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　日本商工会議所の通常会員総会が９月15日（木）、
帝国ホテルにおいて開催され、全国367会議所から
会頭・副会頭など820名以上が出席しました。
　会議の冒頭に日商三村会頭は挨拶の中で、アベノミ
クスの始動によりわが国経済は劇的に改善したものの、
デフレからの脱却まであと一歩であり、今後は潜在成
長率の引上げのためのサプライサイド政策の実行が必
要であることを指摘し、政府には負担の分配政策を国
民･各界のコンセンサスを得たうえで実行することを
求めました。またその中で、早急かつ集中的に取り組
むべき政策課題として、①企業の競争力を強化するビ
ジネス環境の整備、②実行段階に入った地方創生の実
現、③人口減少対策の加速化と社会保障制度改革の断
行による将来不安の払拭が重要であると指摘しました。
　引き続き、安倍内閣総理大臣、世耕経済産業大臣か
ら祝辞が述べられ、各政党からの来賓として、自由民
主党･二階幹事長、民進党･岡田代表、公明党･山口
代表、日本維新の会･片山共同代表からの祝辞があり
ました。
　議事に先立っての表彰では、特別功労者表彰1名、
役員･議員表彰562名、職員表彰384名、商工会議
所表彰62会議所、会員事業所表彰１事業所の方々が

表彰され、その中で当所からは、役員･議員表彰で
勤続20年表彰を稲垣会頭と鈴木･寺岡常議員が、職
員表彰で玉田事務局長と竹村所長が勤続30年および
20年表彰をそれぞれ受けました。また、当所はマル
経資金関係で ｢商工会議所表彰｣ を受賞しました。
　続いての被災地報告では、東日本大震災後５年半を
経過して、鎌田東北六県商工会議所連合会会長(仙台
･会頭)から、被災地の現状と販路回復･開拓への取り
組みについて報告があり、風評打破･風化払拭、販路
開拓に向け、継続した協力依頼がなされ、また熊本地
震被災地を代表して磯山九州商工会議所連合会会長
(福岡･会頭)から、余震が続く中での復旧･復興への
取組みと全国各所から寄せられた義捐金および経営指
導員派遣等の支援へのお礼とともに、引き続きの協力
要請がなされました。
　議事は、「平成27年度事業報告(案)」と ｢平成27
年度収支決算(案)｣ の２議案が一括して諮られ、満
場一致で承認されました。
　最後に、2020年東京オリンピック･パラリンピッ
クの機運盛り上げについて、石田専務理事より説明が
あり、閉会となりました。

日本商工会議所
第124回通常会員総会開催

来賓として挨拶する安倍内閣総理大臣三村会頭挨拶

９月15日 （木）
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新入会員 の紹介 8/16
〜
9/15

会社名 業　態 所　属

Ｊｕｎ 飲食店（スナック）
飲食業部会

ＬＩＦＥ ＳＣＨＯＯＬ株式会社　 飲食業

株式会社　新整 自動車整備業

商業部会朝日電機株式会社　 アートサロン和錆 美術商

Ｖａｄａ ａｎｔｉｑｕｅｓ インテリア小売、卸売

エッセンス ガーデン 心理カウンセリング

サービス業部会

オオノ・キド法律事務所 弁護士

有限会社　伸栄 建築業

ハートフル訪問リハビリサービス 訪問鍼灸マッサージ業

株式会社　ＲＥＴＡＩＬ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ カメラマンのマッチングウェブサービス

＊ 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。
＊ 最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、業務改善助成金及びキャリア
アップ助成金の助成額等の拡充や申請手続きの簡素化等運用の見直しを行うこととしています。

　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
動を行っています。そのうち、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。
　会員の拡大は、組織基盤強化のために必須のことですので、引き続き、皆様のご協力をお願いします。

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い

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 13 10 4 10 19.5 20 77.5

〈問合先〉
〈東京都最低賃金について〉
東京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（TEL：0120-311-615）

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28年10月1日から

時間額９３２円に改正されました。

〈業務改善助成金について〉
東京労働局雇用環境・均等部（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について〉　最寄のハローワーク
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「飲食・食品店ガイドブック」＆「食べ歩きマップ」を無料配布

