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平成30年度定時社員総会を終えて
去る6月20日の水曜日、武蔵野公
会堂にて社員総会が開催されました。
当日はあいにく朝から雨でしたが、

179名の出席のもと、盛会裏に実施
できました。
（委任状及び議決権行

会長

加藤之義

・平成29年度事業報告：中村義明常務理事が挙手し、
議案書該当ページに沿って説明
・審議案件1．平成29年度計算書類等の承認の件：中
村常務理事が挙手し、説明→承認採決
・審議案件2．理事1名の選任の件：中村常務理事が

使書提出620名を合計し、799名で

挙手し、説明→特別会員森安東光氏承認採決

すので、定款第18条第1項を満たし

以上で定時社員総会が終了。

て適法に成立したことを確認してお

※平成29年度事業報告に対して、桜堤の会員より、

ります）

第四期中期目標の30年度就業率と30年度事業計画の

さて、本会は、ご案内通り12時45

就業率が違うのはどういうことかと質問がありました。

分から大塚製薬
（株）
による「高齢者

中村常務理事が作成時期の違い云々と回答いたしまし

の熱中症対策」の講演と、DVD 上

たが、再度理事会に持ち帰り審議するようにします。

映でわれわれ高齢者が、ますます高温化する夏への対

以下、残念ながら、出席いただけなかった会員のみ

策を確認し、安達勝総務部会長の司会により始まりま

なさまに、会長としての挨拶内容を要約し記述いたし

した。以下、会長挨拶、来賓祝辞、会員表彰としての

ます。内容をよろしくご確認の上、今年度の進行にご

在籍20年・10年の合計64名の表彰が行われました。

協力くださいますようお願いします。

ここで来賓の退席。
いよいよ「武蔵野市シルバー人材センター平成30
年度定時社員総会」の開催です。
仮議長（会長）への一任の声で、議長を西久保の大
石彰氏を指名し、開始されました。議長より、改めて
総会が適法に成立したことを確認して議事が進行され
ました。
・本会議事録署名人の決定：議長及び出席理事・監事
が署名人となると説明
・報告事項1．監査報告：中野菱子監事より適正に処
理されていると報告

挨拶する加藤之義会長
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（挨拶要旨）

4 ．全シ協の「会員増強計画＝100万人会員計画」に
ついて

1 ．昨年度定時
総会時の約束を具

本年3月、公益財団法人全国シルバー人材センター

体化：
「魅力ある

事業組合から、全国のシルバー人材センターにあてて

センターづくり」

上記計画が通達されました。

を最優先に取り組

しかるに、当センターでは既に「第四期中期目標」

む。

を策定しており、理事会でも “緊急課題” として審議

2 ．定時社員総
会の名称と考え方

いたしました。結果当面の間、少なくとも今期は、中

説明をする中村義明常務理事

期目標及び30年度事業計画記載の通り「魅力あるセ

株主総会・住民総会が出席者と主催者が対立軸にあ
るのに対しシルバー人材センター等が実施する社員総

ンターづくり」を最優先課題として取り組む方向で確
認しています。

会は、参加者と主催者（運営執行部）が同列の協調関

以上、会員各位のご協力を

係にある点から、建設的意見の発言が重要である点に

賜りますようご挨拶申し上げ

ご留意いただきたい。

ました。会員各位の運営に対

3 ．「適正就業ガイドライン」について

するご意見・ご要望は、各種

我々の就業での請負にあっては、請負契約による就

機会をとらえ、地区理事経由

業を旨に、就業先での指示命令には注意が必要、契約

でお伝えください。「提案箱」

にない指示命令には、各自の判断やサービス精神で安

もご活用ください。

直に対応せず、必ず事務局に確認することが大切。ホ
ウレンソウ（報告・連絡・相談）の徹底をお願いしたい。
一人の不注意が “偽装請負” に発展し、シルバーの仕

代表して表彰された
お二人

事を無くさないよう会員各位のご協力をお願いします。

新任役員あいさつ

退任役員あいさつ

武蔵野市健康福祉部長

前武蔵野市健康福祉部長

森安

笹井

東光

肇

昭和53年1月に高齢者事業団として発足し、地域に

武蔵野市シルバー人材センターの理事を5年間務め

密着した高齢者の就業窓口として大きな役割を担って
きた武蔵野市シルバー人材センターは、今年1月設立
40周年を迎えました。就業支援だけでなく、近年で
は子どもの学習支援や災害発生時の避難行動要支援体

