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　平成30年の新春にあたり、
謹んでお慶びを申しあげます。
　会員の皆様方におかれまして
は、希望に満ちた新年を迎えら

れたことと存じます。また平素より、当商工会議所の事
業運営につきましては、ご理解、ご協力をいただき心よ
り感謝いたします。
　昨年の世相を顧みますと、世界においては、トラン
プ・アメリカ大統領の就任、史上最年少のマクロン・フ
ランス大統領の就任、そして韓国では朴前大統領の逮捕
と文大統領の就任、また北朝鮮情勢の激化など、世界経
済にも大きな影響を及ぼす政治状況などが続きました。
また、ベトナム・ダナンで開かれたTPP閣僚会合におい
て、11カ国によるTPP協定の新たな枠組みが大筋合意さ
れました。米国の離脱を受け、いくつかの項目が凍結と
なったものの、わが国経済にとって、成長する各国・地
域の活力を取り込み、新たな成長につながるものとして
期待されるとともに、中小企業の海外展開にも役立つも
のであると考えます。
　わが国の経済は、アベノミクスの成果が現れ、総じて
緩やかに改善し、大企業の業績は比較的堅調に推移し
ている一方で、中小企業や各家庭にとっては、まだまだ

　明けましておめでとうござ
います。
　平成30年の新春を迎え、謹
んでお喜び申しあげます。
　日本商工会議所会頭として5

回目の新年を迎えました。各地商工会議所の皆様にお
かれましては、日頃から当所事業に一方ならぬご支援・
ご協力を賜り、年頭にあたり厚くお礼申しあげます。
　さて、西暦で下一桁が7の年は、過去に金融に関わる
大きな危機が訪れたこともありましたが、昨年の世界経
済は、米国経済が堅調に推移し、欧州も緩やかに回復、
中国では高成長から安定成長へと軟着陸に向かってお
り、全体的に当初の予想を上回る安定した動きとなりま
した。わが国経済も、潜在成長率が回復したとはいえ
まだ1%程度の実力の割には健闘しました。しかし持続
的な成長に向けて構造改革の推進とサプライサイド政

実感が伴わない状況であります。また、大手自動車メー
カーの不正検査問題や大手鉄鋼メーカーの検査データの
改ざんなど、日本の製造業の信用を失いかねない問題が
露見し、我々を驚かす事態となりました。
　昨年は、東京都議会議員選挙や武蔵野市長選挙、そ
して衆議院選挙も実施されました。衆議院議員選挙で、
与党が過半数を大きく上回る議席を獲得することとなり、
安倍政権の経済再生に向けた取り組みや外交等の実績に
対する評価などを反映したものと受け止めています。今
後も、中小企業の成長につながる政策を期待していま
す。当所としましても、必要に応じ、日本商工会議所、
東京都商工会議所連合会等を通じて、国・東京都への
要望活動を実施してまいります。
　東京都の有効求人倍率は2.1を超え、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りつつありま
す。当所では昨年4月に「地域ジョブ・カードサポートセ
ンター」を当館7階に設置し、企業の人材確保のお手伝
いをしています。会員の皆様にもぜひこの制度を知って
いただき、利用してほしいと存じます。また、地域の学
生のインターンシップを受け入れ、就業体験の機会を提
供してまいります。
　全国では、企業数が過去5年間で約40万社減少して

策の実行がますます重要になっております。
　一方で、企業を取り巻く環境は、TPP11の大筋合
意や世界の貿易量の急速な回復など明るい話題があ
るものの、北朝鮮問題、米国の保護主義的な政策、
BREXITの動きなど、先行きの不透明感も大きく
なっております。日本国内では、人手不足の顕在化
が、賃金の上昇にも影響を及ぼし、また、多くの中小
企業における経営者の高齢化、地方経済の疲弊など、
経営者の悩みは尽きなかったのではないでしょうか。
　このように不確実なことが多く、変化のスピードが
速い時代の中では、民間企業の経営者の役割がますま
す重要となっており、各々の経営者が「企業は何のた
めに、誰のためにあるのか」を考え、その中で具体的
にどう行動するべきかが問われています。今年は明治
維新から150年、また、東京、大阪、神戸の三つの商
工会議所が設立140周年を迎える年でもあり、自らの

稲 垣　英 夫

三 村　明 夫

武蔵野商工会議所  会頭

日本商工会議所  会頭
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企業経営のあり方を振り返る好機でありましょう。
　日本の資本主義と民間企業の発展に多大な貢献を果
たした渋沢栄一翁は、「論語と算盤」を著し、「道徳経
済合一説」という理念の中で倫理と利益の両立を掲げ
ております。その理念は商工会議所の精神的な支柱と
して、現代に受け継がれております。経営者の皆様に
は、是非とも渋沢翁の理念を自らの経営にどう活かす
のか、改めて考えていただきたいと思います。
　さて、大きな時代の変化の中で、平成30年を迎え
るにあたり、われわれ商工会議所が取り組むべき課題
は山積しておりますが、私といたしましては、「中小
企業の課題解決が日本経済の成長に直結するものであ
る」との信念のもと、以下のような課題に重点をおい
て取り組んでいきたいと考えております。
　1点目は、「人手不足の克服」です。深刻化する人
手不足は、特に中小企業で顕著であり、およそ6割の

