　　　 ９１件

　　神奈川県民共済　　　　　　　 ４７３件

　　神奈川県火災共済　　　　　　　 　５４件

　　神奈川県経営者福祉振興財団　 ６１９件

　　全国経営者年金共済　　　　　　 １１件

　　アメリカンファミリー保険　　　 ２４件

　　ＰＬ保険　　　　　　　　　　　　 １件

　　全国業務災害保険　　　　　 ５件

　　全国商工会会員福祉共済　　　　　 ３７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 18 17 18 18

卸売業 0 0 0

建設業 46 41 1 45 46

小売業 31 30 1 30 31

サービス業 50 45 1 49 50

その他 9 8 1 8 9

計 154 141 0 0 0 0 4 150 0 0 0 0 0 154

（３） 窓口相談による専門家の活用 (人数） 28 （延人数） 28

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 　１日

　１事業所 　１日

（５）総合調整事業

  ３部会

　１委員会

（６）地域連携推進事業

     津久井産材製家庭用生ごみ処理器「キエーロ」調査研究事業　　　　　　　　　　　　　  ４商工会連携

＊事例調査のため視察研修の実施

＊利用状況について調査

＊キエーロ事業説明会

＊キエーロ事業周知ＰＲ

＊試作品製作及び実証実験用配布

事業実施（窓口相談）期間　平成２８年４月１日　～　平成２９年　３月３１日（２８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

　１日

     創業 　２日

     経営・財務諸表分析 　３日

     経営計画 　１日

     商品開発・販路開拓

     特許・商標

     情報化

   　講習会 　３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

○委員会開催（１回）

　平成２９年　２月２２日 「わかりやすいInstagram（ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ）講習会」 出席者１９名

