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FBページ公開中!！

10月常議員会開催

吉祥寺駅南口末広通り（昭和57年）　前進座方面に行く末広通りは生活道路として静かなにぎわいを醸し出している。
左の「天婦羅島むら」は現在ヤマダ電機LABIになっている。　撮影　鈴木育男（らかんスタジオ）
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10月常議員会開催
10月24日（水）
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トピックス
Topics

各委員会委員長・副委員長　 （順不同・敬称略） 

総務企画委員会委員長 関根　美英 （㈲ヴァンテ）

　　　　　　副委員長 菊池　壮光 （東京ガス㈱西部支店）

商業･環境委員会委員長 山本富士雄 （㈱山本富士雄設計事務所）

　　　　　　副委員長 佐藤　孝一 （㈱カヤシマ）

観光委員会委員長 勝俣　淳子 （㈱瑠璃）

　　　　　　副委員長 森下　典子 （㈱ＪＴＢ吉祥寺店）

共済制度運営委員会委員長 秋本　誠一 （秋本会計事務所）

　　　　　　副委員長 上乗　幸喜 （㈱三松）

広報・情報委員会委員長 吉田　光昭 （㈱喜久屋）

　　　　　　副委員長 大楽　紀夫 （大むら）

　　　　　　副委員長 川井　伸夫 （㈱文伸）

地域活性化委員会委員長 伊藤　則義 （㈱みくに）

　　　　　　副委員長 尾﨑　良一 （㈲尾﨑商店）

　　　　　　副委員長 德永　秀昭 （関東バス㈱武蔵野営業所）

会員増強委員会委員長 新妻　義次 （㈲羽幌）

　　　　　　副委員長 森園美智子 （㈱みずほ銀行吉祥寺支店）

名　称 担当副会頭
食品業部会 寺岡　芳雄
飲食業部会 寺岡　芳雄
商業部会 髙橋　　勇
工業部会 中山　健一
建設業部会 中山　健一
サービス業部会 荒井　伸吉
金融業部会 髙橋　　勇
総務企画委員会 中山　健一
地域活性化委員会 髙橋　　勇
観光委員会 寺岡　芳雄

名　称 担当副会頭
共済制度運営委員会 荒井　伸吉
広報・情報委員会 荒井　伸吉
商業・環境委員会 寺岡　芳雄
会員増強委員会 髙橋　　勇
女性会 中山　健一
異業種交流プラザ 荒井　伸吉
Musashinoごちそうフェスタ実行委員会 寺岡　芳雄
武蔵野地粉うどんプロジェクト委員会 髙橋　　勇
会員新春のつどい実行委員会 担当部会副会頭

副会頭の委員会・部会担当　 （順不同・敬称略）

　10月24日（水）、当所会議室において常議員会を開催し、議案第1号　各委員会委員長、副委員長及び委員承認の件、
議案第2号　顧問・参与・相談役の委嘱承認の件が上程され、慎重審議の結果、いずれも可決承認されました。
　議案審議終了後、協議事項の事務局組織の見直しについて、報告事項 として、副会頭の委員会・部会担当などを終え、
閉会しました。
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2018議員研修会　新旧役員・議員懇談会

Topics

議員研修会

10月24日（水）、吉祥寺東急REIホテルにて議員研
修会が開催され、43名が出席しました。
当日は講師に、日本商工会議所理事・産業政策第一
部長の荒井恒一氏を迎え、「商工会議所が直面する課題
と議員の果たすべき役割」と題しお話ししていただきまし
た。商工会議所の歴史や成り立ち、組織の運営、議員
の役割について、商工会との違いなどについて説明があ
りました。また、現在の全国各地の商工会議所の現状を
踏まえた会員数の推移やそれに伴って生じている課題とし
て、収入減への対応などについても説明がありました。
会員については、全国的に減少が続いていましたが、

