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　新年明けましておめでと　新年明けましておめでと
うございます。うございます。
　会員の皆様方におかれま　会員の皆様方におかれま
しては、お健やかに新春をしては、お健やかに新春を

お迎えのことと心からお慶び申し上げます。お迎えのことと心からお慶び申し上げます。
　さて、昨年を顧みますと、「平成」という一つ　さて、昨年を顧みますと、「平成」という一つ
の時代が幕を閉じ、新天皇の即位とともに改元がの時代が幕を閉じ、新天皇の即位とともに改元が
行われ『令和』になりました。新元号『令和』に行われ『令和』になりました。新元号『令和』に
は、は、令令

うるわうるわ

しく平和に生きるという意味が込められてしく平和に生きるという意味が込められて
いるそうです。しかしながら、世界においては、いるそうです。しかしながら、世界においては、
より深刻になりつつある地球規模の環境問題、長より深刻になりつつある地球規模の環境問題、長
期化が懸念される米中の対立や英国のEU離脱の期化が懸念される米中の対立や英国のEU離脱の
行方など、不確実性を増しています。また日本に行方など、不確実性を増しています。また日本に
おいては、台風などによる自然災害が頻発した年おいては、台風などによる自然災害が頻発した年
でした。秋のラグビーワールドカップは日本代表でした。秋のラグビーワールドカップは日本代表
の活躍で盛り上がりましたが、人口減少・高齢化の活躍で盛り上がりましたが、人口減少・高齢化
などの構造的課題により、将来への不安が払拭しなどの構造的課題により、将来への不安が払拭し
きれない状況となっています。きれない状況となっています。
　このような中、本年は、東京オリンピック・パ　このような中、本年は、東京オリンピック・パ
ラリンピックが開催されるとともに、当商工会ラリンピックが開催されるとともに、当商工会
議所創立 70周年を迎える節目の年にあたります。議所創立 70周年を迎える節目の年にあたります。
この機会を捉え、私が会頭に就任して以来の基本この機会を捉え、私が会頭に就任して以来の基本
方針である、①会員増強、②行政等と連携した地方針である、①会員増強、②行政等と連携した地
域振興事業の推進、③会員相互の融和事業の拡域振興事業の推進、③会員相互の融和事業の拡
大、④商工会議所固有事業の強化、の 4つの柱を大、④商工会議所固有事業の強化、の 4つの柱を
強力に推進していく所存であります。とりわけ商強力に推進していく所存であります。とりわけ商

工会議所は会員組織ですので、組織力強化の根本工会議所は会員組織ですので、組織力強化の根本
となる会員増強につきましては、200事業所の加となる会員増強につきましては、200事業所の加
入を目標に据えるとともに、新入会員のフォロー入を目標に据えるとともに、新入会員のフォロー
アップにも努めたいと考えております。またこのアップにも努めたいと考えております。またこの
間、積極的に実施してきた地域振興事業につきま間、積極的に実施してきた地域振興事業につきま
しても、冠事業としてバージョンアップをして展しても、冠事業としてバージョンアップをして展
開していく所存ですので、関係各位のご参加、ご開していく所存ですので、関係各位のご参加、ご
協力をよろしくお願いいたします。協力をよろしくお願いいたします。
　商工会議所の創始者で、井の頭公園の誕生にも　商工会議所の創始者で、井の頭公園の誕生にも
縁縁
ゆかりゆかり

のある渋沢栄一翁は、「企業の目的が利潤の追のある渋沢栄一翁は、「企業の目的が利潤の追
求にあるとしても、その根底には道徳が必要であ求にあるとしても、その根底には道徳が必要であ
り、国ないしは人類全体の繁栄に対して責任をり、国ないしは人類全体の繁栄に対して責任を
もたなければならない」という「道徳経済合一もたなければならない」という「道徳経済合一
説」を提唱されました。この考え方は現代にも通説」を提唱されました。この考え方は現代にも通
じていて、商工業の発展を通して地域社会に寄与じていて、商工業の発展を通して地域社会に寄与
することが、商工会議所の大きな役割になっていすることが、商工会議所の大きな役割になってい
ます。本年も、行政や関係団体と協力のもと、会ます。本年も、行政や関係団体と協力のもと、会
議所を取り巻くさまざまな課題に着実に取り組ん議所を取り巻くさまざまな課題に着実に取り組ん
でまいります。会員皆様のご期待に応え、“役にでまいります。会員皆様のご期待に応え、“役に
立つ会議所”として頼られるよう、役職員一丸と立つ会議所”として頼られるよう、役職員一丸と
なって頑張りますのでどうぞよろしくお願いいた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。します。
　結びになりますが、会員皆様の一層のご支援、　結びになりますが、会員皆様の一層のご支援、
ご協力を心からお願い申し上げるとともに、ご協力を心からお願い申し上げるとともに、令令

うるわうるわ

しし
く平和に過ごされますことをご祈念し、年頭のあく平和に過ごされますことをご祈念し、年頭のあ
いさつといたします。いさつといたします。

稲 垣　英 夫武蔵野商工会議所  会頭

会頭年頭所感

会頭年頭所感
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三 村　明 夫日本商工会議所  会頭

　明けましておめでとうご　明けましておめでとうご
ざいます。ざいます。
　2020年の新春を迎え、謹　2020年の新春を迎え、謹
んでお慶び申しあげます。んでお慶び申しあげます。

