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通常議員総会開催
 平成27年度の事業報告・決算案を承認

トピックス
Topics

平成28年６月２9日（水）

　事業年度におけるわが国経済は、政府や日銀が推進
する経済政策や金融緩和策により円安・株高が維持さ
れたことなどを背景に企業収益や雇用環境に改善がみ
られ、景気は全体としては緩やかながらも回復基調で
推移してまいりました。一方では、円安による輸入品価
格の上昇の影響や海外経済の不安定要素もあり、もた
つく景気回復に我慢を強いられた年度でもありました。
　このような経済状況の中、当所では、3年に1度の役
員・議員改選を経て新たな体制のもと、年度計画に掲
げた重点事項も概ね順調に遂行することができました。
　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
　会員拡大事業は、中期目標としての組織率30％を維
持しつつ、会員増強期間に140事業所の新規加入を目
指し役員・議員・部会などが一体となり増強に取り組
んだ結果、目標にはあと一歩とどかなかったものの、
135事業所を新たな会員として迎え入れることができ、
平成27年度末の組織率は、36.0％、会員数は2,717事業
所となり一定の成果をあげることができました。

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、商店会連合会との共催によるプレミアム付商品券
の発行を行ったほか、食品・飲食業部会合同事業の第
11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10回武蔵野吉祥
七福神めぐりでは、10周年記念イベントとして、お
年玉が当たるアンケート抽選や記念切手の制作販売を
行うなどして例年以上に盛り上がり、多くの方々に武
蔵野市の歴史・文化・伝統など地域の魅力を発信する

ことができました。
　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「アニメ＆和食イン中央ライン」におい
て、武蔵野市観光機構、みたか都市観光協会などと連
携して、訪日外国人に対して様々なイベントを行い旅
行者誘致に向けた取り組みを行いました。
　また、井の頭恩賜公園100周年事業への協力や武蔵
野地粉うどんの販売促進の強化に努めました。

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、新規事業となる「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5回武蔵野エリア産業フェスタ
の実施、建設業部会では、むさしのまち大工などの
PRイベントとして初めての「住まいの相談会」を開
催したほか、サービス業部会の士業家による街頭相談
会、金融業部会は、商業部会との合同講演会を実施す
るなど、それぞれ特色ある部会活動を行ってまいりま
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、プラザ会員の増強に取り組むなど
積極的な活動を行ってまいりました。

４．商工会議所固有事業の推進
　委員会活動では、各主管業務の当面の課題や関連事
業について取り組んでまいりましたが、特に、観光委

　商工会館４階市民会議室にて通常議員総会を開催しました。
①議案第１号：平成27年度事業報告（案）承認の件、②議案第２号：
平成27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、「商工共済むさしの」のリニューアル
などについて報告がありました。
　平成27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。

Ⅰ  総括的概要
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員会では、市内の知る人ぞ知る観光スポット情報「む
さしの世間遺産」を広く募集し、隠れたおすすめス
ポット情報を着地型観光に生かそうという試みを行っ
たほか、総務・企画委員会では、マイナンバー制度に
関わる規定の整備を行いました。
　また、共済制度運営委員会では、新規の試みとして共
済制度お客様感謝の集いを実施し制度普及を図りました。
　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など中小・小規模事業
者の経営支援に積極的に取り組んだほか、小規模事業
者経営改善資金融資の積極的なPRと推薦件数の増加
に努めました。

５．政策・提言機能の強化
　政策・提言活動は、商店会連合会とともに進めてき
た武蔵野市産業振興条例（仮称）制定に向けて、市か
ら示された骨子案に対しての意見具申を行いました。

　さらに、当所を含む10商工会議所で構成されている中
央自動車道渋滞対策沿線経済団体協議会として中央自動
車道の調布付近及び小仏トンネル付近における渋滞解消な
どの対策の検討の推進を求める活動をしてまいりました。

６．会議所経営基盤の強化
　財務基盤強化としては、共済制度の普及、検定試験
の受験者増など収益事業の拡大を図るととも諸経費の
削減に努めた結果、単年度の財政収支もプラスに転
じ、相応の成果をあげることができました。
　また、情報発信機能の強化においては、会報の毎月発
行、ホーページによる情報提供、商工会議所公式フェイ
スブック開設についての検討などを行ってまいりました。
　以上、厳しい経済環境の中、地域総合経済団体とし
て幅広い事業を展開できましたことは、議員各位をは
じめとする皆様方のご支援ご協力の賜と深く感謝申し
上げ、ここに平成27年度の事業報告といたします。

