特別対談

地域のリーダーに会いに行く①

武蔵野の未来を語ろう！
髙橋

勇

川井伸夫

武蔵野商工会議所会頭・㈱武蔵境自動車教習所 代表取締役会⾧
㈱文伸 代表取締役社⾧

人生は縁でできている。
縁を粗末にしてはいけま
せん。
川井：今回はお忙しいところありがとうご
ざいます。また、新会頭ご就任おめでとうご
ざいます。
髙橋：ありがとうございます。昨年 10 月 1
日の議員総会で第八代目の会頭という形で
ご承認いただきました。会頭としての重責
の大きさと責任をひしひしと感じていると
ころです。
川井： 私自身 武蔵野市に住んでおります。
公園が多数あり、商店街も充実しており、非
常に住みやすく素晴らしいポテンシャルを
持っている市だと思います。しかし残念な
ことにコロナ禍ということもあり、商店街
の皆さんも大変な状況は続いております。
是非、髙橋会頭にはご支援をお願いします。
髙橋：そうですね。全力で応援していきま
す。それと武蔵野のブランド力が下がって
いることにも大変危惧していますので「武
蔵野ブランド」、
「吉祥寺ブランド」向上のた

めにも皆さんと知恵を出し合って盛り上げ
ていきます。
川井：武蔵野のブランド力が下がっている
ということですが、具体的にはどのような
ことが挙げられますか？
髙橋：数年前まで「住みたい街 日本一」と
いうことが平然と語られていました。私た
ちもそれを自覚できるくらいの街として活
性化していて、武蔵野市以外の皆さまに来
ていただいて楽しんでいただけているので
はないかと考えていました。しかし、昨今の
武蔵野市、特に吉祥寺に来ていただくお客
さまの現状は減っていて、魅力的な街がだ
んだん薄まっていると強く感じています。
私たち商工会議所は、市内の商工業活性
化のお手伝いが第一ですから、市内事業所
が 6956 事業所、会員企業さんが 3217 名い
る中で、しっかりフォローして守っていか
なければいけない。そのことを通して街の
活性化、武蔵野市の活性化を図っていかな
ければいけないなと。それには魅力ある街
づくりの実現が不可欠になります。
川井：僭越ながら、私も昨年 10 月 1 日付で

代表職を拝命いたしました。当社の株主総

ない、私自身ができる限りのチャレンジを

会をもって 3 代目の代表取締役社⾧として

していこうと思っているところです。

承認されました。父が創業した会社であり、

ワクワクするようなことを積極的にやって

本年 60 周年という大きな節目となります。

いきたいと思っております。

60 周年という歴史の重みをひしひしと感じ

髙橋：それは素晴らしいね。組織というのは

ております。責任の重さに押し潰されない

5 年後、10 年後にやること、10 年後、20 年

ように精いっぱい頑張る所存です。

後にやることは、やはり違ってくるし、違っ

髙橋：私は新社⾧の叔父さん、現会⾧の川井

て当たり前。それには人材が一番大切にな

信良さんとヨーロッパ研修旅行にもご一緒

ります。地域の若い人たちに自分が人材に

しました。法人会の周年行事で、もう 10 年

なりたいと感じてもらえるか。また、その人

ぐらい前かな。それで叔父さんと親しくな

たちが次の人材を育ててくれるか。そのこ

りました。朝飯も夕飯も一緒で、人生を語っ

とが大きな成⾧につながります。ですから

たり、経営を語ったり談笑させてもらった。

私は今、人材を育てることに全力で傾注し

僕にとって忘れられない時間でしたね。素

ています。

晴らしい人に出会えたなと思っています。
川井：そういうご縁もあり、会頭の会社の
60 周年史の本も作らせていただきました。
その節も大変お世話になりました。
髙橋：私が講演などで言うのが、
「人生は縁
でできている」ということ。縁を粗末にする
人間は自分の人生を粗末にしているといつ
も言います。本当にたくさんの方の縁で結
ばれている。例えば僕が今、商工会議所の会
頭になっていること自体もたくさんの縁の
おかげです。

