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　令和２年会員新春のつどいは、1月16日
（木）午後5時より吉祥寺第一ホテルで盛大に
行われました。
　本年は、飲食業部会が担当部会となり、各
部会、女性会から選出された実行委員の方々
の協力を得て実施されました。
　当日は、恒例の福引大抽選が行われたほか、
武蔵野地粉お正月うどんなど武蔵野のおみや
げ、「むさしのプレミアム」の一部商品の販売
も行い、多くの方々にご購入いただきました。
　今回、参加された方々、賞品のご提供をして
くださった方々、誠にありがとうございました。

　新年恒例の四団体（武蔵野市・武蔵野市議
会・武蔵野商工会議所・武蔵野市商店会連合
会）共催による新年賀詞交歓会が、１月７日
（火）午後１時より吉祥寺第一ホテルで開催
されました。
　当日は、松下市長、小美濃市議会議長、稲垣
会頭、花俣商店会連合会長の主催者挨拶に続
き、来賓挨拶、叙勲・褒章受賞者の紹介があり
ました。
　その後、鈴木東京都議会議員の声高らかな
乾杯の音頭により、和やかな歓談が始まりま
した。430名弱の参加者で会場がいっぱいと
なり、そこかしこで輝かしき新年を祝う挨拶
や名刺交換、賑やかな懇談で盛り上がり、会
場内は正月ムードで熱気に包まれていました。

会員新春のつどい ～盛大に行われる～

四団体共催による
「令和２年 新年賀詞交歓会」開催

トピックス
Topics

Topics

NL2_2020.indd   2 20/03/03   18:37



3

Newsletter　むさしの
Vol.560

　会員増強委員会（森園美智子委員長）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実施し
てきました。150件のうち、部会分は95件でしたが、昨年12月末をもって無事に達成することができました。
　結果は下記のとおりとなっています。達成率に応じて報奨金または協力感謝金を部会にお支払しました。
ご協力いただきありがとうございました。

　また、令和2年は当所創立70周年を迎える節目の年にあたります。会員増強も入会目標件数を200件とし
て更なる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135件です。
　10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。また、目標件数を超えた件数を勧誘して
いただいた部会には報奨金にプラスした金額を進呈します。各部会の目標件数と現在の勧誘数は、下記のとお
りです。
　引き続き、ご協力よろしくお願いします。

