
平成２９年度事業計画書

事業方針

我が国経済は、イギリスの EU 離脱やトランプ大統領が打ち出す政策が、ど

のような影響を及ぼすのか、注視していく必要はありますが、官公需の下支えも

あって、穏やかな回復基調が続いていると言われております。しかしながら、個

人消費の勢いが力強さを欠くことや、仕入コスト・労働コストの上昇など、商工

会地域の中小企業・小規模事業者には、依然として厳しい経営環境が続いており

ます。

このような中、津久井地域は、圏央道相模原 IC の開通により、首都圏や関東

甲信越地方からのアクセスが、格段に良くなっていることや、リニア中央新幹線

に伴う、関連インフラの整備など、地域経済を活性化するための好材料が揃いつ

つあります。今後の津久井地域のまちづくりを考える時、首都圏から５０キロ圏

内にあって、豊かな緑と水に恵まれていることや「圏央道とリニアがスパークす

る」広域交流拠点というポテンシャルを活かした新たな構想を、市民が一丸とな

って長期的なビジョンに立ちながら、取り組むべき時期が来ていることを実感

します。

このような認識のもと、国、県等において、中小・小規模事業者の役割が見直

され「小規模企業振興基本法」の制定を契機として、様々な支援策が講じられて

います。そのうえで、従来から力を入れている経営指導員の巡回指導や窓口相談

等を通じて、これらの支援策の紹介や、積極的な活用を図ります。具体的には、

中小・小規模事業者の事業の持続的な、発展を後押しするための「小規模事業者

持続化補助金」や小売業者やものづくりに対する、様々な補助金の申請等を支援

してまいります。

また、豊かな森林を抱える津久井ならではの事業として、昨年から始めた津久

井の間伐材を有効活用した、家庭用生ごみ処理器（キエーロ）について、モニタ

ー調査等を行い、改良・改善を図り相模原市とも連携しながら、一層の普及拡大

に努め、地域経済とゴミの減量化という２つの循環システムの一翼を担う事業

に育ててまいります。

さらに、商工会として地域活性化の中期的な目標や取組を整理した「経営発達

支援計画」について、国の認定を受け、推進していくことも重要です。引き続き、

認定に向けて計画の策定に取組み、相談から成果まで会員の皆様に寄り添った

「伴走型支援」を充実してまいります。

平成２９年度も、会員皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。



事業内容

【会員担当事業】
１,執行部会議

＜基本方針＞

＜事業計画＞
■『津久井地区団体協議会』との連携を強化し、当地区の将来性を検討しつつ、『津久井地区のまちづく

　　り』を進めてまいります。

■県連ならびに諸団体・行政関連事業の対応窓口として、調整機能を発揮し効果ある事業実施を求めて

　　まいります。

■効率的な事業活動を念頭に、各部会・委員会間の活動調整と、積極的な助言・支援を実施いたします。

２,地域活性化委員会
＜基本方針＞

  地域の歴史的財産である津久井城址と城山及び地域資源を他地域へ向けて発信することで、地域の認知度

アップと来街者の増加に繋がる活動を行います。

また、津久井の地域資源を活用し、津久井地域が自然環境を活かし、ラジオ体操などの運動や菊芋や津久井

在来大豆を始めとした地元農産物を活用し予防医療に役立ち未病を改善するまちとして、安心して快適に住め

る地域づくりを目的に、農林商工医連携による地域経済活性化に向け各部会・委員会と連携し取り組んで行き

ます。

＜事業計画＞
■地域資源（マイスター）発掘調査事業

　・地元ならではの貴重な資源（マイスター）調査

■津久井城発信事業

　・冊子の活用、津久井城まつりへ参加しPR活動等

■健康のまち・未病を改善するまち津久井委員会協働事業

　・ラジオ体操等健康をテーマとした共同事業

３,会員サービス委員会
＜基本方針＞

　地域住民を含めた事業を開催し、商工会事業の周知と理解、地域住民と会員間の意見交換・情報交換の場を

提供し、地域に根差した活動により地域住民の理解と商工会組織強化、会員拡大に繋げて行く事を目的としま

す。

＜事業計画＞

　・地域住民を交え、商工会事業の理解と情報交換として会員・お客様とで潮干狩り事業及び地域交流事業を

　　行う

    繋げる

　・会員サービスの向上を目的とし、会員企業のニーズ等の情報収集を図り、会員の資質向上・会の基盤強化へ

　商工会運営全般に関する問題・課題に対し、基本的な対応策を研究・討議し、理事会等に提案いたします。
又、各部会・委員会の運営について、適切なる指導・支援を行います。

