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特 集

多発する災害に備える多発する災害に備える
～ＢＣＰ（事業継続計画）の新しい認定制度～～ＢＣＰ（事業継続計画）の新しい認定制度～

　昨年（2020年）１月から感染が続く新型コロナ
ウイルス感染症は、感染者数の減少期と拡大期を
繰り返し、本年６月以降はデルタ株などによる感
染者が著しく増加しています。
　これに伴い、９月30日まで、埼玉県を含む関東
地方全域および以下の都道府県に「緊急事態宣言」
または「まん延防止等重点措置」が発令されてい
ます（９月22日現在）。

緊急事態宣言

関東地方全都県（東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県）、北海
道、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀
県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、
沖縄県

まん延防止等重点措置

福島県、石川県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、
香川県、宮城県、岡山県

公益財団法人埼玉県産業振興公社公益財団法人埼玉県産業振興公社
ＢＣＰアドバイザー　黄野 吉博ＢＣＰアドバイザー　黄野 吉博

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のための外
出自粛を求めるこれら宣言および重点措置は、全
産業に対して昨年１～３月期から影響を及ぼし、
昨年４～６月期にボトム（底）を記録するともに、
経済活動の維持と感染防止対策のバランスの難し
さを国民に考えさせる契機になりました。
　その後、製造業は回復が見られますが、非製造
業は一進一退を繰り返しています。非製造業の中
でも、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービ
ス業・娯楽業は引き続き回復が見えない状況が続
いています。昨年４～６月期から対前年比で売り
上げ減が続いていた建設業と卸売業・小売業は、
本年４～６月期は建設業がプラス4.3、卸売業・小
売業がプラス5.7と久々に改善が見られましたが、
７月以降はデルタ株による感染が一層拡大してお
り、この改善が続くのか気掛かりです。
　なお、ワクチンの接種率は本年８月に全国民比
で５割を超え順調に伸びていますが、いまだに収
束の兆候は見えていません（９月２日現在）。
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　他方、豪雨による水災も日本では増加傾向にあ
り、2013年８月から運用が開始された「大雨特別
警報」は毎年発令されていますし、「線状降水帯」
という気象用語が広く一般に定着しつつあります。
　新しく、本年８月11日から19日にかけ発生した

売上高（2019年１～３月期を100）
全産業 製造業 非製造業

2019 年
1~3 月期 100.00 100.00 100.00 
4~6 月期 100.65 102.37 99.98 
7~9 月期 97.96 100.16 97.10 
10~12 月期 93.41 95.06 92.77 

2020 年
1~3 月期 92.36 94.34 91.59 
4~6 月期 83.22 82.23 83.61 
7~9 月期 86.72 86.96 86.62 
10~12 月期 88.95 89.78 88.62 

2021 年
1~3 月期 89.48 92.85 88.16 
4~6 月期 87.04 92.64 84.85 

（財務省「法人企業統計」から作成）

大雨特別警報・線状降水帯を伴う豪雨ですが、長
野県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県および長
崎県の13市７町１村に災害救助法が適用され、経
済産業省が被災中小企業・小規模事業者の支援対
策を行うなど、地域経済産業に影響を与えました。
　また、本年７月に静岡県熱海市伊豆山で発生し
た土石流は、死者26名、行方不明者１名、被害棟
数135棟の被害をもたらし、改めて豪雨の恐ろしさ
を実感させられました。
　次頁図表は、最近５年間に日本に大きな災害を
もたらした豪雨を中心とした気象事例ですが、毎
年３～５件発生し、地域経済産業に大きな影響を
与えて続けています。

　気象庁は、豪雨を「１時間当たり50㎜を超える
降水量」と定義し、全国1,300地点で観測をしてい
ますが、下図表の通り増加傾向にあります。豪雨
が増えている理由として、日本近海の海面温度の
上昇（100年間で1.16℃上昇しており、同期間の全
球海面水温の平均上昇0.56℃の約２倍：気象庁が
2021年２月15日公表）が有力視されていますが、
海面温度と水蒸気量および降雨量の関係には、ま
だ解明されていない部分があります。
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災害をもたらした気象事例
2021 年（令和３年）