　私は、昨年 11月の臨時会員総会において、各　私は、昨年 11月の臨時会員総会において、各
地商工会議所の皆様のご推挙を得て日本商工会議地商工会議所の皆様のご推挙を得て日本商工会議
所会頭に再任され、日商会頭として 3期目の新年所会頭に再任され、日商会頭として 3期目の新年
を迎えることとなりました。各地の皆様におかれを迎えることとなりました。各地の皆様におかれ
ましても新体制の下、清々しく新年をお迎えになましても新体制の下、清々しく新年をお迎えにな
られたことと存じます。られたことと存じます。
　さて、昨年は国内外ともに実に多くの動きがあ　さて、昨年は国内外ともに実に多くの動きがあ
りました。りました。
　わが国では 30年ぶりの御代替わりを経て「令　わが国では 30年ぶりの御代替わりを経て「令
和」時代の幕が開き、大変な盛り上がりを見せた和」時代の幕が開き、大変な盛り上がりを見せた
ラグビーワールドカップ、5年ぶりの消費税率引きラグビーワールドカップ、5年ぶりの消費税率引き
上げ等、重要な出来事が相次ぎました。一方で、上げ等、重要な出来事が相次ぎました。一方で、
台風等の自然災害による被害も広範囲かつ甚大な台風等の自然災害による被害も広範囲かつ甚大な
ものとなり、いまだ影響の残る被災地の皆様には、ものとなり、いまだ影響の残る被災地の皆様には、
改めて心からお見舞いを申しあげたいと思います。改めて心からお見舞いを申しあげたいと思います。
　世界では、長期化する米中対立、不安定な中東　世界では、長期化する米中対立、不安定な中東
情勢、ブレグジット問題、香港問題、日韓関係の情勢、ブレグジット問題、香港問題、日韓関係の
悪化等、数々の混乱が生じ、その出口を模索し続悪化等、数々の混乱が生じ、その出口を模索し続
けた 1年でありました。けた 1年でありました。
　わが国の経済情勢に目を転じれば、個人消費に　わが国の経済情勢に目を転じれば、個人消費に
はいまだ力強さを欠くものの、米中摩擦等の影響はいまだ力強さを欠くものの、米中摩擦等の影響
もこれまでのところ限定的であり、民間投資は引もこれまでのところ限定的であり、民間投資は引

き続き底堅く、日本経済は潜在成長率並みの 1%き続き底堅く、日本経済は潜在成長率並みの 1%
程度の緩やかな拡大を続けています。本年は、い程度の緩やかな拡大を続けています。本年は、い
よいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催よいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催
されますが、東京および全国各地の魅力とともされますが、東京および全国各地の魅力ととも
に、東日本大震災等から復興した日本の姿を、全に、東日本大震災等から復興した日本の姿を、全
世界にアピールできる絶好の機会であり、ぜひと世界にアピールできる絶好の機会であり、ぜひと
もこのビッグイベントによる効果を全国津々浦々もこのビッグイベントによる効果を全国津々浦々
に波及させ、日本全体が元気になれる 1年になるに波及させ、日本全体が元気になれる 1年になる
ことを切に願っております。ことを切に願っております。
　一方、わが国経済は多くの課題も抱えておりま　一方、わが国経済は多くの課題も抱えておりま
す。人口減少や高齢化等の日本社会の構造変化をす。人口減少や高齢化等の日本社会の構造変化を
背景に、年々深刻化する人手不足、経営者の高齢背景に、年々深刻化する人手不足、経営者の高齢
化等による廃業の増加、地方の疲弊等が、日本経化等による廃業の増加、地方の疲弊等が、日本経
済のさらなる成長の足かせになっております。こ済のさらなる成長の足かせになっております。こ
れら日本の抱える構造的課題は、立場の弱い中小れら日本の抱える構造的課題は、立場の弱い中小
企業の経営課題として最も早く顕在化してきてお企業の経営課題として最も早く顕在化してきてお
り、大企業との利益率格差は年々拡大し、また賃り、大企業との利益率格差は年々拡大し、また賃
金も毎年上昇する中で、労働分配率は大企業の金も毎年上昇する中で、労働分配率は大企業の
40%台に対し、中小企業では 70%台に達してい40%台に対し、中小企業では 70%台に達してい
ます。従って、生産性の向上や取引価格の適正化ます。従って、生産性の向上や取引価格の適正化
等を通じた付加価値の向上なくして、中小企業は等を通じた付加価値の向上なくして、中小企業は
これからの時代を生き抜くことはできません。これからの時代を生き抜くことはできません。
　こうした危機感の下、私は昨年 11月、会頭再任　こうした危機感の下、私は昨年 11月、会頭再任
時の所信において「中小企業の強化を通じて日本時の所信において「中小企業の強化を通じて日本
の成長する力を育てる」「地域の活性化」を活動のの成長する力を育てる」「地域の活性化」を活動の
二本柱とする今期の取り組みを表明いたしました。二本柱とする今期の取り組みを表明いたしました。

