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武蔵野市新市長就任の挨拶
第 13 回 Musashino ごちそうフェスタ開催中
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　井の頭公園　音楽堂　落成式1956（昭和31年）　 協力：（公財）東京都公園協会
　

〈井の頭恩賜公園開園100周年写真シリーズ〉

FBページ公開中!！

吉祥寺今昔写真館委員会
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　このたびの武蔵野市長選挙におきまして、市民の皆様のご支援をいただき、武蔵
野市長に就任いたしました。武蔵野市初の女性市長となります。これまで、多くの
市民の皆様のお一人おひとりの直接の声を聴いてまいりました経験をもとに、市政
に全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いします。
　本市は関係者の皆様のご協力により、住みたいまちとして、注目、人気を集めて
います。しかしながら待機児童の問題や、高齢や病気になったときでも、ひとりで
安心して暮らせるまちであること、大きな都市基盤のリニューアル時期を迎える中
で、都市基盤の更新を行いつつ、健全な財政を次の世代へ受け継いでいくことな
ど、市政には様々な課題があり、課題解決のため、立ち止まることはできません。
スピード感をもって、様々な事業に取り組んでまいります。
　弱い立場の人でも生きやすい社会は、誰もが生きやすい社会です。若い世代や高
齢者の方々の生活上の不安を取り除き、武蔵野市から自治・共生・平和の旗を高く
掲げ、全国へ発信してまいります。
　本年、武蔵野市は市制施行70周年を迎えます。先人が築いた様々な武蔵野市の
魅力に磨きをかけながら、今の時代に即したアニメや漫画などのコンテンツ産業の
振興や2020年にある東京オリンピック・パラリンピックを契機とした市政の発展
などに取り組み、次の10年へと歩みを進めてまいります。
　商工会議所の役員、会員の皆様には、商工業の振興や都市観光の推進など、市と
連携し地域振興にご尽力いただき心から感謝申し上げます。皆様がなお一層のご活
躍を続けられ、今後も地域経済の発展、市民生活の向上にお力添えくださいますよ
うお願い申し上げます。

武蔵野市新市長　就任の挨拶

武蔵野市長　松 下　玲 子
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平成30年 会員新春のつどい 申込開始!!

第12回 武蔵野吉祥七福神めぐりのボランティアを募集!

　新春の恒例行事となった、当所会員が一堂に集う「会員新春のつどい」を下記のとおり開催します。
　第14回目となる今回は、金融業部会が当番部会となります。
　同封の案内チラシをご覧のうえ、是非、ご参加ください。

期　日   平成30年1月16日（火）
時　間　午後5時
場　所　吉祥寺第一ホテル　8階　天平
申　込　同封の案内チラシにて期日までにお申込みください。

　地域活性化委員会（伊藤則義委員長）では、恒例の武蔵野吉祥七福神めぐりの開催に向け、準備を進めてい
ます。開催期間は、1月1日（元日）から7日（日）までの7日間となります。干支が1周する記念の年です。
会員の皆様には、一緒にお手伝いいただけるボランティアを募集しますので、是非、ご協力をお願いします。

（1） ボランティアの内容など
場　所 お手伝いの内容 時　間（予定）

・吉祥寺駅前本部 参拝客の案内・グッズ販売 10：00~14：00
・寺　社 参拝客の案内・誘導 9 ：30~16：00

（2） その他
　 ①  開催期間は、平成30年1月1日（元日）~1月7日（日）ですが、お手伝いは1日だけでも歓迎です。 
　 ②昼食をご用意します。

申請期限は平成30年1月31日まで

　平成31年10月から実施される消費税軽減税率制度は全ての事業者に影響があります。
　軽減税率の対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。こ
れにともない請求書や帳簿の記載方法や、消費税課税事業者の消費税計算方法も変更になります。自社で軽
減税率の販売品目の取り扱いがなくても、経費のなかに軽減税率が含まれていると複数税率の処理が必要
となる場合があります。また、平成35年10月からは、適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）
が実施されます。なお、本セミナーでは、軽減税率制度に対応したレジ導入・受発注システムの改修等の補
助金についても説明しますのでこの機会に是非ご参加ください。　
　同封の折込チラシをご覧いただき、お申込みください。

 日　時 11月28日（火）14：00~16：00  
会　場 当所5階 第1・2会議室 
講　師 永見　充久 氏（ファイナンシャルプランナー）

定　員 30名（申込順、定員になり次第締め切ります）

ⓒ吉祥ベジ福神

消費税軽減税率対策セミナーのご案内
～軽減税率対策補助金の申請はお済みですか～

お問合せ 振興課（担当：井上）
　　　　　　TEL：0422-22-3631

お問合せ 中小企業相談所（担当:今北）
　　　　　　TEL：0422-22-3631
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■ホームページでお店情報の発信
  　今年のMusashinoごちそうフェスタは、ネッ

