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武蔵野商工会議所 会頭
新年明けましておめでとうござ

英 夫

し不安定な様相を呈しつつあり、経済の先行きは楽観でき
ない状況であります。

います。
会員の皆様方におかれまして

日本においては、西日本豪雨や北海道地震などの自然

は、希望に満ちた新春を迎えら

災害が頻発した年でした。また、モノづくり企業による製

れたことと存じます。また平素より、当商工会議所の事業

品性能データ改ざんが相次ぎ、大手自動車メーカートップ

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

の不正行為など、日本の製造業の信用を失いかねない問

申し上げます。

題が露見し、世界を驚かす事態となりました。

さて、昨年は当所にとって３年に１度の役員・議員改選

商工会議所の大きな役割の一つは、地域商工業の発

の年で、私が引き続き会頭を務めさせていただくことになり

展に寄与することです。これまで、金融支援をはじめ、創

ました。

業や販路開拓、事業承継など、中小企業の経営支援に

今期につきましても、平成 15 年に私が会頭に就任して

努めてまいりました。これからは、人手不足の中での働き

以来の基本方針である、①会員拡大、②行政等と連携し

方改革、東京オリンピック・パラリンピックを見据えた観光振

た地域振興、③会員相互の融和、④商工会議所固有の

興、そして本年 10月の消費税軽減税率対策などにも適切

事業、の４つの柱を推進していく所存であります。とりわけ

に対応していかなければなりません。

組織力強化の根本となる会員拡大につきましては、平成

本年は歴史の流れでみますと、平成という一つの時代

15 年度末に組織率 22％であったものが、現在は3,100 会

が幕を閉じ、新天皇の即位とともに改元が行われる節目の

員、42％ほどになっています。商工会議所は会員組織で

年でもあります。こういった時代を会員の皆様と共有し、行

すので、財産である会員拡大に引き続き尽力するとともに、

政や関係団体とも協力のもと、会議所を取り巻くさまざまな

新入会員のフォローアップにも努めてまいります。関係各位

課題に着実に取り組んでまいります。皆様のご期待に応

のご協力をよろしくお願いいたします。

え、“ 役に立つ会議所 ”として頼られるよう、役職員一丸と

昨年を顧みますと、世界においては、米朝首脳・史上
初の会談はあったものの、米中両国の貿易戦争の激化や
英国のＥＵ離脱交渉の行方など、世界が脱グローバル化

なって頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。
結びになりますが、皆様のご健勝、事業の発展を祈念
申し上げ、新年のあいさつといたします。

日本商工会議所 会頭

三 村

明 夫

明けましておめでとうございます。

得るのかもしれませんが、単なる貿易摩擦ではなく、安全

平成３１年の新春を迎え、謹

保障を含めた最新技術の主導権争いに端を発した米中間

んでお喜び申しあげます。

の覇権争いと捉えるべきであり、従って長く続くことを覚悟

各地商工会議所の皆さまにお

すべきだと思います。われわれ経済人は、そのような状況

かれましては、各地域の経済の

の中でどのように生き残っていくべきかを模索していく必要

発展、また日本商工会議所の諸事業に対して、日頃から
一方ならぬご支援・ご協力を賜り、年頭に当たり厚く御礼
申しあげます。

があります。
一方、トランプ政権の極めて不安定な政策は、日本に
主体的な対応を求めています。米国がＴＰＰからの離脱を

世界経済は、ＩＭＦによれば、２０１８年の経済成長率は

決めた後、日本が国際社会で初めて主導的な役割を果

プラス３．
７％を維持するものの、２０１９年の見通しはプラス

たして、残った国々でＴＰＰ１１を成立させることができ、昨

３．
９％からプラス３．
７％に下方修正されました。これは、主

年末には無事発効いたしました。日ＥＵ・ＥＰＡも、トランプ

に米国トランプ政権の保護主義的な貿易政策が、米中貿

政権の動きを見てＥＵが急に熱心となり、署名にまで進むこ

易摩擦などの形で徐々に具体化してきたことなどを反映した

とができましたし、日中関係も中国側の態度に変化があり、

ものであり、貿易摩擦が今後さらに過激化すれば、さらな

両国首脳の相互往来を経て、新たな次元での関係強化

る下方修正リスクもないとは言い切れません。

が確認された年となりました。

米中貿易摩擦は、今後交渉の中で部分的な妥協はあり
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２点目は、「中小企業の活力強化と地方創生」 への取