会員増強運動 令和元年 結果報告と令和２年 ご協力のお願い

部会名 食品 飲食 商業 工業 建設 サービス 金融 合計

目標数 8 15 17 14 11 20 10 95

結果 4 6 10.5 10.5 9 34.5 24 98.5

目標達成率（%） 50.0 40.0 61.8 75.0 81.8 172.5 240.0 103.7

部会名 食品 飲食 商業 工業 建設 ｻｰﾋﾞｽ 金融 合計

目標数 7 10 23 10 15 40 30 135

1/10現在 0 0 1 0 0 3 2 6

12/12
～

1/10

事業所名 業　種 地　区 所属部会

日の出屋製菓産業株式会社  ささら屋吉祥寺店 おせんべい販売 吉祥寺地区 食品業部会

Recola 小売業 中央地区 商業部会

渡邉アークメンタルケアセンター サービス業（カウンセリング・教育相談・療育）
吉祥寺地区

サービス業部会

ブッチャーエドワード 英会話

株式会社 オノヤ ONOYA東京
吉祥寺ショールーム

住宅リフォーム 中央地区

有限会社 ウイスタリアファイブ 不動産　賃貸業

地区外
足立税理士・公認会計士事務所 公認会計士・税理士

株式会社 H&L Media Factory 助成金コンサルティング、広告代理業

SYURIMO 生花

ホケンバンク 保険代理業
地区外 金融業部会

有限会社 ガーディアン 金融

新入会員の紹介

Information
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　今年で14回目を迎えた「武蔵野吉祥七福神めぐり」を、
1 月1 日（水・元日）から7日（火）の7日間にわたり開催
しました。7日間とも天候にも恵まれ、大変多くの方々
にご参加いただきました。
　14回目を迎え、地域にも浸透してきたためか、親
子での参加や若い方々がグループで参加する姿も見ら
れました。参加者からは、毎年恒例で参拝していると
いう声も多く聞かれました。また、静岡など地方から
ツアーの参加もありました。そのほかにも自転車や
ウォーキング、走って巡るなど多くの方々が、各々の
参拝方法で楽しまれました。
　吉祥寺駅北口に設けた本部や各寺社では、御朱印を
集める色紙セットやお正月うどん、各種グッズを販売し
ました。色紙は、予定枚数を上回るほど大盛況でした。

第14回 武蔵野吉祥七福神めぐりを開催しました

昨年に続き実施した「スタンプカード」は、親子や友人
同士で参加するなど昨年同様に大変好評でした。
　杵築大社と延命寺では、武蔵野とんがらしかりんと
うの販売や甘酒のふるまい、焼き芋の販売とともに、
武蔵野昔話紙芝居や南京玉すだれの実演もあり多くの
方々に好評を博しました。特に今回は、杵築大社を起
点に参加される方が多く、杵築大社からの参加方法に
ついて、期間中お問い合わせも多数ありました。
　開催期間を通じて、武蔵野市の歴史・文化・伝統な
ど、地域の魅力を発信することができました。各寺社
の関係者や当所役員、関東バス関係者、商店街の皆様、
アルバイトスタッフなど、当イベント運営に携わって
いただきました皆様、ご協力ありがとうございました。

ⓒ吉祥ベジ福神

1 月1 日（水・元日）～ 7日（火）

Area News
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Area News

武蔵野吉祥七福神めぐり
各部会・女性会の

第14回
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経営計画作成セミナー及び個別相談会のご案内

Information

最大50万円が獲得できる!
小規模事業者向けの販促活動に活用できる補助金対応セミナー&相談会です
東京都内トップクラスの実績!!　採択率80.9%（平成31年4月公募）
補助金採択のノウハウと実績あります!
　企業支援部では、令和2年3月または4月頃に公募開始が見込まれる、50万円の補助金が獲
得可能な「小規模持続化補助金」に対応した「経営計画作成セミナー」及び「個別相談会」を下記
のとおり開催します。この機会にぜひご参加ください。

～小規模事業者持続化補助金とは?～
　この補助金は、販路拡大をお考えの小規模事業者向けのもので、経営計画に基づいて実施す
る販路拡大等の取り組みに対し、50万円を上限（補助率：2/3）に補助金が交付されるもので、
全国の商工会議所等が相談窓口になる補助金です。

●経営計画作成セミナー
　補助金申請には、経営計画書や補助事業計画書の作成が必須となります。補助金の概要
やその計画作り、申請書作成のポイントについて解説します。

●第一回セミナー　※第一回と第二回は同じ内容となります。
日　時　2月27日（木）　15：00 ～ 17：00
会　場　武蔵野商工会館内会議室
定　員　40名（申込順、定員になり次第締め切ります）

●第二回セミナー　
日　時　3月17日（火）　15：00 ～ 17：00
会　場　武蔵野商工会館内会議室
定　員　40名（申込順、定員になり次第締め切ります）

●個別相談会
　申請に必要な書類の書き方について、中小企業診断士よりアドバイス等が受けられます。
毎年、この個別相談会に参加し、多くの方が補助金を獲得しております。

日　時　 3月12日（木）　10：00~12：00/13：00~17：00
　　　　3月13日（金）　10：00~12：00/13：00~17：00
　　　　3月23日（月）　10：00~12：00/13：00~17：00
　　　　3月25日（水）　10：00~12：00/13：00~17：00
　　　　  ※相談時間は、1事業所30分とさせていただきます。