トでのお店情報発信を強化しています。
  　スマホやパソコンで参加店情報を入手できま

す。是非、公式ホームページをご覧ください。

■物産・逸品市の開催
  　武蔵野を代表する物産・逸品の数々を紹介・販

売するイベントです。武蔵野地粉うどんをはじめ、
新鮮野菜や小学生ファミリーが栽培した大根等を
販売するほか、昨年より大人気のチャリティー林檎
も復活。お正月に間に合う小松菜栽培講習会も開
催します。

  　また、武蔵野市との食育コラボブースでは、ご家
庭の使用済み・賞味期限切れの食用油を回収します。

日　時 11月23日（木・祝）10：00～ 16：00
会 場 東急百貨店吉祥寺店北側広場

■被災地応援キャンペーン抽選会
  　ごちそうフェスタ参加店でお食事・お買物をし

てもらえる応募ハガキで抽選会に参加できます。
  　先の東日本大震災で被害の大きかった茨城県北

エリアを応援するため、抽選会賞品はこの地域の
特産品を取りそろえました。

 応募期間　11月1日（水）～11月30日（木）
 　  ※当日消印有効

◆当選者数120名　◆賞品総額105万円

　武蔵野市内の飲食・食品店で食事や買い物
を楽しんでいただき、地元の物産や逸品を知っ
ていただく「食の祭典」、第13回Musashino
ごちそうフェスタが開催中です。

AreaNews地域情報

第13回 Musashinoごちそうフェスタが開催中

詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.gnavi.co.jp/prt/mg_festa/
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自宅で受けられる郵送健診のご案内
　会員の皆様、会員事業所の従業員及び家族の方を対
象とした、郵送健診（がん予防検査、かんたん健診）
のご案内です。
　郵送健診は、自宅にいながらにして「がん予防検
査」が3,000円程度で受けられるものです。申込み
をされると、指定の専用器具・容器で便、血液などを
自己採取し健診機関に送るだけで、結果が受診者個人
宛に親展で送られます。
　がん健診は受けたいが、時間がない、費用が高い、
結果に時間がかかるなどの理由でなかなか検査を受け
られない方は、この機会にぜひご利用ください。
　詳細は、同封のチラシをご確認ください。

対 象 者 会員ならびに会員事業所の従業員及び家族

申込方法  同封チラシの申込書に必要事項をご記入のう
え、下記申込先までFAXまたは郵送にて申込み

申込締切日 平成30年1月31日（水）

お問合せ・申込先

  「㈱東商サポート&サービス・健康管理サービス係」
 TEL 03-3283-7753
 FAX 03-3283-7768
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会員増強キャンペーンへのご協力のお願い

労働保険（労災保険・雇用保険）の加入手続きはお済みですか？

部会名 食品 飲食 商業 工業 建設 サービス 金融 合計

目標数 8 18 17 14 11 17 10 95

10/16現在 1 16 11 5 14 20 6 73

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成29年の入会目標件数を150件として加入促進活動を行っ
ています。その内、部会全体の目標件数は95件です。
　12月末時点で目標件数を達成した部会には報奨金を進呈します。 各部会の目標件数と現在の勧誘数は、
下記のとおりです。
　ご協力をよろしくお願いします。

新入会員 の紹介 9/16
～

10/16

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社 AIL・S　F.cAgio 飲食業

吉祥寺地区

飲食業部会

UNRESS アパレル業

商業部会
合同会社 LLC茉莉花メディカル 薬局

株式会社 サイオー 食品包装資材・企画製造・販売
中央地区

株式会社 フロントロウ ブランド品販売

三輪アトリエ一級建築士事務所 建築設計

吉祥寺地区

サービス業部会

日本総合不動産株式会社 不動産（戸建事業及び仲介）

ネイルサロン ペイント 吉祥寺 ネイルサロン

森下はり 治療処 鍼 治療 中央地区

株式会社 いたれりつくせり 保育業・福祉タクシー・福祉用具 境地区

四つ葉事務所 社会保険労務士・通訳案内士（中国語） 地区外

明治安田生命保険相互会社
武蔵野中央営業所 生命保険販売 吉祥寺地区

金融業部会
株式会社 弘中会グループ 生保・損保代理店業 地区外

～11月は労働保険適用促進強化期間です～
　労働保険（労災保険・雇用保険）は、労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に必要な保険給付を行
い、また労働者の方が失業した場合に失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
　労働保険は労働者を一人でも雇用する事業主に加入が義務付けられています。
　まだ加入手続きがお済みでない事業主は、早急に手続きを行ってください。

