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Musashinoごちそうフェスタ
報告会開催

第17回Musashinoごちそうフェスタ（島崎智融実行委員長）報告会を、１月21日
（金）に商工会館4階にて開催しました。
本年度は、新しいごちそうフェスタのHPを作成、キーアートのリニューアル、2種

類のプレゼント企画を実施しました。プレゼント応募企画では参加者応募•アンケート
949件、Instagram投 稿 数 は130件 と
なりました。また、参加店舗からのアン
ケートは53件いただく結果となりまし
た。報告会では公式ホームページへの�
アクセス解析やアンケートの結果を発表
し、来年度の参考としました。

新型コロナの影響で2021年11月～ 2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018
年11月～ 2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または、
30%以上50%未満減少した中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個
人事業者に対して、売上高の落ち込みに応じて法人最大250万円、個人最大50万円が給付
される制度「事業復活支援金」がはじまりました。
給付対象となる場合、申請にあたり登録機関による事前確認が必要となります。当所では

「武蔵野商工会議所会員企業」のみ、事前確認の受付を行います。
なお、「一時支援金」または「月次支援金」を申請し、受給が確定している方は、改めての
事前確認は必要ありません。

～申請までの簡単な流れ～

①　�申請者ご自身が、事業復活支援金ホームページや経済産業省相談窓口にて給付
対象となるかどうかを確認。

②　�給付対象となる場合は、事業復活支援金の申請用HPにアクセスし申請IDの発
行を申請。

③　ログインID、パスワードの設定後、マイページが作成される。
④　�武蔵野商工会議所会員企業は登録確認機関である当所へ確認を依頼。
⑤　武蔵野商工会議所にて、事前確認を行う。
⑥　�事前確認終了後、申請者はマイページから基本情報、売上額、口座情報などを
入力するとともに必要書類を添付のうえ申請。

※�事前確認はあくまでも営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保するも
のではありません。

経済産業省　事業復活支援金

〈お問合せ先〉
事業復活支援金事務局相談窓口
TEL 0120-789-140（IP電話の場合 03-6834-7593 ※通話料がかかります）
受付時間   8時30分～19時00分（土日、祝日を含む全日対応）

〈経済産業省：事業復活支援金ホームページ〉 　https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html

第17回

C o n t e n t s

13 		 Close U
p	

旬
肴
・
酒  

和-

K
A
Z
U-

8 

9  Inform
ation	

セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内

6   

部
会News

4  A
rea N

ew
s	

吉
祥
寺
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
祭

2  Inform
ation	

ご
ち
そ
う
フ
ェ
ス
タ
・
事
業
復
活
支
援
金

Newsletter

2
2022Feb.

Vol.584

む さ し の 

22 Newsletter Musashino 2022.2



申請期限　　令和4年3月15日（火）まで

② 市内事業者開始日要件

令和元年 ➡ 令和2年
�令和2年12月31日以前から市内に事
業所を有して事業を実施しており、現
在も引き続き市内に事業所を有して事
業を継続していること

① 事業収入等の減少要件

30％ ➡10％
 令和2年中の1年間の事業収入等が、平
成31（令和元）年中の1年間の事業収
入等と比較して、10％以上減少してい
ること

申請要件の変更点

お問合せ 武蔵野市市民部産業振興課

TEL: 0422-60-1989

 武蔵野市では、新型コロナウイルス感染症による影響が拡大・長期化していることに伴い、 
事業収入等が減少した事業者を支援するため「中小企業者等特別支援金」事業を実施しています。

令和4年2月から、申請要件の緩和及び申請期限の延長をしますので、詳しくは、ホームページ
（下記QRコード）をご覧ください。

武蔵野市中小企業者等特別支援金

要件緩和・申請期限延長

▼詳細は以下よりご確認ください。
　http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shoko_nosei_rosei/shoko/1034054.html

Information

お知らせ

��議員職務執行者変更
　事業所内の人事異動等に伴い、当所議員職務執行者が以下のように変更となりました。

� （敬称略）
事業所名 新 旧

株式会社JTB　吉祥寺店 店長　久木田　知哉 店長　木澤　瑞恵
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「音楽」スペシャル上映会&トークショー
期　日：	2月25日（金）　19：00 ～
会　場：	武蔵野公会堂
内　容：		 	吉祥寺アニメーション映画祭グランプリ受賞経験のある岩井澤健治監督を迎えてのトークショー	

