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第16回 Musashinoごちそうフェスタ
開催中

詳細は、こちらをご覧ください。

http://www.gnavi.co.jp/prt/mg_festa/

　今年のMusashinoごちそうフェスタはコロナ禍により、 昨年度までの
ような店舗回遊や物産市といった大規模なイベントは開催できませんが、
プレゼントが当たるキャンペーンを実施しています。
　武蔵野市内の飲食店・食品店のテーブルやカウンター、レジ横などに
置いてあるPOPからアンケートに答えて抽選で250名様にQUOカード
2,000円分が当たります。

応募期間は11月1日（日）～ 30日（月）まで。
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　会員新春のつどい ～開催中止～
　第17回目となる会員新春のつどいは、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、会員および
関係者の皆様の健康と安全を考慮し中止とさせていただきました。
　開催を楽しみにされていた会員の皆様にはお詫びを申し上げますとともにご理解いただきますよう
お願いします。
　一日も早く新型コロナウイルス感染拡大が終息し安心して事業を行える日が来ることを願っています。

　会員増強運動　キャンペーンご協力のお願い
　会員増強委員会（渡辺偕規委員長）では、令和2年の入会目標件数を200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135件です。
　10月末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。

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

10/14現在 2.5 10.5 6 5 10 16 13 63

　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および家族の方を対象とした、郵送健診（がん予防検査、生活習慣
病予防検査）のご案内です。
　郵送健診は自宅にいながらにして、がんや生活習慣病の「早期発見」につながる予防健診が受けられ
るものです。申し込みをされると、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
健診機関に返送するだけで、検査結果が受診者個人宛に親展で送られます。
　健診は受けたいが、時間がない、費用が高い、結果に時間がかかるなどの理由でなかなか検査を受け
られない方は、この機会にぜひご利用ください。
　詳細は、同封のチラシをご確認ください。

対 象 者 会員ならびに会員事業所の従業員および家族
申込方法  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

お申し込みください。
申込締切日 2021年1月31日（日）必着
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」

 TEL 03-3283-7753
 FAX 03-3283-7768

会議所からのお知らせ
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Information

お知らせ

諸制度改正に関するセミナー視聴のご案内

　当所ホームページ上から、諸制度改正に伴う対応セミナーを下記期間無料で視聴できます。トップ
バナーより専用サイトにアクセスしていただき、IDとパスワードを入力していただくと、諸制度改正に
関するセミナーの視聴が可能です。
　このような状況下における、スキルアップ、社員研修等にぜひご活用ください!!

●実施期間 ： 令和2年 7月1日～ 12月31日
●費　　用 ： 無料
●ログイン :  【ID】k0537 ｠ 【パスワード】3631 

WEBセミナー会員限定

─記念講演会 ─

■講　　師： 作家  守屋　淳  氏

■内　　容： 「今再び、渋沢栄一」～「論語と算盤」を読みとく

■配信期間： 2020年11月12日（木）～11月23日（月・祝）
守屋　淳【もりや あつし】　1965年生まれ
作家／グロービス経営大学院特任教授　早
稲田大学第一文学部卒業　現在は作家とし
て『孫子』『論語』『韓非子』『老子』『荘子』な
どの中国古典や、渋沢栄一などの近代の実
業家についての著作を刊行。著訳書に34
万部の『現代語訳　論語と算盤』、16万部の
『最高の戦略教科書　孫子』『マンガ　最高
の戦略教科書　孫子』などがある。https://
www.chineseclassics.jp/

─武蔵野商工会議所 ─創立70周年記念事業 開催予定
　武蔵野商工会議所は、本年創立70周年を迎えました。11月12日（木）に70周年記念事業として記念講
演会・式典・パーティーを開催するとともに創立70周年記念誌・特別号を発行します。記念講演会・式
典・パーティーについてはコロナウイルス感染症対策のためホテルのガイドラインに沿い、規模を大幅に
縮小のうえ、人数を限定し密を回避するかたちでの実施となります。
　記念講演会については、ご参加いただけない会員の皆様のために、講演内容を期間限定（会員限定）で
配信します。当会報誌の表紙のQRコードより、パスワードを入力するとご覧になれます。ぜひお楽しみく
ださい。

