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臨時議員総会開催

水道道路（井ノ頭通り）と公園通り（吉祥寺通り）を結ぶ線路脇通り（昭和41年）。線路と民地の境には、黒く焼かれた枕木の柵が立てられていた。
撮影　鈴木育男（らかんスタジオ）

まくらぎ　さく
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NO. 事業所名 氏名 NO. 事業所名 氏名
1 ㈱金子商事 金子　和雄 13 東京ガス㈱西部支店 菊池　壮光
2 ㈲ヴァンテ 関根　美英 14 ㈱丸二 渡辺　偕規
3 ㈲羽幌 新妻　義次 15 清本建設㈱ 清本　正法
4 ㈱いせや総本店 清宮　政人 16 武蔵野硝子㈱ 伊藤　隆子
5 ㈲つぼみ装飾 西宮　忠 17 ㈱エビス 安藤　孝
6 ㈱東急百貨店吉祥寺店 里吉　敏彦 18 秋本会計事務所 秋本　誠一
7 ㈱花俣眼鏡店 花俣　延博 19 ㈱マネジメントブレーン 静間　俊和
8 ㈱喜久屋 吉田　光昭 20 ㈱アトレ　吉祥寺店 仙場　岩夫

9 ㈱瑠璃 勝俣　淳子 21 ㈱関東東急ホテルズ
吉祥寺東急ＲＥＩホテル 田中　由美子

10 ㈲尾﨑商店 尾﨑　良一 22 京王電鉄㈱　キラリナ京王吉祥寺 北田　明
11 マイクロシステム㈱ 林　敏雄 23 ㈱みずほ銀行吉祥寺支店 森園　美智子
12 コメット電機㈱ 高橋　佳幹

１号議員決定
　選挙制である1号議員（定数40）は、9月3日（月）に立候補を締切り、40名であったため無投票で当選
となりました。
NO. 所属部会 事業所名 議員職務執行者 NO. 所属部会 事業所名 議員職務執行者
1 食品 ㈱肉のスズキ 鈴木　義雄 21 工業 ㈱コスモデザイン 小山　孝充
2 食品 ㈱一実屋 前田　秀樹 22 工業 横河パイオニックス㈱ 蓮見　誠
3 食品 後藤商店 後藤　政治 23 工業 ㈱グッディーホーム 卯月　靖也
4 食品 ㈲はまだ 浜田　一真 24 工業 日機装サーモ㈱ 千野　貴史
5 食品 武蔵野酒類販売㈱ 上杉　武雄 25 工業 ㈲海風堂 田中　浩雅
6 飲食 ㈱ニューカサハラ 笠原　輝雄 26 建設 ㈱日乃出造園土木 舩木　功
7 飲食 ㈱いせや総本店 清宮　政人 27 建設 ㈱武蔵野ロックセンター 櫻井　兼二
8 飲食 吉祥寺焙煎　セピア・コーヒー 根塚　裕一 28 建設 東京クリアランス工業㈱ 鈴木　健一
9 飲食 大むら 大楽　紀夫 29 建設 ㈱栄伸建設 大町　順造
10 飲食 美舟 梅山　義昭 30 建設 樹理ホーム㈱ 渡辺　直樹
11 飲食 ㈱ヘキサゴン・イー 富永　輝彦 31 建設 ㈲オオツカ 大塚　正
12 商業 ㈲尾﨑商店 尾﨑　良一 32 サービス ブレインチャイルド㈱ 中曽根　浩一
13 商業 ㈱みくに 伊藤　則義 33 サービス 三信ビル㈱ 鈴木　宏泰
14 商業 ㈱三松 上乗　幸喜 34 サービス ㈱大石衣裳店 大石　堅
15 商業 山崎ビル 山崎　圭司 35 サービス 関東バス㈱武蔵野営業所 德永　秀昭
16 商業 ㈱文伸 川井　伸夫 36 サービス ㈲オオタニ 大谷　正洋
17 商業 酒井薬品㈱ 酒井　裕央 37 サービス 猪俣尚美税理士事務所 猪俣　尚美
18 商業 TANABE & SONS 田邊　軌夫 38 サービス ㈱ＨｉＰＩＴ 矢口　功
19 工業 中浜工芸㈱ 中浜　亮介 39 サービス ウテナ産業㈱ 臺　孝之
20 工業 ㈱雄島試作研究所 野田　一房 40 サービス ㈱プランニング・ジーン 坂井　健司

