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第 15 回 Musashinoごちそうフェスタを開催します 
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日本商工会議所の第130回通常会員総会が、９月19
日（木）、帝国ホテルにおいて開催され、全国375会議所
から、900名を超える正副会頭などが出席しました。
会議冒頭のあいさつの中で、三村明夫会頭は、「世界
経済は、米中貿易摩擦を背景に、不透明感が強まりつつ
ある。その中で我々が取り組むべき喫緊の課題は、“人手
不足”と“生産性の向上”である。人手不足がますます
深刻になることが確実な中で、国を発展させる最重要対策
は生産性の向上しかない。そのために中小企業が取り組
むべきことは、①事業承継、創業を通じた成長への挑戦、
②デジタル技術の実装化による生産性向上、③地方創生
への参画、である」と述べられました。
そして、民間の挑戦を支える政府の役割について、「規
制・制度改革をはじめとする構造改革の徹底的推進や中
小企業の取引価格適正化に向け効果的な対策を講じてほ
しい」と求めました。また、「応能負担の徹底、給付と負
担における世代間バランスの見直しの視点に立った、全世
代型社会保障制度の構築に向け、国民に分かりやすい議

論を進めてほしい」と将来不安の払拭の必要性を強調しま
した。
続いて、来賓として、岡田直樹内閣官房副長官、菅
原一秀経済産業大臣、各政党から立憲民主党・枝野幸
男代表、国民民主党・玉木雄一郎代表、公明党・山口
那津男代表、日本維新の会・片山虎之助共同代表、そ
して自由民主党・二階俊博幹事長が出席され、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527名、職員表彰364名、商工会議所表
彰60会議所のみなさんが受賞されました。商工会議所表
彰の中で、当所は、検定事業推進会議所として検定事業
表彰を受賞しました。
議案は、日本商工会議所の最近の活動をまとめた動画

を放映した後、「2018年度事業報告（案）」と「2018年
度収支決算（案）」の２議案が一括して諮られ、質疑・意
見はなく拍手で承認され、閉会しました。

安倍晋三内閣総理大臣からのメッセージを代読する
岡田直樹内閣官房副長官

あいさつする三村明夫会頭

来賓としてあいさつする菅原一秀経済産業大臣
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★在庫品寄付で社会貢献と節税を★
　 品物による寄付を積極的に受け入れています。領収書の金額を全額損金扱いとすることができますので、在庫（処分）
についても是非ご検討いただき、ご相談ください。
★寄付ができる自動販売機★
　飲み物を購入すると自動的に寄付ができる自動販売機の設置を進めています。
　休憩室などへの設置をご検討ください。
※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。

○地域でのネットワークづくりなど、住民主体の地域生活支援事業
○ＮＰＯ等市民活動団体が行う地域福祉活動事業
○首都直下型地震等に備えた災害弱者への支援活動事業

～皆様の寄付金が、地域福祉事業の財源として役立てられます～

共同募金のお願い

お問合せ 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

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、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。

8/14

～

9/12

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社 ばぁど家 吉祥寺ばぁど家 やきとり屋
吉祥寺地区

飲食業部会有限会社 吉祥寺越後屋 そば屋

ベラドンナ カフェ 中央地区

みなと自動車工業株式会社  ホリデー車検三鷹 
カーコンビニ倶楽部 三鷹下連雀店 自動車販売・整備業、生命・損保代理店 地区外 商業部会

株式会社 T-FINE 解体工事業 地区外 建設業部会

株式会社 fl ow ソフトウェア開発
吉祥寺地区

サービス業部会

住友林業株式会社  東京西支店 建設業（サービス業）

IT nino Project IT教室　映像（動画）作成

地区外桜井 政 不動産貸付業/東南アジア・コーヒー等輸入販売

グランテック株式会社 不動産業

新入会員の紹介

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

9/12現在 2 3 8.5 8.5 8 28.5 20 78.5

Information
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第15回 Musashinoごちそうフェスタを
開催します。

１　食べ歩き・買い歩きスタンプラリー
　武蔵野市内の飲食店・食品店のお店を「食べ
歩き」「買い歩き」して、楽しんでいただくグルメバル
イベントです。５０店舗以上のお店が参加しており、
各店舖様々な特典を用意しています。さらに、１日
限定イベントで参加店舗にイベントを盛り上げるスペ
シャルゲストが登場します。
　併せて、スタンプラリーも同時に行い、複数店舗
を回ってスタンプを集めて応募すると抽選で景品が
当たります。
　今回は、参加店の特典とスタンプラリーをダブル
で楽しんでいただけるイベントです。なお、スタンプ
台紙は無料配付します。