させていただきましたが、このたび退任することにな
りました。
武蔵野市シルバー人材センターは、高齢者の就業を

制の一翼を担うなど、多様な社会貢献活動も展開され
ています。
会員の皆様の積極的な取り組みのおかげと、
心より感謝申し上げます。
今年4月から武蔵野市高齢者福祉計画・第7期介護
保険事業計画がスタートしました。計画では、高齢者
の皆さん誰もが、いつまでもいきいきと暮らし続けら
れるための施策の一つとして、シルバー人材センター
への支援を通じて、高齢者の就労機会の充実を図るこ
ととしています。会員の皆様とともに、実現に向けて

通じて生きがいの確保や社会参加の促進を図ることを
目的として活動していますが、会員の皆様がいきいき
と元気にお仕事をなされる姿を見るにつけ、
「いつま
でもいきいきと健康に誰もが住み慣れた地域で生活を
継続できるまち」を目指す武蔵野市の職員としても、
大変心強く思っておりました。
シルバー人材センターの理事という立場は離れます
が、今後も会員の皆様のご健闘を応援させていただき
たいと存じます。

奮闘する所存です。
どうぞよろしくお願いいたします。
≪表彰作品「健康の維持管理について」≫

優秀作

ウォーキング

朝日を浴びて

晴ればれと（境

今泉

速水）
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新編集委員あいさつ
広報編集委員
関前

安藤

広報編集委員

秀雄

吉祥寺東町

広報編集委員を受任しました安藤です。
現役の頃は特許関係の仕事で月1回「特許室情報」
誌を作成・配布をしていました。
技術文書では形容詞・副詞は使わないよう言われ、
一般文書に違和感を持ちつつ、現在は地域の「ラジオ
体操だより」を年4回の発行を目標に頑張っています。
広報「絆」はシルバー人材センターの仕事を「皆さ
んに理解してもらい」、「信頼関係を築き」、「最終的に
仲間になってもらう」ための会員相互のコミュニケー
ション誌であると思います。
そのためには、まず自分の仕事を「知ってもらう努
力」が必要です。よく「いい仕事をしていればわかっ
てもらえる」と言う人がいらっしゃいますが、いくら
素晴らしい理念を掲げ、いい仕事をしても、それをき
ちんと伝えなければ、本当に利用・必要とする人には
届きません。
そのため広報は、会員から意見を収集し、継続的な
情報発信を行う両輪の活動をしていかなければならな
いと考えます。未熟ですが、
「老年よ好奇心を抱け」
の気持ちで励みたいと思います。

高山

真理

某新聞社で記者の父と母が出会った。熱烈なラブレ
ターが二人の間を往復、結婚して間もなく私が生まれ
た。両親は小学生の私のために「少年少女世界文学全
集」と「世界ノンフィクション全集」の定期購読を申
し込んでくれた。毎月届く厚い本の背表紙はえび茶色
をしていて革の匂いがした。
本の虫、活字中毒に育った私はマスコミ志望の青年
と結婚し、ママになってからも大学や企業でフリーラ
ンスの編集者を続けてきた。シルバーになった今もか
すむ眼にシニアグラスをかけながら活字から離れられ
ない。
この春から武蔵野市シルバー人材センターの会員を
結ぶ「絆」を編み出す仲間に加わることになった。こ
れまでの知識と経験を活かす場を与えられて、生き甲
斐を見いだすことができ大変嬉しく思っている。新し
い目と耳をもって、皆様に楽しみながら読んでいただ
ける誌面作りを心がけていきたい。

