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第12回Musashino ごちそうフェスタ開催中
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FBページ開設しました！
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トピックス
Topics

「公式ガイドブック」「食べ歩きマップ」の発行

　ガイドブックは、ごちそうフェスタ参加店舗と全イベントの情報を、携
帯に便利なA5判フルカラーで掲載しています。ガイドブックと食べ歩き
マップはごちそうフェスタ参加店舗のほか、武蔵野商工会議所、武蔵野市
観光機構、市政センター、吉祥寺まち案内所等で無料配布中です。部数に
限りがありますのでお早めにどうぞ。また、ガイドブックの掲載内容は、
公式ホームページでもご覧いただけます。

物産・逸品市の開催

　武蔵野市を代表する物産・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、大人気のチャリティー林檎も
復活します。お正月に間に合う小松菜栽培講習会も開催します。また、今年度の新企画として武蔵
野市との食育コラボブースを拡大し、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（水・祝）10：00～ 16：00
【会　場】東急百貨店吉祥寺店北側広場

第12回Musashinoごちそうフェスタ開催中

携

　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12回Musashinoごちそうフェスタが開催中です。

ムサラン抽選会

　ごちそうフェスタ参加店でお食事・お買物をした３店舗分のレシートを応募ハガキで送ると
抽選で素敵な賞品が当たります。

応募期間：
平成28年11月1日（火）～ 11月30日（水）※当日消印有効

◆当選者数220名　◆賞品総額180万円

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/

詳細は、折込み
チラシをご覧く
ださい。
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　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」を右記のとおり
開催します。
　第13回目となる今回は、サービス業部会
が担当部会となります。
　詳しくは、同封の案内チラシをご覧のう
え、是非、ご参加ください。

　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。本年は期間が1月1日から7日までの7日間
開催となります。子どもを対象とした新たな企画も予
定しています。一緒にお手伝いいただけるボランティ
アを募集していますので、会員の皆様のご協力をお願
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

　会員の方、会員事業所の従業員及び家族の方を対象
とした「郵送によるがん健診」のご案内です。
　この検査は、自宅にいながらにして郵送のみで「が
ん予防健診」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てきます。
　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、この機会に是非ご利用ください。
　詳細は、同封のチラシをご確認ください。

平成29年 会員新春のつどい　
申込開始!! 平成29年１月13日（金）吉祥寺第一ホテル 8階 天平

○期　日　平成29年１月13日（金）
○時　間　17：00～
○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（12

月16日（金））までにお申込みく
ださい。

対象者：会員及び会員事業所の従業員並びに家族
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、下記申込先へＦＡＸするかチラシ記
載の住所に郵送してください。

申込締切日：平成29年1月31日（火）
申込み・問合せ
「㈱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

が ん 予 防 健 診 のご案内

第11回武蔵野吉祥七福神めぐりのボランティアを募集！
（２）その他
　①  開催期間は、平成29年１月１日（日・元日）～

１月７日（土）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。
 

【申込み・問合せ】TEL：0422-22-3631（担当：小泉）

ⓒ吉祥ベジ福神
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吉祥寺アニメワンダーランド2016開催される 10
23

10
1 ～

　10月１日（土）から10月23日（日）まで、第43回
吉祥寺ウェルカムキャンペーン（清宮五郎大会長）と
して、吉祥寺アニメワンダーランド2016（目黒峰生
実行委員長）が開催されました。
　今年は、吉祥寺在住の巨匠、楳図かずおをメインビ
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。
　1週目は、恒例イベントである「吉祥寺おもちゃ市
場」、「まちなかファミリーステージ」、「親子でプラモ
デル教室」などを実施し、いずれも大盛況でした。
　２週目の井の頭公園は両日ともに雨となり、一部イ
ベント内容を変更しましたが、シルバニアファミリー
やふうせんいぬティニーなど、おなじみのキャラク
ターとの記念撮影や、人気アーティストたむらぱんの
ステージ、野外スクリーンによる「森の映画館」など
を開催し、多くの人が集まりました。
　最終週は吉祥寺シアターにて、あとりえ「ん」スペ
シャル公演や、第12回吉祥寺アニメーション映画祭
など、ファミリーからコアなアニメファンまで、幅広
い層に楽しんでいただけるイベントを実施しました。
　そのほか、ギャラリー創にて、吉祥寺を舞台にした
進作アニメの原画展（先行イベント）や、大型店によ
る自主企画など、期間中は吉祥寺がアニメ一色に染ま
りました。

おもちゃ市場おもちゃ市場

森のわくわくステージ森のわくわくステージ
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武蔵野市の小規模事業者の皆様へ

無担保 無保証 低金利 マル経融資を
　　 ご利用ください !