向を続ける中で、需給ギャップも一昨年よりプラスに転じ、

り組みです。経営者の高齢化や後継者不足により、地域

賃金も上昇を続けており、もはやデフレではない状況に達し

経済の基盤である中小企業の廃業数は増加を続けていま

たといえます。今こそ、人手不足・少子高齢化・低い生

す。昨年、事業承継税制が抜本拡充されたことをテコに、

産性・地方の疲弊など、わが国の構造的課題の解決に向

円滑な事業承継を支援し、価値ある事業の存続を図るとと

け、生産性の向上などのサプライサイドの経済政策を推し

もに、新たな創業も促していかなくてはなりません。地域に

進めるとともに、社会保障の持続可能性の向上と財政健

おいて中核となる企業の存続と新たな創業は、そのまま地

全化にも取り組むべきであります。昨年秋には安倍総理の

域の活性化とわが国の成長につながる極めて重要な課題

３選も決まり、世界に誇るべき安定的な政権運営基盤が整

です。商工会議所は、国の支援施策もフル活用させてい

いました。是非ともアベノミクスをステージアップさせ、「足

ただき、地方銀行などの協力も得ながら、引き続き円滑な

元の安心」から「将来の安心」により軸足を移した経済

事業承継、創業支援に取り組んでまいります。また、農商

財政政策の検討と推進を望みたいと思います。

工連携、地域資源を活用した観光振興、中小企業の海

内外情勢がこのように大きく変化する中、民間企業も自
己変革に取り組まねばなりません。深刻化する人手不足に
どう対応していくのか、ＡＩ・Ｉ
ｏＴなどの第４次産業革命に
おける技術革新をどのように活用して自らの生産性を高め

外展開など、域外需要の獲得と真の地方創生に向けてさ
らに取り組みを強化してまいります。
特に本年は、日本が議長国を務めるＧ２０サミットやラグ
ビーワールドカップが予定されており、また２０２０年には、

ていくのか、海外市場を自らの成長にどう結びつけていけ

いよいよ東京オリンピック・パラリンピックの開催を迎えるな

ばよいのか。不確実・不透明な時代であるからこそ、企

ど、世界的なビッグイベントが続きます。これらは、わが国

業経営者は目の前の課題をむしろチャンスとして前向きに捉

の魅力を世界にアピールする絶好の機会であり、インバウ

え、自ら果敢に挑戦すべき時を迎えています。

ンドのみならず国内観光を含めた観光振興により、地域活

そうした中、われわれ商工会議所は、地域の経営者に寄

性化に尽力してまいりたいと思います。

り添いながら、変化の波を新たな成長へとつなげていく動き

３点目は、２０１９年１０月１日に予定されている「消費税

を後押しする使命があります。まさに、企業の発展が地域経

率引き上げ」 への対応です。消費税率引き上げ前後の

済社会の発展につながり、そして日本全体の発展につながっ

需要変動に対する平準化対策に関しては、取引価格への

ていくべきであり、商工会議所創立から１４０年を経た今こそ、

円滑な価格転嫁が大前提であり、そのためには中小事業

渋沢栄一翁が述べた「公益と私益の両立」の原点に立ち

者への十分な配慮と支援が必要です。また軽減税率に関

返り、自覚も新たに活動すべきであります。

しては、導入まで残り１年を切っている中で、昨年９月時点

私もまた、「中小企業に日本の課題が最も早く押し寄せ

での日商の調査によると、多くの事業者が未だ準備に取り

る故に、中小企業の課題を解決することが日本経済の成

掛かっていない状況が明らかになりました。軽減税率は日

長に直結するものだ」との信念の下、本年、商工会議所

本として初めての経験となりますので、一刻も早く準備を進

が取り組むべきものとして、以下の課題を掲げ、重点的に

めることが必要です。これまでも多くの商工会議所で説明

取り組んでまいりたいと思います。

会・相談会を実施してきましたが、引き続き国との連携を密

１点目は、「人手不足への対応と生産性向上」に向け
た取り組みです。人手不足が中小企業の最大の経営課題

にし、広報活動や事業者からの相談などに取り組み、事
業者の円滑な対応を支援してまいります。

となっている今、人材の確保・定着や生産性の向上に最

最後に、今春には天皇陛下がご譲位され、「平成」が

優先に取り組まなくてはなりません。女性・高齢者・外国

終わり新しい時代の幕開けとなります。日本商工会議所は

人など、多様な人材の活用とともに、業務運営の見直しも

「未来を拓く商工会議所」として、全国５１５商工会議所

含めた働き方改革の推進や、ⅠＴ・Ｉ
ｏＴ、ロボット、ＡＩなど

のみならず、青年部、女性会との連携も今まで以上に強

革新的技術の活用を通じて生産性の向上を図っていく必

化し、前述の課題解決に尽力するとともに、企業、地域、

要があります。日本の全企業数の９９．
７％を占める中小企

ひいては日本経済の持続的成長の実現に向けて全力で取

業の生産性向上なくして、わが国全体の生産性向上と持

り組んでまいります。

続的成長は不可能です。商工会議所としても、経営者の
「気づき」を促し、身の丈に合った形でＩＴ・Ｉ
ｏＴやＡＩを
身近な経営改善に活用いただけるよう、すそ野の広い支
援事業を積極的に展開してまいります。
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都知事と都内商工会議所会頭との懇談会を開催
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27日（火）に東京都庁において開催されました。