ここ3年くらいはようやく下げ止まり現在は全国で125万
社が会員となっています。
一方で職員数は減少していますが、国の政策課題に対
応する小規模事業者向けの事業は増加しており、それら
の対応が求められるところです。
少子高齢化時代に突入し、多くの社会的課題がある中

で、改めて商工会議所が担うべき役割の重要性を再認識
させられる研修内容となりました。

議員懇談会
研修会に引き続き、同ホテルにて新旧役員議員懇談会

が開催され、61名が参加しました。研修会で講師を務め
られた日本商工会議所の荒井理事も引き続き出席されま
した。この会は改選で退任される役員議員の方 と々、新
たに役員議員となられた方々を紹介し、懇親を深めるとと
もに今後の商工会議所事業のさらなる発展に繋げていく
ための重要なものです。
今回は議員から役員になられた方、新たに議員（議員職務

執行者）となられた方を併せて17名の方 が々就任しました。
会では稲垣会頭の挨拶に続き、退任される方々に感謝
状と記念品が手渡され、これまでの功績に対し、皆で謝
意を表しました。
退任役員議員からは、副会頭を退任し当所顧問に就任

された原田前副会頭から挨拶があり、これまでの思い出
話や3期9年支えていただいた役員・議員の方々に対し
てお礼の言葉が述べられました。

また、新任の方々を代表し、新たに副会頭に就任され
た寺岡副会頭より挨拶があり、皆で一致団結し、会員や
関係者の皆様から親しみやすい商工会議所を目指してい
くという決意が語られました。その後、髙橋副会頭の乾
杯の発声で懇談に入り、終始和かに談笑する場面が見ら
れました。
最後は、中山副会頭の音頭で関東一本締めが行われ
終了となりました。

10月24日（水）

稲垣会頭と退任された方々
左から髙橋廣太郎氏、金子正雄氏、大平紀男氏、小峰光弘氏、

稲垣会頭、原田啓助氏、三島紀生氏
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平成31年 新春「第13回武蔵野吉祥七福神めぐり」

4

News Letter　むさしの
Vol.546

地域情報／ Information

平成31年1月に「第13回武蔵野吉祥七福神めぐり」
を開催します。井の頭弁財天、杵築大社、延命寺、大
法禅寺、安養寺、武蔵野八幡宮に祀られている6寺社
七福神をめぐるコースです。色紙に御朱印を受けながら
各寺社をめぐるのがおすすめです。
徒歩でゆっくりとまわるもよいですし、特別バスを利用し

てまわるのもよいです。子どもから高齢者までがそれぞれの
ペースで、地域の自然・文化・歴史にふれ、食事やショッ
ピングを楽しみながら参拝できるコースとなっています。
開催期間は、1月1日（元日）から7日（月）までと

なります。前回好評だった「スタンプラリー」も開催し
ます。今までパンフレットの中面にスタンプを押印するス
ペースを設けていましたが、今回はスタンプカードにスタ
ンプを押印してもらう方法に変更となります。

また、今回からは大人の方も全ての寺社でスタンプを
集めるとベジ福神キャラクター特製クリアファイルをプレゼ
ントします。家族で楽しめるイベントになっています。
そのほか、寺社によって南京玉すだれ・紙芝居のミニ
イベントや甘酒サービスもありますので、皆さんでお楽し
みください。詳細は、折込みチラシでご確認ください。

実施期間 1月1日（元日）～ 7日（月）
参拝時間 9：30～ 16：30
※ 吉祥寺駅北口前発の特別バスは、10：00~13：00の30分間
隔で運行。

平成31年1月17日（木）　吉祥寺第一ホテル

ⓒ吉祥ベジ福神

平成31年　会員新春のつどい
　新春の恒例行事となった、当所会員が一堂に集う「会員新春のつどい」を下記のとおり開催します。
ぜひ、ご参加ください。

期　日　平成31年1月17日（木）
時　間　午後５時（受付開始　午後4時15分～、開場　午後4時30分～）
場　所　吉祥寺第一ホテル　8階　天平
申　込　 先月の会報（11月号）に折込みの所定用紙に必要事項をご記入のうえ、FAX等でお申し込み

