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通常議員総会開催 ─平成29年度の事業報告・決算案を承認─
　平成30年6月22日（金）

◆総括的概要◆
　事業年度の我が国経済を振り返ると、個人消費の低
迷など一時的に悪化が見られたものの全体としては堅
調に回復基調が続きました。しかしながら、会員の多
くを占める中小・零細企業からは、景気回復はなかな
か実感できないといった声や、我が国が本格的な少子
高齢化時代に突入したこともあり、人手不足、事業承
継などで苦慮しているといった声も目立ちました。政
治においては、夏の都議会議員選挙に始まり、10月
の武蔵野市長選挙、衆議院議員選挙と続き、政局に大
きな注目が集まった年でもありました。
　明るいニュースとして、冬季五輪で日本人選手が過
去最高のメダル数を獲得し、スケートやカーリングなど
連日連夜大いに盛り上がりました。来るべき2020年
東京オリンピック・パラリンピックへの期待が高まると
ともに、それに合わせ多くの外国人旅行客が訪日する
ことに対し、行政や各関係団体などでインバウンド事
業に対する委員会やプロジェクトが立ち上がりました。
　このような中、当商工会議所では、継続した会員増
強に注力し、政府の中小企業支援施策を積極的に告知
し利用者の増加をはかるとともに、会員事業所がより発
展し地域が活性化するよう各種事業に取り組みました。

 1. 会員拡大事業の推進

　商工会議所活動の根幹である会員拡大事業は、平成
22年の創立60周年までに掲げていた組織率30%の目
標を達成し、その後は中期目標として3,000会員、組織
率40%を目指し、役員・議員・部会などが一体となり増
強運動に取り組んでまいりました。継続して実施するこ
とで、会員を増やし地域を活性化するという意識も醸成
され、本年度は純増会員210事業所となり、念願であっ
た中期目標を達成す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、食品・飲食業部会合同事業の第13回Musashino
ごちそうフェスタを実施し、マンネリ化を打破するた
めにWEBを利用した周知方法を取り入れるなど、新
たな運営を模索したほか、継続して被災地の支援も行
いました。地域活性化委員会の所管事業である第12
回武蔵野吉祥七福神めぐりでは、事業開始以来、干支
が一回りする記念の年となり、これにあわせた記念
グッズの販売等も行い、7日間の売り上げも過去最高
を記録しました。回を重ねることで、近年は若者や
ファミリーでの参加も目立ってきました。
　次に、観光分野については、観光委員会において、
日本への観光客がアジア圏からの旅行客が多いことも
視野に入れつつ、次年度へ向けインバウンドマップ作
成の計画を検討したほか、武蔵野市の「東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会に向けた実行委員会」
および「観光・産業・交通（輸送）分科会」にも参画
し、行政、関係団体と様々な意見交換を行いました。
　工業部会で研究・開発を行い、昨年、商工会館1階
に設置されたLED案内表示板の活用方法を検討し、
まずは、行政情報の映像を定期的に流していくことと
しました。
　また、地域の大きな催しとして、井の頭恩賜公園開
園100周年事業へ協力したほか、一昨年惜しまれつ
つその生涯を閉じたぞうのはな子像設置についても、
積極的に支援・協力を行い、5月5日に吉祥寺駅北口
駅前広場に設置されました。

 3. 会員相互の融和事業の推進

　会員相互の融和事業は、会員増加に伴い、例年開催
している新入会員歓迎会や会員新春のつどいも多くの参
加者のもと開催されました。また、新入会員の方々と、

　6月22日（金）当館市民会議室において通常議員総会を開催し、3議案について
審議をしました。
　①議案第1号：平成29年度事業報告（案）承認の件、②議案第2号：平成29年度
収支決算報告（案）承認の件については、いずれも原案とおり可決承認されました。
また、③第3号議案：会頭選任方法の決定については、選挙制、推薦制、銓衡制の
うち、銓衡制で会頭を選任することが議決されました。
　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、
会員増強運動やMusashinoごちそうフェスタの進捗状況などについて報告がありました。
　なお、総会当日、関東経済産業局長表彰および関東商工会議所連合会ベスト・アクション表彰の伝達が行われました。
　平成29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。

NL7_2018_541.indd   2NL7_2018_541.indd   2 18/07/18   14:5018/07/18   14:50



3

News Letter　むさしの
Vol.541

Topics

平成29年度決算報告
収入の部

科　　　目 本年度決算額 備　　　考

1.  会　費 53,701,202 法人、個人、特別、役員

2.  交付金 101,482,792 東京都、武蔵野市等

3.  事業収入 228,937,262 検定受験料、事業参加料、受託料、印紙売上、パソコン教室（118,295,196）等

4.  労働保険事務組合収入 36,078,529 事務委託料、労働保険料（徴収額）

5.  特別事業収入 103,155,799 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 8,394,980 使用料収入等

7.  雑収入 4,912,722 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 33,652,606