　セミナー及び個別相談会は、いずれも参加費無料です。詳しくは、同封の
「経営計画作成セミナー&個別相談会のご案内」のチラシをご覧ください。

【お問合せ】　企業支援部　　TEL 0422-22-3631

（完全予約制）
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　企業支援部では、令和2年度も今春の新入社員、採用間もない中途採用社員、パート・アルバ
イトの方などを対象にした、ビジネスマナー研修を下記のとおり開催します。
　実習を交えて基本から体系的に学び、社会人としてのマナーを短時間で習得することができます。
定員になり次第締切となりますので、受講を希望される方はお早めにお申し込みください。
　詳しくは、折込みチラシをご覧ください。

日　 時 4月3日（金）　10：00 ～ 16：00
場　 所 武蔵野商工会館　4階市民会議室

【お問合せ】　企業支援部　　TEL 0422-22-3631

新入社員　ビジネスマナー研修 のご案内

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2年 1月現在

ただし、お申込みには条件がございますので、企業支援部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!

Information

〈ビジネス編〉
1. 会社目的と組織、責任、コスト意識
2. 職場での心構え、自己管理
3. 仕事の正しい進め方、仕事の改善
4. 「報告・連絡・相談」の徹底理解
5. 職場の人間関係の構築

〈マナー編〉
1. ビジネス文書の作り方
2. Eメールの作り方、マナー　　
3. 電話応対   （受け方、取り次ぎ方、伝言）
4. 接客応対   （紹介の仕方、名刺、お茶接待）
5. 職場規律   （出勤時、仕事時、退社時、休暇）

講座内容
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部会だより

工 業 部会  お問合せ 工業部会（担当:櫻井）

報 告

▶大相撲初場所観戦
　会員交流委員会（卯月靖也委員長）では、大相撲初場所観戦を令和2年1月26日（日） 千秋楽に実施
しました。今場所は、奈良県出身、木瀬部屋の前頭17枚目の徳勝龍が優勝を収め、大変盛り上がった
場所でした。参加者は、観戦を楽しみました。

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

▶日本酒セミナー開催のご案内
　食品業部会（関根美英部会長）では、日本酒セ
ミナーを右記のとおり開催します。
　今回は、清酒「白笹つづみ」蔵元、有限会社金
井酒造店をお招きし、日本酒の試飲等を予定して
います。新酒ならではの香りや味わいをお楽しみ
ください！ 

日　時： 2月21日（金）
場　所： 当所　7階役員会議室
参加費： 2,000円
定　員： 25名（先着順）

お問合せ 食品業部会（担当：小泉）
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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、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または電話にて事務局までお申込
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）

お問合せ 金融業部会 （担当：小林）

i nformation

▶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。元女子バレー全日本
エースアタッカーで、現在スポーツキャスターや舞
台などで活躍中の大林素子氏が、3度のオリンピッ
ク出場の経験を含めた講演を行います。
　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26日（水）までにFAX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」ページからも申込できます。なお、金融
業部会員の方は、懇親会の開催通知と合わせて別
途ご案内を送付済みです。

日　時： 3月2日（月）
時　間： 15：30～ 16：30
会　場： 武蔵野商工会館
 4階市民会議室
演　題： 「マイ・ドリーム」
講　師： 大林 素子 氏
定　員： 90名
 （先着順。どなたでも参加できます。）

聴講料： 無料

部会だより
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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

開催日 時　間 内　容

3月 9 日（月） 14：00～ 16：00 Word Pressを使った小さな会社の商用ホームページ活用術

3月11日（水） 14：00～ 16：00 「売れるPOPの作り方の極意」
～技術が身につき、実際に描けるようになる～

【お問合せ】企業支援部　担当：佐伯　TEL 0422-22-3631

　当所では、新・生命共済「むさしの」の推進キャンペーンを昨年５月より実施してきま
したが、１月末をもって無事に目標の口数を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。なお、加入・増口のお申込みにつき
ましては、随時行っていますので、ご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

　当所では、テーマ別に下記の内容で経営サクセスセミナーを開催します。実績ある講師
による実務・実践的な無料のセミナーです。経営者の皆さんの今後の企業経営に、また従
業員の研修に是非お役立てください！
　詳細は、同封の「経営サクセスセミナー案内チラシ」をご覧ください。

