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第2弾

お問合せ 武蔵野市くらし地域応援券事務局

TEL: 0570-034-077

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）」を発行し、1月に市民の皆様にお届けしました。

応援券の利用期間は令和4年3月31日までとなりますので、期間内にご利用く
ださい。なお、登録店舗の換金期間は下記のとおりです。期間終了後の換金はで
きませんので、換金漏れのないようご注意ください。

応援券利用期間：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）

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
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Report

報告

2月9日（水）に、松下玲子市長と笹井肇・恩田秀樹
両副市長に来所いただき、正副会頭との意見交換会が
行われました。この会は、髙橋会頭が会議所運営の柱
の一つとして掲げている「行政と連携した地域振興事
業の推進」のために開催しているものです。市側の所
管部署である、田川良太市民部長、吉崎勝哉産業振興
課長も同席しました。
冒頭に松下市長から、「オミクロン株によって感染
者数が増え、市内でも自宅療養者が多数いる。市で
は、自宅療養者支援センターを設け、療養者に電話を
かけて、必要な支援につなげている。臨機応変に、こ
の災害ともいえる状況を乗り越えていきたい。また、
“くらし地域応援券事業第二弾”が始まっている。2
月・3月と前回より期間を長くとり、概ね市民の皆様
からいい評価をいただいている。武蔵野商工会議所の
協力のもとで実現できている事業なので、引き続きよ
ろしくお願いする」とのあいさつで始まりました。
続いて髙橋会頭から、「私の会議所運営の方針にあ
るように、行政との連携は厳しい時だからこそより大
切で、しっかり手を携えていきたい。市長から話が
あったように“くらし地域応援券事業”は、2回目と

髙橋会頭

市長・副市長と正副会頭との意見交換会を開催

意見交換会の様子

松下市長

いうことで使う方も使い勝手が分かってきた。今回
は、1,300を超えるお店が参加し、まさに行政と地
域が一体となった事業になっている。私たちは、商工
業の活性化を眼目にしっかりと取り組んでいく。それ
がまちの活性化、ひいては市の活性化につながると思
う」とのあいさつがありました。
その後、市から令和3年度の緊急経済対策の現況と
令和4年度の産業振興事業に係る予算案を、当所から
は令和3年度の小規模事業者経営改善資金融資（マル
経融資）、小規模事業者持続化補助金や経営支援事業
の実績などを説明の後、意見交換が行われました。
主な内容として、商店会活性出店支援金の有効性や
オミクロン株感染の状況、そして武蔵野公会堂の更新
を含む周辺の今後についてや、吉祥寺東部地区の駐輪
場や消防団分団の建て替えを含む活性化策、さらには
市有地の活用方法などについて、率直な意見・情報交
換がなされました。今回は、まん延防止等重点措置の
適用下の会議になりましたが、地域の具体的な話題も
交え、予定された時間を上回るほど活発な意見交換会
となりました。
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お問合せ 企業支援部 TEL : 0422-22-3631

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（例．HP・チラシ作成、店舗改修等）の取り組みに対し、50万円（一般型）を上限（補
助率：2/3）に補助金が出るもので、毎年多くの小規模事業者が活用しています。窓口は、全国
の商工会議所等です。

小規模事業者持続化補助金、低感染リスク型ビジネス枠の新設

販路開拓に加え、賃上げや事業規模の拡大、創業や後継ぎ候補者の新たな取り組み、インボイ
ス発行事業者への転換といった環境変化に関する取り組みを支援する枠が新設される予定となっ
ています。（補助上限額200万円、補助率2/3）
�

当所では、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をしています。
東京都内トップクラスの採択率は、このアドバイスを受けている事業所が多いためです。※いずれも参
加費無料です。

■セミナー
　［日　時］� 4月14日（木）� 14：00～ 16：00
　［定　員］� 30名程度

■個別相談会
　［日　時］� 4月21日（木）� 10：00～ 12：00／ 13：00～ 17：00
　� 4月26日（火）� 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。
※完全予約制ですので、お申込みはお早めにお願いします。

