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Report

報告

通常議員総会開催
事業計画および収支予算など 承認

3 月28 日（月）商工会館 4 階において通常議員総会が開催され、令和 4 年度
事業計画・収支予算、専務理事選任同意、常議員補欠選任など5 議案につい
て審議をしました。

議案第1号：令和4年度事業計画（案）承認の件、議案第2号：令和4年度収支予算（案）
承認の件については、いずれも原案通り可決承認されました。議案第3号：専務理事選任同
意は、加藤専務理事の退任に伴い、新たに西川和延氏（前武蔵野市防災安全部長）が選任され
ました。議案第4号常議員補欠選任については、商業部会の田辺文彦議員が選任されました。

その後、報告事項として、くらし地域応援券事業、当所第3次中期行動計画などについ
て報告がありました。

なお、令和4年度の事業計画と収支予算については次のとおりです。

Ⅰ．基本方針

昨年も緊急事態宣言の発出と解除が繰り返される中、多くの中小企業・小規模事業者は、
営業自粛や休業要請に協力しつつ、事業の継続や雇用の維持に全力で取り組んできました
が、依然として厳しい経営環境が続きました。

こうした中、当所では、市と連携して、くらし地域応援券事業やキャッシュレス決済ポイ
ント還元事業などの経済対策事業に取り組んだほか、国や東京都の支援金、補助金申請の支
援など様々な経営のサポートを行ってまいりました。

一方、各種事業活動は、新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念され、感染リスクを完
全に排除できないこともあり、武蔵野吉祥七福神めぐりをはじめ、多くの事業は延期または
中止を余儀なくされました。

また、昨年は、3年に1度の役員・議員改選が行われ、新体制がスタートした年となりま
した。

さて、本年の事業計画は、「会員拡大」、「行政等と連携した地域振興事業の推進」、「会員
相互の融和事業」、「商工会議所固有事業の推進」、の4つの柱を継承し、さらに会員企業の
経営支援の強化を5つ目の柱に据え、厳しい財務状況ではありますが、地域経済の活性化
に全力で取り組んでまいります。

まず、会員拡大は、中期目標として会員組織率50％を目指し、役員、議員、部会、事務
局が一体となり増強運動に取り組んでまいります。

次に、地域振興事業は、「Musashinoごちそうフェスタ」、「武蔵野吉祥七福神めぐり」、
「吉祥寺コレクション」などに加え、さらに街の活性化を目的とした新たな事業として、「ア
ニメノムサシノ（仮称）」の立ち上げに取り組んでまいります。

また、会員相互の融和事業では、継続事業である「武蔵野エリア販路開拓事業」、「むさし
のまち大工」、「無料街頭相談会」や女性会、異業種交流プラザ活動に着実に取り組んでまい
ります。

一方、固有事業の推進では、会員企業の福利厚生の充実に活用いただける共済制度や事業
活動リスクを総合的に補償する損害保険制度などの普及を図り、安心して事業を継続してい
けるサポートを行ってまいります。また、各種検定試験では、PR強化や経費の見直しなど
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運営の効率化を図るとともに受験者の確保に努めてまいります。
さらに、経営支援においては、新規の相談件数を増加させ、様々な経営支援施策の利用促進を図っていくほ

か、創業支援機関との連携による創業塾の開催に加え、新たに創業フォローアップ講座も開催してまいります。
以上の基本方針のもと、令和4年度の組織運営・事業推進に邁進してまいりますので、役員、議員および会

員の皆様のより一層のご支援・ご協力をお願い申し上げます。

Ⅱ．重点事項

❶　会員増強の推進および退会防止の強化
❷　中小・小規模事業者支援の推進
❸　地域活性化事業の推進
❹　行政への意見具申の強化　　　　　　　　
❺　行政機関などの新型コロナウイルス対策支援事業への協力
❻　共済制度への加入促進の強化および検定試験の受験者確保

