
世田谷ならではの
農業を追求する
河原農園

地域社会に溶け込む農業スタイル

閑静な桜丘の住宅街を歩いていると、急に目の前に広 と々した畑が現れます。

ここは、河原正幸さんが運営する河原農園。ご自身の直売所で販売している

野菜などの生産のほか、一部をふれあい農園や農業体験農園として開放

しており、区民は「みかん狩り」や「野菜作り」などを楽しんでいます。

みかん狩りは一昨年の2014年に初めて開催しました。「世田谷でみか

ん？」と不思議に感じる方もいると思いますが、温暖化の影響で世田谷で

も甘くておいしいみかんが採れるようになったそうです。毎年、11月下旬

～12月上旬に約4日間、1kg400円でみかんの量り売りをしています。

当日は、農園の前に行列ができるほどの盛況ぶり。昨年はおよそ500人も

の方が来園し、世田谷の新鮮なみかんを楽しみました。

農業体験農園は、園主である河原さんの指導のもと、種まきから収穫までの

一連の農作業を体験できるというもの。2011年に開園し、現在、20家族が

農作業を体験中。こちらも大変な人気で、応募倍率は8倍にも上るとか。

参加者は、自分の家だけでは食べきれないくらいの野菜を収穫しています。

世田谷のみかん栽培のマニュアルを作る

世田谷でもみかんが採れるようになったものの、みかん栽培のノウハウが確立されていないため、栽培方法は現在も試行錯誤が

続いています。そこで河原さんが中心となって、栽培技術の向上と標準化を図るため、世田谷目黒柑橘研究会を発足しました。

「3年ほど前から神奈川など、みかんの産地へ視察に赴き、栽培方法を勉強しています。この会の目的は世田谷ならではのみかん栽培の

マニュアルを完成させること。毎年の収穫状況や創意工夫を持ち寄って、バージョンアップを続けていく予定です」と河原さんは語ります。

世田谷のみかんは木になっている状態で熟し、一番おいしいタイミングで収穫できるので、みかん本来の味を楽しむことが

できます。甘くておいしい、世田谷のみかん。食べたくなりませんか？河原農園でのみかん狩りは11月下旬からです。みんなで

みかん狩りに出かけましょう。

世田谷の元気な産業が見えてくる
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1.みかん畑での作業風景　2.まだ緑色のみかんの実（7月の取材時）　3.河原農園代表の河原正幸さん　4.馬事公苑の寝藁を肥料に
使用している　5.みかん以外にもトマト、きゅうり、ナスなどおよそ20種類の野菜が栽培されている　6.世田谷区夏季農産物品評会
などでは、河原さんが会長を務める世田谷区農業青壮年連絡協議会が即売市を開催
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11月7日（月）～13日（日）
仕事と生活の調和について考えるきっかけとなるよう、11月にさま
ざまなイベントを実施いたします。会場、時間など詳細は、区のおし
らせ10月1日号または区のホームページ（10月1日公開予定）をご覧
ください。事前申込のイベントあり。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/167/321/d00141542.html
※11月12日（土）、13日（日）開催のわくわくワークフェスタin世田谷2016については、らぷらすホーム
ページをご覧ください。 → http://www.laplace-setagaya.net

世田谷区人権・男女共同参画担当課　TEL：03-5432-2259お問合せ

「ワーク・ライフ・バランスな１週間」を
開催します

eco検定（環境社会検定試験®）
受験対策セミナーのお知らせ

従業員の皆様のスキルアップにご活用ください！
eco検定合格のためのポイントを一日でカバーするセミナーです。
第21回検定試験（試験日12月18日実施）を目指します。

◉日時…11月15日（火）10:00～17:30（昼食休憩含む）
◉会場…世田谷産業プラザ3階大会議室（太子堂2-16-7）
◉講師…エコピープル支援協議会　専任講師　鈴木和男氏
◉受講料…8,200円（税込・昼食代込）（会員・一般ともに）　◉定員…70名
　　　　　　 ※講師オリジナルのレジメを配布します。

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461　
http://www.tokyo-cci.or.jp/setagaya/からも、お申込みいただけます。

お申込み・お問合せ

せたがや産業フェスタ2016開催決定！
世田谷の商業・工業・農業などの産業のＰＲを目的に開催します。
区内の産業団体などのゆるキャラ®が多数登場。区内の新鮮な
農産物の販売とガーデニング講習会、ものづくり体験、二足歩行
ロボットによるプロレスなど楽しい催しがいっぱい。「世田谷みやげ」
指定店舗のほか、様々な団体が出展します。