および「音楽」の上映。司会は、竹熊健太郎氏、津堅信之氏
入場料　	1,000円（チケットの詳細は、映画祭公式ホームページをご覧ください。）

特集上映&ワークショップ
期　日：	2月26日（土）
会　場：	武蔵野公会堂
内　容：	【上映プログラムA】	 13：30～「PUI	PUI	モルカ―」	
	 【上映プログラムB】	 16：00～「あたしだけを見て」「PUI	PUI	モルカ―」他
	 【上映プログラムC】	 17：15～「コララインとボタンの魔女」　　
	 【ワークショップ】	 13：00～ 16：00
	 	 「作ってみよう！モルカ―折り紙風船」
	 	 「コマ撮りで立体アニメを作ろう」
	 	 入場無料

吉祥寺アニメーション映画祭　本選・表彰式
期　日：2月27日（日）　15：00 ～
会　場：武蔵野公会堂
内　容：今年度ノミネート作品の上映、表彰式
　　　　入場無料

アニメ関連会社が多いという吉祥寺地区の特性を活かし、アニメコンテンツを生み出す気鋭のクリエー
ターの発掘・応援をする「吉祥寺」という街のブランディング強化と、来街者の増加、商業地としての吉祥
寺圏の活性化を目指し、今年度から「アニメーション映画祭」をメインの名称にして開催します。

◎アニメーション映画祭の情報は、映画祭公式ホームページ
　https://www.kichifes.jp/animation/または「吉祥寺.me」https://kichijoji.me へ

©大橋裕之／ロックンロール・マウンテン／ Tip Top

吉祥寺ウェルカムキャンペーン

開催期間　令和4年 2月25日（金）～ 2月27日（日）

吉祥寺アニメーション映画祭吉祥寺アニメーション映画祭

Area News

地域情報
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営業時間

のご案内TOKYOテレワーク・モデルオフィス

お問合せ TOKYOテレワーク・モデルオフィスサポート担当

TEL: 050-3358-7224

▼詳細は以下よりご確認ください。
　https://tokyo-modeloffice.metro.tokyo.lg.jp/

府　　中 （京王線府中駅 徒歩2分）

東久留米 （西武池袋線東久留米駅 徒歩1分）

国　　立 （JR中央線国立駅 徒歩3分）

設置場所

月～金　9：00から19：00まで

　（国民の祝日、年末年始は除く）

自宅以外の場所でもテレワークを行える環境の整備を進めるため、都はモデル的に多摩地域3拠点にお
いてサテライトオフィスを運営しています。都内在住または在勤で、企業等で働く方（個人事業主を含む）
が無料でご利用いただけます。

東京都が運営する
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令和4年度工和会 年間スケジュール
日程 内容 講師等

4 月20日（水） わが社の経営成熟度を診断しよう！ 税理士�静間�俊和�／�中小企業診断士�姫野�裕基
5 月20日（金） 組織で女性の活躍を推進させる3つの秘訣 Vibrant株式会社�代表取締役��／�Ring�24�代表�大塚�久理子

6 月20日（月） 東京電力グループにおけるカーボンニュートラル
への取り組み 東京電力パワーグリッド株式会社�武蔵野支社

7 月20日（水） 企業訪問 インターテック株式会社
9 月20日（火） ブランディングと言うけれど…… 中小企業診断士�姫野�裕基
10月19日（水） 債権回収�法的手続きと契約時の注意点 大月・近藤法律事務所�弁護士�近藤�敦哉
11月21日（月） 企業訪問 株式会社�インテリジェンス・ワークス

1 月20日（金） 21世紀のカギは無形資産！見えざる資産と�
経営デザインシートの活用 高谷行政書士・社会保険労務士事務所�髙谷�桂子

2 月20日（月） ロジカルシンキング＆プレゼンテーション 中小企業診断士�姫野�裕基
3 月22日（水） 工和会ＯＢの講話�／�メンバーの発表会 工和会OB

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

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

工業 部会
	 担当：三輪

【若手交流・講習会】令和4年度
�工和会参加者募集について

若手交流・講習会の工和会は、令和4年度も実施しま
す。前年度に引き続き、経営知識と親睦が深まるカリキュ
ラムです。他部会の方でも参加可能です。同封の案内チラ
シをご確認いただき、是非お申し込みください。