経営サクセスセミナー開催

新・生命共済「むさしの」加入・増口キャンペーン
ご協力の御礼
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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）

3月5日（木）
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25日（火）
3月2日（月）
3月6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。
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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

誠実に五方よし経営を続ける「療食サービス」

連載
快進撃企業 に 学べ

宇都宮市郊外の産業団地の一角に、モダンな社屋の
中小企業がある。ここが株式会社療食サービスの

本社と物流センターである。
　同社の主事業は、社名の通り、病院や福祉施設で提供
される治療用特殊食品や、近年はやりの施設内でのおや
つ菓子などの卸・小売業である。
　設立は1981年。現社長の野村武夫氏が、3人のス
タッフと共にスタートした企業である。創業のきっかけ
は、同氏が前職で会社員をしていた当時、たまたま担当
していた取引先のトップに仕事から撤退することを告げ
られたことで、ならばと、その仕事を引き継ぐ形で独立
創業した。
　資本金100万円、スタート時の社員数はわずか3人
であったが、苦労と努力が実り、1年目から着実に業容
を拡大し、初年度には数千万円にすぎなかった売上高
が、現在では約40億円、社員数も70人にまで増加し
ている。驚くのは、売上高が、この間一貫して右肩上が
りで、かつ黒字経営を続けている点である。
　設立当初、その商圏は栃木県の一部地域のみであった
が、年々拡大し、今や栃木県内全域はもとより、群馬県、
茨城県、埼玉県、そして千葉県にまで拡大している。ちな
みに、現在、同社の商品が直接・間接提供されている病院
や老人ホーム、さらにデイサービス事業所などは、関東5
県を合わせて4000カ所以上に上る。
　また顧客の性格上、一人一人の健康状態に合わせた配
慮と工夫が求められていることもあり、創業当初100
にも満たなかった取り扱い商品アイテムは、仕入れや同
社の企画提案商品などを含め3000種類以上となってい

る。今や全国有数の療食（治療用特殊食品）のワンス
トップ企業として関係者の評価は高い。
　同社の成長発展の要因は多々あるが、あえて1点を
挙げるならば、同氏の考えた経営の在り方・進め方
が、社員はもとより仕入れ先、さらには販売先・顧
客、そして社会の支持を得てきたからといえる。
　その経営の在り方とは、前職時代の経験や、多くの
書物などから得た知見を踏まえ「会社は個人のもので
はなく社会的公器」と評価・位置付けし、その決断の
方法も「損得・勝ち負けではなく善・悪、つまり、ど
うすることが正しいのか、正しくないのか」をベース
としたものである。
　また、進めた経営スタイルは、「株主第一経営」で
はなく「社員と顧客第一経営」、「ワンマン経営・トッ
プダウン経営」ではなく「全員参加経営」、「閉鎖的経
営」ではなく「超ガラス張り経営」、「命令経営・ノル
マ経営」ではなく「自主経営・相談経営」、さらには
「急成長・急拡大経営」ではなく「年輪経営」の実践で
あった。
　こうした企業の存在を見ると、企業の盛衰の最大要
因は、リーダーそのものにあるといえよう。

 
人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
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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：伊野瀬・宇治川）

ＮＯＮＯ

代表：奥村 みず代

所在地：武蔵野市吉祥寺本町2-24-6　吉祥寺グリーンハイツ402号
Tel：080-6685-1238
E-mail：tubasa-nicepichi@ezweb.ne.jp
※完全予約制（18時まで）