会頭年頭所感
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　中小企業はわが国経済の基盤であります。日本　中小企業はわが国経済の基盤であります。日本
全体の雇用の約 7割、付加価値の約 5割を生み出全体の雇用の約 7割、付加価値の約 5割を生み出
している中小企業の強化なくして、わが国の持している中小企業の強化なくして、わが国の持
続的な経済成長はあり得ません。所信では、①続的な経済成長はあり得ません。所信では、①
ひっ迫する人手不足とデジタル社会の到来にあっひっ迫する人手不足とデジタル社会の到来にあっ
て、いまだ「発火点」に達していない中小企業へて、いまだ「発火点」に達していない中小企業へ
の「IT導入」と「デジタル技術の実装化」を急の「IT導入」と「デジタル技術の実装化」を急
ぎ、生産性向上と付加価値向上を同時に実現するぎ、生産性向上と付加価値向上を同時に実現する
こと、②来る「大事業承継時代」を変革と創造のこと、②来る「大事業承継時代」を変革と創造の
好機と捉え、「事業承継の加速化」で価値ある事好機と捉え、「事業承継の加速化」で価値ある事
業と技術を次世代へ承継し、「起業・創業の活性業と技術を次世代へ承継し、「起業・創業の活性
化」でビジネス全体の新陳代謝を促すこと、③取化」でビジネス全体の新陳代謝を促すこと、③取
引価格の適正化とともに、中小企業の生産性向上引価格の適正化とともに、中小企業の生産性向上
を大企業が積極的に支援する「大企業と中小企業を大企業が積極的に支援する「大企業と中小企業
の新しい共存共栄関係の構築」により、サプライの新しい共存共栄関係の構築」により、サプライ
チェーン全体をより強固なものにしていくこと、チェーン全体をより強固なものにしていくこと、
をわが国経済全体の発展・強化のための最重要のをわが国経済全体の発展・強化のための最重要の
取り組みとして掲げています。取り組みとして掲げています。
　また、「地域の活性化」では、各地域がその魅　また、「地域の活性化」では、各地域がその魅
力を活かし、他地域とも連携して所得向上に取り力を活かし、他地域とも連携して所得向上に取り
組まねばなりません。地域横断での広域連携を軸組まねばなりません。地域横断での広域連携を軸
とした「観光振興」と「農商工連携」をさらに推とした「観光振興」と「農商工連携」をさらに推
し進め、地域の独自資源を最大限に活用して、イし進め、地域の独自資源を最大限に活用して、イ
ンバウンドも含めた域外需要を取り込んでいく必ンバウンドも含めた域外需要を取り込んでいく必
要があります。また、観光振興や地方創生の取り要があります。また、観光振興や地方創生の取り
組みを支え、これを加速化するストック効果の高組みを支え、これを加速化するストック効果の高
い社会資本整備や、近年頻発する大規模自然災害い社会資本整備や、近年頻発する大規模自然災害

に耐え得る国土強靭化についても、引き続き政府に耐え得る国土強靭化についても、引き続き政府
に対して積極的な働き掛けを行ってまいります。に対して積極的な働き掛けを行ってまいります。
　これらの目標を実現させる上で、われわれ商工　これらの目標を実現させる上で、われわれ商工
会議所は本年も「現場主義」と「双方向主義」を会議所は本年も「現場主義」と「双方向主義」を
さらに徹底し、現場の声を、各種の規制・制度改さらに徹底し、現場の声を、各種の規制・制度改
革、持続可能な全世代型社会保障制度の構築、中革、持続可能な全世代型社会保障制度の構築、中
小企業対策等を実現する政策提言に活かしてま小企業対策等を実現する政策提言に活かしてま
いりたいと思います。商工会議所の強みは、全いりたいと思います。商工会議所の強みは、全
国 515商工会議所、124万会員のネットワークを国 515商工会議所、124万会員のネットワークを
通じて、具体的・個別的な課題をはっきりと認識通じて、具体的・個別的な課題をはっきりと認識
していることです。その強みを活かし、それぞれしていることです。その強みを活かし、それぞれ
の地域で必要とされ、選ばれる組織であり続けるの地域で必要とされ、選ばれる組織であり続ける
ためには、地域の多様な主体と連携協働を図りつためには、地域の多様な主体と連携協働を図りつ
つ、商工会議所自身も、時代の要請に合った進化つ、商工会議所自身も、時代の要請に合った進化
と変革を遂げていかねばなりません。と変革を遂げていかねばなりません。
　折しも、商工会議所の創始者である渋沢栄一翁　折しも、商工会議所の創始者である渋沢栄一翁
が、2021年の NHK大河ドラマの主人公や、新 1が、2021年の NHK大河ドラマの主人公や、新 1
万円札の顔となることが決定しました。「企業は万円札の顔となることが決定しました。「企業は
利益を上げなければならないと同時に、公益につ利益を上げなければならないと同時に、公益につ
いても考えなければならない。両者は高い次元でいても考えなければならない。両者は高い次元で
両立する」という渋沢翁の理念は、商工会議所の両立する」という渋沢翁の理念は、商工会議所の
活動理念そのものであり、現代においてこそ広め活動理念そのものであり、現代においてこそ広め
る価値があるものと考えます。この機に渋沢翁のる価値があるものと考えます。この機に渋沢翁の
理念を改めて共有し、大企業と中小企業、都市と理念を改めて共有し、大企業と中小企業、都市と
地方が共に輝き、日本経済の持続的成長をさらに地方が共に輝き、日本経済の持続的成長をさらに
後押しできるよう、本年も皆様と共に全力を尽く後押しできるよう、本年も皆様と共に全力を尽く
して取り組む所存であります。して取り組む所存であります。