来てよかった街、住んで
よかった街、仕事をして
よかった街
川井：社⾧になって最初の挨拶で文伸を船
に例えて、
『船中八策 ８個のやるべきこと』
を掲げて、社員の前で所信表明させていた
だきました。その中で、
「仕事はもらうもの
でなく、創るもの」だと。この先の不透明な
時代、チャレンジをしないとチャンスは来

川井：髙橋会頭がすでに⾧き経験でやられ
ていることを、うちも先代、また先々代から
やっていることと共通項が多くあるのが嬉

しいですし、自信に繋がります。

なったと考えています。

髙橋：武蔵野市を三つに分けるとすると、吉

川井：私は亜細亜大学の出身ですので、大学

祥寺は商業の街ですよね。三鷹は行政の街。

時代から武蔵境は愛着があります。当時か

武蔵境は学生の街。それぞれ個性のある街

らお世話になった店もいくつか残っている

づくりができています。街の活性化という

のは嬉しいですが、中央線の高架化もあり

のは、一つは「来てよかった街」、それから

劇的に変わりました。とても良くなってい

「住んでよかった街」
。三つ目が「仕事をし

ると感じます。

てよかった街」。この三つが揃わないと。そ

髙橋：武蔵野市全体としては今人口がどん

ういった意味でこの三つが揃うことが重要

どん流入しています。だからこそ、中心にあ

だと感じています。

る吉祥寺の文化、街並みをもう一度復活さ

川井：当社、事業所自体は三鷹市に所在し

せたいと考えています。

ております。三鷹駅というのは市境にあ

川井：それは市民としても非常に嬉しい話

り、南は三鷹市、北は武蔵野市という珍し

です。ただ武蔵野市にいても、立川や他の

い駅だったりします。私が武蔵野市民で、

大型商業施設に買い物に行く人もいますよ

JCだったり会議所だったり武蔵野市でのご

ね。特に立川の北口エリアは、以前のイメ

縁をいくつかいただいている関係で、会社

ージから劇的に変わりましたね。

は三鷹市に所在しているれども、武蔵野市
として活動する機会を多く頂いておりま
す。 実は2年前に三鷹駅が創業90周年を迎
えました。先日、三鷹駅⾧をお招きして、

当社の大家であるアツデンさんの映像配信
スタジオで、生まれて初めてYouTubeの生
配信をやりました。三鷹駅⾧をゲストに招
き、アツデンさんの若社⾧と私と3人で鼎
談番組です。コロナ禍の影響により、90周
年の時は対外的なイベントが見送られまし
たが、三鷹駅が次なる100周年を目指し、
今年アツデンさんは創業70周年、文伸が60
周年ということでひとつの番組にできたの
は非常によかったと思っています。
髙橋：私は武蔵境活性化委員会の委員⾧を
もう 10 数年やっています。武蔵境というの
は、自分を育ててくれた街だからいろいろ
活動させていただく中で、やっと今武蔵境
も非常に明るい街になりました。マンショ
ンができて、人口が増えて住みやすい街に