労災保険は…三鷹労働基準監督署　労災課 TEL 0422-67-3422
雇用保険は…ハローワーク三鷹（三鷹公共職業安定所） TEL 0422-47-8623

お問合せ先

─事業主の皆様 ─ 
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吉祥寺アニメワンダーランド2017開催されるリポート
Report

　9月28日（木）から10月9日（月・祝）まで、第
45回吉祥寺ウェルカムキャンペーン（寺岡芳雄大会
長）として、吉祥寺アニメワンダーランド2017（荒
井康友実行委員長）が開催されました。
　今年は、市内のアニメ制作会社であり今年創立55周
年を迎えた「タツノコプロ」の諸作品をメインビジュ
アルに、公式ガイドブックやフラッグ、ポスターなど
が街中を彩りました。
　前半は、ギャラリー創で「タツノコプロ55周年
記念 吉田すずかの世界展」、公会堂ではTVアニメ
「Infi ni-T Force」、「ちょびっと!?こびと感謝祭」の
イベント、毎年恒例の「吉祥寺おもちゃ市場」、「まち
なかファミリーステージ」などを実施し、いずれも大
盛況でした。後半の公会堂イベントは「おにゃんこポ
ン前夜祭」、「チェブラーシカ動物園へ行く」&「ちえ
りとチェリー」上映会、井の頭公園森のイベントを実
施しました。森のイベントは、初日午前中の小雨を除

けば二日間天気に恵まれ、沢山のキャラクター、アイ
ドルグループのステージショーやバザール、スタンプ
ツアーの来場者数は昨年を大幅に上回りました。日没
後に上映した「森の映画館」も、終演まで大勢の皆様
が鑑賞し楽しんで帰宅されました。そして、最終日
に実施した「第13回吉祥寺アニメーション映画祭」
は、ファミリーからコアなアニメ映画ファンまで幅広
い層に楽しんでいただきました。そして「親子でプラ
モデル教室」は、プラモデルファンのファミリーが市
民会議室を埋め尽し熱気に満ち溢れていました。
　その他、8か所の店舗で開催された自主イベントや
コラボカフェなど、期間中は吉祥寺がアニメ一色に染
まりました。

森のわくわくステージ

吉祥寺おもちゃ市場　ワークショップ

　ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マ
ニュアルは，外務省ホームページ上に全13話掲載さ
れています。これだけは最低限やっておくべき安全対
策の基本について項目ごとに「ゴルゴ13」の導入部
があり、解説編が続くという構成になっています。是
非ご覧ください。

コミック版も配布中
　当所でも、ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全
対策マニュアルのコミック版の配布をしていますので、
コミック版をご希望の方は当所窓口までお越しくださ
い。※先着順、数に限りがあります。

LINEの公式アカウント「外務省海外安全情報」も
開設していますので、是非ご覧ください。メッ
セージを送ると，ゴルゴから返事が来ます。
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/
golgo13xgaimusho.html　

外務省邦人テロ対策室からのお知らせ

「ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」について

お問合せ 外務省邦人テロ対策室
TEL：03-5501-8165

WEB版マニュアル
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/
golgo13xgaimusho.html　
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○相談無料・秘密厳守
○事業者のあらゆる相談を承ります
○武蔵野市内の小規模事業者と商工会議所の会員の方が無料で利用できます

相談項目 相談員 日　時 相談内容

経営全般/
各種融資/創業

経営指導員
中小企業診断士

（月）～（金）
9:00 ～ 17:15

・各種融資相談
  （公庫、公的融資制度、金融機関のあっせんなど）
・各種経営支援と相談
　（販路開拓、Webマーケティング、販売促進、
　補助金、事業計画の作成、新規事業開発など）
・創業相談

