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総括的概要
　事業年度におけるわが国経済を振り返ると、アベノミ
クスによる経済再生、デフレ脱却の効果により景気は上
向き、雇用情勢も改善の傾向が顕著に現れました。
　しかしながら、アメリカ大統領選でトランプ候補が
勝利し、内需拡大施策が示される中、貿易摩擦の懸念
やさらにイギリスのＥＵ離脱など、世界情勢で予想外
の現象が起きる外的要因もあり、消費者マインドの改
善は足踏み状態となり、個人消費が伸び悩むなど、中
小企業にとっては厳しい状況が続きました。また、雇
用情勢は改善が見られつつも、中小企業では人手不足
の声がきかれました。
　このような中、当商工会議所では、会員増強に注力
し、その相乗効果もあり、各種事業への参加者の増加
や、中小企業支援における相談や補助金の採択、融資
あっせんの件数等も前年を上回る伸びを見せました。
主たる事業結果は以下のとおりです。
１．会員拡大事業の推進
　商工会議所のすべての根幹である会員拡大事業は、
組織率30％を超えた現在、中期目標として3,000会
員、組織率40％を目指し、増強期間中の新規加入目
標を150事業所としましたが、役員・議員・部会など
が一体となり増強に取り組んだ結果、目標を大きく上
回る232事業所を新たな会員として迎え入れることが
できました。
　これにより、会員間の交流も活発になり、サービス
を利用した会員がさらに新規会員を紹介するといった
例やビジネスに繋がる例も見られ、組織の強化や活性
化がはかられました。
２．行政等と連携した地域振興事業の推進　　
　地域振興事業は、まちの活性化への取り組みとして、
食品・飲食業部会合同事業の第12回Musashinoごちそ
うフェスタの実施、また、地域活性化委員会の所管事

業である第11回武蔵野吉祥七福神めぐりでは、７日間
の短縮開催としましたがスタンプラリーなどの新企画
により、多くの参加者があり、またグッズ販売額も昨
年を上回るなど、新年のにぎわいを創出しました。
　次に、観光事業は、東京都の地域資源発掘型実証プ
ログラム事業「武蔵野の食材を活かした外国人モニタ
リングイベント」において、武蔵野市観光機構などと
連携して、訪日外国人に対してのイベントを行い外国
人に対し武蔵野の魅力を発信しました。
　また、工業部会で研究・開発を行ってきたLED案
内表示板を商工会館1階に設置し、館内の予定をはじ
め市内の様々な情報を周知していく設備を整え、来館
者からも見やすくなったとの声がきかれました。
３．会員相互の融和事業の推進
　会員相互の融和事業は、新入会員歓迎会や会員新春
のつどいを開催し、多くの事業所の参加により盛大に
行われ、会員同士の親睦を深めるとともに、ビジネス
チャンスの拡大に貢献しました。
　次に商工会議所活動の推進力となる部会などの特徴
的事業をみると、商業部会では、2回目となる「吉祥
寺コレクション（吉コレ）」の開催、工業部会では、
広域連携事業である第6回武蔵野エリア産業フェスタ
の実施、建設業部会では、むさしのまち大工のPRイ
ベントとして、名称を「住まいりーフェスタ」に改め
開催し好評を博しました。
　サービス業部会では、継続して行ってきた士業家に
よる街頭相談会、金融業部会は、インバウンド関連の
セミナーを実施するなど、それぞれ特色ある事業を実
施しました。
　また、女性会では、武蔵野桜まつりへの出店参加や
他地区の女性会との交流事業を行ったほか、異業種交
流プラザでは、3月に30周年を迎え、次年度に実施す

