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　謹んで新春のお慶びを申し上げます。
　会員の皆様におかれましては、お健やかに新春を迎
えられたことと存じます。
　また日頃から、当所の事業運営につきましては、ご
理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。
　私はこれまで、会頭就任時に事業目標として掲げ
た「会員拡大事業」、「行政と連携した地域振興事業」、
「会員相互の融和事業」、「商工会議所固有の事業」の
４事業を推進してまいりました。この中でもとくに会
員拡大事業につきましては、昨年の増強キャンペーン
において、関係者のご尽力により150件入会という年
間目標を達成することができ、日本商工会議所の会員
数増加表彰もいただきました。この間のご協力に感謝
申し上げるとともに、引き続き関係各位のご協力をお
願いいたします。
　さて、昨年の世相を顧みますと、世界においては英
国の国民投票でのEU離脱の選択、アメリカ大統領選
挙でのトランプ候補の勝利、韓国朴大統領の弾劾と、
世界経済に大きな影響を及ぼす政治状況が続きまし
た。また国内に目を転じますと、日銀のマイナス金利
の導入から、熊本や鳥取での地震発生や天皇陛下ご退
位のご意向示唆と、予想外の出来事が多い年となりま
した。
　参議院議員選挙や東京都知事選挙も実施されました
が、消費税の改定先送り以外は、政府の産業関連政策
に大きな変化は見られておりません。また、トランプ
現象により円安・株高のトレンドではありますが、中
小企業や家庭にとっては、アベノミクスの成果は未だ
還元されていない状況ですので、改善を望んでおりま
す。必要に応じ、日本商工会議所、東京都商工会議所
連合会等を通じて、国・東京都へのさらなる要望活動
を実施してまいります。
　昨年は、当所が武蔵野市に対して長らく要望してお
りました産業振興条例がようやく制定されました。こ
れによって市の産業政策の体系が整ったことになりま

す。当所としては現在、市の産業政策との整合性を取
りながら、５年前に策定した中期ビジョンの改定作業
を行っています。
　武蔵野市が推進している三駅周辺のまちづくりでは、
一昨年の吉祥寺駅舎改修完了に続いて、昨年は武蔵境
駅北口広場も完成し、駅周辺整備が着々と進展してお
ります。当所としても、地域経済活性化を目指して、
引き続き市と連携してまちづくりを進めてまいります。
　2019年にラグビーワールドカップ、2020年には東
京オリンピック・パラリンピック開催が予定されてい
ます。また、本年は市制施行70周年と同時に、井の
頭公園開設100周年の節目の年に当たります。是非こ
の記念の年を都や市と連携して盛り上げていきたいも
のです。昨年5月に亡くなった井の頭自然文化園のア
ジアゾウ「はな子」の銅像建立には、当所も協力して
まいりますので、よろしくお願いいたします。
　当所における地域振興施策としては、市や観光機構
等の関係団体との協力・連携のもと、「武蔵野吉祥七
福神めぐり」や「Musashinoごちそうフェスタ」、「吉
祥寺コレクション」などの諸事業に引き続き取り組ん
でまいります。
　本年も、当所に関わる大勢の皆様にお世話になるこ
とと思います。常議員をはじめ各部会、委員会の皆様
および会員各位の積極的なご協力を得ながら、今年が
さらに飛躍の年になるよう、役職員一同努めてまいり
ますのでよろしくお願いいたします。
　皆様のご健勝、事業のご発展を祈念申し上げ、年頭
のご挨拶といたします。

平成29年 稲垣会頭年頭所感

謹　賀　新　年

武蔵野商工会議所  会頭　稲 垣　英 夫
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　明けましておめでとうございます。
　平成29年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。
　昨年11月の臨時会員総会におきまして、各地商工会
議所の皆様のご推挙をいただき、日本商工会議所の会
頭に再任され、日商会頭として4回目の新年を迎えまし
た。各地商工会議所におかれましても新体制のもと、新
たな年を迎えておられることと存じます。日商としまし
ては、改めて、515商工会議所125万会員の皆様と総力
を結集し、商工会議所の使命である、企業の繁栄、地
域の再生、日本の成長の同時実現に向けて、全力で取り
組んでまいります。
　昨年は、世界中で政治的に様々なサプライズが発生し
ました。加えて、地政学的混乱の悪化、余剰マネー等の
動きによる株価や為替の大きな変動など、振幅の大きい
不安定な一年でした。
　本年もおそらく国際政治の大きな動きが金融市場を揺
さぶる場面などがあるかと思いますが、幸いにして我が
国には、世界に誇る安定政権がありますので、いたずら
に動揺することなく、じっくりと直面する課題に取り組
むことができます。
　我が国の最大の課題は、足元で0.2%台まで下がって
しまった潜在成長率を引き上げることです。「人手不足」
と「生産性向上の停滞」が潜在成長率を押し下げるボト
ルネックとなっていますので、サプライサイド政策に力
を入れて取り組むことが必要です。
　サプライサイド政策の特徴のひとつは、政策の打ち出
しから成果がでるまで時間を要するということです。ま
た、規制改革等の構造改革は、国全体の効率化・生産
性向上を図る政策であり、一部の人には痛みを伴うこと
から、利害の調整という政治本来の役割が必要となるこ
とも特徴です。
　従いまして、政府も民間も、アベノミクスのサプライ
サイド政策には、時間と粘り強い取り組みが必要である
ことを自覚するべきです。
　こうした中、商工会議所として重点的に取り組むべき
課題は、「中小企業の成長の底上げ」と「地方創生の実
現」です。
　中小企業が直面している最大の課題が、「人手不足へ
の対応」です。
　深刻化する人手不足に対して、女性や高齢者など多
様な人材の活躍を推進していくことが必要です。中小企
業は、女性の活躍推進、柔軟な働き方の導入、高齢者
の積極的な雇用など「働き方改革」をいち早く実践して

