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　Musashinoごちそうフェスタ（島崎智融実行委員長）は、武蔵野市内で最大の食の祭典です。
地域にもすっかり定着してきた一大イベントです。今年は内容をリニューアルし、今まで以上に盛
大に開催できるように実行委員会で下記の企画について準備を進めています。

上記以外に武蔵野野菜の地産地消を促進させる「武蔵野野菜PRキャンペーン」も企画しています。

ごちそうフェスタ開催期間
１１月１日（金）～１１月３０日（土）

　当所の参与として諸事業にご指導、ご協力をいただい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
一般財団法人 武蔵野市開発公社

理事長 堀井　建次 小森　岳史

JR三鷹駅　駅長 渡辺　利英 平井　淳

武蔵野税務署　署長 古宇田　崇 安藤　嘉英

公式ホームページ及び
SNSの活用

昨年に続き、ぐるなびと提携し公式ホーム
ページを作成します。飲食・食品店を紹
介するページや回遊イベントなど各種情報
発信をしていきます。
また、今年は、公式ツイッターを活用し、
情報を拡散させる取組を行います。

回遊イベントの開催

来街者の「食べ歩き」「買い歩き」を促す
スタンプラリーを実施します。参加店舗の
方々に、特典をご用意いただき、来店し
スタンプを集めて応募すると、抽選で素敵
な賞品をプレゼントします。
また、参加店舖にゲストが参戦し、イベン
トを盛り上げるスペシャル企画も予定して
います。
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Topics

会員増強キャンペーンへのご協力のお願い

関係団体代表者異動について

　会員増強委員会（森園副委員長（委員長代行））では、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

7/18現在 0 2 8.5 7.5 4 24.5 19 65.5

Topics / Information
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新入会員 の紹介 6/15

～

7/18
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事業所名 業種 地区 所属部会
ファミリーマート コンビニエンスストア 境地区 食品業部会

ギャップジャパン株式会社  
吉祥寺店 GAP吉祥寺店

洋服販売　アパレルブランド
ウィメンズ、メンズ、キッズ、ベビー、
ファミリー、下着 吉祥寺地区

商業部会
株式会社 シーズン アウトドア用品の販売
有限会社 ビッククラフト フリーク 古物 中央地区
有限会社 品川製作所 金属加工 地区外 工業部会
株式会社 日汽 空調・衛生・給排水設備業 境地区

建設業部会
暮らしリフォーム株式会社 内装リフォーム業 地区外
ノイエホームズ株式会社 不動産業

吉祥寺地区

サービス業部会

ガラススタジオブリエ ガラス細工制作・販売、体験教室
Fluff y株式会社 情報通信業
アロマ&氣功セラピーサロン
mani mani アロマ＆氣功セラピーサロン

中央地区
山口労務相談事務所 社会保険労務士
有限会社 エム・サービス カメラマン
株式会社 Anchor
パーソナルトレーニングスタジオAnchor

パーソナルトレーニングジム経営
健康セミナー

エルーダ・ラーニング 教室（パソコン教室・ロボット教室）

境地区Marce International 語学教育及びコンサルタント業その他
ウッドビレッジ株式会社
レイス治療院（武蔵野） 訪問医療　リハビリ・マッサージ事業

大谷元特許事務所 弁理士
地区外

M&G Lab 研修事業

お問合せ 東京商工会議所 人材支援センター

03-3283-7640

Information

第２回 
「会員企業と学校法人との就職情報交換会」

のご案内
新卒者・既卒者の採用を検討されている企業の担当者と、東商会員学校法人（大学・専門学校等）の就職
指導担当者が一堂に会して、「採用」に関する情報交換を行う「就職情報交換会」を下記のとおり開催します。

日　時 10月16日（水）13：30～ 17：00（受付開始12：30）
会　場 大田区産業プラザ（PiO）大展示ホール（大田区南蒲田1-20-20）
定　員 300社　※先着順
費　用 武蔵野商工会議所会員企業…1名5,000円
　　　　　※同行者1名につき5,000円(税込)を追加で頂戴します。