■地域住民交流研修事業

■調査研究事業



４,会員拡大推進委員会
＜基本方針＞

＜事業計画＞
■新規加入目標を３０事業所とし、年度を通してキャンペーンを実施する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　・地域内事業所の情報収集を行う（未加入事業所シート活用）

　 ・加入見込み事業所リストの管理と効率的な加入推進を図る

　 ・『会員拡大活用管内マップ』を活用し、情報交換を行い加入促進を図る

■広報委員会と連携しトレンドに新規会員紹介コーナーを継続して掲載し、新規加入促進に繋げる

■小規模企業サポーターと連携し、会員加入促進を図る

■新規会員に対して、商工会を理解して頂くため、懇談会を開催する

■「会員拡大」に貢献した個人・企業に対し、通常総代会に於いて記念品を贈呈する

５,情報技術委員会
＜基本方針＞

　最新のインターネットの動向を通じて、自社の経営に役立つ講習会を開催いたします。また、IT技術を活用し

地域における様々な情報発信をし、地域貢献へ繋げて行きます。

＜事業計画＞

　・地域情報・企業情報・観光情報など効果的な情報発信手段の構築

６,広報委員会
＜基本方針＞

＜事業計画＞
■年4回6月・9月・12月・3月に発行（内2回は新聞折込による配布）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・商工会活動やトピックなど事業所紹介を盛り込んだ総合的な地域情報誌を作成する