平成29年 三村会頭年頭所感

謹　賀　新　年

日本商工会議所  会頭　三 村　明 夫

いますが、こうした取り組みを加速していかなければな
りません。
　そして、人手不足を解決するもう一つの方策は、「生
産性向上」です。
　中小企業の生産性は、平均で大企業の二分の一にと
どまっていますが、中には大企業の生産性の水準を上
回っている中小企業もあり、そうした企業に共通するの
は、経営者の成長への意識が高く、ITや設備投資など
に積極的であるという点です。ここに生産性向上の が
あると考えます。
　生産性向上の有力な手段として、ICT（情報通信技
術）の導入がありますが、中小企業の取り組みは、ま
だわずかにとどまっています。経営者自身の気づきを促
し、ICTを超えて、デジタル技術やAIの導入、ロボット
の活用などにより、工場の生産現場やサービス分野の生
産性の向上を図っていくことが必要です。
　人手不足には、その解決を図る過程で、構造改革の
中でも最も難しいと言われている「働き方改革」を加速
するとともに、若者と女性の活躍する場を拡大し、さら
には、IoT、AI、ICT技術導入の大きなインセンティブ
にもなるポジティブな面もあると言えます。
　中小企業が直面するもう一つの課題は、「後継者の確
保」であります。
　商工会議所として、事業承継の支援を積極的に推進
するとともに、事業承継の大きなハードルとなっている
「事業承継税制の見直し」についても、提言を続けてま
いります。
　我が国の付加価値額の約半分は、三大都市圏以外の
地方で生み出されており、「地方創生の実現」は、潜在
成長率の引き上げと持続的な経済成長に不可欠でありま
す。また、東日本大震災や熊本地震の本格復興、福島
再生の早期実現なしに日本経済の再生はあり得ません。
　私は、地方創生の実現に向けて、広域観光振興や農
商工連携など、地域の資源や強みを最大限に活用した
成長産業を育成し、域外の需要、消費、投資を取り込む
ことの重要性を繰り返し申しあげてまいりました。さら
に、地域で産んだキャッシュは、地域で消費する循環を
創出することが重要だと思います。
　観光産業は、担い手の大半が中小企業であるととも
に、自動車産業に次ぐ消費規模を持つ一大産業です。
　現在、全ての商工会議所に観光担当者が設置され、
ネットワークを活かした観光商品の開発が進んでいま
す。未だ見落としている地域の自然や伝統文化などを掘

T
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第12回 Musashinoごちそうフェスタ
「ムサラン抽選会」を実施しました。

　12月16日（金）に「ムサラン抽選会」（猪野保ム
サラン分科会委員長）を実施しました。本年は参加店
を食べ歩いていただくために“レシートを３枚集め
て応募する” 方法に変更しました。また、11月23日
（水・祝）開催の物産・逸品市会場に応募ハガキを持
参すると、その場で使える500円券プレゼントも好
評で、開会前に長蛇の列ができる人気ぶりでした。
　抽選会当日は稲垣会頭、原田副会頭、金子実行委員

長、大楽ガイドブック分科会委員長、ムサラン分科会
委員の２名で、応募総数565通の中から、220名の
当選者の厳正なる抽選を行いました。
　ごちそうフェスタ参加事業所の皆様のご協力を賜
り、たくさんのご応募をいただくことができました。
心から御礼申し上げます。
　なお、当選者の方々には、12月中に賞品を発送し
ました。

