
武蔵野商工会議所 会報

2
2018

会員新春のつどい

─Vol.536 ─むさしの
Newsletter

Topics

武蔵野商工会議所
武 蔵 野 の 商 工 業 を 支 え 続 け る
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　井の頭公園　井の頭池1967（昭和42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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　平成30年会員新春のつどいは、午後5時より吉祥
寺第一ホテルにおいて昨年を大きく上回る320名の
参加者のもと、盛大に行われました。
　本年は、金融業部会が担当部会となり、各部会、女
性会から選出された実行委員の方々の協力を得て実施
されました。
　当日は、恒例の福引大抽選が行われたほか、武蔵

会員新春のつどい 盛大に行われる
トピックス
Topics

　新年恒例の四団体（武蔵野市・武蔵野市議会・武蔵
野商工会議所・武蔵野市商店会連合会）共催による新
年賀詞交歓会が、午後1時より吉祥寺第一ホテルで開
催されました。
　当日は、松下市長、本間市議会議長、稲垣会頭、花
俣商店会連合会長の主催者挨拶に続き、来賓挨拶、叙
勲・褒章受章者の紹介がありました。
　その後、鈴木東京都議会議員の声高らかな乾杯の音
頭により、和やかな歓談が始まりました。400名を超
える参加者で会場がいっぱいとなり、そこかしこで輝
かしき新年を祝う挨拶や名刺交換、賑やかな懇談で盛
り上がり、会場内は正月ムードで熱気に包まれていま
した。

四団体共催による
「平成30年新年賀詞交歓会」開催

1月16日（火）

1月9日（火）

野地粉お正月うどんや武蔵野のおみや
げ、「むさしのプレミアム」の一部商
品の販売も行い、多くの方々にご購入
いただきました。
　今回、参加された方々、賞品のご提
供をしてくださった方々、誠にありが
とうございました。
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　後継者不足などで事業の存続に悩みを抱える事業者
を支援するため、経済産業省から委託を受けて新たに
「東京都多摩地域事業引継ぎ支援センター」を開設し
ました。
　事業引継ぎ支援事業は、「産業競争力強化法」に基
づき国から委託を受け、東京・大阪・名古屋をはじ
め、全国47都道府県にセンターが設置され、事業承
継とくにM& Aにまつわる相談を中心に受け付けて
います。
　多摩地域においても第三者承継（M& A）のニーズ
が急激に高まってきており、事業引継ぎセンターの必
要性がクローズアップされました。
　そのような中、専門の職員が問題解決に向けたアド
バイスやマッチング支援などを行うほか、外部専門家

　少子高齢化に伴う若年齢者層の減少や景気回復に伴
う人手不足などで、中小企業では人材の確保が難しく
なっているという声が高まっています。
　そこで商工会議所では、関東商工会議所連合会が取
りまとめのもと、各所が連携し会員企業へのインター
ンシップ受入や新規採用に力を入れていく取り組みを
始めています。
　この度、インターンシップ受入や新規学卒者を積極

　武蔵野商工会議所では、昨年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9月より実施してきましたが、12月末をもって無事に目標の口数を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。なお、加入・増口のお申込みにつき
ましては、随時行っていますので、ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

　●武蔵野商工会議所　　　　　　TEL 0422-22-3631
　●アクサ生命保険株式会社　　　TEL 0422-48-9082
　　むさし府中営業所　武蔵野分室

（公認会計士、税理士、弁護士等）や民間マッチング
支援機関とも連携しながら引継ぎ支援を行います。

•国が運営する事業で安心して相談いただけます。
• 企業にとって最善の事業承継の方策を利害関係者の無
い第三者の専門家が経験に基づいてアドバイスします。

場　所：立川商工会議所内
　　　 （立川市曙町2-38-5　立川ビジネスセンタービル12階）
相談受付：（無料）　
平日  午前9時～午後5時
TEL 042-595-9510
FAX 042-595-9515