路交通環境の改善について、要望を交えながら説明しま
した。

東京都商工会議所連合会会長である日商 ･ 東商三

各会頭からの報告を受けた小池都知事からのコメント

村会頭のあいさつに始まり、続いて小池都知事から ｢皆

は、「 多摩地域は人口 430 万人、東京都の3 分の1

さんと直接意見交換し、多摩地域の産業の発展のため

を占め、モノづくりの拠点もある。中小企業振興条例を

に協力し合いながら、中小企業の支援と地域の活性化

提案する予定だが、それぞれの地域の特色を活かしなが

を図ることが重要です。東京は日本経済のけん引役で、

ら、地域経済の活性化にともに力を合わせて取り組んで

皆さんにはその原動力を担っていただいている。これから

いく。2020 年に向けて、オリンピックはもちろん、パラリ

もしっかり連携していきたい｣ とのあいさつがありました。

ンピックも成功させたい。都においても基盤整備などしっ

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、各所会頭から報告があ

かりと対応していくので、地域を盛り上げていってほしい」
という趣旨のものでした。

りました。 当所の稲垣会頭は、“ 魅力あふれる地域づく

懇談会の最後に、三村会頭より、各商工会議所で

りに向けた取り組み”というテーマで、①地域活性化事

の取り組みを都知事に直接聴いていただいたことへの謝

業と都市観光の取り組み、②都立井の頭自然文化園の

意と、懇談会の継続的な開催の要望がありました。

ポスト“はな子 ”、③吉祥寺周辺の歩道を中心とした道

意見発表する稲垣会頭

懇談会の様子

東京商工会議所創立140周年・新ビル落成記念式典が
挙行されました
東京商工会議所が創立 140 周年を迎えたことと、
東京商工会議所、東京會舘および三菱地所の三社
による高層ビル「丸の内二重橋ビル（千代田区丸の
内３−２−３）
」が完成したことを記念する式典が、12
月３日（月）に同ビル内東商グランドホールにおいて
開催され、当所からは稲垣会頭と加藤専務理事が出
席しました。
同ビルは30 階建て、高さ約 150m。東商は５、６
階で、５階の貸会議室エリアには東商グランドホール
（500 席）のほか、８つの会議室が備えられています。
式典では、東商の三村会頭が「先人実業家の遺
思を継ぎ、ここを会員８万人の結束の拠点としたい」
とあいさつされました。
東商が入る丸の内二重橋ビル
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11/15

事業所名

〜

新入会員 の 紹介

12/17

業

種

株式会社 アヴニール

貿易業

株式会社 ますだトラットリアピアットフレスコ

イタリアンレストラン

地

区

所属部会
食品業部会
飲食業部会

吉祥寺地区

Ｉ
ｎｓ
ｉ
ｇｈ
ｔＣｏｍｍｅ
ｒ
ｃｅ

輸入物販

商業部会

有限会社 ウェンズデー
英会話スクールウェンズデー

英会話スクール
ネットにて英語テスト販売

オフィスオラシオン

マーケティング・編集・執筆

ウィルリンクス

専門サービス業

株式会社 清本ビル

ビル管理

境地区

株式会社 フジテクノス

印刷業・情報サービス業

地区外

中央地区
サービス業部会

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 30 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月号会報誌に掲載します。

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）

当所では下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（専門は民法、金融法）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、是非ともご参加ください！
日 時：平成 31 年 2月4日（月）15：00 〜 17：00
会 場：武蔵野商工会館 4 階 市民会議室

講

師：武蔵野大学副学長

池田 眞朗氏

定 員：90 名（申込順、定員になりしだい締め切ります）

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
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優良従業員表彰式

開催される！

〜４７名を表彰〜

第 52 回優良従業員表彰式を、１１月２９日（木）商工会館 4 階市民会議室にて開催しました。
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。
（敬称略）