前線による大雨 8月11日
～ 19日 西日本から東日本の広い範囲で前線による大雨

東海地方・関東地方南部を中心
とした大雨

7月1日
～ 3日

東海地方・関東地方南部を中心に大雨
静岡県熱海市で土石流が発生

発達した低気圧および強い冬型
の気圧配置に伴う大雪・暴風

1月7日
～ 11日

北日本から西日本の日本海側を中心に広い範囲で大雪・
暴風

2020年（令和2年）

強い冬型の気圧配置による大雪 12月14日
～ 21日

北日本から西日本の日本海側を中心に大雪
関越道等で多数の車両の立ち往生

台風第10号による暴風、大雨等 9月4日
～ 7日

南西諸島や九州を中心に暴風や大雨
長崎県で最大瞬間風速59.4メートル

令和２年７月豪雨 7月3日
～ 31日

西日本から東日本、東北地方の広い範囲で大雨
球磨川などが氾濫

2019年（平成31年／令和元年）

低気圧等による大雨 10月24日
 ～ 26日

千葉県を中心に、河川の氾濫や洪水、土砂災害などの被
害が発生

台風第19号による大雨、暴風等 10月10日
～ 13日 埼玉県内で被害（東松山市、川越市、行田市、越谷市など）

台風第15号による大雨、暴風等 9月7日
～ 10日

千葉県を中心に記録的な暴風
千葉市で最大瞬間風速57.5メートル

前線による大雨 8月26日
～ 29日

九州北部地方を中心に秋雨前線の影響で線状降水帯が発
生し、記録的大雨

2018年（平成30年）

台風第24号による暴風・高潮等 9月28日～
10月1日 南西諸島および西日本・東日本の太平洋側を中心に暴風

台風第21号による暴風・高潮等 9月3日
～ 5日

西日本から北日本にかけて暴風 
特に四国や近畿地方で顕著な高潮

前線および台風第7号による大雨
等

6月28日～
7月8日 西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨

強い冬型の気圧配置による大雪 2月3日
～ 8日 北陸地方の平野部を中心に日本海側で大雪

南岸低気圧および強い冬型の気
圧配置による大雪・暴風雪等

1月22日
～ 27日

さいたま市で積雪23.0cm（22日）、熊谷市で17.0cm
（23日）を記録

2017年（平成29年）
台風第21号および前線による大
雨・暴風等（速報）

10月21日
～ 23日

川越市において、48時間雨量が281㎜（計画降雨の約1.1
倍）を記録

台風第18号および前線による大
雨・暴風等

9月13日
～ 18日 南西諸島や西日本、北海道を中心に大雨や暴風

平成29年７月九州北部豪雨 6月30日～ 
    7月10日

九州北部で線状降水帯が形成され、同じ場所で長時間猛
烈な雨が降り続いた

（気象庁資料から作成）
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地震・水災・感染（発病）・火災・窃盗事件など災
害・事故・事件になります。災害・事故・事件は
総称して「事案」または「事象」と言われます。

　こうした情勢を踏まえて、経済産業省と中小企
業庁は、中小企業の自然災害等に対する事前対策

（防災・減災対策）を促進するために「中小企業
等経営強化法」の一部を改正し、令和元年（2019
年）の７月16日より同改正法を施行しました。
　同改正法の第56条には、防災・減災に取り組む
中小企業がその取り組み内容（事前対策）を計画
として取りまとめ、当該計画を国が認定する制度
が創設されています。これが、本稿で解説を試み
る「事業継続力強化計画」です。

【中小企業等経営強化法の該当部分】
（事業継続力強化計画の認定）
第五十六条　
　中小企業者は、事業継続力強化に関する計画（以
下この条および次条において「事業継続力強化計
画」という。）を作成し、経済産業省令で定めると
ころにより、これを経済産業大臣に提出して、そ
の事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受
けることができる。

（以下、省略）

　ただ、世界気象機関（ＷＭＯ）をはじめとした
国際機関や世界各国の政府や研究機関が連携して、
海洋の観測が行われており、「1971年から2010年ま
での40年間に地球全体で蓄積された熱エネルギー
の９割以上は、海洋に吸収されている」との結論
に至っています。
　海洋は熱を吸収することで、自身も温暖化しま
すし、海洋は大気に比べて変化しにくいですが、
いったん変化してしまうとその状態が長く続きま
す。このため、地球温暖化により海水温の分布や
海流が変われば、長期間にわたって日本および世
界の気候に影響を及ぼすことが懸念されています。

　次に地震関係ですが、「国土交通白書2021」は、
「第Ⅰ部　危機を乗り越え豊かな未来へ」の中で、
国民の命と暮らしに対し極めて甚大な被害を与え
ると想定されている大規模地震のリスクとして次
を掲げています。
　①　南海トラフ地震
　②　首都直下地震
　③　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

　上記のプレート型大規模地震以外に、日本は各
地に多数の活断層を抱えておりますので、それら
活断層が動く懸念もあります。
　要するに、豪雨は増加傾向にあり、地震のリス
クも引き続き無視できません、と気象庁および国
土交通省は指摘しています。

　増加傾向にある豪雨による水災リスクや引き続
き警戒が必要な地震リスクに加えて、新型コロナ
ウイルス感染症などの自然災害以外のリスクの顕
在化は、個々の企業の経営だけでなく、日本のサ
プライチェーン全体にも大きな影響を及ぼします。
　なお、「リスク」とは顕在化する前の脅威のこと
で、地震リスク・水災リスク・感染リスク・火災
リスク・盗難リスクなどの総称です。顕在化後は、