後継者がいない、事業引継ぎが不安など、　事業承継のご相談に
無料・秘密厳守で対応

新・生命共済「むさしの」加入・増口キャンペーン
ご協力の御礼

「東京都多摩地域事業引継ぎ支援センター」オープン

的に採用したい企業の登録募集を行います。登録後は
3月1日を目途に、各企業の登録内容を関東圏の115
大学、24専門学校へ情報提供を行います。
　商工会議所の会員であれば登録、情報提供に伴う費
用は無料ですのでこの機会に是非ご利用ください。
　詳しくは折込のチラシでご確認ください。

お問合せ

  総務課   TEL　0422-22-3631

2018年度インターンシップ受入企業、2019年3月卒大学生・
専門学校生採用企業募集

資料請求・詳細に
ついてのお問合せ
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武蔵野吉祥七福神めぐり武蔵野吉祥七福神めぐり

　今年で12回目を迎えた「武蔵野吉祥七福神めぐり」
を、1月1日（月・元日）から7日（日）の7日間
にわたり開催しました。干支が一周したことを記念
して、色紙を全部金色にしました。色紙を購入され
た方の中で、今まで金色の色紙を手にしたことが
なかった方は大変喜んでいました。また、天候に
も恵まれ、大変多くの方々に参加いただきました。
とくに、5日（金）～ 7日（日）の3日間で開催さ
れたJR東日本主催の「駅からハイキング」では、
1,650人近くの参加者があり、大変賑わいました。
　また、吉祥寺駅北口に設けた本部や各寺社では、
御朱印を集める色紙セットやお正月うどん、各種

グッズを販売しました。今回から新グッズに加わっ
たクリアファイルも人気がありました。延命寺と杵
築大社では、武蔵野とんがらしかりんとうの販売や
甘酒のふるまい、焼き芋の販売とともに、武蔵野昔
話紙芝居や南京玉すだれの実演もあり好評を博しま
した。
　開催期間を通じて、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。各寺社の関係者や当所役員、関東バス
関係者、商店街の方々、アルバイトスタッフなど、 
当イベント運営に携わっていただきました皆様、ご
協力ありがとうございました。

武蔵野吉祥七福神めぐり
開催しました！第12回

1月1日（月・元日）～7日（日）
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武蔵野吉祥七福神めぐり
各部会・女性会の

1/5

1/5 1/5

1/5

1/5

食品業 部会

商業 部会 建設業 部会

女性会

飲食業 部会

第12回
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　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（役員・事務局目標
含）として加入促進活動を実施してきました。昨年12月末をもって無事に達成することができました。
　部会ごとの結果は下記のとおりとなっています。達成率に応じて報奨金または協力感謝金を部会にお支
払いしました。ご協力いただきありがとうございました。

部会名 食品業 飲食業 商業 工業 建設業 サービス業 金融業 合計

目標数 8 18 17 14 11 17 10 95

結　果 1.5 19 17 8 15 25 10 95.5

目標達成率 18.8% 105.6% 100.0% 57.1% 136.4% 147.1% 100.0% 100.5%

　先の委員会で平成30年度の会員増強運動の目標件数や実施期間について検討を行いました。その結果、
下記のとおり実施していくこととなりました。

　実施期間：平成30年1月～平成30年12月
　目標件数：150件（そのうち、部会全体の目標件数は95件です。）

　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。

平成29年度結果報告と平成30年度ご協力のお願い

新入会員 の紹介 12/15

～
1/17

事業所名 業　種 地　区 所属部会

有限会社 ティー・エス　ラ・クール・カフェ 飲食業

吉祥寺地区

飲食業部会
カイザーキッチン株式会社 シュマッツ吉祥寺店 ジャーマンビアレストラン

エステティックサロン　エトワール 美容業（フェイシャルエステ）

サービス業部会

offi  ce SAMURAI business support 社会保険労務士事務所

アール・ブイ・シー株式会社　八国山農園 広告および企画業と農業・オーガ
ニック野菜等販売

ファミーユ・ラグ 美容室

株式会社 福徳社 チェーン店店舗開発に関する教育・
コンサルティング業

地区外
ウィンクラー 香織 英語発音トレーニング・セミナー

黒崎 玄 イラストレーター

株式会社 レインボーウェイヴ webシステム開発・スマホアプリ開発

会員増強運動
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●経営計画作成支援セミナー

　補助金申請には、経営計画書や補助事業計画書の作成が必須となります。補助金の概要やその計画作り、
申請書作成のポイントについて解説します。
　日　時　2月28日（水）　15：00～ 17：00
　会　場　武蔵野商工会館内会議室