②会員サービス委員会     

○委員会・会員大会実行委員会開催（４回）

　平成２８年　６月　２９日 潮干狩り事業報告、会員大会について 出席者　６名

次年度事業について

　平成２８年　９月　１６日 会員大会について 出席者　５名

　平成２８年１０月　２６日　会員大会会員大会について 出席者　５名

　平成２８年１１月　１６日　会員大会会員大会について 出席者　４名

○交流活性化事業（２回） 

　平成２８年　５月　８日 千葉県牛込海岸潮干狩り・海ほたる 参加者５９名

　平成２８年１１月２７日～２８日　「会員大会」山梨県山梨市市民会館・石和温泉

参加者４７名

③会員拡大推進委員会

○委員会開催（４回）

　平成２８年　５月２５日 平成２８年度キャンペーン実施内容について 出席者　７名

実施期間　６月　９日～９月３０日　 加入金５千円免除

　平成２８年　９月２１日 会員拡大について 出席者　６名

キャンペーン期間延長　１２月末まで

　平成２８年１２月２１日 会員拡大について 出席者　７名

キャンペーン期間延長　　３月末まで

　平成２９年　２月２１日 新入会員懇談会 参加者１５名

＊平成２８年６月９日～平成２９年３月３１日 　加入事業所　２２件

④広報委員会

○委員会開催（５回）

○広報誌「トレンド」の発行(４回）

　平成２８年　７月　１日 第６６号発行

　　　　　　１０月１７日 第６７号発行

　　　　　　１２月２６日 第６８号発行

　平成２９年　３月３０日 第６９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（３回）

    出席者２１名

　　　　　　　７月２０日　商工会館　　　第１回特産品開発会議     出席者　９名

⑤地域活性化委員会（健康のまち・未病を治すまち津久井委員会）

　平成２８年　７月　４日　商工会館　　　第１回「健康のまち・未病を治すまち津久井」委員会 



　　　　　　　７月３１日　風のほとりで　第２回特産品開発会議     出席者１４名

○試作品開発（菊芋うどん・菊芋ラーメン）

○第３弾「みんなの津久井城」冊子３０００冊作成　小学校へ配布

⑥財務委員会

○委員会開催及び「事務局会計監査」の実施

　平成２８年６月から平成２９年３月まで、通算５回実施済

○「月次定例監査報告書」の提出（会長・監事あて）

　平成２９年　４月２５日　平成２８年度　期末報告

⑦珠算振興事業

全国商工会珠算検定

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 7 4 4 1 5 0 16 5

２級 12 4 8 1 12 4 32 9

３級 8 4 17 7 10 4 35 15

４級以下 19 16 17 14 2 0 38 30

合　計 46 28 46 23 29 8 121 59

区　分
第１８１ 回 第１８３回 第１８４回 合　　計

　平成２８年１０月２３日　津久井やまびこ祭り（中野中学校グランド）菊芋うどん試作品

　　　　　　　　　　　　　アンケート調査　

　平成２９年　２月１６日　「平成２９年新春賀詞交歓会」　菊芋ラーメン試食会及びアンケート調査



（２）商業振興事業（商業部会活動）

○部会開催（６回）

　　　　　　　　６月１６日　  童人夢農場

　　　　　　　　９月１５日　  童人夢農場

　　　　　　　１０月２６日    童人夢農場

　　　　　　　１１月１８日    童人夢農場

○つくい逸店昼市委員会

＊部会同時開催　６回開催

　　平成２８年　４月２３日　 ２回開催

～ 津久井湖城山公園花の苑地・ＪＡ津久井郡あぐりんず

　　　　　　　１１月１２日　

○農業体験・製造体験ツアー

　　平成２８年　４月２３日　 菊芋植え付け体験・いやしの湯・オギノパン

　            １１月１２日　 菊芋収穫体験・相模原協同病院薬膳料理・津久井湖城山公園ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ

