
「経年良化」の
建物を造る東京組

株式会社東京組
用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー 22階 
TEL：03-3709-2000
http://tokyogumi.co.jp

世田谷

いいとこ、

見つけた

No.45
平成29年（2017年）12月15日

第51回世田谷区産業表彰式を開催しました
「せたがや働き方改革プラスワン」を作成しました
わたしの健康プラス1 動画コンテスト2017 募集中

第51回世田谷区産業表彰式を開催しました
「せたがや働き方改革プラスワン」を作成しました
わたしの健康プラス1 動画コンテスト2017 募集中

T O P I C S

「経年良化」の
建物を造る東京組
「経年良化」の
建物を造る東京組
「経年良化」の
建物を造る東京組

自然の素材へのこだわり

用賀のランドマーク、世田谷ビジネススクエアタワーに本社

を置く東京組。主に木造の戸建住宅の設計から施工までを

行う住宅メーカーです。設立は1993年、それ以来、現在に

至るまで展開エリアを世田谷・目黒に絞り込んで、地域

密着型の付加価値の高い住宅づくりを行っています。

東京組の住宅の特徴は、サッシ、ドア、フロアといった建物を

構成する「建材」に、木、鉄、石などの自然の素材を使用する

ことで、他にはない優れたデザイン性や住みやすさを実現

するところです。特に木製サッシには強いこだわりがあり、

「人はアルミサッシには愛着を持てません。しかし、木製サッシ

には愛着が深まっていくものです。自然の素材は10年20年

と住むほどに、風合いが生まれ新しい価値をもたらします。

建物は本来『経年良化』していくもので、私たちはそういった

建物を目指しています」と、代表取締役会長 中野渡利八郎

さんは語ります。実際、10数年前の物件が、新築当初より

高い金額で販売されることがよくあるといいます。

働く一人ひとりを尊重する勤務体制

働き方に対してもユニークな取り組みを行っています。個人

の希望に沿った柔軟な勤務体制を整えており、従業員一人

ひとりの個性やライフスタイルに合わせた働き方を推進。

その実績が評価され、2015年には「世田谷区男女共同

参画先進事業者」として、表彰されています。社内には日本

女子サッカーのなでしこリーグ「スフィーダ世田谷FC」で活躍

する長崎茜さんも働いており、プロ選手としての活動を

サポートしています（東京組はスフィーダ世田谷FCの

オフィシャルパートナー企業となっています）。

「将来的にはそれぞれの特徴を持った小さい支店を世田

谷・目黒のエリア内にいくつも展開し、お客様のニーズに対

応できる体制を整えるなど、より地域の皆様にコミットした

ビジネス展開をしたいと考えています」と中野渡さんは抱負

を語ります。今、日本では木の文化を見直す動きが生まれて

います。木造建築だから実現する「経年良化」の風合い。

東京組は世田谷の美しい街並みづくりに貢献しています。

スフィーダ世田谷FCの選手であり
社員でもある長崎茜さんと中野渡会長

自然の素材を使い、お客様のライフスタイルに合わせ設計する住宅

十和田市にある自社工場で
オリジナルの木製サッシを製造

木製サッシ「MADOBA」

な か の わ た り
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教えてあなたの健康プラス１ 募集中
区では、「健康せたがやプラス１（ワン）」を合言葉にして、「何かひと
つ、健康に良いことを生活の中に加えてみよう！」という取組みを
広めていくために、個人や事業所単位で実践している「プラス１」の
取り組み映像を募集します。最優秀作品・優秀作品は世田谷区
オフィシャルチャンネル（YouTube版）へアップするなど、応募作品は
区の広報素材として広く活用していきます。賞金あり。

詳しくは、区のホームページをご覧ください。
◉対象…区内在住・在勤・在学の方、もしくは
区内に事務所があるか、活動を行っている団体等
◉申込方法…1月15日（月）までに、応募用紙
と動画を保存した媒体を、世田谷保健所健康
企画課へ郵送又は持参してください。