ください。

申込受付中!!
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新入会員 の紹介 10/16

～

11/16

事業所名 業　種 地　区 所属部会

ＢＡＲ ぐっち 飲食店 吉祥寺地区 飲食業部会

株式会社 Ｏｎｅ Ｎａｔｕｒｅ ２ｎｄ ｈａｎｄ ｏｕｔｄｏｏｒ
ｇｅａｒ ｓｔｏｒｅ ｍａｕｎｇａ 吉祥寺店 中古登山・アウトドア用品店

中央地区
商業部会

株式会社 ユーアイサポート 商品管理事業（精密機械）と利用運
送事業 工業部会

有限会社 秋山商会 建設業 地区外 建設業部会

株式会社 Ａｒｇｈａ Ｓｔｕｄｉｏ Ａｍｒｉｔａ 貸しスタジオ・カルチャークラス
吉祥寺地区

サービス業部会

Ｅａｒ Ｂｅａｕｔｙ Ｔｈｅｒａｐｙ ｓａｌｏｎ  Ｎ-ｓｍｉｌｅ 耳つぼセラピー、ボディトリートメントサロン

ａｉｌｉ合同会社 情報通信業（ＡＩ関連ソフトウェア開発、
コンサルティング） 中央地区

行政書士事務所 武蔵野スクエア 行政書士事務所

ＹＯＵ＆ＭＥ ｆａｍｉｌｉａｒ 結婚相談所
地区外

砂村 義雄 中小企業診断士

　当所では、年末年始の業務を以下のとおり休業させていただきます。何かとご不便をおかけしますが、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
　なお、新年は平成31年1月4日（金）より通常の業務を行います。

休業期間　平成30年12月29日（土）～平成31年1月3日（木）

　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。
 

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

11/16現在 4 20 18 6 8.5 28.5 22 107

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い

年末年始休業のご案内
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リポート

　11月8日（木）、稲垣会頭をはじ
めとする当所新役員8名で、松下
市長、本間市議会議長、竹内教育
長を表敬訪問しました。市長公室
での訪問には、笹井・恩田両副市
長と渡邉市民部長、西川生活経済
課長も同席をされ、現在の市政の
課題や産業振興計画など市の計画
づくりの進行状況、そしてまちの話
題などについて意見交換を行いまし
た。短い時間でしたが、終始和や
かな雰囲気で終了しました。

─ 11月8日（木） ─  新役員で市長を表敬訪問しました

議長室での懇談の様子

　11月23日（金・祝）、第14回Musashinoごちそうフェスタ（髙田ルミ子実行委員長）の主要イベントとして、東急百
貨店吉祥寺店北側広場にて「物産・逸品市」（島崎智融イベント分科会委員長）を開催しました。当日の開会式では、
稲垣会頭挨拶、来賓挨拶、島崎イベント分科会委員長の事業説明等があり、午前10時、髙田実行委員長の力強い開
会宣言とともに、物産・逸品市が始まりました。
　会場には、武蔵野ならではの物産・逸品を扱う市内の15の店舗等が軒を並べ、自慢の商品の数々を紹介しながら販
売、ほかにもＪＡ東京むさしによる「地産・地消武蔵野の野菜」コーナーや、イベントロゴ入りの「チャリティー林檎販
売」、地域ブランドとしておなじみになった「武蔵野地粉うどん」コーナーなどが並び、大勢の参加者でにぎわいました。
　市内の小学生ファミリーが中心となって育てた「チャリティー大根販売」では、子どもたちの元気な声が飛び交い、並
べられた大根は午前中に完売。「武蔵野地粉うどん」の実食販売も、市内産の地粉を配合した麺と市内産の朝採れ野菜
による糧