─創立70周年記念誌・特別号 ─

12月号の会報誌に同封しお届けします。
記念式典・講演会・パーティーの様子を掲載した特別号（A4版
4ページ）も併せてお送りします。

URL https://www.musashino-cci.or.jp/70years-kinenkouen-live/
パスワード kinen70
※表紙のQRコードからもご覧いただけます。
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東 京 都 最 低 賃 金 改 正 の お 知 ら せ

※ お問い合わせは、東京労働局労働基準部賃金課　TEL03-3512-1614（直通）又はワン・ストップ
無料相談窓口「東京働き方改革推進支援センター」TEL0120-232-865まで。
※業務 改善助成金のお問い合せは、上記センターまで。
※ キャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金のお問い合せは、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まで。

※東京都最低賃金は、昨年と同じ現行どおり
時間額1,013円 になりました。

東京都内で働く全ての労働者に適用されます。

 商工会議所会員サービスのご案内
 会報誌への広告掲載サービス
　当所の会員様や武蔵野市役所などの関係機関向けに毎月10日に2,700部発行している会報
『Newsletterむさしの』に広告を掲載できるサービスを行っています。掲載ページや掲載サイズ、
白黒・カラーによって料金が異なります。ひと月5,200円～ 56,500円（税込）で当所の会員様へのPR
が可能です。 
　詳しいお申し込み方法やスケジュールについてはホームページをご確認ください。
https://www.musashino-cci.or.jp/kouhou-senden/
※掲載原稿データはご用意いただく必要があります。

　労働保険（労災保険・雇用保険）は、労働者の方が業務中や通勤途上に事故にあった場合に必要な
保険給付を行い、また労働者の方が失業した場合に失業手当等の給付や再就職を促進する事業を行うた
めの保険制度です。
　　　
　労働保険は労働者を一人でも雇用する事業主に加入が義務づけられています。
　まだ加入手続きがお済みでない事業主は、早急に手続きを行ってください。

お問合せ先
労災保険は…… 三鷹労働基準監督署　 労災課　TEL：0422-67-3422
雇用保険は…… ハローワーク三鷹（三鷹公共職業安定所）　雇用保険適用課　TEL：0422-47-8623

  加入手続きはお済みですか？
   ～ 11月は労働保険適用促進強化期間です～

事業主の皆様

会議所からのお知らせ
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武蔵野市立図書館カレンダーのスポンサー募集

2021年４月から９月までの図書館カレンダー対象

配布場所 ： 武蔵野市立図書館3館
発行部数 ： 約26,000部
特　　典 ：  図書館HPトップページの重要なお知ら

せでもスポンサーを周知します。
応募締切 ： 11月26日（木）17時必着
 原則先着順 ※ただし口数が多い業者優先
応募方法 ： 図書館HPにて申込書をダウンロードし、
 ご持参又は郵送してください。

武蔵野市立図書館カレンダーに
広告を掲載しませんか？
図書館HPに
スポンサー
リンク掲載

予定

広告料
1口2万円
最大4口

（3口は不可）

1口
縦3.2cm

×
横4.5cm

（図書館カレンダーの広告掲載原寸大）

お問合せ：中央図書館管理係　0422-51-5145（9時30分～17時）
郵 送 先：〒180-0001武蔵野市吉祥寺北町4-8-3 　武蔵野市立中央図書館管理係 

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

お問合せ

建設業部会（担当：櫻井）
  TEL：0422-22-3631
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Information

お知らせ

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

定例相談会
（記帳・申告・税務） 税 理 士

12月3日（木）
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

雇用調整助成金 社会保険労務士 ・助成金制度のご案内
・書類の記載方法の説明など

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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Newsws
工業部会
 担当：三輪

秋の技術講演会 開催

　工業部会（林敏雄部会長）・運営委員会では、10月 6日
（火）に部会員の公益財団法人精密測定技術振興財団の協
力により、東京農工大学の教授 笹原弘之氏をお招きし、
「ブレークスルーを目指す機械加工と金属AM技術」と題
し講演会を開催しました。
　内容は主に、砥石内研削液供給による高能率形状研削
（除去加工）、砥石表面温度のモニタリングによる研削状
態の判別、ワイヤ・アーク方式による金属材料のアディ
ティブ・マニュファクチャリング（付加加工・仕上加工）
です。
　講演会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
オンライン（Zoom）を併用しました。笹原先生から貴重
なお話をいただき、充実した講演会になりました。