世田谷保健所健康企画課　
TEL：03-5432-2433

お問合せ

わたしの健康プラス１動画コンテスト2017

世田谷・北沢・玉川・渋谷・目黒税務署では、所得税及び復興特別所
得税、個人事業者の消費税および地方消費税並びに贈与税の申告
書作成・提出会場を、下記のとおり開設します。
◉会場…ベルサール渋谷ファースト（渋谷区東1-2-20住友不動産
渋谷ファーストタワー2階）
※各税務署に申告書作成会場はありませんので、こちらをご利用ください。

◉期間…平成30年2月14日（水）～3月15日（木）
※土・日を除く。ただし、2月18日（日）、2月25日（日）は開場します。

◉受付時間…8：30～16：00（相談は9：15から開始、申告書等の提
出は17：00まで）※作成済みの申告書等は郵送又は各税務署でも受付（土日祝日を除く）します。

世田谷税務署　TEL：03-6758-6900
北沢税務署 　TEL：03-3322-3271
玉川税務署 　TEL：03-3700-4131

お問合せ

申告書作成会場開設のお知らせ

企業向け情報誌「せたがや働き方改革
プラスワン」を作成しました！

「世田谷区働き方改革の推進と子育て・介護と仕
事の両立に向けた多様な働き方に関する調査」か
ら見えた新しい働き方に関する企業向け情報誌
「せたがや働き方改革プラスワン」を作成しまし
た。本書では、調査結果として、区民や従業者に
とっての現実と理想の働き方や、働きやすい環境
に関すること、また、事業所における仕事と子育て・介護との両立の
ための取り組み状況やテレワークの導入状況等を紹介しています。
さらに、多様な働き方に関する座談会・ワークショップや事業所イン
タビュー等、子育て中の区民や事業所の生の声も掲載しています。
今回の区の調査を参考に、子育て世代を中心とした方々が望む、新
しい働き方を先取りして、区内に眠る人材の発掘とあわせて、社員
が長く働き続けられる社会にチャレンジしてみませんか？企業の皆
様は、ぜひご一読ください（世田谷区HPよりご覧いただけます）。 

世田谷区工業・雇用促進課　TEL：03-3411-6662　お問合せ

第51回世田谷区産業表彰式を
開催しました

区長特別表彰（団体）…2団体／区長特別表彰（個人）…4人／団体
役員表彰…10人／従業員20年表彰…37人／従業員10年表彰…67
人／男女共同参画先進事業者表彰…2団体／合計…4団体・118人

区内産業の育成や振興などに貢献された方々を表彰する
「第５１回世田谷区産業表彰式」を10月21日（土）、世田谷
産業プラザで開催しました。受賞者の皆様、おめでとうござ
いました。受賞者と、その主な取り組みを紹介します。

世田谷区商業課　TEL:03-3411-6652お問合せ

【世田谷区産業表彰区長特別表彰受賞者】（敬称略・順不同）

受賞者

太子堂中央商店街
振興組合
（太子堂２）

主な取り組み区分

振興組合を設立し、歩行者天国などまちの賑わいの
創出に尽力するとともに、魅力あるイベントを通じて、
地域の活性化や地域振興に貢献している。

深沢中央商店街
振興組合
（深沢５）

団体
振興組合を設立し、きれいな街並みづくりなどに取り
組むとともに、安全・安心に向けた活動で地域の活性
化や地域振興に貢献している。

井上治三郎
（奥沢１＝勤務先）

永年にわたり世田谷工業振興協会の要職を務め、区
内企業の育成や住工共生のまちづくり推進に尽力し、
区内産業の発展や振興に貢献している。

岩城猪一郎
（太子堂４＝勤務先）

永年にわたり社会保険労務士として企業の人事労務
管理など時代に即した企業づくりを支援し、区内産業
の活性化や発展に貢献している。

橋本弘
（鎌田４）

永年にわたり都市農業の維持発展に向けた農業経営
に取り組み、区内農業の発展や振興に貢献している。

本杉香
（松原２）

永年にわたり明大前商店街振興組合の代表理事を務
め、先駆的な事業に積極的に取り組み、安全・安心の
まちづくりの実現や区内商業の振興に貢献している。

個人

世田谷区人権・男女共同参画担当課　TEL:03-5432-2259

【世田谷区男女共同参画先進事業者表彰受賞団体】

受賞団体名

株式会社メモリード東京
（砧２）

主な取り組み

社員と家族のコミュニケーションを大事にした働き
方を推進している。女性管理職によるサービス向上
等に関する会議を開催している。育児休業復帰者
が希望する働き方ができるように、配置替え等で柔
軟に対応している。非正規社員から正規社員への
登用を積極的に行っている。