会頭年頭所感
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Information

11/16

～

12/11

事業所名 業　種 地　区 所属部会

株式会社 HMT 小売業（北海道物産品の卸） 中央地区 食品業部会

吉祥菜館 中華
吉祥寺地区 飲食業部会

WKラボ合同会社 フクロウカフェバー格闘梟 飲食業　フクロウカフェ

リベルテパティスリーブーランジェリー パン・焼菓子・ケーキの製造販売
ならびにカフェ

吉祥寺地区

サービス業部会
Lee Theater 美容室

株式会社 日本デジタルワークス 吉祥寺時間 IT・広告代理業

一般社団法人 Your Life style 研究所 福祉教育
地区外

株式会社 楽喜貿易 マカオ向け日本の和牛を輸出

新入会員の紹介

　会員増強委員会（森園美智子委員長）では、令和元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目標を達成し、終了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。
　また、先の委員会で令和 2年の会員増強運動の目標件数や実施期間について検討を行いました。令和 2年は
70周年記念の年となりますので、それを踏まえ下記のとおり実施していくこととなりました。
実施期間 :令和2年1月～11月 10日（※入会申込書必着）
目標件数：200件　（そのうち、部会全体の目標件数は135件です。）
　各部会の目標件数は、下記のとおりです。目標件数を達成した部会には報奨金を進呈します。また、目標を超え
てご紹介いただいた部会には件数に応じて、報奨金にプラスした金額を進呈します。
　会員の拡大は、組織基盤強化のための重要な事業です。引き続き、皆様のご協力をお願いします。

　当所は、昭和 25（1950）年 8月25日に地域総合経済団体として正式に認可され、都内では3番目の商工
会議所としてその歴史を刻みつづけ、本年 70周年を迎えます。
　そこで、昨年、正副会頭、部会長、女性会長をメンバーとする実行委員会をスタートさせ記念事業の骨子を検討
した結果、記念講演会、記念式典、記念パーティー、記念誌作成、記念ゴルフ大会を実施することとなりました。
　開催に当たっては、二つの分科会を設け、各部会、女性会より2名委員を選出し、2月より準備を進めていきます。

会員増強運動　ご協力のお礼とお願い

部会名 食品 飲食 商業 工業 建設 サービス 金融 合計

目標数 7 10 23 10 15 40 30 135

当所創立70 周年記念事業に向けて
～ 11月12日（木）開催～

Information
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食品業部会
番号 事　業　所　名 氏　名 表彰理由
1 （有）かさい 大宮　靜代 20年以上

飲食業部会
番号 事　業　所　名 氏　名 表彰理由

1 Homebar　かっし 斉藤　奈月 誠実
商業部会

番号 事　業　所　名 氏　名 表彰理由
1 （株）武蔵境自動車教習所 篠宮　安子 20年以上
2 （株）武蔵境自動車教習所 田中　一生 20年以上
3 （株）三祐産業 内海　直子 10年以上
4 （株）三祐産業 伏谷　賢一 10年以上
5 （株）三祐産業 正井　裕幸 10年以上
6 （株）武蔵境自動車教習所 髙橋　智弘 10年以上
7 （株）三祐産業 天野　深雪 誠実
8 （株）武蔵境自動車教習所 古賀かなこ 誠実

工業部会
番号 事　業　所　名 氏　名 表彰理由

1 中浜工芸（株） 阿部由紀子 30年以上
2 パシフィック・エンジニヤリング（株） 松本　重信 30年以上
3 インターテック（株） 藤井　一馬 20年以上
4 パシフィック・エンジニヤリング（株） 西尾　躍子 20年以上
5 （株）メルクスシステム 梅原　　稔 20年以上
6 （株）アジャスト 島野　芳明 10年以上
7 NTT-ATシステムズ（株） 樋口　　真 10年以上
8 NTT-ATシステムズ（株） 山﨑　　俊 10年以上
9 日機装サーモ（株） 小澤　和枝 10年以上
10 パシフィック・エンジニヤリング（株） 平杉　綾美 10年以上