収入の部
科　　　目 本年度決算額 備　　　　考

1．会　　費 58,021,156 法人、個人、特別、役員
2．交 付 金 89,246,692 東京都、武蔵野市等
3．事業収入 225,183,813 検定受験料、事業参加料、受託料、印紙売上、パソコン教室（121,121,244）等
4．労働保険事務組合収入 45,778,323 事務委託料、労働保険料（徴収額）
5．特別事業収入 107,486,963 共済制度手数料、特定退職金共済制度事務手数料および保険料
6．会議室等使用料収入 7,965,930 使用料収入等
7．雑 収 入 4,208,372 印紙販売手数料、西武信用金庫地域産業応援資金、コピーサービス等
8．繰 越 金 28,524,251 前年度収支剰余金

合　　計 566,415,500 

支出の部
科　　　目 本年度決算額 備　　　　考

1．一般事業費 230,691,400 
（1）商工振興費 57,308,883 地域振興事業、観光開発事業、印紙購入費用等
（2）検定事業費 25,897,946 簿記、珠算、販売士、東商企画検定
（3）調査広報費 5,417,015 会報、FM放送
（4）労働福祉対策費 878,253 従業員表彰、健康管理支援事業
（5）経営向上事業費 120,811,255 女性会事業、異業種交流事業、パソコン教室（113,828,349）
（6）部会活動費 20,378,048 各部会活動費
2．小規模事業費 19,370,172 相談、指導事業
3．労働保険事務組合事業費 43,366,110 労働保険運営費、支払労働保険料
4．共済事業費 92,761,565 運営費、推進費
5．給 与 費 93,326,206 本給、諸給
6．旅費・交通費 172,763 
7．維 持 費 14,192,202 会館共益費、営繕費
8．事 務 費 7,210,694 
（1）通信運搬費 2,097,137 
（2）備品費 462,287 
（3）消耗品費 1,364,751 
（4）図書費 198,801 
（5）印刷製本費 99,468 
（6）水道光熱費 2,739,405 
（7）車両関係費 248,845 
9．会 議 費 3,020,978 
（1）総会費 360,417 
（2）常議員会費 240,980 
（3）委員会費 198,150 
（4）職員研修・会議費 130,198 
（5）諸会議費 276,289 正副会頭会議費、部会長会議費、委員長会議費等
（6）役員・議員改選費 1,814,944 
10．渉 外 費 1,457,632 
（1）慶弔費 362,712 
（2）渉外費 1,094,920 
11．公課分担金 7,503,010 各種税金、各種団体会費
12．退職給与引当金 3,524,304 
13．福利厚生費 15,674,077 社会保険料、職員厚生費
14．雑　　費 477,927 
15．積 立 金 38,737 受取利息分
16．予 備 費 0 
支出合計 532,787,777 
収支剰余金 33,627,723 次年度繰越金

合　　　計 566,415,500 
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　関東商工会議所連合会第59回総会が、６月３日
（金）に埼玉県さいたま市にて開催され、１都８県
103会議所のうち99会議所から会頭、副会頭等が出
席し、当所からは檜山専務理事、玉田事務局長が参加
しました。
　総会では、会長である三村明夫日本･東京商工会議
所会頭の開会挨拶の後、来賓の上田埼玉県知事、鍛冶
関東経済産業局長からそれぞれご挨拶がありました。
　また、関東経済産業局長表彰として役員・議員90
名の方々が受彰されました。さらに、三村会頭からの
第11回関東商工会議所連合会ベスト･アクション表彰
では93団体が表彰を受け、当所からは、｢会議所との
連携により地産地消の取組みを実施し、地域活性化に
貢献した｣ として、東京むさし農業協同組合武蔵野支
店が受彰されました。

関東商工会議所連合会第59回総会開催される

　議件審議では決算･予算関連の審議などが行われ、
すべての議件が承認されたほか、商工会議所の情報発
信強化についての事例発表がありました。引き続き行
われた特別講演会では、『笑顔のもとに笑顔が集まる』
と題して、落語家の林家たい平師匠から、仕事に対す
る心構えと笑顔の効用について興味深いお話を伺うこ
とができ、最後は落語 ｢湯屋番｣ の熱演に会場は爆笑
に包まれました。

