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日野市商工会



　日野市商工会は、昭和35年に商工会法が制定されたことを機に昭和35
年10月に設立総会を開催し、昭和36年１月に東京都知事より設立認可が
おり、都内で３番目の商工会として誕生し、60周年を迎えることができ
ました。
　この間、商工会の趣旨にご理解いただき、ご賛同をいただいた商工会
員の皆さまをはじめ、暖かいご指導・ご支援をいただいた日野市や東京
都、国等の関係機関や関係諸団体、商工会の発展に寄与していただいた
歴代の役員・総代の方々に対し、心より御礼申し上げます。
　近年の我々、中小・小規模事業者を取り巻く社会環境は、平成26年・
令和元年と２度にわたる消費税増税、最低賃金引上げによる労務コスト
の上昇、ICT（情報通信技術）の発達による情報伝達の変化・商取引慣
行の激変、働き方改革、そして、昨年より猛威をふるう新型コロナウイ
ルス感染症など、目まぐるしく変化し、厳しい経営環境に置かれており
ます。
　このような状況の中、商工会は、平成26年６月に制定された小規模企
業振興基本法等に基づき、日野市内の小規模企業等の持続的発展を図る
ため経営改善普及事業と地域振興事業に取り組んで参りました。
　今後とも商工会は、社会環境の変化や生活様式の変化に順応し、地域
商工業者の総合経済団体として、商工業者の持続的発展と地域経済の振
興・発展に寄与すべく、日野市をはじめとする関係機関等の皆さまと連
携を図りながら事業に取り組む所存ですので、皆さまの変わらぬご理解
とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

設立60周年にあたり

日野市商工会

　会長　山　﨑　清　一
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　日野市商工会の設立60周年、誠におめでとうございます。
　日野市商工会が、昭和36年に設立以来、地域の総合的な経済団体とし
て、商工業の振興と地域社会の発展に大きく貢献されてきたことに対し、
心より敬意を表します。
　また、長きにわたり商工会の会員をはじめとする市内商工業者の皆様
には、地域経済社会の中心的な担い手として日野市の産業経済の発展に
大きな役割を担っていただき大変感謝申し上げます。
　昨年来の新型コロナウイルス感染拡大により、世界規模で社会経済を
はじめ、あらゆる分野が打撃を受け、市内商工業者の皆様におかれまし
ては、極めて厳しい環境に置かれ、大変ご苦労をされていると認識して
おります。
　日野市は財政非常事態宣言発出中ではありますが、このコロナ禍にお
いて地域の商工業の事業継続、雇用の安定を図っていくために積極的な
施策展開が急務と考え、さまざまな経済支援策を展開して参りました。
引き続き、日野市商工会と緊密に連携を図りながら、商工業者の支援に
努めていきたいと考えております。
　この厳しい時代に、日野市商工会が商工業者のニーズに応え、産業界
の牽引役として、より一層のご活躍を期待するとともに、商工会員の皆
様の益々のご活躍、ご繁栄を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。

日野市商工会
設立60周年記念誌発行によせて

日野市長

　大　坪　冬　彦
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日野市商工会設立60周年を祝して

日野市議会

　議長　窪　田　知　子

　日野市商工会「設立60周年」の佳節を迎えられましたこと、心よりお
慶び申し上げます。
　昭和36年の設立以来、市内中小事業者への支援事業を通じ、商工業の
発展に尽力されてこられた歴代会長及び役員、ならびにすべての関係者
のご尽力に敬意を表し感謝申し上げます。
　商工会設立50周年から60周年までの10年間は、東日本大震災、大型台
風や豪雨、そして新型コロナウイルスと命を脅かす地球規模の危機に見
舞われてきました。市民生活や経済活動においても大きな打撃をうけ、
皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大が続く中、ご苦慮
されながら難局を凌いでいらっしゃることと存じます。
　この危機を市民の暮らしを豊かにできる変革の好機ととらえ、商工会
の皆様と共に力を合わせSDGs「持続可能な地域づくり」に取り組んで
いきたいと思います。
　日野市は、2030年のSDGs達成に向けて市内事業者、市民・企業など
あらゆるステークホルダーとの対話と共創を重視した取り組みを始めて
おります。
　日野市議会も、コロナ禍で奮闘する中小企業・小規模事業者の事業の
持続的な発展に向け、皆様の声が市政に反映できるよう支援してまいり
ます。
　結びに、日野市商工会の益々のご発展と会員皆様のご繁栄とご健勝を
お祈り申し上げ、お祝いの言葉といたします。
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設立60周年を祝して

東京都商工会連合会

　会長　村　越　政　雄

　日野市商工会が、ここに設立60周年の記念すべき日を迎えられました
ことを、心よりお慶びお祝い申し上げます。
　日野市はこの60年の間に、大企業の工場誘致が行われ、工業都市とし
て、また多摩平をはじめとした多くの大規模住宅も建設され、道路、鉄
道などの交通網が整備された首都圏の住宅都市として発展されてまいり
ました。
　昭和36年の設立以来、歴代の会長をはじめ役員の皆様、関係各位の
方々のご尽力により、一貫した地域商工業者に対する経営支援のほか、
独自の地域ブランド創造、地域力の向上に長年にわたり取り組んでこら
れました。
　この60年という永きにわたる日野市商工会の足跡は、どのような時代
にも誇れる大いなる功績であります。
　交通、情報、生活のインフラが完備された日野市は、アフターコロナ
の新しい住民生活の場として、多摩地域における豊かな生活都市として
発展すると確信しております。日野市商工会がそのけん引役となり活躍
されることを期待申し上げます。
　結びになりますが、日野市商工会のますますのご発展と、山﨑会長を
はじめ役員ならびに会員のみなさまのご健勝ご繁栄を祈念申し上げ、お
祝いの言葉といたします。
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日野市商工会の概要