12

食品業部会
番号

1

事

業

所

名

（有）ヴァンテ

氏

名

表彰理由

西澤 まり

10 年

飲食業部会
番号

1

事

業

所

名

（株）ヘキサゴン・イー

氏

名

1

事

業

所

名

赤池ミナ子

内藤薬局

氏
岡野

パシフィック・エンジニヤリング（株）

隆大

10 年

坂下

弘

技術

14

中浜工芸（株）

小俣

真平

技術

15

中浜工芸（株）

黒田 萌恵

技術

番号

事

表彰理由

誠実

商業部会
番号

外崎

13 （株）共進プロセス

名

建設業部会
所

名

氏

名

表彰理由

1

リベスト建設（株）

横野

清

30 年

表彰理由

2

武蔵野硝子（株）

岡安

雅人

20 年

3

武蔵野硝子（株）

天野

栄一

20 年

聡美

20 年

2

（有）ふじや呉服店

伊藤富美子

20 年

3

（株）三祐産業

鈴木八千代

10 年

番号

4

（株）三祐産業

茂木

玲子

10 年

1

（株）リベスト

5

（有）ふじや呉服店

青木

敏彦

10 年

2

（株）アトレ 吉祥寺店

越田 晃子

20 年

6

（株）武蔵境自動車教習所

櫻井

英樹

10 年

3

（株）太平洋シルバーサービス

田村 早苗

20 年

7

（株）武蔵境自動車教習所

川口

直之

10 年

4

（株）太平洋シルバーサービス

井 上こずゑ

20 年

8

（株）武蔵境自動車教習所

稲益香名子

10 年

5

日本郵便（株）武蔵野郵便局

前田 弘文

20 年

9

（株）三祐産業

6

公益財団法人
武蔵野健康づくり事業団

本間

聡

20 年

7

公益財団法人
武蔵野健康づくり事業団

淀

純子

20 年

長岡

10 （株）武蔵境自動車教習所

細田 真未

誠実

山上沙和子

誠実

工業部会
番号

事

業

所

名

氏

名

表彰理由

1

インターテック（株）

渡辺

衛

30 年

2

日機装サーモ（株）

森山ゆり子

20 年

3

（株）メルクスシステム

河原

勝久

20 年

4

（株）アジャスト

清水

勇貴

10 年

5

（株）アジャスト

木村隆一郎

10 年

6

インターテック（株）

加藤誠一郎

10 年

7

NTT-ATシステムズ（株）

神田 佳絵

10 年

8

NTT-ATシステムズ（株）

巧

10 年

孝明

10 年

日機装サーモ（株）

徳田志摩子

10 年

パシフィック・エンジニヤリング（株）

吉田みゆき

10 年

9

（株）三信電機製作所

10
11

東恩納
半藤

サービス業部会

8

事

業

所

名

武蔵野美装（株）

氏

名

表彰理由

山田 妙子

30 年

千尋

20 年

水間ひろみ

20 年

10 （株）リベスト

関口

幸恵

20 年

11 （株）アトレ 吉祥寺店

山本香代子

10 年

12 （株）エフエムむさしの

堀内 元気

10 年

13

高瀬眞由美

10 年

9

（株）リベスト

（有）オレンジ・メディカルケアサービス

14

武蔵野美装（株）

高木

繁博

10 年

15

医療法人社団 緑祐会

糸洲 美枝

10 年

16 （有）和歌水旅館

鈴木

光子

10 年

17

太田奈津子

誠実

武蔵野美装（株）

被表彰者の方々と関係者
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各部会・女性会・異業種交流プラザへのお問い合わせは
こちら

武蔵野商工会議所 TEL

食品業部会・女性会

お問合せ

0422‑22‑3631まで。

食品業部会・女性会（担当：小泉・三輪）

報告

▶料理教室開催
食品業部会（関根美英部会長）と女性会（伊藤
隆子会長）では、12月5日（水）に恒例の料理教室
を開催しました。講師はマノ料理学園の間野実花先
生にお願いし、同学園の調理室にて行いました。今
回はローストポークをはじめとする4 品を作りました。間
野先生の実演で調理方法やポイントを教わり、参加者
たちはそれぞれのテーブルに別れて終始和やかな雰囲
気で調理し、大変好評な料理教室となりました。

飲食業部会・商業部会

お問合せ

飲食業部会・商業部会（担当：中尾・井上）

感謝の意を表するため両部会で企画しました。

報告

▶目黒元副会頭と原田前副会頭の合同慰労会
を開催しました

慰労会では、稲垣会頭からの挨拶、主役の二人か
らの挨拶、花束・記念品の贈呈などが行われ、思い
出話などで盛り上がった楽しい会となりました。

飲食業部会（新妻義次部会長）と商業部会（西
宮忠部会長）では、目黒元副会頭と原田前副会頭
の合同慰労会を１２月６日（木）に開催しました。
目黒元副会頭は４期１２年、原田前副会頭は３期９
年の長きにわたり副会頭の重責を担い、武蔵野商工
会議所の発展にお骨折りいただきました。その貢献に

飲食業部会

お問合せ

飲食業部会 （担当：中尾）

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。部会員の皆様にお送りしたご案内を確認のうえ、お申込み
ください。
実 施 日：平成 31 年 2月13日
（水）
行 き 先：鎌倉・鶴岡八幡宮初詣＆城ケ島
受付締切：1月31日（木）
参 加 費：一人 5,000 円（バス代・昼食代等）
定

