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通常議員総会開催─事業報告及び収支決算

承認

（水）
2019年6月26日
6月26日（水）商工会館 4 階において通常議員総会が開催され、平成 30 年度事業報告・収支決算な
ど3 議案について審議をしました。

議案第 1号：平成 30 年度事業報告（案）承認の件、議
案第 2 号：平成 30 年度収支決算（案）承認の件は、いず
れも原案どおり可決承認されました。また、議案第 3 号：常
議員補欠選任の件については、武蔵野酒類販売㈱、上杉
武雄氏とスナックチャーム、髙田ルミ子氏が選任されました。
その後、報告事項として、部会長、委員長、会長より
平成 30 年度の各事業の報告が行われたほか、当所創立
70 周年記念事業を来年 11月12日（木）に行うことなどが
報告されました。
また、総会当日、関東経済産業局長表彰及び関東商
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

1．会員拡大事業の推進

した。

会員拡大事業は、中期目標としていた3,000 会員、組
織率 40%を目指し役員・議員・そして各部会が一体となり
取り組むことで、年度末の会員数は3,031 事業所、組織
率は41%となり、その目標を達成することができました。

（右）関東経済産業局長表彰
マイクロシステム㈱ 林 敏雄 様

2．行政と連携した地域振興事業の推進
地域振興事業は、食品・飲食業部会合同事業の第
14 回 Musashinoごちそうフェスタを実施し、恒例の物産・

（左）関東商工会議所連合会ベスト・アクション表彰
㈱東急百貨店吉祥寺店 様

逸品市の開催をはじめ、ぐるなびと連携した地域の飲食・
食品店のPRを行ったほか、2 年ぶりに内容を一新させたガ
イドブックを発行しました。

◆ 総括的概要 ◆
事業年度の我が国経済は、景気の拡大が戦後最長に

武蔵野地粉うどんは、市内での小麦栽培を再開するなど地
域に浸透させるための取り組みを着実に実施しました。

達したと政府の見解が示されましたが、年度末にはそれを

お正月の行事として定着した武蔵野吉祥七福神めぐり

疑問とする声や製造業においては景況感が大幅に悪化し

は、13 回目を迎え、ファミリーや友人同士、団体など多く

ているとの報道も目立ちました。また、人手不足も深刻とな

の参加があり、過去最高を記録した前年度 7日間の売り上

り一部の業界では働き方改革とともに基本戦略の見直しを

げをさらに上回る結果となりました。

迫られる事態となりました。
世界経済においては、米中の貿易摩擦や中国経済の減
速、イギリスのEU 離脱をめぐる出口の見えない混乱など今

2

武蔵野市の名物・物産としてブランド化を推進している

建設業部会で実施している住まいリーフェスタは、本年
度、武蔵野市住宅対策課と協力して取り組むことにより、
様々な課題を抱える市内の住宅事情について各種相談を

後の不透明感が広がりました。一方、海外からの外国人観

受け付けたほか、市内の建設業の方々が中心となり取り組

光客は年々増加しており、東京オリンピック・パラリンピック

んでいるまち大工制度についてPR 強化を行う良い機会とな

が近づくにつれインバウンドに伴う期待も高まっています。

りました。

そのような中、当所は3 年に一度の役員・議員改選があ

工業部会では、三鷹商工会、小金井市商工会との連

り新たな体制となったほか、4つの部会と女性会で周年事

携事業として、3 市の協力を得ながら第 8 回武蔵野エリア

業が実施されるなど、継続事業と併せて活発な活動が行わ

産業フェスタを開催し、三地区の製造業を中心とした事業

れました。また、変化の激しい時代に迅速に対応するべく

所の技術、商品を展示し、即売・商談会を実施すること

次年度へ向けた事務局組織体制の見直しも検討しました。

で交流やビジネスチャンスの拡大に努めました。
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さらに、今年度は、第二期武蔵野市産業振興計画策

平成30 年度 収 支 決 算 総 括 表

定委員会や吉祥寺グランドデザイン委員会に参画し、市内

平成 30 年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで
（単位：円）

産業の特色や将来像、まちづくりや環境整備など多岐にわ

収入の部

たり様々な意見交換を行いました。

3．会員相互の融和事業
会員の増加に伴い、今年度も会員新春のつどいや新入
会員歓迎会が多数の参加者のもと盛大に行われたほか、
各部会等では継続事業の実施に加え、工業部会、建設
業部会、サービス業部会が創立 60 周年、飲食業部会
が 45 周年、女性会が 35 周年を迎え、それぞれ記念講
演会、式典、パーティー、視察など多くの事業を実施しま
した。また、記念誌や市民向けの冊子住まいのホームドク
ターも発行しました。