【組織と運営】　
　日野市商工会は、地区内の商工業者によって自主的に結成された団体であり、会員による自主
的な運営を基本としています。一方、商工会法に基づく認可団体として関係法規に規制される面
も多く包含しており、地区内で事業を営むすべての商工業者に対し公平な立場から経営安定のた
めの支援や地域商工業の総合的な改善・発達に努めることが課せられています。
　また「社会一般の福祉に資する事業」も活動目的に掲げられており、商工会は極めて高い公益
性を有する経済団体であります。
　商工会の最高議決機関は、会員による選挙で選ばれた総代が出席する「総代会」です。事業計
画や予算の決定、役員の選任など商工会の運営上、重要な事項については、この総代会で審議さ
れ決定されます。執行機関として会長、副会長、理事で構成された理事会があり、会長が業務執
行の最高責任者の地位にあり副会長及び理事がこれを補佐しています。また、内部統制機関とし
て、業務及び会計の状況を監査する監事が総代会において選任されて就任しています。
　この他、事業の円滑な遂行を図るために業種別部会、各種委員会、青年部・女性部が設けられ
ています。
　なお、商工会の事務を処理するために事務局が置かれています。

１　日野市の状況	 人　　　　　口　　187,027人（外国人　3,367人含む）
	 世　　帯　　数　　90,870世帯
	 面　　　　　積　　27.55平方km
	 商 工 業 者 数　　4,130事業所
	 小規模事業者数　　3,029事業所

２　事務所の所在地	 東京都日野市多摩平七丁目23番地の23

３　設 立 年 月 日	 昭和36年１月６日（東京都知事認可）

４　会　　員　　数	 1,342事業所

５　役　　　　　員	 31名
	 会長 １名・副会長 ２名・理事 26名・監事 ２名

組 織 図

●会員増強委員会
●小企業等経営改善資金審査会
●商工貯蓄共済融資斡旋委員会
●選挙管理委員会

●財政健全化委員会
●総務委員会
●組織・事業検討委員会
●会館修繕委員会

【常設委員会等】

（令和３年１月１日現在）
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日野市商工会の事業
　商工会の事業は、経営改善普及事業を中心とした小規模事業者支援事業と地域経済全体の振興
発展を目的とした幅広い活動である地域振興事業の２つに分かれます。

小規模事業者支援事業
　国や東京都の実施方針により、地区内の小規模事業者の発展を目的として経営相談などの各種
支援業務を行います。

◆ 経営相談
　店舗における商品の陳列・構成・改装などの診断・支援や作業効率・生産性を高めるための
経営分析や改善支援を窓口や巡回訪問により相談・支援にあたります。

◆ 融資の推薦・斡旋
　商工会の推薦による無担保・無保証人で融資が受けられるマル経融資（小規模事業者等経営
改善資金）をはじめとした日本政策金融公庫の各種融資制度の斡旋のほか、東京都や日野市の
制度融資などの相談・斡旋も行います。

◆ 記帳相談
　日常の帳簿のつけ方から個人事業者の決算・
確定申告の仕方までをアドバイス。パソコン会
計等の支援や青色申告制度の概要・手続き支援
などの相談をお受けします。

◆ 講習会・研修会
　経営者に必要な知識や技術、最新の施策など
の情報を提供するために、各種講習会や研修会
を開催しています。

◆ 専門家相談事業
〇エキスパート・バンク
　小規模事業者の要望に応じて専門家を派遣。
具体的かつ実践的な指導やアドバイスで課題
解決を図ります。
〇中小企業活力向上プロジェクトネクスト
　経営指導員と中小企業診断士が連携して経
営課題の解決を図ります。
〇多摩・島しょ経営支援拠点
　専属のコーディネーターとともに、経営指
導員が事業所を訪問し、事業継承や創業支援
を継続的にサポートします。

◆ 情報・資料の提供
　展示会・マッチングイベント・助成金・補助金等、様々な情報や資料を提供します。

◆ 日野市小規模事業者営業近代化指導・育成・研修事業
　日野市小規模事業者育成条例に基づく、４人以下の企業を対象に経営の安定に寄与するため
の事業。マル経融資制度の利用者に対する利子補給申請の手続きを行います。

土方歳三うどん
　幕末の志士の中でも１，２の人気を争
う新選組副長 土方歳三をイメージして
日野市商工会が開発。市民の間では贈答
品として定着し、また、日野市を訪れる
観光客のお土産品としてご利用いただい
ています。
　市内加盟店で好評
発売中、取扱店舗も
募集しています。

まちゼミ
　お店の人が講師になって、プロならで
はの専門的な知識や情報、コツを無料で
受講者（お客様）に伝える「街の中の少
人数ゼミナール」です。
　お店の人にも受講者にも
大好評。受講者アンケート
の満足度95％を誇る人気
の事業です。

地域とともに
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日野市商工会の事業
地  域  振  興  事  業
　商工会は、地域の「総合経済団体」として、豊かな地域づくりと商工業の振興のために、イベ
ントの運営や、史跡・伝統文化などの地域資源の掘り起こし、事業主や従業員を対象とした福利
厚生などに取り組んでいます。

◆ 部会活動
　商業部会、工業部会、建設業部会では、業種における情報提供や講習会、視察研修などを実
施。青年部と女性部では、特性を活かして自主的な事業を行います。

◆ 共済事業（制度）
〇会員福祉共済・・・・・・・けがや病気、日常生活の事故などの賠償責任に備える共済制度
〇商工貯蓄共済・・・・・・・貯蓄・融資・生命保障が一体となった共済制度
〇小規模企業共済・・・・・・事業廃止や役員退職時の生活資金を積み立てておく共済制度
〇中小企業退職金共済・・・・従業員の退職金を計画的に準備できる国の退職金制度
〇ビジネス総合保険・・・・・事業活動を行う中で発生する賠償リスクを包括的に対応
〇経営者休業補償制度（所得補償保険）・経営者の長期療養中の所得を保障
〇生命共済・・・・・・・・・手頃な掛け金で病気や不慮の事故による死亡・高度障害を保障
〇特定退職金共済・・・・・・従業員の退職金を計画的に準備。掛け金は全額損金に