武蔵野地粉うどんプロジェクト
　当所では、武蔵野の郷土料理であり、祝い事など行事の際のもてなし料理でもあった
「武蔵野地紛うどん」を名物としてPRする取り組みを行なっています。

小麦の収穫・脱穀体験を実施しました

　当所では、「武蔵野地紛うどん」に配合する市内産
小麦の栽培をとおして、食育や地産・地消を推進する
ことを目的に、関係機関の協力のもと市内の小学生に
農業体験の場を提供しています。
　今回、収穫・脱穀を行った小麦は、市内の小学生が
昨年11月に種を蒔き、本年2月に麦踏みを行ったも
のです。児童たちは、収穫した小麦をはざかけ台まで
運んだり、昔ながらの足踏み式脱穀機や最新の機械で
脱穀が行われる様子を見学したりしました。
　今後も農商教連携(農業・商業・教育の連携)を
ベースに、地域ブランドとしての一層の確立を目指し
ていきます。

■事業協力：  東京むさし農業協同組合武蔵野支店、
ＮＰＯ法人武蔵野農業ふれあい村

「武蔵野地粉うどん」乾麺タイプ　販売スタート

　当所では、「武蔵野地粉うどん」の
新商品として乾麺タイプの発売をス
タートしました。昨年より「武蔵野
地粉うどん」商品開発・販売プロ
ジェクトにて試作を繰り返し、完成
したものです。市内農家で栽培・脱
穀した年間総製粉量約480㎏の貴重
な小麦も配合されています。
　麺の中に、全粒粉の茶色い粒が混じっているのが特
徴で、モチモチとした食感と豊かな小麦の風味が口
いっぱいに広がります。季節の地元野菜を糧

かて

に添え
た、あつあつのつけ汁や、あっさりと冷たいおつゆ等
でお召し上がりください。
　乾麺タイプの登場で、ご家庭でお気軽に「武蔵野地
粉うどん」を楽しんでいただけるほか、ご贈答やお土産
としてもご利用いただけます。この機会にぜひご賞味く
ださい。※ギフト用（箱入り、つゆ付き）の受注も承ります。

「武蔵野地粉うどん」乾麺タイプのお買い求めは…
（株）ころくや（武蔵境駅　nonowa武蔵境EAST）
　　　　1袋2食入り　330円（税込）

 
お問合せ 武蔵野商工会議所（担当：佐野）

収穫の様子 脱穀の様子
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新入会員 の紹介 5/26
〜

6/15

株式会社 タイガーシャーク 三鷹漁港大介丸 飲食店 飲食業部会

株式会社 Ｍａｇｎｏｌｉａ 飲食店 飲食業部会

ＡＺＡＢＵ屋 もつ鍋居酒屋 飲食業部会

ＴＳＴ．ＪＡＰＡＮ株式会社 中古車販売 商業部会

株式会社 スタッフｊａｍ 靴小売業他 商業部会

岩本 俊介 競輪選手 サービス業部会

Ｔｏｆｏｒｃｅ フリーランスエンジニア、Ｗｅｂアプリケーション作成 サービス業部会

有限会社 リ．メンバー 「終活」コンサルティング事業 サービス業部会

株式会社 JＩＮＮＥ エステサロン経営・化粧品販売 サービス業部会

株式会社 三鷹貿易 貿易卸業 サービス業部会

株式会社 トーキョードライブ 服飾小物、装身具等の企画、製造 サービス業部会

株式会社 サンリツ ｌａｆｒｕｔｔａ フルーツパーラー、ジェラテリア サービス業部会

　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、同封のチラシを確認してください。

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
　　　　　（必要事項をご記入のうえ、下記申込先へFAXまたは郵送）
申込締切日▶平成29年１月31日（火）

問合せ・申込先「（株）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

のご案内が ん 予 防 健 診郵送
による
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経営サクセスセミナー開催