２　公式ホームページ
　今年も、株式会社ぐるなびと提携し、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、左記スタンプラリーなどの各種情報も掲載
します。

お問合せ 武蔵野商工会議所
TEL ０４２２-２２-３６３１

11月 １ 日 金～11月30日 土開 催 期 間

３　SNSで情報発信
　公式Twitterを活用し、各種情報発信・拡散を
図ります。お店のメニューや店舗情報を、指定ハッ
シュタグを付けてTwitterへ投稿していただくと、公
式アカウントがそれらをリツイートし、来街者へお店を
アピールします。

４　武蔵野野菜PRキャンペーン 
　武蔵野野菜の地産地消を促進させるため、地元
野菜を使ったメニューを提供しているお店の紹介や
JA東京むさしと協力して、参加店舗の方々に地元
野菜を供給する取組を行います。

昨年ホームページイメージ

Area News 
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経営サクセスセミナーのお知らせ

お問合せ 企業支援部支援２課
TEL 0422-22-3631

　本セミナーでは、動画をはじめて作成される方向けに、動画に重要なエッセンスを学び、
動画構成のプランニングを実践いたします。この機会に是非ご参加ください。
　詳細は同封の案内チラシをご覧ください。

■日　時：11月21日（木）14：00～ 16：00
■会　場：武蔵野商工会館内　会議室
■定　員：30名（先着順、定員になりしだい締め切ります）
■参加費：無料（会員・非会員問わず）

講　師

仲田 俊一 氏
（中小企業診断士）

11/21（木）
～動画初めて作成セミナー～
 「集客できる動画のプランの作り方」
会場：武蔵野商工会館内　会議室

参加費
無料

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

＜＜セミナーのお知らせ＞＞
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令和元年10月1日から時間額1,013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。

 お問合せ先 
•東京労働局労働基準部賃金課 TEL 03-3512-1614（直通）　▶最低賃金について
•東京働き方改革推進支援センター TEL 0120-232-865  ▶最低賃金及び業務改善助成金について
• 事業所の所在地を管轄するハローワーク又は東京労働局ハローワーク助成金事務センター助成金第二係
 ▶キャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金について

東京都最低賃金改正

新・生命共済「むさしの」加入・増口キャンペーンのお知らせ

Information
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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。
【特典】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‼
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。

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。）
■  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。

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　三鷹市下連雀3-26-12 三鷹三菱ビル5F
TEL 0422-48-9082

※ 新・生命共済「むさしの」について、資料の送付を希望または詳しい説明を聞きたいという方は、同封の案内を
ご確認のうえ、FAXにてお申込みください。
※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。

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）

武蔵野市の小規模事業者の皆様へ

無担保 無保証 低金利 マル経融資を
　　 ご利用ください !

融資限度額 :2,000 万円
担保・保証人 : 不要

利率 :1.21% 令和元年 9月2日現在

ただし、お申込みには条件がございますので、中小企業相談所までご相談ください。
⇨ ⇨
⇨

今なら利子補給制度
を活用し、利息の一
部がキャッシュバック
されます!
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映画パークスの制作・企画をした者で
今後も映画製作・企画・自伝小説の発行もします

　吉祥寺の映画館の草分けの（株）井の頭会館、そしてムサシノ
映画より船出した新たなマルチシアターBAUSです。地域に文化
発展の一翼をになった合せて65年と、吉祥寺最初の映画館で
あるイノカン（井の頭会館）で約100年の歩みをしてきた後、井の
頭恩賜公園100年を記念した映画パークスを制作企画して日本
のみならず世界へ上映をはたしました。今後も街の為に映画文化
の為にその足跡を残していく会社として本田プロモーションBAUS
が2016年2月に誕生!!