◉日時…10月22日（土）10：00～16：00
◉会場…世田谷区役所中庭、区民会館
詳しくは、ホームページをご覧ください。

世田谷区商業課産業連携担当　TEL：03-3411-6653

せたがや産業フェスタ2016

お問合せ

検索

若手人材の定着・採用を応援します！
区では、若手社員及び若手社員を指導する立場にある社員の方を
対象とした、若手社員の定着促進事業を実施いたします。区内
企業合同研修や個別のカウンセリングを通じて、定着促進だけで
なく、社員の成長の機会としてご活用いただけます。
また、区内企業の採用支援事業も実施しています。若年求職者
への研修、職場見学及び職場実習を通して企業理解を深め、参加
企業の皆様にご紹介する事業です。
若手人材の定着・採用に意欲のある企業の皆様は、この機会に
ぜひご参加ください。
◉参加企業の条件…区内に本社・本店または事業所を持つ企業
で、区の定める基準を満たした企業
【協力】東京商工会議所世田谷支部、公益財団法人世田谷区産業振興公社

世田谷区内企業・若年者マッチング事業事務局
TEL:03-6734-1303　E-mail:pr.setagaya@pasona.co.jp
※本事業は（株）パソナが世田谷区からの委託を受け、実施しています。

お問合せ

せたがや労働法セミナーのご案内
「有期雇用特別措置法」 

9月は障害者雇用支援月間です
「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」
では、常用雇用労働者数が50人以上の一般事業主は、その常用
雇用労働者数の2.0％以上の障害者を雇用しなければならない
こととされています。　
障害者雇用納付金制度の対象は、常用雇用労働者が100人を超え
る事業主となっており、対象となる事業主は、雇用障害者数が法定
雇用率（2.0％）に満たない場合、障害者雇用納付金を支払わなけ
ればなりません。また、本年4月から、障害者への不当な差別的
取り扱いが禁止され、合理的配慮に努めるよう定められています。
世田谷区障害者雇用促進協議会では、障害のある方の能力や
適性に応じた働く場を拡大していく取り組みとして、企業向け研修会
「障害者雇用支援プログラム」を実施しています。ぜひご参加いた
だきますようお願いします。

世田谷区工業・雇用促進課　 TEL：03-3411-6662
世田谷区障害者地域生活課　TEL：03-5432-2425

お問合せ

区の収集をご利用の事業者のみなさまへ
平成28年10月1日から、事業系の資源・ごみの排出ルールが変更
になります。区では、事業系ごみのさらなる減量化と適正な排出を
推進するため、区が収集する事業系の資源・ごみについて、一般
家庭に準じた日量10㎏未満「1回の収集で30㎏未満、45ℓの袋で
概ね3袋以内」に見直します。
変更後、日量10㎏以上「1回の収集で30㎏以上、45ℓの袋で概ね
4袋以上」を排出される事業者の方は、区では収集できませんの
で、廃棄物処理業者に委託し、適正に処理していただくようお願い
いたします。日量10㎏未満の少量排出事業者の方は、これまで
どおり区による収集もご利用できますが、必ず袋の容量に見合った
「事業系有料ごみ処理券」を貼ってお出しください。
資源については、区による回収のほか、民間の許可業者や、区の
回収より安価な事業系リサイクルシステムをご利用ください。

世田谷区清掃・リサイクル部 事業課　TEL：03-5432-2289お問合せ

～人材活用の制度設計と助成金の活用～
多様な人材と多様な働き方に対応すべく、雇用制度の整備について
お話します。ぜひご参加ください。
◉日時…10月28日（金）セミナー：14:00～／個別相談会：15:30～　
◉会場…三茶おしごとカフェ　
◉講師…東京都社会保険労務士会世田谷支部 社会保険労務士
　　　　嵐田明由美氏　
◉対象…事業主または人事担当者、関心のある方 　
◉定員…36名（受付先着順）　◉受講料…無料　
◉申込み…9月23日（金）より電話にて受付開始

三茶おしごとカフェ（世田谷区三軒茶屋就労支援センター）
太子堂2-16-7世田谷産業プラザ2階　TEL 03-3411-6604

お問合せ
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世田谷税務署・世田谷都税事務所
庁舎移転のお知らせ
世田谷税務署、世田谷都税事務所は、庁舎建て替えが完了し、新庁
舎（世田谷合同庁舎）へ移転します。東急世田谷線「松陰神社前」駅
から徒歩４分です。駐車場台数に限りがございますので、お越しの際
は、公共交通機関をご利用ください。
◉世田谷税務署
［新庁舎での業務開始日］…平成28年9月20日（火）から
＜移転先＞〒154-8523 若林4-22-13 世田谷合同庁舎 3階・4階
◉世田谷都税事務所
［新庁舎での業務開始日］…平成28年10月11日（火）から
＜移転先＞〒154-8577 若林4-22-13 世田谷合同庁舎 5階・6階