融資限度額 :2,000 万円
担保・保証人 : 不要

利率 :1.16% 平成 28年 10月現在

ただし、お申込みには条件がございますので、中小企業相談所までご相談ください。
⇨ ⇨
⇨

今なら利子補給制度
を活用し、利息の一
部がキャッシュバック
されます!
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事業所名 業　種 地　区 所属部会

ＮＯＲＩＺ ＣＯＦＦＥＥ 飲食業（自家焙煎珈琲店） 武蔵境地区
飲食業部会

有限会社 ウッドベリーズ フローズンヨーグルト 吉祥寺地区

ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＳＳ 婦人衣料・子供服製造卸売 吉祥寺地区 商業部会

株式会社 フォーエス 養生クリーニング・建物清掃 地区外 工業部会

三和測量株式会社 建設業（大工工事業）・塁出し 地区外 建設業部会

メンバーシップ株式会社 福祉・介護事業 中央地区

サービス業部会

嶋村昌志税理士事務所 税理士 吉祥寺地区

芦川圭一税理士事務所 税理士 吉祥寺地区

奥田 有 業務用エアコンメンテナンス 地区外

株式会社 広・佐藤工務店 建築業 地区外

中川 博昭 保険代理店 地区外 金融業部会

　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

10/15現在 1 15 10 4 10 21.5 21 82.5

新入会員 の紹介 9/16
〜

10/15
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　10月3日（月）に今年度の東京都功労者表彰式が
執り行われ、当日は13部門、271名の個人と23の
団体が功労者表彰を受賞しました。
　当所より推薦していた目黒實顧問（前副会頭）は、
「産業振興功労」部門での受賞となりました。
　目黒氏は、平成9年に議員に就任し、その後商業部
会副部会長として各種部会事業に尽力したほか、街の
イベントとして今秋18回目の開催となった「吉祥寺ア
ニメワンダーランド」の初代実行委員長を務め、アニ
メ・漫画業界と公的団体、そして街が協働で地域を盛
り上げていくというイベントの新たな礎を築きました。
　平成15年に副会頭に就任すると、稲垣会頭らとと
もに地域資源の開発を模索し、「武蔵野吉祥七福神め
ぐり」を具体化させるために奔走するなど、副会頭職

キャリアアップ助成金を活用して
非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組んでみませんか !

　キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者及び派遣労働者といった非正規雇用
労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するために、正規雇用への転換、人材育成及び処遇改
善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
　詳しくは厚生労働省HPに掲載されている「キャリアアップ助成金のご案内」をご参照ください。

　制度を利用するためには、キャリアアップ計画書を作成し、コース実施日（人材育成コースは訓練
開始日の前日から起算し１か月前）までに東京労働局長に提出して受給資格の認定を受ける必要があ
りますので、早めにハローワークへご相談ください。

助成内容 助成額

①正社員化コース

有期→正規：1人当たり60万円
有期→無期：1人当たり30万円
無期→正規：1人当たり30万円
有期→多様な正社員：1人当たり40万円
無期→多様な正社員：1人当たり10万円
多様な正社員→正規：1人当たり20万円

②人材育成コース
Off -JT《1人当たり》賃金助成：1時間当たり800円、経費助成：10万～ 30万円
OJT《1人あたり》実施助成：1時間当たり800円

③処遇改善コース
賃金テーブル改定：1人当たり1.5万円～ 30万円
共通処遇推進制度：1事業所当たり40万～ 60万円
短時間労働者の労働時間延長：1人当たり20万円

※上記助成額は、中小企業の場合の金額を表示しています。

を4期務めました。
　また、地域の活動として、武蔵野市内の様々な出来
事や風景を記録保存することの重要性から、現在「吉
祥寺今昔写真館」の代表として、写真や記録物の収集
にも尽力するなどの活動を続
けています。今回の受賞はこ
れらの功績が認められたもの
です。
　当日は、多くの報道機関が
集まり都議会議員も多数出席
する中、小池都知事からの祝
辞が述べられるとともに、記
念撮影が行われるなど華やか
な受賞式となりました。