むさしのSCトピックス
4/1（日）

むさしの桜まつりに、手芸・小物班が出店しました。

5/14（月） 安全標語の表彰式がありました。入賞した標語は、各ペー
ジの下段に掲載してあります。

6/3（日）

ごみゼロデーの市内三駅での清掃活動がありました。

6/5（火）

武蔵野市シルバー人材センター及び第五小地区シルバー見
守り隊が、武蔵野警察署より交通安全功労感謝状をいただ
きました。

6/20（水） 平成30年度定時社員総会が開催されました。

安全標語表彰式

2018年ごみゼロデー

2018年むさしの桜まつり

交通功労者等表彰式

佳作 すぐ出来た １分体操 身も軽く（境 木下 勝仁） 佳作 笑顔絶やさず ストレス溜めず 仕事、遊びに元気よく（吉祥寺本町 鹿村 和彦）

（4）第 209 号

平成 30 年７月 20 日

武蔵野市シルバー人材センター

認知症サポータ養成講座体験記

からあなたへ20のメッセージ」の紹介がありま
今冬2月19日にシル
みんなで知ろう
バー人材センターの会
した。
議室で「認知症サポー
［日本認知症ワーキンググループ共同代表佐藤雅
武蔵野市で安心して暮らすための情報
タ養成講座」を受講し
彦さん HP より］
1. 認知症になりたくてなる人はいない。
ました。
2. 「二重の偏見」が私たちの力を奪う。
受講者はシルバーの
3. できなくなったことを嘆くのではなく、でき
皆さんで、講義を受け
ることに目を向ける。
るにつけ認知症予備軍
4. 認知症になっても、新しく覚えられることがある。
の自分のことを言われ
5. 記憶が消えても、記録は残る。
ていると勘違いしてだ
6. 認知症にともなう困りごとは、知恵と工夫で
んだん目線が下がって
講座テキスト
乗りきれる。
くるのを感じました。
この「認知症サポータ養成講座」について、朝
認知症は誰でもかかる
認知症とは
日新聞の社会面で「認知症サポータ1千万人」と
2
1 可能性のある身近な病気です
いう見出しで報道されました。
シルバー人材センターの会議室での講座の内容は
認知症の状態
1. 武蔵野市の現状
1.6倍
13.7
2. 認知症状
18.2
3. 接し方のポイント
行動・心理症
4. 武蔵野市の取組み
認知症の原因とな
等について説明がありました。
◎武蔵野市の現状では
10
認知症は、
10
とても身近な病気です。
高齢者人口に占める認知症高齢者の割合、年齢
6
20
と認知症と診断された方の割合、認知症高齢者の
推計値、認知症を有する高齢者の生活場所等を数
表・グラフ等で詳しい説明がありました。
◎認知症状では
認知症は誰でもかかる
認知症で現れる表情の説明の中、周りの人がお
認知症とは？
2
1 可能性のある身近な病気です
かしいと思ったら、本人を納得させ、医師の診断
を仰ぐことだと言っていました。
認知症の状態
認知症の状態
認知症は早期発見・早期対応で進行を遅らせる
1.6倍
13.7
ことが可能で、治療により改善する場合があると
18.2
されています。
行動・心理症状
又、認知症は様々な種類があり、それぞれの対
認知症の原因となる病気
認知症の原因となる病気
応は異なるとの話があり、認知症は高齢期には誰
にでも起こる可能性がある病だと知りました。
10
認知症は、
10
◎接し方のポイントでは
とても身近な病気です。
60
20
「認知症の方の気持ちと対応方法」の DVD を鑑
賞した後、認知症への対応の心得、具体的な対応
の7つのポイント等の説明があり、「認知症の私

認知症

監修

武蔵野赤十字病院 認知症疾患医療センター
神経内科部長 鎌田智幸 医師

武蔵野市

認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です（注1）。

認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が損

都内では、認知症の人は38万人を超えており、平成37年には約60万人に増
市内における認知症の人の数は、平成２７年時点では約４，９００人で、

ことで、認知機能（注3）が低下し、さまざまな

加すると推計されています。
平成４０年には約６，８００人になると推計されています。

指します。

何らかの認知症の症状がある高齢者（注2）の将来推計
武蔵野市における何らかの認知症の症状がある高齢者
（注２）の将来推計
（基準日：平成27年7月1日）
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資料）東京都「要介護者数・認知症高齢者数等の分布調査」
（平成25年11月）
0
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平成30年
平成35年

