
武蔵野商工会議所 会報

10
2017

日本商工会議所 第126回通常会員総会 開催される
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　井の頭公園　中の島動物園開園式1934（昭和9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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　日本商工会議所の第126回通常会員総会が、９月21
日（木）、帝国ホテルにおいて開催され、全国396会
議所から、正副会頭など900名ほどが出席しました。
　会議冒頭のあいさつの中で、三村会頭は、「わが国
経済は、アベノミクスの成果が現れ、総じて緩やかに
改善している。４～６月期のＧＤＰ２次速報値は、年
率換算で実質2.5％となった。一方で有効求人倍率は
1.52とバブル期の水準を上回るなど、人手不足が深
刻な課題になってきており、また、これまでにマイナ
スで推移してきた需給ギャップも2016年10 ～ 12
月期以降プラスに転じるなど、今後は供給力がさらな
る経済成長の制約要因となる段階になりつつある。こ
うしたことを踏まえると、この先はサプライサイドに
より多くの光を当て、中長期的に潜在成長率の３要素
である生産性、資本ストック、労働力を向上させ、供
給力を引き上げていくべきステージに変わってきてい
る。これから我々民間が取り組むべき課題は、①商工
会議所が中核となった地方創生の加速、②地域経済
の主役となる、中小・中堅企業の活力強化、などで

ある」と主張され、最後に「2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピック大会については、さまざまな形で
機運を醸成し、地域活性化に結び付けることが商工会
議所の大切な役割である。加えて、大阪・関西におけ
る2025年国際博覧会の誘致も強力に進めることが重
要である」と述べられました。
　続いて、来賓として、野上内閣官房副長官、世耕経
済産業大臣、各政党から自由民主党・二階幹事長、民
進党・前原代表、公明党・山口代表、日本維新の会・
片山共同代表が出席され、それぞれからのあいさつが
ありました。
　議事に先立っての表彰では、特別功労者表彰３名、
役員・議員表彰590名、職員表彰378名、商工会議
所表彰61会議所のみなさんが受賞されました。その
中で、当所からは、職員表彰で井上主任が勤続10年
表彰を受賞しました。
　議事は、「平成28年度事業報告（案）」と「平成
28年度収支決算（案）」の２議案が一括して諮られ、
質疑・意見はなく、満場一致で承認されました。

日本商工会議所

第126回 通常会員総会開催される
9月21日（木）

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い
　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。

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

9/15現在 1 9 10 5 14 18 2 59

来賓としてあいさつする世耕経済産業大臣三村会頭あいさつ
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武蔵野税務署主催のセミナーのご案内
消費税軽減税率制度説明会開催

　武蔵野税務署では、10月31日（火）に武蔵野公会堂にて消費税軽減税率制度説明会を開催します。
　参加希望の方は、10月24日（火）17時までに武蔵野税務署に電話で事前登録をお願いします。

 日　時 10月31日（火）
時　間 ①10:30~12:00
 ②13:30~15:00　※①・②とも同内容
会　場 武蔵野公会堂　2階第1・第2合同会議室（武蔵野市吉祥寺南町1-6-22）
演　題 『消費税軽減税率制度説明会』
主　催 武蔵野税務署
定　員 100名（要事前登録）

事前登録先:武蔵野税務署法人課税第1部門　TEL：0422-53-1311（代表）
※お電話の際は、音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。

平成29年度  経営サクセスセミナー開催
　当所では、今年度も6回にわたり経営サクセスセミナーを開催します。
　実績ある講師による実務・実践的な無料のセミナーです。会員・非会員は問いません !
　経営者の皆様の今後の企業経営に、また従業員の研修に、ぜひお役立てください !