11 中浜工芸（株） 中村　咲子 誠実
12 インターテック（株） 濵島　正典 技術

建設業部会
番号 事　業　所　名 氏　名 表彰理由

1 武蔵野硝子（株） 野口　友弘 30年以上
2 武蔵野硝子（株） 有竹　浩平 10年以上
3 リベスト建設（株） 平島　大輔 誠実

サービス業部会
番号 事　業　所　名 氏　名 表彰理由

1 （株）リベスト 石塚　　恵 30年以上
2 （株）太平洋シルバーサービス 中田喜久江 20年以上
3 （株）太平洋シルバーサービス 野本　和子 20年以上
4 一般財団法人　武蔵野市開発公社 折本　良二 20年以上
5 （株）アトレ吉祥寺店 倉澤　俊哉 10年以上
6 （株）アトレ吉祥寺店 和田　賢治 10年以上
7 （有）オレンジ・メディカルケアサービス 五十嵐健一 10年以上
8 日本郵便（株）武蔵野郵便局 田村　　潤 10年以上
9 日本郵便（株）武蔵野郵便局 藤澤　昌光 10年以上

10 公益財団法人
武蔵野健康づくり事業団 大西　雅代 10年以上

11 武蔵野美装（株） 舩橋　俊裕 10年以上
12 日本郵便（株）武蔵野郵便局 髙橋　　聡 誠実
13 日本郵便（株）武蔵野郵便局 中谷　佳広 誠実
14 武蔵野美装（株） 関　　和宏 誠実
15 武蔵野美装（株） 三輪　直志 誠実
16 （株）リベスト 友澤沙弥香 誠実
17 （株）リベスト 村田みさと 誠実

優良従業員表彰式　開催される！　～４２名を表彰～
第 53回優良従業員表彰式を、11月28日（木）武蔵野市立商工会館にて開催しました。
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）

被表彰者の方 と々関係者

Report
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お問合せ 商業部会（担当：田村）商 業 部会  

食 品 業 部会 
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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

i nformation

▶初詣のご案内

　食品業部会（関根美英部会長）では、毎年恒例の
初詣を右記のとおり開催します。今回は埼玉県の平林
寺および大宮氷川神社を参拝します。
　参拝後は、パレスホテル大宮にて昼食、鉄道ミュージ
アムの鉄道博物館を見学します。

i nformation

▶初詣（埼玉・長瀞）のご案内

　飲食業部会（髙田ルミ子部会長）では、毎年恒例
の会員初詣（日帰り旅行）を
右記のとおり実施します。今
回は、宝登山神社を参拝後、
和銅鉱泉 薬師の湯 「和ど
う」にて昼食（入浴）、道の駅

i nformation

▶吉祥寺コレクション　出店者の募集

　吉祥寺コレクション実行委員会（安藤智之実行委員
長）では、令和 2年 5月2日（土）に吉祥寺駅北口
ロータリーにて吉祥寺コレクションを開催します。このイ
ベントは、武蔵野市の商業、とりわけ服飾雑貨分野の
発展を推進するためのファッションショーです。このファッ
ションショーを通じて、この地域ならではのファッションを
提案し、新たな流行の発信地として注目され、地域経
済の活性化に繋がることを目指しています。趣旨にご賛
同いただける出店者を募集していますので、是非、ご参

　部会員の皆さまのご参加お待ちしています !
日　程 1月24日（金）
集　合 【武蔵境】 三輪商店前（境1-4-9）
  8：50 集合
 【吉祥寺】 武蔵野商工会館前
  8：20 集合

「花園」にて買い物の予定です。
　部会員の皆さまのご参加をお待ちしています。

日　程 2月12日（水）
定　員  30名（予定）
集　合 武蔵野商工会館前
 集合 7：45／出発 8：00
参加費 5,000円

お問合せ 飲食業部会（担当：神林）

お問合せ 食品業部会（担当：小泉）

加ください。詳しくは、同封の折込チラシをご覧ください。
　また、昨年も井の頭恩賜公園の野外ステージにてアウ
トドアやスポーツ用品の部門が中心となってワークショッ
プやブース出店などを行いました。今年も同様のイベント
を吉祥寺駅北口ロータリーのファッションショーと同日に
開催します。井の頭恩賜公園の野外ステージでの出店
をご希望の方も、同封の折込みチラシをご覧ください。
　今年も南北で吉コレ一色の一日にしたいと思います。
ご応募お待ちしています。

部会だより
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工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

建 設 業 部会 お問合せ 建設業部会（担当:佐伯）
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i nformation

▶第 9回武蔵野エリア産業フェスタのご案内

　武蔵野商工会議所、三鷹商工会、小金井市商工会の3団体による製造業等の中小企業を対象に販路拡大・受
注確保を目的にした「第 9回　武蔵野エリア産業フェスタ」を令和 2年 2月6日（木）～8日（土）の3日間、小
金井宮地楽器ホールにて開催します。展示・商談、即売会の他、魅力ある講演会を予定しています。詳細は同封の
案内チラシをご覧ください。 

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16日（月）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
をはじめ、多くの来賓の方々にもご臨席いただき、49名の方が参加しました。
　当日は、新入会員の方が自己紹介を行ったあと、一年の労をねぎらい、
部会員相互の新睦を深める交流の場となりました。