員：30 名
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商業部会

お問合せ

商業部会

（担当：井上）

i nformation

▶商業部会と観光委員会の合同講演会（上映会）

日 時： 平成 31 年 2月12日
（火）

商業部会（西宮忠部会長）と観光委員会（勝俣

15：00 〜 17：15（受付 14：30 〜）

淳子委員長）では、右記のとおり講演会を開催しま

会

す。 今回は、「2018 ムービンピック上映会」を開

ゲスト： 山村もみ夫。監督／永田佳大監督／

催します。 武蔵野を舞台に、同じテーマで4 監督が

場： 商工会館 4 階市民会議室

渡邉高章監督／菱沼康介監督

作品を制作しました。参加希望者は、同封の申込書

定 員：90 名（事前申込制・先着順）

に必要事項をご記入のうえ、1月31日（木）までに

参加料：無料（どなたでも聴講いただけます）

FAXまたは電話にて事務局までお申込みください。

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13日（木）
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、42 名が参加しました。
当日は、新入会員より自己紹介が行われたほか、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

▶次年度予算編成について

流の場となりました。また、今回は産業交流展 2018で

12月6日（木）評議員会にて、次年度の予算に

来場者の注目を集めた、工業部会事業紹介動画のPR

ついて審議しました。 予算は、今年度並みの編成の

も行いました。

方針で審議が終了しました。

建設業部会

お問合せ

報告

▶建設業部会小冊子「住まいのホームドクター」
60 周年記念版発刊
建設業部会（渡辺偕規部会長）は、昨年創立

する相談や設計、住宅建

60 周年を迎えましたが、これを機に、市民が安心して

設、電気、空調、水まわ

業者選びできる「住まいのホームドクター〜設計から工

り、何でもお気軽に相談

事・リフォームまで〜」60 周年記念版を発刊しました。

していただける業者探しの

昨今、悪徳な業者による手抜き工事や不必要な補

便利帳として、お役立てく

強工事、市場価格に比べて高額な契約を交わすなど

ださい。なお、小冊子は

の被害が増加しておりますが、この小冊子では身近で

商工会議所窓口で配布を

永く付き合え、安心して任せられる武蔵野商工会議所

しています。

建設業部会の会員企業を紹介しています。住まいに関
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サービス業部会

お問合せ

サービス業部会 （担当：三輪）

報告

▶恒例クリスマスチャリティコンサートを開催
サービス業部会（安藤孝部会長）では、恒例のク

した。 素晴らしいステージとなり多くの方に楽しんでい

リスマスチャリティコンサートを12月8日（土）に武蔵

ただきました。また、今回の収益の一部は武蔵野市

野公会堂にて開催しました。21 回目を数える今回は、

民社会福祉協議会に寄付します。

シャンソン歌手の北谷和子氏を迎えコンサートを行いま

金融業部会
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5日

お問合せ

（担当：小林）

日 時：平成 31 年 2月5日
（火）
時

間：15：30 〜 17：00

会

場：商工会館４階市民会議室

演

題： 『2019 年、経済動向をよむ〜米国の景気

（火）に当所４階で講演会を開催します。 参加希望

減速、ドル安・円高、日本の消費増税に要

の方は、申込書に必要事項を記入のうえ、1月30
日（水）までにFAXで申込みください。 商工会議所

金融業部会

注意〜』
講

師：野間口

毅氏

HP 上の『セミナー・イベント』ページからも申込みで

（大和証券投資情報部 株式ストラテジスト）

きます。なお、金融業部会員の方は、懇親会の開

定 員：90 名（先着順。どなたでも参加できます。）

催通知と合わせて別途ご案内を送付します。

聴講料：無料

異業種交流プラザ

お問合せ

異業種交流プラザ （担当：今北）

i nformation

▶ 2月定例会・交流会の開催について

日 時： 平成31年 2月13日
（水）
時

間： 18：30 〜 19：45

異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、2月

会

場： 当所5階会議室

13日（水）に当所 5 階会議室で、2月の定例会を開

演

題： あのメジャーリーガー「大

催します。※詳細は同封の参加申込書を参照。参加

谷翔平選手」も思考整理

希望の方は、同封の参加申込書に必要事項を記入の

法として活用したたった“9

うえ、2月6日（水）までにFAXにてお申込ください。

つのマス”を埋めるだけで、集まる売れる商

商工会議所 HP 上の「セミナー・イベント」専用ページ

品の企画ができる発想法とは?

からもお申込みできます。なお、プラザ会員の方は、交

講

流会の開催通知と合わせて別途ご案内を送付します。

定 員： 30 名（先着順。どなたでも参加できます。）

師： 山中

洋史 氏（デザイニック（株）代表取締役）
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女性会

お問合せ

女性会

（担当：三輪）

報告

▶都内商工会議所 4 女性会共催事業
女性会（伊藤隆子会長）では、11月30日（金）
八王子市内にて、東京・八王子・町田・武蔵野商
工会議所の計４女性会との共催で視察交流会を開催
しました。 当日はまず、武蔵野御陵と東京富士美術
館へバスで移動し、その後オリンパス技術歴史館にて
説明を聞きながら見学を行いました。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。