代表者 ● 本田　拓夫
所在地 ● 180-0014武蔵野市吉祥寺本町1-8-14
Tel ● 0422-20-2116 Fax● 0422-22-3091

本田プロモーションBAUS

○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）

11月1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

11月1日（金）
10：30～ 16：00
（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・相談税・消費税など
一般的な税金問題

定例相談会
（消費税軽減税率対策）

消費税軽減税率制度
施策普及員

10月28日（月）
10：30～ 16：00

※予約優先

・消費税軽減税率
・価格転嫁対策
・軽減税率対策補助金とキャッシュレス
・消費者還元事業

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、企業支援部 TEL 0422-22-3631まで
お気軽にご連絡ください。
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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

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
　本年度の「産業交流展2019」は、昨年度よりもさらに充実したブー
スになるように準備を進めています。今回、5社の会員が出展予定で
す。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。皆さまのご来場をお待ちしています。

日　時 11月13日（水）～ 11月15日（金）
　　 10：00～ 18：00（最終日17：00）
会　場 東京ビッグサイト　青海展示棟Ａ・Ｂホール
 ※当部会ブースはＡホール医療・福祉ゾーン  医-23

お問合せ 商業部会（担当：田村）商 業 部会  

産業交流展2018の様子

i nformation

▶創立65周年記念パーティーの開催について
　商業部会（西宮忠部会長）では、創立65周年記念パーティーを下記のとおり開催します。ご案内は、すでに郵送に
てお送りしています。出席を希望される方は、お早めに事務局までお問い合わせください。

日　程 11月7日（木）
時　間 創立65周年記念パーティー　17：00～

　9月6日（金）に創立65周年記念事業の一環とし
て日帰り視察研修を開催しました。今回は、鎌倉商
工会議所にご協力いただき、鎌倉商工会議所の波多
辺専務理事及び鎌倉市商店街連合会の高橋会長よ
り小町商店会の街づくりや取組み、来街者（観光客）
対策等についてご説明をいただきました。また、商工
会議所、商店街連合会、観光協会が連携した活動
や平成18年度より鎌倉商工会議所で実施している
「鎌倉おもてなし講座」の取り組みについてのお話を
いただきました。
　その後、小町通りの散策、鶴岡八幡宮を参拝し横
浜中華街に場所を移して懇親会を実施し親睦を深める
ことができました。

報 告

▶  創立65周年記念事業日帰り視察研修会開催される

会　場 吉祥寺東急REIホテル　3階「むさしの」
内　容 記念パーティー及び功労者表彰
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部会だより

報 告

▶武蔵野建設アカデミー第2回プレ講座を開催‼
　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、8月29日
（木）に当所7階役員会議室にて、武蔵野建設アカ
デミーを開催しました。
　第2回目は、当所商業・環境委員会委員長でもあ
る（株）山本富士雄設計事務所の山本富士雄氏を講
師に招き、「井の頭の防災計画について」というテー
マで実施しました。
　講義では、井の頭公園防災広場とふれあいの泉に
ついての構想が話されました。参加者からは、分かり
易く理解しやすかったと好評でした。
　次回（第3回目）は、11月11日（月）18：30から
20：00を予定しています。テーマは「古民家、京町
屋に学ぶ」（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

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）

る教養実務講座として、会員はもとより、広く一般の
方々にもお役に立てる「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。
　どなたでも無料で参加できますので、興味のある方
はお電話にてお申し込みください。

サ － ビ ス 業 部会 お問合せ サービス業部会（担当：三輪）

i nformation

▶第10回街頭無料相談会・無料ミニセミナー
日　時  10月26日（土）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いただけます。
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。

▶【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20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  11月6日（水）までにサービス業部会事務
局へ電話またはメール（miwa@musashino-
cci.or.jp）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。）
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報 告

▶9月 定例会・交流会 開催される
　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階市民会議室にて、「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～」と題
した定例会を開催しました。
　今回は、NPO法人心の居場所を設立し、子ども達の命
と笑顔を守る活動を行っている荒木信広様にご講演いただ
き、参加者も非常に興味深く聞き入っていました。
　講演後は、御殿山の「ベトナムフレンチ・デサリータ」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。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:竹村）

報 告

▶ 全国商工会議所女性会連合会
第51回鹿児島大会

　女性会（伊藤隆子会長）では、9月5日（木）～6日（金）
に鹿児島市内にて開催された全国商工会議所女性会連
合会第51回鹿児島大会に参加しました。全国の女性会
から2,574名が会し、当会からは女性会員7名が参加し
ました。懇親会では他の女性会と交流を深め、大会では
挨拶等の後、作家の林真理子氏より「私の仕事から」と題
し、記念講演が行われました。