株式会社エコ・エイト
（千歳台３）

男女ともに、能力がある従業員を積極的に管理職に
登用している。無記名で投書できる目安箱を利用し、
職場環境の改善に努めている。従業員個別の育児
事情に合わせ、就業時間の変更を柔軟に行っている。
別業種を学ぶ機会を設けるとともに、希望に応じて
登用も行っている。

お問合せ

《受賞者数》 せたがや働き方改革プラスワン 検索
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冊子「ものつくるひと」を発行しました！！
住宅地として知られる世田谷ですが、昔から「ものづくり」が盛んな
まちでもあります。世田谷区産業振興公社では、
皆様の生活のすぐ隣で息づく、ものづくり事業者
の想いを紹介する冊子「ものつくるひと」を発行い
たしました。
当冊子は、世田谷区産業振興公社のほか、下記窓
口にてお配りしております。ぜひご覧ください。
◉配布窓口…出張所、まちづくりセンター、図書館ほか

公益財団法人世田谷区産業振興公社　商業・ものづくり係
TEL：03-3411-6613

お問合せ

渋谷労働基準監督署　TEL:03-3780-6527/FAX:03-3780-6595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
◉担保・保証人▶不要（保証協会の保証も不要です）
◉融資利率▶1.11％（平成29年11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。 ※限度額の取り扱いは平成３０年３月末の日本政
策金融公庫受付分まで。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。

東京信用保証協会からのお知らせ

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461お問合せ

「新春経済講演会」のご案内
公益社団法人世田谷工業振興協会では、毎年1月に、有識者の方を
お招きして「新春経済講演会」を開催しています。平成30年の開催
は、下記のとおりです。皆様のご参加をお待ちしています。
◉日時…1月19日(金) 15:00～16:30
◉会場…三茶しゃれなあどホール5階「オリオン」
◉演題…「楽天におけるスポーツビジネス参入」
◉講師…井上智治氏（株式会社楽天野球団 取締役オーナー代行）
◉参加費…無料
◉後援…世田谷区・公益財団法人世田谷区産業振興公社

公益社団法人世田谷工業振興協会 事務局　TEL:03-3421-2863お問合せ

10月1日から東京都最低賃金が958円に改正されました
都内で労働者を使用する全ての事業場及び同事業場で働く
全ての労働者（都内の事業場に派遣中の労働者を含む）に適用
されます。一部の業種については別に定める特定（産業別）最低
賃金が適用されます。詳しくは、東京労働局のホームページ
（http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp）をご覧いただくか、
お問い合わせください。

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

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）のご案内
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）では、な
かなか就職機会に恵まれない若者や、子育て中または子育て後の再
就職を目指す女性など、仕事探しでお困りの方のために、一人ひとり
丁寧な対応で就職をサポートします。また、区内事業所の人材確保
も併せて支援いたします。求人の予定がありましたら、お気軽にご相
談ください。求人票も随時受付中です。

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・SNS活用で売上アップセミナー」
にご参加ください
新規にネットショッピングモールへの出店や、SNSを活用した販路
開拓をお考えの区内事業者と、すでにショッピングモールへの出店や
SNSを展開中で、さらに販促を図りたい区内事業者を対象に、それ
ぞれの仕組みとこれらを用いた売上アップの方法について学びます。
◉日時…2月7日(水) 18:30～21:00
◉講師…（株）楽天　ネットショップ出店担当　水元大輔氏
　　　　（一社）日本中小企業情報化支援協議会
 　　　　　　　　　　認定講師　志鎌真奈美氏
◉会場…世田谷産業プラザ　◉受講料…無料
詳細は、公社ホームページをご覧ください。
http://www.setagaya-icl.or.jp