かて

を使い、調理には市内蕎麦・うどん店（東京都麺類協同組合武蔵野支部）のご協力をいただくというこだわりの
一杯で、行列は絶えることなく、こちらも早々に完売となりました。
　当日は天候にも恵まれ、午後４時、寺岡副会頭の閉会宣言により、物産・逸品市は大盛況のうちに終了しました。なお、
チャリティーの収益は東日本大震災の復興・復旧支援を目的に寄付します。

市長公室にて

M

us
ash
inoごちそうフェスタ

第14回

物産・逸品市開催されるReport
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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

武蔵野商工会議所こちら 0422-22-3631まで。TEL

部会だより

i nformation

▶武蔵野吉祥七福神めぐりのご案内

　食品業部会（関根美英部会長）より恒例の〈七福
神めぐり〉のご案内です。
　輝ける年の初めに地元の「武蔵野吉祥七福神めぐり」
を実施します。一般のコースとは別に当部会独自の
コースを巡り、祈願します。
　七福神めぐり終了後は、懇親会を開催予定です。

日　　程 平成31年1月5日（土）
集合時間 午後2時30分集合
集合場所 武蔵野商工会館前
参 加 費 1名　5,000円（色紙セット代、懇親会費込）
定　　員 20名（先着順）

お問合せ食品業部会 食品業部会 （担当：小泉）

i nformation

▶武蔵野吉祥七福神めぐり

　飲食業部会（新妻義次部会長）では、今年度も
武蔵野吉祥七福神めぐりを行います。新たな1年の
商売繁盛、開運祈願にぜひご参加ください。七福神
めぐり終了後懇親会も実施します。
　日程は次のとおりです。参加費等の詳細は、別途
部会員の方に送付する案内をご覧のうえ、お申込み
ください。

日　　程 平成31年1月4日（金）
集合時間  12時20分集合

（12時30分発のバスに乗車します）

集合場所  吉祥寺駅北口前（サーティワンアイスクリー
ム横、期間中はのぼりが出ます）

申込み締切 平成30年12月25日（火）まで
※バスは期間中運行している特別バスを利用します。

お問合せ飲食業部会 飲食業部会 （担当：中尾）

　当所では右記のとおり経営サクセスセミナー特別講演
を開催します。
　今回は、武蔵野大学副学長であり、慶応義塾大学名
誉教授の池田眞朗先生をお招きし、2020年施行の民法
改正についてご講演いただきます。
　今般の民法改正は、中小・小規模企業に対する影響も
大きく大変重要な内容ですので、ぜひともご参加ください！
　詳細内容は同封の折込チラシをご覧いただき、お申し
込みください。

日　程 平成31年2月4日（月）
時　間 15：00～ 17：00

会　場  武蔵野商工会館4階　
市民会議室

演　題  小規模事業者のための
2020年施行民法改正の
要点解説

講　師  武蔵野大学副学長 池田　眞朗 （いけだ まさお） 氏
定　員 90名（申込順、定員になりしだい締め切ります）

経営サクセスセミナー特別講演 のご案内 お問合せ 0422-22-3631（担当：今北）
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部会だより

報 告

▶産業交流展2018

　工業部会（林敏雄部会長）では、産業交流展2018

（11月14日（水）～ 11月16日（金）・東京ビッグサイ
ト東4・5・6ホール）に、部会員企業6社（アイティー
オー㈱、㈱インテリジェンス・ワークス、㈱シモヤマ、㈱
トランスペース、リードエンジニアリング㈱、ワイヤー㈱）
が、自社製品を出展しました。
　会期中は松下市長をはじめ多くの方 に々ご来場いただ
きました。装飾は当所会員の㈱ケイエスケイプランニン
グ、vincent㈲によって充実したブースに仕上げていた
だきました。工業部会では、引き続き各種展示会に出
展をしていきます。

お問合せ工業部会 工業部会 （担当：櫻井）

i nformation

▶武蔵野吉祥七福神めぐりのご案内

　商業部会 (西宮忠部会長）では、今年度も恒例
の武蔵野吉祥七福神めぐりを行います。新たな1年
の商売繁盛、開運祈願にぜひご参加ください。日程
等は次のとおりです。詳細は、別途部会員の方々に
ご案内していますのでご確認ください。
※貸切りバスで移動。交流会、レクリエーションあり。