臨時議員総会開催
１０月１日（月）に商工会館４階市民会議室にて臨時総会が開催され、会頭はじめ新役員が記載のとおり
選任されました。 

（敬称略）

【会　頭】　稲垣　英夫　（㈱三 産業）
【副会頭】　髙橋　勇　　（㈱武蔵境自動車教習所）
　　　　　中山　健一　（リードエンジニアリング㈱）
　　　　　荒井　伸吉　（㈱リベスト）
　 　寺岡　芳雄　（㈾吉祥寺虎屋）　
【常議員】

【専務理事】加藤　伸也（武蔵野商工会議所）
【監　　事】矢作　康一（㈱三菱UFJ銀行吉祥寺支社）
　　　　　 吉田　宗一郎（吉田公認会計士事務所）
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　この度、10月1日に開催された臨時議員総会で会
頭に選任され、6期目（平成30年10月1日～平成
33年9月30日）を務めさせていただくことになり
ました。私は平成15年に初めて会頭に就任して以
来、商工会議所の運営は以下の4つが柱であると考
え、これに基づき各種事業を進めてまいりました。
①会議所の運営基盤となる会員拡大事業の推進、②行
政等と連携した地域振興事業の推進、③会員相互の融
和事業の推進、④商工会議所固有事業の推進です。
　商工会議所は会員の組織です。上記事業を進めてい
くためにも、会員拡大がその根幹でありますが、私
が就任した平成15年度末、会員数は1,774事業所で
あり、市内商工業者数に占める組織率は約24％とい
う状況でした。中期目標として、当所の創立60周年
であった平成22年までに、組織率30%を目標に掲
げ、それを達成し、その後は、3,000事業所、組織
率40%を目指し活動してまいりましたが、今春に達
成することができました。これら取り組み結果につい
て、日本商工会議所より会員増強表彰も受賞すること
ができ、商工会議所の地域での存在感や発言力の強化
にもつながったことと思います。
　会員が増えることは、商工会議所にとって大きな財
産です。新たにご入会いただいた会員はもとより、会
員皆様の経営相談や融資のあっ旋、会員サービスの充
実など各種支援も強化しており、その結果、近年、支

　10月1日（月）に開催された臨時議員総会で、会
頭をはじめ役員、監事が選任され今後の3年間に向け
て新たなスタートを切りました。その最初の行事とし
て、10月24日（水）に議員研修会と新旧役員議員
懇談会を開催します。研修会は日本商工会議所より講
師を招き「商工会議所の直面する課題と議員の果たす
べき役割」という内容で予定しており、商工会議所の
活動について議員の方々に理解を深めていただくこと
を目的にしています。また、新旧役員議員懇談会で
は、退任される方々の慰労と今後3年間会議所運営に
携わる役員議員の方々の交流を深め、当所のさらなる
発展に繋げていくものです。詳細については、送付済
みの別途案内通知でご確認ください。

援件数や融資あっせん件数も増加しており、入会して
よかったとの声も多数頂戴しております。
　そういった方々から、さらに新たな会員をご紹介い
ただくなど良い循環が生まれています。これもひとえ
に役員・議員そして会員の皆様のおかげであり改めて
厚くお礼申し上げる次第です。
　事業面では、武蔵野吉祥七福神、武蔵野地粉うどん、
Musashinoごちそうフェスタ、むさしのエリア産業
フェスタ、まち大工、会員新春のつどい、吉祥寺コレ
クション等々多くの新規事業をスタートさせ、会員が
増加することで新たなアイデアも生まれ次代を担う
方々もイベントや事業に参加していただけるようにな
りました。
　我が国は、バブル経済崩壊後の厳しい経済状況を経
験したほか、襲いくる大災害の数々、そして先進国の
中でも最も少子高齢化が進むなど多くの問題が山積し
ています。
　一方で、15年前には想像だにしなかったIT技術の
進化により、私たちを取り巻く環境は大きく変わりま
した。また、再来年の東京オリンピック・パラリン
ピックを控え、外国人観光客は政府の目標を大きく上
回る人数に達し、街中で多くの外国人を見かけるよう
になりました。これをインバウンド事業として好機と
とらえるとともに、来日する方々が、満足していただ
けるような街づくりやおもてなしも考えていかなけれ
ばなりません。
　目まぐるしく社会情勢が変化する現在、地域総合経
済団体である商工会議所は、地域の皆様のあらゆる
ニーズに応え、諸問題の改善を図るべく、行政とも連
携のもと各種事業に取り組んでまいります。今後とも
会員の皆様、関係諸団体の皆様の一層のご支援ご協力
をお願い申し上げます。