世田谷税務署　TEL:03-6758-6900（代表）※電話番号は変わりません
世田谷都税事務所　［移転前10月7日まで］TEL:03-3708-7020（代表）
　　　　　　　　　［移転後10月11日より］TEL:03-3413-7111（代表）

お問合せ

経営支援コーディネーターにご相談ください
・赤字経営で、金融機関からこれ以上の融資はできないといわれた。
・現在の勤務先の社長から、会社を継がないかといわれた。
・経営改善計画を作ったので、見てほしい。
こんなとき、経営支援コーディネーターが支援します。世田谷区産
業振興公社に、電話で相談日の予約をしてください。

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援係　
TEL:03-3411-6608

お問合せ

東京信用保証協会からのお知らせ
江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2016開催のご案内
「東京創造力～キラリと光る中小企業の力～」
をテーマに10回目となるビジネスフェアを
東京国際フォーラムにて開催いたします。
新技術や新商品の情報収集の場として、また
ビジネスパートナーとの出会いの場として、
ぜひ積極的にご活用ください。皆さまの
ご来場を心よりお待ちしています。
◉日時：10月12日（水） 10時～17時
◉会場：東京国際フォーラム ホールE（千代田区丸の内3-5-1）
◉内容:280企業・団体によるブース展示／著名講師陣による
講演会／第1部（午前）…大澤孝征氏／第2部（午後）…齋藤孝氏／
出展者によるプレゼンテーション
◉入場無料
本ビジネスフェアの詳細は、当協会ホームページの「融合展専用
ページ」をご覧ください。

東京信用保証協会 ビジネスフェア実行委員会事務局
TEL：03-3272-2070   http://www.cgc-tokyo.or.jp

お問合せ

マル経融資のご案内
マル経融資（小規模事業者経営改善資金融資制度）は小規模事業経営
をバックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦に基
づき融資される国（日本政策金融公庫）の制度です。
◉融資限度額▶2,000万円
◉返済期間▶運転資金：7年以内　◉設備資金：10年以内
（上記の限度額および期間の取り扱いは、平成29年3月31日の日本
政策金融公庫受付分まで。）
◉担保・保証人▶不要（保証協会の保証も不要です。）
◉融資利率▶1.30％（平成28年8月10日現在）
※利率は金融情勢により変わることがあります。 ※世田谷区から、3年間支払利子の
30％の利子補給金が支給されます。 ※条件等は、変更となる場合があります。 ※審査
の結果、ご希望に添えないことがあります。 詳しくは、東京商工会議所世田谷支部まで。

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461お問合せ

「女性のための創業セミナー」を開催します
今、働く時間や場所にとらわれない「起業」という働き方に女性から
の注目が集まっています。自分の「好き」を仕事にできるのが起業の
魅力。このセミナーでは、起業に必要な知識や、起業のためのノウハ
ウについて学ぶことができます。
◉日時…10月7日・14日・28日、11月11日・18日・25日
　　　　いずれも金曜10:00～12:00
◉会場…世田谷産業プラザ　◉受講料…1万円
詳細は、公社ホームページをご覧ください。
http://www.setagaya-icl.or.jp

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援係　
TEL:03-3411-6608

お問合せ

「ネットショップ出店セミナー」のお知らせ
・私の商品を、ネットショップで売ってみたい
・ネットショップに興味はあるけど、何からはじめて良いのか、わからない
Yahoo!ショッピング出店セミナーで、ネットショップでの売り方を
学びます。
◉日時…11月18日(金) 10：00～12：00
◉会場…世田谷産業プラザ　◉受講料…無料
◉講師…ヤフー株式会社 白山達也氏
詳細は、10月1日以降公社ホームページをご覧ください。 
http://www.setagaya-icl.or.jp

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援係　
TEL 03-3411-6608

お問合せ

公益財団法人世田谷区産業振興公社 経営支援係
TEL:03-3411-6603

お申込み・お問合せ

世田谷区の中小企業融資あっせん制度のご案内
区では、区内中小企業者の事業経営に必要な資金調達を支援する
ため、東京信用保証協会と金融機関の協力による融資あっせん
制度を設けています。

利用要件等詳細はお問合せください。

《主な融資制度》

制度名

①小口零細
　資金 1,250万円 2.1％

2.1％

2.2％

2.2％

2.1％

1.6％

1.8％

1.7％

0％

1.8％
（2.0％）

0.5％

0.3％

0.5％

2.2％

0.3％
（0.1％）

2,000万円

2,000万円

2,000万円

②経営活力
　改善資金
③景気対策
　緊急資金

運転・
設備

④事業資金

⑤創業支援
　資金

使途 借入限度額 名目
利率（年）

区負担
利率（年）

本人負担
利率（年）

②③の利用枠
は共通です。

（）は空き店舗特例
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経営上の問題点主要景況指数表［今期の状況（前期比）］

