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上尾商工会議所50年のあゆみ昭和43
   >>63 年

昭和43年7月1日、設立認可を受け県下14番目の商工会議所として発足

商工情報を毎月全戸配布

上尾ミニ工業団地竣工（昭和61年5月）

北上尾駅が開業（昭和63年12月）
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上尾商工会議所50年のあゆみ 上尾商工会議所50年のあゆみ

昭和 43年 3月 上尾商工会議所設立総会　上尾市文化会館で開催
7月 通商産業大臣認可・発足　初代会頭に三木亦市氏就任（東邦レース株式会社社長）

44年 1月 第2代会頭に関口博見氏就任　
新春名刺交換会（現：新春賀詞交歓会）開催

10月 第1回商工祭を開催
45年 5月 商工会議所ニュース市内全戸配布始まる
47年 1月 第1回会員大会を開催
48年 11月 商工祭を農業団体等との共催で「あげお祭り」として開催
53年 2月 上尾商工会議所創立10周年記念・商工会館落成記念式典を開催

10月 第36回臨時議員総会で第3代会頭に星野博三氏を選任
54年 7月 通勤新線延長の五万人署名を運輸大臣・国鉄総裁に要望書提出
56年 5月 地元生鮮業者13店舗で結成した、あげお生鮮小売り市場オープン
58年 9月 東口再開発事業(アリコベール上尾)オープン
61年 5月 工業基盤整備に向けた上尾ミニ工業団地竣工

10月 大綱引き祭りを開催
63年 5月 新生青年部がスタート 新会長に神田博一氏選出

7月 上尾商工会議所創立20周年記念式典を開催
9月 青年部が市内高校との就職促進懇談会を開催
12月 昭和における最後の新駅となった「北上尾駅」が開業

大綱引き祭り（昭和61年10月） 創立20周年記念式典を挙行（昭和63年7月）

創立10周年を記念して竣工となった商工会館（昭和53年2月） 上尾駅東口再開発事業・アリコベール上尾オープン
（昭和58年9月）
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上尾商工会議所50年のあゆみ平成元 年
      >>5 年

平成元年 4月 消費税が税率3%で導入される
11月 アリコベールにおいて第1回テクノフェアを開催
12月 第80回臨時議員総会で第4代会頭に北西兵造氏を選任

2年 5月 クリーン上尾運動を実施
11月 さいたま水上公園を会場に「第17回あげお祭り」を開催

3年 4月 環境美化と資源リサイクル運動を展開、市内小・中学校に空き缶圧縮機を寄贈
9月 第5回海外経済事情視察研修　上海・大連・北京を訪問
11月 欧州5都市の流通事情視察会を実施

4年 7月 廃棄物問題対策協議会が発足、紙ゴミ回収システムを構築
8月 上尾駅東口再開発商業施設の核店舗（株）ボンベルタ上尾撤退
11月 高年齢者地域雇用開発事業に取組み、合同求人説明会など成果をあげる

5年 2月 上尾商工会議所創立25周年記念式典を開催
7月 慈善大相撲上尾場所を開催、上尾市や鹿児島の大雨被災地に寄付
11月 経営安定特別相談室を開設

創立25周年式典を開催（平成5年2月）

第5回海外経済事情視察団は、中国（上海・大連・北京）を訪問
（平成3年9月）

中仙道歩道整備事業を推進
（平成元年11月）

工業製品を一堂に展示した第1回
「テクノフェア」を開催
（平成元年11月）

高年齢者地域雇用開発事業に取
り組み（平成4年11月）

新入社員セミナーを開催
（平成5年3月）

第80回臨時議員総会で、第4代会頭に北西兵造氏、副会頭に小
川平吉氏を新たに選任（平成元年12月）

慈善大相撲上尾場所を開催（平成5年7月）
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上尾商工会議所50年のあゆみ平成6
   >>10 年