 ◆ 健康診断の実施
　事業主と従業員を対象とした集団健康診断を
実施。労働安全衛生法で定められた「定期健
康診断」のほか、簡易人間ドッグや大腸がん・
子宮がん検診、超音波検査なども受診できます。

◆ 交流会の開催
　会員事業所や関係機関が一堂に会し情報交
換ができる会員交流会を開催。部会総会の開
催にあわせ親睦交流会も実施されます。

◆ イベントの運営
　「日野市産業まつり」では、商工会は商工展部門
を総括しています。また、「ひの新選組まつり」や「ひ
のよさこい祭」の実行委員会の一翼を担っています。

◆ 意見具申
　地域の総合経済団体として意見を公表し、
関係官公庁等に意見具申します。

◆ 公共施設小規模修繕等事業
　市内小規模事業者への支援・育成を目的とし
た、公共施設の小規模な修繕の施工について受
注できる制度である「日野市公共施設小規模修
繕等事業」を日野市から受託し、運営しています。

◆ 商工会館の貸し出し
　会議や研修などに幅広くご利用いただいています。

ものづくりの楽しさ応援プロジェクト
　日野市や明星大学と連携して市内小中学
生を対象に「ものづくり」事業を実施。実
際に3Dプリンターを活用したり、組立て
たロボットにプログラミングすることで作
る楽しさを体験し、ものづくりの関心を高

め、ものづくり
の将来の担い手
の育成を目指し
ています。

建築ステーション
　平成28年10月に、「顔の見える、安心・
安全のリフォーム工事」を掲げる地域に根
付いた建築業者で組織。一級建築士がリ
フォームを考えている方の考えを聞き、ア
ドバイスを行い、その考えにあった建築業
者を紹介します。
　年間100件程度の相談
対応を行い、市民のニー
ズと市内建築業者の架け
橋となっています。

地域とともに

8

Hino City Society of Commerce and Industry



初代会長
小 島 安 藏

第２代会長
和 田 七 郎

第３代会長
伊 藤 武 平

第４・６代会長
池田 重太郎

第５代会長
杉 山　　亘

第７・８・９代会長
巴 　温次郎

第10・11・12代会長
斉 藤　　一

第13代会長
川 俣　　貞

第14代会長
峯 岸　　清

第15代会長
長 田 富 夫

第16代会長
一ノ瀬 公男

第17・18・19・20代会長
遠 藤　　保

第21代会長
舘 　　昭

第22代会長
寺 田 公 普

第23・24代会長
井 上 敏 夫

第25・26代会長
佐 藤 光 弘

第27代会長
山 﨑 清 一

歴代会長
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西暦 元　号 出　　　来　　　事

1960 昭和35 日野町商工会設立総会。初代会長に小島安藏氏を選任〔10月20日〕	 	
　•会員数376社（商業251/工業46/建設業79）　　•予算規模593,600円　

1961 昭和36

東京都知事設立認可〔１月６日〕
設立登記。日野市大字日野2389番地（現在の日野本町４丁目17番地）に事務所開設〔５月29日〕
第１回通常総代会。第２代会長に和田七郎氏を選任〔５月29日〕
東京都商工会連合会に加盟〔12月16日〕

1963 昭和38 日野町が市制を施行〔11月３日〕

1964 昭和39 第４回通常総代会。第３代会長に伊藤武平氏を選任。「日野町商工会」から「日野市商工会」へ名称を変更〔５月６日〕
1965 昭和40 第５回通常総代会。第４代会長に池田重太郎氏を選任〔５月22日〕
1967 昭和42 第７回通常総代会。第５代会長に杉山亘氏を選任〔５月20日〕
1968 昭和43 日野市商工会失業保険事務組合（現在の労働保険事務組合）を設立〔３月５日〕
1969 昭和44 第９回通常総代会。第６代会長に池田重太郎氏を選任〔５月29日〕

1971 昭和46 日野市大字日野字下宿2617番地の１（現在の日野本町７丁目５番地）に事務所を移転〔３月６日〕第11回通常総代会。第７代会長に巴温次郎氏を選任〔５月22日〕
1972 昭和47 第12回通常総代会。商工会館建設委員会を設置〔５月19日〕

1973 昭和48

第13回通常総代会。第８代会長に巴温次郎氏を再任〔６月４日〕
日野市商工会館落成。事務所移転（日野市東豊田２丁目23番の10）。会館建設工事中、日野市西
長沼1713-2（現在の旭が丘）に仮事務所を設置〔６月30日〕
小企業等経営改善資金融資制度（マル経）が発足〔９月21日〕
大規模小売店舗法（略称）が制定〔10月１日〕

1975 昭和50 第15回通常総代会。第９代会長に巴温次郎氏を三選〔５月20日〕

1977 昭和52 第17回通常総代会。第10代会長に斉藤一氏を選任〔５月25日〕産業まつり会場が日野中央公園になる〔11月３日〕
1979 昭和54 第19回通常総代会。第11代会長に斉藤一氏を再任〔５月30日〕

1981 昭和56
商工会の組織等に関する法律（商工会法）改正により、事業目的に一般福祉事業が追加
第21回通常総代会。第12代会長に斉藤一氏を三選〔５月29日〕
臨時総代会。商工会法改正に伴い定款を全面改正し、地域総合経済団体としての体制を整備〔９月７日〕

1982 昭和57 青年部を設立。初代部長に土方和幸氏を選任〔１月26日〕

1983 昭和58
第23回通常総代会。第13代会長に川俣貞氏を選任〔５月24日〕
日野市制20周年記念「日野市工業展」を都立科学技術大学（現在の東京都立大学日野キャンパス）
で開催〔９月25日・26日〕