申請類型 補助上限額 補助率

通常枠 50万円

2/3（※成長・分配強化枠の一部の類型に
おいて、赤字事業者は3/4）

成長・分配強化枠 200万円

新陳代謝枠 200万円

インボイス枠	 	 100万円

小規模事業者持続化補助金の

セミナー＆個別相談会のご案内
（令和4年度は新たな枠を増設!  上限金額も増加!!）

セミナー＆個別相談会のご案内
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 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（谷ケ久保芳弘委員長）では、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

2/10現在 0 2 2 0 0 2 2.5 8.5

��新入会員歓迎会開催について

令和元年度から令和3年度に入会していただいた事業所（今まで新入会員歓迎会にご参加され
ていない事業所）を対象に、毎年恒例となっている新入会員歓迎会を開催します。
この会は、新入会員に対し、役員・議員が感謝の意を込めて催すものです。
当日は、参加者同士で懇親を大いに深めていただき、今後の会議所事業への積極的な参加や、
会員サービスを有効的に活用していただくための一助になればと考えています。
また、役員・議員との親睦を深めることで自社PRにもつながると思いますので、この機会に
是非ご参加ください。
例年、年に1回の開催でしたが、今回はコロナ禍で開催が延期となってしまっていたため、過
去3年に渡る新入会員が対象となっています。今回は、より多くの事業所にご参加いただけるよ
う3回に分散して開催します。
なお、対象者には別途郵送にて案内を送付していますので詳細をご確認ください。

［日　程］� 4月13日（水）17：00 ～ 19：00
 4月20日（水）15：00 ～ 17：00
 4月28日（木）17：00 ～ 19：00
 ※終了時間は、予定です。
［場　所］� 商工会館4階　市民会議室

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
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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・講習会の工和会を、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。下記QRコードからチラシ
をご確認いただき、是非ともお申し込みください。

お知らせ

�飲食業 部会
� 担当：神林

初詣開催
飲食業部会（佐藤孝一部会長）では、感染症対策を十分に行
いながら2月 14日（月）に恒例の初詣を実施しました。
今回は、現世利益を求める多くの人々の信仰のお寺として名
高い成田山新勝寺を参拝しました。ご本尊不動明王は役病退散
の仏様と知られていることから、参加者は、新型コロナの早い
終息とコロナに負けずに乗り切っていくことを願いました。
参拝後は、川豊別館にて名物の鰻を堪能した後、道の駅風和
里しばやまにて、現地の生産者が丹精込めて育てた農産物など
の買い物を楽しみました。
天候にも恵まれ、皆様に大変好評な初詣となりました。

報　告

News

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

66 Newsletter Musashino 2022.3



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

 異業種交流プラザ
� 担当：本田

2 月定例会を開催
異業種交流プラザ（田中浩雅会長）では、2月 14日（月）
に当所会議室で2月の定例会を開催しました。
今回は、当プラザ幹事で建築家の山本富士雄氏に『今こそ
後藤新平に学ぼう！～世紀の復興計画～』というテーマでご
講演いただきました。後藤新平が「パブリックの精神」を背
景に数々の多大な功績を残したことが紹介され、参加者か
らは「先人に学ぶことは多い」など、非常に参考になったと
いう感想が多く寄せられました。

報　告

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 2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。
⇨ ⇨
⇨
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１．少額減価償却資産の損金算入特例の延長（２年）
� ▶�30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度

に、即時償却（全額損金算入）が可能

２． 中小企業向け所得拡大促進税制の延長（１年）・拡充
� ▶適用期限を2023年３月末から、2024年３月末に延長
� �▶�現行制度（給与等支給総額が対前年比1.5％以上増で増加額の15％を税

額控除）を維持し、
� 　•給与等支給総額が対前年比2.5％以上増で増加額の30％を税額控除
� 　•�教育訓練費が対前年比10％以上増で増加額の10％を税額控除（上乗