合　　　　計 570,315,892 前年度収支剰余金

支出の部

科　　　目 本年度決算額 備　　　考

1 .  一般事業費 238,852,701

2 .  小規模事業費 26,438,641 相談、指導事業

3 .  労働保険事務組合事業費 33,661,097 労働保険運営費、支払労働保険料

4 .  共済事業費 87,302,497 運営費、推進費

5 .  給与費 96,546,812 本給、諸給

6 .  旅費・交通費 314,806

7 .  維持費 12,074,422 会館共益費、営繕費

8 .  事務費 8,448,622

9 .  会議費 1,396,601

10.  渉外費 1,688,446

11.  公課分担金 9,350,300 各種税金、各種団体会費

12.  退職給与引当金 3,588,081

13.  福利厚生費 15,348,620 社会保険料、職員厚生費

14.  雑費 628,109

15.  積立金 10,256 受取利息分

16.  予備費 0

支出合計 535,650,011

収支剰余金 34,665,881 次年度繰越金

合　　　　計 570,315,892

より交流を深め、商工会議所を更に理解していただくた
めに、各部会独自の交流会や歓迎会も開催されました。
これにより会員同士の親睦が深まるとともに、各部会で
実施する事業への参加事業所も増えました。
　具体的な取り組みとしては、商業部会では、3回目と
なる「吉祥寺コレクション（吉コレ）」を開催するにあ
たり、ランウェイを整備し、モデルがより映えるようグ
レードアップを行いました。工業部会では、広域連携事
業である第7回武蔵野エリア産業フェスタの実施、建
設業部会では、むさしのまち大工のPRイベントとして、
「住まいりーフェスタ」を開催し好評を博しました。
　サービス業部会では、毎年相談者から好評をいただ
いている士業家による街頭相談会を実施したほか、金
融業部会は、最新の経済動向に関するセミナーを実施
するなど、それぞれ特色ある事業を実施しました。
　また、女性会では、武蔵野桜まつりへの出店参加や
例年実施される全国大会に参加し、他地域の女性会と
交流を深めました。異業種交流プラザでは、定期的な
定例会を実施し、各種セミナーを実施するとともに会
員同士の親睦を深めました。

 4. 商工会議所固有事業の推進

　商工会議所固有事業の推進については、委員会にお
ける各主管業務の当面の課題や関連事業について取り
組みました。総務企画委員会では、昨年に引き続き改
正が行われた、改正育児・介護休業法に対応した規程
類の整備などを行いました。
　中小企業支援においては、中小企業活力向上事業、
小規模事業者持続化補助金事業、小規模事業者経営改
善資金融資などについて、当所会報やホームページ等
で迅速な情報提供を行い、相談窓口も強化することで、
会員事業所が積極的に利用できる体制を整え、補助金・
融資等の利用件数の更なる増加に努めました。
　人材育成の分野では、会員企業からの人手不足に伴
う人材確保の要望に応えるかたちで、関東圏内の商工
会議所と連携のもと、インターンシップ受け入れや次
年度の新規学卒者の受け入れ希望事業所を募集し、関
東圏内の115大学、24専門学校に企業情報として提
供しました。

 5. 政策・提言機能の強化

　政策・提言活動は、国会に提出された「生産性向上
特別措置法案」において、中小企業の生産性向上を支
援するため、設備投資について固定資産税軽減措置が
なされることにつき、その認定の前提条件となる市町
村の「導入促進基本計画」の策定および認定を受けた
設備投資について固定資産税の特例率をゼロとする条
例制定を武蔵野市に要望しました。
　また、日本商工会議所が意見を取りまとめ、「大事

業承継時代」を中小企業が乗り切るため、事業承継税
制の抜本的拡充を要望した結果、2018年の1月より
10年間の時限措置として、事業承継時の納税負担ゼ
ロが実現しました。
　地域に関連する案件では、多摩地区の7商工会議
所、13商工会の連名で、JR東日本八王子支社に対し、
オリンピック・パラリンピックを見据えての安全対策
として、駅ホームの転落防止施設の早期実現を要望し
ました。
　更に、10月の松下玲子新市長誕生に伴い、当所役
員との懇談会を設け、市内商工業者の現状について意
見交換を行いました。

 6. 会議所経営基盤の強化

　財務基盤強化としては、検定受験者増加に向けた広
報や、昨年リニューアルされた「新・生命共済むさし
の」の新規契約者獲得に取り組んだほか、会報を中心
とした広告収入など収益事業の拡大に取り組みました。
　情報発信の強化においては、会報のみならずホーム
ページにおいても積極的に情報発信を行うとともに、
当所Facebookページのフォロワー数増加に努めま
した。
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関東商工会議所連合会第61回総会　栃木県小山市で開催