企業が人手不足を訴え、この先もますます深刻化す
ることが確実です。わが国における人手不足解消のた
めには、女性、高齢者、外国人などの多様な人材の活
用とともに、ICTなどを活用した生産性の向上が不可
欠です。商工会議所としては、会員企業への支援に必
要な施策を政府の各種会議などで要請していくととも
に、支援事業の実施に取り組んでいきます。また外国
人材のさらなる活用についても、時代に応じた抜本的
な見直しを訴えていく所存です。
　2点目は、「事業承継」への取り組みです。昨年は、
事業承継税制の抜本拡充を求める「推進大会」を開催
するなど、全国の商工会議所の総力を挙げて、政府・
与党へ働きかけた結果、平成30年度税制改正におい
て、商工会議所の意見が多く盛り込まれた形で、事業
承継税制の抜本拡充が実現しました。改めて税制改正
の実現にご協力いただいた関係各位に厚く御礼申しあ

おり、その主たる原因は廃業です。廃業した半数の企業
は黒字であり、中には非常に利益率が高い企業もあった
ようです。中小企業が取り組まなければならない課題と
して、事業承継は大きな問題となってきています。昨年
11月に、「東京都多摩地域事業引継ぎ支援センター」が
立川商工会議所内に開設されました。全国47都道府県
にすでに設置をされていますが、地域レベルでは全国初
のセンターになります。事業承継とくにM&Aにまつわる
相談を受け付けています。当所でもこのセンターと連携
するなどし、後継者不足で事業存続に悩みを抱える事業
者を支援していきます。
　昨年10月の武蔵野市長選挙で松下新市長が誕生しま
した。これから第六期長期計画の策定をはじめ、産業振
興計画や吉祥寺グランドデザインの改定などに着手され
るものと考えます。当所としてもこれらの計画づくりに、
市と連携・協力しながら積極的に参加してまいります。
　昨年のインバウンド（訪日外国人観光客）は3000万
人に届こうとしています。さらに来年にラグビーワール
ドカップ、再来年には東京オリンピック・パラリンピック
開催が控えています。本市においてもインバウンド対応
により一層傾注していく必要があります。当所としても
市や観光機構等の関係団体との連携・協力のもと、「武

蔵野吉祥七福神めぐり」や「Musashinoごちそうフェス
タ」、「吉祥寺コレクション」など、都市観光に資する地
域活性化事業に取り組んでいきます。
　私はこれまで、会頭就任時に事業目標として掲げた
「会員拡大事業」、「行政と連携した地域振興事業」、「会
員相互の融和事業」、「商工会議所固有の事業」の4事業
を推進してまいりました。この中でもとくに会員拡大事
業につきましては、着実に取り組み、昨年も関係者のご
尽力により150件入会という年間目標を達成することがで
きました。念願の加入率40%まであとわずかです。この
間のご協力に感謝するともに、本年も引き続き関係各位
のご協力をお願いいたします。
　結びに、本年は当所にとって3年に一度の役員・議員
改選の年にあたりますので、円滑な改選が行えますよう
全力で取り組んでまいります。
　本年も、商工会議所に関わるたくさんの皆様のお世話
になることと思います。皆様から信頼され、役に立つ商
工会議所を目指して、常議員をはじめ各部会、委員会の
ご協力を得ながら、役職員一同頑張りますのでよろしく
お願いいたします。
　皆様のご健勝、事業のご発展を祈念申し上げ、年頭の
あいさつといたします。
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げます。中小企業の事業承継は、単なる相続の問題で
はなく、世代交代による中小企業の活性化、生産性向
上、地方創生など、わが国経済の成長に関わる大変重
要な課題であります。今後5年間で団塊世代の経営者
30万人が70歳に到達する「大事業承継時代」を迎え
る中で、商工会議所として、事業承継税制をはじめ、
国の施策をフル活用し、わが国経済を支える中小企業
の円滑な事業承継を後押ししていく必要がありますの
で、引き続き、皆様のご協力をよろしくお願い申しあ
げます。
　3点目は、「地方創生」への取り組みです。第一次
産業の活性化、およびインバウンドのみならず国内観
光を含めた観光振興による地域・地方の活性化に引

き続き取り組みます。さらに、2020年オリンピック・
パラリンピックは、わが国の魅力を世界にアピールす
る絶好の機会であり、招致から続けてきた大会成功に
向けての取り組みは、商工会議所の使命の一つと捉え
ております。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ていくことが重要であり
ます。
　平成30年は、上述の課題を解決・克服していくた
めの1年にしたいと考えております。「未来を拓く商
工会議所」として、日本商工会議所では、全国515商
工会議所、青年部、女性会などとの連携をさらに強化
し、企業、地域、ひいては日本経済の持続成長の実現
に向けて全力で取り組んでまいります。

　都内８商工会議所の会頭と小池都知事との懇談会が、
11月30日(木)に都庁において開催されました。
　東京都商工会議所連合会会長である日商･東商三村会
頭のあいさつにはじまり、続いて小池都知事から ｢東京
は日本のけん引役で、みなさま方にはその原動力の一つ
一つのエンジンを担っていただいている。これからもし
かり連携していきたい｣ とのあいさつがありました。
　その後、懇談に入り、各地域の実情や課題、各商工
会議所の取り組みについて、各所会頭から意見発表が
ありました。当所の稲垣会頭は、“魅力あふれる地域づ
くりに向けた取り組み”というテーマで、武蔵野地粉う
どんや武蔵野吉祥七福神めぐり、Musashinoごちそう