せ）を措置（最大40％の税額控除）※控除上限は法人税額の20%

■…給与等支給総額が対前年比1.5%以上増加の場合
■…給与等支給総額が対前年比2.5%以上増加の場合
■…教育訓練費が対前年比10%以上増加の場合

３． オープンイノベーション促進税制の延長（２年）・拡充
� �▶�スタートアップ企業とのオープンイノベーションに向け、スタートアッ

プ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合、その株式の取得価額
の25％を所得控除

� �▶対象となる株式の保有期間を３年（現行５年）に短縮
� �▶�出資を受けるスタートアップ企業の要件のうち、設立の日以後の期間に

係る要件（現行：10年）について、売上高に占める研究開発費の割合が
10％以上の赤字会社は設立後15年未満まで拡充

Ⅰ．コロナ禍における事業継続と成長を後押しする税制措置

１．商業地等に係る固定資産税の負担軽減措置
� ▶�令和４年度に限り、地価が上昇した商業地等について、前年度の課

税標準額への上乗せ分を評価額×2.5%（現行：評価額×５％）とし、
固定資産税額の上昇分を半減

２．交際費課税特例の延長（２年）
� ▶�中小法人は①交際費等（※）を800万円まで全額損金算入、②接待飲

食費の50％まで損金算入、のどちらかを選択適用

� ※�交際費、接待費、機密費その他の費用であって、得意先、仕入先そ
の他事業に関係のある者等に対する、接待、供応、慰安、贈答�その
他これらに類する行為のための支出が該当

� ※大法人（資本金100億円超の法人は対象外）は②のみ適用可

３．法人版事業承継税制の特例承継計画に係る提出期限の延長（１年）
� ▶法人版事業承継税制（特例措置）適用の前提となる特例承継計画の提出期限を2024年３月まで延長

令和4年度 税制改正のポイント中小企業向け

ポストコロナに向けた、中小企業の事業継続と新たな成長への挑戦、地方創生を後押しする税制が実現！ 

税額控除
％

税額控除 税額控除 税額控除 税額控除

税額控除
％

①【維持】 ②【新設】 ③【新設】 ④【新設】

最大
％

Ⅱ．ビジネス変革等の挑戦を後押しする税制措置

従業員の所得拡大や教育訓練による
積極的な人材投資を後押し

大企業・中小企業とスタートアップ�
企業との連携を促進

Information

お知らせ
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中小企業も「スマート工場」の整備 
などで活用可能

４．５G導入促進税制の延長
� ▶�5G基地局の整備や、企業等が限られたエリアで構築する「ローカル5G」への投資について、取得価額の15％の税額控除ま

たは30％の特別償却ができる措置を３年間延長（ただし控除率は段階的に見直し）
� ▶�ローカル5G事業者に限り固定資産税の課税標準を1/2にする措置を２年間延長（ただし対象資産の取得価額要件を２億円以

下（現行：３億円以下）に引き下げ）

５．中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長（２年） 
� ▶�認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免

許税・不動産取得税の軽減措置を２年間延長

６．創業支援等事業計画の認定自治体における登録免許税の軽減措置の延長
� ▶認定特定創業支援事業の支援を受けた個人が創業する際の株式会社等の設立に要する登録免許税の軽減措置を２年間延長

Ⅲ．地方創生・地域経済の活性化を後押しする税制措置

１．地方拠点強化税制の延長（２年）・拡充
� ▶�本社機能の地方への移転、地方における拠点強化

を行う事業者に対する減税措置を２年間延長
� 　■設備投資減税（オフィス減税）
� 　　→建物等を取得した場合に適用
� 　■雇用促進税制
� 　　→新たに従業員を雇い入れた場合等に適用

� 対象事業部門に�情報サービス事業部門
� �（ソフトウェア開発等）を追加
� �中小企業が整備計画の認定を受ける場合の従
業員要件が１名以上増加に緩和

� �（現行２名以上増加）�　等

２．ウォーカブル推進税制の延長（２年）・拡充
▶� �民間事業者等が、①広場等のオープンスペースの創出およびベンチ等の設
備の設置、または②店舗等の低層階部分を地域に広く開放した場合、それ
ぞれにかかる固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減�( ５年間１／２)