　平成29年６月28日（水）
　商工会館４階市民会議室において通常議員総会を開催しました。
①議案第１号：平成28年度事業報告（案）承認の件、②議案第２号：平成28年度
収支決算報告（案）承認の件については、いずれも原案どおり可決承認されました。
　その後、報告事項として、各部会長、各委員長等から１年間の活動報告のほか、会
員増強の進捗状況、新・生命共済の案内などについて報告がありました。
　なお、総会当日、関東経済産業局長表彰、関東商工会議所連合会ベスト・アクショ
ン表彰、日本商工会議所役員・議員永年勤続表彰、武蔵野商工会議所会頭感謝状の
伝達・贈呈も行われました。
　平成28年度の事業報告と収支決算のあらましについては次のとおりです。
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る周年事業の検討に取り組むなど積極的な活動を行っ
てまいりました。
　これらを継続することで、事業に参加するため会員と
なる事業所もあり、地域全体の活性化につながりました。
４．商工会議所固有事業の推進
　委員会活動は、各主管業務の当面の課題や関連事業
について取り組み、総務企画委員会では、改正育児・介
護休業法に対応した規定類の整備などを行いました。
　また、共済制度運営委員会では、「商工共済むさし
の」について、保障内容の充実を図り「新・生命共済
むさしの」としてリニューアルを行いました。中小企
業支援においては、経営課題解決支援事業、小規模事
業者持続化補助金事業、小規模事業者経営改善資金融
資などについて積極的な展開を図り相談、融資件数の
さらなる増加に努め、利用者からは商工会議所入会の
メリットを感じ取っていただくことができ、サービス
や制度をリピートして利用する会員も増加しました。
５．政策・提言機能の強化
　政策・提言活動は、第二期武蔵野市観光推進計画の
策定委員会に委員として参画し、インバウンド対策も
含め、市内全体の観光について検討を行いました。
　吉祥寺駅周辺整備やまちづくりについては、商業・
環境委員会を中心に吉祥寺まちづくり事務所を交え、
研究および意見交換を行い、継続して検討をしていく
こととしました。
６．会議所経営基盤の強化
　財務基盤強化としては、各種共済制度の普及、検定
試験の受験者増、会報を中心とした広告収入など収益
事業の拡大に取り組みました。
　情報発信の強化においては、広報・情報委員会で検
討していた当所のFacebookページを夏に開設し、ホー
ムページや会報と併せ事業の積極的なPRに努めました。
　また、平成29年度から新たな5か年の枠組みとな
る、『 産業振興・武蔵野商工会議所 第二次中期ビ
ジョン』を検討し、持続可能で積極的に事業を推進す
るための内容として更新しました。

　表彰状、感謝状の伝達、贈呈については次のとおりです。
関東経済産業局長表彰
　本表彰は、商工会議所法に基づき設置された関東経
済産業局管内の商工会議所でその組織運営及び事業活
動等が特に優良であり、他の商工会議所の範とするに
足ると認められる商工会議所の役員及び議員に贈られ
る表彰です。
　当所では、㈲羽幌代表取締役である新妻義次常議員
が表彰を受けられました。
関東商工会議所連合会ベスト・アクション表彰
　本表彰は、関東圏の各商工会議所の事業活動に関連
して、まちづくりの推進や地域活性化、会議所の知名

平成28年度決算報告
収入の部

科　　　目 本年度決算額 備　　　考

1．会　費 53,053,080 法人、個人、特別、役員

2．交付金 97,307,443 東京都、武蔵野市等

3．事業収入 214,736,643 検定受験料、事業参加料、パソコン教室等

4．労働保険事務組合収入 42,850,079 事務委託料、労働保険料（徴収額）

5．特別事業収入 93,861,340 共済制度手数料、特定退職金共済制度保険料等

6．会議室等使用料収入 8,606,370 使用料収入等

7．雑収入 3,077,556 印紙販売手数料、西武信用金庫地域産業応援資金等

8．繰越金 33,627,723 前年度収支剰余金

合　　　　計 547,120,234

度貢献など顕著な貢献（ベスト・アクション）をされ
た会員等に贈られる表彰です。
　当所では、関東バス（株）武蔵野営業所長である德
永秀昭議員が表彰を受けられました。
日本商工会議所役員・議員永年勤続表彰
　本表彰は、商工会議所に貢献された役員・議員であっ
て就任期間が満20年に達した方に贈られる表彰です。
　当所では、㈱三祐産業代表取締役である稲垣英夫会
頭、㈱肉のスズキ代表取締役である鈴木義雄常議員、
（資）吉祥寺虎屋代表である寺岡芳雄常議員の3名が
表彰を受けられました。
武蔵野商工会議所会頭感謝状
　本感謝状は、長年にわたり、当商工会議所小規模企
業振興委員長を務められた小池大一氏に、その功績た
たえ、感謝の意を込めて贈られました。
　本委員会は、平成28年度をもって廃止となりまし
たが、昭和44年に国が、小規模事業経営改善普及事
業の一環として小規模企業振興委員制度を設け、経営
改善普及事業（金融・税務・労働相談等）の推進・浸
透を図ってきました。当所では、昭和51年に本制度
を導入、その後、平成17年に委員会組織として活動
を行ってきましたが、小池氏は、初代委員長に就任し
会の運営を円滑に行うとともに、経営改善普及事業を
通し、小規模企業の発展に貢献されました。