1984 昭和59 日野市産業まつりが農業団体と一本化〔11月17日・18日〕

1986 昭和61

日野市小規模事業者育成条例が施行。マル経融資の利子補給が制度化〔４月１日〕
第26回通常総代会。第14代会長に峯岸清氏を選任。総代定数を105名から150名に、理事を20名か
ら21名に改定〔５月28日〕
婦人部（現在の女性部）を設立。初代部長に菱山亜矢子氏を選任〔11月25日〕

1987 昭和62 日野シール協同組合が発足〔２月29日〕
1988 昭和63 第28回通常総代会。第15代会長に長田富夫氏を選任（補欠選任）〔５月24日〕
1989 平成元 第29回通常総代会。第16代会長に一ノ瀬公男氏を選任〔５月26日〕
1992 平成４ 第32回通常総代会。第17代会長に遠藤保氏を選任〔５月29日〕

1993 平成５ 小規模事業者支援促進法（略）公布〔５月21日〕
商工会館建設準備委員会を設置〔６月21日）

1995 平成７
第35回通常総代会。第18代会長に遠藤保氏を再任〔５月26日〕
商工会館建設委員会を設置（準備室から移行）〔７月３日〕
臨時総代会。会館建設事業計画（案）を可決決定〔12月20日〕

日野市商工会のあゆみ（1960年〜2010年）
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西暦 元　号 出　　　来　　　事

1996 平成８

商工会館建築設計契約締結〔２月２日〕
第36回通常総代会。会館建設特別会計収支予算案を可決決定〔５月24日〕
商工会館建築工事請負契約締結〔７月30日〕
商工会館建築起工式を挙行〔８月２日〕
旧商工会館土地・建物を日野市へ売却契約締結〔11月18日〕

1997 平成９ 商工会館竣工。日野市多摩平７丁目23番の23〔１月31日〕
商工会館落成式典挙行〔２月27日〕

1998 平成10

第38回通常総代会。第19代会長に遠藤保氏を三選〔５月29日〕
日野シール協同組合を日野市商業協同組合に改称
土方歳三うどんを開発（販売：日野市商業協同組合）
第１回ひの新選組まつり開催

1999 平成11
インターネットホームページ開設〔３月１日〕
市内共通商品券（カワセミ商品券）事業開始（日野市商業協同組合）〔９月２日〕
日野市商工会地域振興対策事業実施によるビジョン策定

2000 平成12
多摩都市モノレール全線開通記念イベント実施〔１月10日〕
第40回通常総代会。定款変更により婦人部を「女性部」に改称〔５月26日〕
大規模小売店舗法の廃止〔６月１日〕

2001 平成13
第41回通常総代会。第20代会長に遠藤保氏を四選〔５月28日〕
第１回ひのよさこい祭開催
臨時総代会を開催。第21代会長に舘　昭氏を選任（補欠選任）〔10月29日〕

2003 平成15「新選組のふるさと日野」活性化推進事業実施

2004 平成16
「新選組フェスタin日野」が開幕。商工会ブース出展〔１月10日〕
第44回通常総代会。第22代会長に寺田公普氏を選任〔５月24日〕
日野市公共施設小規模修繕等業務委託制度発足〔11月１日〕

2005 平成17 第45回通常総代会。総代定数150名を120名に削減し全域選出枠を新設〔５月23日〕地域ポータルサイト「ひのタウン情報」を開設〔12月１日〕

2006 平成18
設立45周年記念式典挙行〔１月27日〕
第46回通常総代会。第23代会長に井上敏夫氏を選任〔５月23日〕
都補助事業（シナジースキーム事業）に「ものづくり支援HINO」が採択

2007 平成19

市内共通商品券事業を拡大し「新・カワセミ商品券」と改称〔７月22日〕
シナジースキーム事業初年度事業を推進（事業評価により銀賞を受賞）
明星大学の建築施工実習授業へ職人講師派遣（産学連携事業）
土方歳三うどん販売を商業協同組合から商工会に移管〔11月１日〕

2008 平成20

シナジースキーム事業２年度事業を推進（事業評価により再度銀賞を受賞）
新・カワセミ商品券事業を拡充し販売	 	
　•第１回発行10％プレミアム付き１億１千万円〔７月７日〕	 	
　•第２回発行15％プレミアム付き中小限定２千３百万円〔12月３日〕
日野市の地球温暖化対策「エコひいきな家づくり事業」に協力

2009 平成21

第49回通常総代会。第24代会長に井上敏夫氏を再任〔５月22日〕　
シナジースキーム事業３年度事業を推進（３カ年の事業総合評価により都内唯一、金賞を受賞）
東京ビックサイトの産業交流展に出展
新・カワセミ商品券事業を拡充し販売	 	
　•第１回発行15％プレミアム付き２億３千万円（国の定額給付金事業利用）〔４月11日〕	 	
　•第２回発行15％プレミアム付き１億千５百万円〔11月21日〕
日野新鮮・逸品スイーツコンテストを開催〔９月11日〕
日野市商業協同組合が解散〔10月８日〕

2010 平成22
商工会設立50周年記念事業実行委員会を設置	 	
　•特産品開発支援事業食品分科会（ひの新選漬）設置	 	
　•記念事業（健康診断、親睦旅行、交流会等）を実施
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成果事例：南平まち歩きイラストマップ

■商工会館大規模修繕工事（屋
上防水及び外壁等補修・防水
修繕）実施〔３月～７月〕
■ひのタウン情報をリニューアル〔４月１日〕
■５％から８％へ消費税率引上げ〔４月１日〕
■第₅₄回通常総代会。青年部員の資格年齢を満₄₀歳以下から
満₄₅歳以下へ引上げ、女性の入部を可能とする定款変更	
〔５月₂₃日〕
■焼きカレーパン事業開始〔５月₁₁日〕
■「小規模企業振興基本法」施行及び「商工会及び商工会議
所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正す
る法律」公布〔６月₂₇日〕
■第１回日野まちゼミ開催〔₁₁月₁₀日～₁₂月７日〕
■ひの新選組ポイントサービス事業開始〔₁₁月₂₀日〕♴
■イオンモール多摩平の森開業〔₁₁月₂₀日〕