収入の部� （単位：円）

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増・減（△）

1．会費 56,090,000 54,914,000 1,176,000

2．交付金 118,369,000 1,185,135,000 △ 1,066,766,000

3．事業収入 216,083,000 189,271,000 26,812,000

4．労働保険事務組合収入 32,500,000 30,500,000 2,000,000

5．特別事業収入 106,690,000 116,762,000 △ 10,072,000

6．会議室等使用料収入 6,050,000 4,700,000 1,350,000

7．雑収入 4,188,000 2,862,000 1,326,000

8．繰越金 25,891,000 32,067,000 △ 6,176,000

合　計 565,861,000 1,616,211,000 △ 1,050,350,000

支出の部� （単位：円）

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比較増・減（△）

1．一般事業費 226,836,000 1,244,280,000 △ 1,017,444,000

（1）商工振興費 55,100,000 1,095,200,000 △ 1,040,100,000

（2）検定事業費 16,600,000 13,080,000 3,520,000

（3）調査広報費 7,705,000 7,480,000 225,000

（4）労働福祉対策費 1,093,000 780,000 313,000

（5）経営向上事業費 125,700,000 115,740,000 9,960,000

（6）部会活動費 20,638,000 12,000,000 8,638,000

2．小規模事業費 45,853,000 50,628,000 △ 4,775,000

3．労働保険事務組合事業費 30,210,000 28,150,000 2,060,000

4．共済事業費 89,886,000 100,422,000 △ 10,536,000

5．給与費 109,432,000 102,981,000 6,451,000

6．旅費・交通費 350,000 215,000 135,000

7．維持費 15,390,000 16,103,000 △ 713,000

8．事務費 9,210,000 9,652,000 △ 442,000

9．会議費 2,054,000 3,890,000 △ 1,836,000

10．渉外費 1,350,000 400,000 950,000

11．公課分担金 8,107,000 9,110,000 △ 1,003,000

12．退職給与引当金 6,446,000 6,573,000 △ 127,000

13．福利厚生費 17,914,000 17,101,000 813,000

14．雑費 735,000 765,000 △ 30,000

15．積立金 50,000 50,000 0

16．予備費 2,038,000 25,891,000 △ 23,853,000

合　　計 565,861,000 1,616,211,000 △ 1,050,350,000

令和4年度  収支予算総括表
令和4年4月 1日から　令和5年3月31日まで
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AreaNews

地域情報

3月28日（月）「第18回Musashinoごちそうフェ
スタ」第1回実行委員会を開催しました。髙橋会頭か
ら実行委員長には飲食業部会の大楽紀夫副部会長が選
任され、承認されました。
今年は①昨年作成したHPの更新および追加機能の
充実化②デジタルスタンプラリーイベント③SNSで
の情報発信を行う予定です。
デジタルスタンプラリーイベントでは、武蔵野市内
の飲食・食品業部会の会員参加店舗を回遊し、スタン
プを集めて抽選に応募。当選者には、参加店で飲食・
買い物をされた領収書を持参いただき、当選金額を換
金（ごちそう）するイベントを実施する予定です。

Musashinoごちそうフェスタ
「第18回 Musashinoごちそうフェスタ」  第1回実行委員会開催

  西武信用金庫より地域みらいプロジェクト資金が 
贈呈されました

西武信用金庫（当所会員・金融業部会）では、「地域
産業の振興や活性化事業に対して人的支援・資金支
援を行う」との趣旨で、同金庫本支店地区内で申請の
あった商工会議所と商工会等に対して、「地域みらい
プロジェクト資金」を贈呈しています。
4月8日（金）に鈴木悟史吉祥寺支店長、江崎耕平武
蔵境支店長が来所され、髙橋会頭に50万円の地域み
らいプロジェクト資金を手渡されました。
当所では、地域活性化の推進を目的として、この
資金を「第18回Musashinoごちそうフェスタ」事業
費の一部として活用していく予定です。

資金贈呈を受ける髙橋会頭

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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専務理事の挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　� 加藤�伸也