約450店のお店情報がフルカラーで掲載されています。
平成28年11月1日（火）より参加店及び武蔵野商工会議所など市内各所で配布を
開始します。

物産・逸品市

開催日：平成28年11月23日（水・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

ムサラン抽選会

参加店でお食事・お買物をすると参加できる抽選会。
応募期間：平成28年11月1日（火）～ 11月30日（水）
賞品総額180万円相当。

公式ホームページ

平成28年11月1日（火）にオープンします。
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第12回 Musashinoごちそうフェスタを開催します。

地域を支えるのは、皆様のお気持ちです
～じぶんの町を良くするしくみ～

共同募金のお願い

【お問合せ】TEL：０４２２－２２－３６３１（ごちそうフェスタ担当まで）

　皆様からお預かりしました寄付金は、共同募金会でとりまとめ、地域の代表者や学識経験者等に
よって構成される地区配分推せん委員会・配分委員会・理事会・評議員会等による公正な審査を経
て、民間の社会福祉施設・団体が行う地域福祉サービス事業の財源として活用されています。
　たすけあいの心を基調とする本運動は、今年、70回を迎えます。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
 ＊ 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。

【お問合せ】
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
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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

▲

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22日（火）
にビジネス交流会を開催します。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

会です。「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
て開催します。入会して間もない事業所の方や、
今まで部会事業になかなかご参加いただけない事
業所の方も、この機会に是非ご参加ください。別
途ご案内・申込書をお送りします。

お問合せ 商 業 部 会（担当：小泉）商 業 部会  

部会だより

i nformation

▲

第6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6回　武蔵野
エリア産業フェスタ」を下記のとおり開催します。
日　時：11月15日(火)　10：30～ 17：30
会　場：吉祥寺東急REIホテル
　　　　3階全会場及びフロアー
出展社数：製造業等　46社、支援団体　12団体
※ 展示・商談のほか、人気講師による講演会やモ
バイルガジェット「ぶるなび」、「植物工場の自
動栽培・収穫」のデモンストレーション等のイ
ベントを予定しています。詳細は同封の案内チ
ラシをご覧ください。皆様のご来場お待ちして
います！

▲

産業交流展2016のご案内

　本年度の「産業交流展2016」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。今回、7社の部会員から応募がありま
した。なお、本年度も無料招待券を配布しますの
で、希望者は、事務局にお問い合わせください。
〔産業交流展2016の概要〕
日　時：10月31日(月) ～ 11月2日(水）
　　　　10：00～ 18：00(最終日17：00)
会　場：東京ビッグサイト　東5～ 8ホール

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：佐伯）

報 告

▲

研修視察
　工業部会（林敏雄部会長）では、恒例の1泊
2日の研修視察を9月9日（金）･10日（土）に
実施しました。今回は、静岡県裾野市にあるト
ヨタ自動車東日本（株）東富士工場を視察しまし
た。当日は工場管理室長より会社概要等について
説明を受け、主にポルテやアイシス、クラウン、
センチュリー等を製造している工場内を見学しま
した。視察終了後、平成27年12月にオープン
した「三島大吊橋」や専門ガイドの案内で、重要
文化財「江川邸」、世界遺産「韮山反射炉」を訪
れました。2日目は、「中伊豆ワイナリー」にて
買物をし、その後、沼津港へと移動して、津波対
策として建設された「沼津港大型展望水門びゅう
お」、「シーラカンスミュージアム」を見学し、無
事帰路に着きました。参加者は、有意義な2日間
を過ごしました。
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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、今年度も各専門家が生活に
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。

　14：15～ 15：00
　「遺言と民事信託の基礎知識」
 司法書士　勅使 康友
　15：15～ 16：00
　「知って得する暮らしの手続き～生・育・住編～」
 東京都行政書士会武鷹支部

◆街頭相談会
　日　時：10月15日(土）
　　　　　10：00～ 16：00
　会　場：コピス吉祥寺ふれあいデッキ

◆ミニセミナー
　日　時：10月15日(土）
　会　場：武蔵野商工会議所会議室
　13：15～ 14：00
　「助成金・補助金の見つけ方と活かし方〈最新版〉」
 中小企業診断士　小野瀬 由一
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部会だより