当所顧問  目黒　實 氏（前副会頭）　東京都功労者表彰受賞

Report

Information

厚生労働省　キャリアアップ助成金 検索

お問合せ　ハローワーク三鷹　事業所部門
TEL：0422-47-8607
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お問合せ 商 業 部 会（担当：小泉）商 業 部会  

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：伊野瀬）

キリンビール工場にて
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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

報 告

▲

キリンビール横浜工場・城ケ島日帰り旅行
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、10月19
日（水）にキリンビール横浜工場や城ケ島京急ホ
テル、道の駅うらりをめぐるバス旅行を開催しま
した。
　キリンビール横浜工場ではビールができるまで
の工程を見学し、その後はできたてのビールを味
わいました。そのあと、昼食をいただき、道の駅
うらりではお買物を楽しみました。工場見学や昼
食を通し懇親を深めました。

報 告

▲
視察研修事業報告

　商業部会（西宮忠部会長）では、10月6日
（木）に横浜元町商店街及び横浜クルーズ視察研
修を行いました。
　まずは、横浜中華街で、昼食を取りながら参加
者同士で交流を深め、横浜山下公園からMarine 
Rouge（マリーン ルージュ）に乗って、船上から
横浜港の移り行く景色を楽しみました。その後、
協同組合元町SS会の事務所に移動し、理事長の
永井淳二氏、事務局長の加藤祐一氏、専務理事で
街づくり室長の宝田博士氏、宣伝委員長の近澤氏
より、横浜元町の街づくりについてお話を聞きま
した。昭和30年から第1期、第2期、第3期と街
づくり整備を実施。建物を1.8m後退させ、歩道
を確保、石畳の道路整備など街のハード面を整備
し、現在、2020年に向けて第4期街づくり計画
について検討中です。ソフト面では、看板や照明
など取りまとめたまちづくり協定やブランドスタ
イルブックを作成し、元町ブランド強化と魅力の
維持を図っています。また、元町らしさを出すた

めに、チャーミングセールを始め多くのイベント
を開催し集客に繋げています。さらに、お客様が
安全に買い物をできるように、共同配送システム
の導入や、新たな取り組みとして、乳幼児連れの
お客様をお迎えする授乳おむつ替え施設「オアシ
ス」を昨年5月よりオープンさせ、独自性のある
街づくりを行っている等、多くの事例についてお
話を聞くことができました。質疑応答では、イン
バウンド対策や駐輪、交通対策などについて、意
見交換ができ有意義な視察となりました。
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工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：佐伯）

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐藤）
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i

▲

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」が、いよいよ下記のとおり
開催されます！

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・ワー
クショップや最新技術のデモンストレーション
等を予定しています。詳しくは10月号に同封の
案内チラシ及び当所ホームページにてご確認く
ださい。皆様のご来場お待ちしております！

▲

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
のとおり開催します。

日　時：12月13日（火）　18：00～
会　場：銀座アスター　吉祥寺店

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
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。

報 告

▲

講演会開催について
　運営委員会では、10月6日（木）に部会員の
精密測定技術振興財団のご協力により、東京電機
大学工学部の古谷涼秋教授を招き「GPSの仕組
みと正確さ、国際規格の現状」というテーマで講
演会を開催しました。講演会では、GPSの中心
となる規格や今後について分かり易く解説してい
ただきました。
　講演後の情報交換会には、古谷教授にも参加し
ていただき、部会員と交流を深めました。
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▲

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30日（水）に開催します。
　今年も自社PRタイムを設けますのでドンドン
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。
　様々な業種が一堂に集う貴重な機会です。「商
工会議所会員になってよかった」と実感していた
だくためにも、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: 11月30日（水）18：00～
場　所: 吉祥寺東急REIホテル
 3階むさしのの間
参加費: 4,000円/1名

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15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。

▲

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
を下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（同会報の折込チ
ラシもご覧ください）。ご希望者は、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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　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づけられています。
　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。

お問合わせ先

　▶労災保険は……
　　三鷹労働基準監督署　労災課　TEL　0422-48-1161
　▶雇用保険は……
　　ハローワーク三鷹（三鷹公共職業安定所）雇用保険適用課　TEL　0422-47-8623

