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　吉祥寺ウェルカムキャンペーン委員会では、新型コロナ感染症拡大の状況を受け、
キャンペーンを延期していました。しかし、感染症対策を十分行いながら秋に
集中してイベントを行うことで、吉祥寺が元気であることを発信したいとの思い
から、10月1日から大吉祥抽選会、10日からアニメワンダーランド2020、18日
に吉祥寺音楽祭吉音コンテスト決勝大会の収録を実施しました。

『秋の吉祥寺ウェルカムキャンペーン』
開催される

大吉祥抽選会
 　今年の大吉祥抽選会は、感染症対策として応募用紙を投函する会場を設けず、
郵送応募方式で行われました。お買い上げレシート対象期間は10月1日～10月
4日の4日間でしたが、約6,000通の応募があり、1日当たりの応募数は昨年を
上回りました。賞品のお買物券は、10月末に当選者の方に発送され、12月31日
まで使えます。
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W e l c o m e  c a m p a i g n

親子でプラモデル教室

まちなかアニメ広場

Newsletter Musashino 2020.12 33

アニメワンダーランド2020
　今年35周年を迎える「シルバニアファミリー」が街のあちこちにあらわれ、訪れた方々がそれぞれ思
い思いのポーズで写真を撮っていらっしゃいました。10月17日～ 18日の東急百貨店北側広場でのまち
なかアニメ広場には、シルバニアファミリーのキッチンカーも登場し大人気となりました。また、親子
でプラモデル教室は10月11日に行われ、延べ23組の親子が参加しました。

吉祥寺音楽祭　吉音コンテスト 決勝大会
 　10月18日に収録した吉音コンテスト決勝大会の様子は、11月3日に「J：COM」特別番組で放送され
ました。また、YouTubeの「吉祥寺音楽祭公式チャンネル」でも11月8日から配信されています。

（C）EPOCH

吉音コンテスト受賞者

・グランプリ　「アポンタイム」
・準グランプリ「ITAZURA STORE」
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　年末年始休業のご案内
　当所では、年末年始の業務を以下のとおり休業します。何かとご不便をおかけしますが、ご理解のほど
よろしくお願いします。
　なお、新年は令和3年1月4日（月）より通常の業務を行います。

　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ィルス感染症の影響を鑑み、誠に残念
ながら中止となりました。
　一日も早い終息と、会員各位のご健康を心からお祈り申し上げます。

　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月末までに目標件数を達成した部会、個人でご紹介件数上位5位以内の方は70周年記念式典の際
に表彰状を進呈しました。ご協力をいただき、ありがとうございました。
　12月末までの件数に応じて部会毎に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。
　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

11/11現在 3.5 10.5 11 9 17 31.5 14.5 97

休業期間　令和2年12月29日（火）～令和3年1月3日（日）

会議所からのお知らせ
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News

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 11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!ます !

工業部会
 担当：三輪
産業交流展2020・武蔵野エリア販路
開拓事業2020のご案内

　工業部会（林敏雄部会長）では、産業交流展 2020
（オンライン開催）に出展予定です。期間は令和 3年 1月
20日（水）から 2月 19日（金）です。当会独自事業と当
所、三鷹商工会、小金井市商工会合同事業である武蔵野
エリア販路開拓事業で参加します。詳細は確定後にお知
らせします。

 

お知らせ

建設業部会
 担当：櫻井
（むさしのまち大工制度PR活動）

むさしの環境フェスタの動画撮影に伴う
ミニ住宅建設諸作業完了！

　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、むさしのまち大工
制度 PR活動において、これまでは「住まいりーフェスタ」
という対面型で行っていましたが、世情を鑑みて非対面で
行うことを検討しました。その結果、本年度は武蔵野市
環境政策課主催の「むさしの環境フェスタ」特設WEBサ
イトで「むさしの・住まいのよろず相談実行委員会」の一
員として動画にて行いました。動画の内容は、「住まい
りーフェスタ」でお馴染みのミニ住宅建設作業風景を
撮影し、環境にやさしい住宅のPRを編集したものになり
ます。下記URLにアクセスの上、ぜひ一度ご覧ください。

https://musashino-kankyo-festa.com/boose-other/
　

お知らせ

動画撮影風景

昨年の展示ブースの様子
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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