日　時 10月24日（水）
  議員研修会 　16：30～
　　　　 新旧役員議員懇談会 　17：30～
会　場 吉祥寺東急REIホテル　
 3階　コニファールーム （研修会）
　　　 3階　むさしの（懇談会）
内　容  「商工会議所の直面する課題と議員の果たす

べき役割」
講　師 日本商工会議所
 理事・産業政策第一部長　荒井恒一氏

※ なお、同日15時より商工会議所7階役員会議室にて常議員
会も開催されます。

稲垣会頭挨拶

議員研修会・新旧役員議員懇談会のお知らせ
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ガイドブックイメージ

ホームページイメージ

物産・逸品市の様子

お問合せ TEL：0422-22-3631

第14回Musashinoごちそうフェスタを開催します

1 ガイドブックの発行
　武蔵野市内の飲食店・食品店のお店情報を紹介す
るガイドブックを発行し、無料配付します。今回は、
ユーザー目線の魅力ある紙面づくりに取り組みました。

2 ホームページの更新
　前回に引き続き、ぐるなびと提携し、お店情報を
ネットで発信します。パソコンやスマホで検索でき、
クーポン機能や予約機能も使えます。
　また、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語で
お店情報を表示できます。

 

3 物産・逸品市
 日　時 11月23日（金・祝）
 10：00～ 16：00
会　場：   東急百貨店吉祥寺店 北側広場
  物産・逸品市／武蔵野地粉うどん／地産・地

消武蔵野の野菜／食育ブース／チャリティ林
檎など

4 食べ歩きイベント
　市内のお店を食べ歩いてもらうスタンプラリーを企
画中。詳細が決まりましたらホームページなどでご案
内します。

4
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Area News / Information

地域情報
Area News

開催期間：平成30年 11月１日（木）～11月30日（金）

ガイドブ クイ ジ

ホ ムペ ジイメ ジ

物産 逸品市の様子

キリンビール（株）東京支社より「ごちそうフェスタ協賛金」が贈呈されました

　キリンビール（株）東京支社より、「武蔵野市最大の食の祭典で
あるMusashinoごちそうフェスタを応援します」という趣旨で、
ごちそうフェスタ協賛金が贈呈されました。
　8月30日（木）にキリンビール（株）東京支社多摩支店から鈴
木秀明支店長、仙道洋介副支店長、鈴木栄富担当部長の3名が来所
され、新妻飲食業部会長、玉田事務局長同席のもと、鈴木支店長か
ら稲垣会頭に30万円の協賛金が手渡されました。
　当所では、この資金を11月に開催するMusashinoごちそう
フェスタで活用し、市内飲食・食品店のPRを強化し、食事や買い
物を楽しんでいただくための事業を展開します。

鈴木秀明支店長より
協賛金贈呈を受ける稲垣会頭
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　日本商工会議所の第128回通常会員総会・会員大会が、９月20日（木）、
グランドプリンスホテル新高輪において開催され、全国393会議所から、正
副会頭など約1,400名が出席しました。
　会議冒頭のあいさつの中で、三村会頭は、「国内外とも経済は比較的順調だ
が、先行きについては決して油断できない。その要因の一つが、反グローバ
リズムの動きである。米中の貿易戦争の激化、米国の金利上昇による新興国
からの資金流出、英国のＥＵ離脱交渉の行方などから、世界経済の先行きは、
楽観できない状況である。わが国は、グローバリズムの恩恵を最大限に活用
する以外に、国を発展させる道はない。世界の共通資産である自由貿易体制
を維持・発展させるため、同じ考えをもつ国と協調しながら、粘り強く指導