今期の業況（前期との比較）

概況：＜DI（Diffusion Index）とは…＞ DI（%）＝「良い」「増加」等企業割合－「悪い」「減少」等企業割合

今期業況DI=

1.8

世田谷区における中小企業の景況

1位「従業員の確保難」25.3％（前期比＋2.5ポイント）と前回順位2位から1位に上昇した。2位「人件費の増加」24.7％（同2.6ポイント）と前回順位
4位から2位に上昇した。3位「人件費以外の経費の増加」22.1％（同▲1.2ポイント）と前回順位1位から3位に順位を下げた。4位が同率で2項目「新
規参入者の進出や同業者の増加」19.7％（同▲1.8ポイント）は前回順位5位から、「仕入単価、下請単価の上昇」19.7％（同＋2.2ポイント）は前回順
位8位から上昇した。7位「販売単価、製品単価、請負単価の低下・上昇難」17.9％（同＋4.5ポイント）などが前回順位から上昇した。6位「需要の停
滞」19.5％（同▲3.0）、8位「購買ニーズの変化への対応」17.6％（同▲2.8ポイント）、などは前回順位から下降した。

第56回調査実施概要
1.調査時期：平成28年7月1日～7月12日 2.対象期間：平成28年4月～平成28年6月期、および平成28年7月～平成28年9月期見通し 3.調査対象：支部
会員中小企業（約2,802社）①製造業・建設業・運輸業・その他の業種（②～④を除く）…資本金3億円以下、または従業員300人以下 ②卸売業…資本金1億

円以下、または従業員100人以下 ③小売業…資本金5千万円以下、または従業員50人以下 ④サービス業…資本金5千万円以下、または従業員100人以下 4.調査
方法：調査票郵送～郵送・FAXにて回収。世田谷信用金庫・昭和信用金庫に協力依頼。 5.回収状況：合計380社（回収率13.6％）製造業…48社・不動産業…43
社・小売業（飲食業含む）…67社・建設業…69社・卸売業…37社・サービス業…116社

（注）調査項目：業況（好転⇔悪化）、売上額（増加⇔減少）、資金繰り（好転⇔悪化）、仕入単価（上昇⇔低下）、在庫数量（増加⇔減少）、従業員（増加⇔減少）、営業時間（延長⇔短縮）、借入難度（容易⇔困難）、採算（好転⇔悪化）

DIとは、各設問の項目について、「増加」「好転」したとする企業の割合から、「減少」「悪化」したとする企業の割合を差し引いた値です。したがってDIがプラスを示している場合は、全体として「増加」「好転」したとする企業の
割合が多く、景気（またはそれぞれの要素）が上向きの傾向にあることを示します。逆にマイナスを示している場合は、景気が低迷の傾向にあることを示します。