金融・創業
相談会

日本政策金融公庫
（融資担当者）

12月7日（木）
13:30 ～ 16:00
※事前にご予約ください。

・設備資金や運転資金の借り入れ
・借り換えや条件変更など

定例相談会
（記帳・申告・税務）

税 理 士

12月7日（木）
10:30 ～ 16:30
（12:00～13:00休）

※予約優先

・青色・白色申告する個人事業主の方
・所得税・相続税・消費税など
  一般的な税金問題

法　　律 弁 護 士
司法書士

※ お申込みをいただいた
後、日程を調整したう
えで実施します。

※ 相談時間は原則60分
以内となります。

・ 契約、賃貸等をめぐるトラブル
・労務問題トラブル
・売掛・買掛トラブルなど

税務・会計 税 理 士 経理、事業継承、法人税・所得税・相続税など

労務・年金 社会保険労務士 就業規則、退職手続き、
労働保険（労働災害・雇用保険）、年金など

登　　記 司法書士 不動産や会社・法人の登記など

許 認 可 行政書士 建設業の許可など各種申請書類の作成など

特許・商標・意匠 弁 理 士 発明・特許・商標などの産業財産権に関す
る取得運用

建　　築 建 築 士 店舗・事務所など建物に関する相談

不 動 産 不動産鑑定士 土地建物の相談
借地・家賃・更新料などの相談やトラブル

不動産表示 土地家屋調査士 不動産表示に関する相談

I　T ITコンサルタント ITを活用した集客
社内システム・セキュリティなどの相談

経営専門相談のご案内

○受付は、武蔵野商工会議所6階となります。
○ 相談ご希望の方は、中小企業相談所0422-22-3631まで
お気軽にご連絡ください。
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部会だより

部 会 だ  よ り 各部会・女性会・異業種交流プラザへのお問い合わせは
武蔵野商工会議所 まで。こちら 0422-22-3631TEL

報 告

▶箱根・大涌谷　日帰り旅行

　飲食業部会（新妻義次部会長）では、10月18
日（水）に箱根・大涌谷をめぐるバス旅行を開催
しました。
　大涌谷では湯けむりを感じながら、散策を行
い、ジオパークで箱根の自然や歴史について学び
ました。そのあと、昼食では、部会員同士の懇親
の場となり、ゆったりとした時間を過ごすことが
できました。帰りに寄ったかまぼこで有名な鈴廣
では、買い物を楽しみました。

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当:佐野）

　一日を通して、交流を深めることができました。

お問合せ 商 業 部 会（担当:井上）商 業 部会  
i nformation

▶ビジネス交流会のご案内
　商業部会（西宮忠部会長）では、11月24日
（金）にビジネス交流会を開催します。昨年まで
は、部会員同士の情報収集・人脈作りをはかるこ
とを目的とした交流会でしたが、今回は建設業
部会との合同開催になります。部会の枠を越え、
「会員同士お互いを知ろう」という趣旨で、自社
PRや名刺交換などフリートーク形式にて行う予
定です。部会員には別途、参加申込書をお送りし
ていますのでご確認ください。入会して間もない
方や、今まで部会事業に参加されなかった方も、
この機会に是非ご参加ください。

▶吉祥寺コレクション　出店者の募集
　吉祥寺コレクション実行委員会（安藤智之実行
委員長）では、来年のゴールデンウィーク（予
定）に吉祥寺駅北口ロータリーにて吉祥寺コレク
ションを開催します。このイベントは、武蔵野市
の商業、とりわけ服飾雑貨分野の発展を推進する

ためのファッションショーです。このショーを通
じて、地域ならではのファッションを提案し、新
たな流行の発信地として注目され、地域経済の活
性化に繋がることを目指しています。趣旨にご賛
同いただける出店者を募集していますので、是
非、ご参加ください。詳細は、次月号の折込みチ
ラシをご覧ください。

▶吉祥寺コレクションイベントへのご協賛のお願い

　来年のゴールデンウィーク（予定）に開催され
る上記のイベントの趣旨にご理解いただき、ご支
援いただける企業を募集しています。広報媒体と
して制作するパンフレットやポスターに掲載しま
す。その他、イベント当日のステージ等へ企業名
を掲載します。詳細は、次月号の折込みチラシを
ご覧ください。
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部会だより

お問合せ サービス業部会（担当: 三輪）サ  ー ビ ス 業 部会
i nformation

▶ビジネスチャンスの夕べのご案内

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、恒例と
なりましたビジネスチャンスの夕べ交流会を11
月22日（水）に開催します。
　今年も自社PRタイムを設けますので自社を売り
込み、交流会では、積極的に名刺交換をし、人脈作
りや情報交換の場としてご活用ください。
　今まで事業になかなか参加できなかったサービ
ス業部会の方々、また新入会員の方も是非ご参加
ください。

 日　時 平成29年11月22日（水）18：00~
場　所 吉祥寺東急REIホテル
参加費 4,000円/1名

▶スマホ講習会のご案内

　ICT研究会いまさらスマホ分科会主催で、ス
マートフォンの使い方に関する講習会を開催しま
す。「スマホを買ったが使い方が分からない」な
どお悩みを解決できる機会となりますので、是非
ご参加ください。

 日　時 12月8日（金） 15：00~16：00
場　所 当所　7F役員会議室
参加費 無料
定　員 30名

▶チャリティトークライヴ開催

　今年も恒例となりましたチャリティトークライ
ヴを下記日程で開催します。今回は、雅楽師東儀
秀樹氏を迎えたトークライヴです。現在、チケッ
ト販売中です（折込チラシもご覧ください）。ご
希望の方は、当所チャリティトークライヴ係まで
お問合せください。