　・市内公共機関等への設置

　・会員拡大推進委員会と連携をとり、新規会員を紹介する記事内容を盛り込みPRすることで、新規加入促進へ

    繋げる

■情報発信事業

　・Ｗebカメラによる地域情報発信の整備

　・防犯カメラシステム保守運用

　小規模事業者にとっては消費の低迷、少子高齢化、人口減少等により大変厳しい経済状況になっておりま

す。このような中、地域商工業の発展と地域活性化を図るためには、地域経済団体の核である商工会の基盤強

化は必要不可欠です。商工会活動及び入会メリット等を周知するとともに、会員ニーズ等の情報収集に努め、組

織力強化のため「会員拡大」を命題として活動いたします。

　商工会会報『トレンド』を発行し、商工会活動内容をはじめ、中小企業向けの新規情報や地域の情報などを盛

り込み、会員のみならず広く地域の方々にも、地域情報誌として活用できる会報づくりを目的とします。

■ＰＣ機器等活用事業

　・最新Ｗｅｂツール・ソーシャルメディア等に関するセミナー（１回）

　・インターネット等を活用したパソコン操作講習会（２回）



７,財務委員会

＜基本方針＞

＜事業計画＞
■定例「会計監査」の実施～原則として毎月１回

■商工会財務状況の詳細分析・研究～科目別構成比率・補助金比率等

■中間・決算時点での監査報告書の提出

■自主財源確保に向けた取り組みの指導

８,次世代まちづくり構想委員会

＜基本方針＞

＜事業計画＞
■調査研究事業

　・津久井地域の経済活動や開発動向調査

　・少子高齢化社会に向けた津久井住民の意識調査

９,商業部会
＜基本方針＞

　「つくい逸店昼市」を開催し、相模原市民、旧津久井近隣のお客様に直接店舗PRを行います。地域内外に店

舗の存在を周知し、旧津久井の自然にも触れ、地域の良さを理解・再認識して頂き、再来訪を促すことを目的と

して昼市を開催します。先進商店街の視察研修や勉強会・ワークショップの開催・地域交流・情報発信の場等、

調査・研究活動を行います。

　津久井の名所見どころを巡る「農業体験ツアー（菊芋植え付け・収穫体験）」を開催し、当地域の自然と津久井

城ブランド品PRを行い地域活性化を図ります。昼市・HP・観光センター・イベント等での情報発信や、津久井各

地域資源の魅力を紹介するPR映像の制作を行い、「津久井城ブランド品」の売上増等相乗効果を図ります。ま

た、その需要の拡大及び品質の向上を図り、旧津久井地区内の商工業の振興を図っていきます。

＜事業計画＞
■「つくい逸店づくり」事業推進

　　・新規参加希望店舗の募集及び既存店舗フォロー

　　・HP等に掲載しPR

　　・小規模サポーター制度を活用した逸店の再構築

■「つくい逸店昼市」年2回開催（津久井湖観光センター・JAあぐりんずつくい等）

■調査研究事業

■津久井城ブランド品等情報発信事業

■農業体験ツアー（菊芋植え付け・収穫体験）の開催

＊適正なる会計処理継続の為、定期的な監査を実施する

＊商工会財務状況について、役員会・総代会等へ随時情報を提供する

　津久井地区の人口は、４３年後には１万人になると予想されているため、地域に公共投資が望めない要因に

なっています。しかしながら圏央道相模原ICが整備されたことにより、圏央道とリニアがスパークする首都圏南西

部の広域交流拠点都市として位置づけられています。この特徴やポテンシャルを活かした、未来に繋がるまち

づくりが必要です。地域の過疎化を防ぎ明るい未来を築くため、本年度は相模原ICを中心とした地域の調査・研

究事業を進めてまいります。



１０,工業部会
＜基本方針＞

　会員事業所の自社製品や技術をPRする事で、津久井管内の商工業活性化に向けた活動をして行きます。ま

た、異業種交流による受発注に繋がる視察研修や情報交換会の連携事業を実施します。家のことならおまかせ

隊事業では、地域に貢献する組織として連携を図り、地域住民の住環境整備を整えて行く活動をして行きます。

＜事業計画＞
＊工業事業

　　■受発注に繋がる自社製品・技術PR・技術展示会への出展

　　■企業向けセミナー等の開催

　　■連携を目的とした情報交換会や視察研修会の開催

　　■キエーロ事業拡大に向けた研究・販売促進

＊『家のことならおまかせ隊』事業

　　■組織力拡充に向けたPR活動

　　■会員向け各種制度・技術・接客力研修会

　　■広報事業として、チラシ作成折込（年３回）・看板設置・イベント参加

　　■地域貢献活動の実施による受注拡大

１１,青年部
＜基本方針＞

<事業計画>
■研修事業

■交流事業

■広報事業

■部員増強事業

　青年部は創立５０周年を迎え、次世代へ向けて新たな一歩を踏み出しました。本年度は「伝統を引き継ぎ未来

へつなげ」を合言葉に、よき伝統を引き継ぎながら、地域への貢献と私たち自身の成長を共に実現できる活動を

おこなってまいりたいと考えております。

　青年部は部員が自己研鑽に励む場としての重要な役割があると考えております。その役割を果たすために、

部員自身に有益となる事業を積極的に進めてまいります。

　また、青年部は地域振興に取り組む組織としての役割もあります。これまでの地域振興につながる事業を引き

継ぎながら、新たな取り組みにも挑戦して行きたいと考えております。

　私たちの活動を効果的に発信することで、津久井を広くPRして行きます。引き続きホームページとSNSを活用し

た積極的な広報活動を行います。

　そのような広報活動を通して、青年部活動に賛同頂ける仲間をもっと増やして行きたいと考えております。



＜基本方針＞

　『商売』が『笑売』となるよう、女性の目線や感性を重視した女性部活動に取り組んで参ります。個々の事業だ

けでなく、それらが繋がる事により大きくなっていくよう情報交換、講習会、研修会を実施して行きます。

　また、情報を収集し、この町ならではの新しい事業を提案します。実現に向けて行動することにより、隠れてい

る力を見つけ、地域に貢献して行きます。

＜事業計画＞

　　・地域特産品の開発及び販路拡大の研修

    ・イベント（やまびこ祭り等）への参加協力

    ・まちづくりの提言参加

　　・広報誌『まるがって』作成

■研修会・講習会事業の推進

　　・移動研修会等の開催

　　・資質向上に関する各種講習会等の開催

　　・福祉活動

　　・ブロック交流会の実施

■組織の拡充強化

　　・部員加入促進運動

■広報事業

■広域交流・連携事業の推進

１２,女性部

　　・シフト、ブログ等を活用しての女性部活動ＰＲ

■地域社会に貢献する事業の推進



平成２９年度　経営改善普及事業並びに一般事業等年間・月別計画書
（○印は随時実施）

　項　　　　目 ４　月 ５　月 　６　月 ７　月 ８　月 ９　月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １　月 ２　月 ３　月