報　告

秋の技術講演会の様子

建設業部会
 担当：櫻井

臨時集会「元気いっぱい! 建設業部会」
の開催について

　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、11月 30日（月）に
吉祥寺東急 REI ホテル「むさしの」にて武蔵野商工会議所
建設業部会長発『今後の部会活動に関する緊急アンケート
調査のご協力について』（令和 2年 7月 31日付）を検証

お知らせ

する首記会議を下記日程で開催します。詳細は、別途お
送りしている開催案内をご確認ください。
［日　時］ 11月 30日（月）17：30～ 19：30
［会　場］ 吉祥寺東急 REI ホテル「むさしの」

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 10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!
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武蔵野商工会議所
　　☎0422-22-3631まで

各部会・異業種交流プラザ・女性会へのお問合せは

女性会
 担当：佐伯

第 52回 全国商工会議所女性会連合会
倉敷総会 オンラインにて開催される

　女性会（伊藤隆子会長）では、10月 23日（金）に開催さ
れた倉敷総会にオンラインにて参加しました。
　当日は、当所 7階役員会議室にて 17名の参加者とと
もに、オープニング、第 19回女性起業家大賞、女性会
表彰などの様子や大原美術館理事長・大原あかね氏によ
る講演を視聴しました。なお、今回は、稲垣会頭、中山
担当副会頭にもご参加をいただきました。生中継でした
が、倉敷の様子なども画面を通して伝わる工夫が施され
ていて、感染予防にも配慮しながら楽しむことができま
した。また、女性会事業としては久しぶりの開催であっ
たため、会員同士、近況を確認し合う良い機会にもなり
ました。次回の全国大会は、福島での開催を予定してい
ます。

報　告

街頭無料相談会の様子

稲垣会頭、中山副会頭と女性会メンバーで記念撮影

左より荒井副会頭、安藤部会長、松下市長、稲垣会頭、静間副部会長

全国商工会議所女性会連合会 倉敷総会 オンラインの様子

サービス業部会
 担当 : 小林

第 11回 街頭無料相談会を実施

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、昨年に続き各士
業の先生方による街頭無料相談会を 10月 24日（土）に
実施しました。今回はコロナ感染予防対策をしっかりと
講じたうえでの実施となりました。
　当日は事前予約と併せて多くの相談者の来場がありま
した。当相談会は、各士業の専門家によるワンストップ
相談が特徴で、相談者は市民や事業者など多岐にわたり、
様々な相談事に対し専門の先生方から適切なアドバイス
を受けていました。
　また、今回 ICT研究会の協力のもと、初めて、ミニセ
ミナーの Live 配信を行いました。途中、松下市長の訪問
もあり、大変好評な街頭相談会となりました。

報　告
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特典

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

※ 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。
※ 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、同封のチラシをご確認のうえ、共済
制度事務局までお気軽にご連絡ください。

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。

 　 期間中（令和2年4月～令和3年3月）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、ぜひご検討・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2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年ごと更新後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。
ただし中途で脱退された方についての配当金はありません。

■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）

新・生命共済  「むさしの」 

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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在宅勤務で急速に拡大
　新型コロナウイルス感染症の影響
により在宅勤務が広く行われ、Web
会議サービスの利用が急速に拡大し
ている。Web会議サービスの活用は
大変有益である一方、盗聴、情報漏
えい、サイバー攻撃などのセキュリ
ティリスクに十分注意する必要があ
る。
　独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）では、Web会議サービスを
使用する場合に注意すべきセキュリ
ティ上のポイントをまとめてWeb
サイト（https://www.ipa.go.jp/fi les 
/000083955.pdf）で公開したので
参考にしてほしい。

サービス選定時には
　Web会議サービス選定時に考慮
すべきポイントとしては、次の点が
挙げられる。

■①会議データの所在
　Web会議サービスは、音声、映
像、共有資料、チャット、録画・録
音データなど、多種のデータを扱う。
これらのデータがどこに格納される
かは、情報漏えいリスクに大きく影
響する。
　クラウドサービスの場合、負荷分
散のため海外のデータセンターが利
用されることがある。データセンター
が置かれた国によっては、政府が法
に基づきデータを強制収容するリス
クがある。どの国のデータセンター
を使用するかは通常契約で決められ
るが、無料サービスでは契約プロセ
スを通さないため、特に注意が必要
である。