平成29（2017）年4月に就任し、ちょうど5年間務めた専務
理事の職をこの3月末で退任しました。在任中は、役員、議員、
会員の皆様から、ひとかたならぬご芳情を賜り、心より感謝申し
あげます。
この間、元号が平成から令和へと変わった後、コロナ禍に見舞
われ、景気低迷とともに当所の通常の活動ができなかったことが
本当に心残りです。止まない雨、明けない夜はありません。令和
という元号に込められた意味が、これから実現されることを期待
しつつ、当所のますますの発展と会員皆様のご健勝を祈念し、退
任のあいさつとします。

  関係団体代表者異動について

当所の参与として諸事業にご指導、ご協力を賜っている関係団体について
以下のとおり代表者の異動がありました。 

（順不同・敬称略）

団体名・役職 新 旧

武蔵野警察署長 菅野　修司 小知和　信康
三鷹労働基準監督署長 柴田　昌志 深澤　健
日本政策金融公庫三鷹支店長 高橋　栄二郎 白石　幸雄
東京都労働相談情報センター
国分寺事務所長 横森　直樹 小林　義浩

退任の挨拶

� 武蔵野商工会議所�専務理事　西川�和延

３月28日に開催されました通常議員総会におきまして選任の
ご同意をいただき、４月１日より専務理事に就任いたしました。
新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻等により
社会全体が混迷しているこの難局に、創立72周年を迎える当所
の一員として働かせていただけることを誇りに感じつつも、その
重責に身の引き締まる思いです。
前任の加藤専務理事の築いた会員の皆様との絆を引き継ぎ、武
蔵野市役所勤務の経験をもとに、微力ではありますが地域社会の
発展に全力を尽くす所存でございます。ご指導ご鞭撻のほど、よ
ろしくお願いいたします。

就任の挨拶
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Seminar

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

 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

4/5現在 0 3 2 1 2 7 3.5 18.5

令和4年度 経営サクセスセミナーのお知らせ
 ～ 誰もが事業主になる可能性がある副業解禁の時代に～

『小さく始める起業のススメ！』
本セミナーでは副業の方法や注意点について分かりやすく解説します。詳細は同封の案内チラシ

をご覧ください。

［日�時］7月14日（木）�14：00～ 16：00
［講�師］四ッ柳�茂樹�氏（中小企業診断士��株式会社OCL�代表取締役）

〇 �会場は当所5階第1・2会議室。参加費無料。定員30名（先着順・会員、非会員問わず参加可能）
〇問合せ：企業支援部支援2課　0422-22-3631
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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News
食品業 部会
� 担当：小泉

  通常総会開催のお知らせ
　食品業部会（関根美英部会長）では、通常総会を右記の
とおり開催します。
　詳細につきまして別途お送りする開催案内をご確認ください。

お知らせ

工業 部会
� 担当：三輪
 令 和 4 年度工和会（若手交流・講習） 
  について

　工業部会（菅原芳紀部会長）では、工和会を 4 月 20 日
（水）からスタートしました｡ 来年の 3 月までに計 10 回開
催する予定です｡ 参加希望の方は､ 現在も受付中ですの
で、事務局までお問い合わせください｡ なお､ 次回は 5
月 20 日（金）18 時 30 分に商工会議所で行います｡ 詳細
は､ QR コードからご確認ください｡

お知らせ

建設業 部会
� 担当：櫻井

�令和 4年度通常総会開催される
　建設業部会（渡辺偕規部会長）では、4 月 25 日（月）に
吉祥寺東急 REI ホテルにて通常総会を開催しました。
　令和 3 年度事業報告及び収支決算報告、令和 4 年度事
業計画（案）及び収支予算（案）についての議案が会場にて
諮られ、いずれも慎重審議の結果すべて承認されました。
　総会終了後には同会場にて夕食を取り、落語家の「春風
亭柳之助氏」による落語鑑賞を行いました。