若年性認知症について
若年性認知症について
認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。

認知症の原因となる病気には、主に
「アルツ

「レビー小体病」
の３つがあり、
もっとも多い

65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内には約4,000人と推計されています。
認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。
65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内には約4,000人と推計されています。

その他

前頭側頭葉変性症（ピック病など）
、
慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、
正常圧水頭症

などによるもの

認知症の人と家族が
安心して暮らせる
地域をつくることが大切です。

1

認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です（注1）。

都内では、認知症の人は38万人を超えており、平成37年には約60万人に増
市内における認知症の人の数は、平成２７年時点では約４，９００人で、
加すると推計されています。
平成４０年には約６，８００人になると推計されています。

（注1）最新の国の研究によると、65歳以上の高齢者の約15%が認知症だといわれています。
（注2）要介護認定を受けている高齢者のうち認知症高齢者日常生活自立度 以上の者

『知って安心認知症』（平成26年5月発行）
出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成
『知って安心認知症』（平成 26 年 5 月発行）

認知症とは、
いろいろな原因で脳の細胞が損傷を受けたり、
働きが悪くなる
認知症とは、
いろいろな原因で脳の細胞が損傷を受けたり、
働きが悪くなる

ことで、
認知機能
が低下し、
さまざまな生活のしづらさが現れる状態を
（注3）
ことで、
認知機能（注3）
が低下し、
さまざまな生活のしづらさが現れる状態を
指します。
指します。

何らかの認知症の症状がある高齢者（注2）の将来推計
武蔵野市における何らかの認知症の症状がある高齢者
（注２）の将来推計
（基準日：平成27年7月1日）
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資料）東京都「要介護者数・認知症高齢者数等の分布調査」
（平成25年11月）

若年性認知症について
若年性認知症について
認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。

65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内には約4,000人と推計されています。
認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。
65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都内には約4,000人と推計されています。

認知症の原因となる病気には、
主に
「アルツハイマー病」
、
「
、
認知症の原因となる病気には、
主に
「アルツハイマー病」
、
「脳血管障害」
脳血管障害」
、
「レビー小体病」
の３つがあり、
もっとも多いのがアルツハイマー病です。
「レビー小体病」
の３つがあり、
もっとも多いのがアルツハイマー病です。

その他
その他

前頭側頭葉変性症
（ピック病
、
前頭側頭葉変性症
（ピック病など
など）
）
、
慢性硬膜下血腫、
脳腫瘍、
慢性硬膜下血腫、
脳腫瘍、
正常圧水頭症
正常圧水頭症

などによるもの
などによるもの

認知症の人と家族が
安心して暮らせる
地域をつくることが大切です。

1

≪表彰作品「テーマ：自由課題」≫

（注1）最新の国の研究によると、65歳以上の高齢者の約15%が認知症だといわれています。
（注2）要介護認定を受けている高齢者のうち認知症高齢者日常生活自立度 以上の者

優秀作

レビー小体病
レビー小体病

%
%

脳血管障害
脳血管障害

%
%

交差点

首の体操

アルツハイマー病
アルツハイマー病

%
%

%
%

（注3）
認知機能とは…
言葉を使う、
計算する、
問題を解決するために
（注3）
認知機能とは… 物事を記憶する、
物事を記憶する、
言葉を使う、
計算する、
問題を解決するために
深く考えるなどの頭の働きを指します。
深く考えるなどの頭の働きを指します。

4

出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成
『知って安心認知症』（平成 26 年 5 月発行）

右、左（吉祥寺北町

石川

出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成
『知って安心認知症』（平成26年5月発行）

恒弘）

%

脳血管障害

%

%

（注3）認知機能とは… 物事を記憶する、言葉を使う、計算す
深く考えるなどの頭の働きを指します

出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成
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レビー小体病

2
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18. 勇気をもって、自分が感じていること、思っ
3 認知症の予防につながる習慣
生活習慣病（高血圧症、脂質異常症、糖尿病、心臓病など）
を予防することは、
認知症の予防にもつながります。