「第14回Musashinoごちそうフェスタ」いよいよスタート
　Musashinoごちそうフェスタは、市
民や来街者の方に武蔵野市の飲食・食品
店でお食事やお買い物を楽しんでいただ
き、更に地元の物産や逸品、名物を知っ
ていただく食の祭典です。地域にもすっ
かり定着してきたこの一大イベントを、
今年も開催します。
　実行委員会では、実行委員長に髙田ル
ミ子氏が選任されました。今後も楽しい
企画やイベント等の運営を進めていきま
す。事業内容は決定次第、会報等でお知
らせします。

　関東商工会議所連合会の第61回総会が、5月30日
（水）に栃木県小山市で開かれました。1都8県103会
議所のうち93会議所から会頭、副会頭、専務理事など
が出席し、当所からは加藤専務理事が参加しました。 
　総会では、会長である三村明夫日本・東京商工会議
所会頭の開会あいさつの後、来賓として、開催自治体
から福田富一栃木県知事と宮島誠小山市副市長、そし
て後藤収関東経済産業局長からあいさつがありまし
た。
　続いて、関東経済産業局長表彰として役員・議員
90名の方々が表彰され、当所議員からは、鈴木義雄
常議員が受賞されました。また、関東商工会議所連合
会第13回ベスト･アクション表彰では103団体が表
彰され、当所からは、｢毎年、会員増強の目標件数を
定め、目標を達成するために役員・一般会員も巻き込
むようなさまざまな取り組みを行うことで、会員増強
への意識を高め、協力体制を築くことができ、会員数
を着実に増加させることに貢献した｣ として、当所会
員増強委員会が受賞しました。
　議件審議では、開催地の大森武男小山商工会議所会
頭が議長を務め、2017年度決算･2018年度予算関
連の審議などが行われ、すべての議件が承認されまし
た。その後、2018年度ベスト･アクション表彰の先
進事例として、小山商工会議所とむさし府中商工会議
所からの発表がありました。

　休憩をはさんで、お国自慢として「小山評定」に関
する市民劇団による再現劇が披露されました。「小山
評定」とは、1600（慶長5）年7月25日、会津の
上杉討伐のために小山に来た徳川家康が、石田三成挙
兵の報を受け、諸武将を集めて今後の方針を諮った軍
議のこと。各武将が家康に従うことを誓約し、関ケ原
の合戦に臨むことを決めたとされ、江戸幕府成立に栄
光の道筋をつけた小山は、開運のまちと言われていま
す。劇の締めとして、当時の武将になったつもりで、
参加者全員で勝どきを上げ、各会議所の発展を祈念し
ました。
　引き続く特別講演会では、『地方創生下における
「稼ぐ地域」のしくみづくり』~広域ローカル経済圏
創造を目指す当社の地域商社戦略事例~』と題して、
ファーマーズ・フォレストグループCEOの松本謙氏
が、さまざまな地域資源の魅力を掘り起こし、地域か
ら、 全 国 へ、
そして世界へ
とつなぐ取り
組みを話され、
“もの” “こと”を
発信する取り組
みに興味深く聞
き入りました。

▲ 来賓としてあいさつする福田栃木県知事
 （隣は三村会長）

髙橋　勉
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　地域活性化委員会（伊藤則義委員長）で
は、今年度も「武蔵野吉祥七福神めぐり」
を1月1日（元日）~1月7日（月）まで
開催します。次回、第13回目を迎え、武
蔵野市内はもとより近隣他市からの来街
者、特に親子連れなどが増えるよう、新た
なイベントを企画検討しています。また、
パンフレットも昨年をベースにより見やす
く制作を進めており、広報PRを図ってい
きます。
　つきましては、広報媒体として制作する
パンフレットに、広告掲載へご協賛いただ
ける企業様を募集しています。詳細は、同
封の折込みチラシをご覧ください。 前回のチラシ