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

サービス業部会
 担当：小林

ビジネスチャンスの夕べ交流会開催

　サービス業部会（安藤孝部会長）では、11月 18日（水）
に吉祥寺東急 REI ホテルにて、ビジネスチャンスの夕べ
交流会を開催しました。今回はコロナウイルス感染拡大
防止対策のため、Zoomを併用のうえ、時間を短縮して
の開催となりました。
　ビジネスチャンスの夕べ交流会は、多種多様な業種の
集まる当部会ならではの事業で、部会員事業所の PRタ
イムを設け、ビジネスチャンスの拡大の場として利用さ
れています。当日は 32名が参加し、自社 PRタイムでは
8事業所がパンフレットやチラシで事業内容などを PRし
ました。
　今回はZoom併用での開催のため、PR方法の幅が広
がり新しい形でのビジネスチャンスの夕べとなりました。

お知らせ
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Information

お知らせ

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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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

1月13日（水）
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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新たなランサムウェア攻撃

中 小 企 業 のセキュリティ対策

（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9月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

事業継続の脅威
あらゆる企業が標的

　独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）は8月20日、事業継続を脅か
す新たなランサムウェア攻撃について
注意喚起を行った。
　ランサムウェアとは、パソコンや
サーバー上のデータを暗号化して使
用不可にし、それらを復旧することと
引き換えに身代金を支払うように促す
脅迫メッセージを表示するウイルスの
総称。これまで、ランサムウェアを使
う攻撃者は、基本的に明確な標的を
定めず、例えばウイルスメールをば
らまくといった方法で、広く無差別に
攻撃を行っていた。しかし、2018年
～19年頃より、明確に標的を企業・
組織に定め、身代金を支払わざるを
得ないような状況をつくり出すため、
「人手によるランサムウェア攻撃」と
「二重の脅迫」と呼ばれる攻撃手口を
取り入れる攻撃者が現れている。
　この新たなランサムウェア攻撃に
ついて、海外で多数の企業の被害が
報道されており、国内の企業でも被
害が確認されている。1万台を超える
マシンが攻撃されたり、数TB（テラ
バイト）ものデータが窃取されたりと
いった事例があり、身代金として要求
されるのは、数千万円から数億円の
規模となっている。
　この攻撃は、組織の規模の大小、
扱っている情報の機密性などにかか
わらず、ITシステムにより事業が成り
立っている、あらゆる企業が標的とな
り得る。経営層やIT・セキュリティを
担当する部門において、事業の継続
を脅かすような大規模な被害が生じ
得る脅威として認識し、対策を検討し
てほしい。

二つの手口に確実で
多層的な対策を

　攻撃者が取り入れている、二つの
新たな攻撃手口について説明する。
①人手によるランサムウェア攻撃
　諜報活動を目的とする「標的型サ
イバー攻撃」と同様に、攻撃者自身
がさまざまな攻撃手法を駆使して、
企業のネットワークへひそかに侵入す
る。そして、事業継続に関わるシステ
ムや、機微情報などが保存されてい
るパソコンやサーバーを探し出してラ
ンサムウェアに感染させたり、ドメイ
ンコントローラのような管理サーバー
を乗っ取って一斉に企業内の端末や
サーバーをランサムウェアに感染させ
たりする。復旧を阻害するため、バッ
クアップなども同時に狙われることも
ある。攻撃の進行を検知しにくく、判
明した時点では既に大きな被害が生
じている場合がある。
②二重の脅迫
　ランサムウェアにより暗号化した
データを復旧するための身代金の要

求に加え、暗号化する前にデータを
窃取しておき、支払わなければデー
タを公開するなどと脅迫する。窃取
されたデータは、例えば、攻撃者が
インターネットやダークウェブに設置
した、データ公開のためのウェブサイ
ト（リークサイト）にて公開される。
身代金が支払われない場合、データ
の一部を公開し、日数の経過に伴い
徐々に公開範囲を広げると脅す場合
もある。
　新たなランサムウェア攻撃は、諜
報活動を目的とするような標的型サイ
バー攻撃と同等の技術が駆使される。
そのため、あらゆる面におけるセキュ
リティの強化で対応する必要がある。
ウイルス、不正アクセス、脆