お知らせ

News
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 武蔵野市くらし地域応援券
市民の生活支援および市内事業者支援を目的に、武蔵野商工会議所・武蔵野市では、地域の商
店等において使用できる「武蔵野市くらし地域応援券（以下、応援券）」を市民の皆さまにお届けし
ました。

応援券を取り扱う加盟店を引続き募集しています。お申込みいただくと、武蔵野市くらし地域
応援券専用ホームページに掲載されます。

なお、お申込みいただきました事業所につきましては、順次「応援券取扱いマニュアル（取扱加
盟店用）」を送付しますので、必ずご一読ください。

応援金利用期間：令和4年2月1日（火）～令和4年3月31日（木）
　　　換金期間：令和4年2月7日（月）～令和4年4月15日（金）

第2弾

https://musashinooen.jp/use_entry

 会員増強運動 
　 令和3年 結果報告と令和4年 ご協力のお願い
【令和3年　結果報告】
会員増強委員会（谷ケ久保芳弘委員長）では、令和3年の入会目標件数を155件として加入促進
活動を実施してきました。コロナ禍で思うように活動ができない部分もありましたが、180件と
目標件数を大きく上回る結果となりました。
部会ごとの結果は、下記のとおりです。達成率に応じて報奨金または協力感謝金を部会にお支
払いしました。ご協力いただきありがとうございました。

部会名 食品業 飲食業 商業 工業 建設業 サービス業 金融業 合計
目標数 5 15 15 10 15 25 15 100
結果 3 0.5 6 4.5 3 32.5 10.5 60

目標達成率（％） 60 3.3 40 45 20 130 70 60

【令和4年　ご協力のお願い】
令和4年は入会目標件数を180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。
各部会の目標件数は、下記のとおりです。
引き続き、ご協力をお願いします。

部会名 食品業 飲食業 商業 工業 建設業 サービス業 金融業 合計
目標数 5 14 14 9 14 25 14 95

1月17日現在 0 0 1 0 0 1 1 3

Information

お知らせ
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広報・情報委員会（矢口功委員長）では、2月24日（木）に商工会館4階市民会議室にて、武蔵野市・武蔵
野警察署・当所　共催のサイバーセキュリティセミナーを開催します。

参加希望の方は、同封の参加申込書に必要事項を記入の上、2月18日（金）までにFAXにてお申込みください。

なお、今後の情勢によっては、開催を見送る場合があります。その際は、事務局より参加者へご連絡します。

日　時� 2月24日（木）　14：00 ～（受付開始：13：45）
場　所� 商工会館4階　市民会議室

講　師� 警視庁サイバーセキュリティ対策本部担当官

� 東京都警察情報通信部担当技官

対象者� 当所会員、武蔵野市民

定　員� 40名（申込み先着順）

参加費� 無料

サイバー空間をめぐる脅威の現状について
　～サイバー攻撃のデモンストレーションを交えて～

サイバーセキュリティセミナー開催のご案内

お問合せ 広報・情報委員会　担当：井上

TEL: 0422-22-3631

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4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。
⇨ ⇨
⇨

演�題

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

Information

お知らせ
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① 発熱や咳などの症状がある方は参加をお控えください 

② マスクの持参、会場内での常時着用をお願いします

③ 入室時の手指消毒の実施をお願いします 

④ 休憩時間中も一定の距離を保ち、大声での会話はお控えください

⑤ 物品の貸借はお控えください

⑥ その他については講師、スタッフの指示に従ってください

令和3年度新入社員ビジネスマナー研修の様子

お問合せ 企業支援部支援2課　担当：櫻井

TEL: 0422-22-3631

本研修では、新卒・既卒問わず、座学、ロールプレイ、グループワークを通し新入社員に職場での心構え、仕事の
正しい進め方、�職場の人間関係の構築、ビジネス文書の作り方など、ビジネスの基礎について学んでいただくことが
できます。会員・非会員問わずご参加可能です。

お申込みならびに詳細は同封の案内チラシをご覧ください。

日　時� 4月7日（木）　10：00 ～ 16：00
場　所� 商工会館4階　市民会議室

講　師� （株）アプエンテ代表取締役　山根　義信　氏（中小企業診断士）

定　員� 50名（先着順）1社あたり3名まで（4名以上は応相談）

会　費� 無料

申込期限� 3月18日（金）まで

※	「新しい生活様式」に準拠して開催いたしますので、以下の感染症対策に
ついてご理解・ご協力の上ご参加ください。

※ 今後の情勢により、人数制限やプログラム内容の変更による開催または中止とさせていただく場合があります。

令和4年度新入社員ビジネスマナー研修開催のご案内
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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3年5月～令和4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、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3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）