商店会イベント一覧（夏まつり）
平成30年6月14日現在

イベント名 商　店　会　名 実施時期 場　　所

千川小納涼盆踊り大会
盆踊り・和太鼓実演・手持ち花火

関前八幡町親交会 7月14日
16：00-20：00

千川小校庭

第39回納涼盆踊り大会
盆踊り、模擬店、ゲーム大会（15日）

武蔵野中央会 7月14日～ 15日
15：00-20：00

中央図書館前庭

第44回吉祥寺ふれあい夏まつり
盆踊り・縁日・各種イベント

吉祥寺大正通り商店会、吉祥寺公
園通り商店会

7月26日～ 27日
12：00-21：00

東急百貨店北側広場

吉祥寺南口ふれあい夏祭り
盆踊り・縁日模擬店・ビンゴゲーム等

吉祥寺南口商店会、吉祥寺パーク
ロード商店会

7月28日～ 29日
18：00-21：00

丸井屋上

サンロード月窓寺門前市
夏まつり　盆踊り・模擬店

吉祥寺サンロード商店街振興組合 8月4日～ 5日
11：00-21：00

月窓寺境内・
サンロード

関前八幡まつり
花火打ち上げ・縁日・和太鼓実演他

関前八幡町親交会 8月18日
15：30-21：00

関前南小校庭

第46回吉祥寺秋まつり 同まつり実行委員会
※一般の問合せ先は武蔵野市観光機構

9月8日～ 9日
10：30-18：00
（各町会により異なる）

吉祥寺周辺

お祭り　子どもによる山車の巡行 四軒寺町会 9月8日
13：00-17：00

四軒寺町会内

女子大通り秋のお祭り 吉祥寺女子大通り光会 9月8日～ 9日
9：00-20：00

第三中学校
北側スペース

五日市通り親交会秋祭り
模擬店

五日市通り親交会 9月9日
10：00-18：00

市民社協駐車場

※実施時間は予定です。また天候等の理由により予告なく中止／内容変更となる場合があります。

第13回武蔵野吉祥七福神めぐり
パンフレットへの広告掲載のお願い

2018

この部分が
掲載場所です!!
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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

6/14現在 4 7 15 5 5 15.5 9 59.5

　会員増強委員会（新妻義次委員長）では、平成30年の入会目標件数を150件として加入促進活動を行っ
ています。その内、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。
　ご協力をよろしくお願いします。

新入会員 の紹介

5/12
〜
6/14

事業所名 業　種 地　区 所属部会

M・Farm株式会社 農業商社 境地区 食品業部会

リージョナルダイニング株式会社  NICUTA 飲食業 中央地区 飲食業部会

あぶらや株式会社  雑貨販売（伝統工芸品）

吉祥寺地区

商業部会

株式会社 ときわスポーツ スポーツ用品販売

hisa ペットショップ

株式会社 サンバレー 不動産

有限会社 アクアヘルスコミュニケーションズ
スポーツに関する運営コンサルタント事業、
指導委託、指導者養成事業、健康づくり、
介護予防支援、地域支援事業

地区外

有限会社 郡司製作所 挽物加工業（ネジ、ナット） 境地区
工業部会

有限会社 松本製作所 プラスチック加工業 地区外

株式会社 リペア 建築業
吉祥寺地区

建設業部会
東京6-scale合同会社 建設業

株式会社 ソリド・ワン 建設業
地区外

有限会社 川滿工業 一般建設業（建築、タイルれんがブロック、
防水、とび土工、塗装、内装仕上工事業）

株式会社 g. g. hair design 美容院

吉祥寺地区

サービス業部会

オオクボデザインプラス 二級建築士事務所

株式会社 ゴーゴープロダクション STUDIO55 着ぐるみ制作、着ぐるみショー上演、
ダンススクール経営

IT環境設計株式会社  ITED ITサービス
中央地区

藤野タクシー 個人タクシー

アース・ハート・サークル  コトネ舎 その他の教育・学習支援業 境地区

安村雅己税理士事務所 税理士、コンサルタント、社団法人代表理事

地区外

クレアライズ株式会社 清掃業

森下企業株式会社 建設業（産業廃棄物処理等）

立川中央法律事務所 弁護士

麻雀ひかり 麻雀サロン

馬場恒雄法律事務所 弁護士

クロノバデザイン株式会社 店舗デザイン・設計・施工

関越総合企画設計株式会社 建築設計

新入会員 の紹介
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平成30年度会員会費の請求について

関係団体代表者異動について

経営サクセスセミナー開催のご案内

自宅で受けられる郵送健診のご案内

　平成30年度の当所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月末となっていますので、ご納入の程よろしくお願いします。

　当所の参与として諸事業にご指導、ご協力を賜っている関係団体について
　以下のとおり代表者の異動がありました。　　　　　　　　　　　　
 （敬称略）

団体名・役職 新 旧

一般社団法人　武蔵野青色申告会・会長 鴨下　常次 伊藤　則義

　当所では右記のとおり経営サク
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!

　詳細は同封の折込チラシをご確認のうえ、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。

　会員の皆様、会員事業所の従業員及び家族の方を対
象とした、郵送健診（がん予防検査、かんたん健診）
のご案内です。
　郵送健診は、自宅にいながらにして「がん予防検
査」が受けられるものです。申込みをされると、指定
の専用器具・容器が送付されます。便や血液などを自
己採取し健診機関に返送するだけで、検査結果が受診
者個人宛に親展で送られます。
　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。

日　時 9月5日（水）
時　間 14：00~16：00
会　場 当所5階 第1・2会議室

テーマ 営業成績がどんどん上がる社員の育て方

講　師 中城　卓哉 氏（パワーコーチ（株）代表取締役）
定　員  30名（申込順、定員になりしだい締め切ります）
問合せ  TEL  0422-22-3631（担当：今北）

　詳細は、同封のチラシをご確認ください。

対 象 者 会員ならびに会員事業所の従業員及び家族
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、下記申込先までFAXまたは郵送にて
お申込みください。

申込締切日　平成31年1月31日（木）
問合せ・申込先　 「㈱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
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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