報 告

▶次年度予算編成について

　次年度の予算について審議しました。工業部会全体の予算としては、概ね前年並みの予算編成の方針で審議が
終了しました。

i nformation

▶講演会開催

　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、右記のとおり
講演会を開催します。
　今回の講演会は、現在、明星大学教育学部 准教授
の髙橋珠州彦氏を講師にお招きし、「髙橋センセイ!教え
て、吉祥寺の歴史のホント。」をテーマに行います。
　近年「住みたい街」ランキングの上位に登場する吉
祥寺は江戸時代になるまで人がほとんど住んでいない
荒野でした。それが約 400年の間にどうして現在のよう
な人気の街になったのか?　髙橋氏は、人気 TV番組
「ブラタモリ」（平成 29年 12月23日放映）に出演さ

れ、また平成 30年に出版された話題の写真集「吉祥
寺今昔写真集」の監修者でもあります。
　聴講希望者は、同封の申込書に必要事項をご記入
のうえ、FAXまたは電話にてお申込みください。

日　時 3月16日（月）
 18：30～ 20：00（受付 18：00～）
会　場 武蔵野商工会館　4階市民会議室
演　題 「髙橋センセイ!　教えて、吉祥寺の歴史のホント。」
講　師 明星大学 教育学部 准教授　髙橋 珠州彦 氏

聴講料 無料（どなたでも聴講いただけます）
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報 告

▶第 13回 TAMACOMの開催
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、12月4日（水）に成蹊大学 10
号館 12階ホールで、三鷹商工会・三鷹 ICT 事業者協会と当所サービス業
部会 ICT 研究会の共催で第 13回 TAMACOMを開催しました。
　TAMACOMは、民・学・産・公の異業種交流の場として、多摩地区の
活性化・地域連携の輪を広げる目的で開催しています。3分間ショートプレゼ
ン及び軽食懇親パーティーをとおし、参加者間で交流が行われました。

サ － ビ ス 業 部会 お問合せ サービス業部会（担当：三輪）

i nformation

▶2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、2月定例会（講演会）を下記のとおり
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、2月7
日（金）までにFAXにてお申込みください。なお、プラザ会員の方は、交流会の開
催通知と併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。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。

開催日 2月13日（木）
時　間 18：00～ 19：15（受付 17：30～）
場　所 武蔵野商工会館 4階市民会議室
演　題 「トミーの実話を元にした世界初の『ドラマ』×『マジック』=ドラマジック」
講　師 冨澤 貴明 氏（㈱トミーエンタープライズ 代表取締役）
定　員 90名（どなたでも参加できます。先着順）
 ※申込時にすでに定員に達している場合のみ、担当からご連絡します。

異業種交流プラザ お問合せ 異業種交流プラザ（担当:竹村）

お問合せ 金融業部会 （担当：小林）

i nformation

▶3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、3月2日（月）
に講演会を開催します。
　講師は、元女子バレー全日本エースアタッカーでス
ポーツキャスターの大林素子氏です。申込の詳細につ
いては2月10日号の会報に折込みますのでそちらをご覧
ください。なお、金融業部会員の方には、懇親会の開
催通知と併せて別途ご案内を送付します。

日　時 3月2日（月）
 15：30～ 16：30（受付 15：00～）
場　所 武蔵野商工会館 4階市民会議室
演　題 「マイドリーム（仮）」
講　師 大林 素子 氏

定　員 90名
聴講料 無料 

 

 

部会だより／異業種
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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

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）

2月4日（火）
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

2月4日（火）
2月14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

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。

Information
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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

　当所では、会員事業所から労働保険（労災保険・雇
用保険）の事務手続き代行を承っています。
　日々の業務の中で、個々の労働者の入退社や、保険
料の申告・納付に伴う事務手続きは、煩雑で手間のか
かる作業ですが、事務委託することで事業主の負担を
減らすことができます。
　また、メリットとして、労働保険料の分割納付や中
小事業主等の労災保険への特別加入などの優遇措置が
受けられる場合があります。
　是非、この機会に労働保険事務組合への事務委託を
ご検討ください。

〈 委託条件〉
①当所の会員事業所であること
②従業員を雇っている事業主であること
※ 事務委託を希望する場合は、別途、事務委託契約書
の取り交わしが必要です。

※ 詳しくは当所HPに掲載されている「労働保険事務委託」
のページをご参照ください。

お問合せ 労働保険事務組合（担当：中尾）

TEL：0422-22-3631
URL：  http://www.musashino-cci.or.jp/service/rodohoken/

労働保険事務組合への事務委託について
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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

※ 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、共済制度事
務局までお気軽にご連絡ください。

※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）

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。

 Information
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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