　「事業継続力強化計画」の内容は、ＢＣＰ（事
業継続計画）を簡略化したものです。従って、既
にＢＣＰを策定している企業は、容易にこの事業
継続力強化計画を策定することできます。
　新たにこの計画を策定する企業には、既存のＢ
ＣＰよりも策定が後述の通り容易ですし、本格的
なＢＣＰ策定の入り口として活用ができます。
　この「事業継続力強化計画」の新しい認定制度
は、審査機関など第三者を経由しないで「中小企
業・小規模事業者」が指定様式で直接申請し、経
済産業大臣が直接認定するものです。
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　ここに、「認定」「認証」「登録」が出てきますが、
認定は「第二者（国や都道府県など）による承認」、
認証は「第三者（主に審査機関）による承認」、登
録は届け出をすれば第二者や第三者の審査を経ず
に登録されますので「第一者（当事者）による承
認」ともいわれます。
　なお、事業継続力強化計画による認定を受けた
企業は、所定のロゴマークを使用して、広報活動
や販売活動を展開することができます。

　コロナ禍で大変な時にこれを策定したから、①
売り上げが増えるのか、②利益が増えるのか、③
そんな将来のいつ起こるか分からないことにすぐ
に事前準備が必要か、④必要だと思うがそんなこ
とをやっている時間も人もいない、⑤面倒だ、⑥
なんだかよく分からない、などの声が多いのは十
分承知しています。
　しかし、比較的自然災害に安全だと思われてい
る「埼玉県」でも過去の例を見ると、水災や地震
の影響により、事業活動に支障を来しているケー
スも散見されています。
　いざ、自然災害が発生したら、勤務中の従業員
の安全確保、生産設備の機能保全、大事な顧客デ
ータの消失など、事前準備をしていなかったら、
事業活動の復旧に相当な差が出ます（中小企業庁
資料）。
　ご自分の家庭でも、台風が来て停電したら、水
が出て家が浸水したら、新型コロナウイルスがも
っと拡大して買い物に行けなかったら…と、さま
ざまな不安の中でどんな事前準備をしたら良いの
かを考えていると思います。皆様の事業も安定し
て継続するためには同様に、被災のイメージと事
前対策が必要になります。
　その第一歩として、事業継続力強化計画が最適
と考え、計画書の策定と申請を強くお勧めしてい
ます。

　埼玉県など関東甲信越地方の場合は、実際の申
請は埼玉県さいたま市中央区にある関東経済産業
局に、また認定書は関東経済産業局長から交付さ
れます。

　ＢＣＰについては、経済産業省は以下の認証制
度と登録制度を既に所轄していましたが、新しい
認定は策定する内容が簡略化されている以外に、
制度的にも違いがあります。

認証制度

ＩＳＯ22301「事業継続マネジメントシステム
（ＢＣＭＳ）」による認証

登録制度

「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」の様式に基づく
登録

【計画認定のスキーム】

申請 認定

経済産業大臣

中小企業・小規模事業者

　これは比較の問題ですが、前述のＩＳＯ規格で
ある「事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）」
および「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」に基づく
策定よりは容易です。
　従業員が50名の企業の場合、筆者の調査では必
要とされる文書量は次図表のように試算されます。
　文書量が少ないと、策定されるＢＣＰに大きな
欠落が発生するのでは、と懸念される方もおられ
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るでしょうが、事業継続力強化計画はＢＣＰの二
つの目的である自然災害（地震、水災、土砂災害
など）と新型コロナウイルス感染症から「命を守
る」と「事業を守る」がカバーされています。
　文書量が少なくなったのは、ＢＣＭＳおよび中
小企業ＢＣＰ策定運用指針では要求される「実施
したことを証明する資料」を必要としなくなった
ことにあります。
　例えば、地震の発生を想定した避難・安否確認
などの訓練の場合、ＢＣＭＳなどでは訓練の際の
写真・参加者リストと訓練スケジュール、訓練の
反省点などを複数年度分記述した資料が必要とさ
れますが、強化計画では「避難・安否確認を毎年
実施する（実施した）」で済みます。
　事業継続力強化計画を策定する際の有力な参考
資料が、中小企業庁が公表している「－中小企業
等経営強化法－『事業継続力強化計画策定の手引
き』」です。この策定の手引きは時節柄、新型コロ
ナウイルスを含む感染症防止対策も充実していま
すし、認定後の利点についても記載がありますの
で、一読をお勧めします。
　この手引きをよく読めば、事業継続力強化計画
を独力で策定できますが、最新版（令和３年８月
２日版）は98頁ありますので、要点のみを素早く
把握したいとお考えの方は、当公社の事業継続力
強化計画の担当者に相談することをお勧めします