今期（平成28年4月－6月期実績）の業況DIは、▲1.8ポイントで、前期から8.1ポイント改善し、3期ぶりの改善となった。

来期の業況見通しDIは、▲5.0ポイントと、前回調査から0.9ポイントと4期連続、悪化が見込まれる。業 況

今期は、資金繰り▲4.5（前期比＋3.4）、借入難度▲0.8（同＋1.5）、売上額▲3.4（同＋1.0）の3指標のポイントが増加し、

営業時間0.0（前期比▲4.1）、仕入単価＋15.0（同▲3.4）など5指標のポイントが減少した。来期見通しは、従業員8.7（当期比

＋7.1）、在庫数量▲1.1（同＋2.3）の2指標のプラスが見込まれる。

好転
18.4％悪化

回答なし3.9％

DI ▲1.8 =
好転18.4％ － 悪化20.3％

※前回調査（-9.9）から

8.1ポイント改善

20.3％

不変
57.4％

来期の見通し（今期との比較）

来期見通しDI=

5.0
好転
15.5％悪化

回答なし4.5％

DI ▲5.0 =
好転15.5％ － 悪化20.5％

※前回調査（-4.1）から

0.9ポイント悪化

20.5％

不変
59.5％

主な
指標別の
傾向

DI値

平成27年
7-9月

平成27年
10-12月

平成28年
1-3月

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月（見通し）

業種別
の動向

「世田谷区」（▲1.8ポイント、前期比＋8.1）は3期ぶりに改善。「東京23区」（▲10.3ポイント、同▲3.0）は悪化し、「全国」

（▲22.2ポイント、同＋1.0）は3期ぶりに改善した。来期は、「世田谷区」（▲5.0ポイント、当期比▲3.2）は悪化する見通し。

「東京23区」、「全国」は改善する見通し。

今期の業種別DIは、「製造業」＋4.2（前期比＋24.2）、「不動産業」＋9.3（同＋18.0）、「小売業」＋3.0（同＋15.5）など5業種で

改善し、「建設業」▲13.0（前期比▲22.7）のみが2期連続で悪化した。来期は、「建設業」＋8.7（当期比＋21.7）のみが改善

する見通し。

東京都・
全国との
比較

順位

 1 従業員の確保難 96 25.3％ ↑ 2

 2 人件費の増加 94 24.7% ↑ 4

 3 人件費以外の経費の増加 84 22.1％ ↓ 1

 4 新規参入者の進出や同業者の増加 75 19.7％ ↑ 5

 4 仕入単価、下請単価の上昇 75 19.7％ ↑ 8

 6 需要の停滞 74 19.5％ ↓ 3

 7 販売単価、製品単価、請負単価の低下・上昇難 68 17.9％ ↑ 9

 8 購買ニーズの変化への対応 67 17.6％ ↓ 6

 9 大企業（大型店）進出による競争激化 52 13.7％ ↓ 7

 10 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 33 8.7％ ↑ 15

 10 取引条件の悪化 33 8.7％ － 10

 12 生産設備の不足・老朽化 26 6.8％ ↓ 11

 13 事業資金の借入難 24 6.3％ ↑ 14

 14 購買力の他地域への流出 19 5.0％ ↓ 12

 15 在庫の過剰 18 4.7％ ↑ 17

 16 その他 17 4.5％ ↓ 13

 17 在庫の不足 6 1.6％ ↑ 18

 18 金利負担の増加 5 1.3％ ↑ 19

 19 代金回収の悪化 4 1.1％ ↓ 16

 20 生産設備の過剰 1 0.3％ － 20

項　　目 回答数 回答率 前回順位 順位 項　　目 回答数 回答率 前回順位

 業況 売上額 資金繰り 仕入単価 在庫数量 従業員 営業時間 借入難度 採算

全　体 ▲1.8 ▲5.0 ▲3.4 ▲3.7 ▲4.5 15.0 ▲3.4 1.6 0.0 ▲0.8 ▲9.2
製造業 4.2 ▲14.6 10.4 ▲12.5 6.3 18.8 ▲10.4 0.0 0.0 0.0 ▲2.1
建設業 ▲13.0 ▲14.5 ▲14.5 ▲10.1 ▲8.7 14.5 ▲1.4 1.4 1.4 13.0 ▲13.0
不動産業 9.3 7.0 9.3 11.6 7.0 20.9 ▲2.3 2.3 2.3 7.0 ▲4.7
卸売業 ▲13.5 5.4 ▲16.2 0.0 ▲10.8 8.1 ▲2.7 0.0 0.0 ▲5.4 ▲13.5
小売業 3.0 ▲1.5 0.0 ▲6.0 ▲6.0 16.4 ▲4.5 ▲4.5 ▲3.0 ▲10.4 ▲7.5
サービス業 ▲0.9 ▲5.2 ▲5.2 ▲1.7 ▲7.8 12.9 ▲1.7 6.0 0.0 ▲5.2 ▲11.2

前年
同期比

前年
同期比

主要景況指数表［来期の見通し（当期比）］

 業況 売上額 資金繰り 仕入単価 在庫数量 従業員 営業時間 借入難度 採算

全　体  ▲5.0  ▲6.1 ▲6.8 14.5 ▲1.1 8.7 ▲0.3 ▲1.6 ▲10.8
製造業  2.1  4.2 ▲4.2 14.6 ▲10.4 2.1 ▲8.3 ▲2.1 ▲8.3
建設業  8.7  10.1 0.0 14.5 0.0 15.9 2.9 11.6 1.4
不動産業  ▲4.7  0.0 0.0 30.2 4.7 9.3 0.0 9.3 ▲9.3
卸売業  ▲27.0  ▲27.0 ▲13.5 13.5 ▲2.7 2.7 0.0 ▲2.7 ▲29.7
小売業  ▲9.0  ▲19.4 ▲10.4 13.4 0.0 0.0 ▲1.5 ▲4.5 ▲14.9
サービス業  ▲6.9  ▲7.8 ▲10.3 9.5 0.0 13.8 1.7 ▲11.2 ▲11.2

※複数回答（3つまで選択）のため、回答率の合計は100％を超える。

※データ参照（データ：業況判断DI前期比）
東京23区=「東商けいきょう：業況判断DI」（東京商工会議所）
全　　 国=「中小企業景況調査　業況判断DI（前期比季節調整値）」
　　　　　（独立行政法人中小企業基盤整備機構）