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？
～11月は労働保険適用促進強化期間です～

女性会 お問合せ 女性会（担当：佐藤）

報 告

▲

第48回全国商工会議所女性会連合会
　「徳島総会」
女性会（伊藤隆子会長）では、9月28日（水）に、
アスティとくしま（徳島県徳島市）にて開催された全
国商工会議所女性会連合会「徳島総会」に参加しまし
た。当所からは6名の女性会員が参加し、全体では全
国各地から2,300名超の参加がありました。
　総会では、女性企業家大賞授賞式や連合会表彰授賞
式が行われました。その後開催された記念講演会で
は、昭和女子大学理事長・学長の坂東眞理子氏より
「女性の経営―新しいビジネスの地平を拓く―」と題
して、日本社会における女性の社会的な立場の変遷を
踏まえて、今後の日本社会における女性活躍の必要性
についての講演がありました。総会終了後には、同会
場にて懇親会が開催され、他女性会との懇親を深めま
した。
　翌日の9月29日（木）には、エキスカーションに参
加して、眉山から徳島市内を眺望したほか、阿波おど
りミュージアムの見学や藍染め体験などを行い、無事
帰路に着きました。

事 業 主 の 皆 様
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新入会員紹介

代表者 ● 樋口　國陽
所在地 ● 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1丁目28-6

迦葉武蔵野第3　107号室
TEL ● 0422-22-1501 FAX● 0422-22-1502
e-mail ● k.higuchi@senior-support.co.jp
URL ● http://senior-support.co.jp/

代表者 ● 髙橋　賢二
所在地 ● 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町4-9-17
TEL ● 0422-22-8927 FAX● 0422-21-9641
e-mail ● kichijoji@nikkei-ns.com
URL ● http://nsn-kichijoji.com

株式会社 シニアサポート
（ホームあしすと入居相談室）

「ホームあしすと入居相談室」では老後の
住まい探しのご相談をお受けしております。

　東京武蔵野で高齢者の住まい探しのお手伝いを続
けて、おかげさまで開設より満10年となりました。
介護施設を知り尽くしたプロの視点から、ご本人や
御家族の最善を考え、ご満足いただける最適な高齢
者向け施設をご提案します。資料の取り寄せから現
地見学まで親身に無料でサポートさせていただきま
す。まずはお気軽にお電話く
ださい。私たちが誠意をこめ
てご対応させていただきます。
　   0120-428-165

株式会社 ヘキサゴン・イー

防災・防火・防犯で
安心安全な環境づくりをお手伝い！

　突然の火災、迅速に初期消火を行えるかが鍵を
にぎります。誰でも簡単に火元へ投げるだけで消
火可能な消火器具サット119。
　地震や台風など自然災害時に従業員を安全に待
機、避難させるために必要となる備蓄食や備蓄品
を数多く取り扱っております。
　私共は上記防災品や備蓄品の販
売導入を通して誰もが安心安全に
生活できる環境創りを行っており
ます。是非、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

吉祥寺のくるま屋さん

吉祥寺にオープンして1年
皆様のおかげで取り扱い台数
150台を超えました。

　「地域に根差したくるま屋さん」
　「地域に貢献するくるま屋さん」
　「地域に信頼されるくるま屋さん」
　この3つをコンセプトにして昨年10月にオープ
ンいたしました自動車販売買取会社です。新車中
古車の販売買取、車検、板金、修理など、お車に
関することなら是非一度ご相談ください。
　お客様の立場になって考え、真摯に対応させて
いただきます!

ニュースサービス日経
吉祥寺・三鷹北部

情報が溢れかえる現代だからこそ、裏付けの
取れた信頼できる記事をお手元に届けたい！

　弊社はニュースサービス日経「吉祥寺」と「三鷹
北部」の２店舗を武蔵野市に展開し、三鷹市、西東
京市の一部も含め、日本経済新聞並びに関連各紙を
読者様に毎日お届けするとともに、合わせて折込と
いう形で地元の有益な情報を皆様のお手元へお届け
しております。これまでもこれからも
情報をお手元に届ける役割を担う企業
として、しっかりと地域に根差し、共
に歩んでいきたいと考えております。

代表者 ● 富永　輝彦
所在地 ● 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町4-26-5
TEL ● 03-6912-3190 FAX ● 03-6912-3192
e-mail ● info_he_e@yahoo.co.jp

代表者 ● 山田　祐樹
所在地 ● 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町1-1-2

ANDO　BLDG,CINCO　5F-2
TEL ● 0422-41-1160 FAX● 0422-41-1161
e-mail ● info@car-tribe.jp
URL ● http://www.car-tribe.jp