フェスタといった地域活性化事業と武蔵野のおみやげ
認定制度などの都市観光事業について説明しました。
　各会頭からの報告を受けた小池都知事からのコメン
トは、「農地をはじめ緑を守ることが多摩地域の特色。
多摩地域の魅力がさらに上がるよう都としても後押し
をしていく。東京オリンピック･パラリンピックに向
けて、地域を盛り上げていってほしい。都においても
しっかりと対応していく」という趣旨のものでした。
懇談会の最後に、三村会頭より、各商工会議所での取
り組みを前向きに評価していただいたことに感謝の意
を表すとともに、多摩地域への支援と、懇談会の継続
的な開催を要望されました。

都知事と都内商工会議所会頭との懇談会を開催
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　12月14日（木）に「被災地応援キャンペーン
抽選会」（浜田一真被災地応援キャンペーン分科会
委員長）を実施しました。今年のごちそうフェスタ
では、忘れられた被災地応援キャンペーンと銘打っ
て、当抽選の賞品すべてを茨城県

けん

北
ぽく

の物産や旅行宿
泊券に選定した他、9月29日に実施したキックオ
フイベントや11月23日に開催した物産・逸品市
では物産・観光PRコーナーを設置するなど茨城県
北エリアを応援しました。
　抽選会当日は稲垣会頭、原田副会頭、前田実行委
員長、大楽情報・広報分科会委員長と被災地応援
キャンペーン分科会委員で、応募総数1,424通の
中から、105名の当選者の厳正なる抽選を行いま
した。
　ごちそうフェスタ参加事業所の皆様のご協力を賜

り、たくさんのご応募をいただきました。心から御
礼申し上げます。
　なお、当選発表は賞品の発送をもってかえさせて
いただきます。
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会員増強運動　ご協力のお礼
　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成29年度の入会目標件数を150件として加入促進活動を実
施してきましたが、12月末をもって無事に達成することができました。
　期間中は、多くの皆様にご協力をいただきありがとうございました。
　結果につきましては、2月号会報誌に掲載をします。

新入会員 の紹介 11/16

～

12/14

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社 A-plan 各種イベント業
地区外 商業部会倉持梱包 梱包

株式会社 AnVain イベント企画、制作
株式会社 アドコンダクター 広告代理業

吉祥寺地区

サービス業部会

恵庵整体院 リラクゼーション・整体院
司法書士　筧 由紀子 司法書士
株式会社 en records カウンセリング事業・音楽事業
タイガーケイプロジェクト 舞台製作
荒木タクシー 個人タクシー

中央地区
南波穣税理士事務所 税理士
株式会社 ドリーミンホーム 不動産業

境地区
株式会社 ESライフプラン 不動産業
北川　晋大 不動産鑑定士

地区外
小山　有香 ノニを使った化粧品・健康食品販売
美容室　髪家 美容業
全国仲人連合会　花小金井支部
クラシーコミュニケーションズ 結婚相談所・ビジネスマナー研修

第13回Musashinoごちそうフェスタ
「被災地応援キャンペーン抽選会を実施しました。」
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消費税軽減税率対策セミナーのお知らせ
　消費税軽減税率制度が平成31年10月1日から実施されます。消費税軽減税率制度は全ての事業者
に影響があり、請求書や帳簿の記載方法や、消費税課税事業者の消費税計算方法も変更になり、自社
で軽減税率の対象品目の取り扱いがなくても、経費のなかに対象品目が含まれていると税率ごとの区分
経理が必要となります。
　今般は、武蔵野税務署長をお招きしご講話いただくとともに、商工会議所施策普及員が消費税軽減
税率制度および対応策について詳しく説明しますので、この機会に是非ご参加ください。

日　時 平成30年1月18日（木）
時　間 14：00～ 16：00
会　場 武蔵野商工会館４階 市民会議室（武蔵野市吉祥寺本町1-10-7）
講　演  第1部  『税務署の生い立ち』　 講 師  武蔵野税務署長　阿部 卓郎 氏
  第2部  『消費税軽減税率制度と対応策について』
 　　　　 講 師  永見 充久 氏（CFP©、商工会議所消費税軽減税率施策普及員）

参加費 無料
定　員 90名（申込順、定員になりしだい締め切ります）

申込方法 お電話もしくは商工会議所HPトップページ「セミナー・イベント」欄からお申込みください

経営サクセスセミナー開催
　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。
　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！

　
開催日 時　間 内　容

1 月25日（木） 14：00～ 16：00 売れるＰＯＰの作り方の極意

1 月31日（水） 14：00～ 16：00 Word Pressを使った商用ホームページの活用術

2 月 2 日（金） 14：00～ 16：00 お金をかけずに地元客をガッチリ掴む！『地域密着型の集客』

2 月 7 日（水） 14：00～ 16：00 アイデアをどうやってビジネスモデルに昇華させるか

2 月15日（木） 14：00～ 16：00 中小企業がお金をかけずにマスコミに掲載される！効果抜群の広報術

申込方法：  折込チラシにてFAX、お電話もしくは商工会議所HPトップページ「セミナー・イベント」
欄からお申込みください。

お問合せ 中小企業相談所（担当：今北）
TEL 0422-22-3631

お問合せ 中小企業相談所（担当：今北）
TEL 0422-22-3631

セミ
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第51回優良従業員表彰式を、11月29日（水）武蔵野市立商工会館にて開催しました。
栄えある今年度の被表彰者は下記の方々です。おめでとうございます。