協賛品提供企業　～ご協賛ありがとうございました～
サッポロビール株式会社 キリンビール株式会社 アサヒビール株式会社 サントリー酒類株式会社

A賞の抽選
（稲垣会頭）

B賞の抽選
（原田副会頭）

C賞の抽選
（金子実行委員長）

D賞の抽選
（猪野分科会委員長）

り起こして磨き上げ、ストーリーをつけて売り出し、地
域を挙げておもてなしをする持続的な取り組みを、一層
加速していくことが必要であると思います。
　また、2020年オリンピック・パラリンピックは、我が
国の観光、文化、特産品、技術等を世界的にアピールす
る絶好の機会です。地方と都市の広域連携により、国全
体のバランスのとれた成長に繋げていくため、各地域に
おいて、国際交流、ビジネスチャンスの拡大、観光振興
等に積極的に取り組んでいただきたいと思います。
　農林水産業も長い年月をかけて育てられた貴重な地
域資源です。大規模化やコスト削減など、競争力強化に
向けた農業改革が進み、また、2020年に輸出額1兆円を
目指した政府目標が前倒しで達成される見込みとなるな
ど、海外を含めさらなる市場の拡大が期待できる成長産
業であります。
　商工会議所と農林水産業団体との連携によって付加
価値の高い商品を開発し、海外も視野に入れ、広く販路
を広げていくことが重要です。
　さらに、地方の中小企業には、高い技術力と競争力を
持ち、世界マーケットを狙えるものづくり企業が数多く
あり、これも地域の重要な財産です。
　こうした地方創生の取り組みを支え、加速するのが、
物流・人流の円滑化を促す社会資本整備であります。と
りわけ、地方創生にとって効果が大きい整備新幹線、高

規格幹線道路、大型クルーズ船に対応した港湾の整備、
コンセッションを活用した空港民営化などは、観光客の
増加、設備投資の促進、雇用創出などに大きく寄与する
ものです。
　民間投資を喚起するストック効果を重視しつつ、商工
会議所としても、社会資本整備を強く要望していく必要
があると考えております。
　政治的な混乱はあるものの、欧米の経済は堅調と言え
ます。OPEC・非OPEC諸国の合意により原油の減産が
決まり、原油価格も適正な価格に向け上昇し始めていま
す。我が国もまだ大企業の動きではありますが、景況感
が好転しつつあります。これは私の仮説ですが、我が国
は、2～ 3年間の時間的な猶予を得られ、時間と腰を据
えた取り組みが必要なサプライサイド政策に大きく舵を
切るチャンスを与えられたと言えると思います。
　私達は、短期的な動きに一喜一憂することなく、与
えられた猶予の大切さを認識した上で、構造改革とイ
ノベーションを着実に深化させていかなければなりませ
ん。成長のトレンドを変えるため、これから2～ 3年が、
我が国にとって勝負の年となります。
　日本商工会議所としても、515商工会議所、青年部、
女性会、海外の商工会議所等との緊密な連携の下、企
業、地域、そして、日本経済の持続的な成長の実現に向
け、全力を尽くしてまいります。
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平成28年度　武蔵野商工会議所優良従業員表彰（平成28年12月2日）

食品業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

武蔵野ヤクルト販売（株） 土屋真奈美 10年以上
武蔵野ヤクルト販売（株） 岩野　良弘 誠実
武蔵野ヤクルト販売（株） 羽賀　一彰 誠実

飲食業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（有）おおむら 高梨　良子 20年以上
（株）ニューカサハラ 倉本　千恵 誠実

商業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（株）安藤商事 岡崎　美久 30年以上
（株）武蔵境自動車教習所 河内　勝良 20年以上
（株）武蔵境自動車教習所 武内亜也子 20年以上
（株）三祐産業 畦地真依子 10年以上
（株）三祐産業 清水　朋子 10年以上
（株）マーブル 松苗みどり 10年以上
（株）マーブル 藤井　幸子 10年以上
（株）武蔵境自動車教習所 高橋ひろ子 10年以上
（株）三祐産業 鷹澤美智子 誠実
（株）三祐産業 中村　　元 誠実
（株）武蔵境自動車教習所 齋藤　　明 誠実

工業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

コメット電機（株） 村上　清孝 30年以上
コメット電機（株） 林　　信夫 30年以上
（株）メルクスシステム 安西　正夫 30年以上
インターテック（株） 北村　英明 10年以上
インターテック（株） 佐藤　太郎 10年以上
NTT-ATシステムズ（株） 長谷　将成 10年以上
NTT-ATシステムズ（株） 松村　　巧 10年以上
日機装サーモ（株） 植松千登勢 10年以上
日機装サーモ（株） 園田志津子 10年以上

第50回優良従業員表彰式を、12月２日（金）武蔵野市立商工会館にて開催しました。
栄えある今年度の被表彰者は下記の方々です。おめでとうございます。 

優良従業員表彰式　開催される！  ～ 48名を表彰～

（公財）精密測定技術振興財団 谷本　敦子 誠実
中浜工芸（株） 坂田　裕史 誠実
中浜工芸（株） 秤谷　智美 誠実
（株）三信電機製作所 黒澤あゆみ 技術
（株）三信電機製作所 荒井　文男 技術
（株）東興電機製作所 村瀬　　悠 技術
（株）東興電機製作所 山本　陽子 技術

建設業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

武蔵野硝子（株） 堀内　正実 30年以上
武蔵野硝子（株） 市村　春夫 20年以上
リベスト建設（株） 中村　新次 20年以上

サービス業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（株）リベスト 中井　悦子 30年以上
（株）リベスト 山内　陽子 30年以上
（株）阪急阪神ホテルズ
　　 吉祥寺第一ホテル 三平　和也 20年以上