▶� 上記①の適用対象設備に電源設備・給排水設備・冷暖房設備を追加
▶� 公共施設の管理が官民連携で行われる場合も対象となることを明確化

Ⅳ．納税環境整備
電子取引における電子保存義務化の２年間猶予
▶� �2022年１月施行の改正電子帳簿保存法に盛り込まれている、電子データ
で受け取った請求書や領収書等の電子保存の義務化について２年間の猶予
を実施

▶� �これにより、2023年12月31日までは従前通りの保存が可能に

【商店街内の駐車場を広場化】

Newsletter Musashino 2022.3 99



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、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12月11日号（日本商工会議所発行）より転載】

攻撃再開の兆候 
従業員へ注意喚起を

2021年11月14日頃から「Emotet（エモテット）」
の攻撃活動再開の兆候が確認されたという情報がある。
Emotetとは、情報の窃取に加え、さらにほかのウイル
スへ感染させるために悪用されるウイルスのことで、本
連載vol・33（19年12月11日号）とvol・43（20年
10月21日号）にて注意喚起を行っている（文末のQR
コードを参照）。
21年1月27日、EUROPOL（欧州刑事警察機構）

が、欧米8カ国の法執行機関・司法当局の協力により、
Emotetの攻撃基盤（ウイルスメールをばらまいたり、
感染したマシンを操作したりするための機器など）を
停止させたと発表し、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）でも、Emotetによる攻撃や被害が停止、あるい
は大幅に減少したことを確認していた。
IPAでは今回、攻撃メールに添付されていたと思わ

れるWordファイルとExcelファイルを入手し、確認を
行った。これらは悪意のあるマクロ（プログラム）が仕
込まれたもので、21年1月までの攻撃と同様の手口で
ある。被害に遭わないために、システム管理部門などに
おいては、Emotetの攻撃メールを警戒するとともに、
改めて従業員へ、不審なメールへの注意喚起を実施して
ほしい。

実施すべき対策
　Emotetへの感染を防ぐというためだけにとどまら
ず、メールを介したサイバー攻撃への対策として、次の
ような対応をすることを勧める。
■�身に覚えのないメールの添付ファイルは開かない。
メール本文中のURLリンクはクリックしない。
■�自分が送信したメールへの返信に見えるメールであっ
ても、不自然な点があれば添付ファイルは開かない。

■�OSやアプリケーション、セキュリティーソフトを常
に最新の状態にする。

■�信頼できないメールに添付されたWord文書やExcel
ファイルを開いたときに、マクロやセキュリティーに
関する警告が表示された場合、「マクロを有効にする」
「コンテンツの有効化」というボタンはクリックしない。
■�メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告
ウインドウ（メッセージ）が表示された際、その警告
の意味が分からない場合は、操作を中断する。
■�身に覚えのないメールや添付ファイルを開いてしまっ
た場合は、すぐにシステム管理部門などへ連絡する。

IPAなどが発する 
関連情報を参考に

Emotetへの感染を狙った攻撃メールの文面や添付さ
れている不正なファイルの例、対策、関連情報について
はIPAのウェブサイトを参照してほしい。また、Word
やExcelのマクロ機能に関する設定の変更、Emotet
に感染した場合の影響などについては、一般社団法人
JPCERTコーディネーションセンター（JPCERT ／
CC）から公開されている注意喚起を併せて参照してほ
しい（文末のQRコードを参照）。
今後、Emotetの攻撃メールは大規模なばらまきに発

展する可能性もある。19年から20年にかけ、多くの企
業・組織が被害に遭っている。念のため、警戒すること
をお願いしたい。

中 小 企 業 の
セキュリティ対策

IPAの注意喚起 JPCERT／
CCの注意喚起
※本連載vol・33と43
はこちらを参照

日商ASSISTBIZ

Emotetに再び警戒を

オンラインで実施する講習能力養成セミナー
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AkkordGuitars

楽器の修理、 カスタマイズが 
できるお店です。

吉祥寺で楽器の修理、カスタマイズを行っています。
楽器でお困りの際は御相談ください。
中古楽器、 楽器周辺機器も少量ではありますが、販売も
行っています。

代表者 ● 田草川 勝
所在地 ●  〒180-0002東京都武蔵野市吉祥寺東町

2-10-2 村井ビル B1
TEL ● 0422-27-1159
E-mail ● info@akkord-guitars.com
URL ● https://www.akkord-guitars.com/