Information

お知らせ
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（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】

事故を防ぐには組織的管理が必要
　金銭や個人情報などを狙ったサイバー攻撃は、技術的
に巧妙化するだけでなく、人間の心理を巧みに突いてく
るなど、より高度化・多様化している。事業者は、情報セ
キュリティ事故を未然に防ぐために日々最新の情報を入手
し、技術的な対策や社内における人的・組織的管理を講じ
る必要がある。そして、それら情報セキュリティ対策を社
内に浸透させるためには、従業員一人一人の情報セキュリ
ティ意識の向上が必要となる。それに有効なのが「教育」
である。
　独立行政法人情報処理推進機構（IPA）では、事業者の
情報セキュリティ教育の実施を支援するために、さまざま
な教育コンテンツを提供している。情報セキュリティ教育を
行っていなかった事業者はもとより、教育コンテンツの見直
し・強化を考えている事業者はぜひ活用してほしい。

教育コンテンツをIPAが提供
■�セミナー�
「情報セキュリティ講習能力養成セミナー」

　中小企業の教育担当者や情報セキュリティ担当者を対
象に、効果的な講習会の組み立て方や、講習用コンテン
ツの入手方法と解説のポイントなどを説明する。今年度は
2021年11月～ 2022年3月の期間、オンライン形式で開催
する。受講料は無料。IPAのWebサイトで受講申し込みを
受け付けている。

■�eラーニング�
「5分でできる！情報セキュリティポイント学習」

　身近にある職場の1こまを取り入れた親しみやすい学
習テーマで、情報セキュリティに関するさまざまな事例を
疑似体験しながら適切な対処法を学ぶことができる学習
ツール。また、インターネットにつながらない環境でも学
習できるようにPDF版も提供している。利用料はいずれ
も無料。

■映像教材�
　「映像で知る情報セキュリティ」
　情報セキュリティ上のさまざまな脅威と対策をドラマ
などを通じて学べる映像コンテンツ。今年3月、テレワー
カー向けセキュリティ教育の映像教材と管理者向けに情報
セキュリティ規定作成のこつを解説した映像教材を公開し
た。YouTube「IPAチャンネル」で全31作品を無料公開
している。

■講習会用の教材
　セキュリティプレゼンター（IPAの情報セキュリティ対
策資料などを活用し、中小企業に対して情報セキュリティ
の普及啓発を行う人材）向けの活動支援サイトでは、講習
会用のプレゼンテーション教材を提供している。支援サイ
トに「コンテンツ利用のみ」で登録することで、社内講習
会担当者もプレゼンテーション教材を入手することができ
る。サイト利用料は無料。なお、支援サイトでは地域で活
動するセキュリティプレゼンターを検索することができ、
社内講習会を依頼することもできる。

■書籍『情報セキュリティ読本』
　情報セキュリティの基本を分かりやすく説明した教則本。
技術的な事柄の細部にはあまりこだわらず、気軽に読んで
いくうちに情報セキュリティの全体像が把握できるように
工夫してある。定価660円（税込み）、書店で購入可能。
　なお、情報セキュリティ教育を計画・実施する際のポイ
ントは本連載Ⅴol.27で解説した。同内容はWebサイト「日
商Assist Biz」に掲載しているので合わせて活用してほしい。

中 小 企 業 の
セキュリティ対策

対策意識向上へ 
従業員教育を

オンラインで実施する講習能力養成セミナー

各教材へのリンクは
こちらを参照

教育の計画・実施の
ポイント（日商AB）
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新 食品業部会