　今回は、その第1回目として、消費税軽減税率対策セミナーを実施します。詳細内容は同封の折込チラシ
をご覧いただき、お申込みください。なお、定員がありますので、お早めにお申込みください。

 日　時 11月28日（火）
時　間 14:00~16:00
会　場 当所5階 第1・2会議室
テーマ 消費税軽減税率対策セミナー
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、定員になりしだい締め切ります）

新入会員 の紹介 8/17

～

9/15

事業所名 業　種 地　区 所属部会

千絵洞 宝石・貴金属　卸し小売業 吉祥寺地区
商業部会

しろくまトラベル株式会社 旅行業 地区外

株式会社 MAS 建設業 中央地区 建設業部会

Ｔサービス OA機器販売 地区外

サービス業部会

株式会社 グレイス むくむくみらい 保育園

吉祥寺地区

有限会社 三井孔夏堂 接骨業

株式会社 RAIZOU インテリアデザイン

合同会社 雄飛企画 出版業　フリーマガジン制作・頒布

楠元公認会計士事務所 会計士・税理士

石井宏税理士事務所 税理士業

お問合せ 中小企業相談所（担当:今北）
　　　　　　TEL:0422-22-3631
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第13回 Musashinoごちそうフェスタを開催します。

Musashinoごちそうフェスタ（前田秀樹実行委員長）が11月1日からスタートします。
主な事業内容は、次のとおりです。

1 飲食・食品店のお店情報PR
① ネット発信
  今年は、ぐるなびと提携しネット発信を強化しま
す。パソコンやスマホで利用できる「ネット予約」
「クーポン」など充実し、来店客の利便性向上とお
店の販促強化に役立つ機能が満載です。

② 折りパンフレット
 折りパンフレット1万部を市内で配布します。

2 物産・逸品市
 開催日 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
   物産・逸品市／武蔵野地粉うどん／地産・地消 

武蔵野の野菜／食育ブース／チャリティ林檎
など

3 被災地応援抽選会
ごちそうフェスタでは、東日本大震災で被害のあった
茨城県の県北地域を応援するため、この地域の特産品
を賞品とする抽選会を実施します。参加店でお食事・
お買物をすると応募できます。
　応募期間:11月1日（水）~11月30日（木）
　賞品総額100万円相当。

お問合せ TEL：0422-22-3631
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赤い羽根共同募金のお願い
~皆様の寄付金が、地域福祉事業の財源として役立てられます~

〇地域でのネットワークづくりなど、住民主体の地域生活支援事業
〇NPO等市民活動団体が行う地域福祉活動事業
〇首都直下型地震等に備えた災害弱者への支援活動事業

★寄付ができる自動販売機★
　飲み物を購入すると自動的に寄付ができる自動販売機の設置を進めています。
　休憩室などへの設置をご検討ください。

10月1日から始まる「共同募金運動」は、今年70周年を迎えます。
本年もよろしくお願いいたします。
※会社など法人の寄付金は、指定寄付金として、全額損金算入にできます。

社会福祉法人　東京都共同募金会　TEL 03-5292-3182
HP　http://www.tokyo-akaihane.or.jp/

東京都最低賃金改正のお知らせ
東京都最低賃金（地域別最低賃金）は平成29年10月1日から

時間額958円に改正されました。
※  都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者（都内の事業場に
派遣中の労働者を含む）に適用されます。

※  最低賃金の引き上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制
度を設けています。

〈お問合せ〉

 東京都最低賃金について 

　東京都労働局労働基準部賃金課（TEL 03-3512-1614（直通））
　東京都最低賃金総合相談支援センター（TEL0120-311-615）

 業務改善助成金について 

　東京労働局雇用環境・均等部企画課（助成金担当）（TEL 03-6893-1100）
　東京都最低賃金総合相談支援センター（TEL 0120-311-615）

 キャリアアップ助成金 （賃金規定等改定コース）・人事評価改善等助成金について 

　事業所の所在地を管轄するハローワーク又は東京労働局ハローワーク
　助成金事務センター助成金第二係
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入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付
定期保険（団体型）+商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）

■ 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
■  1 年ごとに収支決算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
■ 医師による診査は不要です。（告知のみでお申込みいただけます。）
■ 商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金）が付加されています。
■ ガンや 6大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。

武蔵野商工会議所では、5月にリニューアル（改定）した
新・生命共済「むさしの」の推進キャンペーンを実施しています。

期間中（平成29年9月～12月まで）に加入・増口すると粗品を進呈。
期間中は、武蔵野商工会議所の職員と共済制度引受保険会社であるアクサ生命保険株式会社の推進員が
皆さまを訪問させていただきますので、ぜひご検討ご加入を賜りますようよろしくお願いいたします。