 開催日 12月9日（土）
開   演 18：00　（開場17：30）
会　場 武蔵野公会堂
入場料 3,000円（全席自由）
※ このコンサートの入場料の一部を武蔵野市民社会福祉協
議会へ寄付させていただきます

報 告

▶街頭無料相談会を実施　

　昨年に続き各士業の先生方による街頭無料相談
会を10月14日（土）に実施しました。当日は
事前予約と併せて多くの相談者の来場がありまし
た。当相談会は、各士業の専門家によるワンス
トップ相談が特徴で、相談者は市民や事業者多岐
にわたり様々な相談事に対し専門の先生方から、
適切なアドバイスを受けていました。また、今

回も各士業
による生活
に密着した
テーマのミ
ニセミナー

の開催やICT研究会のITよろず相談などを実施
し大変好評な街頭相談会となりました。

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

報 告

▶「住まいりーフェスタ」を開催しました

　建設業部会むさしのまち大工事業（渡辺直樹座
長）では、市民の住宅・住環境の向上を目的とし
て10月21日（土）に、むさしのまち大工制度
周知イベント「住まいりーフェスタ」を開催しま
した。当日は、ミニ住宅の組立て・内覧のほか、

住まいに関する相
談受付を行いまし
た。多くの来街者に
むさしのまち大工制
度を周知することが
できました。
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女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）

報 告

▶第49回全国商工会議所女性会連合会北海道全国大会
　女性会（伊藤隆子会長）では、10月7日（土）に北海道
立総合体育センターにて開催された第49回全国商工会議所
女性会連合会北海道全国大会に参加しました。全国の女性会
から約2,700名が一堂に会し、当会からは女性会員6名が
参加しました。
　また、当会は組織強化（会員増強）で優秀な成績を収めた
ことから、全国商工会議所女性会連合会より組織強化表彰を
受賞しました。

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

i nformation

▶産業交流展2017のご案内
　本年度の「産業交流展2017」は、昨年度より
もさらに充実したブースになるように準備を進めて
います。本年度は、6社が出展します。その他、当
部会事業のPRブースの設置もします。なお、無料
招待券を配布しますので、ご希望の方は、事務局
にお問合せください。

 産業交流展2017の概要 

 日　時 11月15日（水）～11月17日（金）
 10:00~18:00（最終日17:00）
会　場 東京ビッグサイト　西1・3・4ホール
※当部会ブースは西4ホールの医療・福祉ゾーン34

▶忘年会のお知らせ
　会員交流委員会では、忘年・情報交換会を下記
の通り開催します。

 日　時 12月12日（火）　18：00~
会　場 吉祥寺東急REIホテル

報 告

▶講演会開催について
　運営委員会では、10月10日（火）に部会員
の精密測定技術振興財団のご協力により東京大
学工学系研究科教授の須賀唯知先生をお招きし、
「常温接合の可能性と応用」というテーマで講演
会を開催しました。講演会では、熱を加えずに接
触させるだけで、金属や半導体、ガラスなどを
くっつける「常温接合」について分かりやすく解
説していただきました。
　講演終了後の情報交換会には、須賀先生にもご
参加いただき、部会員と交流を深めました。
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新入会員紹介

新入会員紹介 新入会員を対象としたPRスペースを設けています。毎月10日発
行の会報誌は、会員企業・団体・報道機関等約2,600社にお届け
しています。自社の製品やサービスをPRしてみませんか? 費用は
一切かかりませんので、ぜひご活用ください。

お問合せ 総務課
TEL：0422-22-3631

一般社団法人みなとむすぶ
地域活性コミュニティ協会

地域活性・商店街集客をはじめ地域ブランディ
ングやプロモーション等是非ご相談ください!

　井の頭公園100周年を記念し「井の頭千人茶会プ
ロジェクト」をはじめ、地域資源を活用した地域ブ
ランド作りやプロモーションの企画プロデュースな
ど、人と人・人と街をつなぐ「地域活性まちづくり」
など幅広く事業展開しております。地域毎の特色を
活かし、課題解決に繋がるアイデアでより効果的で
他にはないオリジナリティの高い企画プロデュース
を実現。地域観光以外にも各企業や店舗のブラン
ディングなど幅広くご相談ください。

合同会社 リバスト

夏場のイチゴはオランダ苺で!
イチゴ・果物の輸入は弊社にお任せ下さい!