株式会社 006　オーブン屋 テイクアウト　惣菜店 中央地区

飲食業部会

THAPA 合同会社 SWAGAT ネパールカレーショップ 吉祥寺地区

RUKUMA 合同会社 アジアン料理ハナ インドカレー、インド料理、タイ料理の飲食店 吉祥寺地区

株式会社 レガート　フェリーチェ カレーレストラン、カフェ 吉祥寺地区

サービス業部会

ステラベガ合同会社 情報通信業（WEB コンテンツ制作、プラット
フォーム、アプリ開発） 吉祥寺地区

株式会社 エア・デザイン 広告制作・Web 制作 地区外

株式会社 Watray コンサルティング ファイナンシャルプランニング事業・生損保代
理店業・金融商品仲介業・人材紹介業 吉祥寺地区

ComLabo 鍼灸サロン 中央地区

緑木鍼灸院

ゆっくりと落ち着いた雰囲気の中で、
症状改善のお手伝いをいたします。

　局所だけの施術ではなく、身体
全体を施術のポイントととらえ、経
絡、ツボを施術の主として、自己免
疫力を高め、あくまでも患者様自身
で身体を治し、私はそのお手伝いを
するというスタンスで、しっかり・
丁寧な施術を心がけています。
　緑豊かな閑静な住宅地で、ほぼ
予約制で営業しているため、患者様
どうしが密になることはありません。
　プライベート空間対応も可能です
ので、ゆっくり・静かに施術を受け
たい方にオススメです。

代表者� ●� 髙田　裕八
所在地� ●� �〒180-0012武蔵野市緑町2-3-33
TEL� ●� 070-8496-3277

Googleマップで「緑木鍼灸院」を検索していただくと、�
写真やお得な企画などがご覧になれます。

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・報道機関など約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、是
非ご活用ください。

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、和食居酒屋「旬肴・酒 和 -KAZU-（シュン
コウ・サケ カズ）」を訪問し、オーナーシェフの井上
和彦さんにお話をうかがいました。場所は、吉祥寺駅
北口で東急百貨店の裏手にあります。
　井上さんは、焼き鳥店や寿司屋、うなぎ屋、和食店
などで永年にわたり腕を振るってきました。自身の店を
持つことを目標に取り組み、平成 25 年 5 月に「居酒屋
激戦区の吉祥寺で挑戦したい！」との思いから、この地
でお店をオープンさせました。
　こちらのお店の特色は、旬の素材を使った“日本料
理”と井上さん自ら選び抜いたこだわりのある“日本
酒”をお得に楽しめることです。熊本・天草や千葉・
館山などの漁港から仕入れた朝獲れ・産地直送の地魚
や鮮魚を用いた海鮮料理をはじめ、地元武蔵野の新鮮
野菜を活かしたこだわりの逸品を多数ご用意していま
す。その日獲れた地魚や鮮魚によってメニューも変更
されるようです。今の時期オススメなお魚は、寒ブリ
や国産生本マグロだそうです。
　お料理と共にぜひご賞味いただきたいのが、全国各
地から集めた地酒。日本酒好きの井上さんが自ら蔵元
を直接巡り、杜氏の想いを汲み取った上で、味の個性
を見極め厳選しています。ご用意する銘柄は、希少な
ものだけでなく、愛媛の「伊予賀儀屋」をはじめ、本
当に美味しいと思えるものばかりです。日本酒は、常
時 30 種類をご用意していて、一番人気は「新政（あ
らまさ）」です。
　ご宴会や飲み会の際には、シーンで選べる飲み放題
付きのコースも充実しています。他のお店にはないお
酒まで飲み放題コースに入っているので、「このお酒

も飲み放題に入っているのですか？」と驚かれること
も。お客様にとって、とても満足いただける飲み放題
メニューとなっています。
　また、土日祝日のみ 14 時から営業しています。昼
飲み・昼宴会にもご利用いただけます。
　温かみのある店内には、ゆとりのあるテーブル席か
ら一人飲みのお客様にもぴったりなカウンター席まで
ご用意しているため、女性のお客様も気軽に入れます。
人数に合わせて、お席のレイアウトも変更が可能です。
　「皆様のご来店を個性あふれるスタッフがお待ちし
ております。旬の鮮魚とこだわりの日本酒を、ぜひ当
店でお楽しみください」と井上さん。産地直送の鮮魚
と、日本酒にこだわりを持った居心地の良い和食居酒
屋『和』。気軽にフラッと寄れるそんな温もりのある
居酒屋で、他店では味わえないこだわりのある旬のお
魚と日本酒を堪能してみてはいかがでしょうか？