新・生命共済「むさしの」

　武蔵野商工会議所　共済制度事務局　　

加入増口
キャンペーン
のお知らせ

役員お
よび従業

員の 福利厚生制度にご活用いただけます。役員お
よび従業

員の 福利厚生制度にご活用いただけます。

定期保険（団体型）引受保険会社  アクサ生命保険株式会社

e-mail：webinfo@musashino-cci.or.jp
Tel：0422-22-3631　

お問合わせ・資料のご請求は

ご加入にあたってはパンフレット、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

特 典

工事

　建設業部会（五十嵐保部会長）では、「地区内在住者住宅
等の小規模補修工事施工協力業者制度」（通称「むさしのま
ち大工制度」）を運営しています。この制度により、住宅修
繕の業者選定でお悩みの市民のために小規模補修工事に対
応する各地区担当協力業者の紹介を行っています。（紹介は
無料、工事は有料です。）住まいに関するお悩みがございま
したら、建設業部会にご相談ください。
※複数見積もりのための業者紹介および家具等の修理はお断りしています。

お住まいのお悩み
はどんなことでも

建設業部会にご相談ください。
むさしのまち大工が解決します！

屋根の雨漏
りを直したい

防犯対策
（窓ガラスや鍵）

を相談したい

内装や外壁
を補修・塗装
したい

耐震補強・
耐震診断を
したい

ビル・マン
ションの
点検・管理
など

電気工事等の
相談をしたい

相 談 例

むさ
しのまち

大工が解決します！

対応依頼

武蔵野商工会議所
建設業部会 むさしのまち大工相談希望者（市民） 相談希望者（市民）

相談申込

▶ ▶ ▶▶
発注・支払相談の流れ

お問合せ

建設業部会（担当:佐伯）
  TEL:0422-22-3631
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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）

11月6日（月）
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

11月 6 日（月）
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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お問合せ サービス業部会（担当: 三輪）サ  ー ビ ス 業 部会
i nformation

▶ 街頭無料相談会・ミニセミナーを実施します!
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、今年
も、弁護士、税理士など各専門家による街頭無料
相談会を実施します。
  身近でお困りのことがありましたら、この機会
にご相談ください。また、今年度も各士業が生活
に密着した身近なテーマのセミナーを実施します。
無料で聴講できますのでお気軽にご参加ください。

 街頭相談会 

 日　時 10月14日（土）
 10:00~16:00
会　場  コピス吉祥寺ふれあいデッキこもれび、

武蔵野商工会議所会議室
 ミニセミナー 

  13:15~14:00
  「 守ろう! 自社のブランド。守ろう! 自社の技術。」
 　　 弁理士　榛葉　貴宏

  14:15~15:00
  「 未来の安心、今から安心、任意後見制度の使
い方」 行政書士　谷家　幸子

  15:15~16:00
   「 1.遺言書の書き方　2.空き家や農地の利活用
3.暮らしに役立つ情報」

 東京都行政書士会武鷹支部

会　場 武蔵野商工会議所会議室

▶ 東儀秀樹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（同封の折
込チラシもご覧ください）。ご希望の方は、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

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

i nformation

▶「第3回住まいりーフェスタ」開催のご案内
　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、むさしのまち大工周知
イベント「第3回住まいりーフェスタ」を開催し
ます。詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

 日　時 10月21日（土）　12:00~16:00
会　場 コピス吉祥寺 ふれあいデッキこもれび
内　容  ミニ住宅の組立て・内覧、住まいに関す

るセミナー、相談受付　ほか

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
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部会だより

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

i nformation

▶第7回武蔵野エリア産業フェスタのご案内

　武蔵野商工会議所、三鷹商工会、小金井市商工
会の3団体による製造業等の中小企業を対象に販
路拡大・受注確保を目的にした「第7回　武蔵野エ
リア産業フェスタ」が下記のとおり開催されます。
展示・商談のほか、魅力ある講演会を予定していま
す。皆様のご来場を心よりお待ちしています。