　弊社は業務用輸入果実全般、特に洋菓子業界向け
にオランダ産・アメリカ産のイチゴを6月～11月に
輸入しています。また、イチゴ以外にもラズベリ―
やブル―ベリ―、すぐりブラックベリ―なども取り
扱っております。国内で見つけにくいフル―ツもお
探しいたします。苺・フル―ツのことなら弊社にお
まかせください！

代表者 ● 高橋 桂子
所在地 ● 170-0005東京都豊島区南大塚3-12-11 サンヨウビル201
TEL ● 03-5927-9275

e-mail ● info@minamusu.com
URL ● http://www.minamusu.com/　　http://senninchakai.com/

代表者 ● 石川 道久
所在地 ● 181-0002東京都三鷹市牟礼3-9-6-126
TEL ● 0422-79-3741 FAX● 0422-79-3741

e-mail ● MichihisaIshikawa@msn.com

お申込み・問合せは総務課まで 
TEL 0422‒22‒3631 

会員の皆様に
お届けします！

チラシチラシ
折込サービス

1社
折込み料

1枚 A4判まで　(A3二つ折り可)（1回・消費税込）21,600円

会報

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封
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法政大学大学院政策創造研究科　教授　坂本　光司　（さかもと・こうじ）
　1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、2008年4月より法政大学大学院政
策創造研究科（地域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長。他に、人を大切にする経営学会会長
はじめ、国や県、市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・
地域経済論・産業論。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くの
か』（かんき出版）など。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　十勝平野の母都市・帯広市の中心街の一角に「平和

園」という店名の外食産業がある。経営母体は株式会

社平和園で、主事業は焼き肉レストランの経営であ

る。同社の設立は1970年で、現社長の新田隆教氏の

父親である新田良基会長が、実父の経営していたホル

モン焼き屋をいったん整理し、焼き肉屋として再ス

タートさせた。

　きっかけは、当時の焼き肉屋は繁盛店が多かった

が、多くの店の配膳や接客サービス、さらには商品価

格を見るにつけ、リーズナブルな価格と親切丁寧な接

客サービスを提供すれば、顧客に支持されると考えた

からである。そしてもう一つの理由は、新田会長自

身、貧困な生活の中で育った体験から食を通じて多く

の人々に喜ばれることをしたかったからである。

　設立当初からこのことを肝に銘じ、愚直一途に経営

を続けた。その結果、現在は帯広市を中心とした十

勝管内に6店舗、札幌市内に3店舗の計9店舗を展開

し、社員数も140人の規模となっている。より驚か

されるのは、多くの外食産業は外部環境の変化や自社

の業績悪化を口実に店舗の移転や退店を繰り返す中、

設立以来47年間、撤退が1店舗もないどころか、こ

の間、おおむね黒字経営を持続している点である。

　先日、恒例の大学院のゼミでの夏期合宿の一環で、

同社を久方ぶりに訪問させていただいた。新田社長に

話を伺い、食事をさせていただいたが、その経営の考

低迷する外食産業で光る『平和園』

え方・進め方には参加者一同感嘆するとともに、その

肉のおいしさや接客サービスに驚かされた。

　新田社長にその訳をお聞きすると、牛肉は全て十勝

牛を中心とする国産牛を使用し、しかもその加工は全

て肉職人さんの手切りという。15年以上のキャリアの

ある肉職人さんが一枚一枚丁寧に切り落とし、余分な

脂身を取り除きながら切り分けているという。だから

こそ肉はやわらかく、しかもボリュームがあったので

ある。また、その味付けは、肉の状態に合わせ10数種

類の調味料を調合した「秘伝のタレ」をもみ込む「一

丁付け」という手法をとっているという。加えて言え

ば、これだけ品質にこだわっているにもかかわらず、

その値段はというと想像を絶する安さなのである。

　「私は病気で中途失明をしてしまい、今は全く見え

ません。でも社員が私の経営への思いをよく理解し、

頑張ってくれています。世の中、経済的に恵まれた

方々ばかりではありません。皆さまに安心・安全なお

肉をリーズナブルな価格で、お腹いっぱい食べて、喜

んでいただきたいからです……」と、新田社長は私た

ちにニコニコ顔で話してくれた。その話を聞いたと

き、私たちは涙があふれ出てきた。

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム
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会員会員
ズームズーム
プアアップアップ

元元

気気ななな
会会会会社社社社をを紹紹紹紹介介介介ししまま

すす
。。

会員事業所の紹介コーナー「会員ズームアップ」にて
紹介する事業所を募集しております。
新しくできたばかりのお店から、長く親しまれている名店まで、「取り上げてほしい !」という
ご希望があれば、ぜひ当所までご連絡ください。

元気な会社を紹介しています ! !