東京商工会議所世田谷支部　TEL：03-3413-1461

（2月は毎週水曜、3月は第1・第2水曜）

お問合せ

※相談日が祝日の場合は行いません

【無料】ご活用ください！専門家による経営相談
専門家による個別相談が無料で受けられます。
◉相談場所…世田谷産業プラザ２階　東京商工会議所世田谷支部
◉相談時間…13:00～16:00　※事前予約制

 　　内　　容 相談員 　　相談日
 税務 税理士 第1・第3　 水曜
 
 法律 弁護士 第1・第3　 金曜
 融資（保証協会） 東京信用保証協会 第2　　　 火曜
 特許・意匠・商標 弁理士 第2　　　 水曜
 労務・社会保険等 社会保険労務士 第2　　　 木曜

東京都制度融資『特別借換』のご案内
既存の保証付き融資を最長10年の長期で借換えることで、毎月の返済
負担を軽減できる「特別借換」は、多くのお客様にご利用いただいてい
ます。年末に向けた資金繰り安定化の一助として、ご活用ください。
【特別借換のメリット】
①すべての制度が借換え可能
原則として既存の保証付き融資
のすべての制度が借換えの対象
となります。
②真水（ニューマネー）の上乗せが可能
既存の保証付融資残高に加え、事業計画の実施に必要な資金を上
乗せして借り換えることも可能です。
③信用保証料を2分の1補助　　　　　　　　　　　　　　　　
従業員数が20人（卸・小売・サービス業は5人）以下の事業者の場
合、東京都が信用保証料の2分の1を補助します。
◎当協会の創立80周年記念特別保証制度【サンクス80】を取扱い
中です。詳細はどうぞお気軽にお問い合わせください。

東京信用保証協会渋谷支店　TEL:03-5468-0135お問合せ
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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=

0.5

世田谷区における中小企業の景況

1位「従業員の確保難」31.5％（前期比＋2.3ポイント）は6期連続の1位となった。2位「人件費の増加」22.8％（同▲0.5ポイント）が前回順位3位から、3位「購買
ニーズの変化への対応」21.4％（同＋0.3ポイント）は前回順位5位から上昇した。4位「新規参入者の進出や同業者の増加」20.8％（同▲4.2ポイント）が前回順
位2位から下降した。5位「仕入単価、下請単価の上昇」20.6％（同▲1.4ポイント）と前回順位4位から下降した。6位「人件費以外の経費の増加」19.4％（同＋3.4
ポイント）、10位「店舗・倉庫の狭隘・老朽化」8.5％（同＋3.1ポイント）、12位「購買力の他地域への流出」7.0％（同＋2.0ポイント）が前回順位より上昇した。

第61回調査実施概要
1.調査時期：平成29年10月1日～10月12日 2 .対象期間：平成29年7月～平成29年9月期、および平成29年10月～平成29年12月期見通し 3.調査
対象：支部会員中小企業（2,944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355社（回収率12.1％）製造業…36社・不
動産業…35社・小売業（飲食業含む）…78社・建設業…67社・卸売業…43社・サービス業…96社 ※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。

（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29年7月－9月期実績）の業況ＤＩは、▲0.5ポイントで、前期から0.5ポイント悪化した。前期から微減ながらマイ