●個別相談会

　申請に必要な書類の書き方について、中小企業診断士よりアドバイス等が受けられます。
　毎年、この個別相談会に参加し、多くの方が補助金を獲得しています。（完全予約制）
　日　時　3月12日（月）　10：00～ 12：00／ 13：00～ 17：00
　　　　　3月13日（火）　10：00～ 12：00／ 13：00~17：00
　　　　　※相談時間は、1事業所30分とさせていただきます。

　 　セミナー及び個別相談会は、いずれも参加費無料です。詳しくは、同封の「持続化補助金案内」及び「経
営計画作成セミナー」のそれぞれのチラシをご覧ください。

　［お問合せ］　中小企業相談所（担当：佐伯）　TEL　0422-22-3631

経営計画作成セミナー及び個別相談会のご案内

　中小企業相談所では、平成30年2月下旬頃から公募開始が見込まれる、50万円の補助金が獲得可能な
「小規模事業者持続化補助金」に対応した「経営計画作成セミナー」及び「個別相談会」を下記のとおり開
催します。この機会に是非ご参加ください。

50万円が獲得できる!
小規模事業者対象の販促活動に活用できる補助金対応セミナーです

～小規模事業者持続化補助金とは?～
　この補助金は、販路拡大をお考えの小規模事業者向けのもので、経営計画に基づいて実施する販路
拡大等の取り組みに対し、50万円を上限（補助率：2/3）に補助金が出るもので、全国の商工会議所
等が相談窓口になる補助金です。

 日　時 平成30年3月8日（木）　

  第一部   「 サイバー空間の脅威と現状～見抜く力を～」
 時間：14：00～（受付開始：13：45）
 講師： 警視庁サイバーセキュリティ対策本部

場　所 武蔵野商工会館4階市民会議室
対象者 武蔵野商工会議所会員、武蔵野市民

  第二部  「 サイバーセキュリティに関する最新の動向と
求められる対策とは」

 時間：15：00～（受付開始：14：45）
 講師：トレンドマイクロ（株）

　広報・情報委員会（吉田光昭委員長）では、3月8日（木）に商工会館4階市民会議室にて、市・警察署・
当所共催のサイバーセキュリティセミナーを開催します。※詳細は同封の参加申込書をご覧ください。
　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23日（金）までにFAXにてお申込
みください。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みできます。

サイバーセキュリティセミナー開催のご案内

定　員 90名（申込み先着順）
参加費 無料

［お問合せ］　広報・情報委員会（担当：伊野瀬）　TEL　0422-22-3631
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第２回　3月16日（金）

2020年大会招致とオリンピックの
マーケティング
 講師：中森 康弘 氏

公益財団法人 日本オリンピック委員会 強化部長

2020年大会の海外での招致活動で最前線に立って
いた中森氏が、招致活動とオリンピックのマーケ
ティング、さらには2020年大会に向けた日本代表
の選手強化の現状を解説します。

主　催 特定非営利活動法人 武蔵野スポーツクラブ　　
共　催 武蔵野商工会議所
協　力 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等に向けた武蔵野市実行委員会
時　間 19：00～ 21：30（受付18：45～）
会　場 武蔵野商工会議所会議室（武蔵野市吉祥寺本町1-10-7）　
　　　    吉祥寺駅北口から徒歩５分
参加料 武蔵野市在住在勤の方：2500円　一般：3000円　学生：2000円
      　   開催当日、会場入り口でお支払いください。
定　員 各回50名（お申込み受付順）

ビジネスパーソンのためスポーツ講座
今こそ聞きたいオリンピック・パラリンピック

　あとわずか２年に迫った東京2020オリンピック・パラリンピック。大会の開催、選手の強化を担う2020年大会の
キーマンであるお二人をお招きして、お話をうかがいます。
　日頃お仕事にお忙しいあなたの疑問にお答えします。
　軽食等をとりながらの、ライト感覚な会です。仕事帰りに気軽にお立ち寄りください。
　講演の前後に情報交換の時間も設定します。