～日野の出来事・世の中の動きとともに～

50周年記念式典・祝賀会

商店会活性化フォーラム

♴ ひの新選組ポイント発行事業（₂₀₁₄年～₂₀₂₀年）

　平成₂₆年₁₁月にイオンモール多摩平の森がオープン
し、日野市とイオン(株)との間で相互協力・連携協定
が締結され「ひの新選組WAONカード」が発行された。
日野市からの支援を受け、	「ひの新選組WAONカー
ド」を活用し「ひの新選組ポイント」発行事業を開始。
貯めやすく、使いやすいポイント事業とするために加
盟店の充実・利用者の拡大を図り地域商業の活性化に
寄与した。

　日野市商業振興計画に基づく商業振興施
策を推進するために組織し活動した。
　商業者や商店街だけではなく企業や大学、
学生や市民、公共機関やNPO法人などの
多様な主体によって組織した。６つのプロ
ジェクト事業を立ち上げ、市内商業が抱え
る諸課題の解決に向け取り組んだ。

フレッシュちゃん

まちゼミ勉強会の様子

ひの新選組WAONカード

企画提案会議の様子

子育て世帯向け出張販売

新・カワセミ商品券

　カワセミ商品券は平成₁₁年９月に日
野市からの支援を受け、日野市商業協
同組合の運営により市内共通商品券と
して発行された。
　平成₁₉年度より事業の発展的拡大施
策として日野市商業三団体(商業協同
組合・商店会連合会・商工会)の共同
事業として取り組まれ「新・カワセミ
商品券」と改称した。₁₀％～₂₅％のプ
レミアムを付与し発行され、消費喚起
を促し地域商業の活性化に寄与した。

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

■市内宅配サービスリスト作成〔１月〕
■商工会設立₅₀周年記念式典・祝賀会挙行〔２月₂₃日〕
■東日本大震災発生〔３月₁₁日〕
■豊田じぞう宅配便センター開設〔₁₂月₁₀日〕
■東日本大震災災害義援金「専用口座」「受付窓口」
設置。約₂₀₀万円を寄付

■市民の森ふれあいホール開設〔３月₁₁日〕
■第₅₂回通常総代会。第₂₅代会長に佐藤光弘氏を選任
〔５月₂₂日〕
■第１回B級グルメコンテスト・第１回ひの丼レシピ
コンテスト開催〔₁₀月₂₀日〕
■商工会建設業部会も協力し、環境配慮型公共施設とし
て七ツ塚ファーマーズセンター開設〔₁₀月₁₃日〕
■商業便利度向上事業開始〔３か年〕♳

■日野市工業振興条例施行〔４月１日〕
■日野市市制施行₅₀周年・新選組結成₁₅₀周年記念とし
て土方歳三うどんパッケージ・箱デザイン変更〔４月〕
■第１回HINO-1グランプリコンテスト開催〔９月７日〕
■第₆₈回国民体育大会（スポーツ祭東京₂₀₁₃）開催　
〔９月₂₈日～₁₀月８日〕
■建設業部会リフォーム部発足〔₁₁月１日〕
■日野市市制施行₅₀周年〔₁₁月３日〕
■大産業まつり開催〔₁₁月３日・４日〕

■日野市商業振興計画策定〔３月〕
■商業まちづくりプラットフォーム事業開始〔３月₂₄日〕♵
■第₅₅回通常総代会。第₂₆代会長に佐藤光弘氏を再任〔５月₂₂日〕
■プレミアム付「新・カワセミ商品券」発行事業実施〔７月₁₁日〕♶	
・₂₅%のプレミアム付₂₅₀,₀₀₀千円（消費喚起事業）	
・₂₅%のプレミアム付	₃₄,₆₇₅千円（子育て世帯応援事業）
■多摩地域最古のビール復刻としてTOYODA	BEER販売開始〔７月₂₆日〕
■PlanT多摩平の森産業連携センター開設〔₁₀月₂₄日〕　商業便利度向上事業とは、

地域の商業活動の実態を調
査し、潜在する商業ニーズ
検証を行い、新たな商業振
興計画を策定することで、
地域商業の発展と産業基盤
の強化を図ることを目的と
した東京都の小規模事業経
営支援事業です。
　商工会では、この事業を
活用して日野市内の商業振
興に役立てるため、事業実
施を要望し、東京都の採択
を受け３カ年の継続事業と
して実施した。

♳ 商業便利度向上事業（₂₀₁₂年～₂₀₁₄年）

【３年目】
行政機関や大学等と連
携し、各地域に適した
商業振興計画を策定

【２年目】
●１年目調査内容を商
店等に周知
●商店側の要望聴取

【１年目】
住民から地域商業に対
する期待・不満を調査

♵ 商業まちづくりプラットフォーム事業
（₂₀₁₅年～₂₀₁₉年）

　　　　♶ 新・カワセミ商品券事業（₁₉₉₉年～）

■商工会近₁₀年のあゆみ ■日野の出来事 ■世の中の動き

第１回・HINO-１グランプリコンテスト

PICK UP !

PICK UP !

PICK UP !

PICK UP !