報　告

サービス業 部会
� 担当：小林

 日帰り視察研修
　サービス業部会（安藤孝部会長）では、3 月 23 日（水）
に日帰りバス視察研修を実施しました。まん延防止措置
により一度日程を変更しての実施となりました。埼玉県
熊谷市の「妻沼聖天山」、行田市の 「忍城」を視察し、その
後、寄居町の枕流荘「京亭」にて懇親会を行いました。寒
の戻りで前日は雪となりましたが、当日は天気に恵まれ
充実した視察研修会となりました。

報　告

［日　時］ 5 月 27 日（金） 総　会 17：00 ～
　　　   　   懇親会 18：00 ～

［場　所］ 当所 7 階　役員会議室
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Business manner
Busi n e s s  manner

Report

報告

企業支援部では、4月7日（木）に中小企業診断士の山根義信氏（株式会社 アプエンテ 代表取締
役）を講師に迎えた「新入社員ビジネスマナー研修」を開催しました。

新卒・既卒・中途採用者など17名の方々が受講されました。講義は、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の仕方、ビジネス文書の作り方など、ウィズ・アフターコロナ時
代でも求められるビジネスの基礎を身に付ける内容でした。感染拡大防止対策に注意を払い、2年ぶ
りにグループワークやロールプレイングを実施することができました。

受講者からは「社会人としてのビジネスの基本を実務で学ぶことができた」、「職場ですぐに実践し
てみたい」、「今回学んだことを意識していれば、お客様からも社内でも気持ちの良い存在になれそ
う」など前向きな感想が多く寄せられました。 

新入社員ビジネスマナー研修を開催　

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：1.23% 令和 4 年 4 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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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4年5月～令和5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4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

1010 Newsletter Musashino 2022.5



（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2月21日号（日本商工会議所発行）より転載】

組織の1位は 
「ランサムウェアによる被害」

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、2021年
に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報
セキュリティーに関するトピックについて、情報セキュ
リティー分野の研究者など約150人のメンバーからな
る「10大脅威選考会」の審議・投票によりトップ10を
選出し、「情報セキュリティ 10大脅威2022」として順
位を決定し、IPAのホームページで公表した。

ランキングは「個人」と「組織」に分け、「組織」にお
ける脅威の1位は、昨年に引き続き「ランサムウェアに
よる被害」となった。21年も国内の企業や病院などのラ
ンサムウェア被害が報道され、大きな話題となった。

近年のランサムウェア攻撃は、標的型攻撃と同様の
手法で企業や組織のネットワークに侵入したり、データ
を暗号化するだけでなく窃取して公開すると脅したりし
て、身代金を支払わざるを得ないような状況をつくり出
す。標的型攻撃と同等の技術が駆使されるため、この攻
撃への対策は、例えば、ウイルス対策、不正アクセス対
策、脆弱（ぜいじゃく）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。加えて、
どの組織でも被害に遭う可能性があることを念頭におい
て、バックアップの取得や復旧計画を策定するなど、事
前の準備が重要となる。

また、昨年8位だった「インターネット上のサービ
スへの不正ログイン」に替わって、「修正プログラムの
公開前を狙う攻撃（ゼロデイ攻撃）」が初登場で7位と
なった。

ゼロデイ攻撃は、修正プログラムが提供される前の
脆弱性を悪用した攻撃のこと。21年12月にはJavaプ
ログラム用のログ出力ライブラリである「Apache　
Log（アパッチ ログ）4j」の脆弱性対策情報が、すで
に攻撃が観測されているとの情報と同時に公開された。

「Apache Log4j」は、ウェブサーバーなどで行われた

操作を記録する機能を持つプログラムの部品のようなも
ので、世界中のプログラムで広く使われているため、大
きな話題となった。

ゼロデイ攻撃の場合、修正プログラムが提供された
時点ですでに攻撃が行われているため、脆弱性対策に加
え、外部からの侵入を検知・防御する機器を導入するな
どの備えが重要である。