的な役割を果たしていくべきである。アベノミクスにより、日本企業の収益力は向上したが、大企業と中
小企業では大きな収益力格差があり、その格差が拡大する傾向にある。人手
不足、供給能力不足の時代となったわが国では、大企業と中小企業が課題を
ともに解決していく、共存関係へと変わっていくことが必要である」と主張
されました。結びに、「近年では、消費税軽減税率や働き方改革、ITの活用な
ど、新たな経営課題にも適切に対応していくため、①商工会議所自身の機能
強化、②地域外の需要獲得活動の強化、③災害からの復旧・復興支援 に継続
して取り組むことが不可欠である」と商工会議所自身が果たすべき役割につ
いて述べられました。
　続いて、来賓として、西村内閣官房副長官、世耕経済産業大臣、各政党から
自由民主党・高村副総裁、立憲民主党・枝野代表、国民民主党・玉木代表、公
明党・山口代表、日本維新の会・片山共同代表が出席され、それぞれからのあいさつがありました。
　議案に先立っての表彰では、特別功労者表彰１名、役員・議員表彰520名、職員表彰380名、商工会
議所表彰76会議所のみなさんが受賞されました。その中で、当所からは、職員表彰で宇治川主査と小林
主査が勤続20年表彰を受賞しました。
　議案は、「2017年度事業報告(案)」と「2017年度収支決算(案)」の２議案が一括して諮られ、質疑・意
見はなく承認されました。そして最後の議案、「日本商工会議所大会決議（案）」が満場一致で採択され、閉
会しました。

三村会頭あいさつ

来賓としてあいさつする
世耕経済産業大臣

　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

武蔵野警察署長 玉川　司 齋藤　ひとみ

日本商工会議所
第128回通常会員総会・会員大会 開催される ９月20日（木）

関係団体代表者異動について
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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
9/12現在 4 12 16 6 7.5 22.5 14 82

　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。

8/17
〜
9/12

事業所名 業　種 地　区 所属部会

酒楽処 吉っ子 飲食業（和食居酒屋）

吉祥寺地区
飲食業部会

TOKYO CELEB 接待飲食店

有限会社 保坂 そば処ほさか 手打ちそば屋

和牛倶楽部 レストラン
中央地区

有限会社 佐藤防水 防水工事業
建設業部会

株式会社 建粧 塗装業 地区外

株式会社 moegi 無人航空機（ドローン）の開発およびド
ローンやITに関する事業

吉祥寺地区

サービス業部会

ムーンコミュニケーションズ・エンタープライゼス合同会社 サービス業

日本ペットシッターサービス吉祥寺店 武蔵野市を中心に調布、杉並、練馬辺りま
でのペットの出張お世話代行サービス

ATSUKO テーブル&クッキングスタジオ 料理とテーブルコーディネートの教室、
テーブルウェアの通信販売

フェル ラ フルル 観葉植物、庭木等の維持・管理

株式会社 本田プロモーションBAUS 映画

株式会社 SSS吉祥寺　SSS吉祥寺スタジオ ストレッチ専門スタジオ

株式会社 愛香 愛香祭典 葬祭業
中央地区

ふくおか社会保険労務士事務所 社会保険労務士事務所

株式会社 ティアラコーポレーション 人材派遣業

地区外
株式会社 アクセスプログレス

セールスプロモーションに関する企画提案
およびツール制作、発送代行業務、キャン
ペーン等の事務局運営代行

株式会社 サンリョウサービス ビルメンテナンス

オアシス パソコン教室・音楽教室

新入会員 の紹介

地域を支えるのは、皆様のお気持ちです。～じぶんの町を良くするしくみ。～
　皆さまからお預かりいたしました寄付金は、共同募金会でとりまとめ、地域の代表者や学識経験者等に
よって構成される地区配分推せん委員会・配分委員会・理事会等による公正な審査を経て、民間の社会福祉
施設・団体が行う地域福祉サービス事業の財源として活用されています。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。※会社など法人の寄付金は、指定寄付金として、全額損金算入にできます。

社会福祉法人　東京都共同募金会　 TEL  03-5292-3182 　HP　http://www.tokyo-akaihane.or.jp/

赤い羽根共同募金のお願い
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当所では下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！
なお、定員がありますので、お早めにお申込みください。

日　時 11月28日（水）14：00～ 16：00
会　場 武蔵野商工会館4階　市民会議室
テーマ 経営力向上計画の作成と各種補助金申請支援セミナー
講　師 中小企業診断士 高坂 竜太 氏
定　員 90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）

経営サクセスセミナー開催のご案内
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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

報 告

▶視察研修会開催される

　商業部会（西宮忠部会長）では、9月12日
（水）に日帰り研修会を開催しました。行き先は、
関東の大型ショッピングモールの“人気・おすす
めランキング”で1位となった『ラゾーナ川崎プ
ラザ』と今話題の「チームラボのアート展」の２
カ所を視察しました。
　ラゾーナ川崎プラザは、平日にも関わらず大勢
の人で賑わっていました。駅から直結している便
利な立地で、食事や買い物など、幅広い年齢層が
楽しめる場所でした。