日野市商工会

近10年のあゆみ
（2011年～ 2020年）

History　　
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成果事例：南平まち歩きイラストマップ

■商工会館大規模修繕工事（屋
上防水及び外壁等補修・防水
修繕）実施〔３月～７月〕
■ひのタウン情報をリニューアル〔４月１日〕
■５％から８％へ消費税率引上げ〔４月１日〕
■第₅₄回通常総代会。青年部員の資格年齢を満₄₀歳以下から
満₄₅歳以下へ引上げ、女性の入部を可能とする定款変更	
〔５月₂₃日〕
■焼きカレーパン事業開始〔５月₁₁日〕
■「小規模企業振興基本法」施行及び「商工会及び商工会議
所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正す
る法律」公布〔６月₂₇日〕
■第１回日野まちゼミ開催〔₁₁月₁₀日～₁₂月７日〕
■ひの新選組ポイントサービス事業開始〔₁₁月₂₀日〕♴
■イオンモール多摩平の森開業〔₁₁月₂₀日〕

～日野の出来事・世の中の動きとともに～

50周年記念式典・祝賀会

商店会活性化フォーラム

♴ ひの新選組ポイント発行事業（₂₀₁₄年～₂₀₂₀年）

　平成₂₆年₁₁月にイオンモール多摩平の森がオープン
し、日野市とイオン(株)との間で相互協力・連携協定
が締結され「ひの新選組WAONカード」が発行された。
日野市からの支援を受け、	「ひの新選組WAONカー
ド」を活用し「ひの新選組ポイント」発行事業を開始。
貯めやすく、使いやすいポイント事業とするために加
盟店の充実・利用者の拡大を図り地域商業の活性化に
寄与した。

　日野市商業振興計画に基づく商業振興施
策を推進するために組織し活動した。
　商業者や商店街だけではなく企業や大学、
学生や市民、公共機関やNPO法人などの
多様な主体によって組織した。６つのプロ
ジェクト事業を立ち上げ、市内商業が抱え
る諸課題の解決に向け取り組んだ。

フレッシュちゃん

まちゼミ勉強会の様子

ひの新選組WAONカード

企画提案会議の様子

子育て世帯向け出張販売

新・カワセミ商品券

　カワセミ商品券は平成₁₁年９月に日
野市からの支援を受け、日野市商業協
同組合の運営により市内共通商品券と
して発行された。
　平成₁₉年度より事業の発展的拡大施
策として日野市商業三団体(商業協同
組合・商店会連合会・商工会)の共同
事業として取り組まれ「新・カワセミ
商品券」と改称した。₁₀％～₂₅％のプ
レミアムを付与し発行され、消費喚起
を促し地域商業の活性化に寄与した。

2011年
（平成23年）

2012年
（平成24年）

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

■市内宅配サービスリスト作成〔１月〕
■商工会設立₅₀周年記念式典・祝賀会挙行〔２月₂₃日〕
■東日本大震災発生〔３月₁₁日〕
■豊田じぞう宅配便センター開設〔₁₂月₁₀日〕
■東日本大震災災害義援金「専用口座」「受付窓口」
設置。約₂₀₀万円を寄付

■市民の森ふれあいホール開設〔３月₁₁日〕
■第₅₂回通常総代会。第₂₅代会長に佐藤光弘氏を選任
〔５月₂₂日〕
■第１回B級グルメコンテスト・第１回ひの丼レシピ
コンテスト開催〔₁₀月₂₀日〕
■商工会建設業部会も協力し、環境配慮型公共施設とし
て七ツ塚ファーマーズセンター開設〔₁₀月₁₃日〕
■商業便利度向上事業開始〔３か年〕♳

■日野市工業振興条例施行〔４月１日〕
■日野市市制施行₅₀周年・新選組結成₁₅₀周年記念とし
て土方歳三うどんパッケージ・箱デザイン変更〔４月〕
■第１回HINO-1グランプリコンテスト開催〔９月７日〕
■第₆₈回国民体育大会（スポーツ祭東京₂₀₁₃）開催　
〔９月₂₈日～₁₀月８日〕
■建設業部会リフォーム部発足〔₁₁月１日〕
■日野市市制施行₅₀周年〔₁₁月３日〕
■大産業まつり開催〔₁₁月３日・４日〕

■日野市商業振興計画策定〔３月〕
■商業まちづくりプラットフォーム事業開始〔３月₂₄日〕♵
■第₅₅回通常総代会。第₂₆代会長に佐藤光弘氏を再任〔５月₂₂日〕
■プレミアム付「新・カワセミ商品券」発行事業実施〔７月₁₁日〕♶	
・₂₅%のプレミアム付₂₅₀,₀₀₀千円（消費喚起事業）	
・₂₅%のプレミアム付	₃₄,₆₇₅千円（子育て世帯応援事業）
■多摩地域最古のビール復刻としてTOYODA	BEER販売開始〔７月₂₆日〕
■PlanT多摩平の森産業連携センター開設〔₁₀月₂₄日〕　商業便利度向上事業とは、

地域の商業活動の実態を調
査し、潜在する商業ニーズ
検証を行い、新たな商業振
興計画を策定することで、
地域商業の発展と産業基盤
の強化を図ることを目的と
した東京都の小規模事業経
営支援事業です。
　商工会では、この事業を
活用して日野市内の商業振
興に役立てるため、事業実
施を要望し、東京都の採択
を受け３カ年の継続事業と
して実施した。

♳ 商業便利度向上事業（₂₀₁₂年～₂₀₁₄年）

【３年目】
行政機関や大学等と連
携し、各地域に適した
商業振興計画を策定

【２年目】
●１年目調査内容を商
店等に周知
●商店側の要望聴取

【１年目】
住民から地域商業に対
する期待・不満を調査

♵ 商業まちづくりプラットフォーム事業
（₂₀₁₅年～₂₀₁₉年）

　　　　♶ 新・カワセミ商品券事業（₁₉₉₉年～）

■商工会近₁₀年のあゆみ ■日野の出来事 ■世の中の動き

第１回・HINO-１グランプリコンテスト

PICK UP !

PICK UP !

PICK UP !

PICK UP !