優良従業員表彰式　開催される！  ～ 56名を表彰～

食品業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（資）吉祥寺虎屋 長井　隆博　 10年以上

飲食業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（有）大鵬 望月　弘一 誠実
（株）ニューカサハラ 松長　延晃 誠実

商業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

内藤薬局 植松　悦子 30年以上
（株）武蔵境自動車教習所 本多　英昭 20年以上
（株）武蔵境自動車教習所 坪田　泰明 20年以上
（株）武蔵境自動車教習所 飯坂　　栄 20年以上
（株）三祐産業 平柳　貴也 10年以上
（株）三祐産業 斉藤　史人 10年以上
（株）マーブル 髙野　優子 10年以上
（株）武蔵境自動車教習所 井口　由似 10年以上
（株）三祐産業 半田　光司 誠実
（株）三祐産業 伊達　瑛子 誠実
（株）マーブル 樋口　祐太 誠実

工業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（株）メルクスシステム 清水　達夫 30年以上
インターテック（株） 馬上　雄司 10年以上
インターテック（株） 酒井　悠輔 10年以上
NTT-ATシステムズ（株） 大竹　真実 10年以上
NTT-ATシステムズ（株） 草野　博雅 10年以上
日機装サーモ（株） 佐藤　圭子 10年以上
日機装サーモ（株） 足立　淳二 10年以上
パシフィック・エンジニヤリング（株） 富田　成郎 10年以上
パシフィック・エンジニヤリング（株） 久野　理枝 10年以上
（株）三信電機製作所 上原さつき 誠実
中浜工芸（株） 宮古　圭三 誠実
（株）三信電機製作所 小野寺貴昭 技術
中浜工芸（株） 西川　寿史 技術

建設業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（株）織田ホーム機器 清藤　松司 20年以上
武蔵野硝子（株） 小林　信二 20年以上
武蔵野硝子（株） 棚田　敏弘 20年以上
リベスト建設（株） 高岩　正尚 20年以上

サービス業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（学）井之頭学園 大野　リエ 30年以上
（公財）武蔵野健康づくり事業団 小俣　裕子 30年以上
日本郵便（株）武蔵野郵便局 藤田　裕二 30年以上
（株）エフエムむさしの 久保田浩友 20年以上
（株）太平洋シルバーサービス 脇田　　聡 20年以上
（株）太平洋シルバーサービス 桜田　宗子 20年以上
（株）リベスト 横堀由起子 20年以上
（株）アトレ吉祥寺店 二瓶　敏彦 10年以上
むさしのFJ司法書士法人 柴田　　清 10年以上
むさしのFJ司法書士法人 松本　美香 10年以上
武蔵野美装（株） 田畑　隆昌 10年以上
（医）陽和会 粕谷美貴子 10年以上
（医）陽和会 下山　弘恵 10年以上
（医）陽和会 前床　　剛 10年以上
（医）陽和会 斉藤　大介 10年以上
（株）アトレ吉祥寺店 前田　美紀 誠実
（医）順洋会 伊藤まりか 誠実
（有）順洋会むさし野 齋藤　真二 誠実
（有）順洋会むさし野 河角　　慈 誠実
（株）ビューティ横田 森谷　桂子 誠実
武蔵野美装（株） 柿本　千鶴 誠実
武蔵野美装（株） 黒澤　洋二 誠実
（株）リベスト 石橋　佳織 誠実
（株）リベスト 山田　　侑 誠実

金融業部会
事　業　所　名 氏　　　名 表彰理由

（株）ゆうちょ銀行武蔵野店 根本有輝子 誠実

（敬称略）

平成29年度　武蔵野商工会議所優良従業員表彰（平成29年11月29日）
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工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

報 告

▶新入会員歓迎会・忘年会を開催
　工業部会（林敏雄部会長）では、12月12日
（火）に新入会員歓迎会・忘年会を吉祥寺東急
REIホテルにて開催しました。新入会員や部会
員、そして、三鷹商工会工業部会の正副部会長の
皆様をはじめ、多くの来賓の方々にもご臨席いた
だき、46名の方が参加しました。
　当日は、新入会員の方から自己紹介もあり、一
年の労をねぎらうとともに、部会員相互の新睦を

深める交流の場となりました。また、今回は「産
業交流展2017」で来場者の注目を集めた、商工
会館1階のLED案内表示板の紹介動画をデジタ
ルサイネージを設け、流しました。

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

i nformation

▶初詣
　飲食業部会（新妻義次部会長）では、今年度も
初詣を行います。
　部会員の皆様に送付している案内をご確認のう
え、お申込みください。

飲  食 業 部会 お問合せ 飲食業部会（担当：佐野）

 日 程 2月14日（水）
行き先 小田原城・報徳二宮神社
受付締切 2月7日（水）
参加費 一人　5,000円（バス代・昼食代等）
定　員 30名（予定）

お問合せ 商業部会（担当:井上）

i nformation

▶第4回　吉祥寺コレクションについて
　吉祥寺コレクション実行委員会（安藤智之実
行委員長）では、平成30年4月30日（月・祝）
に吉祥寺駅北口ロータリーにて吉祥寺コレクショ
ンを開催します。このイベントは、武蔵野市の商
業、とりわけ服飾雑貨分野の発展を推進するため
のファッションショーです。このファッション
ショーを通じて、この地域ならではのファッショ
ンを提案し、新たな流行の発信地として注目さ
れ、地域経済の活性化に繋がることを目指してい
ます。是非、お越しください。