　その後、2018年7月に豊洲にオープンしたば
かりの「チームラボプラネッツTOKYO」へ行き
ました。最新技術を屈指したデジタルで空間を創
り上げる新しいアート展。体感型ということで一
人ひとりの感じ方が違うところもまた新たな発見
になりました。
　懇親会では、「シュラスコ料理」を堪能しまし
た。目の前で切り落とされるお肉に皆さん圧倒さ
れていました。アミューズメント感覚の楽しい雰
囲気のお店で親睦を深めることができました。

お問合せ 商業部会（担当:井上）商 業 部会  
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建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当：佐伯）

i nformation

▶「第4回住まいりーフェスタ」開催のご案内

　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、武蔵野市との共催で、むさしのまち大工周知
イベント「第4回住まいりーフェスタ」を右記の
とおり、開催します。今回のテーマは、「バリア
フリー改修」「耐震改修」「マンション管理」です。
詳しくは、同封のチラシをご覧ください。

日　時  10月20日（土）　10：30～ 16：00
 〔小雨開催〕

会　場 東急百貨店吉祥寺店 北側広場 
内　容  ミニ住宅の組立て・内覧、住まいに関す

るセミナー、相談受付　ほか

i nformation

▶産業交流展2018のご案内

　本年度の「産業交流展2018」も充実したブー
スになるように準備を進めています。今回、部会
員の中から6社の応募がありました。なお、本年
度も無料招待券を配布しますので、ご希望の方
は、事務局にお問い合わせください。

〔産業交流展2018の概要〕
日　時 11月14日（水）～11月16日（金）
 10：00～ 18：00（最終日17：00）
会　場 東京ビッグサイト　東4・5・6ホール
  ※当部会ブースは東4ホール医療・福祉ゾーン

　医-32

報 告

▶研修視察

　工業部会（林敏雄部会長）では、恒例の一泊二
日の研修視察を9月7日（金）･8日（土）に実
施しました。1日目は、福島県田村郡三春町の福
島県環境創造センター交流棟コミュタン福島を視
察。2日目は3.11の被災地である、福島県富岡
町の復興ボランティアガイドが同行し、富岡町の
被災現場を視察しました。その後、いわき・ら・
ら・ミュウにて地元の海産物に舌鼓を打ち、無事
帰路につきました。

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当：櫻井）
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報 告

▶臨時総会および定例会開催される

　異業種交流プラザ（中曽根浩一会長）では、役員改
選に伴い9月13日（木）に商工会館4階市民会議室
にて臨時総会を開催しました。
　第１号議案「役員改選の件」について審議し、原案
どおり承認されました。
　臨時総会後は、4階市民会議室にて、医学博士でも
ある稀有な弁護士として、医療事故、交通事故事件を
多数手掛けられ、また、医療トラブル専門家としてＴＶ
に出演されるなど多方面で活躍中の石黒麻里子氏によ
る講演がありました。「医療専門弁護士が解説！『最
強の患者力』～医療事故に遭わない、負けない、諦め
ない～」というテーマについてお話しいただき、参加

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

者も非常に興味深く聞き入っていました。
　講演後は、会場を吉祥寺スパイラルに移して懇親会
を開催し、大いに親睦を深めることができました。

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

▶第9回街頭無料相談会・無料ミニセミナー
日　時 10月21日（日）10：00~16：00
会　場  コピス吉祥寺ウッドデッキ
 武蔵野商工会議所内
内　容  弁護士・税理士等各士業が集い、あらゆ