 （担当：井上／宇治川）

オーナーシェフ：井上 和彦

所在地
武蔵野市吉祥寺本町 2 丁目 16-18　

リベストフォーラムⅠ 2F

☎ 0422-23-1680
URL https://www.kichijoji-kazu.com/

三 吉境
★

旬肴・酒  和 -KAZU-
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内野	逸勢　うちの・はやなり
　1990年慶応義塾大学法学部卒業。大和総研入社。企業調査部、経営コンサルティング部、大蔵省財政金融研究所（1998～2000年）出向
などを経て現職（金融調査部　主席研究員）。専門は金融・資本市場、金融機関経営、地域経済、グローバルガバナンスなど。主な著書・論
文に『地銀の次世代ビジネスモデル』2020年5月、共著（主著）、『FinTechと金融の未来～10年後に価値のある金融ビジネスとは何か？～』
2018年4月、共著（主著）、『JAL再生　高収益企業への転換』日本経済新聞出版、2013年1月、共著。IAASB　CAG（国際監査・保証基準審
議会　諮問・助言グループ）委員（2005～2014年）。日本証券経済研究所「証券業界とフィンテックに関する研究会」（2017年）。

大和総研では、「第210回日本経済予測（改訂版）」
（2021年9月8日）において先行研究を基に日本の経
済成長の長期停滞の構造を示し、岸田政権の政策が長
期停滞の原因となっている政策課題の解決に有効かど
うかを検証することを試みている。この課題が根雪
のように残っていると、将来的にコロナ禍が完全に
克服できたとしても日本経済の成長はいつまでたっ
ても「偽りの夜明け」から抜け出せない。そもそも長
期停滞論とは何であろうか。経済の低迷（低成長）を
景気循環の一時的な局面（不況）と見なすのではなく、
継続性を有する構造的な経済状態として把握しよう
とする論理である。概念自体は新しいものではなく、
1930年代の大恐慌後の米国経済の停滞を警戒した経
済学者ハンセンによって提唱された。その後、リー
マン・ショックの影響も冷めやらぬ2013年に米国の
ローレンス・サマーズ元財務長官が長期停滞の可能性
を指摘したことから、再び注目を浴びるようになっ
た。日本の長期停滞論について、1）経済成長エンジ
ンの性能自体が低いことと、2）経済成長エンジンの
性能が発揮されていないことに関する構造的な問題を
以下に簡単に整理していく。

1）については、経済成長エンジンの性能を示す潜在
GDP（国内総生産［注1］）の成長率（＝潜在成長率）が
何らかの要因によって低位に抑えられている状態とい
える。潜在成長率は、主にガソリンなどの燃料ともい
える①「資本と労働力の投入量」の増加率と、燃料をい
かに効率よく活用してエンジンの性能を高めていく②

「全般的な技術イノベーションの向上スピード」（＝全
要素生産性（TFP））の上昇率に左右される。最近、経
済学者の間では、②の上昇率の水準が低いことが経
済の低成長の要因であるとされている。つまり「○○
Tech」と呼ばれたAI（人工知能）、あらゆるものがイ
ンターネットにつながる技術であるⅠoT（Internet 
of Things）などの先端的な情報通信とデジタル技術
の普及が加速し、第4次産業革命ともてはやされた社
会を変革していく基幹技術のイノベーションが生産性
＝TFPの上昇につながっていないと考えられるように

なっているのではないか。モノよりも情報の付加価値
が高くなってきているという情報化社会が飛躍的に進
展する中で、これまでの第1次から第3次の産業革命
のように、大量の資本と労働力を集めて、大規模設備
を建設して、基幹技術のイノベーションによって、飛
躍的に生産性を高めて、効率よく大量にモノを生産し
ていくことが、付加価値につながっていないという構
造的な問題があるのではないか。

2）については、日本の経済成長のエンジンである
需要が十分に生み出され、その需要が増加し続ける力
という日本の成長力の問題である。その源である消費
については、急速な高齢化によって老後資金の確保の
必要性が高まることで貯蓄が増えて消費が構造的に抑
制され、一方、投資については、情報社会にシフトす
ることで必要となるハード面の投資の絶対額が減少し
ているという構造的な問題がある。

これらを踏まえると、日本の長期停滞の脱却に向け
ては、政府が政策として打ち出しているDX（デジタ
ル・トランスフォーメーション）の前に、需要が構造的
に減少している中で、これまで以上に顧客のニーズを
優先して、商品の企画・開発を行っていくような、モ
ノから顧客・情報をより重視した産業構造に変革して
いくことの必要性が高まっていよう。これを各産業が
早急に認識して実行に移さなければ、DXに頼った経済
成長戦略は将来的に先細る可能性が高いといえよう。