日　　程　平成31年1月5日（土）
集合時間　10時
集合場所　武蔵野商工会館前
参加会費　4,000円（二人目まで）／6,000円（三人目）
※一事業所3名までになります。

報 告

▶会員交流・懇親会　開催される

　11月27日（火）に会員交流・懇親会を開催しま
した。昨年に引き続き、建設業部会との合同開催と
なりました。部会の枠を越え、「会員同士お互いを知
ろう」という趣旨で開催され、参加者の方々は、積
極的に名刺を交換し、自社PRタイムでは、たくさん
の方が自社をPRしていました。また、吉音でグラン
プリを受賞した『ナツメグ』をゲストにお迎えし、3

曲披露していただき、会場の雰囲気が温かな空気に
包まれました。大変盛り上がった会員交流・懇親会
となりました。

お問合せ商業部会 商業部会 （担当：井上）
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部会／異業種／女性会

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
21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59名が参加し、自
社PRタイムでは20事業所がパンフレットやチラシで
事業内容など
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
を行いました。

お問合せサービス業部会 サービス業部会（担当：三輪）

報 告

▶日帰り視察研修 実施される

　異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、11月14日（水）
に日帰り視察研修を実施しました。研修当日は25名（事務局含
む）が参加し、商工会館から貸切バスで茨城県つくば市へ向かい
ました。
　今回は、日本で最大規模の宇宙航空開発施設をガイド付きで見
学しました。「きぼう」運用管制室では「きぼう」に搭載されている
機器や実験装置の監視など様 な々作業を行っている管制室や宇宙
飛行士の基礎訓練・健康管理のための施設を見学しました。宇宙
センターのあと、お昼は枯山水の料亭「筑波山水亭」にて会席
料理を堪能しました。昼食後、明治初年に開園し1世紀半近く三代にわたって栗のみを作り続けている「四万騎
農園」を訪問し、四万騎野での栗づくりの歴史をお伺いし、マロンジャム等お買い物を楽しみました。
　当日は天候にも恵まれ、プラザ会員同士大いに親睦を深めることができました。

お問合せ異業種交流プラザ 異業種交流プラザ（担当：今北）

報 告

▶迎賓館日帰り視察研修実施

　女性会（伊藤隆子会長）では、11月19日（月）
に迎賓館日帰り視察研修を実施しました。
　当日はまず迎賓館にて見学を行いました。その中
で係員さんから貴重なお話を伺える機会や展示品の
見学会もありました。
　迎賓館の見学後には昼食場所の浅草葵丸進に移
動して昼食をとり、その後浅草を散策しました。最
後には隅田川クルーズを楽しみ帰路に就きました。

お問合せ女性会 女性会 （担当：三輪）

　当日は天候に恵まれ、会員同士の親睦を深める絶
好の機会となりました。
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容器包装のリサイクル
～平成31年度の再商品化委託申込受付中～

申込期間　 平成30年 12月 10日（月）～ 平成31年２月８日（金）
　容器包装リサイクル法※1（以下「法」という）により、

●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、ＰＥＴボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等）
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

※1主務省庁： 環境省・経済産業省・財務省（国税庁）・厚生労働省・農林水産省 

　上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化（リサイクル）
の義務を負う可能性があります（但し、小規模事業者は除きます）。
※   【 再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
コールセンターにご相談ください。

　なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時ま
で遡及して義務を履行していただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますのでご注意ください。

●  法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
　 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　コールセンター
　　TEL：03-5251-4870

●委託申込関係書類の請求は、
　 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会　オペレーションセンター
　　TEL：03-5610-6261　　FAX：03-5610-6245

●  協会ホームページ
　　URL：http://www.jcpra.or.jp　
　 　“リサイクル協会”で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。