科
1. 会

目

本年度予算額

テージに加え、井の頭公園野外ステージにて、吉祥寺周
辺にアウトドアショップが多いことに着目し、その魅力を紹介
するステージと二本立てで同時開催しました。
これら周年事業をはじめ各部会事業に、役員・議員をは
じめ多くの会員が開催に向け協力することで会員相互の融
和が図られ、前年度以上に活発な事業が展開されました。

4．商工会議所固有事業の推進
中小企業支援においては、多様化するニーズに応える
べく各事業所が抱える課題に寄り添う伴走型の経営課題
解決支援事業や小規模事業持続化補助金の申請支援に

53,947,000

54,655,202

708,202

2. 交付金

108,143,000

105,719,149

△ 2,423,851

3. 事業収入

221,480,000

235,076,161

13,596,161

35,600,000

36,897,860

1,297,860

103,382,000

134,128,842

30,746,842

6. 会議室等使用料収入

7,906,000

7,926,290

20,290

7. 雑収入

5,475,000

5,845,497

370,497

8. 繰越金

24,000,000

34,665,881

10,665,881

559,933,000

614,914,882

54,981,882

4. 労働保険事務組合収入
5. 特別事業収入

合

計

支出の部
科

目

本年度予算額

本年度決算額

237,215,000

244,152,454

6,937,454

2. 小規模事業費

37,717,000

30,950,144

△ 6,766,856

3.労働保険事務組合事業費

33,200,000

34,360,417

1,160,417

4. 共済事業費

89,057,000

117,427,411

28,370,411

5. 給与費

94,948,000

97,873,614

2,925,614

345,000

480,519

135,519

7. 維持費

13,020,000

12,263,479

△ 756,521

8. 事務費

8,335,000

8,796,204

461,204

9. 会議費

4,600,000

3,386,553

△ 1,213,447

10. 渉外費

1,680,000

1,462,286

△ 217,714

10,170,000

7,911,088

△ 2,258,912

3,535,000

3,480,999

△ 54,001

15,778,000

15,861,727

83,727

640,000

550,069

△ 89,931

1. 一般事業費

6. 旅費・交通費

ついて一層の強化を図ったほか、小規模事業者経営改

11. 公課分担金

善資金融資についても積極的なPRを行いました。その結

12. 退職給与引当金

果、各種相談件数や融資あっせん件数も増加しました。

13. 福利厚生費

総務企画委員会では、会員向け人間ドック事業の実施

比較増 ･ 減（△）

費

商業部会では、4 回目となる吉祥寺コレクションを開催し、
今回は従来の吉祥寺北口駅前広場のファッションショース

本年度決算額

14. 雑費

比較増 ･ 減（△）

や次年度に向けた事務局組織体制の変更について審議し

15. 積立金

50,000

7,536

△ 42,464

ました。

16. 予備費

9,643,000

0

△ 9,643,000

559,933,000

578,964,500

19,031,500

0

35,950,382

35,950,382

559,933,000

614,914,882

54,981,882

広報情報委員会では、商工会館 1 階に設置した案内版

支出合計

の機能強化について検討し、改変を行ったほか、武蔵野

収支剰余金

市・武蔵野警察署とのサイバーセキュリティ協定に基づくサ

合

計

イバーセキュリティセミナーを開催しました。
観光委員会では、インバウンドマップ、ナイトマップの作
成について検討を行いました。

6．会議所経営基盤の強化
財政基盤強化は、共済制度のさらなる普及や検定事業

また、前年度に続き関東商工会議所連合会連携事業

の受験者増、パソコン教室の受講者増など収益事業の拡

である、インターンシップ受け入れ企業の募集を行ったほ

大、次年度に向けた事務局組織の変更と働き方改革を意

か、新卒採用に向けた企業と学校法人との情報交換会に

識した業務の効率化に努め、前年度に続き単年度財政収

も参画しました。

支はプラスとなりました。
以上、経済情勢が厳しさを増し、多様なニーズが求めら

5．政策・提言機能の強化

れる中で、地域総合経済団体として幅広い事業を展開で

役員・議員の改選に伴い新たな役員体制となったことに

きましたことは、議員各位をはじめとする皆様方のご支援ご

伴い、市長・副市長との意見交換会を実施し、市内産業