商店会イベント一覧夏から秋にかけての

平成28年6月1日現在

イベント名 実施日（予定日）・内容 開催時間 場　　所

第37回納涼盆踊り大会 ７月16日㊏・17日㊐
盆踊り・模擬店・ゲーム大会 15：00～ 20：00 中央図書館前庭

千川小納涼盆踊り大会
７月17日㊐（雨天決行）
盆踊り・和太鼓・手持ち花火・
ゲーム

16：00～ 20：00 千川小学校

第42回吉祥寺ふれあい
夏まつり

７月21日㊍・22日㊎
盆踊り（雨天中止）・縁日（雨天決行）・
ライブバンドほか

12：00～ 21：00
縁　日（午後0時～ 9時）
盆踊り（午後6時半～8時半）
イベント（午後1時～6時半）

東急百貨店北側広場

吉祥寺南口ふれあい夏祭り ７月30日㊏・31日㊐
盆踊り・屋台・ビンゴゲーム 18：00～ 21：00 吉祥寺丸井屋上

サンロード・月窓寺門前市
夏まつり

８月6日㊏・7日㊐
盆踊り・縁日・ゲーム 11：00～ 21：00 月窓寺

関前八
や

幡
はた

まつり ８月27日㊏（雨の場合28日）
縁日・花火・玩具遊び 16：00～ 20：00 関前南小学校 校庭

第44回吉祥寺秋まつり ９月10日㊏・11日㊐
宮神輿 10：30～ 18：00 吉祥寺駅周辺

親交会秋まつり
９月10日㊏
模擬店・輪投げ・大道芸
11日㊐神輿

10日（土）14：00頃～
11日（日）10：30～19：00頃

市民社会福祉協議会
事務所駐車場

秋祭り ９月10日㊏・11日㊐
模擬店・ゲーム 11：00～ 17：00 大阪屋酒店裏駐車場

 
作成：武蔵野市生活経済課
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　当所では、テーマ別に下記の内容で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！
　経営者の皆さんの今後の企業経営に、また従業員の研修に、是非お役立てください！
　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。

開催日 時　間 内　容

７月26日（火） 18：00～ 売れるPOPの作り方の極意　～技術が身につき、実際に描けるようになる～

８月 ２ 日（火） 18：00～ 急増する「サイバー攻撃」を未然に防ぎ、マイナンバーを安全に管理す
るためのセミナー

８月 ５ 日（金）
15：00～ ～元日本政策金融公庫融資課長が本音で語る～

首尾よく資金調達するための事業計画書の書き方とは　事業計画書は１枚にまとめましょう！

18：00～ 経営者様必見!!　社員・アルバイトのモチベーションアップで売上アップ
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熊本地震義援金ご協力のお礼

お問合せ Musashinoごちそうフェスタガイドブック分科会（担当：佐野）

    TEL：0422-22-3631

　Musashinoごちそうフェスタ（金子正雄実行委員長）
は、市民や来街者に武蔵野の飲食・食品店で食事や買
い物を楽しんでいただき、さらに地域の物産・逸品を
知っていただく武蔵野市最大の食の祭典です。現在、
Musashinoごちそうフェスタの参加店と広告協賛事業
所を募集しています。

★参加店募集について（飲食・食品店のみなさまへ）
詳細は折込チラシ、ホームページをご覧ください。
www.mg-festa.jp/

詳しくは ごちそうフェスタ 検索

★ 公式ガイドブックへの広告協賛について
　（飲食・食品店に限らず募集しています）

【広告掲載のサイズと掲載料】
サイズ 掲載料

全面広告
(縦190mm × 横128mm)

100,000円

2分の1
(縦93mm×横128mm)

 50,000円

4分の1
（縦44.5mm×横128mm)

 30,000円

※ ぺージ数等の都合により、掲載の最終決定は実行
委員会で行います。

参加店＆広告協賛事業所を大募集中です！

Information
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第12回 Musashinoごちそうフェスタ

　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
6/15現在 0 ５ ４ ２ ７ 13 ４ ３5

　商工会議所では、熊本地震に対し、全国規模で義援金のご協力をお願いしていました。
　当所でも会報５月号やホームページにてご案内し、５月31日（火）まで受け付けていましたが、締
切日までに寄せられた義援金の総額は960,000円となりました。この金額を当所から日本商工会議所
の義援金受付口座に振り込みました。今後、全国から寄せられた義援金は日本商工会議所がとりまと
め、被災者、被災事業所、被災商工会議所の復旧や再建、観光回復等に係る事業に活用してもらう予定
です。
　皆様のご協力に厚くお礼申し上げます。
　今後も引き続き、当所事業へのご理解、ご支援の程よろしくお願いします。
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昨年の展示ブースの様子
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部会だより

