
　東京都商工会連合会・多摩観光推進協議会は、東京北多摩エリア5市（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、
西東京市）の観光・スポーツ・文化施設・飲食店などを巡ってカードを集めるイベントを12月24日まで行っています。
　各市の商工会や自治体と連携して実施している回遊性のあるイベントです。西武鉄道の駅などでスタートカードを
入手し、プレミアムカードを含め、全部で30種類ある「オリジナルカード」を集めるカードラリーです。お子様連れのご
家族を始め、世代を超えて皆様に楽しんでいただけます。
　また１０枚以上集めていただいた方には、抽選で５市のキャラクターグッズや特産品などの景品が当たります。
　北多摩エリアの約90カ所が配布スポットとして参加しています。ふるってご参加ください！

と商工会 No.26私

｜藤太軒理容所｜
とう た けん

　祖父が創業した昭和3年から使っている柱時計のネジを2日に1度巻
いています。大きな鏡も、少しくたびれが見える床も、ほぼ当時のまま
です。私たち夫婦で3代目。この店の90年の歴史を静かに見守ってきた
時計は、まだしっかりと時を刻んでいます。
　屋根の藤太軒理容所の看板も雰囲気があって、遠くから訪ねてくる
方もタイムスリップしたような感覚にとらわれるようです。今ではネ
ットで「レトロな床屋さん」と検索するとすぐ出てくるくらい。映画や
TVドラマの撮影にも、度々使われています。
　世田谷で理容師をやっていたころ、理容師組合の研修会で妻と出会
いました。世話好きなおばさんが、やや強引にまとめて、婿養子として
この地（大久野）に来たという次第です。違和感なく、すぐ環境に慣れま
した。地元の消防団に入ったのが多分正解だったのでしょう。
　しかし、理髪店はどうしても男性客、それも、ここでは常連の50代以
上のお客様が中心。このままでは展望が見えないと、妻が10年ほど前に
「お顔そり」を始めました。産毛と一緒に古い角質と毛穴汚れも取って、
肌を守りながら無垢（むく）な肌に仕上げます。顔そりは、昔は女性が日
常的にやっていたのですが、今はなかなかする人がいない。そこで、自
作の「お顔そり」のチラシを新聞に折り込んでみると、ジワリと反応が
ありました。最近は50代の女性がお客様の4割を占めるまでになり、「お
嫁に行くとき以来」というお客様もいて、喜んでもらえているようで
す。収入の安定にもつながっています。
　日の出町商工会さんとは、商工会設立からのお付き合い。この7月に
は、娘が私たちの店の横のスペースにヘアサロン「髪と色」を開業しま
した。開業に際しては、経営指導員さんが本当に親身になって相談に乗
ってくれました。小規模事業者経営改善資金融資制度（マル経）を限度
一杯に借りられたのも指導員さんの奔走のおかげです。娘には、技術は
もちろん「お客様にどうしたら喜んでいただけるか」の勉強をして欲し
いと思っています。

日の出町商工会
経営指導員

松元 健一

｜ 経 営 指 導 員 か ら 一 言 ｜

　藤太軒さんとは先代の頃から長いお付き合いをさせて
いただいています。レトロな店構えから、TVドラマや映画
のロケに使用されるなど、地元では有名なお店です。創業
９０年、先代、先々代からの積み重ねに甘えるのではなく、
手作りチラシ作成や人柄を活かした接客対応など、持続的
に事業を営むのに大切なものとは何かを逆に教えていた
だいている事業所です。４代目候補の育成支援も行いつ
つ、感謝の言葉をいただける指導・支援を継続したいと思
っています。

渡邉 賀津彦 さん

100年続く店に向け
4代目も
新店舗開業
「どうしたら、お客様が
心地よくゆっくり休めるだろうか」を
考えるのが一番の仕事
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▲左から渡邉賀津彦さん、長女・かよこ
　さん、母・橋本敏子さん、妻・英子さん

▲レトロな雰囲気の藤太軒理容所

　「今どきのきれいなお店ではないし、しゃれた会話もありません。早
い仕事もできません。ですが、お客様が、どうしたら心地よくゆっくり
休めるだろうか？と考えながら仕事をさせていただいています」。ホー
ムページの冒頭にあるフレーズだ。なぜ、このお店がこの地で90年
間続いてきたのかの理由がここに集約されている。
　地域と密着し、地域に愛される居心地のいい空間。90年間、３代に
わたって受け継がれてきた“やさしいお店作り”は、昭和初期の雰囲
気と相まって利用客にくつろぎとともに、どこか懐かしさを感じさせ
ているようだ。
　ただ、それだけでは新しい顧客を取り込めない。常連客だけではそ
れ以上の収入が見込めない。3代目のご夫婦が、古くて新しいサービ
スである「顔剃り」をメニューに加えたのが10年ほど前。時間をかけ
たカウンセリングを行い、クレンジング、シェービング、眉や襟足など
微細な部分まで丁寧に剃る。「顔剃りは理容師しかできない技術。そ
れを生かしたかった」（英子さん）。今は、口コミでも評判が広がり、あ
きる野市、桧原村、八王子市からもお客が来るようになったという。
　また、長女が7月に、女性専用のヘアサロン「髪と色」を藤太軒の横
に開業した。一人ひとりの髪質、髪量、好みに合わせて、その人らしい
ヘアスタイルを提案する。
　日の出町商工会は、設立資金の融資斡旋を行ったほか、中小企業
活力向上事業を活用し、専門家派遣などのフォローアップ支援を実
施中だ。
　100年続く店に向けて、4代目が着々と育っている。