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

般、台湾・台北市の国際会議場で講演を依頼
された折、台北市から車で40分くらい走っ

た郊外にある「ディンタイフォン」という企業を主催
者から紹介され、本社工場を訪問させていただいた。

　同社の主な事業は、現在、世界14カ国に126店

舗（2016年末には139店舗の予定）を展開するレス

トランで、この売上高で全体の95%を占める。残り

5%はパイナップルケーキや月餅などのお菓子類であ

る。社員数は1900人、売上高は日本円で約83億円

である。驚くべきは近年の快進撃ぶりで、このおよそ

20年以上、ほぼ増収増益経営を続けている。本社を

訪問し、スタッフからその経営の考え方・進め方を詳

細にお聞きするとともに、工場の視察や、その後、同

社のレストランで食事をさせていただくことなどを通

じ、その理由がよく分かった。

　結論を先に言えば、それは業績やライバル企業との

勝ち負けを追求した結果ではなく、筆者がよくこの

コーナーで述べている「企業経営の目的・使命は企

業に関係する5人の永遠の幸せの追求・実現である」

を、正に愚直一途に実践し続けてきたヤン社長の人

格・識見・能力といえる。

　その経営の全てをここで述べることはできないが、

例えば、社員に関して言えば、業界の平均正社員比率

が10%程度の中、同社では何と90%である。しかも

残り10%の非正規社員も、非正規社員の方からの申

台北市の人をトコトン大切にする企業『ディンタイフォン』

し出が理由だという。

　さらに言えば、業界の平均の1.3倍以上の社員を配

置し、一人一人の身体的・精神的負担を軽減させる経

営を実践している。この結果、外食産業では日本でも

あり得ない、社員1人当たりの所定外労働時間は月間

1時間程度以下である。こうしたこともあり、年間離

職率は2%以下、それどころか入社3年以上ではゼロ

という。ちなみに、同社の経営理念の1つは「社員と

その家族を幸せにする……」である。

　こうした社員満足度の高さは、社員の帰属意識や仲

間を思いやる気持ち、さらにはモチベーションを飛躍

的に高め、好循環経営が実現しているのである。事

実、市内の同社のお店で筆者らが体験した接客サービ

スのレベルは、失礼ながら、「これが台湾の大衆レス

トランか?」と目を疑うような、感動を上回る、まさ

に「驚
きょう

愕
がく

・驚嘆」のサービスであった。

　より驚かされたのは社会貢献の姿勢である。例え

ば、全社員の1年のうちの1日分の給与相当額を慈善

事業に毎年寄付していることや、視覚障がいのある

マッサージ師を「あなたの仕事は仲間の社員の疲れを

癒してあげることです……」と、あえて数人を正社員

として雇用するほか、法定雇用率をはるかに上回る障

がい者雇用に尽力している点である。

連載
快進撃企業 に 学べ

先
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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

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、東小金井駅北口より徒歩3分のメディカ
ルモール2Fにある「ひがこ北口内科クリニック」に
お邪魔し、松本順子院長にお話を伺いました。
　こちらのクリニックは昨年9月にオープンした、内
科・小児科で、特に消化器内科が専門です。
　院内はバリアフリーでキッズスペースもあり、子供
たちも退屈しないで待つことができます。また、診察
室・レントゲン室・採血室など扉1枚で移動が簡単に
できるような構造になっています。
　松本先生が開院の際に目標としたことは、来院され
る患者さんは弱った状態でいらっしゃるので、緊張す
ることなく、気さくな雰囲気でリラックスして受診して
いただき、場合によっては、病気でなくても気軽に立
ち寄ってもらえるような診療所にするということです。
　患者さんに対しておもてなしをする気持ちで、「優
しく」を心掛けています。「自分が受診する時にこれ
ならいい!」と思えるスタイルをもとに考えています。
問診票にも、早く治したい・痛いのは嫌だ・費用はな
るべくかけたくないなどの患者さんの言いにくいよう
な要望を、気軽に伝えられるような配慮があります。
「優しいを前面に伝えていますが、しっかり診察もし
ていますのでご安心ください。」と笑顔で話す松本先
生。消化器内科が専門なだけに、院内に上下内視鏡検
査の設備も整っています。胃カメラは鼻からでも喉か
らでも対応できるもので、痛い・怖いという方には、