参加者延べ６４名

　　平成２８年１１月　３日　 甲州街道小原宿本陣まつり　小原の郷　１４品目

　　　　　　　１１月２０日　  かながわ商工会まつり　横浜赤レンガ倉庫　１４品目

　　　　　　　１２月　４日　 ふらっとまるっと津久井特産市　金原工業団地駐車場　１３品目

　　平成２９年　２月１８日

　　　　　　　　　・１９日　

　　　　　　　　３月　５日　 津久井城まつり県立津久井湖城山公園　６品目

（３）工業振興事業（工業部会活動）

○部会開催（４回）

　　平成２８年　４月１８日　　商工会館　　 平成２８年度事業実施計画について

　　　　　　　　８月１８日　　商工会館 津久井産材キエーロ事業販売実施計画について他

　　　　　　　１０月　４日　　商工会館 やまびこ祭り準備・講習会開催について

津久井産材キエーロ事業設置事業者説明会

　　　　　　　１２月２０日　　商工会館

　　開催日：平成２８年１０月２３日

　　参加人数：１６名

　　来場者数：１５，０００名

　　平成２８年　４月　６日　  童人夢農場 農業体験ツアー・逸店昼市について

農業体験ツアー報告・逸店昼市・PR映像について

農業体験ツアー・PR映像について

平成２９年度事業・農業体験ツアーについて

平成２９年度事業計画策定について

○ＰＲ映像『つくいTHEムービー』制作

次年度事業計画（案）・講習会開催について他

○第３１回津久井やまびこ祭り（工業部会・おまかせ隊合同事業）

　　内　容：『津久井産材キエーロＰＲ展示』『ＪＡＸＡパネル展示』

　　　　　　「家のことならおまかせ隊」事業ＰＲ活動

　　平成２９年　３月１６日　  童人夢農場 平成２９年度事業実施予定について

○「つくい逸店昼市」

○津久井城ブランド出品

横浜港大さん橋マルシェ　横浜港大さん橋　１３品目



　・平成２９年　３月１３日   　 商工会館　

○視察及び名刺交換会事業（工業部会・おまかせ隊合同事業、津久井地域商工会連絡協議会）

　・平成２８年　５月１０日 出席者１８名

　・平成２９年　２月　１日 出席者１８名

○『家のことならおまかせ隊』会議（１１回）

　　平成２８年 　４月 １８日　　商工会館 第１回役員会　平成２８年度事業計画について

　　　　　　　　 ５月 １３日　　商工会館　　 役員選考委員会　

　　　　　　　　 ６月   ７日　　商工会館 第２回役員会　総会開催について他

　　 　　　　　　６月 １６日　　商工会館

　　　　　　　　 ６月 ２３日　　料理や浜長 第１０回総会　出席者２７名　　

　　　　　　　　 ８月 ２３日　　商工会館 第３回役員会　おまかせ隊広告折込について他

　　　　　　　　 ９月 １６日　　商工会館 第４回役員会　やまびこ祭り参加出展準備について他

　　　　　　　 １０月 １４日　　商工会館 第５回役員会　やまびこ祭り参加出展準備について他

　　　　　　　 １２月 １９日　　商工会館 第６回役員会　研修会開催について他

　　平成２９年　 １月 １７日　　商工会館　　 第７回役員会　おまかせ隊広告折込について他

　　　　　　　　 ２月 ２１日　　商工会館　　 第８回役員会　おまかせ隊広告折込・講習会について他

○研修事業

　　 平成２９年　３月 ２１日　　商工会館 相模原市住宅関連助成制度講習会　出席者９名

○おまかせ隊ＰＲ活動

○２８年度実績：問合せ件数５４件・受注件数４１件・受注金額４００万円（概算）

（４）青年部活動事業（部員数２２名）

○役員会及び全体会１３回開催

　　１．委員会開催（８回）

　　２．担当例会（３回開催）

　　①６月例会（６/６）交流・人財育成委員会合同

「“絆”感謝運動」 　　　　　　　　　　出席者８名 　　　　　商工会館

　　　　　商工会館

○工業部主催セミナー　「他社の取組み事例から学ぶセミナー」 合同会社タカク　高久　広氏

　・市内近隣及び津久井地域へのチラシ新聞折込・広告掲載の実施（２回）

　・商工会広報誌『トレンド』へＰＲ記事掲載（６月・９月・１２月・３月）

　・１０月２３日第３１回津久井やまびこ祭り会場にて事業所パネル展示・販促グッズの配布

○第５０回通常総会　４月２８日　　　　　　　出席者１８名 　　　　　杜のホールはしもと

　　　　　商工会館

出席者７名

逗子市商工会キエーロ事業視察研修

　　　　　　　　９月２３日　　　　出席者１６名 ＪＡＬ工場見学

津久井地域間工場見学、交流会

監査会　　　　　

            出席者１１名

　　３．青年部ホームページ更新・ＳＮＳ情報発信

○広報・部員増強委員会

　　　　　商工会館

            出席者１４名

　　②第３回やまびこオープン津久井商工会親睦ゴルフコンペ　　　　　　　長竹カントリークラブ

            出席者４５名

　　③３月例会（３/８）「部員増強に係る情報交換会」



○交流委員会

　　１．委員会（６回開催）

　　２．担当例会（３回開催）

　　①５月例会「各委員会意見交換会」　　　　出席者１４名　 　　　　　商工会館

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

　　③８月例会（８/２１）「家族会」　　　　 出席者２１名

　　１．委員会（８回開催）

　　２．担当例会（６回開催）

　　　「“絆”感謝運動」　　　　　　　　　　出席者　８名              

          商工会館

　　　　　津久井野樂

　　　　　津久井野樂

　　１．部会長会議（６回開催）全体会（３回開催）

　　２．５０周年記念式典・祝賀会及び記念事業イベント（２月５日）     津久井中央公民館

　　　　 JA津久井郡あぐりんず

○第３１回津久井やまびこ祭り主管（１０月２３日）

実行委員会開催１１回

全体会議１回

○４商工会連携事業他

・県北ブロック会議

　　　　　商工会館

　　②６月例会（６/６）部員増強・人財育成委員会合同

　　　　　商工会館

　　②６月例会（６/６）部員増強・交流委員会合同

　　　　　商工会館

　　③７月例会（７/１５）「最高のチーム作りへの意識

      向上セミナー」　　　　　　　　　　　　出席者３１名

　　④１０月例会（１０/７）　津久井やまびこ祭りＰＲ事業 　　　　　川崎競馬場

          まなづる海里ＢＡＳＥ

○人財育成委員会

　　　　　商工会館

　　①総会後の懇親会（４/２８）

         市立中野中学校周辺

　　　 来場者数：１５，０００人

・津久井商工会理事会　　　　　　　　４月～３月　第２木曜日

　４月～３月　１回開催　

・県北ブロック主張発表大会予選会・全国統一１００円玉募金他　６月２１日（火）相模湖総合事務所

・『交通事故コーン根絶キャンペーン』　７月１３日　城山川尻交差点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    出席者１０名