申込み開始日 8月1日（木）9：00　※変更になる場合もございます。

お申込み方法と詳しい内容はこちら
⇒　http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-90294.html
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吉祥寺アニメワンダーランド2019
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　　吉祥寺ウェルカムキャンペーン委員会（千葉信明大会長）では、
10月10日（木）から10月20日（日）まで、「吉祥寺アニメワン
ダーランド2019」（坂井健司実行委員長）を開催します。
　今年21回目を迎える吉祥寺アニメワンダーランドがこ
の秋拡張リニューアルをします。2019年12月から映画
の公開を予定している「ひつじのショーン」とタイアップ
し、メインキャラクターは開催時期にふさわしく「ひつじ
のショーンハロウィン仕様」で登場。そして、市街地での
イベントはアニメをテーマにした「まちなかアニメ広場」に、
15回目を迎える「吉祥寺アニメーション映画祭」では上映プログラ

ムを充実させて３日間開催の本格的な映画祭にします。
イベントの内容は、ギャラリー創でのイベントを皮切りに前半では、井の

頭公園野外ステージでの森のわくわくステージ・バザール、森の映画館、そして
親子で楽しめる「親子でプラモデル教室」が開催されます。後半では、恒例の「まちな
かファミリーステージ」、リニューアルした「まちなかアニメ広場」とスタンプツアー、そ
して「吉祥寺アニメーション映画祭」を開催し、家族からコアなアニメファンまで、幅
広い層の皆様にお楽しみいただける企画を予定しており、開催期間中は吉祥寺の街がア
ニメ一色に染まります。
　イベントの詳細は、9月に発行する公式パンフレット及び吉祥寺の公式情報サイト「吉
祥寺.me」をご覧ください。

AreaNews地域情報

AreaNews

イベント名 会　　場
10月

10日
㊍

11日
㊎

12日
㊏

13日
㊐

14日
㊗

15日
㊋

16日
㊌

17日
㊍

18日
㊎

19日
㊏

20日
㊐

ギャラリー創イベント ギャラリー創 ● ● ● ● ● ● ●   

森のわくわくステージ
井の頭公園

野外ステージ周辺

● ●

森のわくわくバザール ● ●

森の映画館 ● ●

親子でプラモデル教室 商工会館４Ｆ市民会議室 ● 　

まちなかアニメ広場
東急百貨店北側広場

● ●

スタンプツアー ● ●

まちなかファミリーステージ
東急百貨店北側広場

及び
コピス吉祥寺デッキ

● ●

シアターイベント 吉祥寺シアター ● ● ●

参加企業自主イベント 吉祥寺駅周辺

　※上記以外にもコラボレーション企画等を予定しています。詳しくは公式パンフレットをご覧ください。

森のわくわくステージの風景
（井の頭恩賜公園 野外ステージ）
2018年度

イベント・スケジュール
（予定）

開催期間
10月10日（木）～10月20日（日）
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〈お問合せ〉 武蔵野商工会議所　共済制度事務局
 TEL：0422-22-3631　e-mail:webinfo@musashino-cci.or.jp
〈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
 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-26-12三鷹三菱ビル5F　TEL：0422-48-9082

制度の詳細は、下記にてご確認ください。

【制度の主な特徴】

■  １口・780円（月額）からの掛金にて、当所会員の役員・事業主・従業員で令和元年５月１日現在
年齢が14歳6カ月を超え、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おこな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。）

■  商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金等）が付加されています。

■   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。

■  法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
（法人税基本通達9-3-5）

■   個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。
（昭和47年2月14日付直審3-8）
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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・ご加入を賜りますようよろしく
お願いします。

当所では、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。

ご加入にあたっては、パンフレット、重要事項説明書
（契約概要・注意喚起情報）を必ずご覧ください。

特典

新・生命共済「むさしの」 

 期間中（平成31年4月～令和2年3月まで）に加入・増口すると
粗品を進呈‼

加入・増口キャンペーンのお知らせ

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体型）
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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
武蔵野商工会議所こちら 0422-22-3631まで。TEL

i nformation

▶創立65周年事業 視察研修会開催

商業部会（西宮忠部会長）では、創立65周年事
業として９月６日（金）に日帰り視察研修会を開催しま
す。今回は、鎌倉商工会議所にて「小町商店会（小
町通り）」の商店会活動や来街者（観光客）の対策に
ついて研修を受けます。その後、小町通りの散策や