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

株式会社 アヴニール
超低温固液分離による植物成分の加工原料化で
時代を先取りする
37℃という超低温で、植物の生体水
と固形分を分離する技術をベースに、
タイ・チェンマイに合弁工場を建設し、
約 30 種類の植物の生体水と粉末を
製造・輸入販売しています。 植物の
持つ機能性成分がそのまま含有され、
加 水もせず、 一 切の添 加 物も無い
100% 天然の商品です。タイ北部に自社農園があり、無農
薬での栽培と、合弁工場での製造により、花、果実、ハー
ブ、野菜等の一貫した製造体制を組んでいます。

代表者
所在地
Tel
e-mail
URL
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●
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●
●

橋本 武久
180-0001武蔵野市吉祥寺北町 1-2-11
0422-27-5140
Fax ● 0422-27-5141
hashimoto@avenir-t.co.jp
http://www.avenir-t.co.jp

総務課

2nd hand outdoor gear store

TEL：0422‑22‑3631

maunga 吉祥寺店

中古登山・キャンプ・アウトドア用品専門店！
中古のアウトドア用品を集めた
ショップです。
個性的なアウトドアショップが立
ち並ぶ吉祥寺の街で営業し、
山道具を捨ててしまうことなくリ
ユースし販売しています。
不要になった登山、キャンプ用品の買取も行っています。
多くの方にアウトドアを気軽に楽しんでいただき、身近にアウト
ドアがある生活、スタイルを提案していきたいと考えています。
アウトドアギアだけのフリーマーケット気分で楽しくご覧いただけ
ます。
代表者
所在地
Tel
e-mail
URL

●
●
●
●
●

遠藤 浩史
180-0005 武蔵野市御殿山1-3-9
0422-24-7630
Fax ● 0422-24-7630
kichijoji@maunga.jp
https://www.maunga.jp/
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経営専門相談 のご案内
○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
・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）

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
定例相談会
（記帳・申告・税務）

日本政策金融公庫
（融資担当者）

税 理 士

2 月4日（月）
・設備資金や運転資金の借り入れ
13：30 〜 16：00
・借り換えや条件変更など
※事前にご予約ください。
2月4日（月）
・青色・白色申告する個人事業主の方
10：30 〜 16：30 ・所得税・相続税・消費税など
（12：00 〜 13：00 休）
一般的な税金問題
※予約優先

弁 護 士
司法書士

・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

法

律

登

記

司法書士

許 認 可

行政書士

特許・商標・意匠

弁 理 士

建

築

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
※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。

不動産や会社・法人の登記など

※相談時間は原則60 分
以内とさせていただいて
います。

発明・特許・商標などの産業財産権に関
する取得運用

建 築 士

建設業の許可など各種申請書類の作成など

店舗・事務所など建物に関する相談
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

不動産鑑定士

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

○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
お気軽にご連絡ください。

0422‑22‑3631 まで
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連載

快進撃企業 に 学べ

ホテル、レストランのような美しい工場の
HILLTOP 株式会社

京

都駅から近鉄京都線に乗り大久保駅で下車、そこ

が命懸けともいうべく気迫で取り組んだ。ついには努力と

から15 分ほど歩いた宇治市の京都フェニックス・

苦労が実り、今日の繁栄に至っている。

パークの一角に目立つ建物がある。その建物は、東側は
全面ガラス張り、外観はピンクの5 階建てで、 これが工場

変革の前は、自動車の量産物で競争見積もり的な部
品が多数であった。現在の主製品は、小ロット・高難度・

か と見間違うほどなのである。

短納期の宇宙機器や航空機に加えて、特殊なロボットの
この美しい建物こそ、今や国内はおろか、米国のシリ

部品加工などである。また、その受注品・開発品の80%

コンバレーにおいても高い評価を受け成長発展している

は、わずか1 個か2 個といった特注品であり、その取引先
の数は、国内だけでなんと2000 社を超すという。 加えて

「HILLTOP 株式会社」の本社工場である。

いえば、2014 年に米国のシリコンバレーに単独進出した
もともとは自動車部品を製造する2 次下請け企業であり、
主製品もどこでもできるような少品種大量生産部品であっ

こともあり、すでに全米 800 社以上からの注文を受けてい
る。その中には、あの「ウォルト・ディズニーカンパニー」

た。それ故、ここに移転する前までの工場はいわゆる3K

や「NASA」さらには配車アプリで著名な「ウーバー」か

職場で、社員の大半は油まみれであった。 加えて、取引

らの注文もあるという。

先からの低単価発注は日常的であるばかりか理不尽な取引
を強要されることも多く、不安定な経営を余儀なくされてい

先般、機会があって、同社の本社工場を訪問させてい
ただいた折、驚いたことは、工場でありながら食堂はもとよ

た。

り、生産現場もまるでホテルのレストランのようにすてきな
こうした中で大学を卒業し、母親に強く請われ入社した

場所であったこと。そして、そこで食事をしている社員たち

現副社長である山本昌作氏は、「こんな仕事は楽しくない」

の自信と幸せに満ち満ちた目つき・顔つきをいまだに忘れる

「面白くない」と考え、脱下請け・脱取引先依存の経営

ことはできない。

にかじを切ることを決断し、変革に命懸けで取り組んだ。そ
の五つの変革は「人を変える」
「本社を変える」
「つくる物
を変える」
「つくり方を変える」そして「取引先を変える」で
人を大切にする経営学会 会長 坂本 光司