ナスに転じた。来期の業況見通しDIは、6.8ポイントと、前回調査から1.4ポイント改善する見通し。業 況

今期は、売上額1.4（前期比＋4.8）、仕入単価21.4（同＋2.5）の2指標でポイントが増加。資金繰り▲5.6（同▲4.0）、借入難

度0.8（同▲2.5）など6指標で減少した。来期見通しは、従業員7.9（当期比＋5.6）など5指標で改善が見込まれるが、仕入単

価18.6（同▲2.8）など3指標で悪化が見込まれる。

好転
18.9％

悪化

回答なし1.1％

DI ▲0.5 =
好転18.9％ － 悪化19.4％

※前回調査（0.0）から

0.5ポイント悪化

19.4％

不変
60.6％

来期の見通し（今期との比較）

来期見通しDI=

6.8
好転
22.0％

悪化

回答なし1.4％

DI 6.8 =
好転22.0％ － 悪化15.2％

※前回調査（5.4）から

1.4ポイント改善

15.2％

不変
61.4％

主な
指標別の
傾向

DI値

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月（見通し）

業種別
の動向

「世田谷区」（▲0.5ポイント、前期比▲0.5）、「東京23区」（▲8.5ポイント、同▲3.0）、「全国」（▲14.8ポイント、同▲0.5）、と

もに悪化した。来期は、「世田谷区」（6.8ポイント、当期比＋7.3）、「東京23区」、「全国」いずれも改善する見通し。

今期の業種別DIは「卸売業」18 .6（前期比＋13 .0）、「サービス業」2.1（同＋11.9）など3業種で改善した。一方、「小売

業」▲21.8（同▲11.5）など3業種が悪化した。来期は、「小売業」0.0（当期比＋21.8）、「製造業」22.2（同＋11.1）など4業

種で改善となる見通し。

東京都・
全国との
比較

順位

 1 従業員の確保難 112 31.5％ － 1

 2 人件費の増加 81 22.8% ↑ 3 

 3 購買ニーズの変化への対応 76 21.4% ↑ 5 

 4 新規参入者の進出や同業者の増加 74 20.8% ↓ 2 

 5 仕入単価、下請単価の上昇 73 20.6% ↓ 4 

 6 人件費以外の経費の増加 69 19.4% ↑ 7 

 7 需要の停滞 66 18.6% ↓ 6 

 8 大企業（大型店）進出による競争激化 56 15.8% － 8 

 9 販売単価、製品単価、請負単価の低下・上昇難 44 12.4% － 9 

 10 生産設備の不足・老朽化 30 8.5% － 10 

 10 店舗・倉庫の狭隘・老朽化 30 8.5% ↑ 13 

 12 購買力の他地域への流出 25 7.0% ↑ 14 

 13 取引条件の悪化 22 6.2% ↓ 12 

 14 その他 17 4.8% ↑ 15 

 15 事業資金の借入難 13 3.7% ↓ 11 

 16 在庫の過剰 12 3.4% ↑ 17 

 17 代金回収の悪化 8 2.3% ↓ 16 

 18 在庫の不足 6 1.7% ↑ 20 

 19 生産設備の過剰 3 0.8% ↓ 18 

 19 金利負担の増加 3 0.8% ↓ 18 

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 ▲0.5 ▲0.5 1.4 1.1 ▲5.6 21.4 ▲3.1 2.3 ▲0.8 0.8 ▲4.2
製造業 11.1 13.9 5.6 2.8 2.8 25.0 0.0 ▲5.6 ▲2.8 0.0 0.0
建設業 0.0 4.5 ▲3.0 0.0 ▲4.5 20.9 ▲3.0 3.0 7.5 6.0 4.5
不動産業 2.9 0.0 8.6 5.7 ▲2.9 17.1 ▲8.6 17.1 ▲2.9 14.3 ▲11.4 
卸売業 18.6 14.0 18.6 14.0 2.3 27.9 ▲9.3 ▲2.3 ▲7.0 2.3 9.3
小売業 ▲21.8 ▲24.4 ▲24.4 ▲24.4 ▲14.1 24.4 ▲3.8 ▲7.7 ▲3.8 ▲6.4 ▲17.9
サービス業 2.1 3.1 13.5 14.6 ▲7.3 16.7 1.0 9.4 0.0 ▲2.1 ▲4.2

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  6.8  7.9 2.3 18.6 ▲3.4 7.9 0.3 ▲0.6 ▲0.6
製造業  22.2  13.9 11.1 22.2 ▲2.8 13.9 ▲8.3 ▲2.8 11.1
建設業  9.0  3.0 9.0 19.4 ▲4.5 9.0 3.0 4.5 3.0
不動産業  2.9  2.9 2.9 17.1 ▲8.6 11.4 ▲2.9 8.6 ▲2.9
卸売業  14.0  20.9 2.3 23.3 ▲18.6 2.3 ▲9.3 2.3 14.0
小売業  0.0  1.3 ▲3.8 15.4 ▲1.3 ▲2.6 0.0 ▲5.1 ▲10.3
サービス業  3.1  10.4 ▲1.0 17.7 4.2 14.6 7.3 ▲4.2 ▲5.2