協力の賜物です。ここに深く感謝を申し上げ、平成 30 年

の現状やまちづくりの課題などについて懇談しました。

度の事業報告とします。

3

News Letter むさしの

Report

Vol.553

Report

リポート

関東商工会議所連合会第62会総会が立川市で開催

関東商工会議所連合会の第 62 回総会が、5月30日

の佐藤浩二・立川商工会議所会頭が議長を務め、2018

（木）に立川市で開かれました。1 都 8 県（東京、神奈

年度決算 ･2019 年度予算関連の審議などが行われ、す

川、 埼 玉、 千 葉、 茨 城、 栃 木、 群 馬、山 梨、 静 岡 ）

べての議件が承認されました。その後、2019 年度ベスト･

103 会議所のうち94 会議所から会頭、副会頭、専務理事

アクション表彰の先進事例として、太田商工会議所と川崎

などが出席し、当所からは加藤専務理事ほかが参加しま

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（多摩地域の紹介）に引き続

した。
総会では、会長である三村明夫日本・東京商工会議所

く特別講演会では、『多摩地域への貢献と成果について』

会頭の開会あいさつの後、来賓として、開催自治体から多

と題して、多摩都市モノレール株式会社代表取締役社長

羅尾光睦・東京都副知事と清水庄平・立川市長、そして

の醍醐勇司氏が、会社の立ち上げから経営危機、そし

角野然生・関東経済産業局長のあいさつがありました。

て経営好転までの地域の発展とともに歩んできた道のりな

続いて、関東経済産業局長表彰として役員・議員 90

どについて話されました。

名の方々が表彰され、当所議員からは、林敏雄常議員

その後の懇親会では、アトラクションとして当所会員のコ

が受賞されました。また、関東商工会議所連合会第 14

レクション三鷹所属の加藤きららさんの口笛演奏と（株）劇

回ベスト･アクション表彰で

団め組のパフォーマンスが行われ、好評を博していました。

は101 団 体 が 表 彰され、
当所からは、｢大型店であ
りながら地元の商店街と協
力し、地域の様々なイベン
トを商 店 街とともに盛り上
げ、街の活性化に貢献し
ている｣ などとして、株式
会社東急百貨店吉祥寺店
開会のあいさつをする
三村明夫会長

が受賞しました。

劇団め組のみなさん

加藤きららさん

議件審議では、開催地

Report

リポート

松下市長に吉祥寺駅南口再開発構想を提案

6月25日（火）
、稲垣会頭は「吉祥寺駅南口再開発構
想」を松下市長に提案しました。これは、当所の商業・環
境委員会（山本富士雄委員長）がまとめたもので、改定中
の吉祥寺グランドデザインや武蔵野市第六期長期計画の
策定などの参考とされるよう要望しました。

松下市長に同構想を手渡す稲垣会頭と山本委員長
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東京商工会議所 五輪成功へ決起大会
6月10日（月）
東京商工会議所は6月10日（月）
、2020 年東京五輪・パラリ

ンピックの成功に加え、大会機運を盛り上げるため、帝国ホテ
ルで決起大会を開きました。三村明夫会頭をはじめ、組織委
員会の森喜朗会長や小池百合子都知事のほか、各地の商工
会議所・商工会から約 700 人が参加し、当所からは稲垣会頭
が出席しました。
冒頭のあいさつで三村会頭は、「夢と希望を分かち合う素晴
らしい大会となるよう、みんなで力を合わせよう」と述べ、最後
に全員で「頑張ろう」を三唱して気勢を上げました。

商店会イベント一覧（夏まつり）2019
2019/7/1 現在

イ

ベ

ン

ト

名

商

店

会

名

実施時期

会

場

千川小納涼盆踊り大会

関前八幡町親交会

7月13日

千川小校庭

第 40 回納涼盆踊り大会

武蔵野中央会

7月13日〜14日

中央図書館前庭

吉祥寺南口ふれあい夏祭り

吉祥寺南口商店会
吉祥寺パークロード商店会

7月27日〜28日

丸井屋上

サンロード月窓寺門前市夏まつり
サマースクラッチセール

吉祥寺サンロード商店街
振興組合

8月3日〜4日

月窓寺境内・サンロード

第45回 吉祥寺ふれあい夏まつり

吉祥寺大正通り商店会
吉祥寺公園通り商店会

7月25日〜26日

東急百貨店北側広場

関前八幡まつり

関前八幡町親交会

8月24日

関前南小校庭

第 47 回吉祥寺秋まつり

─

9月14日〜15日

吉祥寺周辺
（各町会により異なる）

お祭り

四軒寺町会

9月14日〜15日

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14日〜15日

第三中学校北側スペース

※実施は予定です。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。
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新入会員 の紹介