 講演会 
 日　時 11月8日（水）16:30~18:30
会　場 小金井宮地楽器ホール　大ホール
講　師 ㈱ON-ART 代表取締役 金丸賀也 氏
内　容  特殊美術品の国内外の技術特許の取得や、

上野科学博物館のジオラマ制作を手掛けた
実績を持つ同社による、「リアルバルーン・
恐竜のライブショー」の実施ならびに起業
から海外展開に至った経緯を講演。

 展示・商談 
 日　時 11月9日（木）　11:00~17:30
会　場  小金井宮地楽器ホール　小ホールおよび

マルチパーパス
出展企業  武蔵野市、三鷹市、小金井市のものづく

りや、企画・開発設計に携わる企業（機
械器具製造、金属製品製造、電気機械器
具製造、樹脂製品製造、各種加工業、企
画・開発設計、その他）

報 告

▶日帰り視察研修 実施される
　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、9
月14日（木）に日帰り視察研修を実施しました。
　研修当日は19名（事務局・講師含む）が参加
し、商工会館から貸切バスで静岡県三島市へ向か
いました。
　今回は、昨年9月の定例会にて講演いただいた
城郭ライターの萩原さちこ氏と一緒に、日本百名
城のひとつ静岡県の山中城跡を巡りながら、山城の
魅力についてご案内いただきました。萩原さちこ氏
は、城めぐりをライフワークに全国各地のお城をめ
ぐる傍ら、執筆業を中心に多数のメディアに出演さ

▶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。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

報 告

▶研修視察
　工業部会（林敏雄部会長）では、恒例の一泊二
日の研修視察を9月8日（金）･9日（土）に実施し
ました。1日目は、新潟県山古志村の新潟県中越
地震復興被災地を視察しました。現地の復興ボラ
ンティアガイドがバスに同乗し、山古志村内の被
災現場をご案内いただきました。2日目は、「農
事組合法人 滝の又農産」を視察しました。滝の
又農産では、農業
施設の見学とそば
打ち体験を実施し
ました。郷愁を感
じながら、部会員
同士の親睦が深ま
りました。

れている城郭ラ
イターです。
　山中城のあと
は、日本最長の
大吊橋「三島ス

カイウォーク」を見学し、お昼は三島名物「うなぎ」
を堪能しました。昼食後、市街地で湧水とホタルが見
られる三島市の三島商工会議所を訪問し、三島市の
取り組みをご説明いただき、その後、楽寿園、源兵衛
川、三嶋大社をご案内いただきました。
　当日は天候にも恵まれ、素晴らしい景色を楽しむ
ことができ、プラザ会員同士大いに親睦を深めるこ
とができました。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）
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Information

育児・介護休業法の改正について（平成29年10月1日施行）

　労働者が養育する子が認可保育園に入所できない場合等に、退職を余儀なくされる事態を防ぐこと
等を目的として、育児・介護休業法が改正されました。
　改正内容は①~③のとおりです。

改正内容①:最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

 ・   育児休業は、原則として1歳の誕生日の前日までで労働者が希望する期間について取得できます
が、1歳以降認可保育園に入れない等の事情がある場合には、1歳6カ月まで育児休業期間を延
長することができます。改正法により、1歳6カ月以降も認可保育園等に入れない等の場合には、
会社に申し出ることにより育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。また、
育児休業給付金の給付期間も2歳まで支給されます（詳細はハローワークへ）。

 ・  なお、育児休業を延長する場合は、育児休業開始日の2週間前までに、事業主に書面により申し
出ることとされています。

改正内容②:子どもが生まれる予定の方に育休制度等を知らせる努力義務の創設

 ・  労働者やその配偶者が妊娠・出産したこと等を知った場合に、その方に個別に育児休業等に関す
る制度（育児休業中・休業後の待遇や労働条件など）を知らせる努力義務が創設されました。

改正内容③:育児目的休暇導入の努力義務の創設

 ・  未就学児を育てながら働く労働者が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制
度を設ける努力義務が創設されました（配偶者出産休暇等）。