お問合せ サービス業部会（担当：田村）サ  ー ビ ス 業 部会

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）

i nformation

▲

日帰りバス旅行開催のご案内
　建設業部会（五十嵐保部会長）では、今年度の
厚生事業として11月9日（水）に日帰りバス旅
行を実施します。午前中は、三崎港にある「うら
り」にて、水中観光船での水中散歩や直産セン
ターでのショッピング、昼食は「三崎館支店　香
花」にてマグロ料理を予定しています。その後、
横浜に場所を移し、エンターテインメント施設
「Orbi（オービィ）横浜」にて最新技術による大
自然体験を楽しんでいただく内容となっていま
す。詳細は別途送付の案内チラシをご確認くだ
さい。

日　　時：11月9日（水）
集合時間：7：15（出発7：30）
集合場所：武蔵野商工会館前
定　　員：30名
参 加 費：5,000円／ 1名

▲

「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22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
す。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などを行います。是非ご来
場ください。
　イベントの詳細は同封の折込チラシをご覧くだ
さい。
　
日　時：10月22日（土）　11：00～ 15：50
場　所：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
　　　　相談受付　ほか
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▲

チャリティコンサート開催
　今年も恒例となりましたチャリティコンサート
を右記日程で開催します。19回目となる今回は、
エネルギッシュで大迫力！　心揺さぶるビックバ
ンド「Swingin’Devils」と実力派ボーカル吉田
純也氏を迎えたコンサートです。クリスマス曲・
ジャズスタンダードナンバー・スイングジャズを
中心に名曲たちがクリスマスを彩ります。思わず
心をSwingさせる大迫力コンサートをお楽しみ
ください。
　現在、チケット販売中です（同封の折込チラシ
をご覧ください）。希望者は、当所チャリティコ
ンサート係までお問合せください。

開催日：12月2日(金）
開   演：18：30　(開場18:00）
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。
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部会だより / 女性会 / Information

女性会 お問合せ 女性会（担当：佐藤）

i nformation

▲

日帰り視察旅行のご案内
　女性会（伊藤隆子会長）では、会員相互の親睦
と交流を深めるとともに、当会への入会を検討し
ていただく機会とすることを目的として、日帰り
視察旅行を以下の内容で実施します。
　詳細は別途お送りしている案内文書をご覧くだ
さい。

開 催 日：11月17日（木）
行　　先：鎌倉・横浜方面
募集人数：25名
集合時間：8：00（出発8：10）
集合場所：武蔵野商工会館前
参 加 費：6,500円/1名
※ 女性会会員以外の方は、女性会への入会検討を前提とし
てご参加いただけます。

報 告

▲

都内商工会議所女性会共催事業
　９月13日（火）にベストウェスタンレンブラン
トホテル東京町田にて、東京・八王子・町田商工
会議所女性会との共催で事業交流会を開催しまし
た。
　当日は第1部として、まず、町田市子ども生活
部青少年課の栗原尚子氏より「町田地区子どもセ
ンターの設立」と題して、町田市が現在取り組ん
でいる子育て・教育についてご講演いただき、4
女性会あわせて約60名の参加者は興味深く聴き
入っていました。続いて、元宝塚歌劇団雪組男役
トップスターの平みち氏によるコンサートを鑑賞
し、会場は大いに盛り上がりました。
　その後、第2部として同会場で「参加者交流
会」を行い、都内の他所女性会との一層の懇親を
深めることができました。

当所Facebookページを公開しています
　当所では、８月よりFacebookページを公開しています。
Facebookページは会報誌やホームページでは紹介しきれ
ないお知らせ、イベント、関連情報などをタイムリーに発信
していきます。皆様の「いいね！」をお待ちしております。

　URL：https://www.facebook.com/musashinocci/
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 異業種 / Information

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

▲

11月 日帰り視察研修の実施について
　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、毎年恒
例の日帰り視察研修を実施します。今年は、山梨県北
杜市の『サントリー天然水 南アルプス白州工場』敷
地内にある、世界でも珍しい「森の蒸留所（白州蒸留
所）」を視察します。
　白州蒸留所では1973年（昭和48年）の開設以来、
ウイスキーを作り続けており、仕込み～貯蔵までの製
造工程を間近で見ることができ、ウイスキーの試飲も
楽しめます。
　敷地内には、白州のウイスキーを堪能できるバーや
博物館、ファクトリーショップなども併設されてお
り、時間が許す限りお楽しみいただけます。
　また、世界中の厳選した豆を使用した逸品のコー
ヒーが堪能できる「ケルンコーヒー」と、嘉永元年に
創業の八ヶ岳の湧水を醸した生粋の蔵元「谷櫻酒造」
も同日に視察します。
　プラザ会員同士の親睦を深めるうえでも、皆様お誘
い合わせのうえ、是非ご参加ください。
※ 参加希望者は、郵送でお送りした参加申込書に必要事項を記
入のうえ、10月31日（月）までにFAX（0422-22-3632）
にてお申込みください。