支出の部

科　　　目 本年度決算額 備　　　考

1．一般事業費 220,863,667

2．小規模事業費 27,847,998 相談、指導事業

3．労働保険事務組合事業費 40,349,018 労働保険運営費、支払労働保険料

4．共済事業費 79,088,516 運営費、推進費

5．給与費 92,096,330 本給、諸給

6．維持費 11,839,733 会館共益費、営繕費

7．事務費 6,947,875

8．会議費 1,205,357

9．渉外費 1,467,836

10．公課分担金 11,155,435 各種税金、各種団体会費

11．退職給与引当金 3,605,595

12．福利厚生費 15,758,606 社会保険料、職員厚生費

13．その他 1,241,662

支出合計 513,467,628

収支剰余金 33,652,606 次年度繰越金

合　　　　計 547,120,234

NL7.indd   3NL7.indd   3 17/07/18   15:3017/07/18   15:30



Report

Report

Topics

 リポート

 リポート

トピックス

関東商工会議所連合会第60回総会が開催されました

キリンビール（株）東京支社より地域事業支援資金が贈呈されました

「第13回Musashinoごちそうフェスタ」いよいよスタート

　キリンビール（株）東京支社より、「地域の活性化に関わるイベン
トや事業に活用してほしい」との趣旨から、「地域事業支援資金」を
贈呈していただきました。
　６月26日（月）に多摩支店　簗瀬守康支店長、仙道洋介副支店
長、鈴木栄富担当部長の３名が来所され、原田副会頭、新妻部会長
同席のもと、簗瀬支店長から稲垣会頭に30万円の地域事業支援資
金を手渡されました。
　当所では、地域活性化の推進を目的として、この資金を「第13
回Musashinoごちそうフェスタ」事業費の一部として活用してい
く予定です。簗瀬守康支店長より資金贈呈を受ける稲垣会頭
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　Musashinoごちそうフェスタは、市民や来街者の方に武蔵野市の飲食・食品店でお食事やお買い物を楽しんで
いただき、さらに地元の物産や逸品、名物を知っていただく食の祭典です。地域にもすっかり定着してきたこの一
大イベントを、今年も開催します。実行委員会では、実行委員長に前田秀樹氏が選任され、今年は、事業内容をリ
ニューアル、パワーアップして開催することが決定しています。
　今後も前田実行委員長のもと、実行委員が一丸となって、楽しい企画やイベント等の運営を進めていきます。
事業内容は決定次第、会報等でお知らせします。

　関東商工会議所連合会の第60回総会が、5月31日(水)に山梨県甲
府市で開かれました。1都8県103会議所のうち91会議所から会頭、
副会頭などが出席し、当所からは加藤専務理事が参加しました。 
　総会では、副会長である上野孝･横浜商工会議所会頭の開会あいさ
つの後、来賓の藤井敏彦・関東経済産業局長からあいさつがありまし
た。
　続いて、関東経済産業局長表彰として役員・議員90名の方々が表彰
され、当所議員からは、㈲羽幌代表取締役の新妻義次氏が受賞されまし
た。また、関東商工会議所連合会第12回ベスト･アクション表彰では100団体が表彰され、当所からは、｢正月に当
所が開催する“武蔵野吉祥七福神めぐり”に、全国でもめずらしい七福神コースを巡回する専用バスを運行し事業の
成功に貢献した｣ として、関東バス㈱武蔵野営業所長の德永秀昭氏が受賞されました。
　議件審議では、開催地の金丸康信・甲府商工会議所会頭が議長を務め、決算･予算関連の審議などが行われ、
すべての議件が承認されました。その後、今回のベスト･アクション表彰の先進事例として、富士宮商工会議所
と富岡商工会議所からの発表がありました。そして、山梨県を紹介するDVD上映に引き続く特別講演会では、
『Jチームのある喜び～存続の危機からモデルチームに～』と題して、ヴァンフォーレ甲府会長の海野一幸氏が、
大企業の支えがなくとも最小予算で戦えるクラブを作り上げた自負と経験を中心に、市民球団としての運営戦略
を話されました。出席した各会議所の管内には、Jリーグ入りを目指すチームや、J1からJ3のチームがあるだ
けに興味深く聞き入っていました。 
　その後の懇親会には、会長である三村明夫日本・東京商工会議所会頭、開催自治体から後藤斎・山梨県知事、
樋口雄一・甲府市長も出席されました。
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　地域活性化委員会（伊藤則義委員長）で
は、今年度も「武蔵野吉祥七福神めぐり」
を１月１日（元旦）～１月７日（日）まで開催
します。次回、第12回目を迎え、武蔵野
市内はもとより近隣他市からの来街者、特
に親子連れなどが増えるよう、新たなイベ
ントを企画検討しています。また、パンフ
レットも昨年をベースにより見やすく制作
を進めており、広報PRを図っていきます。
　つきましては、広報媒体として制作する
パンフレットに、広告掲載へご協賛いただ
ける企業様を募集しています。詳細は、同
封の折込みチラシをご覧ください。