 第１回　2月14日（水）

障がい者スポーツの現状と
2020年パラリンピックに向けた課題
 講師：中森 邦男 氏

公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会 強化部長
日本パラリンピック委員会 事務局長

日本の障がい者スポーツの普及、強化を牽引して来
た中森氏が、2020年大会に向け新時代に突入した
日本の障がい者スポーツの現状と、2020年大会に
向けた選手強化の課題を解説します。

（右）のQRコードをスマホ等で読み取ると自動的にお申込みフォームが立ち上がります。
必要事項を入力の上送信ボタンを押してください。

■このイベントについてのお問い合わせは下記までお願いします。
特定非営利活動法人 武蔵野スポーツクラブ（東京武蔵野シティフットボールクラブ事務局）
　電　話：0422-55-0720 　
　E-mail：info@tokyo-musashinocity.com

お申込方法

参加ご希望の方は事前に下記までお申込みください。
締め切り：定員に達した時点で締め切ります
特定非営利活動法人武蔵野スポーツクラブ（東京武蔵野シティフットボールクラブ事務局）

TEL：0422-55-0720　　https://www.tokyo-musashinocity.com/
インターネットでのお申込みは、上記のアドレスの東京武蔵野シティ FCのホームページにアクセスし、掲載されてい
る開催情報から入力フォームにアクセスをしてください。
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工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

報 告

▶大相撲初場所観戦報告について
　会員交流委員会（小山委員長）では、大相撲初
場所観戦を平成30年1月28日（日） 千秋楽に
実施しました。今場所は、栃ノ心が初優勝を飾
り、大変盛り上がった場所でした。参加された
方々は、観戦を楽しまれました。

i nformation

▶各地区会開催のお知らせ
　工業部会（林敏雄部会長）では、昨年度に引き
続き、東、中、西の各地区会員交流会の開催を予
定しています。
　今回も、経営に役立つ勉強会と懇親会を予定し

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

i nformation

　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、司会は、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）

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

お問合せ 商業部会（担当:井上）

i nformation

▶商業部会講演会
　商業部会（西宮忠部会長）では、右記のとおり
講演会を開催します。
　今回の講演会は、シニアライフデザイン代表の
堀内裕子（ほりうち ゆうこ）氏を講師にお招きし、
「武蔵野市と高齢者が元気になる知恵～シニアの購
買行動と購買戦略のヒント～」をテーマに行います。
　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

商 業 部会  
込みください。

 日　時 3月9日（金）
 15：30 ～ 17：00（受付15：00 ～）
会　場 武蔵野商工会館 4階市民会議室
演　題 「 武蔵野市と高齢者が元気になる知恵
 ～シニアの購買行動と購買戦略のヒント～」
講　師 シニアライフデザイン 代表　　　 
 堀内 裕子 氏
定　員 90名（事前申込制・先着順）
聴講料  無料（どなたでも聴講いただけます）

昨年の東地区会の様子

ていますので、お気軽にご参加ください。

　※ 日程、開催時間、内容については、詳細が決まり次
第、別途ご案内を差し上げます。

　※ 基本は対象の各地区の会員の方が対象になりますが、
他の地区の方も参加できますので、その際は事務局ま
でお問合せください。

部会だより
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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

旭化成ホームズ株式会社
ヘーベルプラザ吉祥寺

へーべルプラザ吉祥寺は住まい
土地活用のよろず相談窓口です。

　へーベルプラザ吉祥寺は、お気軽に立ち寄ってい
ただける土地活用の総合相談窓口です。
　皆様の個別ニーズに土地活用の専門スタッフが最
適な解決策をご提案します。賃貸経営・土地活用に
関するお悩みについて、いつでもご相談いただけま
す。土地オーナー・ヘーベルメゾンオーナーの皆様
の、信頼のおけるロングビジネスパートナーとして、
どうぞご活用ください。私たちが、皆様の土地活用
をサポートいたします。