離職率ゼロの社会福祉法人「雲南ひまわり福祉会」

連載
快進撃企業 に 学べ

出雲空港から車で30分ほどの島根県雲南市に、
「雲南ひまわり福祉会」という職員数46人の社

会福祉法人がある。主事業は障がい者の就労や生活支援
で、今から20年前の2000年に、障がい者を家族に持
つ人たちによって設立された。
　この20年間、幾多の困難もあったが、役職員一丸と
なって努力したかいがあって、人口約3万6000人の小
さなまちにある法人ながら、今や県内でも中堅規模の法
人に発展したばかりか、その組織運営の考え方・進め方
が、関係者の間で高い評価を受けている。
　周知のように、福祉業界ではおよそ6割の企業が、入
職者の不足や職員の離職などによる深刻な人手不足にあ
えいでいるが、同法人は、8年以上も離職率ゼロ。職員の
採用および離職に全く困っていない人気法人なのである。
　同法人の事務局には、就職希望者から「働かせていた
だきたいのですが、今、募集していますか?」とか、「募
集していなくても、そのときのために施設を見せてい
ただくだけでもいいので、訪問させていただけません
か?」といった電話や手紙が頻繁に来るという。
　そればかりか、学校やハローワークからも「貴法人で
ぜひ働きたいという人が何人もいますが、今募集されて
いますか?　もし、募集されていないのであれば、いつ
頃なら採用計画が分かりますか?」といった問い合わせ
も多いという。
　先日も機会があって、同法人を訪問したとき、対応し
ていただいた常務理事や事務局長から、心温まる話を

伺った。それは、夏休みにボランティアで訪れた女子高
校生の話である。面談の際、「数ある職場の中で、なぜ、
ひまわり福祉会に来てくれたのですか?」と質問すると、
その女子高校生は「私の母は、ここで働いています。母
は、いつも笑顔で仕事から帰ってきて、『私の職場は、
こんなにいい所なの』と、いつも私に話してくれるんで
す。よほどいい所なんだろうなと思って、ボランティア
として働いてみたいと思ったんです」と話したという。
　とはいえ、同法人は、もともと経営が優れていたわけ
ではなかった。それどころか、設立後の約10年間職場
は荒れ果て、職員のモチベーションも極端に低く、当然
のことながら、離職率も10%をはるかに超えていたと
いう。
　こうした状況の中、「このままではサービスの向上ど
ころか、つぶれてしまう」と危機意識を募らせ、残った
役職員が一丸となってES（Employee Satisfaction=従
業員の満足）とCS（Customer Satisfaction=顧客の満
足）が両立する組織運営を目指し改革・改善に取り組ん
でいったのである。
　紙面の都合で、その詳細な内容について述べることは
できないが、福祉業界だけではなく、全ての企業のリー
ダーに知ってほしい企業である。

 
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
プアアップアップ

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まま

すす
。。

（取材担当：宇治川・伊野瀬）

ヨガスタジオ スヴァスタ

代表：井戸 まり子
所在地：武蔵野市吉祥寺東町1-3-5
TEL：090-7406-9986　Fax：0422-77-9956
URL：https://www.svastha1.com　E-mail：contact@svastha1.com

それぞれの方にあわせたプログラムを実施しています。
数十名のレッスンでは分からないことを聞きに来る方、
スポーツをしていて調子の悪いところのある方などがい
らっしゃるそうです。はじめての方には体験レッスンの
参加を受付しています。
　特長的なメニューとして、ヨーガ療法があり、その人
の悩み、症状の原因がどのような過程を経ておこって
くるかを伝統的ヨーガ理論をもとにアセスメントを行い、
その人に適した技法を選択して提案するオーダーメイド
のヨーガです。最近ではストレス性疾患、生活習慣病、
PTSDなどに対しても有効であるという研究報告が増
え、現代医学的治療の補助療法として効果が期待できる
とする研究も増えてきたそうです。
　井戸さんはご自分のヨガスタジオだけではなく、出張
のレッスンもされています。どこへでも伺い、その方に
あった最適メニューを提案しています。企業、学校、病
院、施設、の福利厚生としても利用いただけます。
　1月以降は子連れOKヨーガクラスやヨーガ療法クラ
スを開講予定です。一人ひとりと向き合っていく姿勢で活
動されている井戸さん。来ていただいた方に何かを持って

帰ってもらいたいと話
されていました。健や
かな毎日のために効果
的なヨガのレッスンを
受けてみてはいかがで
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

　今回は吉祥寺東町にあるヨガスタジオスヴァスタの代表
井戸まり子さんにお話をお聞きしました。
　井戸さんは、障がいを持つお子さんのリハビリをアメ
リカで受けていた際に感じた恩を他の人に返せたらと思
い、ヨガと出会ったそうです。ヨガについてはまったく
経験がなかった井戸さんは、勉強するなら徹底的に学び
たいと考え、様々な先生に師事しました。インストラク
ターを養成するコースを受けて「日本ヨーガ療法学会認
定　ヨーガ療法士」、「インド中央政府認定　ヨーガ・イ
ンストラクター」、「シニア・障がい者のためのヨーガ」、
など数々の資格を取得されました。そして、ヨガの魅力
を伝えるため、練馬でレッスン指導をスタート。2019年
9月に吉祥寺東町にスタジオをオープンしました。健康
は「こころとカラダ」のバランスからをコンセプトに健康
な方はもちろん、心と体に不調や疾患のある方に元気に
なってもらえるようなレッスンを行っています。インス
トラクターは井戸さんを含め5人在籍、内3人はヨーガ
療法士の資格を持っています。ほかにも、ヨガインスト
ラクターを指導する先生、女性としてきれいな体をつく
るボディメイク、産後・マタニティを指導する先生など、
指導経験や人生経験豊富なインストラクターが活動され
ているとのこと。疾病を持った方やシニア、障害を持っ
ている方など、どのような方でも分け隔てなくヨガを楽
しんでいただけるよう様々な資格を取得しているインス
トラクターから親切な指導が受けられます。
　「個々のつながりを大切にしたい」と話されていた井
戸さん。レッスンに満足していただけるよう少人数制で