１．諸会議

(1) 総代会  4月25日（監査会） 5月25日 忘年会 3月　　日（臨時）
(2) 役員会（第２木曜） 4月13日 5月11日 6月8日 7月13日 9月14日 10月12日 11月9日 12月14日 1月11日 2月8日 3月8日

新年会

(3) 執行部会議（第１木曜） 4月6日 6月1日 7月6日 9月7日 10月5日 11月2日 12月7日 1月4日 2月1日 3月1日
執行部・事務局会議 1月4日
２．会員担当事業

臨時総会 臨時総会

(1) 青年部事業 通常総会(4/21) 定例会 定例会 定例会 定例会 定例会・講習会 やまびこ祭り 定例会 定例会 定例会 定例会 定例会

(2) 役員会（第２水曜日） （講習会）

(2) 女性部事業 通常総会 常任委員会 常任委員会 常任委員会 常任委員会 やまびこ祭り 常任委員会 常任委員会 常任委員会 常任委員会

4月25日 県連研修会 研修会 ﾌﾞﾛｯｸ交流研修会 竹の子交流会 広報事業 広報事業 広報誌発行

啓発講習会 講習会 講習会 講習会

部員増強 部員増強 部員増強 部員増強 部員増強 部員増強 部員増強 部員増強 親睦会

(3) 商業部会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会 役員会

農業体験ツアー 5月13日 11月18日
昼市他 つくい逸店昼市 つくい逸店昼市

　　つくい逸店昼市委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会

津久井城ブランド品会 委員会 津久井城ブランド品募集 津久井城ブランド品募集 勉強会 審査会

(4) 工業部会 役員会 役員会 講習会 役員会・研修会 やまびこ祭り 講習会 役員会 役員会
　『家のことならおまかせ隊』 総会 役員会 役員会 やまびこ祭り 役員会 役員会 研修会

(5) 地域活性化委員会 第１回委員会 第２回委員会 第３回委員会 第４回委員会

(6) 情報技術委員会 委員会 委員会 委員会 委員会

情報発信事業 IT講習会 IT講習会 IT講習会

(7) 広報委員会 委員会 トレンド発行 委員会 トレンド発行 委員会 トレンド発行 委員会 トレンド発行

町内全戸配付 町内全戸配付

(8) 会員サービス委員会 会員交流事業 会員研修親睦事業
委員会 委員会 委員会 委員会 委員会 委員会

(9)会員拡大推進委員会 委員会 キャンペーン キャンペーン 委員会 キャンペーン キャンペーン 委員会 キャンペーン キャンペーン

(10)財務委員会 期末監査・決算 定例監査 定例監査 定例監査 定例監査 定例監査 定例監査 定例監査
中間報告

定例監査 定例監査 定例監査 定例監査

(11)次世代まちづくり構想委員会 委員会 委員会 　 委員会 委員会 委員会

(12)主要な会議・行事 津久井湖さくら
まつり4／8・9

県連総会 津久井地域商工会連
絡協議会総会

中野商店街街路灯
組合総会

企業組合いろりば
た工房総会

やまびこ祭り さがみはらフェスタ

相模原市民まつり
4/1・2

法人会総会 津久井料飲旅館
組合総会

 かながわ商工会
まつり

青申会総会

１．事務局担当事業

(1)記帳継続指導 源泉指導会 決算準備講習会 源泉指導会 決算指導会 決算指導会

弥生決算講習会 弥生決算講習会

(2)税務・経理指導会 源泉指導会 決算準備講習会 源泉指導会 決算指導会 決算指導会

弥生決算講習会 弥生決算講習会

(3)記帳機械化の推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(4)金融指導関係 ○ ○ 金融相談会 ○ ○ ○ ○ 金融相談会 ○ ○ ○ ○

経営総合相談会

(5)労務対策関係 労働保険料 概算保険料 概算保険料

健康診断

確定・概算

情報交換会
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