商 業 部会  

～出店者の募集～
　吉祥寺コレクション開催にあたり、現在出店者
を募集しています。是非、お申込みください。詳
細は、12月号の折込みチラシをご覧ください。

～ご協賛のお願い～
　吉祥寺コレクションのイベント趣旨をご理解い
ただき、ご支援いただける企業を募集していま
す。広報媒体として制作するパンフレットやポ
スターに掲載します。その他、イベント当日のス
テージ等にも企業名を掲載します。詳細は、12
月号の折込みチラシをご覧ください。
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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
報 告

▶ビジネスチャンスの夕べ交流会開催
　サービス業部会（安藤孝部
会長）では、11月22日（水）
に吉祥寺東急REIホテルに
て、ビジネスチャンスの夕べ
交流会を開催しました。

　ビジネスチャンスの夕べ交流会は、多種多様な
業種の集まる当部会ならではの事業で、部会員事
業所のPRタイムを設け、ビジネスチャンスの拡
大の場として利用されています。
　当日は、72名が参加し、自社PRタイムでは、
29事業所がパンフレットやチラシで会社内容な
どをPRしました。その後、積極的に名刺交換が
行われ、情報交換等交流を図っていました。

報 告

▶恒例クリスマスチャリティトークライヴ盛況
　恒例のクリスマスチャリティトークライヴを12
月9日（土）に武蔵野公会堂にて開催しました。
　20回目を数える今回は、日本レコード大賞企
画賞、ゴールドディスク賞、純邦楽・アルバムオ
ブザイヤー、平成16年度芸術選奨文部科学大臣
新人賞など受賞歴が多数ある雅楽師の東儀 秀樹
氏を迎えトーク＆ライヴを行いました。素晴らし
いステージとなり多くの方に楽しんでいただきま
した。また、今回の収益の一部は武蔵野市社会福
祉協議会に寄付します。

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

i nformation

▶講演会の開催について
　建設業部会（五十嵐保部会長）では、右記のと
おり講演会を開催します。
　今回は、現在、フリーアナウンサーとして活躍
中の沢口みなみ氏を講師にお招きし、絶対に上手
くいく対人関係 「幸せ　会話術」をテーマに行い
ます。毎日の暮らしで役立つ「会話」のアドバイ
スです。
　また、司会に、むさしのFMのパーソナリティ

でもおなじみの宮原靖子氏が行います。
　聴講希望者は、同封の申込書に必要事項をご記
入のうえ、FAXまたは電話にて事務局までお申
込みください。

 日 時 2月19日（月）
 17：30～ 19：00（受付17：00～）

会　場 武蔵野商工会館　4階市民会議室
演　題 絶対に上手くいく対人関係「幸せ　会話術」
講　師 フリーアナウンサー　沢口 みなみ 氏
聴講料 無料（どなたでも聴講いただけます）

i nformation

▶2月講演会の開催について
　金融業部会（森園美智子部会長）では、2月1
日（木）に商工会館4階で講演会を開催します。
　参加希望の方は、申込書に必要事項を記入のう
え、1月25日（木）までにFAXで申込みください。
商工会議所HP上の「セミナー・イベント」ペー
ジからもお申込みできます。

金 融 業 部会 お問合せ 金融業部会（担当：小林）

　なお、金融業部会員の方は、懇親会の開催通知
と合わせて送付済の案内からお申込みください。

 日 時 2月1日（木）　 15：30～ 17：00
会　場 武蔵野商工会館4階 市民会議室
演　題 『2018年、経済動向をよむ』
講　師  野間口 毅 氏（大和証券投資情報部 株式ストラテジスト）
定　員 90名（先着順。どなたでも参加できます。）
参加費 無料
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観光委員会
i nformation

観光委員会　講演会のご案内
　観光委員会（勝俣淳子委員長）では、下記のとおり講演会を開催します。
　皆様お誘いお合わせのうえご参加ください。
　※詳細は同封のチラシをご参照ください。

 日 時 2月23日（金）　17：30～ 19：00
場　所 武蔵野商工会館4階　市民会議室
演　題 『貴重な写真でたどる井の頭公園の100年』
講　師 川

かわ

井
い

 信
しん

良
すけ

 氏（（株）文伸　代表取締役社長）

定　員 90名（どなたでも参加いただけます）

参加費 無料

女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）

報 告

▶都内商工会議所女性会共催事業
　女性会（伊藤隆子会長）では、11月24日（金）
に新宿区にて、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。
　当日はまず、
バスタ新宿にて
開発経緯や施設
の概要等につい

て説明をいただきながら施設見学を行いました。続い
てバスで移動し、漱石山房記念館にて資料等見学を行
いました。
　その後、歌舞伎町の新名所「ゴジラヘッド」の見学
や新宿区の地域振興について説明を受けました。最後
に「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。

i nformation

▶2月定例会・交流会の開催について
　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、2月13日
（火）に、2月の定例会を開催します。
　参加希望の方は、同封の参加申込書に必要事項を記
入の上、2月6日（火）までにFAXにてお申込くだ
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できます。
　なお、プラザ会員の方は、交流会の開催通知と併わ
せて別途ご案内をお送りしますので、そちらからお申
込みください。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