あった。
これらの変革は容易なことではなかったが、山本正範社
長や山本昌作副社長をはじめ、その変革に呼応した社員

プロフィール

法政大学大学院政策創造研究科

教授

（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。
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輝彦

今回は練馬区北町にある（株）
ヘキサゴン・イーの代表
取締役富永輝彦さんにお話を伺いました。
富永さんは、バーコードプリンタを扱う会社での勤務、飲
食業のコンサルタント、料理学校の役員などを経て、幼稚
園、保育園の園庭や私学の小・中・高校の校庭に芝生
を敷く事業に携わりました。 当時は東京都の緑化推進事
業により、100㎡を芝生化すると助成が受けられたそうです。
その後、親会社が倒産してしまいましたが維持管理が必要
なものを扱っていたため、2012 年 4月にこの会社を立ち
上げました。 社名の ヘキサゴン・イー は頭文字が Eの

のものが必要なのか、飲食店等が待機できる場所なのか、

6つの事業（エコ関連事業（Ecology）
、環境関連事業

避難経路をどのように確保するのか、などのルール作りをし

（Environment）
、 緊 急 防 災 事 業（Emergency）
、教育
関連事業（Education）
、経済関連事業（Economic）
、

ていければと話されていました。
防災用品では主要なものとして消防庁の認可を受けた簡

エネルギー関連事業（Energy）
）を推進していくという思い

易消火器具である サット119 を販売しています。 消火

から名付けられました。

器は使用するまでに手順があり扱いづらいですが、これは

現在は屋上や庭を含めた設備の維持管理や防災用品
の取り扱いを行っています。また、環境対策として、芝生
による屋上緑化や東京都の省エネ診断に伴う助成金の

火元に投げ込むことで消火ができ、避難経路の確保にも
役立ちます。建物に設置してある消火器の半分までをサッ
ト119に交換することが認められているそうです。

相談にも応じられているそうです。主な顧客である幼稚園、

今後は、飲食店のゴキブリ対策として冷蔵庫のモーター

保育園では園庭の整備、防災用品、LED 照明の設置、

に設置する装置を取り扱う予定とのことです。害虫駆除の

遊具の修繕などに幅広く対応しています。
近年は九州、大阪、北海道と全国各地で震災があり、

法定点検（床面積が 3000 平方メートル以上の商業施設
やオフィスビル）は半年に一回と定められているそうですが、

防災に関して考えていく流れが出てきています。「安心、

駆除の頻度が低いと効果が薄れてしまいます。こちらの装

安全をもとに子どもたちの環境を整える」を理念とされてお

置は薬剤を定期的に補充することで効果が持続します。食

り、避難場所に指定されていない幼稚園にとっては、震

の安全のために、法定点検の対象でない保育園の厨房

災が起こった際に避難してきた人々に子どもたちの食料を

設備へも導入すべきであるとお聞きしました。

分け与えるのか、東京都は物資を届けてくれるのかといった
ことが課題であるといいます。また、防災用品はどれだけ

防災や設備に関して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。
（取材担当 : 宇治川・伊野瀬）

事業所

元気 な 会 社 を 紹 介 し て い

ます!!

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。

お問合せ

☎ 0422‑22‑3631
（担当：総務課）
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LOBO
調 査

早期景気観測

Lobo調査とは……

業況 DI は、3 カ月ぶりの改善。先行きは慎重な見方

全国の423 商工会議所が 3727 企業
にヒアリングを行い業況等を調査した結
果です。

崩れず横ばい圏内

11月の全産業合計の業況 DIは、▲ 14.9と、前月から

先行きについては、先行き見通しDIが▲ 13.7（今月比

+2.3ポイントの改善。ただし、「悪化」から「不変」への

+1.2ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不

変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。産業用機械や自

変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。年末年

動車、電子部品関連、建設業が堅調に推移した。また、

始の個人消費拡大やインバウンドを含めた観光需要拡大、

インバウンドを含む観光需要の好調な動きや、農産物につ

生産・設備投資の堅調な推移への期待感がうかがえる。

いて、夏以降の価格上昇に落ち着きが見られると指摘する

他方、人手不足の影響の深刻化や、原材料費・燃料費

声も聞かれた。 他方、原材料費・燃料費の上昇や深刻

の上昇、コスト増加分の価格転嫁遅れ、米国の保護主義

な人手不足、根強い消費者の節約志向が足かせとなって

的な関税措置に端を発する貿易摩擦、消費増税の影響を

おり、中小企業の業況改善に向けた動きには鈍さが見られ

懸念する声も多く、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推

る。

移する見通し。

▼ 前年同月比
2017 年 11月 :