（７頁「事業継続力強化計画策定支援」のご案内
を参照）。

　「事業継続力強化計画策定の手引き」は、強化
計画認定後に活用可能となる利点として、次の三
つを掲げています。

（１）金融支援
　日本政策金融公庫の低利融資、信用保証の別枠
など、強化計画の取り組みに関する資金調達につ
いて支援を受けることができます。

（２）税制優遇
　強化計画の認定を受けた日から同日以後１年を
経過する日までの間に取得等をした対象設備につ
いて、取得価額の20%（令和５年４月１日以後に取
得等をする設備については18%）の特別償却を受け
ることができます。なお、税制優遇を受けられる
設備は、中小企業等経営強化法施行規則（平成11
年通商産業省令第74号）第29条の規定に基づき、
自然災害（「器具および備品」については、自然災
害または感染症）の発生が事業活動に与える影響
の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、
以下に掲げるものが対象となります。

従業員 50名の企業の場合

制度名 Ａ４用紙での標準的な
文書枚数

ISO22301（ＢＣＭＳ） 約 200 枚

中小企業ＢＣＰ策定運
用指針（基礎編） 約 100 枚

事業継続力強化計画 ７～ 15 枚

（注）筆者調査（令和３年６月）

減価償却資産の種類
（取得価額要件） 対象となるものの用途または細目

機械および装置（※）
（100万円以上）

自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、
排水ポンプ、制震・免震装置（これらと
同等に、自然災害の発生が事業活動に与
える影響の軽減に資する機能を有するも
のを含む。）

器具および備品（※）
（30万円以上）

自然災害：全ての設備
感染症：サーモグラフィ装置

（同等に、感染症の発生が事業活動に与え
る影響の軽減に資する機能を有するもの
を含む。）

建物附属設備
（60万円以上）

自家発電設備、キュービクル式高圧受電
設備、変圧器、配電設備、電力供給自動
制御システム、照明設備、無停電電源装置、
貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚
水ポンプ、格納式避難設備、止水板、制
震・免震装置、架台（対象設備をかさ上
げするために取得等をするものに限る。）、
防水シャッター（これらと同等に、自然
災害の発生が事業活動に与える影響の軽
減に資する機能を有するものを含む。）

※ 「機械および装置」および「器具および備品」には、「対象となるものの用途または
　細目」欄に掲げる対象設備をかさ上げするための架台で、資本的支出により取得等
　をするものを含む。

（３）予算支援
　計画認定を受けた事業者は、ものづくり補助金
等の一部の補助金において審査の際に、加点を受
けられます。
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　これから強化計画の策定を考える場合は、まず
当公社の事業継続力強化計画の担当者までお電話

（☎０４８－６４７－４０８５）することをお勧
めします。公社では、令和２年（2020年）12月か
ら事業継続力強化計画の策定支援を無料（令和３
年度中）で実施しており、既に約50社以上が支援
を受けて文書類を関東経済産業局長に郵送または
電子申請し、半数以上が認定を取得しています。
　認定は申請してから２カ月ほどかかりますが、
電子申請の場合は２週間ほど早く認定される場合
があります。ただ、「税制優遇」を希望する場合は、
必要となる防災設備のカタログ類が必要となるた
め郵送申請になります。
　また、関東経済産業局に認定申請書の提出後、
記載内容についてメールで問合せがある場合もあ
りますが、当公社で支援した認定申請書について
は、公社にご相談いただければ、修正も支援して
います。
　なお、次の項目を除いては、事前準備がなくと
も策定が可能です。

【事前準備が必要な項目】
①　法人登録番号、設立年月日
②　事務所・工場など建物の構造（木造、軽量鉄
　　骨造、ＲＣ造、その他）、階数、築年数
③　事務所・工場などの所在地の災害危険度（地
　　震の想定震度と液状化の可能性、水災の対象
　　河川と最大浸水深、土砂災害の危険性、その
　　他気になる災害）を関係自治体のハザードマ
　　ップで確認

層帯がありますので、注意が必要です。
　また、荒川水系、利根川水系、江戸川、新河岸
川、芝川・新芝川、綾瀬川などは水災リスクを顕
在化させる危険性がありますし、最近も水災が、
東松山市、川越市、行田市、越谷市などで発生し
ています。
　経営者の皆様がお忙しいことは十分承知してい
ますが、自社が地震、水災および新型コロナウイ
ルスの影響を受けた場合のことを想定して、経営
者ご自身および従業員・関係者の命を守る方法と、
自社の事業を守る方法を整理する良い機会になり
ますので、この事業継続力強化計画の策定をぜひ
ともご検討ください。

埼玉県産業振興公社
「事業継続力強化計画策定支援」のご案内
　公社ＢＣＰアドバイザーが、中小企業の事業継
続力強化計画の策定をサポートします。
対 象 者：県内に事業所を有し、事業継続力強化
　　　　　計画が未策定の中小企業
支援方法：オンライン（Zoom）または対面にて策
　　　　　定支援します。
支援回数：３回（１回当たり３時間程度）
支援企業：50社程度　　費用：無料
支援内容 
　第１回：事前ヒアリング、計画の作成準備
　第２回：計画案の作成
　第３回：計画の完成