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

▲
 第6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6回武蔵野エリア産業フェスタ」
の出展者を募集しています。詳細は同封のチラシ
をご覧ください。

開催日時： 11月15日（火）
 10：30～ 17：30
場　　所：  吉祥寺東急REIホテル　3階全会場及び

フロアー
出展料金： 1事業所20,000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）

報 告

▲

鎌倉視察報告
　建設業部会（五十嵐保部会長）では、6月17日（金）に建築
物視察事業を実施しました。
　今回は、神社仏閣などの歴史的遺産が今もなお多く残る鎌倉
を視察しました。午前中は鎌倉五山第一位の建長寺、第二位の
円覚寺、鎌倉初代将軍源頼朝ゆかりの神社である鶴岡八幡宮を
視察しました。昼食後は、長谷地区に移動し、鎌倉大仏で有名
な高徳院、あじさいの見頃を迎えていた長谷寺の視察を行い、帰路に就きました。
　天候に恵まれ、多くの名所・史跡を巡ることができ、大変有意義な視察となりました。

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）

▲

産業交流展2016のご案内
　工業部会（林敏雄部会長）では、「産業交流展
2016」に今年も出展します。昨年に引き続き、
稲垣会頭が幹事として実行委員会に参加します。
今回も4小間で出展する予定です。詳細が決定次
第、別途ご案内します。

開催日時： 10月31日（月）～ 11月2日（水）
 10：00～ 18：00（最終日17：00終了）
場　　所： 東京ビッグサイト　東5～ 8ホール
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▲

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15
日(水）に通常総会を開催しました。1号議案の平
成27年度事業報告及び収支決算報告について、2
号議案の平成28年度事業計画（案）及び収支予
算（案）について審議し、それぞれ原案のとおり
満場一致で承認されました。
　また、総会終了後、基調講演会ではイメージコ
ンサルタント、ビジネスマナーインストラクター
として活躍中の長澤久理子氏をお招きし、「ビジ

報 告

▲

通常総会開催される
　金融業部会（大木隆部会長）では、６月６日
（月）に当所７階・役員会議室にて、通常総会を
開催しました。
　平成27年度 事業報告及び収支決算報告、平成
28年度事業計画（案）及び収支予算（案）につ
いて審議し、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「上海ガーデン」に会

お問合せ サービス業部会（担当：田村）サ  ー ビ ス 業 部会
ネスチャンスを掴みとる“第一印象”の作り方」
を行いました。自己認識・自己分析から始まり色
が与える印象や簡単な顔診断など、ワークを交え
ながら分かりやすい説明があり、大盛況の講演会
となりました。

女性会 お問合せ 女性会（担当：佐藤）

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。

退任役員 （敬称略）

役 職 事業所名 氏 名

副会長 グレイス御殿山 山本　とし江

追加選任役員 （順不同・敬称略）

役 職 事業所名 氏 名

常任理事 有限会社 ミスティー 平　あづみ
常任理事 猪俣尚美税理士事務所 猪俣　尚美

※追加選任役員の任期は平成29年度の通常総会開催時まで

部会だより／女性会

お問合せ 金融業部会（担当：澤畑）

▲ 通常総会開催される
　女性会（伊藤隆子会長）では、5月30日（月）に
当所7階・役員会議室にて通常総会を開催しました。
　第1号議案・平成27年度事業報告及び収支決算報
告、第2号議案・平成28年度事業計画（案）及び収
支予算（案）が、満場一致で承認されました。また、

第3号議案一部役員の退任及び追加選任について、女
性会規約に則り、稲垣会頭により下記のとおり対象役
員の退任報告及び選任が行われました。
　総会終了後には同会場にて懇親会を行い、親睦を深
めました。
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　５月号の〈関係団体代表者異動について〉の記事で、（一社）東京都中小企業診断士協会三多摩支部長様、
（公社）東京都武蔵野市歯科医師会会長様の異動について、正式な就任日前に紙面に掲載される誤りがあり
ました。
　両団体の関係者の皆様に対し、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

　６月号〈バナー広告募集!!〉の記事において、料金の税額表示について誤りがありました。
すでにお申込みいただいた事業所様ほか、皆様にご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。
　【誤】１枠1,500円／月（税込）
　　　　　　　↓
　【正】１枠1,500円／月（税抜）