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

New

（
1
月
18 

日
～

�

2 

月 

10 

日
）

入
員会

新 飲食業部会

ミートイートアップ吉祥寺 カフェ 吉祥寺地区

PIZZA-ISM 立ち呑みピザ店 中央地区

商業部会

Akkord Guitars 楽器修理・中古楽器販売 吉祥寺地区

KNIGHTSBRIDGE 靴修理 中央地区

合同会社 Day-One 防犯カメラ、除菌消臭機器販売 吉祥寺地区

株式会社 CAMISIA coromo-cya-ya 小売店（婦人服）、飲食店、衣服製造業 吉祥寺地区

建設部会

株式会社 アース 建設業防水工事業 地区外

サービス業部会

ニューベリー八代子 サービス業　添乗、ツアーコンダクター 地区外

株式会社 東京アーバン不動産 不動産売買仲介、不動産買取転売 吉祥寺地区
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元気な会社を紹介します Close Up

　今回は吉祥寺本町にあるDecor�Interior�Tokyoを訪
問し、代表取締役の坂田夏水さんにお話を伺いました。
　坂田さんは、中学生のときにお父様の転勤により福
岡から吉祥寺に越してきました。それ以来、吉祥寺を
地元として生活しています。
　美術大学で建築を学んだ後、設計事務所、工務店、
不動産屋で経験を積み、2008 年に現在の会社を設立
しました。それまでの経験を活かし、お客様からの要
望に応えることを重視した内装工事を行っており、提
案や材料選びなど親身に対応してもらえます。6年前
からは内装に関連した壁紙やタイル、照明、室内に飾
るインテリアグッズなどの物販にも力を入れ別法人も
立ち上げたほか、昨年 12月には、大阪にも店舗をオー
プンしました。
　吉祥寺にお店を構える前は、西荻窪、代官山に出店
したそうですが、コロナの影響を受け、代官山を撤退
する際に廃業も頭に浮かんだそうです。しかし、地元
でお付き合いのあった、株式会社リベスト（以下リベ
スト）の荒井社長より「地元に改めて出店し、頑張っ
てみては……」という言葉をかけられ、今の場所で再
スタートすることに。
　「吉祥寺はもともとクラフト関連などの個性的なお
店もあり、ものづくりに対する意欲が高い地域のよう
で、多くのお客様からご支持をいただくことができ、
今に至ります。荒井社長には本当に感謝しています」
という坂田さん。
　商工会議所の経営相談も積極的に利用されており、
「商工会議所がこんなに手厚く私たちの経営について
支援してくれるとは思わなかった。他者の視点で問題
点や新たな方向性を示していただき、とても良い経験
ができた。会員になっていてよかった」と商工会議所
にとって大変ありがたいお言葉も。

　リベストとは、共同プロジェクトとして築年数が古
く入居が決まらないアパートなどを、坂田さんたちが
モダンな内装に全面リニューアルした後、改めて物件
として公開する事業も行っています。リニューアル後
は、あっという間に契約が決まるそうで、マスコミに
も注目され、テレビの取材も受けたそうです。
　また、こちらでは貼って剥がせる糊を使って施工を行
うので、後できれいに剥がすことができます。賃貸でお
住まいの方も自分好みの内装に変えることが可能です。
　ファッションのように住まいのものも選んでほしい
と掲げるだけあり、店舗では、ウイリアム・モリスや
北欧のカラフルでデザイン性に富んだ輸入壁紙などが
驚くほど安価で販売されています。ほかのお店ではな
かなか見ることができない逸品です。さらに、日本ペ
イントと提携し、壁紙の上から塗ることができるオリ
ジナルカラーの水性ペイントも販売しています。カラ
フルかつヨーロッパで目にする淡くおしゃれな印象の
色が多く揃っています。
　お店では、月に 8回のペースでワークショップも
行っていますので、DIY で内装の手直しをしたいとい
う方には、おススメです。（ワークショップ申し込み
はホームページより）
　内装のリニューアルを検討中の方は是非ご相談さ
れ、個性的なお部屋に改装してみてはどうでしょう。
� 　（池田／井上）