※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

 2.8 ▲1.3 0.0 ▲0.5 6.8

 6.6 ▲1.9 ▲3.4 1.4 7.9

 ▲1.9 ▲2.4 ▲1.7 ▲5.6 2.3

 21.3 19.5 18.9 21.4 18.6

 ▲0.3 ▲2.4 ▲0.6 ▲3.1 ▲3.4

 0.9 ▲1.3 3.7 2.3 7.9

 ▲1.6 1.6 0.8 ▲0.8 0.3

 0.6 1.3 3.4 0.8 ▲0.6

 ▲3.1 ▲5.3 ▲3.9 ▲4.2 ▲0.6

全 体

製 造 業

建 設 業

不動産業

卸 売 業

小 売 業

サービス業

 2.8 ▲1.3 0.0 ▲0.5 6.8

 17.1 7.1 13.6 11.1 22.2

 3.4 21.1 12.1 0.0 9.0

 0.0 ▲4.9 2.6 2.9 2.9

 33.3 ▲15.2 5.6 18.6 14.0

 ▲4.3 ▲18.8 ▲10.3 ▲21.8 0.0

 ▲8.0 ▲2.0 ▲9.8 2.1 3.1

世田谷 区

東京23区

全 国

 2.8 ▲1.3 0.0 ▲0.5 6.8

 ▲11.7 ▲8.0 ▲5.5 ▲8.5 ▲0.1

 ▲24.2 ▲23.2 ▲14.3 ▲14.8 ▲10.6

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28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月（見通し）

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月（見通し）

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月（見通し）

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月（見通し）

平成28年
10-12月

平成29年
1-3月

平成29年
4-6月

平成29年
7-9月

平成29年
10-12月（見通し）
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世田谷の農業をサポートする
新しい力
JA東京中央に2016年4月に入職した、社会人2年目の清沢星治さん。現在、本店の

営農経済部組織振興課に勤務し「せたがや農業塾」や

行政と連携した即売会の開催、青壮年部や生産組織協議

会等の各部会事務局等幅広い業務を担当し、世田谷の

農業の振興に励んでいます。

清沢さんに抱負を伺ったところ「生産者の方と直接触れ合って、

話が聞けるのが楽しいです。特に、せたがや農業塾の皆様

は私にとっては先輩のような存在で、農業のさまざまな

事を教えていただけ、とても勉強になります。生産者の方

が何を必要としているのかを察知し、対応・改善出来る職員

になりたいです」と意気込みを語っていました。

同課主任の冨樫勇輝さんは「農協の基本は生産者の所得を増

大し、農業や地域を活性化することにあります。この部署でそ

の本質を学んで成長してほしいです」と期待をかけます。世田

谷の農業をサポートする頼もしい力がすくすくと育っています。

S E T A G AYA

N E W
P O W E R !

歴史と温かさに
包まれた街 喜多見

W O R K I N G  i n

S E T A G AYA
世界のおいしいコーヒーを
世田谷からお届け

労働・社会保険のことなら
お任せください

株式会社堀口珈琲【世田谷店】
船橋1-12-15
TEL：03-5477-4142
http://www.kohikobo.co.jp

JA東京中央
粕谷3-1-1 
TEL：03-3308-3181
http://www.ja-tokyochuo.or.jp

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

世田谷店 岩倉太郎さん

東京都社会保険労務士会
世田谷支部
赤堤1-23-18
TEL：03-5355-3478
http://www.sr-setagaya.com

支部長 清水光彦さん（右）
副支部長 上杉純一さん（左）

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

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

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

世田谷区産業政策部
TEL:03-3411-6653　FAX:03-3411-6635

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

北は桜上水から、南は砧浄水場ま
で続く道路があります。荒玉水道
道路と呼ばれており、折れ曲がった
道路が多い東京にあって、一直線
に続く珍しい光景が見られます。

知的障害のある方たちが、大事に育
てたサラダ菜やバジル、ルッコラを
直売しています。水耕栽培で年中栽
培されており、特にサラダ菜はスー
パーで買うよりも柔らかくお買い
得。見学もできます。