ぜい

弱
じゃく

性対
策など、基本的な対策を、確実かつ
多層的に適用することが重要である。
　手口や対策の詳細についてはIPA
のWebサイトを確認してほしい。

新たなランサムウェア攻撃のイメージ

Newsletter Musashino 2020.121010

NLむさしの_2020_12.indd   10 20/12/04   20:24



新 入
員会

New

食品業部会
株式会社 MTK 乃が美はなれ 食パン製造業 境地区

飲食業部会
ティンパーノ イタリア料理店 吉祥寺地区

Ideal Curry Inaba カレーとビストロ 中央地区

結家 飲食業 境地区

ムサシノ野菜食堂 miluna-na　　　　　 食堂カフェ 境地区

amorph ビストロ 地区外

商業部会

株式会社 ヘアラボ小林 ファイブ吉祥寺店 理容・美容用品の販売・小売業 吉祥寺地区

武蔵野建設工業株式会社　　　　　　 不動産賃貸管理業 吉祥寺地区

有限会社 杉商 小売業（ガソリンスタンド） 境地区

グレックスクラフト 造園、土木、その他 地区外

工業部会

フジワラ電器株式会社 家電製品販売修理工事 中央地区

建設業部会

株式会社 のんじ 建築リフォーム 中央地区

Uイング 管工事業、熱絶縁工事業 地区外

株式会社 フクヤ 建築リフォーム 地区外

建築業加藤 建設現場監理 地区外

サービス業部会

有限会社 こやのリヴィン 不動産業 吉祥寺地区

株式会社 アヘッド ソフトウェア開発 吉祥寺地区

有限会社 アン・ピアンス 美容室 吉祥寺地区

株式会社 小虎 シナリオ制作、映像制作、演劇ユニット 吉祥寺地区

ARIACOMPANY株式会社
　CAFE＆BAR dizzle

カフェバー主なコンセプトは空間を多種多
様な用途で利用していただくことをメイン
にサービスを提供し、飲食をしていただく。

吉祥寺地区

株式会社 トリコインダストリーズ alotta 吉祥寺 ヘアサロン・ショップ（サロン専売品） 吉祥寺地区

合同会社 テイルゲート 不動産賃貸業 吉祥寺地区

株式会社 Life Value Up 教育（生涯学習、学習塾など） 中央地区

株式会社 まめなり Web制作業 中央地区

株式会社 グレイス むくむくミライ保育園 保育園 中央地区

株式会社 10G 広告代理業、おにぎり店舗 中央地区

10月15日～11月11日
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医療法人社団東輝会　Wiclinic 吉祥寺院 美容クリニック 地区外

タロットカウンセリングNuit カウンセリング 地区外

株式会社 キズナ・ば 情報サービス（システム開発、運用
代行、コンサルティング） 地区外

株式会社 レインボー東商 不動産業 地区外

Mi ジャム ジャム製造小売り 地区外

スキルノート 研修インストラクター 地区外

室伏土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 地区外

Lotobooks 写真・映像制作／写真教室／グラフィック
デザイン 地区外

GadgetGarageCafe レンタルオフィス 地区外

代表者 ● 玉岡 一央
所在地 ● 180-0004武蔵野市吉祥寺本町2丁目12-2-B1F
　TEL ● 0422-90-1526　 FAX ● 0422-21-1045
　URL ● info@u-realty.jp
 Email ● www.u-realty.jp

代表者 ● 福里 真希
所在地 ● 180-0021 武蔵野市桜堤（詳細は要問合せ） 
　TEL ● 090-4708-2178　FAX ● 050-8012-8599
　URL ● https://www.rakumi-kodomohari.com/
 Email ● rakumi.info@gmail.com

ユニバーサル・リアルティ株式会社
軍用地（投資用）・事業用・住宅用の仲介
専門不動産会社。お気軽に問合せください。
　はじめまして。吉祥寺は中道通りにある不動産
会社のユニバーサル・リアルティ株式会社です。
　沖縄の軍用地も取扱う、投資用・事業用・住宅
用の各種不動産の仲介専門会社です。
　ビルオーナー様の相続対策や節税から管理まで、
お気軽に問合せください。
　完全予約制となっていますので、事前に電話か
メールで申込みください。各種オンラインでのご相談
も承ります。
　どうぞ宜しくお願いします。

鍼 室らくみ
のべ3500名以上の「刺さない小児はり」
実績！夜泣き、イヤイヤ、便秘、お任せを！
　子どもにはり？　と驚かれますが、「刺さない
鍼」に子どもたちはうっとり、ニコニコ。毎回楽し
みに来てくれます。神経発達著しい子どもは効果
も早く、夜泣きや便秘、食欲不振などはその日から
効果が！　感覚過敏や肩こり・頭痛、姿勢が悪い、
集中できないなど、小学生のお子さんも多く見え
ます。ママ・パパの不調も、家族まとめてお任せ
ください。スプーンを使っ
たセルフケア講座、身体
から診る子育て講座も人気
です。