平成6年 7月 あげお花火大会40年ぶりに復活
「政令指定都市問題特別委員会」を設置

7年 2月 上尾駅西口ペディストリアンデッキ完成
7月 PL法施行、部会を中心に対策セミナーを開催

8年 10月 青年部が市内6高等学校吹奏楽部合同演奏会を開催
パソコン教室「クリック」開設。91講座に794名受講

9年 3月 アメリカ3都市でCATV事情を視察
4月 会員数3,363会員、4,000会員を目標に会員拡大推進本部進発式を開催

全戸配布の商工情報に加え、会員向け広報紙「上尾チェンバーニュースパック」発刊
6月 第30回記念事業所対抗野球大会、37チーム参加により開催

10年 9月 上尾商工会議所創立30周年記念式典を開催
12月 第111回臨時議員総会にて第5代会頭に富永 建氏を選任

政令指定都市市民運動へと輪を
広げる（平成6年7月）

パソコン教室「クリック」開設
（平成8年10月）

会員拡大推進本部の進発式
（平成9年4月）

創立30周年記念式典
（平成10年9月）

会員向け広報紙として「上尾チェンバー
ニュースパック」を発刊（平成9年4月）

あげお花火大会、40年ぶりに復活し
荒川堤で開催（平成6年7月）

上尾駅西口ペディストリアンデッキ完成（平成7年2月）

第5代会頭に富永建氏就任（平成10年12月）
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上尾商工会議所50年のあゆみ平成11
   >>15 年

平成11年 2月 市内共通プレミアム付商品券・元気アップ商品券を販売
フレッシュ上尾キャンペーンレディ公開審査を開催

12年 9月 中国杭州市総商会と友好協議書を締結　
11月 青年部が主催する合同演奏会　ゲストとして市内4中学校も参加

13年 2月 市民・事業所を対象に「何でも相談会」を開催
10月 ネット上に会員店舗を紹介するあげおIT商店会「とくだね館」をオープン

14年 10月 次代の上尾を担う人材の育成を目的に上尾未来大学・聚正義塾を開校
11月 独自の緊急経営支援資金として「会員サポートローン」を創設

15年 3月 市内全域に11支部を設置
4月 タウン情報紙「あぴお」創刊　16頁、オールカラー、13万部発行

企業OB組織「上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル」（略称；アブセック）設立
7月 各種団体の運営支援を目的とした「業務支援センター」を設置
9月 新高輪プリンスホテル飛天の間で上尾商工会議所創立35周年記念式典を開催

フレッシュ上尾キャンペーンレディ決まる（平成11年2月）

タウン情報紙『あぴお』創刊（平成15年4月）

中国の杭州市総商会と友好協議書を締結（平成12年9月）

企業OB組織アブセック設立（平成15年4月）

市内6高校吹奏楽部合同演奏会
（平成12年11月）

あげおIT商店会「とくだね館オー
プン（平成13年10月）

上尾未来大学・聚正義塾開校
（平成14年10月）

創立35周年記念式典
（平成15年9月）
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上尾商工会議所50年のあゆみ平成16
   >>20 年

平成16年 9月 青年部関東ブロック大会「上尾大会」を主管　スズキ㈱鈴木修 代表取締役会長が講演
11月 富永建会頭の3 期目がスタート　副会頭4 人体制に

17年 9月 県女性会連合会の「さいたま女性セミナー」を主管、聖学院大学で速水前日銀総裁が講演
10月 県内16商工会議所の役員議員約300名が集い、県連議員大会を主管

18年 9月 第19回海外経済事情視察、ブリヂストン㈱台湾工場を視察
11月 飲食業界が中心となり飲酒運転根絶総決起大会を開催。ドライバーサポート事業を拡充

19年 3月 労働福祉対策事業としてカップリングパーティー「カフェABC」を開催
9月 上尾市商業振興に関する基本条例の定着化を目指し各地区で地区懇談会を開催
10月 第135回臨時議員総会を開催　富永前会頭から小谷会頭へ

20年 9月 創立40周年記念事業として地元企業への理解を深めていただくための産業観光ツアーを実施
10月 リーマンショック対策として、上尾中小企業経営支援協議会を立ち上げ、ワンストップ支援にあたる
11月 ワタミ㈱渡邉美樹氏を講師に迎えて実施した、上尾商工会議所創立40周年特別講演会

青年部創立30周年記念　バレーボール全日本女子チーム前監督 柳本晶一氏が講演

青年部 関東ブロック大会 上尾大会を主管（平成16年9月）

縁結び支援事業・カフェABC（Ageo Best Couples）開催
（平成19年3月）

第43回埼玉県商工会議所議員大会上尾大会を主管
（平成17年10月）

富永前会頭から小谷会頭へ、新体制スタート（平成19年10月）

第19回海外経済事情視察
（平成18年9月）

飲酒運転根絶総決起大会
（平成18年11月）

創立40周年記念特別講演会開催
（平成20年11月）

青年部創立30周年記念 柳本晶
一氏講演会（平成20年11月）
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上尾商工会議所50年のあゆみ平成21
   >>25 年