日　時： 11月17日（木）
 7：30商工会館前出発～ 19時帰着（予定）
※行程等の詳細は、参加申込書をご参照ください。

視察先： 「サントリー白州蒸留所」「ケルンコーヒー」 
 「谷櫻酒造」
定　員： 20名（先着順。プラザ会員のみ参加可。）
参加費：１人5,000円

報 告

▲

９月 定例会・交流会開催される
　９月13日（火）に当所５階会議室にて、「山城の
魅力と東京の名城について」と題した定例会を開催し
ました。
　今回は、日本人の知恵、文化、伝統、美意識、歴史
の全てが詰まった日本の宝（お城）の虜になり、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、メディアやイベントへの出演、講
演・講座等も精力的にこなす城郭ライター 萩原さちこ
氏をお招きしました。ドラマなどの影響で近年人気を
博している山城の魅力について、東京近郊や全国の有
名なお城を例に、お城の分類や特徴、構成や見学の際
の楽しみ方など、初めての方にも分かりやすく講演い
ただき、参加者は非常に興味深く聞き入っていました。
　講演後は、吉祥寺駅南口にあるイタリア料理店the 
Passionに移動して懇親会を開催し、プラザ会員同
士、大いに親睦を深めることができました。
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商工共済「むさしの」 武蔵野商工会議所 生命共済制度

■   １口50万円の死亡・高度障害保障で、５口までご加入いただけます。
月額掛金は1口800円から5口4,000円となります。

■   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年ごとの収支決算で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。）

■  当所独自の給付制度（見舞金、祝金）の支払いがあります。
    【災害通院、病気入院見舞金、成人･結婚･出産･70歳満期祝金】

武蔵野商工会議所　共済制度事務局
Tel：0422-22-3631　e-mail：webinfo@musashino-cci.or.jp 

法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金算入できます。
 （法人税基本通達9-3-5）
個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。
 （直審3-8）

福祉団体定期保険引受保険会社／アクサ生命保険株式会社

商工会議所独自の給付制度
（見舞金・祝金制度）

　武蔵野商工会議所会員の役員・事業主・従業員（家族従業員を含む）で平成28年5月1日現在年齢が14歳
6ヵ月を超え70歳6ヵ月までの方で、加入（増額）することに同意した方が加入できます。ただし、60歳
6ヵ月を超える方の継続加入は2口まで、新規加入は1口を限度とします。

「記載の内容は生命共済制度の制度内容の一
部を記載したものです。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。」

入院給付金付災害割増特約・
ガン死亡特約付福祉団体定期保険

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。

+

会員事業所のみ
ご加入になれます

お問合わせ
資料のご請求

　9月15日（木）に行われた、日本商工会議所の
第124回通常会員総会にて、当所がマル経資金
（小規模事業者経営改善資金）関係表彰を受賞しま
した。3月の会員数増加表彰に続いての受賞となり
ます。今回のマル経資金関係表彰は全国515商工
会議所のうち、取り扱い件数が特に増加した19の
商工会議所が表彰されました。
　マル経資金は、小企業等経営改善資金融資制度
として昭和48年に創設された制度で、以来、商
工会議所・商工会を通じ多くの小規模事業者の
方々に利用されています。

　マル経資金の詳細は、当所ホームページ、日本
政策金融公庫ホームページまたは折込のチラシ等
でご確認ください。

当所マル経ご案内ページ
http://www.musashino-cci.or.jp/financing_
support/fi nancing/marukei/
日本政策金融公庫マル経ご案内ページ
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
kaizen_m.html

第124回日本商工会議所表彰（マル経資金関係表彰）
Report

歳満期祝金】

制
度
の
特
色
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新入会員紹介

代表者 ● 内田　武三郎
所在地 ●〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 ＫＳビル4Ｆ
TEL ● 0422-27-5441 FAX● 0422-27-5462
e-mail ● info@tokyo-trust.net
URL ● http://www.oosaka-trust.net

代表者 ● 蔡　来居
所在地 ● 181-0015 三鷹市大沢4-10-16　1F
TEL ● 0422-30-5779 FAX● 0422-30-5778
e-mail ● info@whcrafts.co.jp
URL ●  http://whcrafts-shop.net/