コースは3種類あり、プレミアムコースが税込8,800
円（2時間）、リラクコース税込6,000円（90分）、発汗
コースが税込3,900円（50～ 60分）※です。水素の働
きを活かし、体の中から、外から施術をします。継続す
ることで細胞が活性化し、体質改善・代謝の向上・冷え
解消・美肌・痩身の効果が期待できます。汗腺ではな
く、皮脂腺から汗がでるため、身体に溜まった老廃物が
排出できるそうです。肌に優しい施術方法のため、アト
ピー体質の方でも受けられるとのこと。また、基礎代
謝・筋肉量・骨量・体脂肪など、身体を総合的に測定で
きる機器もあるため、結果が数値で確認できます。お客
様の中には年間で決まった曜日と時間に予約を入れら
れ、継続して通われている方や1週間に1回通われる方
もいます。
　「人生を楽しく、自分が楽しい状態でいられるために
健康を第一に考えています」と奥村さん。ネイル、エス
テともに完全予約制となっていますが、18時までで施
術の予約が入っていなければ、お客様のご都合に合わせ
て受け付けているそうです。美容と健康のために、施術
を受けられてみてはいかがでしょうか。

　今回は吉祥寺本町、中道通りにあるネイル・エステサ
ロンNONOに伺い、代表奥村みず代さんとスタッフの
方にお話を伺いました。
　奥村さんは美容師として15年ほど勤務され、その中
で美容室の経営も経験しました。その後、美容業界から
離れていた期間もありましたが、改めて自分に何ができ
るかと考え、お客様に美しく健康になっていただくお手
伝いをしたいと思いました。美容師時代に経験のあっ
た“ネイル”に着目し、働きながら、開業を目標にネイ
ルスクールに通いました。1年程は自宅で友人たちにネ
イルの施術をしていたそうです。その後、アクセスも良
く、お客様が施術の前後で楽しめるような街が良いと考
え吉祥寺で開業しました。吉祥寺で開業されて1年はネ
イルのみの路面店として営業。施術内容をもっと幅広く
したいと思い、吉祥寺駅から徒歩13分の中道通り沿い
の場所に移転しました。その後、より駅から近くがよい
と考え、現在の場所に移転し、丸2年経つそうです。
　お客様の年齢層は20代から70代と幅広く、特に40
代から70代のお客様が多いそうです。ほとんどの方が
お客様からのご紹介だそうで、中には母娘で通う方もい
らっしゃるそうです。　　
　現在は代表の奥村さんを含め3名で施術を行っていま
す。ネイル専門のスタッフと整体専門のスタッフが在籍
し、スタッフの2名とも他店での経験もあり、安心して
施術をお任せできる方とのこと。ネイルやエステで使用
するものは全て国産で、しっかりしたものを使用してい
るそうです。
　ネイルの施術はネイル専門のスタッフが担当されます。
パラジェルというジェルを使用しており、爪の表面を削
ることなく、ジェルネイルが楽しめます。爪の表面を削
らないので、ジェルネイルの硬化する際の熱さや、爪が
弱くなる等の心配が少ないことが特長です。また、個人
差はありますがネイルの持ちも4週間程度と良いそうで
す。ハンドは定額デザインで税込6,050円～、フットは
定額デザインで税込7,150円～で、所要時間はデザイ
ンなどにより、2時間から2時間半です。
　エステでは特におススメしているのが、“全身デトッ
クス温熱美容”で、施術は奥村さんが担当されます。

※ 全身デトックス温熱美容の各コースの施術内容は下記の
通りです。

プレミアムコース
 ハーブデトックス、カッサリンパドレナージュ、フェイシャル、足湯

リラクコース
 カッサリンパドレナージュ、ハーブデトックス

発汗コース
ハーブデトックス
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全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全国
▲27.8 ▲18.3 ▲31.1 ▲27.3 ▲37.1 ▲ 23.1

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
▲ 29.4 ▲12.8 ▲ 35.8 ▲ 31.4 ▲40.4 ▲ 23.9

▲

武蔵野商工会議所の会員数 （令和2年1月10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 298 402 755 127 210 1,215 78 3,085

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 : 2020年1月～ 2020年3月

Lobo調査とは……
全国の338商工会議所が2,635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 （%） 56.7% 29.3% 46.4% 90.7% 54.6% 37.8% 75.7% 41.9%