女性会 お問合せ 女性会（担当:三輪）

　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㎡ 3,800円 5,000円 　6,300円 12,500円 24名

５階第２会議室 42㎡ 2,500円 3,800円 5,000円 10,100円 18名

５階第３会議室 28㎡ 1,900円 2,500円 3,200円 6,300円 18名

５階第４会議室 19㎡ 1,200円 1,900円 2,500円 5,000円 12名

※10月1日からの消費税率引き上げに伴い、５階会議室の利用料金を変更しました。

商工会議所 会議室利用のご案内会議室利用のご案内

異業種 / 女性会
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ブレンドコーヒー、モーニング・サービスを始め、
豊富なドリンク&フードメニュー

～心と身体の万能薬～
福祉としてのネイルケア

代表者 ● 竹間　克利
所在地 ● 180-0004武蔵野市吉祥寺本町1丁目8-3

三松ビルB1F
　TEL ● 0422-27-1057
　URL ● https://www.ginza-renoir.co.jp/caferenoir_newstyle/

代表者 ● 冨ケ原　祐子
所在地 ● 187-0043小平市学園東町1丁目9-15
　TEL ● 090-8308-8739
E-mail ● Yuu4228739@gmail.com
　URL ● https://mizuyuunail.wordpress.com/

Cafe Renoir 吉祥寺北口店 Mizu-yuu

『都会的なコテージ』をコンセプトに、銀座ルノアール
が大切にしてまいりました「くつろぎとやすらぎを感じて
いただける快適な空間提供」「おもてなしの心」を守りな
がら、幅広い年齢層のお客様に、都会の喧噪を忘れ、
ひとときのくつろぎを感じていただける「やすらぎの空間」
をご提供いたします。

福祉×介護×美容の訪問ネイルケア。福祉としての
ネイルケアは、マニキュアを塗るだけが目的ではあり
ません。
傾聴・タッチケア・美容・整容・コミュニケーションを
大切にしています。
手と手を触れ合い目と目を合わせ、会話を楽しみきれい
を提供できるのはネイル
だからこそ。QOLの向
上にも繋がります。福利
厚生の一環として職員様
向けネイルケアも大変喜
ばれています。

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）22,000円

会報

会員企業のPRチラシを当所会報誌に同封

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 TEL：0422-22-3631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

「健やかに暮らす家づくりをする『エコ建築考房』」

連載
快進撃企業 に 学べ

愛知県一宮市に、株式会社エコ建築考房という社
名の注文住宅メーカーがある。創業は、今から

21年前の1998年。現社長である喜多茂樹氏の義理
の父に当たる髙間利雄氏が、ある住宅メーカーを脱サ
ラしてスタートした。

　創業のきっかけは、家族の健康に悪い影響を与える
ような合板や集成材、さらにはビニールなどの化学製
品が多用された住宅を建てていいのか、売っていいの
か、という強い思いである。

　真に家族の健康づくり・だんらんづくりの役に立つ
住宅を提供したいという、創業の精神・思いは、当
初、市場になかなか評価されず苦労したが、その後、
娘婿である他業界出身の喜多氏が入社し、2012年か
ら、創業者の義父と喜多氏、社員が一丸となり業務を
見直し改善した結果、次第に市場で評価されるように
なっていった。

　喜多社長は、事業を承継するや否や、先代の創業の
精神である「国産無

む

垢
く

材による健康住宅」づくり、「健
やかに暮らす住宅」づくりを、より一層前面に出すと
ともに、この間、社員はもとより協力事業者と一体と
なって無理をしない誠実な経営や、地道な地域貢献・
社会貢献活動を行ってきた。

　苦労と努力が実り、入社した12年当時の社員数は
9人であったが、その後、年々増加して今や43人に
までなった。

　営業担当の社員は1人もいないが、同社の住宅づく
りの変わらぬ基本姿勢と行動が口コミで広がってい
き、工期が他の住宅メーカーよりはるかに長い（平均
工期約7カ月）にもかかわらず、今や年間の新築住宅
戸数は30棟に達している。