お問合せ 観光委員会（担当：佐野）

 日 時 2月13日（火）　18：30～ 19：45
会　場 当所5階 第1・2合同会議室
演　題 『今さら訊けない個人情報保護法の対応方法』
講　師  相澤　直行 氏
  （（株）iStream代表、プライバシー

マーク主任審査員）

定　員  30名（先着順。商工会議所会員の方
のみ参加できます。）
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「障害者と一緒に働くのって難しい…」  「最初の一歩が踏み出しにくい…」
　ここ数年、積極的に障害者雇用を行っている企業が増加していますが、その一方で、採用活動をどのように進め
ていくべきか、企業の人事担当者のお悩みはいまだ多く耳にします。
　武蔵野市地域自立支援協議会はたらく部会では、このたび、企業の皆様、地域の皆様に「障害のある方が働く
姿」について、まずは具体的なイメージを持っていただくことを目的として、この度のセミナーを開催することと
しました。障害者雇用、その「最初の一歩」のきっかけづくりとしていただければ幸いです。

障害者雇用に関心のある企業の方、市民の方向けセミナーを開催します！
『障害者雇用企業応援セミナー　～一緒に働く準備、できていますか？～』

 日 時 2月23日（金）18：30～20：30（開場18：00）

会　場 武蔵野商工会議所　5階　第１・２会議室
対　象 障害者雇用に関心のある企業の方、市民の方
参加費 無料
主　催  武蔵野市、武蔵野市地域自立支援協議会はた

らく部会

 お申込み   TEL 0422-26-1855
 　e-mail ill1@lion.ocn.ne.jp 
 　（武蔵野市障害者就労支援センターあいる）
※ 当日はハローワーク三鷹雇用指導官、障害者の就労支援を行って
いる各団体より、障害者雇用の現状、就労までのステップ、実際
の働き方などについてご説明いたします。詳しい内容につきまし
ては、武蔵野市障害者就労支援センターあいるホームページをご
覧ください！　URL●http://www.musashino-ill.jp/
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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

株式会社 ミリオンドリーム

様々なご要望に対応したホームページの制作
を最適価格でご提供致します！

　弊社は、複数の取引先の下請けを中心に、WEB
サイト制作を行ってきました。
　そのため、幅広い業種で2000件以上の制作実績
があります。
　一言でホームページと言っても、業種ごと、お客
様ごとに求められるデザインや機能は様々で、1業
種のみの経験では困難な場合もあります。その点、
弊社は幅広い業種での制作経験から、最適なプラン
のご提案が可能です。
　WEB制作をご検討の際は是非、ご相談下さい。

nail salon PAINT 吉祥寺

大人の女性のためのネイルサロン。普段使い
から華やかネイルまでお手頃価格でご用意。

　吉祥寺北町の成蹊大学そばの閑静な住宅街にオー
プン致しました！ 駅まで行くのは面倒なマダム、
幼稚園・小学校の送り迎えの奥様方にご好評いただ
いております。日常使いに＋αした上品なデザイン
からパーティ仕様のゴージャスなものまで丁寧にカ
ウンセリング、施術致します。プライベート空間で
映画や海外ドラマなどご覧いただきドリンクを飲み
ながらお手入れをしてまいります。贅沢なひと時を
お楽しみいただければと思います。

代表者 ● 浅野　弘嗣
所在地 ● 180-0003東京都武蔵野市吉祥寺南町2-20-13　吉祥寺A館202
TEL ● 0422-24-9451 FAX● 0422-24-9452

e-mail ● info@million-dream.co.jp
URL ● http://www.million-dream.co.jp

代表者 ● 國井　あゆみ
所在地 ● 180-0001東京都武蔵野市吉祥寺北町3-7-14　1階
TEL ● 0422-38-7576

e-mail ● paint.pns@gmail.com
URL ● http://nailbook.jp/salon/21344/
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般、経営者や経営幹部の異業種交流会である、
「神田経営者クラブ」や「静岡県中小企業経営

革新フォーラム21」「福井県中小企業経営革新フォー
ラム」のメンバー 20数人と一緒に、沖縄県の企業視
察をしてきた。
　常食・制限食の製造販売の「パーソナルフードサー
ビス」、IT企業の「シーポイント」、沖縄最大の菓子製
造販売や外食産業を営む「御菓子御殿」、さらには、健
康食品や化粧品の企画・通信販売企業である「沖縄教
育出版」の4社を今回は訪問してきた。いずれも、沖
縄県を代表する著名企業であり、かつ元気印企業であ
るが、今回はその中から「沖縄教育出版」を紹介する。
　同社は、代表取締役会長の川畑保夫氏により、今
から40年前の1977年に創業した企業。当初は社名
のとおり、川畑氏の前職の経験を生かし出版事業でス
タートしたが、ワンマン経営に対する社員の反発や過
労もあり、川畑氏はやがて心身共に疲れ果て、そのう
ちに重いガンを患い、長い闘病生活を余儀なくされた。
　このことがきっかけで、健康や一緒に働く仲間の大
切さに気付いた。奇跡的に退院、復帰した後は、今日
の事業のベースとなる「健康商品」（食品や化粧品な
ど）分野に進出したのである。
　後発型企業ということもあり、本体は開発と企画に
特化し、製造は全て信頼できる協力企業に委託する、
いわゆるファブレス企業を志向した。加えて言えば、
全国各地に直販店を設ける余裕もなく、また販売商社
などに依頼すれば値決め権を失うばかりか、最も大切
なエンドユーザーの顔の見える開発ができなくなると