株式会社福徳社
店舗開発実務講習

翌日から使える知識身に着く！
店舗開発担当者のための実務セミナーを毎月開講中

　チェーン店店舗開発の基礎的な考え方や具体的な
やり方を実務に即して学ぶ教育講座を毎月武蔵野商
工会議所５階会議室で開講しています。入門編から
上級編まで、実務のご経験がない方でも分かりやす
く解説。店舗開発に関わられている方やこれから関
わる可能性のある方、ご興味のある方など、どなた
でもお気軽にご参加ください。

代表者 ● 末宗 宏一郎
所在地 ● 180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-3トルチェノアール1階
TEL ● 0422-23-7037 FAX● 0422-23-7059

e-mail ● kichijoji@om.asahi-kasei.co.jp
URL ● http://www.asahi-kasei.co.jp/maison/hebelplaza/kichijoji/index.html/

代表者 ● 小泉 真理
所在地 ● 193-0801 八王子市川口町455-２
TEL ● 042-652-9542

e-mail ● info@fukutokusha.jp
URL ● https://29109.jp

お申込み・問合せは総務課まで 
TEL 0422‒22‒3631 

会員の皆様に
お届けします！

チラシチラシ
折込サービス

1社
折込み料

1枚 A4判まで　(A3二つ折り可)（1回・消費税込）21,600円

会報

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封
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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

「大阪のユニークな優良ホテル『道頓堀ホテル』」

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

新 大阪駅から市営地下鉄御堂筋線に乗り「なんば
駅」で下車し、徒歩3分のところに「道頓堀ホ

テル」という名のビジネスホテルがある。そこは正面
玄関に四体の顔柱があるので、すぐ分かる。ちなみに、
この顔柱には、全世界の人々に日本を好きになってほ
しいという意味が込められていて、「東洋人」「アフリカ
人」「アラブ人」「西洋人」を表しているという。

　創業は1970年と古いが、同ホテルが、業界では異
色のホテルと国内外から注目されだしたのは、三代目
となる現経営者の橋本正権氏が、経営改革に乗り出し
た、およそ10年前からである。その前までは、業況
はまずまずではあったが、価格を中心とした競争や業
績を重視した事業運営の中で、組織内はお互いさま風
土などまったくなく、ギスギス感がはびこり、社員は
心身共に疲労困憊（こんぱい）の状況であった。当然
のことながら、入社しても退社（離職）する社員が多
く、これが“ホテル”か……といったような、宿泊客
が逆に疲れがたまるような状況であった。

　こうした中、事業承継をした現経営者である社長と
専務を中心に、全社員で議論を重ね「社員と顧客の双
方が幸せを実感できるホテル経営」を目指そうと決意
し、一心不乱にその実現に向けて努力してきたのであ
る。まずは全社員と相談する場を設けた。そして次
に、企業の存在目的である経営理念や経営ビジョンを
策定した。その理念は「誠実な商売を通じて心に残る

思い出づくり」、そして経営ビジョンは「一緒に働く
人と共に幸せと誇りを感じる会社」、さらには企業使
命として「日本と世界の懸け橋になりたい」である。
　そして全ての判断基準や事業活動を、この理念など
に基づき進めることとしたのである。

　例えば、ES（従業員満足度）でいうならば、“人財”
の採用も「学歴採用」や「デモシカ採用」ではなく
「理念共感採用」に転換した。社員の負荷が大きくなり
業績が低下した場合にはアルバイトやパート職を多く
採用し、社員の負担を軽減した。加えて言えば、社員
を家族の一員として評価位置付けし、ぬくもりのある
大家族的経営をしていった。また、CS（顧客満足度）
でいうならば、宿泊客が「あったらいいな……」と思
う、至れり尽くせりのサービスを、次から次へと実践
していったのである。

　こうした努力が実り、今では入社希望社員が世界各
地から殺到するほか、転職的離職率も限りなくゼロ
%である。またCSも極めて高く、お客さまが増えて
ホテルの年間平均稼働率は95%以上である。
　ホテル業などサービス産業や外食産業は　ESと
CSの両立は困難という関係者がいるが、同ホテルの
存在はそうした見方・考え方を見事に破壊してくれ
る。
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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:池田・宇治川）