問合せ先　公社　経営支援グループ
　　　　　TEL　048－647－4085

　「埼玉県は災害が少ない」と思っている経営者
が多いように見受けられますが、地震の原因とな
り得る活断層は、群馬県西部から埼玉県北東部に
かけて深谷断層帯・綾瀬川断層（元荒川断層帯）
と、県南部から東京都南部まで延びている立川断

ＢＣＰアドバイザー

黄
こ う の

野 吉
よ し ひ ろ

博 村
む ら た

田 成
し げ み

巳
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　アルミパイプ製品に関する独自引抜技術で、高
精度化と高品質化、コスト削減を実現している同
社の細沼社長に話をうかがいました。
■会社の概要・特徴を教えてください。
細沼　1967年に設立、「小さな世界一企業」を目指
して、カメラ部品用のアルミ引抜管を製造する材
料メーカーとしてスタートしました。現在では、
本社工場（埼玉県新座市）と白河工場（福島県西白
河郡西

にしごう
郷村）の二つの国内拠点と、海外にもタイ

工場（アユタヤ県）があります。設立当初は、任意
の太さや長さに加工してシンプルな形で納入して
いましたが、これでは付加価値を付けることがで
きません。引抜技術を高めながらも、お客様が使
う形まで加工が行えるように切断や機械加工にも
力を入れ始めました。また、他社が外注に頼る中
で、表面処理加工にもチャレンジし、1985年から
はアルマイト加工にも対応できるようになり、い
ち早く一貫生産体制を構築しました。現在では、
組立も社内で行うようになりましたので、素材の
調達から引抜加工、機械加工、表面処理加工、組立
までを一貫した社内体制で生産しています。
　事業の柱は、業務用複合コピー機などのＯＡ機

器部品、カメラなどの光学部品です。昨年から家
庭用清掃用品や草刈り機などの農林機器の部品も
伸びています。今年の夏からは、新たに高級車向
けの自動車部品の納入も始まっています。自動車
に関しても、素材としてではなく部品として納入
できるようになりましたので、これからもさまざ
まな分野に展開していきたいです。
■貴社の強みは何ですか。
細沼　アルミ引抜管の専業メーカーとして、引抜
技術は当社のコア技術です。太径や薄肉形状など
に高精度で引抜加工するだけでなく、丸パイプや
丸棒以外の形状を加工する異形引抜加工や、アル
ミと他の金属や樹脂などの異なる材料同士を組み
合わせて加工するクラッド引抜加工など、アルミ
パイプ製品の薄肉化、高精度化による切削レス、
高品質といったニーズに対応できるように、技術
のバリエーションがあることです。
　このアルミパイプの引抜加工技術をコア技術と
して、そこに機械加工や表面処理加工をプラスし
ながら、さらに組立までも行い、より独自性の高
い製品づくりにお客様と一緒に考えながら取り組
んでいます。

インタビュー

 日本伸管株式会社　代表取締役　細
ほ そ ぬ ま

沼 直
な お や す

泰 氏

所 在 地 新座市中野1-10-22
代 表 者 代表取締役　細沼 直泰 氏
事業内容 アルミ引抜管の製造、アルミ部品の
　　　　　製造および組立、アルマイト処理
資 本 金 8,375万円
従業員数　国内167名、タイ80名
Ｔ Ｅ Ｌ 048-477-7331
https://www.nihonshinkan.co.jp

日本伸管株式会社

「アルミパイプ製品で業界トップといわれる存在になりたい」と話す細沼社長
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　こうした強みを生かしながら、新たな取り組み
として、梱包までを手掛けはじめました。アウト
ドア商品になりますが、当社が梱包まで行い、出
荷した形で店頭に商品が並んでいます。これまで
は、部品でしたので製品に組み込まれたり、他の
商品と一緒に箱に入っていましたが、消費者が直
接、手に取るところまで携わった商品は初めてで
す。この他にも、アウトドア用品に関して話をい
ただいていますので、自動車部品と合わせて伸ば
していきたい分野です。
■提案力もお客様から評価されているとお伺い
しましたが。
細沼　十数社のアルミ素材メーカーと取引をして
いますが、素材メーカーによっても強みや弱みが
あります。素材の調達から一貫生産ができますの
で、当社の引抜加工という強みを生かしながら、
お客様のニーズに合わせて最適な素材選定、部品
形状、効率的な工程を含めてトータルで提案させ
ていただいています。
　極端な場合、これは引抜加工をしない方がよい
という部品もありますが、それでも当社に発注し
ていただけるお客様が多くいます。お客様との打