5/16
〜

インフォメーション

6/14

事業所名

業

種

地

区

こめひろ

米粉パンの製造・販売

株式会社 ツリーハウス ピザハット吉祥寺店

飲食店（ピザの宅配及び店頭販売）

テスタジャパン株式会社 するり吉祥寺店

和食・うどん

Studio Bloomsterʼs Japan

生花小売

吉祥寺地区

ドコモショップ武蔵境

携帯電話販売

境地区

吉海建設株式会社

建設業（土木、外構工事）

中央地区

株式会社 岩佐画工舎

ソフトウェアシステム開発及び販売

境地区

株式会社 menui

生活雑貨、小売店

アプリ―ルクッキングスタジオ

料理教室、キッチンスタジオ

岩波公認会計士事務所

会計事務所

一般社団法人 ハナミズキ

保育園の運営

穂高商事

古物商、不動産賃貸業

N and relax

リラクゼーションサロン

司法書士法人もみのき事務所

司法書士業務

損害保険ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
株式会社 西東京支社

生命保険業

所属部会

境地区

食品業部会

吉祥寺地区

飲食業部会
商業部会
工業部会

吉祥寺地区

中央地区

サービス業部会

地区外
地区外

金融業部会

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い
会員増強委員会（森園副委員長（委員長代行）
）では、平成 31 年（令和元年）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

15

17

14

11

20

10

95

6/14 現在

0

2

5.5

5.5

2

19.5

16

82

当所会報誌 むさしの 制作業者募集のお知らせ
令和 2 年 3月号での契約期間満了に伴い、令和 2 年 4月号〜令和 5 年 3月号までの3 年契約で当所会報誌を制作
してくださる業者を募集します。
別途、要項やスケジュールをご用意していますので、7月末までにお問合せください。
お問合せ

令和元年度会員会費の請求について
令和元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月末までとなっていますので、ご納入のほどよろしくお願いします。
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議員職務執行者変更・関係団体代表者異動について
事業所内の人事異動等に伴い、当所議員職務執行者が以下のように変更となりました。
事業所名

（敬称略）

新

旧

関東バス（株） 武蔵野営業所

伊藤

裕二

德永

秀昭

NTT‑AT システムズ
（株）

渡辺

徹

森田

耕司

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
東京税理士会武蔵野支部長

新
石井

旧
健史

星

雅典

経営サクセスセミナーのお知らせ
〜導入まであと 1 か月 ! もう準備はお済みですか ? 〜
「消費税軽減税率対応・キャッシュレス支援セミナー」のご案内
いよいよ10月から消費税軽減税率制度が導入されます
が、準備は万全ですか? また消費税率の10%への引上

講 演
第 1 部 「消費税軽減税率対策補助金とキャッシュレス・

げに伴い、軽減税率制度の導入と対象店舗でのキャッシュ

消費者還元事業について」

レス支払いをした方に、ポイント還元等を実施するキャッ

講師：永見 充久 氏（当所

シュレス・消費者還元事業が開始されます。
軽減税率制度の理解に不安のある方や複数税率対応

消費税軽減税率制
®

度施策普及員・CFP ）
第 2 部 「Airレジ導入、Air ペイ活用セミナー」

レジの導入がまだの方、キャッシュレス決済へのニーズ・

講師：株式会社リクルートライフスタイル

関心がありながらもまだ導入に踏みきれていない方は、この

参加費 無料

機会に是非ご参加ください!

定 員 30 名（申込順、定員になりしだい締め切ります）

日 時

8月28日（水）午後 2 時〜午後 3 時 30 分

会 場 当所 5 階 第 1・2 合同会議室

お問合せ

企業支援部支援 2 課

自宅で受けられる郵送健診のご案内
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

対象者
申込方法

お申込みください。

郵送健診は、自宅にいながらにして「がん予防検査」が

※ 10月1日より消費税改正の場合、FAX 到着日付・
郵送消印日付が10月1日以降のお申込は新料金
となります。

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
で送られます。がん健診は受けたいが、時間がない、費用

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

案内です。

機関に返送するだけで、検査結果が受診者個人宛に親展

会員ならびに会員事業所の従業員及び家族

申込締切日

2020 年 1月31日（金）

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

お問合せ・申込先 「㈱東商サポート&サービス・健康管理サービス係」

受けられない方は、この機会に是非ご利用ください。

TEL 03‑3283‑7753

詳細は、同封のチラシをご確認ください。

FAX 03‑3283‑7768
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新・生命共済「むさしの」加入・増口キャンペーンのお知らせ
武蔵野商工会議所では、新・生命共済「むさしの」の推進キャンペーンを実施しています。
【特典】期間中（平成 31 年 4月から令和 2 年 3月まで）に加入・増口すると粗品を進呈‼
期間中は、共済制度引受保険会社であるアクサ生命保険株式会社の推進員が皆様を訪問させていただきますので、
是非ご検討・ご加入をいただきますようよろしくお願いします。