全国仲人連合会　花小金井支部

代表　友田多美子

コラム

所在地：〒187-0002 小平市花小金井2-27-7
TEL：042-465-1535
URL：042-427-5266

　今回は、小平市に事務所を構える全国仲人連合会花
小金井支部を訪問し、代表の友田多美子さんにお話を
お聞きしました。凛とした佇まいの友田さんは、商
社勤務後、ANAの客室乗務員として活躍されたのち、
結婚を機に退職。退職後は、身に付けた接遇やマナー
などコミュニケーションスキルをさらに深めるため、
俳優座演技指導者から身体全体の表現力（お辞儀・手
の使い方・顔の表情など）を学び、他方、グループ
ワークトレーニング手法を習得。
　その後はご主人と共に研修講師育成や研修講師とし
て人と多く接する病院やゴルフ場をはじめ、企業の新
人向けビジネスマナー研修で多くの実績を残されまし
た。日本商工会議所の専任講師も務められ、全国各地
の商工会議所でもセミナーを実施してきました。
　そんな友田さんが5年ほど前から力を入れているの
が全国仲人連合会に所属する仲人業。結婚相談業は、
今では多数ありますが、この組織は昭和45年に設立
され、現在まで続いている業界の先駆者です。
　紹介スタイルは、友田さんのような仲人を通じ、会
員が異性の方々の登録されたアルバムを見ながら気に
入った方がいればマッチングするという昔ながらのス
タイル。
　会員の年代で一番多いのが、30代後半から40代
の方々。生活様式が多様化している今、晩婚化も進ん
でいますが、そういった方々を中心に、20代の方は
もちろん、50～ 80代まで多数の方々が会員となり
伴侶を求めていることに驚かされます。
　「年配の方の場合、資格や地位、すでにお子さんが

いる場合など様々な理由から、籍を入れないスタイル
も今後増えるのでは。」という友田さん。
　経験豊富な仲人さんが親身になって対応してくれる
ので、相手の方に会う前に的確なアドバイスをきくこ
とができます。パートナーを求めている方、マナー講
習をお考えの方は上記まで。今、30分だけのミニミ
ニ講座「今さらながら名刺の正しい受け渡し方」が大
好評だそうです。
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 16.6 ▲ 13.7 ▲ 10.1 ▲ 17.9 ▲ 24.0 ▲ 18.6

関　東
▲ 13.2 ▲ 10.6 ▲ 2.8 ▲ 12.1 ▲ 23.9 ▲ 17.5

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
▲ 13.3 ▲ 7.4 ▲ 6.7 ▲ 17.4 ▲ 25.8 ▲ 11.5

関　東
▲ 8.4 0.0 ▲ 3.7 ▲ 1.7 ▲ 19.8 ▲ 12.6

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成30年1月17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 249 419 698 122 215 1,138 70 2,911

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 : 2018年1月～2018年3月

Lobo調査とは……
全国の422商工会議所が3868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 （%） 47.3 30.6 42.8 87.1 55.8 35.4 68.0 39.5

　12月の全産業合計の業況DIは、▲13.3と、前月
から+1.6ポイントの改善。電子部品や自動車関連の
生産が引き続き堅調に推移した。また、消費の持ち直
しから小売業、サービス業を中心に売上が改善した。
株価上昇を背景に高付加価値品の売上が増えたほか、
例年より早い気温の低下に伴う冬物商材の動きや、イ
ンバウンドを含む観光需要の拡大を指摘する声が聞か
れた。他方、深刻な人手不足に加え、鉄鋼、農水産物
などの仕入価格や運送費の上昇、食料品・日用品に対
する消費者の低価格志向を指摘する声が依然として多
い。中小企業の景況感は総じて緩やかな回復が続くも

のの、その動きには鈍さが見られる。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲16.6（今
月比▲3.3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。消費の持ち直し、インバウンドを含めた観光需要
拡大、輸出や設備投資の堅調な推移などへの期待感が
うかがえる。他方、人件費の上昇や受注機会の損失な
ど深刻な人手不足の影響や原材料費・燃料費・運送費
の上昇、コスト増加分の販売価格への転嫁遅れを懸念
する声も多く、中小企業においては先行きに慎重な見
方が残る。