【お問合せ】
東京都労働局 雇用環境・均等部指導課（TEL 03-3512-1611）

「労働契約法の無期転換ルール」について

　9月・10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン期間」です。
　有期契約の従業員を雇用する事業主の皆様、無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30
年4月まで、いよいよ残り半年となりました。
　詳細は、「無期転換ポータルサイト（http://muki.mhlw.go.jp）」（※「無期転換サイト」と検索ま
たはQRコードを読取）をご覧ください。
 
【お問合せ】
東京労働局 雇用環境・均等部指導課
労働契約法担当 （TEL 03-3512-1611） 
総合労働相談コーナー （TEL 03-3512-1608）

東京都労働局 からお知らせ
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会報記事に関するお詫び

9月号の〈新入会員紹介コーナー〉の記事で、（株）ライフスタイルクリエイト様の電話
番号について、誤りがございました。正しくは下記の通りとなります。

（誤）TEL：042-421-3758　　→　　（正）TEL：042-467-2115

　ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
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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

合同会社  BE.I　福引ご縁会

吉祥寺で唯一、或るもの使って無い価値を生
み出す業績アップに特化したビジネス交流会

福引ご縁会は、2014年7月に発足し、285回（2017
年9月18日現在）開催。これまで年間2000人の雇
われない生き方をしている人が集まるコミュニティー
です。『売上を上げる原理原則はたったの3つ。それ
が解る出来る使えるように成れる』個人事業主・小規
模法人経営者向けの交流会と、吉祥寺からイノベー
ションを興す「イノ吉」というイベントも開催し、吉
祥寺で事業を興したい方々を志縁していきます。

株式会社 ネクストローカル

武蔵野市に特化した地域密着型の広告代理店
およびイベント企画運営会社です

武蔵野市に特化してさまざまなイベントや広告を提
供して街の活性化を行っていく会社です。
そのために武蔵野市のよさを世界に発信しヒト、モ
ノ、コトをつなげ街にお金を落としてもらう仕組み
つくりを企画運営しています。
特に飲食事業部では料理人の顔が見えるグルメサイ
ト「ヒトサラ」を中心に取り扱い、各飲食店様の集客
UPやリピーター獲得へ向けた支援を行っております!
ぜひあなたのお店の繁盛を手伝わせてください!

代表者 ● 藁谷　正樹
所在地 ●〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町2-14-12
TEL ● 0422-27-1641 FAX● 0422-27-1641

e-mail ● info@fukubiki-goenkai.com
URL ● http://fukubiki-goenkai.com/

代表者 ● 二宮　朗
所在地 ● 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-19　吉祥寺アライビル302
TEL ● 0422-27-1395 FAX● 0422-27-1396

e-mail ● company@next-local.co.jp
URL ● http://www.next-local.co.jp/
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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