日野市商工会

近10年のあゆみ
（2011年～ 2020年）
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〈飲食店への支援〉
　日野市内の飲食店支援として、
テイクアウトや宅配サービスを特
集した「日野お持ち帰りグルメ」
を７月に、ご自宅で “オードブル
メニュー” を楽しんでもらうため
の「ひのめし」を₁₂月に、折込チ
ラシとして実施した。

■マイナンバー（社会保障・税番号制度）	
運用開始〔１月１日〕
■建築ステーション発足〔₁₀月₂₈日〕
■産業まつりで青年部主催の路上イベント	
「Street×Dreams」開催〔₁₁月₁₂日・₁₃日〕
■工業部会海外（ベトナム）視察研修〔₁₁月₂₃日～₂₇日〕

〈日野市への緊急要望〉
　日野市内の商工業者の事業継続を目的に日
野市へ経営支援に関する緊急要望を行った。
　日野市の施策として「家賃支援」「PayPay
による消費喚起事業」「専門家相談窓口設置」
など様々な支援を実施していただいた。
〈緊急相談窓口の設置〉
　日野市の支援を受け、専門家による緊急相
談窓口を設置し、新型コロナウイルスの影響
を受けた事業者に対する支援を行った。
◎中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士
による相談会を実施
◎事業所向けに施策情報をホームページや郵
送、窓口で提供

工業部会海外視察研修（ベトナム・ホーチミン工業団地）

紫波町訪問

　平成₃₀年４月₂₃日に日野市初
の国登録有形文化財に登録され
た旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室（桑ハウス）の
保存・修復に関して協定書の締結式を行った。
　その後、協定に基づき、保存修復設計業務（平成₃₀年
度）と保存修復工事（令和元年度～令和２年度）を実施
するとともに、魅力発信イベントや勉強会などを開催した。

修繕前 修繕後

全国連表彰

　小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業調査
研究事業とは、各地の商工会等が地域の小規模事業者等
と協力して、特産品開発や観光開発及び地元自治体等と
一体になって取り組む地域の課題解決に資するプロジェ
クトを国が支援する事業。
　平成₃₀年度に採択を受け、日野市内の飲食店及び農家
等と連携して、日野産野菜の導入方法・メニュー形態・
提供形態を中心に調査研究を行った。

♹ 土方歳三うどんの販売促進

♷ 桑ハウス（₂₀₁₈年～₂₀₂₀年）

♸  小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業
調査研究事業「農･商･学･市民連携による郷土食 

『日野彩ごはん（仮称）』開発事業」（₂₀₁₈年～）

　日野市商工会開発商品である
「土方歳三うどん」。新たな顧客の
掘り起こしと地元特産品としての
認知度を向上させるため、販売促
進に取り組んだ。
◎J：COM日野でのＣＭ放送実施
◎取扱店のぼり旗のデザイン変更
◎	日野市役所七生支所前ディスプ
レイによるPR
◎	学校給食調理員による産業まつ
りでの試食

新しいのぼり旗

日野市役所七生支所の
ディスプレイ

産業まつりでの試食の様子

日野お持ち帰り
グルメ チラシ ひのめし チラシ

女性部新選組絵はがきコンテスト表彰式

試食会の様子

日野産野菜の試食品

彩ごはんパネル

青年部による「Street×Dreams」

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（平成31年・令和元年）

2020年
（令和２年）

■日野市と岩手県紫波町が姉妹都市盟約締結〔１月₃₀日〕
■会長以下役職員８名が日野市の姉妹都市・岩手県
紫波町を表敬訪問〔２月₂₀日～₂₁日〕
■第₅₇回通常総代会。総代定数の改正（₁₂₀名から₁₁₂
名）等の定款変更〔５月₂₆日〕
■会員増強全国連表彰受賞〔₁₁月₁₆日〕

■旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室保存・修復業務
実施に向け、日野市と協定締結〔４月₂₃日〕♷
■第₅₈回通常総代会。第₂₇代会長に山﨑清一氏を選任	
〔５月₁₈日〕
■小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業調査
研究事業「農･商･学･市民連携による郷土食『日野彩
ごはん（仮称）』開発事業」実施	♸

■日野レッドドルフィンズの	
ラグビートップリーグへの初昇格決定〔１月₂₀日〕
■日野市商業振興条例施行〔４月１日〕
■令和に改元〔５月１日〕
	■松本零士氏を審査委員長に迎え、女性部新選組絵はがき
コンテスト表彰式開催〔５月₁₁日〕
■日野市が「SDGs未来都市」に選定〔７月１日〕
■８%から₁₀%へ消費税率引上げ、軽減税率制度開始〔₁₀月１日〕
■消費税率の引上げによる影響の緩和を目的とする日野市
プレミアム付商品券発行事業（プレミアム率₂₅%）を日
野市との協定に基づき実施〔₁₀月１日～２月₂₉日〕
■土方歳三うどんの販売促進としてJ:COM日野でのCM放
送実施〔₁₂月〕♹
■土方歳三没後₁₅₀年。市内各所で「土方歳三」に焦点を
当てたプロモーション実施

  ⓼ 新型コロナウイルス感染症対策

緊急相談窓口の様子

PICK UP !

PICK UP !
PICK UP !

PICK UP !

締結式

■商工会近₁₀年のあゆみ ■日野の出来事 ■世の中の動き

■日野市が３度目の財政非常事態宣言発令〔２月₂₆日〕
■日野・国分寺・小金井の３市で共同処理による可燃ごみ処理施設が
日野市内で本格稼働〔４月１日〕
■新型コロナウイルス感染拡大	
・東京オリンピック・パラリンピックの延期が決定〔３月₂₄日〕	
・国により新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令〔４月７日〕
■第₆₀回通常総代会。新型コロナウイルス感染症拡大により書面決議
により開催〔５月₂₂日〕
■新型コロナウイルス感染症対策実施	⓼	
・日野市へ感染症拡大に伴う経営支援に関する緊急要望書提出	
		〔５月７日〕	
・専門家による事業者向け緊急相談窓口設置〔７月１日～〕	
・飲食店への支援実施

History　　
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〈飲食店への支援〉
　日野市内の飲食店支援として、
テイクアウトや宅配サービスを特
集した「日野お持ち帰りグルメ」
を７月に、ご自宅で “オードブル
メニュー” を楽しんでもらうため
の「ひのめし」を₁₂月に、折込チ
ラシとして実施した。