■会社プロフィール

―Ｂ to Ｃビジネスへの転換を掲げておられます。
35歳で代表に就いて以来、建設業の下請け構造からの脱却を目

指しています。当社は、屋根工事などが主の板金加工・施工会社で
すが、元請け業者からの仕事だけではなく、地域のお客様との直接
取引を増やしていきたいからです。また従業員の安全面や健康管理
面、コスト面を考慮し、基本的に片道1時間以内で行けるところをサ
ービスエリアとする地域密着型の事業を展開しています。多くのお
客様に当社を知っていただくために、ホームページやSNSの充実に
も力を入れており、現在、お客様との直接取引が全体の半分を占め
るほどになっています。

―職人さんの意識改革にも努められています。
一度屋根に上がったら逃げられません。たとえ新人でも自分で考

え「僕が屋根を守る」という気概を持たせるようにしています。また、
革新的なアイデアや技術に挑戦することにも意欲的であって欲しい
と思っています。幸い、職人全員がそのように意識を高く持ち、様々
な情報を共有して、「自分たちが楽しければお客様も喜んでくれる」
という共通の認識を持つようになってきました。今後もお客様の声
をできるだけ近くで聞ける存在でありたいと思っています。

―銅や真鍮（しんちゅう）を使った工芸品を販売する「和國（わくに）
商店」というお店もお持ちですね。

職人さんの高齢化もあり、体力的に厳しい現場での仕事は難しく
なってきています。ただ、現場で鍛えた熟練の技を埋もれさせるの

はもったいない。何とか生かせないかと考え、工芸品の製造販売を
始めました。社のPRにもつながっており、施工先のお客様からも多
くのご注文がきています。東村山市の姉妹都市である米国・インデ
ペンデンス市にも、真鍮の折り鶴を市を通じてお届けしました。

―ウチノ板金さんにとって商工会はどのような存在ですか。
地域の特性を熟知したプロ集団だと思います。事業で気になるこ

とがあったら、まず商工会さんにご相談という具合。ご支援のおかげ
で小規模事業持続化補助金の申請では3回連続で採択され、ホーム
ページ作成や新規事業などに活用しています。

売上DIが全業種で悪化
建設業の悪化は4期連続

多摩地域商工会エリアの景況中小企業
景況調査

30年度
第2・四半期

7～9月

製造業

建設業

売上高前期比DIと採算期中DIが悪化。資金繰りDIは
改善。経営上の問題点の第1位は3期連続「従業員の
確保難」。

売上高前期比DIが4期連続で悪化。採算期中DIと
資金繰りDIはマイナス圏に転落。経営上の問題点
の第1位は「請負単価の低下、上昇難」に変わる。

小売業

サービス業

売上高前期比DIと採算期中DIが悪化。資金繰りDI
は小幅に改善。経営上の問題点の第1位は14期連
続「大・中型店との競争激化」。

売上高前期比DI、採算期中DI、資金繰りDIのいず
れも悪化。経営上の問題点の第1位は2期連続「従
業員の確保難」。

調査企業の声
＊同業他社との価格競争により受

注単価が低下し、人件費の増加と
原材料費の上昇を価格に転嫁で
きない。（金属工作機械用部分
品・附属品製造業）

＊最近の設備機器は単価が低く、
工事単価も上がりにくい。また、8
月は非常に暑くエアコンの売上
が多い割に利益は出ていない。

（建築リフォーム工事業）
＊大型店の進出およびネット通販

による売上の減少。カードおよび
スマホ等による決済の取り組み
を考える。（紙・文房具小売業）

＊天候の影響で原材料価格が上昇し利益
を圧迫している。暑さで客足も伸びな
い。明るい兆しとしてインバウンド需要
が目に見えて増えている。（日本料理店）

売上高（前期比ＤＩ）・採算（期中ＤＩ）の推移
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採算 売上 次期見通し

株式会社 ウチノ板金
代表取締役  内野 友和 氏

お客様の声をできるだけ
近くで聞ける存在でありたい

No.13

多摩おこし・
島おこし

この人に聞
く

〒189-0003  東京都東村山市久米川町5-8-40
TEL：042-391-5251
HP:http://www.uchinobankin.co.jp/

持続可能性が高い小規模事業者の見本です

和國商店が販売している真鍮製の折り鶴▲

北多摩TOKYOカードラリー 12月24日まで実施中

スタートカードは、西武新宿線の田無駅・花小金井駅・久米川駅・東村山駅、西武池袋線の
保谷駅・ひばりケ丘駅・東久留米駅・秋津駅などで配布しています。
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