むさしの税理士法人 石井　早苗 20年以上
（株）リベスト 稲田　恵美 20年以上
（株）アトレ吉祥寺店 礒野みゆき 10年以上
永谷商事（株） 永田　　萌 10年以上
（株）ビューティ横田 栗原　友和 10年以上
（株）アトレ吉祥寺店 奥村　　光 誠実
（株）えいめい教育研究所 伊藤　弘紀 誠実
（株）えいめい教育研究所 新沼　雄梧 誠実
日本郵便（株）武蔵野郵便局 齊藤　祐樹 誠実

金融業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（株）ゆうちょ銀行　武蔵野店 鹿島めぐみ 20年以上

（敬称略）
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新入会員 の紹介 11/16
〜

12/15

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成28年度の入会目標件数を150件として加入促進活動を
実施してきましたが、12月末をもって無事に目標を達成して終了することができました。
　期間中は、多くの皆様にご協力をいただきありがとうございました。
　結果につきましては、2月号会報誌に掲載をします。

　会報12月号の新入会員の紹介コーナーで下記の事業所名が誤って印字されておりました。
正しくは、下記のとおりになります。誠に申し訳ございませんでした。

(誤) 川﨑啓税理士事務局
(正) 川﨑啓税理士事務所

会員増強運動　ご協力のお礼

事業所名 業　種 地　区 所属部会

ふるさと 団子・たこ焼き・今川焼販売 中央地区 食品業部会

株式会社 ブライトコンパス 中古テレビ会議システムのネット販売 武蔵境地区

商業部会

株式会社 エストインターナショナル 自動車販売 地区外

株式会社 デイリー デイリーワードローブ 婦人服小売 吉祥寺地区

ナカムラデザインオフィス アパレル企画製造販売 吉祥寺地区

エーユーエヌ株式会社 食器等の輸出入 中央地区

スピーシーズ株式会社 ロボット開発・販売 吉祥寺地区 工業部会

東和空調株式会社 総合設備業 地区外 建設業部会

介護トラベル株式会社 介助が必要な方の旅行業 地区外

サービス業部会

ブルーム法務事務所 司法書士　社会保険労務士 中央地区

Ｄ・Ｉ・Ｏエンターテインメント合同会社ＫＡＯ＝Ｓ 興行 地区外

堀内建物開発株式会社 不動産業 吉祥寺地区

御苑前クリニック 医療 地区外

有限会社 予防医学研究所 コンサルタント業務 地区外

株式会社 ナラトデザイン 印刷・加工・デザイン 地区外

株式会社 未来教育フレア 教育（試験問題作成、試験採点） 地区外

保谷駅前クリニック 医療機関 地区外

ブランシュＭＩＷＡ合同会社 貿易、コンサルティング 地区外

会報12月号 「新入会員の紹介」 訂正とお詫び
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飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：伊野瀬）

食  品 業 部会 
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部会だより／女性会 

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

i nformation

▲

料理教室開催のご案内
　食品業部会（寺岡芳雄部会長）、女性会（伊藤隆子会長）では、恒例の料理教室を開催します。
　今回のメイン料理は「手作りソーセージ」です。
　皆様お誘い合わせの上ご参加ください！

i nformation

▲

初 詣
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、今年度も
初詣を行います。
　申込書及び詳細は、12月上旬に七福神めぐり
の案内等と同封し、部会員の皆様に送付していま
す。
　内容をご確認のうえ、お申込みください。

実施日：2月15日（水）
行き先：静岡県　三嶋大社・修善寺温泉
受付締切：2月8日（水）
参加費：一人5,000円（バス代・昼食代等）
定　員：30名（予定）
～ご参加お待ちしています!! ～

日　時：２月８日（水）９：45受付、10：00実習開始
場　所：マノ料理学園（吉祥寺南町4－15－8）
講　師：間野  実花 先生
参加費：１名 1,500円
定　員：25名（先着順）

・ 女性会 お問合せ 食品業部会（担当：佐野）

お問合せ 女性会（担当：佐藤）

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）

i nformation

　建設業部会（五十嵐保部会長）では、右記のと
おり講演会を開催します。
　今回の講演会は、㈱Gentle 代表取締役の中村
成博（なかむら まさひろ）氏を講師にお招きし、
「絶対に損をしない 知って得する速読術」をテー
マに行います。
　聴講希望者は、同封の申込書に必要事項をご記
入のうえ、FAXまたは電話にて事務局までお申
込みください。

日　時： 2月22日（水）
　　　 17：30～ 19：00（受付17：00～）
会　場： 武蔵野商工会館 4階市民会議室
演　題： 「絶対に損をしない
 　知って得する速読術」
講　師：㈱Gentle 　   
　　　　代表取締役　中村 成博 氏

聴講料： 無料（どなたでも聴講いただけます）

◆◆ メニュー ◆◆

・手作りソーセージ
・ボルシチ
・グリーンサラダ
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武蔵野商工会議所会員の皆様へ

　12月より、いつでも、どこでも、好きなだけご利用いただける「会員限定WEBセ
ミナー（無料）」を当所ホームページ上にて公開しています。経営上のお悩みに応じて、
様々なコンテンツを用意しておりますのでご活用ください。なお、詳細については同封
の折込チラシでご確認ください。 