　さらに驚くのは、同社の社員の約3分の1は同社が
住宅を建てたときの顧客で、中には同業他社から同社
にあえて転職した者もいる点だ。

　先日、機会があって、春日井市の住宅展示場（ナゴ
ヤハウジングセンター春日井会場）にある、同社のモ
デルハウスを見学させていただいた。数あるモデルハ
ウスの中でも看板やのぼりなどPRするものが何一つ
ない、既に入居者がいるのではないかと勘違いしそう
な2階建てのモデルハウスであった。

　中に入ると、広々とした居住空間と、まるで森の中
にいるような木の香りが漂う素敵な住宅であった。そ
れもそのはず、柱や土台、さらには梁

はり

などに使用さ
れている部材の全ては、FSC（Forest Stewardship 
Council=森林管理協議会）の森林認証（森林の管理方
法や流通、由来する製品に関する国際的な森林認証制
度）を受けた岐阜県加茂郡東白川村の山から切り出し
たヒノキや杉だという。

　「真の営業とは、営業をしない営業のことを言う」
という言葉にふさわしい、いい会社である。

 
 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：宇治川・伊野瀬）

こめひろ

代表：浅岡　庸大
所在地：武蔵野市境2-3-18
TEL：0422-77-6616
URL：https://comehiro.com

まで25から30種類の商品が並び、季節限定の商品も提
供されています。
一番人気はワッフルで、プレーン米粉パンも人気商品で

す。こめひろさんのパンは小麦、卵の成分を一切使用して
いないグルテンフリーなので、アレルギーを持った方やセリ
アック病（小麦などに含まれるグルテンに異常反応する自己
免疫疾患）の方も安心して食べることができます。また、グ
ルテンフリーの食生活をしている方からも注目されています。
お客様は子供連れの女性が多く、アレルギーのあるお
子さんのために来店される方やまとめ買いをされる方もいらっ
しゃるそうです。ラップで乾燥しないようにパンを包んで、
冷凍で1ヶ月ほど保存が可能とのこと。休日には閉店時間
前に売り切れてしまうこともあるそうで、取材にお伺いした平
日の夕方も商品が残りわずかとなっていました。
2013年からはオンラインショップも始められていて、お店

と同じ商品を冷凍便で取り寄せ楽しむこともできます（一部
の調理パンを除きます）。今後も「高級化を目指すのではな
く、手に取りやすい商品を作り続けていきたい」と話されて
いました。バラエティ豊かな米粉パンを味わってみてはいか
がでしょうか。

※ 10月下旬から11月上旬に店舗の改装を予定されて
います。営業時間などについてはホームページにてご
確認ください。

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

今回は武蔵境通り沿いにある米粉パンの専門店「こめひ
ろ」にお伺いし、代表の浅岡 庸大さんにお話をお聞きしま
した。
浅岡さんは、パンの専門学校に通った後パン屋に就職さ

れましたが、小麦アレルギーを発症。いくつかのパン屋に
勤めたあとは、数年間は別の仕事に就かれていました。し
かしながら、やはりパンを作る仕事をしたいとの思いをお持
ちでした。2007年から2008年は小麦が不作で米粉に注
目が集まり、米粉パンがちょっとしたブームになりました。浅
岡さんもご自宅のホームベーカリーで米粉パンを焼いていた
そうです。そして、2010年に地元である三鷹に“十割の
米粉パン製造所”を開業しました。開業当時はまだ米粉パ
ンの専門店は珍しかったとのことです。2012年には、武
蔵境駅北口から徒歩7分と立地のよい現在の場所に移転
されました。
米粉パンは小麦のパンより膨らみづらく、技術が必要と

なります。また、膨らみやすい米粉を選ぶといった工夫もさ
れています。米粉パンの特長はもっちりとしていて腹持ちの
よいことだそうです。店内には食事パンや調理パン、菓子
パンから、ドーナツやベイクドチーズケーキといったスイーツ

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

全国
▲22.7 ▲ 12.2 ▲ 23.5 ▲ 23.0 ▲34.8 ▲ 18.5

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
▲ 21.0 ▲9.5 ▲ 23.1 ▲ 25.2 ▲31.1 ▲ 15.9

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和元年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 297 407 753 128 210 1,199 74 3,068

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9月～2019年11月

Lobo調査とは……
全国の339商工会議所が2,666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% 29.7% 46.2% 91.4% 54.6% 37.3% 71.8% 41.6%