2018 年 11 月

全業種

建

設

製

造

卸

売

小

売

サービス

全 国
▲ 14.9

▲9.9

▲10.2

▲9.3

▲ 29.2

▲ 13.2

▲ 12.0

▲ 5.3

▲8.3

3.8

▲ 27.7

▲ 14.9

関 東

▼ 先行き見通し : 2018 年 12月〜 2019 年 2月
全業種

建

設

製

造

卸

売

小

売

サービス

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。

全 国
▲ 13.7

▲9.9

▲11.3

▲7.3

▲25.9

▲11.1

▲ 10.3

▲9.2

▲4.1

▲5.7

▲25.5

▲7.4

関 東

▲

武蔵野商工会議所の会員数
部

14

0 以上

会

0 未満〜
‑20以上

‑20未満

（平成 31 年 12月17日現在）

食 品

飲 食

商 業

工 業

建 設

サービス

金 融

合 計

会員数

298

427

790

121

209

1,176

73

3,094

市内事業所数

526

1,371

1,629

140

385

3,217

103

7,371

割 合（%）

56.7

31.1

48.5

86.4

54.3

36.6

70.9

42.0
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中小企業のセキュリティ対策

事故後の対応検討を
適切な処置で被害を最小限に
マイナンバー法や改正個人情報保護法が施行され、情

押さえておくべき五つの原則
「情報漏えい発生時の対応ポイント集」では、情報漏え

報セキュリティ対策の重要性はますます強く認識されるよう

い対応に当たって五つの原則を掲げている。

になったが、民間企業、公的機関を問わず情報漏えいな

原則１：被害拡大防止・二次被害防止・再発防止の原則

どの事故や事件の報道が後を絶たない。
企業として十分な情報セキュリティ対策を行うことにより、

情報漏えいが発生した場合に最も重要なことは、情報漏
えいによって引き起こされる被害を最小限にとどめることであ

情報漏えいを未然に防ぐことが重要ではあるが、いかに対

る。また、一度発生した事故・事件は二度と起こることの

策を行なっていても情報漏えいを完全に防ぐことは難しい。

ないよう再発防止を図る。

そのため、情報漏えいが発生してしまったときに、速やかに

原則２：事実確認と情報の一元管理の原則

適切な処置を行うことによって被害を最小限に留めることが

情報漏えい対応において、憶測や類推による判断や不

重要だ。しかし、情報セキュリティの専門家がいない中小

確かな情報に基づく発言は混乱を招くこととなる。 企業内

企業においては、インシデント対応マニュアルや対応ノウハ

の情報を一カ所に集め、外部に対する情報提供や報告

ウを持っていない場合が多く、いざそのような事故や事件が

に関しても窓口を一本化し、正しい情報の把握と管理を行

起きてからどうしたらよいか苦慮することが多いというのが現

う。

状といえる。

原則３：透明性・開示の原則

独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では、情報

被害拡大防止や類似事故の防止、企業の説明責任の

漏えいが発生した時に参考となる小冊子「情報漏えい発

観点から必要と判断される場合には、企業の透明性を確

生時の対応ポイント集 」をウェブサイト（https://www.

保し情報を開示する姿勢で臨むことが好ましい。情報公開

ipa.go.jp/security/awareness/johorouei/）で公開して

により被害の拡大が見込まれるような特殊なケースを除いて

いる。情報漏えい対応の作業ステップと、ウイルスや誤送

は、情報を公開することを前提とした対応が企業の信頼に

信、紛失・盗難など情報漏えいタイプごとの留意点、個

つながる。

人情報や公共性の高い情報など流出した情報の種類ごと

原則４：チームワークの原則

の留意点、通知・報告・届け出における留意点などにつ

情報漏えい対応においては、さまざまな困難な判断を迅速

いて分かりやすく解説しているので情報漏えい対応の参考

に行わなければならず、精神的にも大きな負担がかかる。

にしてほしい。

また、経営、広報、技術、法律など、さまざまな要素を考
慮する必要があるため、組織として対応していくことが重要
である。
原則５：備えあれば憂いなしの原則
情報漏えいなど事故・事件が発生した時のことを想定
し、あらかじめ緊急時の体制や連絡要領などを準備してお
く。また、緊急時にどう対応するべきか、方針や手順を作
成し、日頃から訓練しておく。
このように、技術や法務の担当を選任することが難しい
中小企業こそ、情報セキュリティ対策の一環として、情報
漏えいなどの事故や事件の対応についても検討しておくこと
が望まれる。
（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9月21日号（日本商工会議所発行）より転載】
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