髙橋：たしかに立川、国分寺、小金井は変わ

りましたね。東小金井も変わった。で、武蔵

業、テナントビルになってしまって、昔から

境、三鷹、吉祥寺を飛んで、今度は西荻窪が

というお店がなくなっちゃっている。時代

非常にいい街になっている。荻窪も変わっ

の流れでしょうがないかもしれないが、逆

ていっている。新宿はどんどんいい街に。そ

に、来てくれた人もしっかり育っていかな

う考えると吉祥寺はどんどん取り残されて

きゃいけないなと思っているんです。

いる。

吉祥寺がいいと事業を始めたが、やってみ

川井：何か不思議な感じがします。これだけ

たけどダメだった、また撤退じゃなくて、せ

いい公園もあるし、いろいろ文化もあるの

っかく支援で事業をスタートしたのだから、

に、なぜ吉祥寺だけ発展が遅れるのか…。

私たちもしっかり育てていこうということ

髙橋：例えば第一ホテルさんが撤退すると

が大事。今、商工会議所の事務局を通して、

いうように、魅力的なものがなくなってく

まず会員企業さんへ徹底して経営支援して

る。だから私が危惧しているのは、もしも東

ほしいとお願いをしています。

急百貨店さんがなくなったらどんな街にな

融資の窓口も充実して欲しい。経営計画書

ってしまうのだろうと。以前の吉祥寺には、

のつくり方を指導して欲しいとお願いして

伊勢丹・近鉄と 3 つの百貨店があった。

います。そういうことが必要な方が大勢い

行政の仕事になるかもしれませんが、常に

らっしゃる。

商工会議所も魅力ある街づくりをしていか

武蔵野商工会議所の 46％という組織率は

ないといけません。

東京都全体でも群を抜いていますよ。東京

川井：私にとっての吉祥寺は、高校時代から

商工会議所の組織率が 22.2％、東京都の平

本当にお世話になった街です。特段の用事

均が 34.75％。それだけ商工会議所の存在が

がなくても行く街であり、それでも何か発

地域に根づいている証拠です。逆に根づい

見があったりして、行くこと自体でワクワ

ているから、商工会議所が何をやるだろう

クしていた記憶があります。

ということについて関心を持っている訳な

商工会議所や主要な商業施設、第一ホテル

ので、絶対に間違ったことはできないと思

も私にしたら、なくてはならない場所です。

う。

吉祥寺は「住みたい街ナンバーワン」と全国

川井： もっと武蔵野市以外から人に来ても

区で有名ですが、髙橋会頭が危惧されるよ

らうためにはどうしたら良いのか、私も考

うに”吉祥寺がどうなっていくのだろう”と

えているのですが、会頭はどのようにお考

いう不安は、地元の人は誰もが持っている

えでしょうか？

心配事かなと思います。

商工会議所の役割とは？

武蔵野市を日本一の「ア
ニメの聖地」に！

髙橋：私は、吉祥寺、武蔵野を考えたときに、

髙橋：昔のよき吉祥寺というのは、ジャズ喫

もう一度、会員企業さんを徹底して支援し

茶とか若者文化の発祥の街であったと伝え

ていきたいなと。多くの会員さんが不動産

聞きますね。それこそ、まだメジャー前の音

楽家だったり、売れる前の漫画家さんだっ
たりというのが育っていくような街でした。
そんなに地代も、今ほど高騰はしていなか
ったので、そういう文化の拠点が育ちやす
い魅力ある場所であったと思います。
しかし、街の人気が出すぎたために、育ち
づらくなっているというのは皮肉な感じも
します。じゃあ、才能あるクリエイターだっ
たり若手の作家だったりを受け入れられる
ような施策だったり文化人が育ちやすいよ
うな街は生き生きしていて面白いなと思っ
ています。
川井：そうですよね。昔は中央線沿線で吉祥
寺、荻窪、高円寺と若者文化の拠点になって
いましたね。フォークソングもありました。
髙橋：私が考えているのは、アニメとかマン
ガ作家が武蔵野市に大勢いらっしゃる。だ
からそういう人たちにもう少しスポットを
当てて、新しいクリエイターを吉祥寺とい

川井：三鷹エリアにもアニメの制作会社が、

う街が発掘するお手伝いをするのはどうか

メジャーな会社から小さな会社までいくつ

と考えているのですよ。

かあります。髙橋会頭の肝入り事業という
ことで、私もお声掛けをいただいたこと、光
栄に存じます。 それこそワクワクする事業
にしていきたいですね。
髙橋：武蔵野市には多くの漫画家やアニメ
ータが住まれています。アニメーションの
会社も多数ありまして、全国的にも有名で
す。私はこの場所が「アニメの聖地」になる
のではと。
だから、アニメとマンガをコラボレーショ
ンしたような事業を徹底的にしていきたい。
それがこの武蔵野市には既にあるのですよ。
だからスポットを当ててご協力いただけた
ら面白い話になるんじゃないかと、新風が
吹くのではと思っています。
川井：何かワクワクする事業ですね！