業 況

売 上 額

資 金 繰り

仕 入単価

在庫数 量

従 業 員

営業時間

借入 難 度

採 算

 2.5 ▲0.6 ▲9.9 ▲1.8 ▲5.0

 ▲0.6 4.3 ▲4.4 ▲3.4 ▲6.1

 ▲4.8 ▲3.8 ▲7.9 ▲4.5 ▲6.8

 23.5 18.8 18.4 15.0 14.5

 ▲0.6 ▲2.3 0.0 ▲3.4 ▲1.1

 0.3 0.3 4.1 1.6 8.7

 4.5 1.7 4.1 0.0 ▲0.3

 ▲0.8 ▲4.6 ▲2.3 ▲0.8 ▲1.6

 ▲3.7 ▲4.6 ▲7.0 ▲9.2 ▲10.8

全 体

製 造 業

建 設 業

不動産業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

 2.5 ▲0.6 ▲9.9 ▲1.8 ▲5.0

 15.8 ▲16.7 ▲20.0 4.2 2.1

 16.7 23.2 9.7 ▲13.0 8.7

 9.3 0.0 ▲8.7 9.3 ▲4.7

 0.0 ▲2.3 ▲22.0 ▲13.5 ▲27.0

 ▲8.3 ▲6.3 ▲12.5 3.0 ▲9.0

 ▲6.3 ▲6.7 ▲12.2 ▲0.9 ▲6.9

世田谷 区

東京23区

全 国

 2.5 ▲0.6 ▲9.9 ▲1.8 ▲5.0

 ▲6.6 ▲7.4 ▲7.3 ▲10.3 ▲5.5

 ▲15.5 ▲19.0 ▲23.2 ▲22.2 ▲20.0

DI値

DI値

業況
売上額
資金繰り
仕入単価
在庫数量
従業員
営業時間
借入難度
採算

全体
製造業
建設業
不動産業
卸売業
小売業
サービス業

世田谷区
東京 23 区
全国

平成27年
7-9月

平成27年
10-12月

平成28年
1-3月

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月（見通し）

平成27年
7-9月

平成27年
10-12月

平成28年
1-3月

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月（見通し）

平成27年
7-9月

平成27年
10-12月

平成28年
1-3月

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月（見通し）

平成27年
7-9月

平成27年
10-12月

平成28年
1-3月

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月（見通し）

平成27年
7-9月

平成27年
10-12月

平成28年
1-3月

平成28年
4-6月

平成28年
7-9月（見通し）
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※数値については小数点第2位を四捨五入しており、計算値が一致しない場合がある。
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〈発　行〉

毎日が勉強
それが楽しくて充実しています
世田谷区が昨年、東京23区では初めてとなる、自治体が建設業の採用活動を支援する

就職マッチングを実施しました。今回ご紹介する立石将人さんは、そのマッチングで桜新町

にある丸山工務店に就職が決まり、この春から工事部に属する大工として働いている

フレッシャーです。「覚えることが山のようにあって、毎日が勉強です。日を重ねるごとに少し

ずつ成長している自分を実感できるので、それがやりがいに繋がり、楽しく充実した日々を

過ごしています」と語る立石さんの将来の夢は独立。社長の丸山正高さんは「この仕事は

独立するつもりでやら

ないと、一人前にはなり

ません」と独立を目指す

立石さんをサポートして

います。「いろんなことを

吸収して、１日でも早く

一人前になれるようこれ

からも励んでいきます！」

S E T A G AYA

N E W
P O W E R !