1990（平成2）年当時、着物の小売市場規模は1兆5000億円程度あったが、それ以降年々減少

し、今や約2750億円となっている。このことは、織

物の産地として栄えてきた新潟県十日町市でも同様

で、560億円あったピーク時の生産額が、今や40億

円にも満たない。その主たる原因は、少子高齢化に伴

う市場の縮小や西洋文化の進行に伴う着物離れと業界

では考えてきた。

　しかしながら、「株式会社きものブレイン」社長の

岡元松男さんらは、衰退の最大の要因は市場の縮小で

はなく、供給側の問題と考えたのである。そして、次

から次へとこれまで存在しなかった新しい価値を創造

提案してきた。その結果、同社は業界の著しい衰退傾

向とは逆に、右肩上がりにその業績を伸ばしている。

　同社は、現社長である岡元社長と、その妻、岡元真

弓副社長で創業した。二人は脱サラし、当初、呉服商

を経営していたが、その中で着物に関するさまざまな

ニーズやウォンツの存在を知った。例えば、ある顧客

から「着物を着てもお手入れができないため、大切な

着物は汚さないようにできるだけ着ないようにしてい

る……」と言われたことなど。ショックを受けるとと

もに、呉服商として売りっ放しではなく、販売した商

品にトコトン責任を持つ必要性に駆られた。

着物のトータルサービス業になった『きものブレイン』

　このことがきっかけで、岡元夫妻は1983年、着物

を販売するだけではなく、着物のアフターケアやビ

フォーケア事業に乗り出していく。アフターケア事業

とは着物の着用後の染み抜きやかけ直し、さらには丸

洗いなどであり、ビフォーケア事業とは仕立て前の反

物の修正やガード加工（撥水加工）などである。ま

た、着物の縫製職人の激減や価格志向の強い顧客の要

望に応えるため、ベトナムのホーチミン市に直営工場

を設立し、着物の安定供給にも注力した。

　こうした経営スタイルは、当時の業界の常識から

いって非常識そのものであったが、岡元夫妻は「何が

正しいか、何が正しくないのか」を決断軸にし、努力

を重ねた。その結果、7年間赤字経営であったが、そ

の後ゆっくり着実に動き出し、現在、社員数286人、

売上高27億円、約1万4000の呉服店と取引する、

全国最大規模の「着物のトータルサービス企業」にま

で成長・発展したのである。

　先日、機会があって、新たに建設された「きものブ

レインファクトリー」を見学させていただいた。企業

とは改めて「市場創造業」であると実感した。

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、今年７月に開園されたばかりの東京都認証
保育所「むくむくみらい」にお伺いし、代表の髙梨さ
ん、保育士の田中さんにお話をお聞きしました。
　髙梨さんはベトナムホーチミン市で日系幼稚園を
10年経営していて、この度地元の武蔵野市で保育所
を始められました。「一人ひとりの育ちを大切にし、
お子様の持っている五感を引き出し、優しい心、たく
ましいからだ、賢さや利発さを育くむ」ことを保育理
念として運営に取り組まれています。園児の年齢は生
後6ヵ月から5歳までで、現在の定員は31名となっ
ています。募集開始時には0歳児の応募が一番多かっ
たそうです。保育士さんにはベテランの方が多く、施
設は園児がゆったりと過ごせるようスペースが広く設
けられています。人数が30名程度だとゆとりをもっ
て見られ、全員の顔がわかるとのこと。
　月に1～ 2回はバイリンガルの先生を招いてハワ
イアンリトミックや英語遊びなどを実施。本やおも
ちゃにもこだわり、ヨーロッパを中心に品質の良い木
のおもちゃを揃えています。田中さんはおもちゃコン
サルタントの資格をお持ちで、年齢や成長に合ったお

もちゃを選んでいるそうです。また、園内に調理室を
完備していて、近隣の食材も使い、だしをしっかりと
取った温かい食事を提供しています。園児たちが思っ
ていたよりも多く食べるので、ご飯を炊く量を増やし
たそうです。
　田中さんに保育にあたって気を付けていることを伺
うと、「子どもは同じ年でも成長が違うためどのよう
に声掛けをしたらよいかを考えながら接している」と
のこと。1年先を見据えて、こうしたら成長するので
は、こう話したら理解できるかもと日々の子ども一人
ひとりの成長に気を配られています。集団生活をする
なかで園児たちは色々なことができるようになるそう
です。髙梨さんは「子どもにとっての環境づくりはで
きる限りのことをしたい。」と話していました。
　「将来はベトナムの幼稚園の先生などとの交流を図
れたら」との展望もお聞きしました。1日に数件は入
園のお問い合わせがあるそうで、新しい保育所への関
心の高さがうかがえます。入園のご案内などの情報
は、むくむくみらいのホームページをご覧ください。

（取材担当:宇治川・伊野瀬）

株式会社 グレイス

むくむくみらい
代表取締役　髙梨 きよ子

コラム

所在地：武蔵野市吉祥寺北町4-13-5　吉祥寺北町ハイム103
TEL：0422-90-6484
URL：http://mukumuku-mirai.com

子供にとってできる限りの
環境づくりを
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 16.4 ▲ 10.1 ▲ 7.2 ▲ 19.4 ▲ 32.5 ▲ 14.8