ていることを伝える。
4 認知症に早く気づくことが大事！

19. 当事者が声をあげれば、世の中は変わる。
20. 認知症になっても暮らしやすい社会をとも

認知症は治らないから、
医療機関に行っても仕方がないと考えていませんか？
認知症も他の病気と同じように、早期診断と早期対応が非常に大切です。
【早く気づくことのメリット】

につくろう。
◎武蔵野市の取組み
認知症になっても安心して住み続けられる街を
目 次
１ 認知症は誰でもかかる可能性のある身近な病気です ………………………………… p3
めざして、武蔵野市における在宅支援拠点（生活
２ 認知症とは？ ……………………………………………………………………………… p4
３ 認知症の予防につながる習慣 …………………………………………………………… p5
圏域について）等の説明がありました。
４ 認知症に早く気づくことが大事！ ……………………………………………………… p6
５ 「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」をやってみましょう！ …………… p7
【武蔵野市内における認知症の人の数の現状】
６ 認知症になるとどのように感じるの？ ………………………………………………… p9
７ 認知症の人を支えるために …………………………………………………………… p10
平成29年時点では、約5,200人で、平成40年に
８ 暮らしのポイント ～進行度別～ ……………………………………………………… p11
９ 暮らしのポイント ～よくある相談～ ………………………………………………… p13
は約6,700人になると推計されます。65歳以上の
10 認知症の人や家族を支援するしくみやサービス …………………………………… p15
11 サービスの一覧 ………………………………………………………………………… p17
10人に1.6人は何らかの認知症の症状があると推
12 武蔵野市のサービスを利用して、こんなことがありました！ …………………… p21
13 支え合いのしくみ ～医療編～ ………………………………………………………… p23
定されており、85歳以上では10人に5人以上にな
14 支え合いのしくみ ～家族介護者編～ ………………………………………………… p27
15 支え合いのしくみ ～地域・関係機関・団体編～ …………………………………… p29
ります。つまり、認知症は誰もが関わる可能性の
16 相談窓口 ………………………………………………………………………………… p32
ある身近な病気だといえます。
武蔵野市 認知症高齢者ケア体系図
又、認知症は高齢者だけがかかる病気ではあり
ません。
65歳未満で発症する若年性認知症の人は、都
内に約4,000人いると推計されています。
このような中、武蔵野市では、認知症に関する
相談事業の充実、普及啓発の推進、在宅生活の支
援に取り組んでいます。
◇感想
前述の朝日新聞報道ではサポータの数は今年3
月末まで1,015万1,589人に達し、最近は小・中
学校単位で受講することも多く、20歳未満のサ
7. いまの苦難は永遠に続くのではないと信じる。 ポータは210万人にのぼっていると記載がありま
8. 自分が自分であることは、何によっても失わ
した。私見ですが、この講習会を受け、最近忘れ
れない。
かけている日本人の心（道徳心の基本）を訴えか
9. 人は、何ができなくとも、価値のある尊い存
けていることに気が付きました。人へのやさしさ
在である。
で、人と係わる心地よさを小・中・高校生にも是
10. 認知症になると、不便だけれど、不幸ではない。 非浸透させて頂きたいと思います。
11. ちょっとした手助けがあれば、いろいろな
最近は、グローバル主義を中心に利益が上がれ
ことが楽しめる。
ばよい、人との係わり合いは自分主義で、他人の
12.「できること」ではなく、「したいこと」をす
ことを考えない、さらに、自分の親、子供にも同
ればいい。
様の考えで接する中、悲惨な事件が後をたたない
13. 一人ひとりの「認知症」がある。
世の中になってきていると考えます。教育はゆと
14. 私には私の意思がある。
り教育ではなく人間教育を最優先すべきであり、
15.「してもらう」「してあげる」より、「一緒に
認知症講座はその基本を理解するのに有効だと思
したい」。
いました。
16. 他人から何かをしてもらおうとするのでは
現役引退後、久しぶりに良いプレゼンテーショ
なく、他人に何ができるかを考える。
ンを受講しました。
17. 私たちは単なる介護の対象ではなく、私た
（関前 安藤）
ちが形成する社会の一員である。
食生活に気をつけましょう。