▶臨時総会開催について
　食品業部会（寺岡芳雄部会長）では、8月2日（木）に臨時総会を開催します。
　今年は3年に一度の役員議員の改選年です。2号議員、正副部会長、監事、評議員を選任します。
　詳細は、別途往復ハガキにてご案内します。

お問合せ 食品業部会（担当：小泉）食  品 業 部会 

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：櫻井）

i nformation

▶第8回武蔵野エリア産業フェスタ出展のご案内
　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、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8回武蔵野エリア産業フェスタ」
の出展者を募集いたします。本年度は初の3日間
開催となります。

●開催日時
 講演会  平成31年2月7日（木）
　内容・時間は今後、委員会で検討
 展示会（商談会） 

　平成31年2月8日（金）11：00～ 17：00
 交流会 

　平成31年2月8日（金）17：30～ 19：00
 展示会（即売会） 

　平成31年2月9日（土）11：00～ 17：00
●場　　所　小金井　宮地楽器ホール　
●出展料金
　展示会（商談会）：1事業所　15,000円
　展 示会（即売会）： 1事業所　10,000円

＋別途手数料として売上の10％
　交流会（名刺交換会）：1名　5,000円

※ 出展料には、展示ブース一式、電気料、参加企業紹介冊
子等を含む
※ 申し込み、出展数、小間使用については、今後、委員会
で検討

▶産業交流展2018のご案内
　工業部会（林敏雄部会長）では、「産業交流展
2018」に今年も出展します。昨年同様、3小間で
出展の予定です。

 日　時 11月14日（水）~11月16日（金）
 10：00~18：00（最終日17：00終了）
場　所 東京ビッグサイト　東4・5・6ホール

昨年の展示ブースの様子
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 部会だより

お問合せ サービス業部会（担当： 三輪）サ  ー ビ ス 業 部会
i nformation

▶ サービス業部会員限定
　　　~厚生事業のご案内~
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、部会員
へ向けた厚生事業として、劇団め組8月公演「新
撰組後日譚~SAMURAI達の挽歌」のチケットを
取り扱っています。
　新撰組や西郷隆盛、坂本龍馬といった幕末の人
気ヒーローが登場しドラマチックな殺陣も交え
て、サムライブームのクールジャパンエンターテ
インメントをお送りします。
　部会員の方は割引価格になっていますので、こ
の機会にお申込みいただき公演をお楽しみくださ
い。

│概  要│

演　題 「新撰組後日譚~SAMURAI達の挽歌」
出　演 劇団め組　
 日　時 8月2日（木）19：00
 8月3日（金）14：00 ・19：00
 8月4日（土）13：00 ・18：00
 8月5日（日）13：00 ・17：00 （全7回）
場　所  吉祥寺シアター
参加費 2,000円（サービス業部会員限定価格）
定　員 20名（先着順）

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐伯）

i nformation

▶ 臨時総会及び創立60周年記念事業の
開催について
　建設業部会（五十嵐保部会長）では、臨時総会
及び創立60周年記念事業を右記のとおり開催し
ます。ご案内は、別途、郵送にてお送りします。

 日　程 8月22日（水）
時　間 臨時総会　16：45~
 創立60周年記念パーティー　17：30~
会　場  吉祥寺東急REIホテル　3階コニファールーム

報 告

▶通常総会開催される

　金融業部会（森園美智子部会長）では、6月5
日（火）に当所7階役員会議室にて、平成30年度
通常総会を開催しました。

金 融 業 部会 お問合せ 金融業部会（担当：小林）

　平成29年度事業報告及び収支決算報告、平成
30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、「日和り（ひより）─酒・肴・そば
の店」に会場を移して懇親会を開催し、会頭と部
会員とで大いに交流を深めることができました。
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異業種 /女性会 / Information

女性会 お問合せ 女性会（担当：三輪）

報 告

▶第33回関東商工会議所女性会連合会
　総会「埼玉大会」

　女性会（伊藤隆子会長）では、5月29日（火）
に大宮ソニックシティにて開催された第33回関
東商工会議所女性会連合会総会に参加しました。
1都8県74の女性会から801名が一堂に会し、
当所からは女性会員10名が参加しました。
　記念講演会では、「幸せになるための生き方、
暮らし方」と題し、東京大学名誉教授の養老孟司
氏が講演を行いました。その後に開催された懇親

　当所では、４階と５階会議室の
貸し出しを行っています。使用目
的・人数にあわせて９時から22
時までご利用できます。
　５階第１会議室～第４会議室に
ついては、会員事業所使用の場合
は表の料金より２割引となりま
す。
　詳細については武蔵野商工会議
所ホームページをご覧ください。

i nformation

▶7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、7月
13日（金）に商工会館4階市民会議室で、7月の
定例会を開催します。
　今回は、まぐろ初競りでの史上最高額落札で有名
な「すしざんまい」の社長であり、マグロ大王の愛
称で親しまれ、今も多くの活動をされている木村清
氏をお招きし、「逆境に負けないチャレンジ精神」
と題してご講演いただきます。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当：今北）