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

全国
▲23.5 ▲9.3 ▲25.3 ▲26.9 ▲32.6 ▲ 21.8

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
▲ 26.8 ▲6.9 ▲ 28.5 ▲ 29.4 ▲42.4 ▲ 23.8

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和元年12月11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 297 403 754 127 210 1,212 76 3,079

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12月～ 2020年2月

Lobo調査とは……
全国の338商工会議所が2,622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 29.4 46.3 90.7 54.5 37.7 73.8 41.8

全産業合計の業況DIは、 ▲26.8 前月比▲2.7ポイント

　省力化投資を中心とする設備投資や都市部の民間工
事などの建設業は堅調に推移したものの、消費税率引
上げに伴う消費者の節約志向の強まりや、高額品を中
心とする駆け込み需要の反動減の影響が残り、小売業
やサービス業、卸売業など幅広い業種の売上が落ち込
んだ。また、米中貿易摩擦や世界経済の先行き不透明
感、深刻な人手不足や人件費の上昇、仕入コストや光
熱費の増加が業種を問わず、広く業況の押し下げ要因
となっており、中小企業の景況感には鈍さが見られる。

先行き見通しDIは、▲23.5今月比3.3ポイント

　クリスマスや年末年始の個人消費拡大やインバウンド
を含めた観光 需要拡大への期待感がうかがえる。一方、
消費税率引上げの影響や、人件費の上昇や受注機会の
損失など人手不足の深刻化の影響、原材料費の上昇、
コスト増加分の価格 転嫁の遅れ、貿易摩擦や世界 経済
の動向、日韓情勢の行方など 不透明感が増す中、中小
企業の業況感は慎重な姿勢が続く 。

業況DI は、消費低迷から悪化
先行きは、期待感見られるも、慎重な見方続く

 2018年11月: 2019年11月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

コラム
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■適切なパスワードの作成・管理
　パスワードは、10文字以上の文字列でアルファベッ
トの小文字や大文字、数字や記号を組み合せるなどの作
成方法と、どのように記憶や記録をするかの管理方法が
重要である。おのおのが自分に合ったパスワードの作成
方法と管理方法を考えるのが一番だが、例えば、記憶で
きる文字列を決め、その文字列にサービスごとに3桁や
4桁の異なる数字や記号を付け足すことで、異なるパス
ワードを作成できる。そして、作成したパスワードの文
字列から、サービス毎の差分（記憶できない部分）だけ電
子ファイルや手帳などに記録すると管理しやすい。また、
パスワード管理ツールの利用も選択肢の一つといえる。

■認証の強化
　サービスによっては、PINコードやワンタイムパス
ワード、電子証明書などを用いた多要素認証が提供され
ている。不正利用による金銭被害が懸念されるサービス
では、多要素認証方式を活用し、より安全にサービスを
利用することが望ましい。
　不正ログイン対策の詳細については、IPAのウェブサイト
（https://www.ipa.go.jp/security/anshin/account_
security.html）
を参考にしてほしい。

　インターネットサービス（クラウドサービス、SNS、
ショッピングサイトなど）の多くは、IDおよびパスワード
による本人認証方式が採用されている。しかし、IDおよ
びパスワードによる本人認証方式では、悪意のある第三
者にIDおよびパスワードを知られた場合は、不正にログ
インされ、個人情報漏えいや金銭被害などの被害に遭う
恐れがある。
　実際に独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が設置す
る「情報セキュリティ安心相談窓口」には、「ウェブメー
ルのアカウントにログインができなくなった」「SNSア
カウントから身に覚えのない投稿をされた」「ショッピ
ングサイトで自分のアカウントに身に覚えのない購入履
歴があった」などの相談が多数寄せられている。これら
は自分が利用しているインターネットサービスにおい
て、第三者にIDおよびパスワードを悪用されたことが
原因による不正ログイン被害であると考えられる。
　

自分自身で対策が必須
　不正ログインの被害に遭わないためには、インター
ネットサービスを利用するユーザーが自分自身で対策を
実施することが必須となる。不正ログイン被害への対策
として次に挙げる内容に留意してほしい。

■短く推測されやすいパスワードは危険
　短いパスワードを設定している場合、パスワードを総
当たりでログイン試行され、不正にログインされてしま
う。また、パスワードに誕生日や名前、使われやすい文
字列を設定している場合、パスワードを推測されて、不
正にログインされてしまう。

■サービスごとに異なるパスワードを設定
　IDとパスワードを複数のウェブサービスで使い回し
ている場合、十分な文字数で推測困難なパスワードを設
定していたとしても、どこか一つのサービスから漏えい
したIDとパスワードを用いた「パスワードリスト攻撃」
による不正ログインを防ぐことができない。この攻撃の
被害に遭わないためには、サービスごとに異なるパス
ワードを設定しておく必要がある。

適切なパスワード管理を

（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10月21日号（日本商工会議所発行）より転載】
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