昨年のチラシ
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商店会イベント一覧（夏まつり）
平成29年6月8日現在

イベント名 商　店　会　名 実施時期 場　　所

第38回納涼盆踊り大会
盆踊り・模擬店・ゲーム大会（16日）

武蔵野中央会 7/15（土）～ 7/16（日）
15：00─20：00

中央図書館前庭

第43回吉祥寺ふれあい
夏まつり
盆踊り・縁日・各種イベント

吉祥寺大正通り商店会
吉祥寺公園通り商店会

7/27（木）～7/28（金）
13：00─21：00
（盆踊り18：30─ ）

東急百貨店北側広場

吉祥寺南口ふれあい夏祭り
盆踊り・縁日模擬店・ビンゴゲーム等

吉祥寺南口商店会
パークロード商店会

7/29（土）～ 7/30（日）
18：00─21：00

丸井吉祥寺店屋上

サンロード月窓寺門前市
夏まつり　盆踊り・模擬店

サンロード商店街振興組合 8/5（土）～8/6（日）
11：00─21：00

月窓寺境内・
サンロード

関前八幡まつり
花火打ち上げ・縁日・和太鼓実演他

関前八幡町親交会
8/19（土）
16：00─20：00
（雨天時は翌日に順延）

関前南小校庭

第45回吉祥寺秋まつり 同まつり実行委員会 
※一般の問い合わせ先は武蔵野市観光機構

9/9（土）～9/10（日）
10：30─18：00
（各町会により異なる）

吉祥寺周辺

親交会秋祭り　模擬店 五日市通り親交会
9/9（土）～9/10（日）
 9 日　14：00─19：00
10日　10：30─19：00

武蔵野市民社会福
祉協議会駐車場

秋祭り　模擬店・ゲーム 八幡通り協栄会 9/9（土）～9/10（日）
11：00─17：00

大阪屋酒店裏駐車場

〈注〉例年７月後半に実施していた千川納涼盆踊り大会は、会場予定地が工事のため本年度は中止となりました。   
 

この部分が
掲載場所です!!