東京都では、ものづくり産業を持続的に発展させていくために、伝統と革新をテーマに、
日本を支えてきた伝統的な匠の技と最先端のものづくり技術の魅力を発信する、

「ものづくり・匠の技の祭典２０１６」を初めて開催します。

　さまざまな分野の優れた技を、観るだけでなく自ら体験するなど、東京を訪れる海外の方
を含めて、誰もが楽しむことができるイベントですので是非、ご来場ください。

　開催概要
 日　時  平成28年 ８月10日（水）～ 12日（金）
 　　　 各日 午前10時から午後5時まで
 会　場 東京国際フォーラム ホールＥ（地下２階）・ロビーギャラリー（地下１階）
   （東京都千代田区丸の内３丁目５番１号）
  内　容   日本各地から集められた匠の技や伝統工芸、最先端のものづくり技術の展

示・実演等を行います。
 主　催　 ものづくり・匠の技の祭典2016実行委員会

※詳しくはホームページへ → http://www.monozukuri-takumi-expo.tokyo

ものづくり・匠の技の祭典 ２０１６
2016年8月10日(水) ～ 12日(金)

会報記事に関するお詫び

Monozukuri/Takumi no Waza Expo 2016

　平成28年度の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、ご納入の程よろしくお願いします。

平成28年度　会員会費の請求について
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代表者 ● 三輪　智昭
所在地 ● 160-0023新宿区西新宿8-6-13
TEL ● 03-3361-1122 FAX ● 03-5989-1444
URL ● http://oak-travel.sakura.ne.jp

代表者 ● 林　康弘
所在地 ● 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-13-6新古谷ビル
TEL ● 0422-21-0188 FAX ● 0422-21-2068
URL ● http://www.heichin.co/

代表者 ● 東條　真美
所在地 ● 180-0001武蔵野市吉祥寺北町３丁目13-10
TEL ● 0422-52-8282
e-mail ● ecckk3@gmail.com
URL ● http://www.ecckk3.jimdo.com/

オーク株式会社

グループ・団体旅行、貸切りバス旅行のこ
とは『ＯＡＫオーク』におまかせください！

「人と人との結びつき」を大切に̶̶̶
☆ お客様の立場に立った旅行代プラン
をご提案いたします ！

☆ お客様と意思の疎通を図りご要望に
誠実にお応えいたします ！

弊社「ＯＡＫ」には「思いやりを持って人のために尽くす」
という思いが込められています。
弊社ではご利用いただいたお客様のお一人お一人が

「旅行」を通して素敵な思い出を残せるようなプランの
ご提案を心がけてまいります。

吉祥寺聘珍樓

創業130余年
日本に現存する最古の中国料理店

　ゆっくりと寛げる個室を中心にデザインされた店
内は２～３名様の会食から最大６０名様のご宴会まで
用途に応じてご利用いただけます。
　「食の安心・安全」をモットーに厳選された素材を
心を込めて調理いたします。
身近な方とのお
食事や大切な方
へのおもてなしに
是非ご利用くださ
いませ。

ECCジュニア  吉祥寺北町３丁目教室

楽しく学んで身につける
それがECCジュ二アメソッド

　吉祥寺北町でECCジュニア―こどものための英
語教室―を開いて２６年。こどもたちが楽しい! と
感じるときが身につくときと信じ、楽しいレッスンを
心がけています。レッスンの他にも英語を楽しめるイ
ベントをたくさん行っています。２歳児さんから中学
生まで英語が大
好きなこどもたち
が通ってきてくれ
ています。ムー
バス北西循環㉙
ねむの木通りバ
ス停すぐです。

新入会員紹介

　先月号より、新入会員を紹介するスペー
スを設けました。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、是非この機会にご活用くだ
さい。
　詳細は、新入会員の皆様にご返送する入
会申込書（控え）の中に、ご案内文書を同
封しています。

 お問合せ 総務課

TEL：0422-22-3631
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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および同イノベーション・マネジメント
研究科兼担教授。ほかに、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