鶴岡八幡宮の参拝をする予定です。ここ最近、注目
されているスポットですので、この機会に是非ご参加く
ださい。
部会員の方には、既に郵送にてご案内しています。
定員になり次第締め切りになりますので、お早目にお
申込みください。

お問合せ 商業部会（担当：田村）商 業 部会  

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

報 告

▶親睦ボウリング大会実施

工業部会（林敏雄部会長）、会員交流委員会で
は、7月5日（金）第一ホテルにて親睦ボウリング大会
を実施しました。
今回は56名の方々が参加し、大変盛り上がった
大会となりました。終了後、パークストリートにて懇親
会、表彰式が行われ、従業員同士の親睦を深める良
い機会となりました。　
なお、団体戦優勝は、日機装サーモ㈱様、個人
戦優勝は㈱グッディーホーム　大家和也様でした。

団体優勝　日機装サーモ㈱様

個人戦優勝　㈱グッディーホーム　大家和也様
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部会だより

i nformation

▶ 武蔵野建設アカデミー
第2回プレ講座開催のご案内

建設業部会（渡辺偕規部会長）では、下記のとお
り第2回プレ講座を開催します。
参加無料で、どなたでも参加できますので、興味の

ある方はお電話にてお申込みください。

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

日　時 8月29日（木）　18：30～ 20：00
会　場 当所7階　役員会議室
テーマ 「井の頭の防災について」
 ※ 6月20日に実施した第1回の続編的な内

容になります。
講　師  （株）山本富士雄設計事務所　山本富士雄 氏

サ － ビ ス 業 部会 お問合せ サービス業部会（担当：三輪）

報 告

▶令和元年度通常総会・懇親会

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、6月26日（水）に令和元年度通常総会を開催しました。1号議案の平
成30年度事業報告及び収支決算報告について、2号議案の令和元年度事業計画（案）及び収支予算（案）に
ついて審議し、それぞれ原案のとおり満場一致で承認されました。
　また、総会終了後には懇親会を開催し交流を行いました。

i nformation

▶【サービス業部会 部会員限定】 各種チケット取り扱いについて

　部会員へ向けた厚生事業として、下記のチケットを取り扱っています。
　希望の場合はサービス業部会事務局までお電話下さい。

◎前進座公演　鼠小僧次郎吉　　（作）真山 青果、（演出）中橋 耕史
日　時  9月30日（月）開演15：00　　　会　場　武蔵野市民文化会館
 （地元公演（武蔵野市民文化会館）以外で参加希望の場合はご相談下さい）
申　込 参加費4,000円／定員20名（先着順）／申込締切9月2日（月）／
 チケット受け渡しは9/17から平日9：00～ 17：00当所窓口にて（郵送対応不可）

◎第33回吉祥寺薪能
日　時 10月3日（木）開演17：15　　　会　場　吉祥寺月窓寺境内（雨天：武蔵野市民文化会館）
内　容 狂言「萩大名」野村 万作、野村 萬斎、飯田 豪
  能 「清経　音取」友枝 雄人、佐藤 寛泰、室生 欣哉
申　込  『抽選制』となっていますのでご注意ください。当選者のみ9/17までに連絡／参加費2,000円／
  定員20名（抽選）／申込締切9月2日（月）／チケット受け渡しは当選者のみ9/17から

平日9：00～ 17：00当所窓口にて（郵送対応不可）

武蔵野建設アカデミーとは？
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立つ「知」

の共有の場を目指しています。今後の主な講座内容（建設・建築関係を中心に）として、①教養・
情報、②経営実務（ビジネス・法律・技術）、③会員の実践報告（企業訪問）を検討しています。
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異業種 / Information

i nformation

▶ 9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、9月13日（金）
に商工会館4階市民会議室で、9月の定例会を開催します。
参加希望の方は、同封の参加申込書に必要事項を記
入のうえ、9月12日（木）までにFAXまたは電話にてお申
し込みください。商工会議所HP上の「セミナー・イベン
ト」専用ページからもお申込みできます。
なお、プラザ会員の方は、交流会の開催通知と合わせ
て別途ご案内をお送りしますので、そちらからお申込みくださ
い。