第12回武蔵野吉祥七福神めぐり
パンフレットへの広告掲載のお願い

2017
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新入会員 の紹介 5/16

～

6/15

事業所名 業　種 地　区 所属部会

COCO’S  SWEETS 犬のケーキ屋さん 吉祥寺地区 食品業部会

MENTON フランス　ビストロ料理 吉祥寺地区
飲食業部会

株式会社 力の源カンパニー　博多一風堂　吉祥寺店 飲食業（ラーメン屋） 吉祥寺地区

スタジオ　トルニージョ フラメンコスタジオ 吉祥寺地区

商業部会
株式会社 ザ・ムーン 卸・小売業（照明） 吉祥寺地区

（一社）みなとむすぶ地域活性コミュニティ協会 地域活性　まちづくり　食育等 地区外

株式会社 ファションハウス　ロワール 婦人服の製造、卸売および小売業 吉祥寺地区

TUGBOAT GARMENTS アパレル製造・販売 吉祥寺地区

台所　德 居酒屋 中央地区
工業部会

株式会社 エーケーダイカスト工業所 ダイカスト製造業 地区外

株式会社 ライフスタイルクリエイト リフォーム業・建設業 地区外 建設業部会

メイプルブレストケアクリニック 医療（乳腺外科クリニック） 境地区

サービス業部会

GOK-SOUND 録音スタジオ、舞台音響 吉祥寺地区

株式会社 エリコオールスターズ 経営コンサルタント 中央地区

武蔵野関前郵便局 郵便局 中央地区

Y’S project 広告等の撮影編集 中央地区

Awesome Wedding ウェディングプロデュース業 吉祥寺地区

株式会社 東建設計 建築の設計監理、土地活用の企画
コンサルティング 地区外

pcs.design デザイン業（パッケージデザイン） 地区外

株式会社 日本教育クリエイト　日本医療事務協会 生涯学習講座の運営 地区外

株式会社 トヨタレンタリース東京　吉祥寺駅前店 サービス業（レンタカー貸出業） 吉祥寺地区

スフィーダ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 吉祥寺地区

　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。ご協力をお願いします。

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
6/15現在 1 7 6 5 13 12 2 46

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い

平成29年度会員会費の請求について

議員職務執行者変更

　平成29年度の当所会員会費の請求書を６月下旬に郵送しました。
　支払期日は、７月末までとなっておりますので、ご納入のほどよろしくお願いします。

事業所内の人事異動等に伴い、議員職務執行者が以下のように変更となりました。 （敬称略）

■多摩信用金庫
　 新：常務理事　谷　邦義　　　旧：常務理事　加幡　英雄　
■㈱イトーヨーカ堂　武蔵境店
　新：店　長　北條　克彦　　　旧：店　長　佐々木　孝
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建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐伯）

報 告

▲

厚生事業実施
　建設業部会（五十嵐保部会長）では、6月10
日（土）に今年度の厚生事業として『富津海岸す
だて（すくい漁）と潮干狩り＆和蔵酒造株式会社 
酒菜館見学』バス旅行を実施しました。今回はす
だてと潮干狩りの両方を体験する特別企画で、す
だてでは参加者が協力しあいながら、魚を追い込
むなど大変盛り上がりました。その後、バスにて
潮干狩り場まで移動し、約1時間楽しみました。
あさりのほか、はまぐりも多く採れ、一人2㎏の
お土産になり、参加者からは喜ばれました。
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▲

第7回武蔵野エリア産業フェスタ出展者募集中
　武蔵野商工会議所、三鷹商工会、小金井市商工
会の3団体による、ものづくりや企画・開発設計
に携わる企業を対象に、販路拡大・受注確保等を
目的とした「第7回武蔵野エリア産業フェスタ」
の出展者を募集します。

 開催日時 11月9日（木）
 展示・商談10：30～ 17：30
 商談交流会18：00～ 19：30
場　　所 小金井　宮地楽器ホール　
出展料金  1事業所15,000円／交流会（名刺

交換会）参加費１人5,000円
申 込 み 申込締切は、7月末日まで
　　　 （ただし、定数になり次第締切）
出 展 数 46社
小間使用 小間サイズ　横1800×奥行1300ｍｍ

▲

産業交流展2017のご案内
　工業部会（林敏雄部会長）では、「産業交流展
2017」に今年も出展します。本年度は3小間で
出展の予定です。詳細が決まりましたら、別途ご
案内します。
 開催日時 11月15日（水）～ 11月17日（金）
 10：00～ 18：00（最終日17：00終了）
場　　所 東京ビッグサイト　西1・３・4ホール

昨年の展示ブースの様子

　その後「ホテル静養園」にて採った魚を各自で
天ぷらにしていただきました。昼食後、「和蔵酒造
株式会社 酒菜館」を見学・試飲を行いました。そ
の後、「房総 四季の蔵」にてお土産を購入し、無事
帰路につきました。当日は天候にも恵まれ、部会
員同士の親睦を深める絶好の機会となりました。

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

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

NL7.indd   7NL7.indd   7 17/07/18   15:3017/07/18   15:30



8

News Letter　むさしの
Vol.529

部会だより/ 女性会

女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）

報 告

▲

第32回関東商工会議所女性会連合会 総会「千葉大会」
　女性会（伊藤隆子会長）では、6月2日（金）に東京ベイ
幕張ホールにて開催された第32回関東商工会議所女性会連合
会総会に参加しました。1都8県77の女性会から801名が一
堂に会し、当所からは女性会員10名が参加しました。
　記念講演会では、「こころを動かす言葉」と題し、アナウン
サーの加賀美幸子氏が講演を行いました。その後に開催された
懇親会では、ふろしき王子こと横山功氏の「ふろしき活用法パ
フォーマンス」で会場は大いに盛り上がりました。

報 告

▲

通常総会開催される
　金融業部会（森園美智子部会長）では、６月７
日（水）に当所７階役員会議室にて、平成29年
度通常総会を開催しました。
　平成28年度事業報告及び収支決算報告、平成
29年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

金 融 業 部会 お問合せ 金融業部会（担当：小林）

審議し、いずれも原案どおり承認されました。
　総会後は、御殿山にある「POLPO（ポルポ）
吉祥寺シーフードマーケット」に会場を移して懇
親会を開催し、部会員同士大いに交流を深めるこ
とができました。