　また、クラウド上に録画・録音デー
タを保存する場合には、復元不可能
な形で完全削除ができるかの確認も
重要である。

■②暗号化
　通信路が安全でない場合、重要な
会議データの盗聴、改ざんの脅威が
発生する。
　Web会議サービスがエンドツーエ
ンド暗号化の場合は、会議参加者の
音声・映像データが参加者端末で暗
号化され、他の参加者端末で復号さ
れる。暗号 は参加者のみが保有す
るため、サービス提供者は復号でき
ない。一方、サービス提供者が暗号
を持つ場合、サービス提供者が信
頼できるとしても、海外には政府に
よるサーバのデータの強制収容リス
クがあることに注意する。

■③会議参加者の確認・認証方式
　意図しない者が会議に参加するこ
とにより、会議進行の妨害、機密情
報の漏えいが発生する。
　意図しない者の会議への参加を防
ぐためには、会議案内メールの安全
な経路での配付と共に、会議パス
ワード設定機能、待機室（ロビー）
での参加者確認機能、参加者の事前
登録機能、参加者名の設定機能、二
要素認証など、会議参加者の確認・

認証方式の選定が重要である。
　また、主催者が、誰が参加してい
るかを容易に確認でき、万が一の場
合には参加者を強制退室できる機能
も重要である。

■④プライバシーポリシー
　Web会議サービスでは音声・映像、
参加者のメールアドレスの属性など、
さまざまな個人情報を扱う。これら
個人情報が会議目的以外で第三者提
供を含め使用されないこと、個人情
報保護法などの法律、規制に準拠し
ていることを確認する必要がある。

■⑤脆弱性と企業姿勢
　サービス提供者のWebサイト、
JVN iPedia、ニュースなどの脆

ぜい

弱
じゃく

性
情報をウオッチし、Web会議サービ
スの脆弱性の発生状況、対策状況を
把握する。また、サービス提供者の
セ キュリティに対する取り組み姿勢
と情報公開姿勢も重要である。サー
ビス提供各社のWebサイトなどで
最新のセキュリティ対策状況を確認
することをお勧めする。
　取引先などの指定もあるかと思う
が従業員任せにせず、企業としてど
のWeb会議サービスを利用するか選
定し、従業員に対して利用の可否を
指示することが重要である。

（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8月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

Web会議の注意事項

中 小 企 業 のセキュリティ対策

Web会議サービスのデータセンター配置イメージ
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代表者 ● 松田 隆模
所在地 ●  〒190-0012立川市曙町2-32-3　立川三和ビル5F
　TEL ● 042-595-6960　　FAX ● 042-595-6961
E-mail ● harashima@ken-net.co.jp
　URL ●  https://ken-net.co.jp

新 入
員会

 
雨の木なコーヒー合同会社 コーヒー豆販売 吉祥寺地区

すずめベーカリー パン屋 地区外

 
株式会社 Mr. Kidsオフジマニア 飲食店（バー） 吉祥寺地区

鮨 繁乃 飲食業（寿司屋） 中央地区

 
株式会社 WEST WAVE
　NSコーポレーション

カー用品通販 吉祥寺地区

大道商事 家庭用品の輸入販売 吉祥寺地区

 
Clodi Clodo カラオケバー 吉祥寺地区

株式会社 川西 食品製造機械製造販売 中央地区

 
株式会社 JFDエンジニアリング 敷地調査、地盤調査、地盤改良 地区外

検NET株式会社 建物検査業・サービス業 地区外

 
エンジニアリング工房たくみ 科学技術コンサルテーション、

不動産
吉祥寺地区

株式会社 発達支援教育研究会
　発達支援教室 スマイル

福祉・教育 吉祥寺地区

ブッチャーエドワード 英会話レッスン 吉祥寺地区

「空空堂」中国茶教室 文化サロン 教室、文化サロン、茶類販売 吉祥寺地区

ユニバーサル・リアルティ株式会社 不動産業 吉祥寺地区

弁護士法人
　後藤東京多摩本川越法律事務所

法律事務所 中央地区

suite salon fl uff 美容室 中央地区

食品業部会

飲食業部会

商業部会

工業部会

建設業部会

サービス業部会

New

9
月
11
日
〜
10
月
14 

日

建築物に関わる検査調査から工事までの
総合ワンストップサービスをご提供しております

検NET株式会社

　弊社では、「建物調査」「雨漏れ
調査」「非常用自家発電機負荷試
験」等の業務をワンストップでご
提供しております。
　お客様のご要望に限りなく対応
して参ります。建物調査では累計
35,000件以上の実績があり、売主買主が安心して建物売買が出来る
様サポート致します。雨漏れ調査では原因特定率99.4％以上！
　レインボービューシステムを使用し、補修工事の範囲を明確化でき
ます。その他お困りごと等ございましたら、お気軽にご相談ください。