髙橋：私がやる事業は継続事業ですから。ボ

お互い切磋琢磨しようと言っています。や

ーンと打ち上げ花火を上げておしまいじゃ

れることはいっぱいある。やり方はいっぱ

なくて、とにかく年間を通して、吉祥寺でや

いありますよ。

ってる、三鷹でやってる、武蔵境でやって
る、たとえば武蔵境で今『SHIROBAKO』
のイベントを開催しているとか、常に年間
を通してお客さまが来ていただけ楽しんで

会社を守って、社員を守
って、地域を守って

いる街づくり。それをすれば世界から人が

髙橋：自動車教習所の経営は、おかげさまで

集まるんだと。それをなんとしてもやりた

今年 62 期目になります。そういう意味では

いなと思っています。

文伸さんと非常に近いね。私は自動車教習

川井：髙橋会頭が言われる一時的なイベン

所を通して、お客さまの人生をより豊かに

トじゃなくて継続できるようなこと。それ

するということを念頭に仕事をさせていた

は大きなチャレンジですが、そこにチャン

だいています。自動車免許を取って頂くこ

スがあると感じます。

とは、ある意味では義務の部分です。 免許

当社も力を入れているイベント事業にも直結

を取ることがお客さまの目的じゃないだろ

しやすい話なので、ビジネスチャンスにも

う、お客さまの真の目的は、免許を取ること

つながりそうだと感じます。

によって、車を運転する、そのことを通し

髙橋：アニメやマンガ業界の会社の皆さま

て、仕事にも使うし、家庭との幸せの時間に

にご協力を頂いて、何か収益が出る事業を

も使うし、また逆に、より効率的に、移動す

企画したいですね。商工会議所は経営者の

る手段としても使うだろうな、そのために

集まりなんだから、次世代につなぐための

免許を取るのだから、もちろん安全運転は

「経営」をしよう。そう考えています。

当たり前だと。お客さまの豊かな人生を想

川井：まだ全容が見えない中ですが、何がで

像して仕事をしようということをいつも社

きるのか、どういうふうにやっていけばい

員さんにお願いしています。

いのか、毎日のように三鷹エリアのメンバ

川井：当社のお客さまも吉祥寺、三鷹など近

ー同士では意見交換しています。

隣の方は皆さんお世話になります。

経営者の集まりですから、指示待ちではな

武蔵境自動車教習所さんは、中央線沿線 24

くて、アイデアを出し合いながら、より良い

年連続で利用者数一番と伺っております。

形にしていきたいですね。

その秘訣は何でしょうか？

髙橋：守ると思ったら守れない。攻めなくち

髙橋：私の経営の指針は 3 つだけ。徹底し

ゃ。攻めるということは何を攻めるか。敵が

て社員満足を追求します。社員さんを幸せ

いるわけでもない。この街をよりよくしよ

にすることが私の大前提です。それができ

うという思いを攻めるんですよ。三鷹には

て初めて顧客満足だと。それなくしてお客

ジブリ美術館もある。それも私たちにとっ

さんは増えない。それを通しての地域社会

て大きな財産。そういうお互い有効利用す

貢献です。なぜならば、私たちは公道を使わ

ることが三鷹市にとってもいいことだし、

せていただいて初めてできる仕事です。で

すから、日ごろから地域の方々に大変お世

髙橋：私の経営は何でも攻めなんですよ。ゴ

話になっているので、そのことを徹底して

ルフしていても。僕は守りが下手だから、攻

やっているだけです。ですから私はこの 3

めたほうがいいなと。(笑)