 日　時 7月13日（金）
 18：30~19：45
会　場  武蔵野商工会館4階 

市民会議室
演　題 『 逆境に負けない

チャレンジ精神
~マグロ大王の挑戦人生~』

講　師 木村　清 氏
 （ 『すしざんまい』（株）喜代村　代表取締役社長）

定　員 90名（先着順。どなたでも参加できます。）

会では、津軽三味線奏者の中山信人氏の演奏とトーク
で会場は大いに盛り上がりました。

区分
室名 面積 午前

9時～12時
午後

13時～17時
夜間

18時～22時
全日

9時～22時 収容人数

４階市民会議室
（市外利用者料金） 178㎡ 9,000円

（10,800円）
15,000円

（18,000円）
20,000円

（24,000円）
40,000円

（48,000円） 90名

５階第１会議室 59㎡ 3,700円 4,900円 6,200円 12,300円 24名

５階第２会議室 42㎡ 2,500円 3,700円 4,900円 9,900円 18名

５階第３会議室 28㎡ 1,900円 2,500円 3,100円 6,200円 18名

５階第４会議室 19㎡ 1,200円 1,900円 2,500円 4,900円 12名

商工会議所 会議室利用のご案内会議室利用のご案内
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○相談無料・秘密厳守
○事業者のあらゆる相談を承ります
○武蔵野市内の小規模事業者と商工会議所の会員の方が無料で利用できます

相談項目 相談員 日　時 相談内容

経営全般/
各種融資/創業

経営指導員
中小企業診断士

（月）～（金）
9：00～ 17：15

・各種融資相談
  （公庫、公的融資制度、金融機関のあっせんなど）
・各種経営支援と相談
　（販路開拓、Webマーケティング、販売促進、
　補助金、事業計画の作成、新規事業開発など）
・創業相談

金融・創業
相談会

日本政策金融公庫
（融資担当者）

7 月13日（金）
8 月23日（木）
13：30～ 16：00
※事前にご予約ください。

・設備資金や運転資金の借り入れ
・借り換えや条件変更など

定例相談会
（記帳・申告・税務）

税 理 士

7 月13日（金）
9 月 5 日（水）
10：30～ 16：30
（12：00～13：00休）

※予約優先

・青色・白色申告する個人事業主の方
・所得税・相続税・消費税など
  一般的な税金問題

法　　律 弁 護 士
司法書士

※ お申込みをいただいた
後、日程を調整したう
えで実施します。

※ 相談時間は原則60分
以内とさせていただい
ています。

・ 契約、賃貸等をめぐるトラブル
・労務問題トラブル
・売掛・買掛トラブルなど

税務・会計 税 理 士 経理、事業継承、法人税・所得税・相続税など

労務・年金 社会保険労務士 就業規則、退職手続き、
労働保険（労働災害・雇用保険）、年金など

登　　記 司法書士 不動産や会社・法人の登記など

許 認 可 行政書士 建設業の許可など各種申請書類の作成など

特許・商標・意匠 弁 理 士 発明・特許・商標などの産業財産権に関す
る取得運用

建　　築 建 築 士 店舗・事務所など建物に関する相談

不 動 産 不動産鑑定士 土地建物の相談
借地・家賃・更新料などの相談やトラブル

不動産表示 土地家屋調査士 不動産表示に関する相談

I　T ITコンサルタント ITを活用した集客
社内システム・セキュリティなどの相談

経営専門相談のご案内

○受付は、武蔵野商工会議所6階となります。
○ 相談ご希望の方は、中小企業相談所 TEL 0422-22-3631まで
お気軽にご連絡ください。
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人を大切にする経営学会　会長　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、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などを歴任。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。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

サンキューレターが殺到する『新世紀解体工業』

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

東京・池袋駅から東武東上線に乗り、川越駅下車、
そこからJR八

はち

高
こう

線に乗り換え、高
こ

麗
ま

川
がわ

駅で下
車し、車で7分ほど走った埼玉県日高市の郊外に、株
式会社新世紀解体工業という社名の中小企業がある。
主事業は、社名のとおり建築物、とりわけ個人住宅に
特化した解体工事業。現在の社員数は24人である。

　同社の創業は2001年、社名の由来もここにある。
創業者は現社長の引間晋太氏の父親で、現会長の引間
豊氏だ。現会長は高校卒業後、他社の営業として勤め
ていたが、親戚の経営者が解体工事業を立ち上げたと
ころ、人手が少なく困っているからと、19歳でその
企業に請われ、解体職人として入社した。経営者が病
弱だったことに加え離職もあり、職人不足のため事業
継続は容易ではなかったが、365日、雨の日以外は
休日が無いほど働き続け、経営を軌道に乗せた。