株式会社丸山工務店
桜新町2-14-12
TEL：03-3420-0277
http://www.maruyamakoumuten.co.jp/

世田谷区で働き始めた
新人の奮闘ぶりを

ご紹介

ここが東京？
自然を感じる等々力周辺

W O R K I N G  i n

S E T A G AYA
技術を大切にし
企業を成長させる

世田谷の物産観光全体の
ボトムアップを図る

世田谷物産観光有限責任事業組合
世田谷1-16-14
TEL：03-6413-6026

株式会社田中電氣研究所
経堂3-30-10
TEL：03-3425-2381
http://www.tanaka-e-lab.com

世田谷を熱くする
人・モノ・技術のご紹介

世田谷区の産業を
力強く支援

産  業
バックアップ

代表取締役 田中敏文さん 立石将人さん
株式会社丸山工務店工事部
2016年4月入社

代表組合員 本田浩之さん

公益財団法人世田谷区産業振興公社
TEL:03-3411-6602　FAX:03-3412-2340

URL : http://www.setagaya-icl.or.jp

東京商工会議所世田谷支部
TEL:03-3413-1461　FAX:03-3413-1465

URL : http://www.tokyo-cci.or.jp/setagaya

世田谷区産業政策部
TEL:03-3411-6652　FAX:03-3411-6635

URL : http://www.city.setagaya.lg.jp

小田急線経堂駅の北口に、世界と対等以上に

戦うことのできる優れた技術を持つ会社が

あります。その会社が田中電氣研究所。

平成5年から自社製品として製造・販売を始めた

ダスト濃度計は世界の市場でも高く評価され

ており、昨年から販売している「白濁排ガス用

ダスト濃度計」は、その技術の高さから、今年の

4月には第28回中小企業優秀新技術・新製品

賞において、優良賞、環境貢献特別賞、産学官連携特別賞に輝きました。

工場のボイラーや焼却炉から排出される排ガスのばいじん（ダスト）の濃度を測る測定

器で、これまでは排ガスに含まれる水分ミストが影響して正確なダスト測定が困難でしたが、

ミストを気化し透明にすることでダストの測定を可能にしました。導入工場の環境性と

生産性の向上に大きく寄与します。

「ダスト濃度計のメーカーとしては世界のトップ4入りを目指していますが、会社の経営という

視点では、下請けも重要だと考えています。下請けだと利益は多くないですが、新しい技術

や情報の吸収には大きく役立ちます。これからの企業の成長のためには、自社製品の製造・

販売と下請け、このバランスが重要なんです」と語る代表取締役の田中敏文さん。世界に

誇る技術を核とする世田谷の企業、田中電氣研究所。さらなる発展が楽しみです。

東急大井町線等々力駅からほど近く、ゴルフ橋
と呼ばれる橋のたもとの階段を下りると、23区
内とは思えない自然豊かな等々力渓谷が現れ
る。谷沢川に沿って、四季折々の変化を楽しむ
ことのできる遊歩道が約1km続く。

歩みを進めると、『とどろく』音が地名の由来に
なったとも言われる「不動の瀧」が姿を現す。その奥
には、自然に囲まれたお休
み処「雪月花」。一休みした
ら、等々力不動尊でお参り
をしていこう。

散策の帰りは、一足伸ばしてハッピーロード尾山台
へ。文具店「パピエ」では
世田谷の風景を描いた絵
はがきを販売。水彩の淡
い色使いが、ほっと和ま
せてくれる。

パピエ　　 尾山台3-9-11　　03-5707-5639　　10：00～19：00

世田谷物産観光有限責任事業組合は、「世田谷みやげ」を中心とする世田谷の物産と

観光の促進を目的に、2015年に本格的に活動開始。具体的には、各種イベントに出展

して「世田谷みやげ」などを販売したり、百貨店のバイヤーに対して商品を提案したり、

メーカーの代わりとなって販路の拡大や各種PR活動のサポートを行っています。

「メーカーの皆さんはみんな頑張っています。ただ宣伝するノウハウがなかったり、不慣れ

だったりします。そこで、私たちがお手伝いして、全体のボトムアップを図っているの

です」と代表組合員の本田浩之さんは語ります。区内産業団体の青年層が主体である

「せたがや産業フェスタ実行委員会」の企画に本組合も協力し、商工農の横断型コラボ

レーションによるお菓子のブランド、「せたがや

びじん」が生まれました。これは、「せたがや

そだち」の野菜を使って、「世田谷みやげ」に認定

された店舗がお菓子を作り、世田谷のデザイン

会社がパッケージを制作するというもの。まさに

世田谷づくしの商品。「重要なのはこういう活動

を続けていくことです。続けていけば、また新た

なものが誕生します」と抱負を語る本田さん。

本組合のモットーは「敷居は低く、志は高く」。

世田谷の物産観光から今後も目が離せません。

雪月花 等々力1-22-47
 03-3705-8137
 11：00～16：00

さまざまなまち歩きを楽しむモデ
ルコースなど区内の身近な魅力
満載のアプ
リ「世田谷ぷ
らっと」をぜ
ひダウンロー
ド（無料）して
ください！

区内スーパーの一角にある「世田谷みやげ」コーナー

工場に設置されている白濁排ガス用ダスト濃度計

社長の丸山正高さん（左）と立石将人さん（右）

上記ツアー、事業の詳細は「世田谷で働こう！Web」をご覧ください。
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http://www.maruyamakoumuten.co.jp/