東京都社会保険労務士会は、社会保険労務士法に基づいて1968年に設立された法定

団体になります。世田谷支部は、その10年後の1978年に設立されました。来年で40周年

を迎える歴史ある団体で、世田谷区内の社労士312名が会員になっています。会員の知

識の標準化や社労士の地位向上を目的に、勉強会や区民向けのイベントなど、様々な活

動を行っています。

特に年2回、三軒茶屋ふれあい広場と烏山区民センター前広場で行われている、一般の方

を対象とした街頭相談会では、1日に100名近くの方が「年金」や「労働条件」に関するご相

談に訪れます。その他にも、「せたがや産業フェスタ」や「せたがやふるさと区民まつり」にも

出展し、無料相談会を実施。区民との接点拡大に積極的に努めています。

近年、「働き方改革」という言葉が注目を集めています。「経営者の方も従業員の方も、働き

方を見直す必要に迫ら

れています。ぜひ、お気

軽にご相談ください。

個々の企業に合わせた

働き方のスタイルを

ご提案いたします」と

支部長の清水光彦さん

は語ります。

清沢星治さん
JA東京中央 営農経済部組織振興課
2016年4月入職

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！

主任の冨樫勇輝さん（左）と
清沢星治さん（右）

PRの一環でFM世田谷へ出演

11月7日に烏山区民センター前広場で行われた街頭相談会

千歳船橋駅から徒歩2分の場所に店舗を構える堀口珈琲。コーヒー好きならご存知の方

も多いかと思います。1990年に創業し、1996年に現在の場所に移転。その後狛江店、

上原店を出店、現在3店舗で展開中です。

コーヒー豆にはとことんこだわり、世界各国の100ヶ所以上の生産者から厳選した生豆

だけを入手。生豆ごとの特性に応じて焙煎。

そして、焙煎度合いと香味特徴で区分された9種

類のブレンドコーヒーを提供しています。季節の旬

のシングルオリジンコーヒーもご用意していますの

で、コーヒーに詳しい方もそうでない方も、自分の

好みの味わいが必ず見つかります。味わいの特徴

などを店内でご紹介しているため、来店の度に

お客様のコーヒーに対する興味や知識がどんどん

高くなっていくこともよくあるといいます。

「おいしいコーヒーをより楽しめる、ケーキやサン

ドイッチなどのフードもおすすめです！」と世田谷

店の岩倉太郎さん。香り高いおいしいコーヒーが

もたらす豊かな時間を、千歳船橋の名店、堀口

珈琲で楽しんでみてはいかがでしょうか。

毎朝11時には開店を待つお客様が並ぶ

ブレンドは生豆の状態を考慮して常に配合を調整

世田谷区で
働き始めた新人の
奮闘ぶりをご紹介

喜多見氷川神社　　喜多見4-26-1

厳かな雰囲気の漂う長い参道の先にある喜多見氷川神社は、天平
12（740）年の創建と伝えられています。参道の中ほどに立つ二の鳥
居は区内最古。節分には世田谷区指
定無形民俗文化財の「鬼問答と大国
の舞」が行われます。

世田谷区立砧工房分場キタミ・クリーンファーム
　 喜多見7-3-1　　03-3749-3880　休み：土曜・日曜ほか

心庵 梅むら　　喜多見9-13-12　　03-3480-3575
　 営業時間：10:30～19:00　定休日：月曜

3

2

1

4

喜多見・氷川神社の伝統行事に因んで作った縁起餅。もっちりした
求肥に国内産胡桃と沖縄県波照間島の黒糖を加え、国
内産きな粉をまぶした菓子。喜多見銘菓としてお土産に

も人気。国産豆100%の無添加の自家
製餡で作る菓子は、｢安心して食べられ
る｣と遠方から足を運ぶ人も。
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