会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）配信中配信中会員限定WEBセミナー会員限定WEBセミナー（無料）（無料）配信中配信中会員限定WEBセミナー（無料）配信中

部会だより／異業種／ Information

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：佐伯）

8
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報 告

▲

新入会員歓迎会・忘年会を開催
　工業部会（林敏雄部会長)では、12月13日(火)に
新入会員歓迎会・忘年会を銀座アスター 吉祥寺店に
て開催しました。新入会員や部会員、そして、三鷹商
工会工業部会の正副部会長をはじめ来賓の方々にもご
臨席いただき、47名が参加しました。
　当日は、新入会員の方から自己紹介のほか、「第6
回武蔵野エリア産業フェスタ報告」が実行委員長を務
められた林敏雄部会長より行われました。一年の労を
ねぎらうとともに、部会員相互の新睦を深める交流の
場となりました。

▲

平成29年度予算編成について
　工業部会では、12月6日(火)に評議員会の前に各委員会の皆様が集まり、平成29年度予算につ
いて審議しました。全体予算として、前年並みの予算編成となりました。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当：澤畑）

i nformation

▲

２月 定例会・交流会の開催について
　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、２月
13日（月）に商工会館４階で定例会を開催します。
　参加希望者は、同封の申込書に必要事項を記入のう
え、２月８日（水）までにFAXにて申込みください。
商工会議所HP上の「セミナー・イベント」専用ペー
ジからも申込みできます。
　なお、プラザ会員は、交流会の開催通知と合わせて
別途ご案内をお送りしますので、そちらからお申込み
ください。

日　時： ２月13日（月）
時　間： 18：30～ 19：45
会　場： 武蔵野商工会館４階 市民会議室
演　題： 『実用期を迎えた人工知能とロボット』
講　師： 小方 博之 氏（成蹊大学 理工学部
 システムデザイン学科 教授）

定　員：90名
 （先着順。どなたでも参加できます。）

参加費：無料

新入会員挨拶林部会長挨拶
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お問合せ サービス業部会（担当：田村）サ  ー ビ ス 業 部会
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▲

ビジネスチャンスの夕べ交流会開催
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、11月
30日（水）に吉祥寺東急REIホテルにて、ビジネ
スチャンスの夕べ交流会を開催しました。
　ビジネスチャンスの夕べ交流会は、多種多様な
業種の集まる当部会ならではの事業で、部会員事
業所のPRタイムを設け、ビジネスチャンスの拡
大の場として利用されています。
　当日は51名が参加し、自社PRタイムでは、
25事業所がパンフレットやチラシで会社内容な
どをPRしました。その後、積極的に名刺交換が
行われ、情報交換等交流を図っていました。

i nformation

▲

サービス業部会 教養講座のご案内
　サービス業部会では、下記のとおりの教養講座
を開催します。
　皆様お誘いあわせのうえご参加ください。

部会だより 

〈折込み料〉 21,600円 （１回・消費税込み）
〈利用制限〉 １社１枚 A４判まで（A３二つ折り可）

お申込み・問合せは総務課まで 
TEL 0422‒22‒3631 

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封、
会員の皆様にお届けします！チラシ折込サービス

　
開 催 日：2月8日（水）
開催時間：13：00～ 14：30
開催場所：武蔵野商工会館　4階市民会議室
演 　 題：「現役プロデューサーが指南する
    メディアに取材される方法」
講 　 師：大林 健太郎 氏
   （千葉テレビ放送（株）プロデューサー）

聴 講 料：無料（どなたでも聴講いただけます）
▲

恒例クリスマスチャリティコンサート盛況
　サービス業部会では、恒例のクリスマスチャリ
ティコンサートを12月2日（金）に武蔵野公会
堂にて開催しました。
　19回目を数える今回は、向井志門氏率いる迫
力のビックバンド「Swingin’Devils」と実力派
ボーカル吉田純也氏が4年ぶりに武蔵野市に帰っ
てきました。
　ジャズのスタンダードナンバーやスイングジャズ、
クリスマス曲などが披露されました。会場全体が
一体となって盛り上がる素晴らしいステージと
なり多くの方に楽しんでいただきました。また、
12月15日（木）に今回の収益の一部を武蔵野
市社会福祉協議会に寄付しました。
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容器包装リサイクル法*（以下「法」という）により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等）
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

*主務省庁： 環境省・経済産業省・財務省（国税庁）・厚生労働省・農林水産省 

　上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化（リサイクル）
の義務を負う可能性があります（但し、小規模事業者は除きます）。
※【再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コール

センターにご相談ください。

　なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完
全施行時まで遡及して義務を履行していただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますので
ご注意ください。

●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
　公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　コールセンター　　TEL：03－5251－4870
●委託申込関係書類の請求は、
　公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　オペレーションセンター
　TEL：03-5610-6261　　FAX：03-5610-6245
●協会ホームページURL：http://www.jcpra.or.jp　
　“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。　