制度の主な特徴
■ 1 口・780 円
（月額）からの割安な掛金にて、当所会員の役員・事業主・従業員で70 歳 6カ月までの方が加入

できます。（掛金は年齢により異なります。）
■ 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24 時間保障されます。
■ 1 年ごとに収支計算を行って余剰金が生じた場合は、配当金としてお返しします。
■ 医師による診査は不要です。
（告知のみでお申込みいただけます。）
■ 当所独自の見舞金、祝金の支払いがあります。
■ ガンや6 大生活習慣病で入院した場合、ガンで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。
■ 負担した掛金は、全額損金または必要経費に算入できます。

お問合せ

武蔵野商工会議所 共済制度事務局

引受保険会社

アクサ生命保険株式会社 むさし府中営業所 武蔵野分室

TEL：0422‑22‑3631

〒181‑0013 三鷹市下連雀 3‑26‑12 三鷹三菱ビル 5F

e-mail：webinfo@musashino-cci.or.jp

TEL：0422‑48‑9082

第14 回 武蔵野吉祥七福神めぐり
パンフレット等への広告掲載のお願い

この部分が
掲載場所です!!

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（元旦）から1月7日（火）まで開催しま
す。次回、第 14 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
フレット等に、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。
前回のパンフレット
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部 会 だ よ り
飲 食 業

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

0422‑22‑3631まで。

お問合せ

部会

飲食業部会（担当：神林）

報告

▶通常総会開催
飲食業部会（髙田ルミ子部会長）では、5月23日（木）にカヤシマにて通常総会
を開催しました。
第 1 号議案・平成 30 年度事業報告及び収支決算報告、第 2 号議案・令和元
年度事業計画（案）及び収支予算（案）についての審議され、承認されました。
終了後、懇親会を行い、会員相互の親睦を深めました。

工 業

部会

お問合せ

工業部会（担当 : 櫻井）

i nformation

▶産業交流展 2019のご案内

場

所 東京ビッグサイ
ト

青海展示棟 A・Bホール

工業部会
（林敏雄部会長）
では、
「産業交流展 2019」
に今年も出展します。 本年度も昨年同様、3 小間で
出展の予定です。皆様のご来場をお待ちしています。
開催日時

11月13日（水）〜 11月15日（金）
10：00 〜 18：00（最終日17：00 終了）

建 設 業

昨年の展示ブースの様子

部会

お問合せ

建設業部会（担当 : 佐伯）

報告

▶武蔵野建設アカデミー第1回プレ講座を開催‼
建設業部会（渡辺偕規部会長）では、6月20日
（木）に当所 5 階会議室にて、武蔵野建設アカデ
ミーを開催しました。
第 1 回目は、当所商業・環境委員会委員長でもあ

「井の頭の防災計画について」
（講師：山本富士雄氏）
です。
武蔵野建設アカデミーは、建設業部会が主催す
る教養実務講座として、会員はもとより、広く一般の
方々にも役に立つ「知」の共有の場を目指しています。

る（株）山本富士雄設計事務所の山本富士雄氏を講

今後の主な講座内容（建設・建築関係を中心に）とし

師に招き、「吉祥寺（南口）の再開発について」という

て、①教養・情報、②経営実務（ビジネス・法律・

テーマで実施しました。

技術）
、③会員の実践報告（企業訪問）を検討してい

講義では、地下を活用する構想について、今後、
武蔵野市へ提案していく予定であることが話されまし
た。参加者は、熱心に耳を傾けていました。
第 2 回目は、今回の続編的な内容で、8月29日
（木）
18 時 30 分から20 時までを予定しています。テーマは

ます。
どなたでも無料で参
加できますので、興味
のある方はお電話にて
お申込みください。
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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

▶7月定例会・交流会の開催について
異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、7月16日
（火）