お問合せ サービス業部会（担当: 三輪）サ  ー ビ ス 業 部会

報 告

▲

通常総会開催される
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、6月21
日（水）に商工会館4階市民会議室にて平成29年
度通常総会を開催しました。1号議案の平成28
年度事業報告および収支決算報告について、2号
議案の平成29年度事業計画（案）および収支予算
（案）について審議し、それぞれ原案の通り満場
一致で承認されました。
　また総会終了後、イラストレーターのキン・シオ
タニ氏をお招きし、「私と吉祥寺～吉祥寺という街

がアーティストに与えた影響とは～」と題し基調講
演を行いました。会員および一般の方からの多数
の参加をいただき大盛況の講演会となりました。
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　広報・情報委員会（吉田光昭委員長）では、７月28
日（金）に商工会館４階市民会議室にて、市・警察署・
当所共催のサイバーセキュリティセミナーを開催しま
す。　※詳細は同封の参加申込書を参照。
　参加希望の方は、同封の参加申込書に必要事項を記
入のうえ、７月21日（金）までにFAXにてお申込みく
ださい。商工会議所HP上の「セミナー・イベント」専
用ページからもお申込みできます。

　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。

 日 時 平成29年7月28日（金）
 15：00～ 16：00（受付開始は14：30）
会　場 商工会館４階市民会議室
演　題 サイバーセキュリティセミナー（基本編） 
講　師  警視庁サイバーセキュリティ対策本部員 他
定　員  90名（先着順。武蔵野商工会議所会員ま

たは、武蔵野市民のみ参加できます。）

サイバーセキュリティセミナー開催

　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）
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

ご 案 内

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

報 告

▲

通常総会開催される
　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、５月
19日（金）に当所５階第１・２合同会議室にて通常
総会を開催しました。
　平成28年度事業報告及び収支決算報告、並びに
平成29年度事業計画（案）及び収支予算（案）につい
て審議をし、いずれも原案どおり承認されました。
　総会後は、4階市民会議室にて、人の可能性を引
き出すコミュニケーションとして知られるコーチン
グを日本に紹介された「よく生きる研究所」代表の
榎本英剛（えのもとひでたけ）氏による「本当の仕
事とは何か」と題した講演を開催し、『どうしたら

人は生き生きと仕事ができるのか』というテーマに
ついてお話しいただき、参加者も非常に興味深く聞
き入っていました。
　講演後は、会場を梅の花に移して懇親会を開催
し、大いに親睦を深めることができました。

自宅で受けられる郵送健診
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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）

7月14日（金）
8月22日（火）
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

7月14日（金）
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
以内とさせていただい
ております。

・ 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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お問合せ 総務課
TEL:0422-22-3631

メイプルブレストケアクリニック

武蔵野市乳がん検診実施医療機関、ホスピタリ
ティを重視した乳腺クリニックです。

　武蔵境駅南口徒歩４分にある乳腺疾患専門のクリニッ
クです。最新の３Dマンモグラフィや各種生検機器の
導入によりクリニックでありながら高度な診断が可能で
す。女性が安心して受診できるよう外部から見えない待
合室や落ち着いたインテリアを採用し、待合室ではお茶
やほうじ茶をはじめ本格的なカフェラテなど全て無料で
提供しています。武蔵野市乳
がん検診も受けられますので
カフェに来るような気軽な気
持ちでお越しください。

株式会社 太陽社

イベント、お祝い式典、冠婚葬祭企業の周年
行事など司会進行から企画までお任せ下さい

　大切な式典、お祝い、イベント
などは、進行係の存在によって当
日の心地良い進行はもちろんです
が、お客様からの印象も出来上が
りも思い出までもが変わってきま
す。当社所属のアナウンサーは、
これまで「話す」という仕事に優
しさと感謝を込めて務めてきた人間ばかり。アットホー
ムなプロ集団です。皆様の大切な時間をお手伝いさせて
下さい。必ず心のこもった手仕事をさせて頂きます。

代表者 ● 伊美　建太郎
所在地 ●〒180-0023武蔵野市境南町2-11-22　第一飛翔ビル2F
TEL ● 0422-30-5813 FAX● 0422-30-5812

e-mail ● mbcc@maple-breastcare.clinic
URL ● http://maple-breastcare.clinic/

代表者 ● 宮原　靖子
所在地 ●〒168-0071 杉並区高井戸西1-21-18-1F
TEL ● 03-3334-6481 FAX● 03-3334-6480

e-mail ● miyahara555@outlook.jp

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

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。
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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