日　時 9月13日（金）
時　間 18：00～ 19：15
会　場 武蔵野商工会館4階 市民会議室
演　題  『ダークサイドから子ども達の命と笑顔を守る
 　～悲しみと喜びは繋がっている～』
講　師  荒木　信広 氏
 （ＮＰＯ法人心の居場所　代表理事）

定　員 90名
 （ 先着順。どなたでも参加できます。）

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:今北）

報 告

▶7月 定例会・交流会 開催される

7月16日（火）に商工会館4階市民会議室にて、「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～」
と題した定例会を開催しました。
今回は、宇宙で脊椎動物として初めて産卵に成功した
宇宙メダカの実験を企画した、東京大学名誉教授・理学
博士の井尻憲一様の講演に、参加者も非常に興味深く聞
き入っていました。
講演後は、吉祥寺南町のthe Passionに移動して交流
会を開催し、プラザ会員同士、大いに親睦を深めることが
できました。

　いよいよ10月1日から消費税軽減税率制度が導入され、またポイント還元等を実施するキャッシュレス・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、キャッシュレス決済へのニーズ・関心がありながらもまだ導入に踏みきれていな
い方は、この機会に是非ご参加ください！

日　時 9月25日（水）　14：00～ 15：30
会　場 当所5階 第１・２合同会議室
講　演 第1部：「消費税軽減税率制度とキャッシュレス・消費者還元事業について」
　 　　　　講師：永見 充久氏（武蔵野商工会議所　消費税軽減税率制度施策普及員・CFP®）
 第２部：「フリマアプリの『メルカリ』から生まれた5,000億円超の売上金があなたのお店で使われます！」
 　　　　講師：メルカリグループ・株式会社メルペイ様

～ いよいよ迫ってきました！
　準備は万全ですか？～

参加費
無料

定員
30名 （申込順、定員になり

しだい締め切ります）

「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

お問合せ 企業支援部支援２課
 TEL 0422-22-3631
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工事

　建設業部会では、「地区内在住者住宅等の小規模補修工
事施工協力業者制度」（通称「むさしのまち大工制度」）を
運営しています。この制度により、住宅修繕の業者選定で
お悩みの市民のために、小規模補修工事に対応する各地区
担当協力業者の紹介を行っています（紹介は無料、工事は
有料です）。住まいに関するお悩みがございましたら、建設
業部会にご相談ください。
※複数見積もりのための業者紹介および家具等の修理はお断りしています。

お住まいのお悩み

ご相談ください。

屋根の雨漏り
を直したい

防犯対策
（窓ガラスや鍵）
を相談したい

内装や外壁
を補修・塗装
をしたい

耐震補強・
耐震診断
をしたい

ビル・マンション
の点検・管理

など

電気工事等
の相談
をしたい

相 談 例

対応依頼

武蔵野商工会議所
建設業部会 むさしのまち大工相談希望者（市民） 相談希望者（市民）

相談申込

▶ ▶ ▶▶
発注・支払相談の流れ

むさしのまち大工が解決します！

はどんなことでも
建設業部会に

お申込み・問合せは総務課まで 
TEL 0422‒22‒3631 

会員の皆様に
お届けします！

チラシチラシ
折込サービス

1社
折込み料

1枚 A4判まで　(A3二つ折り可)（1回・消費税込）21,600円

会報

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封

　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。

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

 Information
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リフォームからハウスクリーニングまで、
建物に幅広い価値と安心をご提供します

代表者 ● 柳田　均
所在地 ● 〒165-0022東京都中野区江古田4-32-3
　TEL ● 03-5942-4786
　Fax ● 03-6369-4483
E-mail ● info@kurashi-reform.co.jp
　URL ● https://www.kurashi-reform.co.jp/