業況DIは、改善続く。
先行きは慎重な見方が残るも横ばい圏内の動き

 2016年12月: 2017年12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　 経営者主導で効果実感

サイバー攻撃は他人事ではない
　テレビや新聞などでサイバー攻撃による情報漏えい
事件などが報道されているが、これは大企業に限った
話ではない。先頃、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）が発表した「中小企業の情報セキュリティ対策
の実態調査-事例集─」（以下、事例集）では、全国の
中小企業の被害事例や取り組みが紹介されており、サ
イバー攻撃はもはや他人事ではないことが理解でき
る。いくつか掲載事例を紹介させていただきたい。

事例１
　「従業員がメールに添付されていたファイルを不用
意に開いたためウイルス感染し、基幹システムの設定
が書き換わる障害が発生した。システムベンダーの協
力を得て障害対応を行ったが、復旧するまでの1週
間ほど基幹システムの一部が使用できなくなった
 （静岡県・製造業）」

　同社ではウイルス対策ソフトを導入していたがウイ
ルスを検出できず被害を受けた。これを教訓に、メー
ルのフィルタリング製品の導入や従業員に対するセ
キュリティー教育を実施しており、以降は被害が発生
していないという。

事例２
　「自社で運営しているCMS（コンテンツマネジメ
ントシステム）で作成したウェブサイトが改ざんされ
てしまい、閲覧者が有害なサイトへ誘導されるように
なってしまった。実害はなかったが、セキュリティー
被害は身近なものであると感じた（宮崎県・運輸業）」

　サイバー攻撃を受けることで「被害者」になるだけ
ではなく、「加害者」になることもある。同社はメー
ルやウェブのフィルタリングができ一元的なレポー
ティング機能を備えたUTM製品を導入することで対
策強化と監視業務の効率化に取り組んでいるという。
　これらを対岸の火事と考えず、セキュリティー対策
に取り組む際の参考としてほしい。
　一方、事例集では、前向きな取り組みも多く紹介さ
れている。

事例３
　「同業他社の情報漏えい事件をきっかけに、自社の
セキュリティー対策の見直しとIT人材育成に取り組
んでいる。セキュリティー認証取得にも取り組んでお

り、行政、金融機関、取引先からの信頼獲得を実感し
ている（北海道・金融業）」
　セキュリティー対策は費用対効果が明確ではないた
めコストとして考えられることが多い。しかし、事例
集では、取り組みを対外的にアピールすることで信頼
獲得につながった、従業員のセキュリティー意識向上
など人材育成につながったという経営者の声も多い。
経営者がリーダーシップを発揮して対策を推進した企
業ほど効果を実感しているようだ。

ロゴマーク取得し取り組みPR
　中小企業がセキュリティー対策を
進めるに当たってはIPAが公開する
「中小企業の情報セキュリティ対策ガ
イドライン」（以下、ガイドライン）
が指針となるだろう。
　また、セキュリティー対策の取り組みを対外的にア
ピールするに当たってはIPAが4月から募集開始した
「SECURITY ACTION」制度を活用してほしい。
　「SECURITY ACTION」とは、中小企業自らが、
セキュリティー対策に取り組むことを自己宣言する制
度で、ガイドラインの実践をベースに2段階の取り組
み目標を用意している。また、取り組み目標に応じた
ロゴマークを使用することができ、ウェブサイトや名
刺などに表示することで、情報セキュリティーに自ら
取り組んでいることをアピールすることが可能だ。
　1段階目は、OS・ソフトウエアの更新やウイルス対
策ソフトの導入、パスワードの強化など、あまりお金
をかけなくても実施できる効果的な5つの対策に取り
組むこととなっている。これまで組織として対策に取
り組んでこなかった小規模企業でも容易に取り組める
内容であるため、まずはここから取り組んでほしい。

利用手数料は無料。
具体的な手続きはIPAのホームページ
（https://www.ipa.go.jp/security/security-action/ ）
を確認してほしい。

（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　平成29年9月11日号（日本商工会議所発行）より転載］
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