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
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元気な会社を紹介します Close Up

株式会社ファーストステップ
まんてん緑町

　今回は、株式会社ファーストステップが運営
するデイサービス施設「まんてん緑町」を訪問
し、代表取締役の山田裕美さんにお話をうかが
いました。同社は2014年11月に「まんてん吉
祥寺」を吉祥寺南町に開業、2号店として緑町
に「まんてん緑町」を2019年11月に開業して
います。
　山田さんは以前勤務していたデイサービス施
設で、通所者の方から「ここは収容所だ」と言
われ大きなショックを受けたそうです。通われ
る方が来ることを楽しみにし、自ら出かけたい
と思っていただけるような「場の提供」をした
いという思いから、事業を立ち上げたそうです。
　外観は、よくある施設名を大きく記した目隠
しシールのようなものは貼らずに透明ガラスの
みで、外から何を行っているかをあえて見せる
ことで、安心感や楽しさが伝わるようにしてい
ます。施設内のキッチンはオープンキッチンで、
スタッフが昼食を作っているところが見えるカ
フェのような設計で、できる限りの壁を取り除
くことで、開放感があり家庭的な雰囲気となっ
ています。このコンセプトは吉祥寺も同様です。
現在は、2か所それぞれ35名、合計70名ほど
の方が通われており、スタッフは各7名。その
中には看護師の方もいるので安心です。
　緑町に現在通われている方は、全員が女性
で、80代、90代の方が中心ですが100歳の方
もいるとか。通うペースは人によりまちまちで
すが、緑町の場合、独居の方が多く、楽しみに
週4 ～ 5日来る方も多いそうです。「90代に
なって、新しい友達ができるとは思っていな
かった。とても楽しい」といった感謝の言葉も
いただくそうです。山田さんが目指しているこ

とに対する何よりの成果であると感じました。
　積極的に通っていただくことで、レスパイト
ケア（家族と要介護者を一定時間はなすこと
で、家族の負担を減らす）の推進にもつながる
という山田さん。
　訪問した際も、皆さんが会話を楽しみながら
ADL（日常生活動作）維持向上のための体操を
されていました。
　さらに、昼食後の片付けなどをお手伝いいた
だくことで、自然と生活リハビリ（普通の生活
を通して身体機能を維持回復させ、自立した生
活ができるようにすること）が取り入れられて
います。
　また、人数の関係で入浴が制限される施設が
多い中、こちらでは希望者全員が一人ずつ入浴
できるよう取り組んでいます。
　「通われている方も、それぞれ日々体調や要
望、気持ちも変化しますので、それに応えるこ
とが重要です。介護・福祉という側面もありま
すが、スタッフには、この事業は究極のサービ
ス業であると話しています」という山田さん。
　取材時も楽しく明るい雰囲気が伝わってきま
した。
 （担当：池田／宇治川）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
が
目
指
す

 

　

究
極
の
サ
ー
ビ
ス

代
表
取
締
役　

山
田　

裕
美 所在地 武蔵野市緑町 1‒6‒24

グリーンベルⅠ 1‒A
☎ 0422‒38‒4700
URL http://www.manten-kaigo.co.jp/

三 吉境

★★
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ハイテク技術で他社の追随を許さない

『中央電機計器製作所』

快進撃企業 に 学べ
坂本 光司 経営コラム連載

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

大阪の地下鉄谷町線の野江内代駅から徒歩で5分
ほど行ったオフィス街に、一見してハイテク

ものづくり企業の中核拠点とは思えないような、狭
い間口の会社がある。ここが、社員数約50人の中
小企業ながら、世界的技術を持ってこれまで数々の
賞を総なめにしている、株式会社中央電機計器製作
所の本社兼研究所兼工場なのだ。