暮らしリフォーム株式会社
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スマートウール正規取扱い

学びとアソビを融合する

代表者 ● 阿部　一晶
所在地 ● 〒180-0004東京都武蔵野市吉祥寺本町1-27-3
　TEL ● 0422-27-2874
E-mail ● store@seasons12.jp
　URL ● https://seasons12.jp

代表者 ● 高木啓太・白壁爽子
E-mail ● takagi@fl uff y.co.jp
　URL ● https://fl uff y.co.jp/

シーズン／ SEASONS

Fluff y株式会社

　シーズンは、スマートウール製品の正規取扱店です。
　スマートウール社（米国・コロラド州）は、良質なメリ
ノウールを使用したソックスとアパレルを製造するメー
カーです。
　天然素材ならでは
のナチュラルな着心
地と高機能を両立。
普段着～アウトドアま
で一年中快適に使用
できます。

　「遊びとは本来楽しいものであるべき」
という考えを元に、生涯学習をサポート
するアプリケーションの開発を主に行っ
ています。
　まだ知らないモノ、まだ出会ったこと
ない人、まだ見たことない世界に、一歩
踏み出すきっかけを。

　弊社は、リフォームや住宅設備、内装工事、ハウスク
リーニングまで、幅広く住まいに関するサービスを提供
している会社です。
　大手不動産会社の指定工事店として、賃貸物件の退
去立会から引渡しまで自社ワンストップで対応できる体
制が特徴で、内製職人による高品質な施工と、きめ細や
かな顧客サービスで多数のお
客様から有難い評価を頂いて
います。
　弊社でお役に立てる事がご
ざいましたら、いつでもお気軽
にご相談下さい。

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2,700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。

TEL：0422-22-3631お問合せ 総務課

新入会員紹介
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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

「後継者によってよみがえった松葉畳店」

連載
快進撃企業 に 学べ

今からおよそ30年前、全国にはいわゆる畳屋さんが1
万社以上存在していたが、総務省・平成28年経

済センサス─活動調査によれば約5100社（畳等生活雑
貨製品製造業全体）と、この30年間で半減している。

　その最大の要因は、30年前は新設住宅着工戸数が
170万戸あったものが、現在は約 95万戸と大幅に減少し
ている（国土交通省・平成 30年度建築着工統計調査）
ことに加え、住宅の洋風化の影響も大きい。事実、かつ
ては一般住宅では、平均 2～ 3部屋あった和室が、今や
平均 1部屋、畳の数では6枚分しかない。加えて、経営
者の高齢化や職人不足、さらには後継者も少なく、廃業
が多発していることもある。

　こうした厳しい業界ではあるが、全国各地には、後継者
が育ち、新たな活路を見いだし、元気いっぱいの企業も少
なからず存在する。その1社が、今回紹介する、パート女
性を含め従業員数 6人の松葉畳店である。

　同社は、静岡県のJR藤枝駅で下車し、車で10分ほ
ど走った、いまだのどかな田園風景が見られる焼津市郊外
のロードサイドにある。1977年、現代表の松葉榮氏が、
静岡市内の老舗畳店で5年間の住み込み修業の後、現
在地で創業した。

　数年前までは、妻と2人で畳の製造や修繕、さらには
張り替えサービス中心の、いわゆる畳専門店であったが、
2015年前後から、大きく変貌していった。そのきっかけ

は、一度、嫁いだ三女の伊藤知美さんが、「父が苦労し
て創業した大好きな畳屋を廃業させたくない」と、サラリー
マンであった夫と共に入職したことである。

　その後、畳の製造や張り替え工事だけでは事業の発展
は難しいと考え、「国産のイ草という天然素材の心地よさ
を身近な生活雑貨という形で提案してみてはどうか」と思
い立った。それまでの職業経験を生かし、寝る間も惜しん
で、さまざまなユニークな生活雑貨の開発に取り組んできた
のである。知美さんたちがこれまでに開発した商品は、小
畳、名刺入れ、ポーチ、ブックカバー、しめ縄花飾り、祝
儀袋、コースターなど、優に25種類を超えているという。