適度な運動をしましょう。

塩分を控えめに、
お酒はほどほどに、
バランスのよい食事を心がけましょう。

1

ウォーキングや体操などの運動を
継続的に行いましょう。

2

3

魚や野菜、果物をたくさん食べましょう。

生活を楽しみましょう。

人と積極的に交流しましょう。
地域の活動や区市町村が行ってい
る介護予防教室などに参加してみま
しょう。

本を読んだり趣味に取り組んだり、
さまざまな活動をとおして生活を楽
しみましょう。

今後の生活の
準備をする
ことができます

早期の診断を受け、症状が軽いうちに、
ご本人やご家族
が認知症への理解を深め、病気と向き合い話し合うこと
で、今後の生活の備えをすることができます。介護保険
サービスを利用するなど生活環境を整えていけば、生活
上の支障を減らすことも可能になります。

治る認知症や
一時的な症状の
場合があります

認知症を引き起こす病気には、早めに治療すれば改善が
可能なものもあります
（正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、
甲状腺機能低下症など）ので、早めに受診をして原因と
なっている病気を突き止めることが大切です。

進行を遅らせる
ことが可能な
場合があります

アルツハイマー型認知症は早い段階からの服薬等の治
療や、本人の気持ちに配慮した適切なケアにより、進行
をゆるやかにすることが可能といわれています（下図参
照）。

服薬による効果は個人差がありますが、以下のグラフのような効果が得られる場合もあります。

【図】
アルツハイマー型認知症の進行の例
軽度

薬を使用した場合

中等度

症状の度合い

次ページからの
「自分でできる認知症の
気づきチェックリスト」
を行ってみましょう。

重度

何も治療しない場合

時間の流れ

出典：東京都福祉保健局高齢社会対策部作成

3

『知って安心認知症』
（平成26年5月発行）

5

（注）
服薬により吐き気や食欲不振などの副作用が生じる場合があります。

4

相談事業の充実

●認知症面談相談
●医療機関との連携

三鷹武蔵野認知症連携を考える会
もの忘れ相談シートによる連携

在宅介護・地域包括
支援センター
・総合相談・訪問
・介護保険、各種制度の申請
・各関係機関との連携・調整
・認知症コーディネーターの
配置

もの忘れ相談医（かかりつけ医）
●認知症疾患医療センターとの連携

権利擁護事業

・権利擁護事業（福祉公社）
・地域福祉権利擁護事業
・成年後見制度の利用支援

地域住民

家

族

本人

普及啓発の推進

在宅生活の支援

●認知症サポーター等養成講座
●キャラバンメイト養成講座

●認知症高齢者見守り支援ヘルパー
●はいかい高齢者等探索サービス

●認知症を知る月間（９月）
（認知症を知るキャンペーン）
●講演会
●啓発用リーフレット配布

●緊急ショートステイ
●家族介護用品支給

介護予防事業

●火災安全システムの貸与
●在宅高齢者訪問歯科健診
●テンミリオンハウス 等

等

介護保険サービス

・通所サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症グループホーム

等

佳作 あいさつが 安全管理の 第一歩（中町 立松 正通） 佳作 気のゆるみ 慣れた道でも 事故や怪我（緑町 山本 文子）
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吉祥寺北町

☆中島飛行機・武蔵製作所

下谷

一廣
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る中島飛行機がここまでの成長を遂げたのは制作
した飛行機及びエンジンの性能が優れていたから
といえよう。中島飛行機が制作した機体は合計約
２万４千といわれる。代表的戦闘機「隼」
（ハヤ
ブサ）図１。（イラスト・平岡伸三）