代表取締役：坂田　夏水

所在地 武蔵野市吉祥寺本町 2-26-10

☎ 0422-27-5193

URL https://decor-tokyo.com

三 吉境
★

Decor Interior Tokyo
（デコール・インテリア・トーキョー）
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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）

昨年後半からコロナ禍に収束の兆しが見え、経済活動の正
常化の道筋が立ってきた矢先に、オミクロン株が猛威を振る
い、今年の経済成長への影響が再び懸念されている。
昨年12月末に大和総研のエコノミストが公表した「2022

年の日本経済見通し」（21年12月21日）では、22年におけ
る日本の経済成長は欧米と遜色ない高い成長を見込み、実
質GDP成長率は＋4.0％との予想であった。この前提となる
のは、経済活動の本格的な再開や、岸田政権が取りまとめた
経済対策の効果による個人消費や設備投資の成長率が高まる
ことである。ただし、冒頭で述べたように景気下振れの最大
リスクはオミクロン株の国内での流行であり、感染予防率が
30％ポイント低下すると、22年に3回の行動制限の強化を余
儀なくされ、同年の実質GDPは全国ベースで10兆円減少し、
成長率は1.8％ポイント低下すると予想している。他方、米
国の足元の消費者物価指数（CPI）の上昇率が前年比約＋7％
となり、インフレ懸念が強まっていることにも言及してい
る。この指数は22年10-12月期で同＋3.0％まで低下する見
込みであるが、インフレが想定以上に加速し、仮に米国の長
期金利が5％まで上昇すると、世界経済の成長率は5％ポイン
ト低下すると予想している。さらに想定される世界経済への
悪影響が22年中に全て発現すれば、マイナス成長に陥る可能
性があるとしている。
このようなコロナ禍の経済危機の余波が続く状態では、度

重なる危機を企業が乗り越える力を意味する「企業レジリエ
ンス」が注目されるのは当然であろう。事業環境の悪化に対
応できる柔軟性、頑健性が高く、回復力に優れた企業は、一
般的に生産性も高いとされている。日本の大手企業の企業レ
ジリエンスはどうであろうか。中長期的には、デジタル化へ
の対応の遅れ、グローバルサプライチェーンの再構築、経済
安全保障の対応などの、さまざまな経営課題を抱えていると
いわれているが、大手の上場企業に限って言えば、コロナ
禍でも堅調な企業業績を見ると、企業レジリエンスは高まっ
ていると言えよう。大和証券の企業アナリストが公表した
「2021年度～ 2022年度の企業業績見通し［2021年12月］」

（主要上場企業（除く金融））では、2021年度の売上高は前年
度比12．0％増収、経常利益は前年度比35.0％増益と3年ぶ
りに増収増益となり、過去最高益を更新する見込みである。
さらに、22年度は、伸び率が低下するものの、同6.3％増収、
同7.0％増益で2年連続の増収増益で、過去最高益更新となる
と見込んでいる［注1］。アナリストの総評としては「総じてみる
と、コロナ禍による供給制約、原材料価格上昇といった逆風
下でも、コロナ禍を受けてコスト構造などが改善したところ
で経済正常化が進展し、一部の値上げ効果もあり、日本企業
の業績は改善し、最高益を更新すると見込まれる」としてい
る。同調査によれば、リーマン・ショックの経済危機、東日
本大震災の経済的な危機の時と比較して、コロナ禍の企業業
績への影響は、経常利益の落ち込みが軽微で済んでおり、企
業レジリエンスは高まっていると言えよう。�
今回のコロナ禍による経済危機は、1970年以降の日本の