　そして、開発した商品を地域のイベントや東京で開催され
る展示会・ギフトショーなどへ出品したほか、ホームページ
も充実させていった。こうした努力が実を結び、今や全国
各地の著名な百貨店や専門店との取引が成立し、4年前
まではゼロであった新規事業が、現在では事業全体の3
割を占めるまでに拡大しているだけでなく、本業の畳の販売
にも好影響を与えている。

 
 

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
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：池田・宇治川）

むさしの地域若者サポートステーション

武蔵野・三鷹エリア統括責任者

髙橋 薫

武蔵野市御殿山 1-6-8 ムサシヤビル1階
TEL 0422-70-5067
URL https://www.npobunka-musashinoss.net/

事業は主に１５歳から１８歳が中心）ですが、一番多い年齢
層は２０代半ばの方々だそうで、現在こちらには約600名
の方が利用しており、年間200件くらいの新規の相談があ
るそうです。
　将来を心配して自ら訪れる方、親御さんに促されて訪れ
る方々などとまず面談をし、登録後に地域の活動や就業体
験を提供してくれている企業に出向いて少しずつ経験を積
んでいきます。
　学校や就職活動でのつまずき、アルバイトでの失敗など
理由は様々ですが、多くの若者が自立を目指して頑張って
います。
　ここでは、緩やかに通える場をつくり、一人で悩まずにお
互いの状況について語り合ったり、多くの情報を共有したり
しながら、社会とのつながりを少しずつ広げていくサポートを
行っています。年間約１５０人（平成３０年度）の方が、雇
用へとつながっているそうです。
　「一般的な求人ではどうしても即戦力を求められてしまい
がち。そうではなくて、職場体験からゆるやかに行わせてい
ただくなど、人材育成に協力していただけるような企業の支
援を求めている。ご協力いただける企業のネットワークも広
がっていて、最近そういった企業の方 と々のNPOも立ち上
げました。商工会議所の会員企業の皆様の中にも、何か
職場体験の機会を与えていただけるような企業がありました
らぜひ、情報をお寄せいただきたいです。」という髙橋さん。
　ここに集う若者の中にも、IT関連や印刷・編集などのス
キルに長けた方も多く在籍をしているので、是非、サポート
の和を広げることにご協力をお願いします。

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。

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、むさしの地域若者サポートステーションを訪問
し、武蔵野・三鷹エリア統括責任者で社会福祉士、精
神保健福祉士の髙橋薫さんにお話をお聞きしました。
　こちらは認定NPO法人文化学習協同ネットワークが運
営する、若者の自立と就労を支援する機関の一つで平成1
９年から活動をされています。
　厚生労働省の委託事業である「地域若者サポートステー
ション事業」、武蔵野市の委託事業である「若者サポート
事業」、「引きこもりサポート事業」を柱とし、その事業を推
進するために地域の企業や団体と連携し、様々な取り組み
をされています。
　ちなみに、地域若者サポートステーション事業は全国
１７５か所の拠点で行われているとのことで、そのうちの一
つがむさしのであり、こちらのNPOではほかに練馬、相模
原で同事業を行っています。
　１５歳から３９歳までがサポートの対象（市の若者サポート

コラム
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全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全国
▲ 19.5 ▲ 8.0 ▲ 21.3 ▲ 27.2 ▲31.3 ▲ 12.3

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
▲ 18.3 ▲ 9.5 ▲ 20.0 ▲ 25.5 ▲ 28.3 ▲ 10.9

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和元年7月18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 297 404 752 128 206 1,193 75 3,055

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 : 2019年7月～2019年9月

Lobo調査とは……
全国の339商工会議所が2,656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 29.5 46.2 91.4 53.5 37.1 72.8 41.5％

全産業合計の業況DIは、▲18.3（前月比▲1.2ポイント）

　インバウンド需要の堅調な動きに加え、都市部の民間工
事を中心とする建設業が底堅く推移する一方、深刻な人
手不足による受注機会の損失や人件費・外注費の増大、
根強い消費者の節約志向、原材料費の高止まりによる収
益圧迫が広く業況の押し下げ要因となった。また、米中貿
易摩擦の影響に伴う半導体や産業用機械、自動車関連
の不振や、世界経済の先行き不透明感の広がりを指摘す
る声は依然として多く聞かれ、中小企業の景況感には足元
で鈍さが見られる。