考え、「テレマーケティングによる通信販売」を選択し
た。テレマーケティングの要は「親切丁寧な仕事をす
る心優しいスタッフ」と考え、入院前とは打って変わ
り、社員教育や“お互いさま風土”の醸成に注力した。
　同社から学ぶべき点は多々あるが、その代表格は
「朝礼」である。筆者はこれまで8000社以上の企業
の現場を訪ね、その朝礼にも参加させていただいたこ
とがあるが、正直な感想を述べると、徳島県の「西精
工」と並ぶトップの「朝礼」であった。
　その詳細をここで述べる紙面的余裕はないが、当
日の朝礼時間は、午前9時から10時10分までの70
分間に及んだ。当日は、事務所の通路に全員が並び、
「お互いの肩もみ」「ハッピースマイル」「お客さまから
の感動のエピソードの紹介」などがあり、そして最後
は社員たちと筆者ら参加者全員が手をつなぎ、小学校
時代を思い出させる「フォークダンス」を踊ったが、
あっという間の楽しい心温まる「朝礼」を経験した。
　日頃からのこうした努力が実り、順調に業績を伸ば
し、今や、パート社員を含め社員数は約130人。同
業界では、リピーター率がトップクラスの超優良企業
にまで成長、発展している。

先
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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

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

健康・命の大切さを知り変わった『沖縄教育出版』
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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

（取材担当:宇治川・伊野瀬）

AnniBirthColor／【DoU?】

代表　藤田 昭江

コラム

所在地：武蔵野市吉祥寺本町1-21-9　B1F
TEL：090-7288-2009
URL：AnniBirthColor　http://www.annibirthcolor.com
　　　【DoU?】　http://dou.annibirthcolor.com/

　今回は、AnniBirthColorの代表でブランディングコ
ンサルタントの藤田昭江さんにお話をお聞きしました。
　藤田さんはアパレルメーカーでの勤務や広告代理店
の企画・営業の仕事を経験した後、母親向けのイベン
トの企画運営、オリジナルグッズの販売などを行う
AnniBirthColorを始められました。「ママの笑顔は
こどもを笑顔に、こどもの笑顔はママを笑顔に」をコ
ンセプトに、母親に重点を置いたワークショップや映
画の自主上映会を開催。母の日には、ママを笑顔にす
るイベント「Mama-ile Day 2017」を武蔵野プレイ
スにて開催しました。
　今年の8月からは、小規模な企業や個人事業主、
個人をブランディングするコンサルティング事業
【DoU?】を立ち上げ、活動を広げています。創業当
時から広告に関する相談を受けることが多く、クライ
アントのパートナーとして相談に乗れるような事業を
始めたそうです。“ブランディング”と聞くとの敷居
が高いと感じる方が多いので、入口として気軽に参加
できる名刺講座を開催しています。名刺を通して自身
のやりたいことが見えてくるので、ワークやアドバイ
スによって名刺だけでなく事業を見直すきっかけにも
してもらいたいとのこと。名刺コンサルティングは、
一度作成した名刺は使っていくうちに『もっとこうし
たい』と気付くことも多いため、一緒に考え修正を行
えるプランとなっています。デザイナーでない藤田さ
んだから作れるデザインがあるといいます。藤田さん
はイラストレーター等の特別なデザインソフトではな
く、パワーポイントを使用して名刺やチラシの作成を

しているそうで、その
パワーポイントのノウ
ハウも教えてもらえま
す。また、デザインの
基礎や用語も学べ、そ
れらが頭に入っている
とデザイナーに依頼を
する時にも役に立つと
のことです。
　今後はブランディン
グの相談を気軽にで
き、地域に根付いたも

のをやりたいとの思いから、スタートアップカフェ武
蔵境での名刺講座を企画しています。起業を目指すマ
マや育休中のママの相談に乗れるお茶会も、2018年
1月25日に第一回目を開催予定。まずは体験して次
の依頼を考えていただければとのことです。
　デザインや色の勉強もしていて、ご自身の幅広い経
験から「お客様の相談に対して何かしらのボールを返
せる。」と話す藤田さん。事業に関するお悩みから個
人的な相談まで、気になることがある方はお問合せを
してみてはいかがでしょうか。
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 15.4 ▲ 16.3 ▲ 5.5 ▲ 21.0 ▲ 26.2 ▲ 13.2

関　東
▲ 12.3 ▲ 14.5 ▲ 5.8 ▲ 8.6 ▲ 23.5 ▲ 10.2

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
▲ 14.9 ▲ 10.0 ▲ 4.2 ▲ 24.3 ▲ 31.7 ▲ 10.9

関　東
▲ 11.3 ▲ 11.3 2.9 ▲ 10.3 ▲ 27.9 ▲ 12.4

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成29年12月14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 250 417 698 122 215 1,132 70 2,904

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12月～2017年2月

Lobo調査とは……
全国の422商工会議所が3865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 30.4 42.9 87.1 55.8 35.2 68.0 39.4