　中に入ると、継ぎ足し・継ぎ足しした小さな部屋
が多数あり、まるで大学の研究室のような雰囲気で
ある。規模は小さいながらも、今やものづくり企業
では知る人ぞ知る企業だ。とりわけ同社が得意とし
高評価を得ているのは、画像による高精度な計測技
術を駆使した装置やシステムの研究開発と商品化で
ある。

　同社がこれまで研究開発し世に提案してきた最先
端の製品やシステムは数多くあるが、とりわけ評価
が高いのは、スマートフォン用などの光学フィルム
の切断面の状況や、自動車部品などの寸法を高精度
で測る「寸法自動測定装置」である。
　この装置を活用すると、これまで100カ所測定
するのに1時間以上要していたものがわずか1分程
度ででき、この分野では大手企業を含め他社の追随
を許さない。

　このほか、電荷結合素子（CCD）カメラによるパ
ターン照合検査をする「微細欠陥検査装置」や、国
家プロジェクトであるX線自由量電子レーザー施設
「SACLA」に設置された、Ⅹ線レーザー用の特殊な

検出器（センサー）もつくっている。日本を代表す
る著名なものづくり企業や大学、さらには国の研究
機関などの研究や基盤技術を底辺で支えているハイ
テク中小企業なのである。

　こうした研究開発分野を絞り込んだ「一寸法師の
戦略」や、国内外で開催される大規模展示会への出
展、そして国籍を問わないインターンシップ生の積
極的な受け入れなどにより、わずか50人の社員の
中には著名な大学や大学院を修了した優秀な人が多
く存在する。

　とはいえ創業時は、典型的な下請け的なモノづく
り企業だった。2代目社長となった現会長が、今日
を夢見て市場調査と人財確保・育成に努力し続けて
きた結果なのである。

　わが国では、30年来ものづくり中小企業の激減
が続いているが、こうしたタイプの企業になること
こそ、ものづくり中小企業のあるべき姿である。　

 人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
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武蔵野商工会議所の

会員数＝ 3,110
市内事業所数

7,371
事業所

加入率

42.2%
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（令和 2年 10月 14日現在）

▼前年同月比：
 2019年9月： 2020年9月
　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 56.5 ▲ 30.7 ▲ 68.3 ▲ 51.2 ▲ 52.5 ▲ 67.8

▼先行き見通し：2020年10月～ 2020年12月
　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 44.0 ▲ 28.1 ▲ 43.7 ▲ 39.0 ▲ 79.8 ▲ 52.5

LOBO
調  査早期景気観測

LOBO調査とは……
全国の336商工会議所が2,088企
業にヒアリングを行い業況等を調査
した結果です。

全産業合計の業況DIは、▲ 56.5（前月比+2.5ポイント）
　新型コロナウイルスの影響による在宅時間の増加
に伴い、飲食料品のほか、家具・家電などの需要も
伸びている小売業や、公共工事に下支えされた建設
業が堅調に推移した。一方、主に都市部を中心に感
染が拡大する中、消費者のマインド低下や帰省・旅
行の自粛、一部の自治体における飲食店への営業時
間短縮の要請などが下押し要因となり、観光関連の
業況は厳しい状況が続く。これまで経済活動の再開
に伴い、持ち直しの動きがみられたものの、足元で

は感染拡大の影響から足踏みとなった。中小企業の景
況感は依然として厳しく、回復に力強さを欠く。
先行き見通しDIは、▲ 44.0（今月比+12.5ポイント）
　自動車関連をはじめとする中国向けの輸出持ち直しへ
の期待感がうかがえるほか、ネット販売の強化やIT活用
など新たな生活様式への対応を進める企業から前向きな
声も聞かれる。一方、主に都市部を中心とする新型コロ
ナウイルスの感染拡大への懸念から、消費者のマインド
低下や資金繰りの悪化など、影響の 長期化に対する警
戒感が強まっており、先行きに対して慎重な見方が続く。

業況DIは、持ち直しの動きあるも、力強さ欠く
先行きは慎重な見方続くも、回復に期待感

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。

0以上 0未満～
-20以上

-20未満

部　会 食　品 飲　食 商　業 工　業 建　設 サービス 金　融 合　計
会員数 311 403 747 118 214 1,242 75 3,110
市内事業所数 526 1,371 1,629 140 385 3,217 103 7,371
割合 59.1% 29.4% 45.9% 84.3% 55.6% 38.6% 72.8% 42.2%
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