経済危機の歴史をひも解くと、7回目［注2］に該当すると考え
られる。日本には古くから「七転び八起き」という言葉があ
り、7回の危機を乗り越えた日本企業のレジリエンスはかな
り鍛えられていると言えよう。ただし、聖書（旧約聖書：箴
言24章16節）には「正しい者は七たび倒れても、また起きあ
がる、しかし、悪しき者は災によって滅びる」［注3］としてい
る。多くの危機を“くじけず”“正しく”乗り越えた企業は、
今後も10年に一度ぐらい大きな経済危機でも企業レジリエン
スは維持できると解釈できる。この“正しく乗り越える”が
ポイントであろう。つまり、いくら世の中が変化しても変わ
らないものと、世の中の変化とともに変わっていくものの根
本を一つと考える「不易流行」に基づく“正しい”回復力を身
に付けることがレジリエンスを維持する上で重要ではなかろ
うか。自社の本質的な付加価値とテクノロジーのようなはや
りを混同してしまうと、レジリエンスは逆に損なわれる可能
性が高い。「不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざ
れば風新たならず」［注4］、企業経営者には常に自社の本質的な
付加価値と真摯（しんし）に向き合いながら、流行を取り入れ
る勇気が求められよう。� （1月19日執筆）

［注1]��為替の前提は21年10月以降、110円／ドル、130円／ユーロ、原油前提（WTIベース）は80ドル／バレル（21年第3四半期）、70ドル/バレル（21
年第4四半期）、60ドル／バレル（22年度平均）である。

［注2］�1）1970年から71年のニクソンショックと73年のオイルショックから主なものを数えると、2）90年代のバブル崩壊による経済危機、3）90年
代後半のアジア通貨金融危機後の金融・経済危機、4）2000年代前半のITバブル崩壊による経済危機、5）08年のリーマン・ショックを契機とす
るグローバルな金融・経済危機、6）11年の東日本大震災による経済危機

［注3］日本聖書協会『聖書�新共同訳』
［注4］松尾芭蕉「奥の細道」

潮流潮流をを読む読む

「『不易流行』の経営が不可欠」
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（令和4年2月10日現在）

武蔵野商工会議所の

会員数＝ 3,217
市内事業所数
6,956
事業所

加入率

46.3%
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▼前年同月比:�2021年1月: 2022年1月
全�業�種 建����設 製����造 卸����売 小����売 サービス

全　国
▲ 18.2 ▲ 21.5 ▲ 6.9 ▲ 18.1 ▲ 26.7 ▲ 20.4

▼先行き見通し：2022年2月～ 2022年4月
全�業�種 建����設 製����造 卸����売 小����売 サービス

全　国
▲ 27.4 ▲ 24.8 ▲ 16.0 ▲ 24.4 ▲ 34.7 ▲ 35.5

LOBO
調  査早期景気観測

LOBO調査とは……
全国の334商工会議所が2,599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、▲18.2（前月比▲2.4ポイント）
自動車関連で生産回復の動きが見られる製造業や、消

費者マインドの回復により年始の初売りが好調だった小売
業の業況感が改善した。一方、新型コロナウイルスのオミ
クロン株の感染拡大に伴い、飲食業、宿泊業などのサービ
ス業では、イベントの中止や予約のキャンセルが相次ぎ、
客足が急減した。また、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原材料費の上昇に
よるコスト増加が続いており、中小企業の業況改善に向け
た動きは継続も、足元で鈍さが見られる。

先行き見通しDIは、▲27.4（今月比▲9.2ポイント）
オミクロン株の感染急拡大による営業時間短縮や人流

抑制などの活動制約、春の観光需要喪失を不安視する声は
多い。また、部品供給制約の長期化、資源価格の高騰、円
安、人件費上昇などのコスト増加分の価格転嫁の遅れによ
る業績悪化への懸念もあり、中小企業の景況感は先行きへ
の警戒感が強まり、厳しい見方となっている。

業況 DI は、オミクロン株の感染拡大により悪化
先行きは、感染急拡大への警戒感から厳しい見通し

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 300 414 760 117 220 1,328 78 3,217
市内事業所数 474 1,286 1,562 134 357 3,040 103 6,956
割合（％） 63.3 32.2 48.7 87.3 61.6 43.7 75.7 46.3%
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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））。。
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