お申込はお済みですか？　容器包装のリサイクル
～平成29年度の再商品化委託申込受付中～

申込期間：平成28年12月12日（月）～平成29年２月８日（水）

10
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Report／ Information

　毎年恒例となっている駅周辺一斉清掃が、11月27日（日）に市内三駅周辺で実施されました。今回当
所からは、吉祥寺駅に3名の職員が参加し、ごみを収集しました。全体では、92団体、947名の参加が
あり、各駅周辺でごみが収集されました。収集してみると、主に、たばこの吸い殻、空き缶、ペットボト
ルなどが目立ちました。多くの参加者による協力で、1時間程度の間に駅周辺は大変きれいになりました。
　当所では、今後も毎年参加していきます。

市内一斉清掃 に参加
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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2,500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、是非ご活用ください。

お問合せ 総務課

代表者 ● 丸　直実
所在地 ●〒202-0002西東京市ひばりが丘北3-3-28　2Ｆ
TEL ● 042-439-4106 FAX● 042-439-4106
e-mail ● info@kaigo-travel.com
URL ● http://kaigo-travel.com

代表者 ● 正司　康雅
所在地 ● 180-0014武蔵野市関前4-8-33
TEL ● 0422-55-7292 FAX● 0422-55-7292
e-mail ● shoji@ys-corp.biz
URL ● http://www.ys-corp.biz

介護トラベル株式会社

「諦めていた旅をもう一度！」
がコンセプトです。

　車椅子・杖歩行などお身体に自信のない方の旅の
お手伝いをいたします。
　温泉旅行、故郷のお墓参り、冠婚葬祭に！
　またご両親、祖父母への旅のプレ
ゼントとして好評です。
　旅の企画から旅行のお供までお任
せください。
　宿泊から日帰観光まで、7人乗の
べンツにてお迎えに行きます。
　心を込めてお世話させていただきます。

合同会社 YSコーポレーション

機械のソムリエが見えないところも
お見せします。それが構造解析です。

　弊社は主に構造解析の実施とコンサルティングを
行う会社です。コンピュータシミュレーションで機
械の表面も内部もお見せします。そして、設計の時
にはあらかじめ弱点を克服でき、故障の時には原因
を究明することができます。
　また、構造解析を始めたい
会社あるいは個人には初期教
育を行いますし、もっと上達
したい方には上級の訓練も行います。
　モノづくりに欠かせない技術で品質向上のお手伝い
をいたします。

　都内８商工会議所の会頭と中西副知事以下の都幹部
との懇談会が昨年11月29日(火)に、八王子市内に
おいて開催されました。
　東京商工会議所の三村会頭をはじめ八王子、武蔵
野、青梅、立川、むさし府中、町田、多摩の都内８
商工会議所の会頭、専務理事が一堂に会し、「東京と
地方がともに栄える真の地方創生」「中小企業の再生
による日本経済の再生」「2020年東京オリンピック・
パラリンピック大会に向けて」をテーマに、各会頭か
ら発言時間を超える熱のこもった意見発表がありまし
た。当所の稲垣会頭からの報告は、｢武蔵野地粉うど
ん等の食を活用した着地型シティプロモーションの推
進｣ 等についてです。
　意見交換は、小池知事の代理として出席された来賓
の中西副知事、藤田産業労働局長も交えて行いまし
た。中西副知事からは日本経済の成長のためには、東

京の企業の役割が大きく、特に、多摩地域には先端技
術や研究開発力をもつ中小企業の集積があること。ま
た、豊かな自然や特産物にも恵まれており、地域資源
を活用したビジネスや観光といった面からも大きな魅
力や可能性を有しているので、都としても多摩地域の
振興にさらに努力していく旨の発言がありました。
　東商商工会議所連合会会長である、東京･日本商工
会議所の三村会頭は懇談会の最後に、各所の経営指導
員が中小企業の悩み･相談を受けている経営改善事業
への支援を、東京都としても継続的に行っていただく
よう要望されました。

都内商工会議所会頭会議の中で、東京都との懇談会開催都内会頭会議
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コラム