学院の留学生から、中国にも人、とりわけ社

員を大切にする企業があると聞き、先般、訪

問調査をしてきた。企業の名前は「双童日用品有限公

司」、従業員数は約400人である。場所は浙江省の省

都・杭州市から車で1時間半ほど走った、世界最大の

軽工業市場である「義烏の福田市場」近くにある。

　同社の創業は1994年、現会長の楼氏が奥さんと2

人でスタートしている。創業当初さまざまな事業を

行ったが、その中でも「ストロー」に着目し、今や売

り上げの大半はストローである。苦労と努力が実り、

ストローの年間生産量はなんと200億本、売上高は

38億円、中国どころか世界最大級の企業にまで成長、

発展している。

　同社のストローは、価格競争に飲み込まれないよ

う、高付加価値のアイデア・ストローに特化している

こともあり、従業員一人当たりの売上高は900万円

とかなり高い。ちなみに同社は、ストロー分野で、世

界の特許の57%を保有しているという。

　同社の成長、発展の要因は多々あるが、その最大の

きっかけは、楼会長が、この10年、業績追求から社

員重視の経営に大きく舵
かじ

を切ったからである。楼会長

は創業から10年、がむしゃらに業績を追求し、業界

ではトップ企業に躍り出たが、従業員の離職率は年間

50%、会社内に年々増幅していくギスギス感に困惑

する毎日であった。

中国にもあった社員第一主義企業『双童』

　こうした中、楼会長は日本に「人本経営」を実践

し、多大な成果を実現している中小企業があることを

人づてに知り、北海道から九州まで「人本経営」実践

企業を調べて歩いた。これら企業はいずれも5S（整

理、整頓、清掃、清潔、しつけ）が行き届き工場内は

美しく、ギスギス感がなく従業員も生き生きと、楽し

そうに働いていることに驚嘆したばかりか、いずれの

企業もその業績は安定的に高いことを知った。帰国

し、この10年、日本で学んだ「5S経営」や「人本経

営」を愚直一途に実践してきた結果、従業員の離職率

は限りなくゼロに近くなり、その業績は右肩上がりに

なったという。

　当日は、本社や工場内をくまなく見せていただいた

が、企業内は5Sが行き届き、ごみ一つなかったばか

りか、企業内で出会う従業員が全員、明るい声で私た

ちに会釈をしてくれた。より驚かされたのは、本社

の3階から7階のフロアが従業員の社宅であった。し

かもその3分の1の部屋は、3世代同居の家族世帯で

あった。もっと驚いたのは本社の屋上階にはなんと畑

があり、そこには四季折々の野菜が植えられていたの

である。

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

大
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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、「採り上げて欲しい !」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、三鷹駅北口徒歩2分のタワーマンション3
階にある、メガロス三鷹店に伺いお話を聞きました。
　こちらのスポーツクラブの特徴の一つは、ホット
ヨガスタジオを含む3つのスタジオがあることです。
ホットヨガスタジオは室温約38℃湿度約65%とい
う、高温多湿の環境を整えています。通常ホットヨガ
スタジオを利用する場合、ホットヨガ会員になる必要
がありますが、昨年10月から開設された20分の映
像を使ったプログラムは、追加料金がかからず利用す
ることができ、利用者に好評とのことです。
　もう一つの特徴として、プール施設も充実してお
り、ウォーキング専用の1コースの他に、25メート
ルが4コースあります。プールのメニューは、生後4
か月の赤ちゃんから参加できるベビースイミングのク
ラスから、2歳半から中学生までのキッズ・ジュニア
クラスまで数多く揃っています。また、ベビークラス
では、赤ちゃん1人に対し、大人が2人まで一緒に参
加できる仕組みであり、親子でリラックスして楽しい

プールの時間を過ごせるようになっています。キッズ
コースでは、保護者がプールサイドでも見学できるよ
うになり、こちらも、大変好評とのことでした。ま
た、プールへの入り口は、大人と子供とを分けるなど
工夫がされており、どちらの利用者にとっても使いや
すい環境が整っています。
　夏に向けて、健康維持、体型維持など、それぞれの
目標のためにメガロスを利用してみてはいかがでしょ
うか?　なお、メガロスでは吉祥寺店・三鷹店・武蔵
小金井店・調布店の4店舗を利用できる「武蔵野フル
タイム」という便利なプランもあります。詳しくは、
上記店舗にご相談ください。