　このようなこともあり、親戚から解体工事部門の分
離継承を依頼され、経営者になるや、現会長は「社員
には自分のような苦労をさせたくない……」と、労働
条件の改善、働きがいを感じる企業経営に注力してき
た。例えば、「全社員の正規社員化・月給化」「業界平
均をはるかに上回る賃金支給」「経理をはじめとした
経営のガラス張り化」や「社員の誕生日にバースデー
ケーキのプレゼント」「サービス残業をさせない」「全
社員が週40時間労働制となる就業カレンダーの作
成」といった福利厚生制度の創設である。

　こうした社員やその家族思いの経営は、解体職人を
はじめとした全社員の心を捉え、リーマンショック
により工事量が激減した2008年を除くと、創業以来
16年連続増収増益、社員数も減少した年は一度もな
く増員している。

　こうした経営スタイルは、15年にバトンタッチさ
れた現社長も見事に継承しているばかりか、一段と進
化している。

　先日、機会があって同社に数名の社会人学生と訪問
させていただいたが、「わが社の自慢は社員さんです」
「お客さまや近隣の方々に褒められる職人は当社の宝
であり、最高の営業マンです」と語ってくれた引間社
長を私たちは絶賛した。

　余談であるが、帰りがけ、解体物件の所有者からの
数々のお礼状を見せていただいた。文面には同社の解
体職人の“お客さまのために”を優先して行った、丁
寧な作業態度への感謝の思いとお礼が書き連ねられて
いた。

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
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（取材担当：宇治川・伊野瀬）

医療法人社団 正友会
松井健診クリニック　吉祥寺プレイス

院長　松井　正治

コラム

所在地：武蔵野市吉祥寺東町1-19-23
TEL：0120-037-388　
URL：http：//www.kichijoji-matsui-hp.jp/

　最近では、胃のバ
リウム検査に替えて
内視鏡検査を行う方
が増えているとのこ
と。また、大腸がん
は自覚症状が出にくいため大腸の内視鏡検査もぜひ受診
していただきたいと話されていました。内視鏡検査には
不安を感じる方もいるかと思いますが、鎮静剤を使用し
た検査であれば苦痛がなく受けられるそうです。
　検査の結果、再検査や精密検査となった場合には併
設のクリニックで対応し、さらに必要に応じて提携し
ている専門医療機関を紹介してもらえるなど受診後の
フォロー体制も充実しています。日本人間ドック学会
の会員となっているため、新しい情報にもいち早く対
応し検査項目の管理を行うなど、質の高い医療を提供
していきたいと話されていました。
　松井院長の娘さんが産婦人科医をされていることか
ら、将来は婦人科の開設も考えているそうです。ご自
身や従業員の方々の健康管理にご利用を検討されては
いかがでしょうか。
※ 人間ドック受診サービスにつきましては、会報6月号に折込
みのパンフレットをご覧ください。

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います。
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

～健康診断を受けていますか？～
　今回は吉祥寺駅東口より徒歩5分ほどの場所にある
松井健診クリニック吉祥寺プレイスにお伺いし、松井
正治 院長、砂子澤部長にお話をお聞きしました。
　松井院長は心臓外科がご専門で、以前は松井外科病
院として救急外来を行うなど、地元武蔵野市の地域医
療に永らく貢献されてきました。数年前より、予防医
学の健康診断を中心とした体制へとシフトし、2015
年に松井健診クリニック　吉祥寺プレイスとしてリ
ニューアルしました。砂子澤部長は健康医療コーディ
ネーター、ピンクリボンアドバイザーの資格をお持ち
で、現在のクリニックへの転換から携わっています。
　人間ドック・生活習慣病健診・定期健診・武蔵野市
住民健診などを実施しており、また近隣の方などこれま
での患者さんも大切にしたいとの思いから、クリニック
での内科・外科の診療も継続しています。今年度より、
当所の健康管理支援事業である、人間ドック受診サー
ビス（※）の実施医療機関にも登録されました。
　肺がんドックでは、肺がんの早期発見に有効な肺ヘ
リカルCTによる検査を行っています。女性のための乳
がん健診、子宮がん健診は女性の医師・スタッフが担当
しています。子宮がん健診には経膣エコーを導入してお
り、より詳しい検査が行えるようになっています。日本
は女性の健康診断の受診率が低いと言われていますが、
こちらの受診者比率は住宅地に所在していることもあり
女性の受診率の方が高くなっているそうです。
　協会けんぽや多くの健保組合と契約しており、事業所
の健診も増えています。貸し切りの健診も可能で、60人
ほど集まればバスによる出張健診にも対応しています。
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 15.4 ▲ 11.8 ▲ 9.7 ▲ 20.3 ▲ 27.5 ▲ 11.3

関　東
▲ 14.9 ▲ 9.3 ▲ 11.3 ▲ 11.1 ▲ 23.5 ▲ 16.7

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
▲ 13.6 ▲ 14.8 ▲ 5.8 ▲ 19.4 ▲ 26.5 ▲ 7.6