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

が国には現在、15歳から64歳の在宅障がい

者が354万人いるといわれているが、そのう

ち民間企業で雇用されている障がい者はわずか45.3

万人にすぎない。内訳は身体障がい者が32.1万人

（70.9%）、知的障がい者が9.8万人（21.6%）、そして

精神障がい者にいたってはわずか3.4万人（7.5%）で

ある。働ける力があり、本人の多くも働きたいと願っ

ているにもかかわらず、企業で雇用されている障がい

者は全体のわずか12.8%、10人に1人程度なのである。

　企業での障がい者雇用がなかなか進んでいない最大

の理由は、多くの企業やそのリーダーたる経営者が障

がい者雇用に関する思い・熱意が不足し、関心も総じ

て低いからである。事実、データを見ると、障がい者

の法定雇用率は2.0%であるにもかかわらず、現状は

1.88%であり、その達成企業の比率も47.2%といま

だ半分にも満たない。

　こう言うと、障がい者雇用に積極的に取り組もうと

しない企業関係者の中には、障がい者の能力の問題や

自社の仕事の性質や職場環境などから、できない・や

れないと反論する企業があると思われるが、それは全

くの誤解・甘えであると言わざるを得ない。というの

は、「障がい者に働く喜び、働く幸せを提供したい」

「障がい者を生活保護対象者から納税者に変えたい」

「同じ人間として見て見ぬふりはできない……」とあ

えて事業を立ち上げ、障がい者雇用に尽力している経

営者も存在するからである。そればかりか、障がい者

一人一人に手取り足取り指導・支援を行うことにより

障がい者を成長させ、結果として業績を順調に伸ばし

警備業でも障がい者雇用を可能にした
『ＡＴＵホールディングス株式会社』

ている企業も少なからず存在しているからである。

　その企業の1社が、今回取り上げる「ATUホール

ディングス株式会社」という名の警備会社である。本

社は福岡市、現在は福岡県全域を営業エリアとしてい

る若い会社である。「障がい者警備員では安全は守れ

ない」とか「障がい者警備員は仕事の生産性を下げる

……」といわれている中、そんな見方・考え方を見事

に否定してくれた、障がい者雇用での草分け的存在の

警備会社である。

　同社の設立は2012年であるが、本格的に障がい者

雇用に乗り出すのは現経営者である岩崎龍太郎氏が入

社した14年からである。設立してまだ5年目、障が

い者雇用も14年からであるが、既に障がい者の社員

は20人、そのうちの8人が身体・知的・そして精神

の障がい者、さらにいえば8人中5人が重度障がい者

である。障がい者法定雇用率でいえば、その比率はな

んと65%となる。しかも全員を非正規ではなく、あ

えて正規社員として雇用している点も傾聴に値する。

　ここ1～ 2年間の主な警備実績を見ても、そのレ

ベルの高さに驚かされる。「福岡国際マラソンの警備」

「キャナルシティ博多の駐車場警備」「バス会社の進路

確保の警備」、そして「分譲マンションの新築工事の警

備」など、高度な警備を要求される仕事が多いからで

ある。

　現在、警備業界の障がい者雇用率は1%程度、しか

もその大半は軽度の身体障がい者の雇用であるが、同

社の取り組み姿勢と実績は見事である。こういう企業

こそ、社会は応援すべきである。

連載
快進撃企業 に 学べ

わ
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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、「取り上げて欲しい !」という
ご希望があれば、是非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、『晩酌や月』を訪問し、店主の福留章さん
にお話を伺いました。
　場所は、吉祥寺駅北口を出て徒歩9分の閑静な住宅
街の一角にあります。2015年4月10日にオープン
したそうで、一軒家の1階がまるまるお店になってい
ます。営業時間は、17時～ 23時です。
　店内は、天井が高く、暖色系の淡い電球の光に包ま
れ、とても落ち着いた空間になっています。席数は
14席で、隣の方と一定の距離があるので、ゆっくり
とお酒を飲んだり、料理を堪能したり、自分の時間を
過ごせるのがこのお店の自慢です。
　このお店の特徴は、日本酒と和食を中心とした料理
になっており、その日に仕入可能な最良のもので料理
を決めています。そのため、メニューは毎日異なり、
お品書きも毎日手書きで作成しています。味のある文
字が、また食材の美味しさを想像させてくれます。
　また、ビールは炭酸があまりきつくない外国のビー
ルを取り揃えています。日本酒は、常時5種類はメ

ニューに載せていますが、メニューにない日本酒も何
種類かあるそうです。「このお酒にはこの料理が合う
というようなことは、お客さんへの押し付けになるの
で、お客さんが好きなように食べて、好きなように飲
んで、その時間を楽しんでほしい」と福留さん。福留
さんがお客さんの気持ちを大切にするのは、大学卒業
後、すぐに食の世界には入らず、サラリーマン時代を
過ごし、自らが客としての立場を経験したからです。
　この場所にお店を構えた理由は、駅前だとお客さん
が入らないと、その理由は何かなと看板を変えたり、お
店を目立たせたりと、料理以外のところに目が向いてし
まい、結果、美味しい料理を提供したいという気持ち
が損なわれてしまうような気がしたからだそうです。
　閑静な住宅街の一角にある隠れ家的な『晩酌や月』。
日常の疲れをゆっくりと癒すために、一度、訪れてみ
はいかがでしょうか?