手口を知り、 
対策を怠らないことが重要

今年は「組織」と「個人」を合わせた20の脅威のう
ち、19の脅威が昨年に引き続きランクインした。この
ように、大半の脅威は急に出現したものではなく、また
新しい手口でもない。よって手口を知り、常に対策を怠
らないことが重要と考えられる。

IPAでは、情報セキュリティー対策の基本として、①
ソフトウエアの更新、②セキュリティーソフトの導入、
③パスワード管理・認証の強化、④設定の見直し、⑤脅
威・手口を知ること―を推奨している。

企業規模にかかわらず実行することが可能な基本的な
対策だが、10大脅威をはじめ、さまざまな脅威に対して
有効な対策であるため、確実に実行していただきたい。

また、「情報セキュリティ 10大脅威2022」にランク
インした各脅威の手口、傾向や対策など詳しい解説につ
いては、2月下旬にIPAのウェブサイトで公開する予定と
なっている。対策の検討や社内教育の参考にしてほしい。

情報セキュリティ10大脅威2022はこちら

中 小 企 業 の
セキュリティ対策

「情報セキュリティ１０大脅威」を発表

Newsletter Musashino 2022.5 1111



株式会社ブレイン

「創造主義」をモットーに付加価値の高い 
商空間プロデュースを提案します

　株式会社ブレインは、1991年に創業し、2021年に30周
年を迎えました。「お客様の夢をカタチに」することを目指
し、飲食店をはじめ、ブティックやオフィスなどの商空間
に特化し設計から施工・管理までトータルにプロデュース
してまいりました。当社は「創造主義」を掲げています。空
間を創造する・お客様の夢を創り上げる・新しい物を創り
上げるなど、現状に満足することなく、常に前を向き、新た
な領域での挑戦を続けています。常に「お客様の負担を軽
減すること」「付加価値をつけること」を徹底しており、ご依
頼頂いた以上の成果をあげる
ことにこだわってまいりまし
た。約300社のパートナー企
業様と共に新たな案件や＋α
の価値創造に向け邁進してま
いります。私たちの未来にご
期待ください。

代表者 ● 粕谷 峰旦
所在地 ● 〒181-0012 三鷹市上連雀4-3-1 宮沢ビル1F-A
TEL ● 0422-24-6767　　FAX ● 0422-24-6766
E-mail ● info@brain1991.com
URL ● https://www.brain1991.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

（
3
月
16

日
～
4

月

5

日
）

入
員会

新 飲食業部会
Hi-SCORE BurgArcade 飲食業 吉祥寺地区
ベトナミーズトーキョー エスニックレストラン 吉祥寺地区
株式会社 情 DiNiNG 時 吉祥寺はらわた 飲食業（もつ焼き・やきとん） 吉祥寺地区

商業部会
Toca Brothers 合同会社 小売・情報通信サービス 境地区

工業部会
株式会社 IT 保険センター東京オフィス 保険業 地区外

サービス業部会
フラワーデザイン
バンブーサラ Bamboo SALA

フラワーアレンジメント受注制作、 
フラワーレッスン講師 中央地区

ULULA English School 塾・スクール 境地区
鍼灸指圧 吉祥寺ととのう治療院 鍼灸指圧、整体 吉祥寺地区
書道一乃會 書道指導、看板デザイン、執筆、日本酒などラベル 吉祥寺地区

合同会社 ティンカリングスタジオジャパン アート×プログラミングのスクール業、
教材開発、販売 地区外

株式会社 クロスヒューマン ビジネスマッチングを主とした営業 吉祥寺地区

株式会社 FBP Partners アプリケーション開発、コーチング、 
DX コンサルティング 吉祥寺地区

ALPHA Management 株式会社 経営コンサルティング 地区外
合同会社 未来技研 アナログ半導体製造装置 境地区
Zen Vision Lab 株式会社 経営コンサルタント 地区外

金融業部会
飯能信用金庫 杉並支店開設準備室 金融業（信用金庫） 地区外
株式会社 みんなの証券アドバイザー 金融商品仲介業 中央地区
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元気な会社を紹介します Close Up