全産業合計の業況DIは、▲21.0  前月比▲0.8ポイント

　気温の上昇により飲食料品などの夏物商材の需要が
拡大し、小売業や卸売業の業況が改善する一方、急激
な猛暑の到来や台風などの天候不順に伴う客足減少に
より、飲食・宿泊業を中心にサービス業の業況が悪化
した。加えて、一部の地域からは日韓情勢の影響によ
る観光客の減少を指摘する声も聞かれた。また、深刻
な人手不足や原材料費の高止まり、米中貿易摩擦や世
界経済の先行き不透明感が製造業を中心に広く業況の
押し下げ要因となっており、中小企業の景況感は、足
元で弱い動きが続いている。

先行き見通しDIは、▲22.7  今月比▲1.7ポイント

　個人消費の拡大やインバウンドを含む観光需要拡大
への期待感がうかがえる。一方、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、貿易摩擦の激化や世界経済の動向、日韓情勢の
行方、消費税引上げの影響など不透明感が増す中、中
小企業の業況感は慎重な見方が続く。

業況DI は、依然として一部に弱さ見られる
先行きは、懸念材料多く、慎重な見方が続く

 2018年8月: 2019年8月
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ティングシステム）やオフィスアプリケーションなど
が増えているので活用してほしい。
　例えば、電子メールの誤送信といった「誤操作」に
よる情報漏えい対策として、電子メールそのものを暗
号化する場合は専用の仕組みが必要だが、文書作成ソ
フトなどのオフィスアプリケーションの機能として提
供されている暗号化機能を利用すれば簡単な操作で暗
号化が可能である。
　また、ノートパソコンやスマートフォンなどの「紛失・
置き忘れ」や「盗難」による情報漏えい対策として、最新
のOSを搭載したノートパソコンやスマートフォンでは、
内蔵するディスクを自動的に暗号化して利用する機能が
搭載されていることがあるので活用してほしい。もし、
OSに暗号化機能が備わっていなければ、電子メールの
誤送信対策と同様に、オフィスアプリケーションの暗号
化機能を利用するとよいだろう。
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、利
用者の多い「ウィンドウズ10」や「オフィス365」、
「Acrobat（アクロバット）DC」などの具体的な暗号化
の設定手順を作成してIPAのホームページ（https://
www.ipa.go.jp/security/ipg/documents/dev_setting_
crypt.html）で公開しているので活用してほしい。

原因の6割は人的ミス　
　日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）が本年
6月に公開した「2018年情報セキュリティインシデ
ントに関する調査報告書【速報版】」によると、2018
年に新聞やインターネットニュースなどで報道された
個人情報漏えいインシデント件数は443件、漏えい
人数は561万3797人であり、17年のデータと比べ
て増加という結果であった。
　漏えい原因で見ると最も多いのは「紛失・置き忘
れ」が117件（26.2%）、次いで「誤操作」が109件
（24.6%）。「不正アクセス」が90件（20.3%）、「管理
ミス」が54件（12.2%）という結果であった。17年の
データと比べて「紛失・置き忘れ」と「誤操作」の順位
が入れ替わったものの、漏えい原因の上位4項目に変
更はない。また、「紛失・置き忘れ」「誤操作」「管理ミ
ス」といった人的ミスによる漏えいが全体の6割を占
めている。
　従って、企業としては、まずはこのような人的ミス
をなくすために、社内ルールの整備や教育による従業
員への周知、管理者による順守状況の定期的な確認、
必要に応じて社内ルールの見直しなど管理的対策（セ
キュリティーマネジメント）に取り組むことが有効で
あると考える。
　人のふり見てわがふり直せというように、他社の事
故報道を自社の情報セキュリティーの強化に生かして
ほしい。

暗号化など技術的対策も必要
　さて、人的ミスの対策として管理的対策を挙げた
が、人に依存した対策だけでは人的ミスはなくならな
いし、いざ事故が発生した際には対策が不十分ではな
かったかと指摘を受ける可能性がある。そこで漏えい
しても中身を読めなくするための「暗号化」といった
技術的対策にも同時に取り組んでほしい。
　「暗号化」と聞くと難しいという印象を持つ人は少
なくはないだろう。しかし、詳細な理論はともかくと
して簡単な操作で暗号化を設定できるOS（オペレー

（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】

増加する情報漏えい
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