（取材担当：井上・池田）

晩酌や月

代表　福留　章

〒武蔵野市吉祥寺東町1丁目12-3
TEL：0422-57-6675
URL： http://bansyakuyatuki.web.fc2.com/

閑静な住宅街、ゆったりとした
空間でくつろぐ隠れ家
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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
▲ 22.9 ▲ 11.0 ▲ 18.2 ▲ 26.4 ▲ 38.5 ▲ 20.3

関　東
▲ 20.2 ▲ 5.6 ▲ 13.5 ▲ 22.4 ▲ 41.1 ▲ 18.4

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

全　国
▲ 20.8 ▲ 11.9 ▲ 19.4 ▲ 25.6 ▲ 36.2 ▲ 12.4

関　東
▲ 17.7 ▲ 8.5 ▲ 12.7 ▲ 20.7 ▲ 33.0 ▲ 15.0

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 28 年 12月15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 272 413 703 116 208 1,033 70 2,815

市内事業所数 526 1,371 1629 140 385 3,217 103 7,371

▼前年同月比

▼先行き見通し : 2017 年 12月～ 2017年 2月

Lobo調査とは……
全国の399商工会議所が2558業種
組合等に対してヒアリングを行い行況
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 （%） 51.7 30.1 43.2 82.9 54.0 32.1 68.0 38.2%

　11月の全産業合計の業況DIは、▲22.9と、前
月から+2.6ポイントの改善。ただし、「悪化」から
「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。
住宅など民間工事、公共工事の持ち直しが続いた建設
業や、コスト上昇分の価格転嫁が進んだ卸売業の業況
が改善した。また、電子部品や自動車関連の製造業で
引き続き堅調な動きを指摘する声があった。他方、個
人消費の低迷が長引くなか、慢性的な人手不足による
受注機会の損失や人件費の上昇、農水産物の価格高騰
が依然として中小企業の足かせとなっており、業況改

善に向けた動きは力強さを欠いている。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲20.8（今
月比+2.1ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」
から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ば
い。年末年始の消費拡大、設備投資や公共工事の増
加、米国大統領選後の円安株高の進展に期待する声が
聞かれる。他方、消費低迷の長期化や人手不足の影響
拡大、米国の次期大統領の政策の影響など、景気の不
透明感を懸念する声は多く、中小企業においては先行
き慎重な見方が続く。

業況DIは、改善続くも力強さ欠く。先行きも不透明
感から、慎重な見方

 2015 年 11月 : 2016 年11月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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H e a l t h  c o l u m nH

多摩東部地域産業保健センター
〒181-0013　東京都三鷹市下連雀3-38-4　三鷹産業プラザ404

TEL  0422-24-6906　　FAX  0422-24-6908　　E-mail  sanpo@kind.ocn.ne.jp
※ 当センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、
労働安全衛生法で定められた保健指導など一定の産業保健サービスを無料で提供しています。

　2016年夏に関西や千葉県で麻疹が発生してい
ることがちょっとしたニュースになりました。皆さ
ん麻疹という病気の名前は聞いたことがあると思
いますが、いったいどのような病気なのでしょう。
　麻疹は麻疹ウイルス感染による感染症です。春
から夏にかけ流行しやすく、主な感染経路は咳や
くしゃみによる飛沫感染と空気感染で、その感染
力は非常に強く、感染すると免疫を持っていない
場合ほぼ100％発症するといわれています。
　感染すると10日程度で発熱や咳、鼻水、結膜
炎といった風邪のような症状が現れます。2-3日
発熱が続いた後、39度以上の高熱と発疹が出現
します。肺炎や中耳炎を合併しやすく、1000人
に1人の割合で脳炎が発症するといわれていま
す。死亡する割合も1000人に1人といわれ、決
して軽い病気ではありません。特に脳炎などは成
人患者に多いといわれています。
　麻疹は2007-2008年に10-20歳代を中心に
大きな流行が見られましたが、2008年から5年
間中学1年生と高校3年生の年代に2回目のワク
チン接種を行うことにより10-20歳代の感染者
数は激減しました。
　かつては小児期に麻疹に感染し自然に免疫を獲
得するのが通常でしたが、麻疹ワクチンの接種に
より自然に感染する人は少なくなっています。現
在は2回のワクチン接種が行われておりますが、
当時10-20歳代の人たちは幼少時の1回のみの

麻　疹（はしか）

接種であったため流行してしまったものと考えら
れています。1回の接種では十分な免疫が獲得で
きなかったり、時間の経過とともに免疫が減って
しまうこともあるようです。
　ワクチンの2回接種などにより日本国内での
麻疹の発症はほぼなくなり、2015年3月には
WHOにより日本は「麻疹の排除状態にある」と
認定されましたが、日本国外で感染し日本国内
に持ち込んでしまうケースは毎年あるようです。
2016年の関西や千葉県での発生も日本国外で感
染したもののようです。
　麻疹の予防で最も大事なことはワクチン接種
を2回受けることです。特に平成2年4月以前に
生まれた方は1回のみの接種の場合が多いと思わ
れます。麻疹に罹るリスクの高い方、麻疹に罹っ
た場合周囲への影響が多い方（医療従事者や学校
関係者、保育福祉関係者、流行国に渡航する方な
ど）は特に注意が必要です。保育福祉関係の事業
所などで発生した場合、職員だけでなく利用者
（お子さんなど）にも影響が出てしまいます。
　従業員で過去に麻疹に罹患したことが確実でな
い人や母子手帳などで麻疹ワクチンを2回接種し
たことが確認できない人はかかりつけの医師など
にご相談していただき、麻疹抗体価の測定や必要
に応じてワクチン接種を行うことをお勧めしま
す。
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