お申込は
お済みですか？

　この事業は、昨年も実施し好評だった関東１都８県にある１０３商工会議所が連携し、新卒採用予定がある企業、
インターンシップの受け入れ可能企業などの情報を取りまとめ大学、専門学校へ情報提供するものです。
　昨年当所の会員からは新卒希望が52社、インターンシップ受け入れ可能企業のお申し出が30社ほどありました。
　取りまとめられた情報は、商工会議所の会員となっている１２９大学、２８専門学校へ２月１日を目途に情報提供されます。
　このたび、情報提供を希望される会員は折込チラシにて詳細をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、１２月２７日
（木）までにＦＡＸ（チラシに番号記載）にてお申し込みください。

2020年3月卒

大学生・専門学校生の採用および
インターンシップ受け入れ可能企業
情報提供について

お問合せ 武蔵野商工会議所・総務課
０４２２-２２-３６３１

新卒希望
52社

インターンシップ
受け入れ企業
30社

…昨年
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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）

1月11日（金）
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

1月11日（金）
2月 4 日（月）

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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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）
　人を大切にする経営学会会長。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

頑張る浄化槽維持管理の
『新興ウオターマネージメント工業』

連載
快進撃企業 に 学べ

コラム

千 葉駅からJR東金線に乗車し約40分走ったところ
にある東金駅で下車し、そこから車で10分ほどの

場所に、1969年の創業から約50年が経過した「株式会
社新興ウオターマネージメント工業」という社員数37人
の中小企業がある。
　創業時は、「くみ取り屋」という一般廃棄物処理の事
業からスタートしたが、その後、水洗化への時代の潮流
の中で、浄化槽の維持管理や排水管洗浄、産業廃棄物
の収集・運搬・処分、さらには、トイレブースのメンテナ
ンスなどを行っている。現在なくてはならない社会の静脈
産業である。
　また、近年では、それら事業に加え、島根県の中堅企業
である島根電工が展開する「住まいのおたすけ隊」にも参
加し、長年培った個人住宅とのパイプ・信頼関係を生かし、
地域住民の電気工事や水回りなどの修理・修繕サービスも
千葉県全域で積極的に展開している企業でもある。
　基幹事業の浄化槽維持管理は、地域の生活インフラ
を支えるため市町村の許認可が必要という性格もあり、
本業とかけ離れた多角化や財テクに手を染めず誠実な経
営をしている限り大きな変動はない産業である。
　しかし、許認可という既得権益に守られた業種であるが
故に、業界も社員も総じてぬるま湯に漬かったような企業
が多く、当然のことながら社員の帰属意識も働きがいのレ
ベルも相対的に低いというのが偽らざる実態である。
　業界の経営者の多くは、こうした実態は事業そのものの
特殊性であり、業種柄、仕方がないと考えていたが、同
社の2代目社長の石川勝氏は「志してこの業種を選んで
入社した社員は一人もいない、何らかの理由で前職を離

れ、覚悟を決めて入社してきてくれた社員。社員がこの会
社に入って良かったと言ってくれるような、働きがいや幸せ
を感じてくれる会社をつくらなければ……」と考えた。
　そして、社長業を務める一方、都内の夜間大学院に通
学し「人を大切にする経営」を理論と実務両面で学び自
社の改革に取り組んでいった。
　手厚い福利厚生制度の導入や本業を生かした新分野
進出などもその一環である。
　同社の社員満足度の向上施策の一端を紹介すると、
業界水準以上の給与はもちろんのこと、社員への年賀、
バースデーケーキ、お盆休みの前には親戚が集まる実家
への手土産、毎年の決算月には家族への1年間の御礼
の品の贈呈、さらには、年越しそばの贈呈など、まるで
社員を家族同然と考えた福利厚生を行っているのである。
　こうした努力が実り、近年の同社の社員の転職的離職
率はゼロ、その働きがいのレベルも業界平均を大きく上回
り、業界のモデル企業とまでいわれている。
　こうした頑張る社長や企業の存在を見ると、問題は業
種などではなく、経営者の経営の考え方・進め方にある
と言わざるを得ない。 