全産業合計の業況DIは、▲29.4（前月比▲2.6ポイント）

　都市部の再開発を中心とする民間工事は底堅く推移
する一方、消費税率引上げ後から受注の減少も見られ
る建設業や、米中貿易摩擦・中国経済減速の影響が長
引き、工作機械や産業用機械 、自動車関連を中心に不
振が続く製造業が全体を押し下げた。 消費税率引上げ
に伴う駆け込み需要の反動減の影響が落ち着き始めた
との声も聞かれる一方、消費者の節約志向の強まりや、
世界経済の先行き不透明感、深刻な人手不足や人件費
の上昇が引き続き中小企業のマインドを下押ししてお
り、業況改善の動きは依然として力強さを欠いている。

先行き見通しDI は、▲27.8（今月比＋1.6ポイント）

　年末年始の商戦を契機とする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。

D I は悪化
先行きは、不透明感拭えず、慎重な見方変わらず

 2018年12月: 2019年12月

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

NL2_2020.indd   14 20/03/03   18:37



中小企業のセキュリティー対策

15

Newsletter　むさしの
Vol.560

コラム

■アクセス制限や権限を設定する
　初期状態においてアクセス制限されておらず、管理機
能やデータを誰でも利用できるように設定されている製
品・サービスが存在する。攻撃者に、機密情報を閲覧さ
れる、設定変更されるなどの被害を防止するためには、
利用開始前にアクセス制限機能を有効にし、利用者ごと
のユーザーアカウントの作成とアクセス権限の付与を適
切に行う必要がある。特に、重要なファイルが保存され
ているフォルダのアクセス権限は、全アカウントが閲覧
や削除ができる設定（フルコントロール）にせずに、特
定のアカウントのみがアクセスできるように設定する。

■設定の見直しを実施する
　従業員の退職時には速やかにユーザーアカウントを抹
消する。また、従業員の部署異動時には、アカウントに
付与したアクセス権限を見直す必要がある。
　マニュアルを読まなくても使い始めることができるソ
フトウエアやインターネットサービス、LANケーブル
を差し込めばすぐに使えるネットワーク対応機器が増え
ているが、利用に当たっては製品・サービスの設定につ
いて必ず確認してほしい。

　ソフトウエアのインストール直後やインターネット
サービスの利用開始時、サーバーやネットワーク対応機
器などの購入時点では、不要な機能が有効になっている
製品・サービスや、機能へのアクセス制限が設定されて
いない製品・サービスがある。これに気付かず利用開始
することで情報漏えいや乗っ取りなどの被害が発生する
ことがある。
　2013年、情報共有を行うインターネットサービスを
利用し、関係者でやりとりをしていたメールが、同サー
ビス利用者であれば誰でも閲覧できる状態になってお
り、その結果機密情報が漏えいしてしまった、という報
道が相次いだ。2016年、インターネットに接続された
複合機などの設定に不備があるため、機器内に保存され
たデータが外部から閲覧できてしまう問題が依然続いて
いることが報道された。2019年、総務省および関係機
関が実施した、脆弱（ぜいじゃく）なID・パスワード設
定などのためサイバー攻撃に悪用される恐れのあるIoT
機器の調査においても、第2四半期までに505件の注
意喚起が行われた。
　企業は設定の不備による情報漏えいや乗っ取りなどの
被害を防止するため、製品・サービスの利用開始時の設
定確認や定期的な設定の見直しを行う必要がある。

必要に応じ初期設定を変更
■利用開始時に設定を確認する
　利用しない機能や不要な設定は無効にする。また、セ
キュリティーを強化する機能や設定は有効にする。必要
性が分からない場合は、マニュアルやインターネット上
の情報を確認して、必要か不要か判断する。特に、ブ
ロードバンドルーターや、複合機、ウェブカメラなどの
ネットワーク対応機器の各種機能の設定、例えばユー
ザー認証の有効化設定やファイル共有設定などを、必要
に応じて適切な設定に変更する。また、パソコンに初期
インストールされているソフトウエアについても不要と
判断できるものはアンインストールしておくことで、リ
スクを低減できる。

設定不備による被害も

（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）（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11月21日号（日本商工会議所発行）より転載】
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