講

師

定 員

井尻

憲一氏（東京大学名誉教授・理学博士）

90 名（先着順。どなたでも参加できます。）

に商工会館 4 階市民会議室にて7月の定例会を開催し
ます。
今回は東京大学名誉教授の井尻憲一博士をお招きし、
宇宙メダカ実験についてご講演いただきます。
日

時

7月16日（火）

時

間

18：00 〜 19：15

会

場

武蔵野商工会館 4 階 市民会議室

演

題 『 宇宙と生きもの

〜向井千秋宇宙飛行士と旅したメダカたち〜』

女性会

お問合せ

女性会（担当 : 三輪）

報告

▶第 34 回関東商工会議所女性会連合会
総会「栃木大会」

女性会（伊藤隆子会長）では、5月22日（水）に小山市

6月3日（月）にパレスホテル東京にて開催された、東京

立文化センターにて開催された第 34 回関東商工会議所

商工会議所女性会創立 70 周年記念式典・祝賀会に参

女性会連合会総会に参加しました。1 都 8 県 75の女性

加しました。当所からは、副会長・理事合わせて4 名が参

会から696 名が一堂に会し、当所からは女性会員6 名が

加しました。

参加しました。

日本フィルハーモニー交響楽団 4 重奏によるコンサート、

記念講演会では、「女性の活躍推進〜いつまでも美しい

「伝える未来に向かって」と題したシンポジウム、野村万作

お肌で輝く ! 〜」と題し、自治医科大学 小宮根真弓氏が

氏による祝舞が行われ、祝賀会では他女性会との交流を深

講演を行いました。その後に開催された懇親会では、ケーナ

めることができました。

（南米の管楽器）奏者 REN 氏の演奏とトークで会場は大
いに盛り上がりました。
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新入会員紹介

株式会社レセルカーダ

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 2,700 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。
総務課

お問合せ

『武蔵野プレイス』図書館のオープンスペースで
『カフェ・フェルマータ』
を運営。
『武蔵野プレイス』内の
『カフェ・フェルマータ』を
会館オープン当初から運営
しています。
本を読みながら。 勉強

TEL：0422‑22‑3631

の合間に。 家族や友人と
ともに。体がほっとする日常料理を提供しています。
定期的に、本や映画のトーク会、英語サロン、ワイン会等イ
ベントを多数行っています。
運営会社は中小企業を経営基盤作りから広告販促までハンズ
オンで支援するコンサルティングを、飲食業、製造業、建設業、
サービス業等中心に提供しています。
代表者 ● 松井隆雄
所在地 ● 180‑0021 東京都武蔵野市桜堤 2‑13‑1
桜堤テイエンフェイシア229 号
TEL ● 0422‑57‑7706
E‑mail ● takao.matsui@recercada.com
URL ● www.cafefermata.net/

会報

チラシ

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封

ၟᕤ㆟ᡤ㆟ᐊ⏝䛾䛤ෆ
折込み料

折込サービス

21,600円（1回・消費税込） 1社 1枚 A4判まで

会員の皆様に
お届けします！

(A3二つ折り可)

お申込み・問合せは総務課まで

TEL 0422‒22‒3631

商工会議所 会議室利用のご案内
当所では、４階と５階会議室の貸

区分

し出しを行っています。 使用目的・

室名

人数にあわせて９時から22 時までご

４階市民会議室
（市外利用者料金）

利用できます。

面積

178㎡

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

9,000 円
15,000 円
20,000 円
40,000 円
90 名
（10,800 円）（18,000 円）（24,000 円）（48,000 円）

５階第１会議室〜第４会議室につ

５階第１会議室

59㎡

3,700 円

4,900 円

6,200 円

12,300 円

24 名

いては、会員事業所使用の場合は

５階第２会議室

42㎡

2,500 円

3,700 円

4,900 円

9,900 円

18 名

表の料金より２割引となります。

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

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。
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連載