（取材担当：小林・佐藤）

野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社
メガロス三鷹

〒180-0006 武蔵野市中町1丁目12-10
武蔵野タワーズ　タワーズモール3階

TEL：0422-30-5700　　URL　http://www.megalos.co.jp/

生後4か月の赤ちゃんから
大人まで
豊富なスイミングのクラス

コラム
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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
▲ 22.8 ▲ 21.0 ▲ 13.2 ▲ 25.1 ▲ 36.2 ▲ 20.4

関　東
▲ 24.7 ▲ 24.3 ▲ 18.2 ▲ 18.3 ▲ 38.9 ▲ 23.3

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

全　国
▲ 23.8 ▲ 19.8 ▲ 14.0 ▲ 31.8 ▲ 34.8 ▲ 22.7

関　東
▲ 24.4 ▲ 15.7 ▲ 16.8 ▲ 26.7 ▲ 36.7 ▲ 26.1

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成 28 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 275 402 697 112 206 995 62 2,749

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 6月～ 2016年 8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 （%） 52.3 29.3 42.8 80.0 53.5 30.9 60.2 37.3

　5月の全産業合計の業況DIは、▲22.8と、前月か
ら▲1.8ポイントの悪化。熊本地震の影響が大きく、
ゴールデンウィークの観光需要の落ち込みをはじめ、
小売業やサービス業、製造業など広く業況の押し下げ
要因となった。金融市場の不安定な動きに対する懸念
は和らぎつつあるものの、受注機会の損失や人件費上
昇など人手不足の影響拡大、消費低迷の長期化、新興
国経済の減速などから、中小企業のマインドは依然と
して鈍く、横ばい圏内の動きが続いている。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲23.8（今

月比▲1.0ポイント）と悪化を見込むものの、「好転」
から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ば
い。公共工事の早期執行や設備投資の持ち直し、夏の
賞与に伴う個人消費の伸びへの期待感が伺える。一方
で、熊本地震の影響や円高進行によるインバウンド需
要の鈍化など消費の一段の悪化、慢性的な人手不足や
価格転嫁の遅れなどへの懸念が企業のマインドを鈍ら
せており、中小企業においては、先行きへの慎重な姿
勢を崩していない。

業況ＤＩは、横ばい圏内の動き。熊本地震の影響も
あり、慎重な見方が拡がる

 2015 年 5月 : 2016 年5月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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健康
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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。

　昨年12月よりストレスチェック制度が義務
化となりました。従業員数50人未満の事業場
は、当分の間努力義務となりますが、ストレス
チェック制度の目的が労働者のメンタルヘルス
不調の未然防止であることから、従業員規模に
関わらず、積極的に取組むことが望ましいとさ
れています。そのため、従業員数が50人未満
の事業場がストレスチェックを実施し、また、
ストレスチェック後の医師による面接指導等を
実施した場合には、申請をすることで助成金が
支給される制度が用意されています。
　助成金の支給申請をする前に、あらかじめ
労働者安全福祉機構への届出が必要になりま
す。団体届け出期限が平成27年12月10日ま
で（消印有効）となっていますので、早めのご
検討が必要です。

《届出前に、次の5つの要件を全て満たしてい
ることを必ず確認しましょう。》

① 同一の都道府県内にある複数（2から10ま
で）の小規模事業場で集団を構成している
こと。（集団とは、例えば同じ系列の事業
場、同じビルのテナント、取引先、士業の
顧問先などが考えられます。なお、集団の
合計人数に制約はありません。）

ストレスチェック助成金制度について

② 集団を構成する小規模事業場の事業者が産
業医を合同で選任し、ストレスチェックに
係る産業医活動の全部または一部を行わせ
ること。

③ ストレスチェックの実施者及び実施時期が
決まっていること。

④ 集団を構成する全ての小規模事業場におい
て、ストレスチェック及び面接指導を行う
予定であること。

⑤ 集団を構成する小規模事業場の代表者と②
の産業医（合同選任産業医）が同一者でな
いこと。

《助成対象および助成金額》

（1） ストレスチェックの実施
  従業員1人につき500円を上限として、

その実費額が支給されます。
（2）  ストレスチェック後の面接指導などの産業

医活動を受けた場合
  1事業場あたり産業医1回の活動につき

21,500円を上限として、その実費額が助成
されます。（1事業場につき年3回が限度）

　詳細は同封のパンフレット、または東京産業
保健総合支援センターのホームページをご覧く
ださい。
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