■マイナンバー（社会保障・税番号制度）	
運用開始〔１月１日〕
■建築ステーション発足〔₁₀月₂₈日〕
■産業まつりで青年部主催の路上イベント	
「Street×Dreams」開催〔₁₁月₁₂日・₁₃日〕
■工業部会海外（ベトナム）視察研修〔₁₁月₂₃日～₂₇日〕

〈日野市への緊急要望〉
　日野市内の商工業者の事業継続を目的に日
野市へ経営支援に関する緊急要望を行った。
　日野市の施策として「家賃支援」「PayPay
による消費喚起事業」「専門家相談窓口設置」
など様々な支援を実施していただいた。
〈緊急相談窓口の設置〉
　日野市の支援を受け、専門家による緊急相
談窓口を設置し、新型コロナウイルスの影響
を受けた事業者に対する支援を行った。
◎中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士
による相談会を実施
◎事業所向けに施策情報をホームページや郵
送、窓口で提供

工業部会海外視察研修（ベトナム・ホーチミン工業団地）

紫波町訪問

　平成₃₀年４月₂₃日に日野市初
の国登録有形文化財に登録され
た旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室（桑ハウス）の
保存・修復に関して協定書の締結式を行った。
　その後、協定に基づき、保存修復設計業務（平成₃₀年
度）と保存修復工事（令和元年度～令和２年度）を実施
するとともに、魅力発信イベントや勉強会などを開催した。

修繕前 修繕後

全国連表彰

　小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業調査
研究事業とは、各地の商工会等が地域の小規模事業者等
と協力して、特産品開発や観光開発及び地元自治体等と
一体になって取り組む地域の課題解決に資するプロジェ
クトを国が支援する事業。
　平成₃₀年度に採択を受け、日野市内の飲食店及び農家
等と連携して、日野産野菜の導入方法・メニュー形態・
提供形態を中心に調査研究を行った。

♹ 土方歳三うどんの販売促進

♷ 桑ハウス（₂₀₁₈年～₂₀₂₀年）

♸  小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業
調査研究事業「農･商･学･市民連携による郷土食 

『日野彩ごはん（仮称）』開発事業」（₂₀₁₈年～）

　日野市商工会開発商品である
「土方歳三うどん」。新たな顧客の
掘り起こしと地元特産品としての
認知度を向上させるため、販売促
進に取り組んだ。
◎J：COM日野でのＣＭ放送実施
◎取扱店のぼり旗のデザイン変更
◎	日野市役所七生支所前ディスプ
レイによるPR
◎	学校給食調理員による産業まつ
りでの試食

新しいのぼり旗

日野市役所七生支所の
ディスプレイ

産業まつりでの試食の様子

日野お持ち帰り
グルメ チラシ ひのめし チラシ

女性部新選組絵はがきコンテスト表彰式

試食会の様子

日野産野菜の試食品

彩ごはんパネル

青年部による「Street×Dreams」

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（平成31年・令和元年）

2020年
（令和２年）

■日野市と岩手県紫波町が姉妹都市盟約締結〔１月₃₀日〕
■会長以下役職員８名が日野市の姉妹都市・岩手県
紫波町を表敬訪問〔２月₂₀日～₂₁日〕
■第₅₇回通常総代会。総代定数の改正（₁₂₀名から₁₁₂
名）等の定款変更〔５月₂₆日〕
■会員増強全国連表彰受賞〔₁₁月₁₆日〕

■旧農林省蚕糸試験場日野桑園第一蚕室保存・修復業務
実施に向け、日野市と協定締結〔４月₂₃日〕♷

■第₅₈回通常総代会。第₂₇代会長に山﨑清一氏を選任	
〔５月₁₈日〕
■小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業調査
研究事業「農･商･学･市民連携による郷土食『日野彩
ごはん（仮称）』開発事業」実施	♸

■日野レッドドルフィンズの	
ラグビートップリーグへの初昇格決定〔１月₂₀日〕
■日野市商業振興条例施行〔４月１日〕
■令和に改元〔５月１日〕
	■松本零士氏を審査委員長に迎え、女性部新選組絵はがき
コンテスト表彰式開催〔５月₁₁日〕
■日野市が「SDGs未来都市」に選定〔７月１日〕
■８%から₁₀%へ消費税率引上げ、軽減税率制度開始〔₁₀月１日〕
■消費税率の引上げによる影響の緩和を目的とする日野市
プレミアム付商品券発行事業（プレミアム率₂₅%）を日
野市との協定に基づき実施〔₁₀月１日～２月₂₉日〕
■土方歳三うどんの販売促進としてJ:COM日野でのCM放
送実施〔₁₂月〕♹
■土方歳三没後₁₅₀年。市内各所で「土方歳三」に焦点を
当てたプロモーション実施

  ⓼ 新型コロナウイルス感染症対策

緊急相談窓口の様子

PICK UP !

PICK UP !
PICK UP !

PICK UP !

締結式

■商工会近₁₀年のあゆみ ■日野の出来事 ■世の中の動き

■日野市が３度目の財政非常事態宣言発令〔２月₂₆日〕
■日野・国分寺・小金井の３市で共同処理による可燃ごみ処理施設が
日野市内で本格稼働〔４月１日〕
■新型コロナウイルス感染拡大	
・東京オリンピック・パラリンピックの延期が決定〔３月₂₄日〕	
・国により新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言発令〔４月７日〕
■第₆₀回通常総代会。新型コロナウイルス感染症拡大により書面決議
により開催〔５月₂₂日〕
■新型コロナウイルス感染症対策実施	⓼	
・日野市へ感染症拡大に伴う経営支援に関する緊急要望書提出	
		〔５月７日〕	
・専門家による事業者向け緊急相談窓口設置〔７月１日～〕	
・飲食店への支援実施
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