株式会社 確認検査機構 トラスト 東京営業所
確認申請関係のお仕事をされている方、
是非ご連絡下さい!!  お待ちしております。

　弊社株式会社確認検査機構トラストは、国土交
通大臣の指定を受け、「指定確認検査機関」として、
建築確認から完了検査にいたる業務を行っておりま
す。
　正確かつ迅速に、顧客に親切
な対応を念頭に、建築確認検
査業務を行い、住宅、建物の安
全・安心に貢献してまいります。
　東京と大阪に事務所をかまえ、真摯に対応してま
いりたいと思っております。
　ご用の際は是非、ご相談ください。

株式会社 ｉ ＬＡＮＤ ＣＡＳＡ
地域に密着した情報を紹介する不動産会社
です!!

　お客様のライフスタイルや将来設計に合わせた
「価値ある不動産情報」をご提供致します。お客様へ
は「自分の家族や身内」と同じように親身になってご
対応させて頂き、「アイランドさんにお任せして本当
によかった」とお声を頂ける営業を目指しております。
　「相談されるスタッフ創り」をモットーにお客様の
利益を第一に！全力でお応
えできるよう心掛けておりま
す。どうぞお気軽にご相談
下さい！社員一同心よりお待
ち申し上げます。

長崎うどん　ふじのや
どこか懐かしく、ほっとするおうどんを、
どうぞ。

　長崎市で大正時代に創業したうどん店をお手本に
した、あご、さば、いわし等を使った特製のお出汁
と、細麺の柔かいおうどんです。
　夜は県内産のお魚、揚げかんぼこ、長崎おでん等
でお酒も楽しめます。
　今後は炭火焼メニュー
も取り入れますので、ど
うぞご来店ください！

ワンダーハウス株式会社
クラフト教室も開催！日本で唯一
自社工場を持つスクラップブッキングの
専門店です。

　スクラップブッキングをはじめとするクラフトホ
ビーの世界では『必需品』となりつつあるダイカット
マシン。ワンダーハウスでは本格的ダイカットマシン
はもちろん海外の様々なダイ（抜き型）も四千種以
上取揃えて皆様のお越しを
お待ちしております。店舗
以外インターネットでもご
注文いただけます。週１回
はクラフト教室も開催中！

代表者 ● 綱川　大一
所在地 ●〒180-0006 武蔵野市中町2-4-7
TEL ● 0422-50-9500 FAX● 0422-50-9700
e-mail ● info@i-land-casa.co.jp
URL ● http://www.i-land-casa.co.jp

代表者 ● 川村　誠
所在地 ●〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-1-9-2Ｆ
TEL ● 0422-27-5671 FAX● 0422-27-5671

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
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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