る悩みをワンストップで相談できます。
申　込  同封の広報チラシをご確認のうえお申し

込みください。

▶ 第21回サービス業部会チャリティー
コンサート

日　時 12月8日（土）18：00~
会　場 武蔵野公会堂
出　演 北谷　和子氏（シャンソン歌手）
申　込  同封の広報チラシをご確認のうえお申し

込みください。

▶【サービス業部会員限定】
　ビジネスチャンスの夕べ交流会について
日　時  11月21日（水）18：30~
 （受付開始18：00~）　　  

会　場 東急REIホテル 3階むさしの間
内　容  部会員間の交流会となります。名刺交換

や希望事業者による自社PRタイム、チ
ラシ配布、部会事業の連絡等。毎回約
70名が参加する交流会です。

  （自社PRタイムの持ち時間は各事業所約2分と
なります。）

  参加費 4,000円
申　込 10月31日（水）までにサービス業部会事

務局へ電話またはメールにてお申し込みください。
（①事業所名 ②参加者名（複数名参加可）③自社
PR・チラシ配布希望をお伝えください。）
Mail：miwa@musashino-cci.or.jp
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　当所からの武蔵野市に対する要望が実現し、武蔵野市では、国の生産性向上特別措置法に基づき、中小企業
者が機械・装置などの設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために作成する「先端設備等導入計画」の認
定申請受付を開始しました。武蔵野市から計画が認定されると、税制面や国の各種補助金採択においてメリッ
トがあります。
　当所では、計画認定に係る申請手続きや事前確認書の発行について、随時ご相談に応じています。この機会
に最新設備の導入による労働生産性の向上について、是非ご検討ください。

①  計画認定を受けた設備（償却資産）に係る固建資産税が3年間ゼロとなります。
②下記の補助金の申請において優先採択（加点）の対象となります。
（優先採択になる補助金）
● ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業（ものづくり・サービス補助金）
●小規模事業者持続化補助金
●戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン補助金）
●サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）

　年率3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた商品の生産も
しくは販売、または役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比
で年平均1%以上向上する以下の設備。

（該当する設備）
●機械装置（最低取得価額160万円以上／販売開始時期10年以内）
●器具備品（最低取得価額30万円以上／販売開始時期6年以内）
● 測定工具及び検査工具（最低取得価額30万円以上／販売開始時期5年以内）
●建物付属設備（償却資産）（最低取得価額60万円以上／販売開始時期14年以内）

※ 固定資産税の軽減措置を受けず、補助金の優先採択のみのメリットを受ける場合、生産性向上・最低取得価格・販売
開始時期の要件は不要となり、ソフトウェアも認定対象となります。
※設備取得は計画認定後に行っていただく必要があります。

武蔵野市「先端設備等導入計画」認定申請のご案内

固定資産税「３年間ゼロ」となる対象の設備

認定によるメリット

平成30年10月1日から 時間額985円 に改正されました。
東京都内で働く全ての労働者に適用されます。

〈お問合せ〉
　東京都労働局労働基準部賃金課  TEL  03-3512-1614（直通）
　東京都働き方改革推進支援センター  TEL  0120-662-556

東京都最低賃金改正のお知らせ
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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

「地域の弱者のために福祉車両を製造する西元自動車」

連載
快進撃企業 に 学べ

北陸新幹線の新高岡駅で下車し、車で10分ほど
走った富山県射水市内の大きな道路に面した

場所に、小さな自動車整備工場がある。

　ここが「西元自動車有限会社」で、主事業は社名の
通り、自動車の修理、鈑

ばん

金
きん

塗装をはじめ、自動車や
オートバイの小売り販売である。自動車整備業の多く
は、当然ながら、自動車の整備や自動車保険がその売
上高の大半を占めるが、同社の最大の売り上げは、自
動車やオートバイの小売りである。

　しかし、ここには美しい自動車を展示している
ショールームがあるわけではない。小売りが最大の売
上高となった理由は、同社が自動車に関するあらゆる
ことに、ワンストップのサービスを提供していること
と、創業以来、企業の都合ではなく、その顧客に一番
合っていると思われる自動車を、親身になって探し提
供してきた誠実な経営姿勢が地域社会の高い評価を受
けてきたからにほかならない。

　同社の創業は1969年。現社長の西元勇司氏の父
が、名古屋の自動車整備業で丁

でっ

稚
ち

奉公をした後に故郷
へ帰り、一人でスタートさせた。子どもの頃から父親
の仕事ぶりを見ていた現社長は、迷うことなく父の後
を継ぐと決意し、愛知県の著名な自動車整備を学ぶ専
門学校を卒業した後、同社に入社した。経営環境にも
恵まれ、また若かったこともあり、一時、会社を数カ
所に拡大したこともあるが、「何のために……」とい
う原点に立ち返り、現在は会社を一つの拠点に戻して
いる。

　筆者が同社を高評価し、注目しているのは、こうし
た自動車整備工場の在り方だけではない。それは同社
が数年前から、あえて立ち上げた、もう一つの地域貢
献・社会貢献事業である。

　その事業は、福祉車両の製造・販売である。具体的
にいえば、高齢や障がいのため、既存の自動車を運転
できない社会的弱者のために、その人の状況に応じて
オーダーメードで既存の自動車を改良するというサー
ビスである。