ち合わせを繰り返しながら、品質、納期、コストの
中で、何を優先したいのか明確にしています。当
社は、そのニーズに応えられる引き出しを数多く
持っていますので、アルミパイプ製品として、幅
広く提案させていただいています。
■最後に今後の展開・抱負をお聞かせください。
細沼　５年ほど前から組立を行っていますが、ノ
ウハウも蓄積されてきて提案できる内容も増えて
きましたので、さらに伸ばしていきたい。先ほど
店頭に並ぶ商品までを扱うようになったことをお
話ししましたが、お客様としては手間が省けます
し、当社としては最後までものづくりを任せても
らえるということはうれしいことです。
　素材だけでは、工夫できる範囲が限られてしま
いますが、素材から組立までをトータルでできれ
ば、いろいろなアイデアが出てきます。お客様の
手間を省くことだけでなく、設計の段階から一緒
になってよりよい製品づくりを考えていくことも
できます。
　「アルミパイプ製品であれば日本伸管に相談し
てみろよ」といわれるような、業界トップの存在
になりたいと思っています。

アルミ引抜加工技術をコアに素材調達から組立まで社内一貫生産

光学機器をはじめ、さまざまな分野で利用されている製品群

コア技術である引抜加工ライン（本社工場内）

最新のロボット付き加工機を導入し独自性
の高い製品づくりにも取り組む
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社有村紙工 http://www.arimurashikou.com

入間郡三芳町上富844-2
TEL　049-258-6721
資本金　1,000万円
従業員数　50名
■事業内容

○段ボール製品の製造販
売

○紙器製品の製造販売
○梱包資材全般販売

ご希望のサイズを１ケースから業界最速納期でご提供！

有限会社斉藤餝商店（さいとうかざるしょうてん）

秩父市大野原3110-7
TEL　0494-25-1503
資本金　500万円
従業員数　45名
■事業内容

○ドラム缶再生および容
器洗浄、中古ドラム缶
の販売

○木製パレット製作およ
び梱包業務請負

○産業廃棄物収集運搬、
一般廃棄物収集運搬　

○解体業　等

お客様と共生できる社会に貢献できる企業を目指して
http://www.saitoukazarushouten.com

■容器（主にドラム缶、産業用プラケ
ース）の再生洗浄および木製のパレッ
トを製作販売、梱包作業請負を中心に
事業展開をしています。また、建物の
解体工事・機械の移設工事、産業廃棄
物、一般廃棄物の収集運搬、家電リサ
イクル品の処分、発券業務も行ってい
ます。家の粗大ゴミから会社の廃棄物
処分まで、幅広くお客様のご要望に応
えられる会社を目指しています。

■梱包する商品の大きさや重さ、用途
に合わせて、一つ一つオーダーメード
にて段ボール製品を提供しています。
お客様の大切な商品を守ることはもち
ろんのこと、価格や納期などのご要望
に合わせて、１枚から数万枚の注文ま
で業界最速納期にて対応します。
　「お客様が困っていたら誠実に助け
る、難しい案件でも諦めずに挑戦する、
限界を作らず臨機応変に提案し即行動
する」という思いを忘れず、これから
もおごることなく精進していきます。

株式会社矢口製作所 http://www.yaguchi-ss.co.jp

所沢市東狭山ヶ丘6-725-3
TEL　04-2922-1321
資本金　7,500万円
従業員数　58名
■事業内容

特装トラック用機能性部
品の設計製造

設計・機械加工・組立・性能検査までのトータルサプライヤー
■昭和27年設立の歯車技術を生かした
特装トラック用機能部品メーカーです。
製品としては、消防車用真空ポンプ・
タンクローリー用吐出ポンプ・車両運
搬車用巻き上げウインチ等があります。
他に建設機械や掘削機等の部品も生産
しています。保有設備は、ＮＣ旋盤・
マシニングセンタ・ホブ盤・研削盤等
です。得意とする設計から機械加工、
組立、そして性能検査までの一貫生産
により、お客様の多様なご要望に応え
ていきます。

車輛運搬車用ウインチ

ケミカルローリー用ポンプ

本社全景
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

関根桐材店 https://www.sekinekiriya.com

本庄市若泉2-1-14
TEL　0495-22-6127
従業員数　１名
■事業内容

桐製品の製造・販売

「伝統の技」と「先端の技術」とを融合
■かつて中仙道最大の宿場町で、利根
川の水運の拠点として全国有数の桐の
集散地として知られた本庄で明治33年
創業しました。輸入材は一切使用せず、
純国産の日本桐のみを扱い、昔ながら
の伝統技術を守り続け、取扱商品は全
て一品一品手づくりです。桐製品の伝
統を受け継ぎつつ、デザイナーやメー
カーとのコラボレーションにより商品
開発を行い、「暮らしの中に伝統の技
を」をキーワードに現代の生活空間の
中に桐で「和風」の演出をお手伝いし、