先行き見通しDIは、▲19.5（今月比▲1.2ポイント）

　個人消費の拡大やインバウンドを含む夏の観光需要拡
大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、原材料費の上昇、コスト増加分の価格転嫁の遅
れ、貿易摩擦の激化、世界経済の動向、消費税引上げ
の影響など不透明感が増す中、中小企業においては、先
行きへの慎重な姿勢が続く。

業況DIは、足踏み状況。
先行きは、不透明感増す中、慎重な見方が根強い 

 2018年6月: 2019年6月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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 ＩＴ業務委託契約時に責任範囲を記述している文書は
〝契約書〟が最多
　情報セキュリティーに係る要求事項（責任範囲）をどんな
契約内容文書に記載しているかを調査したところ、最も多
いのは契約書であり、回答した委託元企業の96.5％で用
いられていた。

責任範囲を明確にするには〝契約関連文書のひな形
の見直し〟が最も有効
　アンケート調査から、多くの組織で契約書が利用されて
いるが、責任範囲については記載される項目が不十分であ
ることが分った。また、責任範囲を明確にするためには契
約関連文書のひな形の見直しが有効であることも分った。
しかし、ヒアリングした企業からは、契約書のひな形や契
約書の内容の見直しは、社内手続きや取引先との調整に
労力を必要とするため、容易ではないとの意見もあった。
　他方、２０１７年５月に民法が改正され「瑕疵担保責任」
が「契約不適合責任」に変更された。これにより、契約時
における契約内容の明確化がより一層求められるようにな
る。そのため、組織では２０年４月の改正民法の施行を見
据えた、ひな形を含む契約関連文書の見直しが急務であ
る。これを見直しの機会と考え、情報セキュリティーに関す
る要求事項についても修正、追加の必要がないかを検討
をされることが望ましいと考える。

　ＩＴシステム・サービスの開発や運用を外部に委託する組
織において、例えば標的型攻撃などのインシデントが発生し
た場合、関係する複数組織への被害拡大の懸念や原因
究明の難しさがかねてより指摘されている。その原因として、
委託先間の情報セキュリティーに関する取り決めについて責
任範囲が不明確であることが挙げられている。そこで、独
立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）では責任範囲が明
確にできない原因を明らかにし、対策を導き出すための調査
「ＩＴサプライチェーンにおける情報セキュリティの責任範囲
に関する調査」を実施し、報告書をウェブサイト（https://
www.ipa.go.jp/security/fy30/reports/scrm/）に公開し
た。調査結果のポイントは次の通りである。

新たな脅威が顕在化した際の対応」について責任範
囲の明記がない割合は８割
　ＩＴ業務委託契約時に、委託元が契約関連文書で明
確にしているセキュリティーに係る要求事項（責任範囲）を
調査したところ、「新たな脅威が顕在化した場合の情報共
有・対応」が20.１％で最も低く、８割は記載していないこ
とが分かった。またインシデントが発生した場合の対応も６
割強は記載しておらず、このような委託元はインシデント発
生時に迅速な対応が難しく、被害拡大、復旧遅延の可能
性がある。

 責任範囲を明確にできない理由は知識・スキル不足
が最多で79.6％
　責任範囲が明確にできない理由として、「専門知識・ス
キルが不足している」について「強くそう思う」（28.3％）と
「ややそう思う」（51.3％）を合わせると79.6％が不足して
いると答えている。

Ｉ Ｔ業務委託契約においてリスク低減を目的に複数の
対策を実施

　Ｔ業務委託契約時に、委託元からのセキュリティーに係
る要求事項に不明瞭な部分が残ってしまう場合に、委託
先がなんらかの対策を行っているかを調査したところ、主に、
自組織内でリスクを低減するための対策を実施していた。

（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5月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

契約の責任範囲に注意

コラム
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