関　東
▲ 20.2 ▲ 11.9 ▲ 12.7 ▲ 28.1 ▲ 33.3 ▲ 16.5

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
▲ 18.2 ▲ 14.2 ▲ 6.9 ▲ 17.0 ▲ 36.3 ▲ 17.2

関　東
▲ 17.9 ▲ 13.4 0.0 ▲ 21.1 ▲ 34.4 ▲ 21.1

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成29年9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 250 407 690 123 214 1,111 67 2,862

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9月～2017年11月

Lobo調査とは……
全国の423商工会議所が3798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 26.7 42.4 87.9 55.6 34.5 65.1 38.8

　8月の全産業合計の業況DIは、▲18.2と、前月か
ら▲2.1ポイントの悪化。関東を中心とした記録的な
長雨に伴う客足の減少や、農産物の不安定な出荷か
ら、サービス業や卸売業、小売業の業況感が押し下げ
られた。また、人手不足の影響拡大や消費者の節約志
向を指摘する声も多い。他方、電子部品、自動車関連
の生産や、夏休みのインバウンド需要が好調に推移し
たほか、建設・設備投資の堅調な動きも続いている。
中小企業の景況感は総じてみれば緩やかな回復基調が
続くものの、足踏み状況となっている。

　先行きについては、先行き見通しDIが▲16.4（今
月比+1.8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。輸出や設備投資の堅調な推移、インバウンドを含
む観光需要の拡大に加え、公共工事の増加などへの期
待感が伺える。他方、深刻な人手不足の影響拡大や、
消費者の節約志向、運送費・原材料費の上昇、地政学
的リスクなどを懸念する声が多く、中小企業において
は先行きへの慎重な見方も続く。

業況DIは、足踏み。
先行きは慎重な見方残るも、緩やかな回復を見込む

 2016年8月: 2017年8月
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野菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが豊富に含まれているため、生活習慣病予防に効果がある
といわれており、成人が1日に摂りたい野菜の量は、350g以上(※1)です。朝・昼・夕の3度の食事

で120g程度を毎食摂る必要がありますが、都民の成人1日当たりの野菜の平均摂取量は、男性293.5g、女
性268.0g(※2)と目標量に足りていません。毎食しっかり野菜を摂るためには、家庭の食事だけではなく、
外食やお弁当の利用時にも野菜の多い食事を心がけることが重要です。このため、東京都では、野菜を気軽に
食べられるよう、飲食店の皆様にご協力いただき、「野菜メニュー店」の整備を進めています。
　野菜メニュー店は、1食当たり120g以上の野菜（いも類、きのこ類及び海藻類は含みません。）を使用し
たメニューがあるお店です。申込用紙にお店の情報と野菜メニューの情報を記載し、保健所にお申込みいただ
きますと、野菜メニュー店ステッカーを配布します（費用は無料）。定食や単品料理だけではなく、サラダな
どとのセットメニューでもお申込みすることができます。
　野菜メニュー店では、「野菜メニューの注文数が増えた」「特に女性のお客様に野菜メニューが喜ばれてい
る」など、野菜を食べたいお客様から嬉しい反応があります。飲食店の皆様、ぜひ、お申込みをご検討くださ
い。また、多摩府中保健所では、管内の野菜メニュー店をホームページで紹介しています。皆様、ぜひ、ご利
用ください。

　※1 健康日本21（厚生労働省）　　※2 平成27年東京都民の健康・栄養状況（東京都福祉保健局）
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Step1 申込書を記入　Step2 保健所に提出　 Step3 受付完了!

問合せ先
東京都多摩府中保健所 生活環境安全課 保健栄養担当
TEL：042-362-2334（代）
FAX：042-360-2144

野菜レシピ
URL はこちら

 野菜メニュー店になりませんか
お客さまの健康をサポート! 

「野菜メニュー店」申込手順

~「給食のプロが作った野菜レシピ365日」をホームページで公開中~

「もっと野菜を食べてもらいたい」「野菜に親しんでほしい」という気持ちから、
管内で活躍する栄養士とともに「給食のプロが作った野菜レシピ365日」と「身
近な野菜&レシピ」を作成しました。ホームページで公開しています。毎日の食
事の1品に、ぜひ、ご活用ください。
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