　　⑤１２月例会（１２/３）　部員交流事業   出席者１３名

　　⑥１月例会（１/２８）　　部員交流事業   出席者１１名

○津久井商工会青年部５０周年実行委員会

　　　　　商工会館

・津久井地区団体協議会新春賀詞交歓会出席　　　　　２月１６日　　　津久井商工会館

・綾瀬市商工会青年部５０周年記念事業　　　　　　　３月　３日　　　綾瀬市オーエンス文化会館

・『ゆずキャンペーン』　　　　　　　１２月１２日　城山川尻交差点

・スキルアップ講習会　　　　　　　　１０月２１日・３月７日　２回開催

・相模原商工会議所青年部第５０回通常総会懇親会　　４月２０日　　　相模原市産業会館

・津久井商工会通常総代会出席　　　　　　　　　　　５月１９日　　　商工会館

・津久井商工会「会員大会」出席　　　　　　　　　１１月２７日　　　石和温泉ビューホテル

・（公社）津久井青年会議所新年賀詞交歓会出席　　　１月３１日　　　もみじホール城山



（５）女性部活動事業（部員数５９名）

○第３４回通常総会（４月１９日）　　　　　　　　 　　 出席者１６名  　　　商工会館

○常任委員会（１２回開催）

○研修会

　･関東ブロック女性部交流研修会（７月１３日、１４日） 出席者　６名

   勝浦芸術文化交流センター

　･移動研修会（１２月１３日） 出席者　９名

　 国立印刷局小田原工場等視察

○講習会事業

　･「お店にも自分にも通じる整理・整頓術５S」講習会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４月１９日）

　･地場特産品開発研修会（８月３０日）

○広報事業

　･広報誌「第３２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６日）

　･介護用古布・タオルの加工作業（９月６日）

○その他の事業

　･やまびこ祭り参加（１０月２３日）

　･県女性連関係事業（７回　延べ１９名出席）

     ビッグパレットふくしま

     大塚商会研修会場

     神奈川中小企業センター

（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 佐藤・石渡

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２８年１１月１７日

　　　受賞者：㈱日本教育協会　　　　　代表者  宮浦　良久氏

　　　受賞者：㈱コバホーム　　　　　　代表者  小林　栄一氏

　　　受賞者：㈲奈良鉄工所　　　　　　代表者  奈良　只夫氏

　　　受賞者：㈲斉藤自動車整備工場　　代表者  齋藤美智夫氏

○全国商工会連合会会長表彰（女性部功労者）

　　受賞日：平成２８年１１月１７日

　　　受賞者：池上装飾                        池上ふみ子氏

出席者１７名　　　　商工会館

出席者　８名　　　　商工会館

　　　　海老名

　　　　勝浦芸術文化交流センター

出席者合計２５名　　商工会館

出席者７名    　　　竹の子作業所

出席者６名    　　　商工会館

　　　　　　　　　　中野中学校校庭

　　　　オークラフロンティアホテル



○第３４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２８年１０月１８日

　　　受賞者：(株)泰平堂製菓舗　　　　　　代表取締役　奈良　哲弥氏　　　　　

　　　受賞者：池上装飾　　　　　　　　　　専従者　　　池上ふみ子氏　　　　　

○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２８年１１月２５日

　　　受賞店舗：四季和膳　いづみ　　　　  代表取締役　大塚　和子氏

（８）事務局職員

　　事務局長 　　佐藤　　稔 経営支援担当職員　　　　平本　洋子

　 　　事務局次長 　　井上　　智 臨時職員　　　　　　　　原　　美穂

　　経営指導員 臨時職員　　　　　　　　都澤　佑佳

    経営指導員　　

　　榎本　幹夫

　　石渡　直人