田市（静岡県）の郊外に、「コーケン工業株式
会社」という社員数約250人の中小企業があ

る。主事業は、農機具や建設機械、自動車などに使用
される、各種パイプの製造である。

　同社の強さの根源は、パイプの開発技術力はもとよ

り、パイプ加工・切削加工・溶接、そして表面処理ま

での一貫した社内生産体制を保有している点や、生産

本数が月1本とか、年間でも3本～ 5本しかない「超

微量生産」にも柔軟に対応できる生産・管理技術が卓

越している点などである。それ故、同社商品の大半

は、こんなことをしたいとか、こんな形状のパイプが

できないか……といった、多くの企業が嫌がる面倒な

ものである。

　パイプの生産で今や著名な同社であるが、先般、同

社は第7回「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」

の中小企業部門では最高の賞である「中小企業庁長官

賞」を授与された。それは同社の高い技術力を評価

したものではなく、1971（昭和46）年の創業以来、

既に45年以上にわたり、他社の模範となる「人をと

ことん大切にする正しい経営」を続けてきたことに対

してである。

　その全てをここに紹介することはできないので、そ

の一つである、同社がこの間実施してきた高齢者雇用

への取り組みを挙げる。現在、同社の社員250人中

日本一高齢者が活躍する『コーケン工業』

60人、率にすると24%が66歳以上の高齢社員であ

る。ちなみに、現在の最高年齢社員は88歳の女性で

ある。余談であるが、数年前までは93歳の女性社員

が最高齢であった。同社の実質創業者である村松久範

会長は、「わが社はまるでペンギン村だ……」が口癖

である。

　こうしたことができるのも、同社の経営理念が「全

社員が物心ともに豊かに、健やかになる事を追求す

る。雇用の継続に努め、地域社会の繁栄に貢献する」

であり、全社員が理念に基づいた言動を続けているか

らである。つまり、同社では、その人の生産性がどう

であれ、その人が働きたいという意思がある限り、働

くチャンスを提供しているのである。また若い社員

もそうした正しい経営姿勢に共感・共鳴し、「チーム

コーケン」としての連帯感・絆が極めて強いからであ

る。

　先般、同社を久方ぶりに訪問する機会があった。広

い工場には10代～ 80代までの社員が、一丸となっ

てまるで家族のように助け合いながら笑顔で生産に従

事している様子を見て、筆者は心が満たされた。

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11月に吉祥寺南町に開店した、うなぎ
志乃ざき吉祥寺店にお伺いし、ご主人の篠崎賢治さ
ん、奥様のクリスティンさんにお話をお聞きしまし
た。志乃ざきは八王子に本店を構える創業昭和12年
の老舗店で、篠崎さんは三代目になります。以前に同
じ場所で営業していたうなぎ店のます田さんが引退さ
れるのを機に、吉祥寺店として出店しました。前のお
店の利用客や近所の方がよく来店されるそうです。
　ご主人がかつて修業していた、日本料理 つきぢ田
村で抹茶と甘味を出していたことから、カウンターに
は色とりどりの茶器が並べられています。開店に際し
ては室内を自分たちで塗装したり、座敷席の一部を椅
子席に変えるなど来店者が利用しやすいようリニュー
アルしました。また、店内は禁煙のためお子様連れで
も安心です。
　お店で提供されるうなぎは九州鹿児島産で、毎朝活
きたものをさばいているとのこと。創業以来継ぎ足さ
れてきた秘伝のタレは無添加で、蒲焼本来の旨味と甘
味が引き立つように仕上げられています。炭は国産の
備長炭を使用するなど随所にこだわり、伝統の味を生
み出しています。予約制で天然のうなぎも出してお
り、天然と養殖の食べ比べも楽しめます。一品料理で
は、注文を受けてから調理する「うまき」が人気で、

都内でも出しているお店は少ないそうです。飲物のメ
ニューにはワインがあり、年配の方もよく頼まれるそ
うです。日本酒も各種取り揃えられています。
　25席ほどの店内は貸切りも可能で、事前に予算を
聞いてお料理を用意してくれるそうです。宅配も行っ
ていて、武蔵野の近隣地域へも配達しています。うな
重一つからでもお受けするので気軽に注文してほしい
とのこと。事前にご相談があれば数十個の注文にも対
応できるそうです。また、お店オリジナルのお食事券
の販売もしています。期限がないためいつでも利用で
き、贈り物やお中元などに最適です。
　暑くなるこの季節に、こだわりのうなぎを堪能して
みてはいかがでしょうか。