大和総研［注2］では、日本において急速に少子高
齢化が進展することで、国内の生産年齢人口が大幅に
減少するという社会構造の変化が根底にあるため、期
待する経済の成長率が低いままとなり、将来的にも企
業の「過小投資」と家計の「過少消費」を生み続け、自
己実現的に日本の経済成長の長期停滞がもたらされて
いくとしている。政府も企業も国民と顧客のニーズを
しっかりくみ取り、国民・顧客中心の方針の下、変革
を実施していくことが重要であろう。政府・企業が、
これらを十分に踏まえて、オールニッポンで、日本経
済の「偽りの夜明け」への懸念を払

ふっ

拭
しょく

）することに期待
したい。

 （12月10日執筆）

潮流潮流をを読む読む

懸念される日本経済の『偽りの夜明け』
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（令和4年1月17日現在）

武蔵野商工会議所の

会員数＝ 3,212
市内事業所数
6,956
事業所

加入率

46.2%
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▼前年同月比:	2020年12月: 2021年12月
全	業	種 建				設 製				造 卸				売 小				売 サービス

全　国
▲�15.8 ▲ 16.3 ▲ 9.3 ▲ 11.6 ▲ 30.0 ▲ 12.5

▼先行き見通し：2022年1月～ 2022年3月
全	業	種 建				設 製				造 卸				売 小				売 サービス

全　国
▲ 18.0 ▲ 17.8 ▲ 14.9 ▲�19.7 ▲ 25.1 ▲�14.9

LOBO
調  査早期景気観測

LOBO調査とは……
全国の337商工会議所が2,619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、▲15.8（前月比+5.3ポイント）

日常生活の回復に伴う外出機会の増加や一部自治体に
よる需要喚起策の効果により客足が増える飲食・宿泊業を
中心としたサービス業の回復が続くほか、小売業では衣料
品の需要に持ち直しの動きがみられる。一方、製造業を中
心に依然として幅広い業種で、部品供給制約による納品遅
れ、原油価格を含む資源価格や鉄鋼などの原材料費の上昇
などのコスト増加が続いている。加えて、活動正常化に伴
う人手不足も発生しており、中小企業の景況感は回復基調
が続くものの、力強さを欠いている。

先行き見通しDIは、▲18.0（今月比▲2.2ポイント）

感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けた国・自治
体の支援の拡充により、年末年始の商戦を契機とした個人
消費拡大や国内の観光需要回復などへの期待感がうかがえ
る。一方、オミクロン株による感染拡大と活動制約を懸念
する声に加え、部品供給制約の長期化や円安、資源価格の
高止まり、最低賃金引き上げによる人件費増などのコスト
上昇圧力の継続、仕入価格上昇分の価格転嫁の遅れから、
先行きの不透明感が高まり、慎重な見方が広がっている。

業況 DI は、コスト増の影響続くも改善
先行きは、変異株への警戒感から慎重な見方広がる

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 301 412 755 118 220 1,328 78 3,212
市内事業所数 474 1,286 1,562 134 357 3,040 103 6,956
割合（％） 63.5 32.0 48.3 88.1 61.6 43.7 75.7 46.2%
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特特許許・・商商標標・・実実用用新新案案・・意意匠匠ののここととなならら
ななんんででももごご相相談談下下ささいい

https://www.yki.jp/

新新ししいい発発想想やや新新ししいい商商品品をを知知的的財財産産ととししてて保保護護ししまませせんんかか？？

武蔵野市吉祥寺本町1-34-12
TEL  ：0422-21-2501

素素晴晴ららししいい発発明明やや改改良良技技術術、、デデザザイインン、、店店名名、、商商品品//ササーービビスス名名ななどどのの知知的的財財産産はは、、適適切切なな方方法法でで保保護護しし、、活活用用ししななけけれればば意意味味ががあありりまませせんん。。
ＹＹＫＫＩＩはは、、豊豊富富なな実実績績にに基基づづくく ““有有効効なな権権利利”” のの取取得得・・活活用用へへののアアドドババイイススにによよっってて、、多多くくののおお客客様様かからら高高いい評評価価をを頂頂いいてていいまますす。。

海海外外ででのの知知的的財財産産権権のの保保護護・・活活用用ににつついいててもも、、どどううぞぞおお気気軽軽ににおお問問合合せせくくだだささいい（（初初回回ごご相相談談無無料料））。。

ヨドバシカメラ
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至三鷹 至新宿

特許業務法人

ＹＫＩ国際特許事務所