　今回は、今年 1月 5日に開院した御殿山花歯科医院
を訪問し、院長の花山真知子先生にお話を伺いました。
　実家は、曽祖父の時代から 100 年以上にわたり歯
科医を生業としてこられ、真知子先生が 4代目になり
ますが、開院される前は、赤坂にあるお父様の歯科医
院に勤務されていました。
　花山先生は、日本の大学を卒業した後も、歯科医療
の先進国であるスウェーデンのイエテボリ大学で歯周病
や歯内療法（根管治療）などの診断学を学び、さらに
PMTC（歯のクリーニング）の聖地と言われる同国のカー
ルスタッドで予防歯科プログラムも学ばれました。
　花山先生によると、日本は先進国の中で自分の歯を
維持している割合がもっとも低く、歯周病の罹患率が
スウェーデン 20％に対し日本は 80％にも達するとの
こと。
　そもそも日本のように皆保険でない国では、医療費
も高いため、健康を維持するための予防への取り組み
や考え方、姿勢が違うそうです。スウェーデンでは成
人が歯医者に行くとなると家族会議になる家庭も多い
とか。「予防を怠って、虫歯になるなんて、何をして
いるの…」といった感じになるそうです。
　こちらの医院では、できる限り自分の歯を残すため
に治療法をいくつか提示して、各々の治療法の説明を
行い、その方が望む治療法を患者さん自身に選んでい
ただきます。
　患者さんご自身に、今の自分の状態を知ってもらう
ことが重要という花山先生。
　虫歯や歯周病についてもその方がなぜ、そうなった
のか生活環境・習慣なども含めて原因についても探っ
ていき治療とともに改善をしていきます。
　治療については、日本の歯科医院ではまだ導入率が

低い（約 15％）マイクロスコープを使用し、細かい
部分まで確認することで不要な傷がつかないようにし
たり、削る場合は削りすぎないよう注意して治療を行
います。希望する方には、口内の治療の様子を録画し
たものを確認してもらうことも行っています。
　また、ラバーダムというゴム製のシートで患部以外
を覆い、細菌を含んだ唾液が患部に触れて細菌感染す
ることも防ぎます。
　「身体というものは生物学的に見ても、治るようにで
きています。治療をしながら治っていくのを患者さん
と確認していくのがうれしいですね」という花山先生。
　井の頭公園周辺は、先生が学んだスウェーデンの
カールスタッドに雰囲気が似ているそうですが、「こ
の地域で、健康についてもカールスタット並みによく
なるようなお手伝いができればと思っています」と話
されていました。
　悪くなったから治療をするというだけではなく、患
者さんと先生が二人三脚で治療を行い、予防や改善も
含め健康についての考え方を改めることができる、そ
んな親身であたたかみのある新しいスタイルの歯科医
院です。
� （池田／宇治川）

院長：花山 真知子

所在地
武蔵野市御殿山 1-2-2
アレーテ高橋４F

☎ 0422-26-7887

URL https://www.gotenyama-hdc.com/

三 吉境 ★

御殿山花歯科医院
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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）

今回のロシアによるウクライナ侵攻の問題は、さまざまな
視点から議論されているが、ここでは国際協調の必要な世界
的に重要な課題（＝グローバル課題）という視点から捉えてい
く。グローバル課題を研究テーマとして本格的に取り組む契
機となったのは、2016年5月に開催された米国外交問題評議
会（CFR）［注1］主催の世界のシンクタンク版G20と呼ばれる国
際会議「カウンシル・オブ・カウンシルズ」への参加であった。
これは世界25カ国の有力シンクタンク代表が集まり、世界が
直面する共通の課題について討議する12年から開催されてい
る国際会議である。
この会議の中で、グローバル課題として10の課題を挙げ、