PR PR

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

　今回は武蔵境駅北口から徒歩4分、「ウィル鍼 整骨院」
を訪問し、院長の菊地雄一さんにお話をうかがいました。
　菊地さんは学生時代に柔道をしており、元々の姿勢の
悪さもあり、背中を負傷してしまいました。その時にお
世話になったのが整骨院でした。その先生から話を聞き、
高校卒業後の進路として柔道整復師の資格取得ができる
専門学校に決めたそうです。学校に通うとともに、別の
方法でも技術を磨きたいと考え、平日は世田谷の整骨院
で働きながら、実際の仕事を見て勉強をし、土日は柔道
大会やマラソン大会などの救護の手伝いで経験を積みま
した。平成20年には柔道整復師の資格を取得。さまざま
な方を診る中で、“ケガをする方は何度もしやすい”とい
うことがわかり、予防を含めて、治しきる方法を勉強し
たいと思うようになり、4年半務めた世田谷の整骨院を
辞めた後は、調布市の総合病院に勤めました。そこでは、
医師・理学療法士・柔道整復師などさまざまな方面の
リハビリの専門家と意見を交換し、知見を広めました。
　10年の修業期間を経て、平成28年3月に現在の場所に
“ウィル鍼 整骨院”を開業。店舗名の“ウィル”は英単
語“will”の“意志”という意味からきており、“患者様の
意志に沿った治療をする”ことを表現しています。お客様
は小学生から90代の方まで幅広く、特に30代～40代
の女性が多いそうです。菊地さんによると、女性の場合
は産後の身体のケアがとても大切とのこと。特に骨盤を
整えることが重要で、ゆがんでしまうと、“体重は同じ
でズボンが入らなくなってしまったり”、“ホルモンバラ
ンスが崩れたり”と身体への影響が出てくる可能性があ
るそうです。産後のケアの一つとして、骨盤矯正は特に
力を入れているメニューです。赤ちゃんを連れての通院
が難しく、通いたくても通えない方が少しでも通院しや
すいように、キッズスペースやベビーベッドを用意。保
育スタッフも在籍しているため、安心して通院できます。

子どもを連れて通院されている方の中には、施術の
時間がリフレッシュの時間になり、通院を楽しみに
されている方もいるそうです。
　施術の時間は30分～1時間程度です。1人1人カ
ウンセリングの時間もとり、患者様の要望をじっく
りと聞き、その方にとって一番良い提案ができるよ
うに努めているそうです。痛みが少なく姿勢の矯正
ができる“トムソンテーブル”というカイロプラク
ティックの矯正ベッドや寝たままでインナーの筋力
を鍛えることができる“楽トレ（EXCARE PRO3）”
という機械もあり、整えて鍛えることで、良い姿勢
を保ちやすくなります。施術だけではなく、普段の
過ごし方や家でできるトレーニングなどのアドバイ
スもいただけるそうです。
　現在は、新型コロナウイルス感染防止への対策と
して、検温・手洗いの徹底や換気を行い、施術ス
ペースだけでなく、待合スペースも含めて、密に
ならないように調整されているそうです。ベッド・
荷物入れなどについても1回ごとにきちんと消毒を
行っています。
　産後の身体のケアや姿勢の矯正など身体の事で
悩みごとある方は一度お問合せをしてみてはいかが
でしょうか。
 （担当：伊野瀬／池田）

所在地 武蔵野市境 2丁目 3-4  1 階
☎ 0422-38-6981
U R L https://www.will-seikotsuin.com/
E-mail will.shinkyuseikotsuin@gmail.com
受付時間 月～金　午前  9：30～ 13：00

　　　　午後 15：30～ 20：00
土・祝　9：30～ 14：00
※ 現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
密を避けての施術をしています。事前にお電話で
ご予約のうえご来院ください。

休診日 日曜日

com/

三 吉境
★★★
境境

ウィル鍼 整骨院>>>
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JR名古屋駅から中央本線快速に乗車し、40分ほど行った土岐市駅で下車し、そこから車で山間に
向かって15分ほど走った場所に、建設資材が山と積
まれた工事事務所がある。ここが向陽信和株式会社
の本社兼作業所である。