島市の郊外のロードサイドに、ペンション風

の素敵な事務所がある。ここが「元気エネル

ギー供給企業」をキャッチコピーに掲げている、株式

会社アポロガスの本社である。

　同社は、LPガスや太陽光エネルギーの販売などの

エネルギー関連事業と、住宅リフォームや水道工事

などの住宅関連事業の2本柱が主事業である。今から

45年前の1971年、地域の小規模企業4社のLPガス

供給業者が、利用者満足度と将来の生き残りのためあ

えて合併し、設立した。なお、アポロガスという社名

は、同社が設立する2年前の1969年は宇宙船アポロ

11号が月面着陸に成功した年であることから、どん

な時代もチャレンジ精神を忘れない会社経営をしよう

と名付けられた。

　設立以来、地域の支持を受け、ゆっくりではあるが

着実に成長発展しており、現在、関連会社を含め社員

数は約70人、年商は12.5億円強の規模である。同

社のこの成長発展の最大の要因は、現社長である篠木

雄司氏が言う「わが社の強みは人財」という言葉に尽

きる。事実、同社の最大の魅力を利用者に聞くと、大

半の人々が「素敵な社員ばかり」と言い、この言葉に

集約される。ガス屋さんというより、サービス業なの

である。

　同社では、このため人財の確保・育成にことのほか

注力している。人財の確保に関して言えば、求める人

人財の確保・育成により地域を支える『株式会社アポロガス』

財像を明確に示している。ちなみに同社の求める人

財は、「アインシュタインの言葉の実践者」である。

アインシュタインの言葉の実践者とは、「人は周りの

人々を幸せにするために生きている。感謝の気持ち、

目配り・気配り・心配りができる、思いやりの感性を

持った人を採用したい」ということである。

　また入社希望者には、入社後の仕事以外の必修項目

も明示している。例えば、社内のトイレや会社周辺の

道路の清掃、親孝行レポートの提出、さらにはラジオ

パーソナリティーの出演などである。加えて言えば、

内定者には雇用のミスマッチが無いよう、入社前に

30日のインターンを経験させている。面接時、こう

した会社の姿勢を聞き、辞退する学生も少なからずい

るが、入社する社員はまさに理念共鳴型の「才と徳」

を兼ね備えた人財である。

　先日、篠木雄司社長から2011年に発生した東日本

大震災とその後の福島原発事故当時の社員のエピソー

ドを聞いた。それは多くの会社がこの地から撤退する

中、社員に意見を求めると、ある女性社員は「私の顔

を見ると安心するという、おじいちゃん・おばあちゃ

んを残して、私一人が避難するわけにはいきません

……」と。また、ある中堅の男性社員は「一人で死ぬ

のは嫌だけれど、アポロガスの皆と一緒なら何も怖く

ない」と語る。同社がなぜ地域住民の高い評価を受

け、成長発展してきたのかが良く分かった。

連載
快進撃企業 に 学べ

福

NL10_p1_p16.indd   12 16/10/19   11:17



13

News Letter　むさしの
Vol.520

コラム

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

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
。。

　今回は、㈱スイベルアンドノットの代表取締役、見
木久夫さんにお話を伺いました。見木さんは、もとも
とフリーカメラマンとして活動しながら大手企業の広
告企画・制作に所属していました。サラリーマン経験
後、会社設立に至ったのは、武蔵境の魅力を紹介する
フリーペーパー『iisakai』と大学生をはじめとする武
蔵境の人々との出会いでした。冊子を作るなら会社を
興した方がいいという想いから2010年10月に創業し、
今では商工会議所や商連、鉄道会社、地域の大学、高
校等との間で幅広く事業を展開しています。
　フリーペーパーの発行や、WEB制作の実績が目立
つ会社ですが、印刷やWEB制作が主というわけでは
なく、地域の悩み事の相談を受け、解決するための手
段を提供するのが中心という見木さん。「世の中には、
たくさんの人や会社が絡み合い、明確に区分できない
ようなタスクが入りくんだプロジェクトが多い。それ
を整理して事業にしています。」とのこと。
　例えば『iisakai』の作成は学生が行っていますが、

スイベルアンドノットが制作ノウハウを教えることで、
学生は営業に始まり冊子完成までの就労体験ができ、
会社としては安価で冊子が発行でき、掲載店や読者は
無料で地域の情報を入手できる、と3者が幸せになれ
る仕組みで創られています。
　アルバイトも含め7名のスタッフは、それぞれ多く
のプロジェクトを抱えていますが、自社開発のタスク
管理アプリで各自の取り組みを可視化しています。そ
れらに対し、年齢や立場に関係なくだれでも意見やア
イディアを言える雰囲気をつくり、楽しく快適に、そ
して効率よく短時間で仕事を進める努力をしているそ
うです。
　「楽しく取り組んだ仕事か、嫌々行った仕事かは成
果物に出る」という見木さん。人々の価値観が多様化
する現在、様々なオーダーを取りまとめ、地域資源の
発掘やコミュニテイの活性化に貢献している会社です。
これまでの取り組み事例は上記ホームページにて。

（取材担当：池田・小林）

株式会社 スイベルアンドノット

代表　見木 久夫

〒180-0022　武蔵野市境2-10-20
TEL：0422-38-5175
URL：http://swivel.co.jp/
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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
▲ 24.9 ▲ 17.8 ▲ 20.2 ▲ 33.1 ▲ 38.2 ▲ 18.9

関　東
▲ 25.6 ▲ 13.9 ▲ 14.7 ▲ 34.0 ▲ 41.0 ▲ 28.6

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

全　国
▲ 21.4 ▲ 18.1 ▲ 19.0 ▲ 27.1 ▲ 32.8 ▲ 13.5

関　東
▲ 22.4 ▲ 11.3 ▲ 18.3 ▲ 32.1 ▲ 36.1 ▲ 18.8

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 28 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 274 411 701 113 205 1,014 69 2,787