　きっかけは、周辺に増えつつある移動難民・買い物
難民といわれる高齢者と障がい者の存在を知ったこと
だ。自動車整備工場として支援しようと海外の福祉機
器メーカーと提携し、立ち上がった。

　余談だが、同社を訪問した当日、西元社長が駅から
工場まで送迎してくれたその自動車が、まさに福祉車
両であった。その自動車はハンドルが外側と内側の大
小の二重構造になっており、内側にあるハンドル自体
にブレーキやアクセルの機能が付加されているという
ものだった。

　同社の事務所で、福祉車両に改造した車を利用して
いる下半身に障がいのある高齢者からのサンキューレ
ターを読ませていただき、真に世のため・人のために
なっている企業と実感した。
 

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司

コラム
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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
。。

（取材担当:宇治川・伊野瀬）

スリーミィ

S r e a m y

店主　イイダ クリコ
所在地：武蔵野市吉祥寺東町2-31-12
TEL：0422-27-5715　　URL：http://sreamy.bitter.jp/
営業時間：12：00～ 20：00　　定休日：火・水・第三日曜日

れているため、作れる量が限られており、いつでも新
鮮なものを販売するスタイルになっているそうです。
お店では開店直後の12時頃と夕方5時頃に焼き立て
を買うことができます。また、隣接するBeer cafe 
Camiyaさんでもキッシュや焼き菓子がメニューとし
て提供されています。
　現在、焼き菓子やキッシュなどを卸しているお店が
阿佐ヶ谷や西荻窪を中心に12店舗あります。バーな
どお酒を扱うお店が多いため、おつまみになる甘くな
い商品も提供しています。受注販売ではフルーツタル
トのホールが人気だそうで、クリスマスの時期には大
忙しになるとのこと。お祝い用のバースデーケーキ、
ウェディングケーキの注文も受けています。
　「これからもひとりでやれる精一杯をやって頑張っ
ていきたい」と話されたイイダさん。商品の包装もご
自身で行っており、茶色いクッキーが華やかに見える
ようパッケージがカラフルなマスキングテープで飾ら
れていて、細やかな心づかいが感じられます。インタ
ビュー当日は定休日
でしたが、顔なじみ
の方がご挨拶に見え
るなど、イイダさん
の温かいお人柄も感
じることができまし
た。手間を惜しまず
丁寧に作られたこだ
わりの焼き菓子を味
わってみてはいかが
でしょうか。

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

　今回は吉祥寺東町の女子大通り沿いにある焼き菓子
の専門店Sreamyにお伺いし、店主のイイダクリコ
さんにお話をお聞きしました。
　イイダさんは高校時代にパン屋を志し、パンの専門
学校に通った後、カフェやパン屋、ホテルに勤めまし
た。お菓子作りは休みの日に趣味として続けていまし
たが、自分のお店をやっていこうと思い立ち2009年
に西荻窪で開業。マンションの一室で焼き菓子の卸や
ケータリング、結婚式の引菓子の受注などを始められ
ました。お客様からお店はどこですかとよく聞かれた
こと、そして、新たな場所で挑戦したいとの思いから
3年半前に現在の場所にお店を開店し、店頭での販売
も行うようになりました。
　西荻窪から散歩がてらに来店される方や児童館が近
くにあるので子ども連れのお母さんがよく来られるそ
うです。なかには道に迷った方がたまたまお店に辿り
つき、常連さんになることもあるとか。
　この季節のおすすめは「いちじくの焼き込みタル
ト」と「秋きのこ＆ベーコンのキッシュ」だそうで
す。タルト生地は2日間かけてじっくりと作っていま
す。通常、生地を作り置きするお店が多いそうです
が、Sreamyではイイダさんがお一人で全て担当さ
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 14.4 ▲ 9.0 ▲ 12.0 ▲ 12.4 ▲ 25.4 ▲ 12.1

関　東
▲ 15.8 ▲ 17.3 ▲ 10.1 ▲ 10.6 ▲ 25.5 ▲ 14.8

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
▲ 14.8 ▲ 8.1 ▲ 11.4 ▲ 16.1 ▲ 27.7 ▲ 11.7

関　東
▲ 14.4 ▲ 17.3 ▲ 9.2 ▲ 6.4 ▲ 21.3 ▲ 15.6

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成30年9月12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 297 420 792 122 211 1,166 70 3,078