19年まで毎年、各シンクタンクが格付けし、それをCFRが集
計して公表していた。10の課題を整理すると、国際的に解決す
べき経済面の課題として「世界経済の管理」「世界貿易の拡大」
「国際開発支援の進化」、国際的に解決すべき武力紛争の課題と
して「核拡散防止」「国家間武力紛争の防止と対応」「多国籍テロ
リズムとの闘い」「国内武力紛争の防止」、その他の課題として
「気候変動抑止及びその変化への適応」「グローバル・ヘルスの
促進」「サイバーガバナンスのマネジメントと対応」となる。
今回のロシアによるウクライナ侵攻に類似する問題への対

応は「国家間武力紛争の防止と対応」、新型コロナなどの感染
症の世界的な感染拡大への対応は「グローバル・ヘルスの促
進」において議論されてきた。
個人的に感じた国際会議の問題は、複数が絡み合って複雑

化した課題へ対応する意識が不足していたことと、アジア、中
東などの特定の地域の問題を、全世界への波及効果を考えて
グローバルの問題として意識することが不足していたことで
ある。つまり、解決を主導する主体あるいは主体の統治体制
（ガバナンス）、枠組みに課題があったといえる。グローバル
課題の解決に実際に取り組む国際連合（国連）、国際通貨基金
（IMF）・世界銀行、世界貿易機関（WTO）などのような国際機
関でも同様の問題を抱え、紛争解決・処理の機能を中心に一部
機能不全に陥っていたと推測される。
16年当時は、シリア難民を中心に約200万人が助けを求め

てヨーロッパを目指した「欧州の難民危機」が高まる中、英国
の欧州連合離脱が国民投票で決まり、自国第一主義のトランプ
大統領が当選した選挙が行われた年であった。SNSなどが普
及することで、ポピュリズムがさらに勢いを増し、自由貿易主
義よりも保護主義を、民主主義よりも権威主義を好ましいと考
えるトランプ大統領への支持層が優勢となり、米国内に主義

思想の「分断」を生んだ。共通価値とされてきた自由貿易主義、
民主主義が揺らぎを見せ、多国間主義に基づく国際的な統治体
制（＝グローバル・ガバナンス）の欠如が危機感を持って認識
されるようになった。
これらを踏まえて現状を鑑みれば、米国を中心とした西側

諸国が、実際には機能しなくなっている既存の国際秩序、統治
体制の大義名分を守ろうと結束して、ロシアに経済制裁を課し
ているとも見える。その背景には、西側諸国が14年のクリミ
ア半島併合から今回の侵攻までのウクライナに対するプーチン
大統領の横暴を許してしまったことで、西側諸国による制御が
効かなくなり、東欧での地域の問題からグローバルの問題に急
速に発展したことがあろう。ロシアなどの権威主義国の指導者
は自国第一主義の非民主的な統治を死守するために、言論の
自由を担保しないことや、国際秩序の中の法・条約を反故（ほ
ご）にすることを厭わず、無秩序でも構わないと考えている可
能性がある。今回のウクライナ侵攻によって、政治的判断の決
定、政策・立法などの決定プロセスがこれまで以上に不透明に
なってきているため、ロシアとの信頼関係を構築しようと努力
してきた西側諸国を中心とした国々にとっては、ロシアの政治
判断の予見可能性を担保できず、時間がたっても、信頼関係が
築けない状況を抜け出せない。
一方、既存の国際秩序、統治体制を支持する西側諸国も、

機能不全に陥っている本質的な問題を解決する取り組みを本格
的に実行に移す必要があろう。そのためには、まずは西側諸国
の経済制裁によって、ウクライナ侵攻がロシアに多大な経済的
コストを発生させることを明らかにさせ、ロシアを含めた全て
の国々が自国の利益の最大化よりも「国際秩序の中で自己の利
益を追求する方が、結果的に、無秩序の中での無制限な競争よ
りも利益実現のコストが少なくて済む」［注2］という多国間主義
の基本理念を再認識し、多国間主義のグローバルガバナンス体
制の再構築が進むことが望まれる。
米国のゼロ金利解除が決まり、今年には7回（1回につき