「新日本様式」を推進しています。

平田精工ジャパン株式会社 http://www.hirataprecision.jp

坂戸市小山57-3
TEL　049-283-2323
資本金　1,000万円
従業員数　50名
■事業内容

精密プラスチック製造業

地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けました
■昭和35年創業。工業用プラスチック
製品の製造および販売等を行っていま
す。令和２年に埼玉県から「ＩｏＴ等
を活用した業界トップレベルの工場品
質を実現する生産ライン革新事業」に
ついて、地域経済牽引事業として承認
されました。製造工程のインテリジェ
ント化を目的に、工場内にＬＡＮを構
築し、国際基準適合「ミドルウエア」
を導入、各製造ラインにおける工程能
力指数をＡＩ技術で最適化制御を図り、
唯一無二の生産ラインを革新しました。

長沼商事株式会社 https://www.recycle-eco.com

所沢市林1-306-7
TEL　04-2947-8870
資本金　5,250万円
従業員数　40名
■事業内容

○鉄くず、非鉄金属の加工
処理・販売

○機械器具工具、建築金物
の買い入れ・販売

○廃棄物処理に関する業務
○計量法に基づく計量証明

事業
○不動産の賃貸・管理

金属リサイクルのパイオニア
■昭和26年の法人化以来、鉄・非鉄ス
クラップを中心としたリサイクル業を
営んできました。適正処理を行うため
の組織体制、ネットワークを構築して
おり、リサイクル処理でありながら、
廃棄物処理法にのっとったリサイクル
プランを提案します。また、排出事業
者の責任を重視し、適正な処理を行っ
ています。平成16年10月には、埼玉県
より「彩の国工場」として指定されま
した。鉄・非鉄スクラップのことなら、
お気軽にお問い合わせください。
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木型が不要なため、短納期・コスト削減が可能となった
砂型３Ｄプリンター

高精度に鋳造現象の予測ができる鋳造シミュレーション 砂型３Ｄプリンターによる
砂型と製品

●アルミ鋳物部品を一貫生産
　1943年に設立し、一貫して砂型のアルミ鋳物部
品の製造を行う創業78年の鋳造メーカーです。大
手自動車メーカーや、大手自動車部品メーカーの
試作車両開発、モータースポーツ車両のエンジン
部品、産業機械部品、産業用ロボット部品の開発・
製造を行い、多品種少量生産に特化しています。
　得意とするのは、砂型の鋳物部品で、中でも難
易度の高い試作車両開発や短納期での製造を、図
面検討段階からモデリング、型造型、鋳造、機械
加工まで、一貫生産体制で高品質・高効率なもの
づくりができます。お客様がすぐに取り付けでき
る完成品パーツとして納入しています。
●３Ｄプリンターで直接砂型を造型
　ハイエンド鋳造シミュレーションシステムを導
入し、湯流れ・凝固、および、内部・外部欠陥の
発生予測など、鋳造プロセス全体をシミュレーシ
ョンすることにより、鋳造方案の設定・検証を行
い、鋳造課題の見える化、最適な製造方案を実現。
同社独自の匠

たくみ

の技をデジタル化して、難易度の高
い複雑な形状にも対応可能です。
　砂型３Ｄプリンターを導入し、鋳造する鋳物部
品の工程に使用しています。砂を積み上げる３Ｄ

プリンターは、従来工法である木型の製作を必要
とせず、３Ｄモデリングデータ処理により、直接
砂型鋳型を製作できることから、部品１個の試作
から多品種少量の試作まで対応でき、納期の大幅
短縮、コスト低減にもつながっています。例えば、
従来工法では製作に約30日かかっていたのが約15
日と半分に短縮でき、コストも約60万円かかって
いたのが約20～30万円と半額以下に圧縮できるよ
うになりました。
　他社ではつくることができない、お客様の困っ
ている製品開発案件も数多く対応できることから、
重宝されています。
●お客様に役立つ製品づくり
　「自動車のＥＶ（電気自動車）化による部品開
発に対応し、産業用ロボットや、産業機械なども
深掘りしていきます。また、多品種少量生産の強
みを生かし、これまで鋳物で製造していない建築
部品など、新しい分野、ニッチ市場にも参入して
いきたいと思います。部品サプライヤーとして、

『お客様のお役に立つ』ことを目標とし、お客様
を少しでも幸せにし、私ども社員も少しでも幸せ
になれる企業を目指します」と、佐々木社長は語
ります。

　

所 在 地　大里郡寄居町赤浜138-2
代 表 者　代表取締役社長　佐々木 毅 氏
事業内容　アルミニウム合金鋳造
資 本 金　3,000万円　　従業員数　120名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-582-2880
http://hokurikukeikinzoku.co.jp

 北陸軽金属工業株式会社
企業紹介 
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会議の達人になろう～上手な会議運営のコツ

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第７回　会議運営にロジカルシンキングツールを活用すツツールルを活活用用すルを活 すするる用すグツツールをツツツ ルをルをングツグツ るるるる用用すす用す第７回　会議運営にロジカルシンキングツールを活用する