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 : 2016 年 9月～ 2016年 11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 （%） 52.1 30.0 43.0 80.7 53.3 31.5 67.0 37.8%

　8月の全産業合計の業況DIは、▲24.9と、前月か
ら▲0.4ポイントのほぼ横ばい。夏休みの堅調な観光
需要のほか、賃貸住宅など民間工事に持ち直しの動き
がみられる。また、円高などによる原材料価格の下落
や依然として低い水準の燃料費の恩恵を指摘する声も
聞かれた。他方、個人消費の鈍い動きや、販売先から
のコストダウン要請の強まり、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などが、中小企業の
マインドを下押ししており、業況感は足踏み状況と
なっている。

　先行きについては、先行き見通しDIが▲21.4（今
月比+3.5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。観光需要や住宅建設が全体を牽引するほか、経済
対策・補正予算による公共工事の増加、個人消費の喚
起に期待する声が聞かれる。他方、人手不足の影響が
大きな足かせとなる中、消費低迷や円高、海外経済減
速の長期化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を崩していない。

業況ＤＩは、横ばい続く。先行きは改善見込むも、
慎重な見方崩れず

 2015 年 8月 : 2016 年8月
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多摩東部地域産業保健センター
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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。

どんな病気??
　血液の中には色々な成分が含まれています。そ
のひとつに赤血球があります。赤血球に含まれる
ヘモグロビンは、体に酸素を運搬する大切な働
きがあります。この貧血は赤血球の主原料であ
る鉄が欠乏することによって起きます。貧血全
体の70％を占めている頻度の高い貧血です。日
本赤十字社の調査では、男性の0.5％、女性の
12.7％がこの貧血であるといわれています。
原因は何なの??
　鉄の欠乏は、供給量と需要量または喪失量との
バランスの崩れによって起きます。
① 食生活での鉄摂取不足・極端なダイエット
 一般に1日に必要とする鉄の量は１㎎ですが、
食事による消化管からの吸収率は10％のため1
日の食事では10㎎の鉄の摂取が必要です。成
長期の方や生理のある女性は12㎎／日、妊婦
の方は18㎎前後の鉄の摂取が必要となります。

② 消化管よりの吸収障害
 鉄は十二指腸と空腸上部（十二指腸に続く小
腸）より吸収されます。よって十二指腸や空
腸の手術による吸収能力の低下、また胃切除
などによる胃酸減少のために鉄が溶けにくく
なり吸収率の低下などがあります。

③ 慢性の出血性疾患や鉄の喪失量の増加
 胃・十二指腸、潰瘍性大腸炎、消化器がんな
どの出血を伴う消化管疾患、月経過多による
鉄の喪失量の増加などがあります。

症状は??
① 酸素供給不足による
 頭痛・めまい・易疲労感・倦怠感・顔面蒼
白・狭心症様発作・労作時の動悸・息切れ

鉄欠乏性貧血

② 鉄の欠乏による
 爪がスプーン状に反り返る・爪がもろくなる・
口角炎・舌炎・嚥下障害

検査は??
　血液検査にて（小球性小色素性貧血の確認・血
清鉄・血清フェリチン・総鉄結合能）
　鉄欠乏性貧血かどうか診断します。
　閉経前の女性の場合、婦人科的疾患（子宮筋
腫・子宮内膜症などによる月経過多）の可能性が
高く、婦人科の受診が必要になります。
　男性や高齢女性の場合は、消化器がんなどによ
る出血の可能性があり、便潜血や内視鏡検査が必
要と考えます。
治療は??
　基本的には鉄欠乏の原因に対する治療と鉄の補
給を行います。
　貧血が重い場合や食事療法にての改革が困難な
場合、経口鉄剤を服用します。鉄剤の服薬に関し
て、空腹時に服用したほうが吸収は良いのですが、
吐き気などの消化器症状がみられることがありま
す。服薬の工夫（食事途中や食後すぐに服薬）に
よって軽減することができます。また鉄の吸収に
関しても問題はありません。以前、お茶に含まれ
るタンニンにより鉄の吸収が妨げられるため飲ん
ではいけないといわれていましたが、日常生活に
て普通に飲んでいる程度は問題ありません。

　出血などの明らかな原因がなく、また2週間以
上鉄剤を服用しても改善がない場合は他の血液疾
患の可能性があるため、血液専門内科における精
密検査が必要な場合があります。
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