快進撃企業 に 学べ

モノづくりで頑張る「大和合金株式会社」

東

京・池袋駅から東武東上線で20 分ほどの鶴瀬駅

そればかりか、これまでの開発努力や提案努力が企業

で下車し、そこから車で7 分ほど走ったロードサイド

や研究機関から高い評価を受け、取引先も国内外の著名

の両側に、大和（やまと）合金株式会社の実質的な本社

な企業など約 500 社にまで増加している。中でも、近年、

工場である三芳工場がある。同社の主事業は、特殊銅合

欧米の航空機メーカーから開発や製造の依頼が殺到してい

金材料の開発から製造・販売まで自社で一貫して行う、特

るという。

殊銅合金の開発型製造業であり、ニッチ（伱間）市場では
あるが、この分野では今や著名な企業となっている。

同社の発展の要因は理念経営、つまり、大企業をはじ
めとする他社との争いを避け、ターゲットを少量・多品種か

同社は1941 年、現社長である萩野源次郎氏の祖父が

つスピードが要求される、いわゆるニッチ市場に特化すると

創業した。創業のきっかけは、勤務していた大手鋼材メー

ともに、創業以来、下請けを嫌い、開発・製造・販売を

カーで特殊な新材料の開発に成功し、その進化と普及の

保有する独立経営をひたすら行ってきたことである。

ため、脱サラしたことであった。
加えて、創業時より、会社は「家族・社員ファースト」
その後、幾多の困難もあったが、創業者が当初、高ら

を明確に掲げ、社員やその家族が幸せを実感できるような

かに掲げた「誠実一路」
「積極一貫」
「大和一体」
「創造

「大家族的経営」や、社員を伸ばして会社を伸ばすといっ

開発」という経営理念を中軸に据えた「ぶれない経営」
「大

た社員一人一人の側に立った「人財育成経営」に注力して

家族的経営」を進めてきたこともあり、現在では、グループ

きたことである。

会社である三芳合金工業株式会社と合わせ、社員数 140
人、売上高約 100 億円にまで発展している。

余談だが、同社の親子社員、兄弟・姉妹社員、夫婦
社員の多さには驚かされる。それは言うまでもなく、同社が

特に注目したいのは、この10 年間で多くの製造業が一
進一退を繰り返す中、同社は売上高も社員数も約 2 倍に

家族を就職させたい「良い会社」と、社員に評価されている
からにほかならない。

増加していることである。
人を大切にする経営学会 会長 坂本 光司

プロフィール

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。
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代表：みずき 愛

シュガーレースの名称でも販売をされています。 商品の開
発にあたっては、デザインの繊細さを出すことや、普通は溶
けてしまう砂糖を浮かべる技術、流通の際に割れにくい成
分やパッケージの研究等、いろいろと試行錯誤されたそうで
す。また、これまでにない商品のため価格設定も難しかっ
たと話されていました。
お客様は女性が多く、アフタヌーンティーの演出に使用
していただきたいとのことでした。シュガーレースはお客様
の希望に沿ったデザインのオリジナルの型を作成し、製作
する完全オーダーメイドの受注も行っています。 建造物や
風景、メッセージなどが入れられ、アート性のある繊細なデ
ザインが特徴です。また、お抹茶や日本茶にあわせるお干
今回は、英国伝統のシュガークラフトの技術を生かした商

菓子として、家紋や友禅などの和柄を用いた商品も展開さ

品を製造、販売されているFolium Floris TAKARAZUKA

れています。シュガーレースはクッキーやカップケーキに飾り

の代表 みずき 愛さんにお話をお聞きしました。

付けることもでき、ウェディングや記念品としてもご利用いた

みずきさんは宝塚歌劇団で10 年ご活躍の後、イギリス

だけます。商品の製作には既成デザインでは約 2 週間、オ

で10 年間過ごされました。 渡英中にカレッジにてシュガー

リジナルデザインではデザインが決定してから2か月ほどかか

クラフト英国政府公認職業資格 C&G、英国教育センター

るそうです。

資格 CENTRAを取得。シュガークラフトアーティストとして

みずきさんはシュガークラフトをはじめ、焼き菓子や紅茶に

活動を始められました。シュガークラフトはイギリスの伝統工

関するさまざまなレッスン講座も開講されています。9月からは

芸品で、ウェディングケーキなど主に冠婚葬祭に用いられま

吉祥寺 *Bloomにて講座を開く予定とのことです。

す。パティシエとは別の分野であり、アートとして存在して

秋にはネット販売も開始されるそうで、今後はケーキ店や
福祉関係の製造者との連携、技術販売などもしていきたい

いるそうです。
帰国後、日本ではあまり知られていない砂糖の工芸品を

といった展望もお聞きしました。アート作品としても魅力があ

別の形で広めたいとの思いから、シュガークラフトの技術を

るシュガークラフトを楽しんでいただけるよう積極的に活動さ

独自に改良し、世界初の商標登録、特許登録商品を開

れているみずきさん。日本とイギリスの文化を融合させたメイ

発。 紅茶などに浮かべるフローティングシュガーとして3 年

ドインジャパンの商品として発信していきたいと話されていま

前から宝塚劇場での販売を始めました。現在は、レースの

した。 興味をお持ちの方はお問合せをしてみてはいかがで

ような繊細な美しさとアート性を持ち合わせたデザインから、

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 は横ばい続く。先行きは不透明感強く、
慎重な見方変わらず

全国の337 商工会議所が 2657 企業
にヒアリングを行い業況等を調査した結
果です。

先行き見通しDI は、▲ 19.6 今月比▲ 2.5ポイント

全産業合計の業況 DIは、▲ 17.1 前月比▲ 0.4ポイント
10 連休となったゴールデンウィークの好調なインバウンド

個人消費の拡大やインバウンドを含む観光需要拡大へ

を含む観光需要が全体を牽引したほか、堅調な改元商戦

の期待感がうかがえる。他方、人手不足の影響の深刻化

の恩恵により、宿泊・飲食業や観光関連業を中心とする

や、原油価格を含む原材料費の上昇、コスト増加分の価

サービス業、小売業の業況感が改善した。 他方、半導

格転嫁の遅れ、貿易摩擦の激化、世界経済の動向、消

体や産業用機械、自動車関連の不振が続いているほか、

費増税の影響など不透明感が増す中、中小企業において

10 連休により営業日が減少した建設業の売上が悪化し

は、先行きへの慎重な見方が続く。

た。深刻な人手不足の影響拡大や根強い消費者の節約
志向、原材料費の高止まり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。