　同社は大別すると建設業であるが、事業内容は建
設現場で使用する足場架け払いのリースサービスや
仮設設備のリース及び販売である。もう少し具体的
にいうと、建物の建設はもとより、建物の汚れや修
繕など外面処理をするときにつくられる足場作業を
行う企業である。
　創業は1993年、現社長である古澤一晃氏が、5年
間の修業を経て29歳の時に創業。苦労と努力が実り、
現在は本社に47人、岩手支店に10人の計57人の社
員を有する企業に成長発展している。専業としては、
今や全国有数の規模であり、業績もすこぶる順調であ
る。そればかりか、業界の平均年齢が50歳代から60
歳代が大半という中、同社は何と25歳という若さで
ある。
　同社の成長発展の要因は多々あるが、最大の要因
は、古澤社長の経営姿勢が関係者の支持を得たから
だと思われる。その一つが大家族的経営である。創業
者でもある古澤社長は、創業以来“社員は家族だから
社員の家族も会社の家族”という、いわゆる大家族的
経営を実践している。社員の家族の理解と協力なくし
て一生懸命仕事はできないと、家族を巻き込んでの福
利厚生事業を数多く実践している。例えば、夏祭りや
忘年会のほか、子どもたちに両親の働く姿を見てもら
う職場見学会などである。

快進撃企業 に 学べ

　また自身の報酬を極端に下げ、代わりに冬のボー
ナスや決算賞与も支給している。この決算賞与の支
給は税引き後利益が生じた際に行っており、役職・
年齢・性別・国籍を問わず、同一額を支給している
という。これは大家族的経営からの発想である。
　家族を大切にするという経営は、少ない残業時間
にも表れている。業界ではサービス残業はもとより、
社員1人当たりの残業時間が1カ月当たり30時間
以上というケースが多い中、同社は10時間以下で
ある。
　その理由は、他社と競争しなくても済む小さな市場
に特化した営業戦略の結果であり、職人配置の巧み
さにある。職人の数は、同業他社の約1.2倍。こう
いうと人件費がかさみ収益が圧迫されると思うかも
しれないが、そうなっていない。人員が多いことで、
業務のスピードだけでなく品質も高まり、事故率も低
下するという好循環を生み、人件費を吸収できている
という。加えて職人同士がお互いさまの気持ちで仕事
に取り組むことができる環境になっているのである。
　同社の存在から「うちは3K・5K職場だから
……」と嘆く多くの経営者は変わるきっかけをつか
んでほしい。
 
 
   人を大切にする経営学会　会長　坂本　光司
 
 

坂本 光司 経営コラム連載

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

3K・5Kといわれる業種のモデル企業

『向陽信和』

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。
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▼前年同月比：
 2019年10月： 2020年10月
　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 50.2 ▲ 25.8 ▲ 63.9 ▲ 47.8 ▲ 45.3 ▲ 57.2

▼先行き見通し：2020年11月～ 2021年1月
　 全 業 種 建    設 製    造 卸    売 小    売 サービス

全　国
▲ 38.0 ▲ 28.1 ▲ 39.1 ▲ 36.3 ▲ 43.9 ▲ 39.3

LOBO
調  査早期景気観測

LOBO調査とは……
全国の335商工会議所が2,757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 、 ▲ 50.2 （前月比＋6.3ポイント）
　新型コロナウイルスの影響が長期化する中、巣ごもり
需要の拡大に下支えされた飲食料品関連が堅調なほか、
東京が追加された Go To トラベルや Go To イートの
政策効果により宿泊業、飲食業でも利用客の増加がみら
れた。また、オンライン会議の普及などによるデジタル
投資の増加を受け、電子部品製造業やソフトウェア 関
連 で受注が伸びているほか、中国向けを中心に生産が
回復しつつある自動車関連でも持ち直しの動きが続く。
一方、衣料品や化粧品をはじめ、不要不急の商品を買い
控えるなど、一部では消費者の生活防衛意識の高まりを

指摘する声も聞かれており、コロナ禍からの回復に向
けた動きはまだら模様の状況が続く 。
先行き見通しDIは、▲ 38.0（今月比＋12.2ポイント）
　雇用維持や家賃負担軽減のための助成金など、政策
効果が剥落した後の経営 悪化や都市部から地方への
感染再拡大への懸念が続く。一方で、年末年始を含む
旅行需要の回復やGo To 商店街などによる消費喚起
への期待感もうかがえる。
　また、海外 向けの自動車関連や、５G向けなど半
導体関連、中国向けの工作機械の持ち直しに期待する
声も聞かれた。

業況DI は、持ち直しの 動きもまだら模様
先行きは慎重な見方も、回復への期待感 続く

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 310 407 751 119 218 1,264 76 3,145
市内事業所数 526 1,371 1,629 140 385 3,217 103 7,371
割合（％） 58.9 29.7 46.1 85.0 56.6 39.3 73.8 42.7%
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