　11月の全産業合計の業況DIは、▲14.9と、前月
から＋1.1ポイントの改善。電子部品、自動車、産業
用機械関連を中心に製造業が全体を牽引したほか、イ
ンバウンドを含む観光需要の拡大や、消費の持ち直し
を指摘する声が聞かれた。他方、人手不足の影響拡大
や、仕入価格、運送費の上昇、消費者の節約志向が引
き続き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▲15.4（今
月比▲0.5ポイント）とほぼ横ばいを見込む。輸出や
設備投資の堅調な推移、個人消費の持ち直し、インバ
ウンドを含めた観光需要拡大、経済対策・補正予算な
どへの期待感がうかがえる。他方、深刻な人手不足の
影響拡大や、原材料費・運送費の上昇などを懸念する
声もあり、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移する
見通し。

業況ＤＩは、改善。先行きは持ち直しへの期待感みら
れるも、ほぼ横ばい

 2016年11月: 2017年11月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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中小企業のセキュリティー対策　初期設定変更で感染防止

INFO 東京都産業労働局からのお知らせ
『中小企業向けサイバーセキュリティ対策の極意』　冊子の配布について
　近年、サイバー攻撃の脅威が懸念されていますが、中小企業においては、「対策は必要だと分かっていても、難しく
てどこから手をつけたらいいかよく分からない」などの声が聞かれます。
　本ガイドブックは、「サイバー探偵　冴羽　守（さいば　まもる）」が、中小企業がサイバー攻撃
について必ず行うべき対策や、事故が発生した場合の初期対応などをなるべく分かりやすく伝える
内容のものです。
　会員事業所に向けては、昨年末に郵送にて1冊ずつ送付しましたので、ぜひご活用ください。
また当所窓口でも配布しています。※数に限りがございます。

　WEB版もあり、下記のアドレスからダウンロードできますので、あわせてご活用ください。
【東京都産業労働局HP】http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/cyber/jigyou/guidebook/

　昨今、IoT（Internet of Things）が多くの注目を
集めている。IoTとは、「モノのインターネット」と
訳されるが、さまざまなシステムや機器がインター
ネットにつながることで、これまでになかったサービ
スが創出されると期待されている。一方で、IoTが普
及すればするほど大きな問題となってくるのがサイ
バーセキュリティーの問題である。

ネットワークカメラも標的に
　昨年10月、米国企業が大規模なDDoS攻撃
（Distributed Denial of Service：ネットワークに
接続する複数のコンピューターに対して一斉に大量の
通信を行うことで、サービスや機能を停止させようと
する攻撃）を受ける被害が発生した。報道によれば、
「Mirai（ミライ）」というマルウエア（ウイルスなど
悪意のあるソフトウェア）に感染した、ネットワーク
カメラやルーターなどのIoT機器で構築されたポット
ネット（外部からの命令で一斉にDDoS攻撃を仕掛
けるなど、遠隔操作が可能なマルウエアに感染した機
器群）による攻撃であったとみられている。
　IoT機器の中には、その機器の利用時に必要とな
るユーザ名とパスワード（ログイン情報）として、
“root”や“Password”といった汎用的な単語を初
期設定としている製品がある。「Mirai」は感染した
IoT機器を踏み台にして感染拡大を図る際、このよう
な初期設定に利用されるログイン情報で他のIoT機器
に侵入を試みる。
　そのため、利用しているIoT機器のログイン情報が
初期設定のままであると「Mirai」の侵入を許し、感
染する。つまり、「Mirai」に感染したIoT機器による
大規模なDDoS攻撃を引き起こした背景として、多
くのIoT機器でログイン情報が初期設定のまま利用さ
れていたと推察される。
　また、海外のウェブサイト上に、ネットワークカメ

ラの映像が公開されていることが判明し、騒ぎとなる
事案もあった。

メーカーは利用者に配慮を
　いずれの事業においても「IoT機器のログイン情報
が初期設定のまま」であったことが主因と考えられる。
マルウエアの感染被害を防ぐ、および情報漏えい（カ
メラ映像の意図せぬ公開など）を防ぐためにも、ネッ
トワークカメラやルーターなどのIoT機器を利用する
際には、必ず初期設定を変更することを推奨する。
　なお、設定を変更する際にはパスワードは安易なも
のは避け、可能な限り長く、複雑な設定にし、またパ
スワードを使いまわさないことが重要である。こうし
たパスワードの初期設定に関する方法は、例えば大手
メーカーもネットワークカメラの推奨設定をウェブで
公開するなどの取り組みを行っているので、利用者は
確認していただきたい。
　一方、IoT機器のログイン情報が初期設定のまま利
用されることのないよう、IoT機器のセットアップ
の過程でパスワードの変更を促すなど、IoT機器の
開発、製造に携わる提供者による自助努力も望まれ
る。このようにIoT機器は今や、使いやすさだけでな
く、利用者にとってのセキュリティー対策のしやすさ
といった配慮も求められている。独立行政法人情報
処理推進機構（IPA）ではこのような被害を防ぐため
適切なセキュリティー対策が施されたIoT機器が供給
されるよう、提供企業向けにデジタルテレビ、ヘル
スケア機器、スマートハウスなどのIoT機器のセキュ
リティー設計について解説した「IoT開発におけるセ
キュリティ設計の手引き（https://www.ipa.go.jp/
security/iot/iotguide.html）」を公開している。IoT
機器の提供企業はぜひご一読いただきたい。

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）
　　［会議所ニュース7月11日号（日本商工会議所発行）より転載］
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