お問合せ

）課務総 ： 当担（
 0422-22-3631☎

事業所

　今回は、昨年起業し、多摩地区にある私立の中学
校、高等学校を紹介するフリーマガジン『TAMA 
School Message』を発行している合同会社雄飛企
画代表の津村道夫さんにお話をお聞きしました。
　津村さんは大学卒業後、教員や塾の教室長、私立高
等学校の広報担当など、一貫して教育現場に携わって
きました。
　それらの経験から、たとえ良い学校だとしても、その
情報が受験生に伝わることの難しさを感じたそうです。
　例えば、中学校の教師や塾の指導者は、勉強を教え
ること以外に、進学する学校の内容もよく理解して指
導することが必要ですが、学校の情報がうまく伝わっ
ていないケースがあります。また、私立高等学校の広
報担当は、学校によっては先生が兼務していて多忙な
場合や予算に限りがあることから、十分な広報活動が
できていないケースも少なくないそうです。
　重要なことは私立高等学校の十分な情報が適切な範
囲の受験生にくまなく届くことと感じ、そのための最
適な方法の一つを思い至った時に、事業化を考え、起
業されたそうです。
　学校情報誌は多々ありますが、一般的に分厚い冊子
で広範囲に学校が掲載され、受験生が学校を絞りにく
いという点があげられます。それならば、地域限定の
情報に絞り、見やすく持ちやすくして塾や公立中学校
を通して先生方から受験生に手渡してもらえれば、地

域での浸透性も強めることができると考えたそうです。
　津村さんは、掲載する高校への営業はもとより、多
摩地区の塾1,200か所に営業を行い配布先を開拓し
たほか、同地区の公立中学にも事業の説明を行い、
220ある学校のうち今年夏の時点で約100か所、多
摩地区全体の公立に通う中学生のうちの約半分であ
る、17,000人に配布できる体制を整えたそうです。
　お子さんの進学は一生を左右する大切なステージ。
情報過多な現在、地域に特化した冊子で迅速かつ効率
的に情報収集することは大変重要だと感じました。
　高校版の発行は6月と10月の年2回、中学版の発
行は6月の年1回。また、『京浜版』も発行していま
す。冊子希望の方は、上記に連絡すれば、無料でお届
けしていただけるそうです。

（取材担当:池田・宇治川）

合同会社 雄飛企画

代 表　 津村　道夫

コラム

所在地 :武蔵野市吉祥寺本町1-26-4　2F
TEL：03-6379-6732
URL：https://www.facebook.com/yuhiplanning
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 15.0 ▲ 8.7 ▲ 9.0 ▲ 17.9 ▲ 28.0 ▲ 13.2

関　東
▲ 17.1 ▲ 13.4 ▲ 4.7 ▲ 15.8 ▲ 33.3 ▲ 19.0

LOBO
調  査 早期景気観測

　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 15.3 ▲ 7.4 ▲ 10.1 ▲ 19.2 ▲ 31.4 ▲ 10.8

関　東
▲ 14.8 ▲ 11.9 ▲ 0.9 ▲ 15.8 ▲ 29.4 ▲ 18.1

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成29年10月16日現在）

部　　会 食  品 飲  食 商  業 工  業 建  設 サービス 金  融 合  計 

会 員 数 250 414 692 122 214 1,115 69 2,876

市内事業所数 526 1,371 1,629 140 385 3,217 103 7,371

▼前年同月比

▼先行き見通し : 2017年10月～2017年12月

Lobo調査とは……
全国の422商工会議所が3875企業
にヒアリングを行い業況等を調査し
た結果です。

DI値（景況判断指数）
 について

DI値は、業況などの各項目に
ついての、判断の状況を表す。
ゼロを基準として、プラスの
値で景気の上向き傾向を表す回
答の割合が多いことを示し、マ
イナスの値で景気の下向き傾向
を表す回答の割合が多いことを
示す。従って、売上高などの実
数値の上昇率を示すものではな
く、強気・弱気などの景気感の
相対的な広がりを意味する。

割　合 （%） 47.5 30.2 42.5 87.1 55.6 34.7 67.0 39.0%

　9月の全産業合計の業況DIは、▲15.3と、前月か
ら+2.9ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不
変」への変化が押し上げ要因となったことに留意が必
要。堅調な建設・設備投資に加え、インバウンドを含
む好調な観光需要が全体を牽引した。また、電子部
品、自動車関連の生産が引き続き底堅く推移した。他
方、人手不足の拡大や、天候不順等による農水産物の
出荷減・価格上昇、消費者の低価格志向を指摘する声
は依然として多い。中小企業の景況感は総じて緩やか
な回復が続くものの、そのマインドには依然として鈍