世田谷区で働き始めた
新人の奮闘ぶりを

ご紹介

ここが東京？
自然を感じる等々力周辺

W O R K I N G  i n

S E T A G AYA
技術を大切にし
企業を成長させる

世田谷の物産観光全体の
ボトムアップを図る

世田谷物産観光有限責任事業組合
世田谷1-16-14
TEL：03-6413-6026

株式会社田中電氣研究所
経堂3-30-10
TEL：03-3425-2381
http://www.tanaka-e-lab.com

世田谷を熱くする
人・モノ・技術のご紹介

世田谷区の産業を
力強く支援

産  業
バックアップ

代表取締役 田中敏文さん 立石将人さん
株式会社丸山工務店工事部
2016年4月入社

代表組合員 本田浩之さん

公益財団法人世田谷区産業振興公社
TEL:03-3411-6602　FAX:03-3412-2340

URL : http://www.setagaya-icl.or.jp

東京商工会議所世田谷支部
TEL:03-3413-1461　FAX:03-3413-1465

URL : http://www.tokyo-cci.or.jp/setagaya

世田谷区産業政策部
TEL:03-3411-6652　FAX:03-3411-6635

URL : http://www.city.setagaya.lg.jp

小田急線経堂駅の北口に、世界と対等以上に

戦うことのできる優れた技術を持つ会社が

あります。その会社が田中電氣研究所。

平成5年から自社製品として製造・販売を始めた

ダスト濃度計は世界の市場でも高く評価され

ており、昨年から販売している「白濁排ガス用

ダスト濃度計」は、その技術の高さから、今年の

4月には第28回中小企業優秀新技術・新製品

賞において、優良賞、環境貢献特別賞、産学官連携特別賞に輝きました。

工場のボイラーや焼却炉から排出される排ガスのばいじん（ダスト）の濃度を測る測定

器で、これまでは排ガスに含まれる水分ミストが影響して正確なダスト測定が困難でしたが、

ミストを気化し透明にすることでダストの測定を可能にしました。導入工場の環境性と

生産性の向上に大きく寄与します。

「ダスト濃度計のメーカーとしては世界のトップ4入りを目指していますが、会社の経営という

視点では、下請けも重要だと考えています。下請けだと利益は多くないですが、新しい技術

や情報の吸収には大きく役立ちます。これからの企業の成長のためには、自社製品の製造・

販売と下請け、このバランスが重要なんです」と語る代表取締役の田中敏文さん。世界に

誇る技術を核とする世田谷の企業、田中電氣研究所。さらなる発展が楽しみです。

東急大井町線等々力駅からほど近く、ゴルフ橋
と呼ばれる橋のたもとの階段を下りると、23区
内とは思えない自然豊かな等々力渓谷が現れ
る。谷沢川に沿って、四季折々の変化を楽しむ
ことのできる遊歩道が約1km続く。

歩みを進めると、『とどろく』音が地名の由来に
なったとも言われる「不動の瀧」が姿を現す。その奥
には、自然に囲まれたお休
み処「雪月花」。一休みした
ら、等々力不動尊でお参り
をしていこう。

散策の帰りは、一足伸ばしてハッピーロード尾山台
へ。文具店「パピエ」では
世田谷の風景を描いた絵
はがきを販売。水彩の淡
い色使いが、ほっと和ま
せてくれる。

パピエ　　 尾山台3-9-11　　03-5707-5639　　10：00～19：00

世田谷物産観光有限責任事業組合は、「世田谷みやげ」を中心とする世田谷の物産と

観光の促進を目的に、2015年に本格的に活動開始。具体的には、各種イベントに出展

して「世田谷みやげ」などを販売したり、百貨店のバイヤーに対して商品を提案したり、

メーカーの代わりとなって販路の拡大や各種PR活動のサポートを行っています。

「メーカーの皆さんはみんな頑張っています。ただ宣伝するノウハウがなかったり、不慣れ

だったりします。そこで、私たちがお手伝いして、全体のボトムアップを図っているの

です」と代表組合員の本田浩之さんは語ります。区内産業団体の青年層が主体である

「せたがや産業フェスタ実行委員会」の企画に本組合も協力し、商工農の横断型コラボ

レーションによるお菓子のブランド、「せたがや

びじん」が生まれました。これは、「せたがや

そだち」の野菜を使って、「世田谷みやげ」に認定

された店舗がお菓子を作り、世田谷のデザイン

会社がパッケージを制作するというもの。まさに

世田谷づくしの商品。「重要なのはこういう活動

を続けていくことです。続けていけば、また新た

なものが誕生します」と抱負を語る本田さん。

本組合のモットーは「敷居は低く、志は高く」。

世田谷の物産観光から今後も目が離せません。

雪月花 等々力1-22-47
 03-3705-8137
 11：00～16：00

さまざまなまち歩きを楽しむモデ
ルコースなど区内の身近な魅力
満載のアプ
リ「世田谷ぷ
らっと」をぜ
ひダウンロー
ド（無料）して
ください！

区内スーパーの一角にある「世田谷みやげ」コーナー

工場に設置されている白濁排ガス用ダスト濃度計

社長の丸山正高さん（左）と立石将人さん（右）

上記ツアー、事業の詳細は「世田谷で働こう！Web」をご覧ください。