（取材担当:宇治川・伊野瀬）

 うなぎ 志乃ざき 吉祥寺店

ご主人　篠崎 賢治

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

全　国
▲ 15.9 ▲ 13.4 ▲ 12.2 ▲ 15.3 ▲ 33.6 ▲ 6.7

関　東
▲ 17.4 ▲ 13.5 ▲ 13.6 ▲ 12.5 ▲ 33.3 ▲ 13.2

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
▲ 16.2 ▲ 15.8 ▲ 12.2 ▲ 12.0 ▲ 36.5 ▲ 5.4

関　東
▲ 13.6 ▲ 17.6 ▲ 2.7 ▲ 3.6 ▲ 35.1 ▲ 8.8

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成29年6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 249 408 686 123 213 1,104 67 2,850

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6月～ 2017年8月

Lobo調査とは……
全国の424商工会議所が3456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 （%） 47.3 29.8 42.1 87.9 55.3 34.3 65.1 38.7％

　5月の全産業合計の業況DIは、▲16.2と、前月か
ら＋1.1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。インバウンドを含めゴールデンウィークの好調な
観光需要からサービス業の業況感が改善した。また、
電子部品、自動車関連の堅調な生産・輸出や、建設・
設備投資の底堅い推移から、関連商品を扱う卸売業の
業況改善を指摘する声が聞かれた。他方、消費者の節
約志向や人手不足の影響拡大、原材料・燃料の値上り
が依然、中小企業のマインドに影響を及ぼしており、

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▲15.9（今
月比＋0.3ポイント）とほぼ横ばいを見込む。インバ
ウンドを含む消費や輸出の拡大に期待する声が聞かれ
る。他方、消費の一段の悪化、人手不足の影響拡大、
原材料・燃料価格の上昇、地政学的リスクなど、先行
きの懸念材料を指摘する声は多く、中小企業の業況感
は足踏みが続く見通し。

業況ＤＩは、3カ月連続改善。先行きは懸念材料払拭
できず、ほぼ横ばい

 2016年5月: 2017年5月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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健康
コラム

H e a l t h  c o l u m nH

〒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。

　最近高齢者に対してよく使われる3つの言葉を
比較してみます。
　ロコモティブシンドロームとは、運動器の障害
のために移動機能の低下をきたした状態のことを
表し、2007年に日本整形外科学会により提唱され
た概念です。略称は「ロコモ」、和名は「運動器症
候群」となります。2016年4月の調査で一般認知
度は47.3%に上昇してきました。運動器とは、身
体を動かすために関わる組織や器管のことで、骨・
筋肉・関節・靭帯・腱・神経などから構成されて
います。
　サルコペニアとは、加齢や疾患により、筋肉量
が減少することで、握力や下肢筋・体幹筋など全
身の「筋力低下が起こること」を示すか、歩くス
ピードが遅くなる、杖や手すりが必要になるなど、
「身体機能の低下が起こること」です。サルコペ
ニアという用語は、1989年にIrwin Rosenberg
によって生み出された造語で、ギリシャ語で筋肉
を表す「sarx (sarco：サルコ)」と喪失を表す
「penia(ぺニア)」を合わせた言葉です。
　フレイルとは、海外の老年医学の分野で使用さ
れている「Frailty（フレイルティ）」に対する日本
語訳です。「Frailty」を日本語に訳すと「虚弱」や
「老衰」、「脆弱」などになります。日本老年医学会
は高齢者において起こりやすい「Frailty」に対し、

ロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイルとは

多摩東部地域産業保健センター

コラム

正しく介入すれば戻るという意味合いから「フレ
イル」と共通した日本語訳にすることを2014年
に提唱しました。
　3つの用語ともにそれぞれの着眼点が違います
が、要介護状態への警鐘であります。高齢化社会
を迎えている日本では、平均寿命は約80歳に達
し、運動器の障害によって、日常生活に支援や
介護が必要となる方が増加しています。2013年
の介護が必要となった原因は「高齢による衰弱」、
「骨折・転倒」、「関節疾患」を運動器の障害とする
と全体の36.1％（第一位）となり、運動器の障害
をきっかけに日常生活の自立度が下がりやすいこ
とがわかります。脳血管障害で身体に麻痺などの
運動器の障害が生じることも多く、介護の原因に
運動器の障害が大きく関与しています。
　平均寿命が延びている分だけ、運動器の健康を
長く保ち続ける必要があり、国民一人一人が運動
器の健康維持に対して関心を向け、ロコモティブ
シンドロームを予防し、フレイル状態での早期発
見・介入し、サルコペニアを食い止めることが重
要です。もちろん運動習慣が推奨されています。
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