無痛の検査もできます。
　また、自費診療として、ニンニク注射・高圧酸素
ボックスなどの診療も行っています。疲れた体に、自
分へのご褒美として定期的にニンニク注射をする患者
さんや、疲労回復・けがの早期回復・コリ解消などの
効果があるとされる高圧酸素ボックスも幅広い世代の
方が利用されています。高圧酸素ボックスでは、スマ
ホをいじったり、勉強したりと自由に過ごせるので利
用しやすいです。
　院内には、絵や吊るし雛、お花など患者さんからの
贈り物が飾られ、「診察室」「トイレ」などの院内の案
内表示も患者さんがつけてくださったそうです。患者
さんに優しいクリニックは、多くの患者さんに親しま
れる居心地の良いクリニックでした。

（取材担当：小林・佐藤）

ひがこ北口内科クリニック

院長　松本 順子

小金井市梶野町5丁目11-5　パピスプラザ202
TEL：042-401-2353
URL: http://higako.com/

「優しさ」あふれる中にも
しっかり診療
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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
▲ 27.8 ▲ 16.1 ▲ 24.7 ▲ 27.7 ▲ 43.5 ▲ 23.8

関　東
▲ 27.0 ▲ 16.4 ▲ 18.5 ▲ 25.9 ▲ 39.6 ▲ 31.3

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

全　国
▲ 23.5 ▲ 14.9 ▲ 18.0 ▲ 24.7 ▲ 38.9 ▲ 19.9

関　東
▲ 22.3 ▲ 10.4 ▲ 14.8 ▲ 16.7 ▲ 37.9 ▲ 26.1

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 28 年 10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 273 413 701 114 206 1,017 70 2,794

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 10月～ 2016年 12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 （%） 51.9 30.1 43.0 81.4 53.5 31.6 68.0 37.9%

　9月の全産業合計の業況DIは、▲27.8と、前月か
ら▲2.9ポイントの悪化。住宅など民間工事の持ち直
しに加え、円高などにより原材料価格が下落する一方
で、台風や豪雨の影響が大きく、食料品などの製造業
や小売業、サービス業で広く業況の押し下げ要因と
なった。また、個人消費の鈍い動きのほか、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などが
足かせとなり、中小企業の景況感は、足元で弱い動き
がみられている。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲23.5（今

月比+4.3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。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
の影響拡大、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
の慎重な見方が続いている。

業況ＤＩは、天候要因などもあり悪化。先行き持ち
直し見込むも、慎重な見方

 2015 年 9月 : 2016 年9月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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狛江市医師会　加 藤　一 彦

　50名以上働く事業所では、平成28年11月一杯までに、ストレスチェックを
済ませなくてはいけないこととなった。事業者としては、正規職員が50名に達
していないようであれば、努力義務として扱っているようなところもある。厚労
省の主催する講習会に出席しても、どうしたら良いのか皆目見当もつかない。昨
年の状況では、制度の說明に終始し、平成28年11月までにやればいいのだか
らと、慌てることはないと言われた。
　代行業者の開催する講習会では、かなり難しいように説明があり、産業医と
して最初からチェックする機構に加わらなければ、個人情報という制限から、
チェックした結果や内容を見ることができなくなると言われた。受ける人数が多
いようであれば、外注が良いとも言われた。また、面接は専門医を紹介して、産
業医自身が行わなくてもいいように言っていたように思う。
　大きな企業の専属産業医の方が講師をされた研修会では、従業員1万人に対し
て数人の希望者しかいないので、そんな手間にはならないと言われた。まず、事
業主がストレスチェックを行うと宣言して、希望者を募ってみることだとも言っ
ていた。面接まで行うようになるものも少数で、ほとんどが上司に対する愚痴が
根本にあるようだと言っていた。だが、市役所など公的機関ではかなりの希望者
がいて、ほとんど専門の業者に外注しているという話だ。お試しということで、
定期検診に合わせてほぼ全職員に行ったところもあるという。渡されたストレス
チェックマニュアルを読んでも、大変そうだなという思いはあるものの、読んだ
からとてすぐに実行できるような丁寧な内容とは言いがたい。
　さて、医師会の話によると、産業医の業務にもともと含まれているから、スト
レスチェックに携わっても、特別に報酬が増えることはないという。大変な業務
だからと話していた講習会の内容と異なる。また、大学の公衆衛生の教授が、精
神科専門でもない産業医が、面接を行って半ば治療に足を踏み入れるのは、産業
医の職務を逸脱している可能性があり、治療を行うような務めではないと釘を刺
していたのが思い出される。9月に入り、重い腰をあげなくては、間に合いそう
もない。今ひとつ、やり方がわからず、やる気も起こらないのが現状だ。何とか
しなくては。

ストレスチェック制度思案中
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