つをいかにしてどんどん高めていくかとい

川井：年始のご挨拶、表敬訪問のときも、髙

うことを私の経営の基軸にしています。

橋会頭からは、
「川井君、CS じゃない、ES

川井：髙橋会頭はJCの大先輩でもあります

だ」と。それをガツンと言われました。

し、地域での諸会合ではご一緒させていた

髙橋：
「内をよくしなくて、なぜ外がよくな

だく機会が多いです。お嬢様の明希さんと

るのか」
。内をよくするとは、社員さんが武

は年が近くですが、いつも教えて頂くことば

蔵境教習所に勤めてよかったと感じれば、

かりです。

自分の目の前のお客さまをより大切にする
じゃないですか。僕は９年前から香川県に
ある坂出自動車学校の経営をしているので
すが、そういった改革で今年 10 年目ですけ
ど、お客さまが倍になりました。
川井：良い人材を育てるにはどのようにし
たらいいのでしょうか？
髙橋：社員さんの福利厚生面だとか、お手当
の面だとか、業界の中でもトップですから、
社員さんもそれを理解している。でも人間

髙橋：会社を守って、社員を守って、地域を

というのはこれでいいはない。500 万もら

守って、武蔵境教習所があってよかった、そ

ったら 600 万、600 万、700 万、800 万、

れだけですから。もっと言えば何のために

900 万ってもらいたい。そのためにはどう

自分は生きているのだろうか。自分の人生

したらいいのか。

は何なのかということをいつも自分に問う

評価制度をきっちりやりますから。お客

ています。そのことを通して、１回の人生を

さまの評価、それから貢献時間、全部見ま

どういうふうに使い切るか、ということは

す。それを動かすのは僕じゃないですよ。全

いつも自分に対する命題ですね。

部幹部が評価します。それはきちっとやる

川井：当社でも100年カレンダーを掲示して

頑張った人間をきちんと評価して、頑張っ

おりますが、生かされているということ、1

てない人間をいかにしたら頑張れるかとい

日1日を大事にすることは、年輪経営の伊那

うことをするがための評価なのです。だか

食品工業さんを訪問した際に教えて頂きまし

ら明確に差がつきますよ。

た。

川井：それは凄いですね。人事評価制度は当
社でも取り入れなくてはいけない課題だと思

頑張った社員が報われる
なければいかん

っております。是非勉強させて頂きたいです。

企業ができるかどうかは人材がどれだけ育
っているかですよ。うちの社⾧はアメリカ
で勉強しています。私が社⾧をアメリカに
行かせているのは、孫の教育でもあるんで
すよ。教習業界は自動運転になったらもう
なくなりますから、そのときに教習所をど
う展開していくかについて、社⾧にやって
くれって言っているんですよ、私は分から
ないから。この先の教習所の、20 年、30 年
は社⾧がやればいいと。しかし 30 年以降は、
今の孫、アメリカに行っている孫に任せる。
まだ 9 歳（笑） 社⾧には、私は 80 歳まで
現役で頑張るからと。
川井：とても勉強になりました。本日はあり
がとうございました。

髙橋：お客様や仲間に貢献したかによって
全部評価する。それを私がしたらだめだか
ら、私は一切しない。全部幹部にやっていた
だく。私のところに来るときは、全体の金額
一覧になっており、私のイメージしている
社員と、幹部がイメージしている社員評価
の差があると、もう一度議論する。
川井：当社も会社の規模も大きくなってき
て、査定基準や人事評価というのが必要と
考えます。頑張った社員が報われるように
しないといかんとは思っています。
髙橋：頑張っても頑張らなくても同じだっ
たら頑張らない、人間って。
川井：お話を伺うと経営は安泰で盤石です
ね。
髙橋：私の経営がよかったか悪かったかは、
私の代で分かるんじゃない。子どもの代で
もない。孫の代で分かるんです。ひと口に、
１００年企業って言うけど、実際１００年