さが見られる。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲15.0（今
月比+0.3ポイント）とほぼ横ばいを見込む。輸出や
設備投資の堅調な推移、秋の行楽シーズンに伴う観光
需要の拡大、消費持ち直しなどへの期待感がうかがえ
る。他方、最低賃金を含め人件費の上昇や受注機会の
損失など人手不足の影響拡大、地政学的リスク、運送
費・原材料費の上昇などを懸念する声は多く、中小企
業においては先行きへの慎重な見方が続いている。

業況DIは、3ヵ月ぶりに改善。先行きは慎重な見方残
り、ほぼ横ばいの動き
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ファイル人質に身代金を要求
　今年の5月12日から世界規模のサイバー攻撃が発生
し、その被害が相次いでいる。今回の攻撃に使われて
いるのは、ランサムウエアと呼ばれる不正プログラム
である。ランサムウエアとは、「Ransom（身代金）」と
「Software（ソフトウエア）」を組み合わせた造語。感
染したパソコンに保存されているオフィスドキュメント
や画像ファイル、音楽ファイルなどへ勝手に暗号化処理
を行い、読み取れない状態にしてしまう不正プログラム
で、ファイルを暗号化した後に、そのファイルの復元と
引き換えに金銭を要求するような文面が表示される。こ
の現象が、あたかもファイルを人質に身代金を要求する
ようであることからランサムウエア（身代金要求型ウイ
ルス）と呼ばれている。
　要求される金額はさまざまだが、数百万円程度の額に
相当するビットコイン（仮想通貨）の支払を要求される
ケースが多い。ファイルを暗号化されてしまった後は、
ランサムウエア自体を駆除してもファイルを復元するこ
とはできず、また、要求された金額を支払ったところで
元に戻せる保証もない。感染してしまうとパソコン内の
重要なファイルを失ってしまうことになり、影響度の大
きい不正プログラムといえる。
　今回の攻撃に使われているランサムウエアは、
WannaCryptor（またはWannaCryなど）と呼ばれ、
感染により暗号化されてしまったファイルは拡張子が
「.wncry」と表示される。感染経路はいまだ詳細が把握
できていないが、分かっているのは、マイクロソフトの
ウィンドウズの脆弱（ぜいじゃく）性を悪用し、ネット
ワーク上に当該脆弱性が残る端末がないか探索、感染
拡大を図る自己増殖型であることだ。
　世界150カ国、30万件以上の被害が確認され、英国
では医療機関において業務に支障が出るなどの深刻な影
響が発生している。日本でも大手製造業や鉄道会社など
600カ所、2000端末以上が感染したと報道されている。
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）ではホームペー
ジ（https://www.ipa.go.jp/index.html）にて「重要
なセキュリティ情報」としてWannaCryptorに関する
最新情報を提供しているため確認していただきたい。

 対策ソフトとOSは最新状態に
　ランサムウエアによって暗号化されてしまったファイ
ルの復元は困難なことから、予防がとても重要である。
ランサムウエアの感染対策として、以下を実施すること
を推奨する。

① ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを常に最
新に保つことで、ランサムウエアの感染リスクを低減
させる。
② OSおよびソフトウエアのバージョンを常に最新の状
態に保ち、脆弱性をなくすことで、ランサムウエアの
感染リスクを低減させる。なお、IPAではパソコンに
インストールされているソフトウエアが最新の状態で
あるか、どのようにアップデートを行えばよいのかが
確認できるツール「MyJVNバージョンチェッカ」を
提供しているので活用していただきたい。

③ 不審なメールの添付ファイルの開封やURLリンクへの
アクセスをしないことで、ランサムウエアの感染リス
クを低減させる。不審なメールとは日本語が不自然で
あったり、メールアドレスが見ず知らずのフリーメール
アドレスであったり、本文がなく添付ファイルだけ付い
ているようなメールのこと。また、不審なメールを確認
した場合はシステム管理者などに問題ないか確認して
ほしい。

④ 基本的にはランサムウエアによって暗号化されたファイ
ルは復元できない。そのため、重要なファイルについ
ては、定期的にバックアップを実施する。バックアッ
プの方法には、ウィンドウズのバックアップ機能を利用
する、同一フォルダで管理して定期的に外部媒体やク
ラウドサービスへコピーするなどがある。万が一の場合
に備えて定期的に外部へバックアップをとることを推奨
する。

　なお、今回の件に便乗した不審なメールやサービスが
出回る可能性があるので、引き続き不用意なメールの添
付ファイルの開封やリンクへのアクセスを行わないよう
に注意いただきたい。また、ランサムウエアと疑われる
症状が確認されたなど、パソコンのウイルス感染が疑わ
れる場合は、IPAの「情報セキュリティ安心相談窓口」
（https://www.ipa.go.jp/security/anshin/）に連絡し
ていただきたい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）
［会議所ニュース6月11日号（日本商工会議所発行）より転載］
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