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
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コラム

会員会員
ズームズーム
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しまますす

。。

（取材担当:伊野瀬・池田）

メディカルフィットネス

Produce
代表　山﨑　研太朗

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2丁目6-5保谷ビル６F     
Tel  0422-27-5040　　　 Url https://mf-produce.com 
Fax 0422-27-5040 　　　E-mail s.yamasaki@mf-produce.com 

だのマッサージでは
なく、痛みを脳内か
ら緩和させたり、筋
肉をほぐす効果もあ
るそうで、リハビリと
組み合わせて受けら
れる方もいて、喜ば
れているそうです。
日本でも健康への意識が高まっているが、働き盛りの
方がストレスや体調不良が理由で仕事を辞めてしまう現
状があるので、福利厚生の一つとして“予防医療”や
“メディカルフィットネス”を取り入れてほしいと山﨑さ
ん。今後は、“健康経営”に向けて、企業やその従業員
の方向けの予防医療の重要性を伝えるセミナーや健康ア
ドバイスも行っていきたいそうです。お問合せをいただけ
れば、企業への出張の対応もしていただけるとのこと。
ご自身の健康はもちろん、従業員の方々の健康管理や
福利厚生のために、一度お問い合わせをされてはいかが
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

今回は今年の4月に開業されたメディカルフィットネス
Produceを訪問し、代表山﨑研太朗さんと詩織さんにお
話をお聞きしました。お二人とも、柔道整復師の資格を
持っており、医療従事者ならではの施術やアドバイスを
もらえること、そして、マッサージ・リハビリ・リラクゼー
ション・トレーニング・栄養指導を必要に応じて組み合
わせて受けることができるのが施設の特長です。
代表の山﨑さんは学生時代から接骨院でアルバイトを

し、実務経験を積み、その後、吉祥寺の整形外科で6

年勤務したそうです。お世話になった先生や顔見知りの
方がいること、そして、お世話になった武蔵野市へ還元
していきたいという思いがあり、吉祥寺で開業。ご自身の
けがや、大切な方を病気で亡くした経験から、‶病気に
なって、医療機関にかかるのではなく、痛くなる前に治し
たい。予防医療を根付かせたい。”という思いを施設のコ
ンセプトにされています。
お客様の年齢層は20歳代～ 90歳代まで幅広く、ス
ポーツのパフォーマンスをあげたい方やリハビリを受けた
い方、リラクゼーションを受けたい方、ダイエットを受け
たい方など様々な目的の方がいるそうで、その目的に合っ
た、施術やアドバイスをマンツーマンで受けることができ
ます。また保険外のため、保険の制限がなく、時間をか
けたリハビリを受けることができるのも特長です。最新機
器も導入しており、パワープレートという3次元の振動を
体に受けることで、筋肉を効率的につけることができる機
械や In Bodyという筋肉量や水分量など様々な項目が測
定できる体組成計もあります。リラクゼーションでは、た
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　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 16.8 ▲ 12.3 ▲ 11.0 ▲ 20.4 ▲ 29.0 ▲ 14.0

関　東
▲ 15.9 ▲ 13.8 ▲ 13.6 ▲ 10.0 ▲ 29.4 ▲ 11.4

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
▲ 17.2 ▲ 10.7 ▲ 10.2 ▲ 24.9 ▲ 29.3 ▲ 15.2

関　東
▲ 15.4 ▲ 16.3 ▲ 11.9 ▲ 10.0 ▲ 32.4 ▲ 7.6

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （平成30年11月16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 297 426 790 122 210 1,173 73 3,091

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11月～ 2019年1月

Lobo調査とは……
全国の423商工会議所が3735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 31.1 48.5 87.1 54.5 36.5 70.9 41.9