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9月～2018年11月

Lobo調査とは……
全国の423商工会議所が3741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 （%） 56.5 30.6 48.6 87.1 54.8 36.2 68.0 41.8

　8月の全産業合計の業況DIは、▲14.8と、前月から
＋1.9ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不変」へ
の変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。建設業や電
子部品、産業用機械、自動車関連の堅調な動きが続くほ
か、インバウンドを含めた夏休みの観光需要が好調に推
移した。また、記録的な猛暑に伴い、飲料や夏物商材の
需要が拡大する一方、客足減少や農産物の生育不良に
よる価格上昇を指摘する声も聞かれた。燃料費や原材
料費の上昇による負担増や深刻な人手不足、根強い消
費者の節約志向が依然として中小企業の足かせとなって

おり、業況改善に向けた動きは力強さを欠く。
　先行きについては、先行き見通しDIが▲14.4（今
月比＋0.4ポイント）とほぼ横ばいを見込む。消費の
持ち直しやインバウンドを含む観光需要拡大、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、米国の保護主義
的な関税措置に端を発する貿易摩擦の影響など、世界
経済の不透明感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、改善も力強さ欠く。先行きは不透明感残り、
横ばい圏内の動き

 2017年8月：2018年8月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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い中途採用者やITの基礎知識を有していない新卒採
用者を入社後に育成してもよい。また、スムーズなセ
キュリティー対策の実施のために、組織の仕組みやシ
ステムを理解し、ロジカルシンキングによるものの整
理と伝え方なども学んでおくとよい。
ジョブローテーション
　セキュリティー担当者と総務部門や営業部門などで、
数年単位でジョブローテーションを実施し、各部門に
セキュリティーの知識、技術を有する人材の層を広げ
ていく。交代要員は新しい部門に元の部門で得た情報
を共有することで、部門双方にメリットが得られる。
資格取得の推奨
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運営する
国家試験「情報セキュリティマネジメント試験」は、
情報セキュリティーの基礎知識から管理能力までバラ
ンス良く習得することができるため、セキュリティー
人材の育成に活用してほしい。試験の詳細はIPAの
ウェブサイト（https://www.jitec.ipa.go.jp/sg/）
で確認してほしい。
従業員の情報リテラシーの向上
　セキュリティー担当者だけでなく、全部門で定期的
な研修を実施し、ウイルス感染時の対応手順といっ
た、最低限必要となるセキュリティーリテラシーを組
織として高めることも重要である。内部で教育を実施

することが難しい
場合は、外部の教
育サービスを活用
することも検討し
てほしい。

2020年には19万人不足　　

　情報セキュリティーの脅威は増大の一途をたどって
おり、毎年のように新たな脅威が出てきている。これ
らの脅威に対応するためには情報セキュリティーの知
識や技術を有するセキュリティー人材が求められる。
しかし、企業がセキュリティー人材を確保しようとし
ても、十分な予算を確保できないなどの理由により、
必要な人材を確保できないケースがある。また、そも
そもセキュリティー人材の絶対数が足りていないとい
う問題もある。
　経済産業省の調査によると、情報セキュリティー人
材は2016年時点で既に約13・2万人が不足してお
り、情報セキュリティー市場の高い伸び率から20年
には約19・3万人が不足すると推計されている。ま
た、「自社向け」の業務を担当する人材だけでなく、
「社外向け」の業務を担当するセキュリティーベン
ダーやITベンダーの人材も不足している。セキュリ
ティー人材の不足はますます深刻化していくことが予
測される。
　セキュリティー人材の不足により、さまざまな脅威
への対応や対策が十分に行えず、被害を拡大してしま
う恐れがある。そうならないためにも企業はセキュリ
ティー人材を育成していく必要があるが、育成には時
間がかかるため、数年先を見据えて計画的に進めてい
く必要があるだろう。

中長期的に育成・確保を

　セキュリティー人材の不足への対応のため、企業は
次のような対策に取り組むことが必要だ。
人材戦略の決定
　経営者は、セキュリティー人材に対する予算や確保
していくための中長期的な戦略を決定していく必要が
ある。中小企業ではセキュリティー担当の専任者を置
くことが難しい場合も多い。その場合、担当者不在と
ならないよう誰が兼務するのか、兼務した担当者の育
成をどう進めるかを検討する。
セキュリティー人材の採用
　セキュリティー人材を採用できればよいが、それが
難しい場合は、セキュリティーに関する業務経験がな

（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6月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

求められる専門人材
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