平成21年 2月 県制度資金の返済猶予制度創設を上田知事に要望
5月 消費需要拡大を目的にプレミアム付商品券を発行（3億3千万円）

22年 5月 市、教育委員会と共催で、中村修次氏より青色発光ダイオード発明秘話を講演いただく
10月 商店街と文化団体が協力した街角美術館、28店舗52作品を展示

ものづくり改善リーダー養成セミナー開講（全10回、延258名受講）
11月 地域総合情報ポータルサイトを「あぴおネット」に全面リニューアル

23年 3月 東日本大震災発生、市へ制度資金運用強化等を要望
7月 市への要望が実り、小規模事業者経営改善資金0.9%の利子補給制度創設
11月 第1回「キラリ☆あげおご当地グルメ祭り」開催

『東日本大震災復興支援金付きアッピー商品券』販売（3億3千万円）
24年 9月 上尾市産業振興ビジョン策定スタート

11月 金融円滑化法失効を控え、関係機関に継続的支援を要請
25年 6月 実業団女子バレーボールチーム「上尾メディックス」後援会が本格始動

経営革新等支援機関に認定（経済産業省）
7月 事業承継支援事業として事業承継サロンを開催
10月 中心市街地活性化事業『AGEOまちフェス2013』開催
11月 上尾商工会議所創立45周年記念事業として産業観光ツアーを開催

発行　　上尾商工会議所　　　協力　　 上 尾 市 　 　 協賛　　 上尾商店街連合会

有 効 期 間／平成23年11月26日 ～ 平成24年2月5日東日本大震災

復興支援金付
き東日本大震災

復興支援金付
きアッピー商品券アッピー商品券共

通

￥1,000

発行　　上尾商工会議所　　　協力　　 

発行　　上尾商工会議所　　　協力　　 

発行　　上尾商工会議所　　　協力　　 

￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥1,00000000000

発行　　上尾商工会議所　　　協力　　 上 尾 市 　 　 協賛　　 上尾商店街連合会￥1,000
有 効 期 間／平成23年11月26日 ～ 平成24年2月5日東日本大震災

復興支援金付
き東日本大震災

復興支援金付
きアッピー商品券アッピー商品券専

用

「埼玉県制度資金の返済猶予制度」の創設を要望（平成21年2月）

第1回「キラリ☆あげおご当地グルメ祭り」（平成23年11月）

アッピー商品券を発行（平成21年5月）

上尾メディックス後援会発足、会員登録180名(企業・団体・個人)
（平成25年6月）

「街角美術館」に協力
（平成22年10月）

ものづくり改善リーダー養成
セミナー（平成22年10月）

青色発光ダイオード開発者 中村
修次氏によるシンポジウム
（平成22年5月）

上尾道路早期全線開通に向けた要
望書提出（平成23年11月）
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上尾商工会議所50年のあゆみ平成26
   >>30 年

平成26年 2月～ 3月 第1回『上尾まちゼミ』開講
7月 上尾市産業振興ビジョンに基づき上尾市産業振興会議発足
8月 支部長会議で会員拡大キャンペーンへの協力要請、年度中純増41社達成

27年 4月 消費税率8%に引き上げ、転嫁対策事業に取り組む
9月 30%プレミアム付『アッピースマイル商品券』販売（10億4千万円）
10月 日本銀行調査統計局と意見交換会を開催
11月 マイナンバー制度スタート、対応セミナー等開催

28年 6月 経営発達支援計画認定に基づく伴走型小規模事業者支援推進事業への取り組みスタート
10月 第18期新体制がスタート　第7代会頭に神田博一氏

29年 6月 上尾市創業支援事業計画に基づく女性創業セミナー全5回開催
12月 11商工団体連携による広域ビジネス商談会開催

30年 1月 彩の国ビジネスアリーナ2018で上尾商工会議所ブースを設置
3月 的場浩司氏監修 和洋最中ダック和ーズ　5年の歳月をかけ完成販売（期間限定）

女子のための仕事づくりセミナー（平成29年6月）

支部長会議で会員拡大キャンペーン協力要請（平成26年8月）

彩の国ビジネスアリーナ2018（平成30年1月）

2018年の創立50周年に向けて第18期新体制がスタート
（平成28年10月）

消費税転嫁対策セミナー
（平成26年2月）

マイナンバー対応セミナー
（平成27年11月）

広域ビジネス商談会
（平成29年12月）

あげおスイーツ研究会による
ダック和ーズ販売
（平成30年3月）