関　東
▲ 13.6 ▲ 17.3 ▲ 3.2 ▲ 9.3 ▲ 28.6 ▲ 11.9

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成30年6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 298 417 794 122 210 1,154 71 3,066

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6月～2018年8月

Lobo調査とは……
全国の422商工会議所が3722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 （%） 56.7 30.4 48.7 87.1 54.5 35.9 68.9 41.6％

　5月の全産業合計の業況DIは、▲13.6と、前月か
ら▲2.1ポイントの悪化。ただし、「好転」から「不
変」への変化が主因であり実体はほぼ横ばい。燃料
費・原材料費の上昇が広く業況の押し下げ要因となっ
たほか、深刻な人手不足や、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多く聞かれた。他
方、堅調な電子部品や産業用機械関連に加え、インバ
ウンドを含めた観光需要は底堅く推移している。中小
企業の景況感は、総じて緩やかな回復基調が続いてい
るものの、足元で一服感がみられる。

　先行きについては、先行き見通しDIが▲15.4（今
月比▲1.8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。個人消費の持ち直しやインバウンドを含めた観光
需要拡大、生産や設備投資の堅調な推移への期待感が
うかがえる。他方、人手不足の影響の深刻化や、燃料
費・原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れを
懸念する声も多く、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、緩やかな回復基調続くも、足元で一服。
先行きは横ばい続く

 2017年5月： 2018年5月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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　手口を理解し　一人一人が対策

　ビジネスメール詐欺の被害に遭わないようにするに
は、まずこのような攻撃があるという事実を知ること
が重要だ。また、この手口は、根本的には「詐欺」な
のだが、電子メールに依存した企業間のビジネス活動
に付け込み、巧妙な罠を仕掛けてくる。これに対し、
技術的な対策だけでは防御することが難しく、一人一
人が手口を理解し、次のような対策を行ってほしい。
【対策1　送金前のチェックの強化】
　ビジネスメール詐欺を想定し、送金などの際の
チェック体制を強化する。振込先の変更のような場
合、電話やFAXなどメール以外の方法で確認する。
【対策2　普段とは異なるメールに注意】
　普段とは異なる言い回しや文脈、送信者のメールア
ドレスなど、怪しいと思うメールには注意する。
【対策3　基本的なウイルス・不正アクセス対策】
　不審なメールの添付ファイルを開かないよう注意す
る。また、OSやアプリケーション・セキュリティー
ソフトを最新に保ち、パスワードには複雑なものを設
定する。
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では注意喚
起とともに、レポート「ビジネスメール詐欺　『BEC』
に関する事例と注意喚起」を公開している。具体的
な内容はIPAのホームページ（https：//www.ipa.
go.jp/security/index.html）を確認してほしい。

中小企業のセキュリティー対策　　  ビジネスメール詐欺拡大

巧妙に細工し偽口座へ送金促す

　企業に甚大な被害を及ぼす新たな脅威として「ビ
ジネスメール詐欺（Business E-mail Compromise ・
BEC）」が全世界に拡大している。巧妙に細工した
メールのやりとりにより、企業の担当者をだまし、攻
撃者の用意した口座へ送金させる手口の詐欺である。
　これまでは主に海外の企業が被害に遭ってきたが、
2016年以降、海外取引をしている国内企業やその関
連企業、あるいはその取引先が狙われ被害が確認され
ている。年末には航空会社にて約3億8千万円の被害
が報道されるなど、注意が必要な状況となってきてい
る。
　ビジネスメール詐欺は、次に示す五つのタイプに分
類できる。
【タイプ1　取引先との請求書の偽装】
　取引のメールの最中に割り込み、偽の請求書（振込
先）を送る。
【タイプ2　経営者などへの成り済まし】
　経営者をかたり、偽の振込先に振り込ませる。
【タイプ3　窃取メールアカウントの悪用】
　メールアカウントを乗っ取り、取引先に対して詐欺
を行う。
【タイプ4　社外の権威ある第三者への成り済まし】
　社長から指示を受けた弁護士といった人物に成り済
まし、振り込ませる。
【タイプ5　詐欺の準備行為と思われる情報の詐取】
　経営層や人事部に成り済まし、今後の詐欺に利用す
るため、社内の従業員の情報を窃取する。
　攻撃者は、その過程において、偽のメールアドレス
を使うだけでなく、さまざまなだましのテクニックを
駆使してくることが確認されている。　
例1：  請求者側と支払者側の両方に成り済まし、取引

に関わる二つの企業を同時にだます
例2：  メールの同報先（CCなど）も偽物に差し替え、

他の関係者にはメールが届かないよう細工する
例3：  メールの引用部分にある、過去のメールのやりと

りの部分について、都合の悪い部分を改変する手
口の悪質さ・巧妙さに関しては、諜報活動など
を目的とする〝標的型サイバー攻撃〟とも通じ
るところがある。 （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3月21日号（日本商工会議所発行）より転載】
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