PART 1

皆様、中島飛行機についてどれぐらいご存じで
すか？恥ずかしいことに、私は中島飛行機の工場
が現在の武蔵野中央公園の辺りにあったこと、戦
争末期には米軍機による度重なる爆撃で工場は廃
墟となり多くの人々が亡くなったということぐら
図1 隼
いしか知識がありませんでした。しかし表題の
「疾風」
（ハヤテ）図2は米軍の分析で日本の戦闘
テーマで地元に長くお住まいの古老の話を伺い、
機中最優秀と評価されたという。
資料を読み込んでいくに随い、
「中島飛行機・武蔵
製作所」開設がその後の武蔵野昭和史に劇的な変
化をもたらしたことに改めて気付かされました。
そこで風化しつつある戦争の記憶、軍需工場や研
究所の痕跡や跡地がどうなったかなど武蔵野市民
としてこれぐらいは知っておかなければとの自戒
も込めて PART 1では「中島飛行機（株）とはど
んな会社だったのか」
、
「中島飛行機武蔵製作所は
どんな工場で何を製作していたのか」について書
図2 疾風
きます。次回には PART 2として「米軍機による
＊こぼれ話
爆撃はどれほど苛烈であったか」
、
「武蔵製作所跡
①日本のロケット開発の父と呼ばれる糸川英夫が
地はどう活用されたのか」などについて書こうと
中島飛行機の技師として「隼」の開発や国産初
思っています。
のジェット・エンジン、ロケットの研究をして
1）中島飛行機について
中島飛行機は、航空機の分野で三菱重工と並ぶ
いた！ご存じでした？
戦前から戦中にかけての巨大企業であった。私の
②朝日新聞5月15日の記事によれば中島製の日本
初のジェット・エンジン「火龍」の一部が ICU
認識不足でこれ程までの企業だとは思ってもいま
（国際基督教大学）構内で見つかり展示されて
せんでした。海軍尉官だった中島知久平が軍を辞
いるそうです。ICU は終戦までは中島飛行機三
職して飛行機製造の会社を1917年（大正6年）創
立した。誕生したときの従業員は9名だったとい
鷹研究所があった。
う。
③スタジオ・ジブリ制作、宮崎駿監督の長編アニ
メ「風立ちぬ」をご存じですか？この作品は零
群馬県太田町の片田舎からのスタートだったが、
戦の設計者堀越二郎を主人公にしたアニメです
終戦時には20万人を超える従業員を擁し、東京
の武蔵野地区（現・武蔵野市、三鷹市、西東京市）
が、私はてっきり零戦は三菱重工が作ったもの
をはじめ、静岡、愛知に展開した工場は10か所
だと思ってきましたが、資料を読むとエンジン
以上となり30年たらずの間に三井や三菱に伍して
は中島製、機体も60％は中島飛行機が作ったと
財閥の一角を占めるまでになった。1930年以降
知り認識を新たにしました。
（フガク）
終戦に至るまで軍需産業は活況を呈し、なかでも
④設計、試作段階で頓挫した「富嶽」
図3は B29と比較したものですがとんでもなく
航空機の有用性が認知されるといった背景があっ
大きい。日本から直接アメリカ本土を爆撃する
たにせよ資金力も乏しかったベンチャー企業であ

平成 30 年７月 20 日
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ことを想定した爆撃機だそうです。図とデータ
をご覧ください。