▼ 前年同月比
2018 年 5月 : 2019 年 5 月
全業種

建

設

製

造

卸

売

小

売

サービス

全国
▲ 17.1

▲ 7.7

▲ 22.3

▲ 19.8

▲ 29.4

▲ 6.7

▼ 先行き見通し : 2019 年 6月〜 2019 年 8月
全業種

建

設

製

造

卸

売

小

売

サービス

全国
▲ 19.6

▲ 11.8

▲ 22.5

▲ 24.3

▲ 29.4

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。

▲ 11.6

0 以上

▲

武蔵野商工会議所の会員数
部会
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0 未満〜
‑20以上

‑20未満

（令和元年 6月14日現在）

食 品

飲 食

商 業

工 業

建 設

サービス

金 融

合 計

会員数

297

411

751

127

204

1,191

76

3,057

市内事業所数

526

1,371

1,629

140

385

3,217

103

7,371

割合（%）

56.5

30.0

46.1

90.7

53.0

37.0

73.8

41.5%
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中小企業のセキュリティー対策

ガイドライン大幅改定 1
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
は、中小企業に

管理責任を問われる。そのため、委託先や再委託先の情

おける情報セキュリティー対策の考え方や実践方法を具体的

報セキュリティー対策まで考慮する必要がある。また、受

に示した「中小企業の情報セキュリティ対策ガイ
ドライン第 3

託の場合は、依託元の情報セキュリティー要件に対応して

版」
を策定し、IPAのホームページ
（https://www.ipa.go.jp/

いく必要がある。

security/keihatsu/sme/guideline/）
で公表した。

■原則③

第 3 版は第 2 版から2 年 4カ月ぶりの大幅改訂で、「サ
イバーセキュリティ経営ガイドライン」の改訂や、中小企業
を取り巻くIT 環境などの変化を受けたものである。

関係者とは常に情報セキュリティーに関するコ
ミュニケーションを取る

顧客や取引先など業務上の関係者からの信頼を高める
には、普段から自社の情報セキュリティー対策や、事故が

情報セキュリティー対策において最も重要な意思決定者

起きたときの対応について、関係者に明確に説明できるよ

である経営者が情報セキュリティーの重要性を自ら認識し、

うに経営者自身が理解し、整理しておくことが重要である。

何に取り組むべきかをまとめた「経営者編」と、専門的知識

情報セキュリティーに関する関係者とのコミュニケー

がない実務担当者にも実践できるよう具体的に手順を記し

ションに当たっては、セキュリティ対 策自己 宣 言 制 度

た「実践編」の2 部構成を維持しつつ、経営者編では、IT

「SECURITY ACTION」を活用してほしい。利用手数料

に詳しくない中小企業の経営者にとってより理解しやすい

は無料。具体的な手続きはIPAのホームページ（https://

表現へと改善を図った。また、実践編では、対策に取り組

www.ipa.go.jp/security‑action/）
を確認してほしい。

めていない中小企業が組織的な対策を段階的に進めてい
けるように構成を見直した。
さらに、中小企業においても活用が進むクラウドサービス
について、安全に利用するための留意事項やチェック項目

具体的な情報セキュリティー対策のルールや仕組みの構
築は、ガイドラインを参考に社内の担当者や外部の専門家
が担う企業も多いであろうが、経営者は3 原則を認識し、
情報セキュリティー対策を主導してほしい。

をまとめた手引き「中小企業のためのクラウドサービス安全
利用の手引き」を付録として追加した。
情報セキュリティー対策は何から始めればよいか、どこま
でやればよいか、そのような中小企業の疑問に応えたガイド
ラインであり、企業の規模や業種にかかわらず参考となる
ので活用してほしい。
経営者が認識すべき3 原則
経営者編では、経営者は次に挙げる3 原則を認識し、対
策を進める必要があるとしている。
■原則①

情報セキュリティー対策は経営者のリーダー
シップで進める

情報セキュリティー対策を進めていく上では経営者のリー
ダーシップが不可欠。 現場任せにせず経営者が判断して
意思決定し、自社の事業に見合った情報セキュリティー対
策の実施を主導する。
■原則②

委託先の情報セキュリティー対策まで考慮する

企業経営において外部リソースの活用は不可欠だが、
委託先にて情報漏えいなどが発生しても、委託元としての

（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4月21日号（日本商工会議所発行）
より転載】
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