10月の全産業合計の業況DIは、▲17.2と、前月から
▲1.2ポイントの悪化。台風21号や全国的な異常気象
の影響による農産物の出荷量減少・価格上昇により卸売
業の業況感が悪化した。中小企業の景況感は、産業用
機械や自動車、電子部品関連、建設業の堅調な動きに
下支えされているものの、燃料費・原材料費の上昇や深
刻な人手不足、最低賃金改定による人件費の上昇、根
強い消費者の節約志向が足かせとなっており、回復に遅
れがみられる。
先行きについては、先行き見通しDIが▲16.8（今月比

＋0.4ポイント）とほぼ横ばいを見込む。秋の行楽シーズ
ンや年末年始の商戦を契機とする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・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、消費増税の影響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、回復に遅れ。先行きは不透明感を拭えず、
横ばい圏内の動き

 2017年10月: 2018年10月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満
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などの運用形態別にメリット・デメリット、およびセキュリ
ティー対策に必要な確認項目を整理したIPAテクニカル
ウオッチ「ウェブサイト開設等における運営形態の選定
方法に関する手引き」を本年5月に公開した。小規模組
織においては、ウェブサイトの開設などを外部へ委託する
ケースが多い。発注者と受注者の両者がこの手引きを活
用することで、安全なウェブサイトの開設に必要な確認項
目などの合意が容易になる。
　
形態別対策の確認を
手引きでは、ウェブサイトの運営形態について、①

モール、②ASP・SaaS型クラウドサービス、③PaaS型
クラウドサービス・レンタルサーバー、④ IaaS型クラウド
サービス、⑤ハウジング、⑥オンプレミスの6種類に分類
しているが、どの運営形態を採用するかによって、運営
にかかる費用が変化するのはもちろん、運営者が実施す
る作業内容が異なるため、運営者に求められる技術レベ
ルも変化する。
また、運営形態ごとにウェブサイト上でどのような機能
を提供できるか、ウェブサイトをどこまで自由に変更でき
るか、どのようなセキュリティー対策が必要になるかにつ
いても異なる。特に企業のウェブサイトでは個人情報を取
り扱うことも多く、サイト運営者はセキュリティーが継続

的に維持され、最新の脅威に
対し対策ができているかどうか
に気を配る必要がある。
運営者はウェブサイトで提供

したいサービスや運営形態の手
軽さだけでなく、日 の々運営でセ
キュリティーを維持し続けることが
できるかといった点についても目
を向けていただき、安全なウェブ
サイトの運営が可能な運営形態
を選定するようにしてほしい。
手引きの具体的な内容は

IPAのホームページ（https://

www. ipa .go. jp / secur i t y /

technicalwatch/20180530.html）
を確認してほしい。

認識が不十分な小規模組織
今や企業や組織においてウェブサイトの利活用は、事
業展開や重要な経営戦略の一部として機能している。特
に電子商取引（EC）サイトによるウェブ通販を生業とし
ている組織においては、ウェブサイトの公開が停止すると
収益に大きく影響してしまう。
さらに、企業情報のみの公開で重要な情報は保有してい
ないウェブサイトの場合でも、ウェブサイトの利用者にウイル
スを配布するサイトに改ざんされてしまうといった被害が考え
られる。このような被害が発生すれば、ウェブサイトの公開
停止のみならず、企業や組織の信用失墜につながる。
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、2004

年7月からソフトウエアの脆
ぜい

弱
じゃく

性関連情報の届け出を受け
付けているが、これまでに受け付けたウェブサイトの脆弱性
のうち、修正などが完了していないものが329件ある。こう
したウェブサイトは、主にセキュリティー対策への認識が不
十分な小規模組織による運営である。対策のための体制
やコストなどの準備がないことから、開設後に問題が指摘
されても、修正も、廃棄もできない。これが“攻撃を受け
てしまうウェブサイトの放置”につながっている。
そこで IPAは、主に小規模組織を対象に、ウェブサイ

トの新規開設、および刷新において、クラウドサービス

（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21日号（日本商工会議所発行）より転載】

サイトの運営体制に注意

運営形態ごとに検討すべきセキュリティー対策
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