0.25％）の利上げが見込まれている。米国政府はコロナ禍の世
界経済へのマイナスの影響が残る中、インフレを抑えながら、
世界経済を回復させていくという難しいかじ取りを迫られてい
る。加えて世界経済の持続的な回復のためには、世界平和を回
復させ、人、モノ、資金の自由な流れを生むグローバリゼー
ションも必要である。それが実現されないまま、将来、仮に他
の地域で、ロシア・ウクライナ問題と同様のグローバル課題が
発生すれば、20年代の世界経済の停滞が現実味を帯びてくる。
日本は、最悪のシナリオも想定に入れて経済的・社会的“国
力”を高めながら、対応できる政策カードを可能な限り多く持
つ必要があるのではないか。
� （3月18日執筆）

［注1]��The�Council�on�Foreign�Relations（CFR）。1921年にウォール・ストリー
トの財界人、ニューヨークの弁護士が中心になって組織された非営利の外交
シンクタンク。

［注2]��Robert�O.�Keohan,�After�Hegemony:�Cooperation�and�Discord�in�the�
World�Political�Economy�(Princeton:�Princeton�University�Press,�1984),�
pp.85-109;�小出稔「多国間主義（multilateralism）の高まりとアジア太平洋地
域」P45『創大平和研究　18号』1996年

潮流潮流をを読む読む

「ウクライナ紛争を越えて
多国間主義の国際統治の再構築へ」
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（令和4年4月5日現在）

武蔵野商工会議所の

会員数＝ 3,245
市内事業所数
6,956
事業所

加入率
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▼前年同月比:�2021年3月: 2022年3月
全�業�種 建����設 製����造 卸����売 小����売 サービス

全　国
▲ 32.7 ▲ 23.6 ▲ 25.0 ▲ 33.3 ▲ 40.9 ▲ 39.0

▼先行き見通し：2022年4月～ 2022年6月
全�業�種 建����設 製����造 卸����売 小����売 サービス

全　国
▲ 28.8 ▲ 26.7 ▲ 24.4 ▲ 37.3 ▲ 36.2 ▲ 24.7

LOBO
調  査早期景気観測

LOBO調査とは……
全国の331商工会議所が2,559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、▲32.7（前月比+1.2ポイント）
新型コロナ感染拡大の影響に伴う巣ごもり需要による

日用品などの売上が増加した小売業や、飲食料品関連の卸
売業の業況感が改善した。一方、18都道府県におけるま
ん延防止等重点措置が延長され、営業制限やイベントの中
止が続く中、観光関連や対面サービス業を中心に売上が低
迷するほか、製造業では、慢性化する部品供給制約に伴う
生産調整の影響を受けた自動車関連の動きが押し下げ要因
となっている。業種を問わず、原油価格を含む資源・資材
価格、原材料費の高騰などのコスト増加が収益回復の足 

かせとなっており、中小企業の景況感は、持ち直しの動き
がみられるものの、力強さを欠く。

先行き見通しDIは、▲28.8（今月比+3.9ポイント）
まん延防止等重点措置の全面解除に伴う客足や消費の

回復、 国・自治体による需要喚起策への期待感が伺える。
一方、 部品の供給制約、資源価格の高騰が継続し、コスト
増加分の価格転嫁が遅れる中、ウクライナ情勢悪化に伴
い、円安やコスト増がさらに加速するとの懸念から警戒感
が強まり、 中小企業の先行きは慎重な見方が続く。

業況 DI は、持ち直しの動き 先行きは、 
コスト増への警戒感強く慎重な見方

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 309 418 764 118 218 1,339 79 3,245
市内事業所数 474 1,286 1,562 134 357 3,040 103 6,956
割合（％） 65.2 32.5 48.9 88.1 61.1 44.1 76.7 46.7%
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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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至三鷹 至新宿

特許業務法人

ＹＫＩ国際特許事務所