図3

富嶽（左）と B29（右）

富嶽
翼
全

幅
重

全

量
長

爆弾搭載量
翼

面

積

エンジン
航続距離

63〜65m
160トン
40から45m
20トン
350㎡
2500馬力6基
18500㎞

B29
43m
63トン
30m
9トン
151㎡
2200馬力4基
6600㎞

富嶽と B29の性能比較

2）武蔵製作所について

はじめに名称について紛らわしいので書いてお
きます。
1937年（昭和13年）に武蔵野町西窪に中島飛
行機が陸軍に供するエンジンの工場を開設、その
4
時は武蔵野製作所と称していましたが1943年には
海軍用のエンジンを供する多摩製作所を合併して
武蔵製作所となり、東工場は陸軍用、西工場は海
軍用の飛行機エンジンを制作。会社設立から終戦
までの間に製作したエンジンの合計は約4万5千基
に及んだ。
●場所：図4の航空写真を見ていただければ武蔵
野市にお住まいの方なら大体の見当がつくと思い
ます。おおざっぱにいえば五日市街道から北千川
上水まで、東は扶桑通り近くまで、工場の面積は
敷地が56万㎡（東京ドーム14個分）建物が24万㎡
で日本国内の最も重要なエンジン工場であった。
敷 地 は 東 西 に 長 く、 南 北 が686ｍ、 東 西 が
1100m 以上あり、鉄道の引き込み線が三鷹駅から
延びて工場内部を貫き一周していた。引き込み線
により搬入された構成部品は地下の倉庫に納めら
れ、その一方で管理された部品は倉庫から出て熱
処理され、流れ作業工場に運ばれた。さらに工場
と工場を総延長7㎞に及ぶ地下道で結び、従業員
は地下道を通行した。

第 209 号（7）

これは空襲を想定したためではなくあくまでも
作業効率を上げるためであったという。
●従業員：1937年〜 1941年には約1万人が働い
ていた。1943年合併後は3万人が就業し、1944
年には従業員数はピークに達し、4万人となって
いたが、正規の専門職工は徴兵され戦地へ送り出
されてしまい、学徒勤労動員で集められた中学・
高校生が短期間の研修だけで臨時職工となった。
このことに加え部品の材料となる資材も劣悪化し
質の高いエンジンを製作することもままならなく
なっていった。
●製作していたエンジン：
「寿」「光」「栄」
「誉」
などであるが各エンジンに改良型があり1型、2型、
3型と呼ばれた。製作したエンジンは合計約4万5千
基といわれる。なかでも優れたエンジンだったの
が「栄」と「誉」でした。
「栄」は「零戦」
「隼」
「月光」などに搭載され
中島の代表作となった。
「銀河」
「誉」
は2000馬力級にグレード・アップ。
「彩雲」「紫電改」「疾風」などに搭載。
広大な敷地に開設された飛行機のエンジン工場
が空爆の目標となり、廃墟になった工場跡は戦後
様々な経緯を経て武蔵野市の発展整備に寄与した
ことになるわけで歴史の皮肉ともいえる。

図4

中島飛行機武蔵工場（空撮）

参考資料：
「中島飛行機の研究」高橋泰隆著
「知られざる軍都

日本経済評論社

多摩武蔵野」洋泉社

「歴史のなかの中島飛行機」桂木洋二著

グランプリ出版
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ひ

会員交流の場を計画しようとの話が出て、先ず
は理事で近いところへと4月4日（水）に「I.C.U
の桜を観よう会」を計画し、会員も含め18名で
出かけました。
満開の桜を期待しながら10時に武蔵境駅から
バスで大学へ向かいましたが、なんと桜は新緑へ
とかわり…。しかし「桜もいいけど、新緑もいい
ね！」とお互いに励ましつつ、森林浴とおしゃべ
りを楽しみながら学食へと向かいました。あまり
の安さと美味に2食召し上がった方もいたようで
す。
新緑に映える白いチャペルの前で集合写真をと
り「楽しかったね。元気でまた会えることを楽し
みに！」と短い時間でしたが、13時前に現地解
散しました。

編

集

ろ

ば

平成 30 年７月 20 日

次回も会員の皆さんが多く参加できるよう計画
を立て、楽しい一日を過ごしたいと思います。
（八幡町 加藤）

キャンパス内の
教会前で

キャンパス内で散策

後 記

4月から広報編集委員会の委員を刷新し、新メンバーで取り組み始めました。新しい目線で、多くの会員の方々に関心
を持たれる誌面づくりをして参ります。
今年も猛暑日の多い夏になる様子です。くれぐれも熱中症対策を怠らず乗り切って行きましょう。熱中症対策といえば
水分補給ですが、水分補給は一気飲みや飲み貯めではなく、ちびりちびり塩分を添えてが良いそうです（お酒ではないで
すよ！）お酒はかえって脱水症状を促進してしまい水分補給にはなりません。経験から睡眠を十分とって、午前中の早い
時間帯に軽く一汗かくのが良いようです。
この「絆」は会員の誌面交流ツールです。皆様のご意見・感想・寄稿をお待ちしています。（MT）