議題の論点を見える化するロジックツリー
　今回は、問題解決型会議の運営に役立つ、ロジカ
ルシンキングツールの活用について説明します。
　問題解決型会議は、事業運営上なにがしかの問題
が発生して、その解決策を講じるための議論が期待
される会議です。しかし、肝心の議論を、どこから
始めたらいいのか分からない、という状況が間々起
きるのです。そんな折にファシリテーターが議題を
俯
ふ か ん

瞰して、議論をどこからどのように進めるべきな
のかを参加者間で共有する道具として役に立つのが、
ロジックツリーを使って論点を整理するやり方です。
　ロジックツリーとはその名のごとく、テーマや議
題の論点構成をツリー図に落とし込んで論理的に見
える化する道具です。具体的には、議論の大きな切
り口、主要論点を参加者で話し合って漏れのないよ
うに抽出します。例えば、「収益増強策」を検討する
際に、その大きな論点として「売り上げ増加」「支出
抑制」「営業外収支要因」という３視点に分けて考え
てみよう、というようなやり方からスタートします。
　次に、出された論点を各構成要因に分解します。

「売り上げ増加」ならば、「商品戦略」「ターゲット
戦略」「エリア戦略」…などが考えられます。「支出
抑制」では、「原価低減」「人件費削減」「その他経費
圧縮」…。「営業外収支要因」は、「事業構成見直し」

「新規事業検討」「所有資産売却」でしょうか。これ
をツリー図で表すと図表１のようになります。
　このツリーを使って３段目の９項目を順次議題と 
して会議を進行させ、最終的に「収益増強策」とし
てまとめます。また、分科会を組成して２段目の３
論点を３分科会で検討させ、結果を全体会議に持ち
寄って全体意見にまとめるなどのやり方も可能です。

マトリクスでターゲット分類別戦術を検討
　もう一つ会議企画に役に立つロジカルシンキング
ツールとして、マトリクス思考の会議への活用を紹
介します。前回ホワイトボードの項で、「重要度」と

「緊急度」の２×２マトリクスを使った議事進行例
を挙げましたが、マトリクスは縦軸、横軸に異なる
要素の強弱分類を置くことで、縦軸×横軸の掛け算
によって新たな分類を提供してくれます。縦横それ
ぞれ大小、多少、高低等の２分割なら２×２＝４分
類、大中小、多中少、高中低等の３分割なら３×３
＝９分類からなるマトリクスがつくられます。マト
リクスは、「重要度」「緊急度」の２×２マトリクス
のように、各領域にプロットされるものの優先順位
を決めることに活用し、縦軸、横軸の組み合わせで
新たなターゲット分類を組成して、分類別の方針を
検討する際などに有効なツールとなります。
　具体的に戦術検討時の活用例を３×３のマトリク
スで説明します。図表２のように、縦軸に取引先の
自社向け売り上げの大中小をＡＢＣで分類し、横軸
に取引先の会社規模の大中小をａｂｃで分類すると、
Ａａ～Ｃｃまで３×３＝９分類のマトリクスが組成
されます。会議では９分類ごとに、具体的な戦術方
針を議論します。例えばＡａは売り上げも規模も大
きい優良取引先ですから、シェアを守りつつ売り上
げ増強を図る積極姿勢になるでしょうし、逆にＣｃ
は売り上げも規模も小さくコストをかけない待ち受
け姿勢となります。売り上げは大きいものの規模が
小さいＡｃと売り上げは小さいが規模が大きいＣａ
との比較では、Ａｃは取引拡大の余地が少ないので、
まだまだ取引拡大の余地があるＣａの方により積極
的な推進策を検討する必要がある、となるわけです。

【図表２】◆３×３マトリクス戦略分類表◆【図表１】◆ロジックツリー活用例◆

収益増強策

売り上げ増加

商品戦略 ターゲット
戦略 エリア戦略 原価低減 事業構成

見直し人件費削減 新規事業
検討

その他経費
圧縮

所有資産
売却

支出抑制 営業外収支要因
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　今回のテーマは「考える」とは何をすること？　に
ついて考える（？）ことです。
　「考える」という言葉は頻繁に使われていますが、
この使い方は間違っているのではないか…という場
面にしばしば出会います。
　例えば、解決すべき問題がある現場での改善会で、
現場の若い人が素晴らしいアイデアを思い付いてみ
んなに提案してくれました。面白いし、うまくいき
そうなので、私はそこにいた上司に「今すぐやって
みませんか？」とけしかけました。そこで返ってき
た答えが「少し考えさせてください」でした。
　この上司はいったい何を考えたいのでしょうか？
いい結果が出るかどうかは、やってみなければ分か
りませんから、考えても仕方がないと思います。
　失敗したらどうする？　ということについては、
もし失敗したら元に戻すという改善の約束がありま
す。だから考える必要はありません。
　もしかすると、もっといいアイデアがあるかもし
れないということかもしれません。しかし今すぐア
イデアを出さないで後で考えるというのでしたら、
実行が遅れてしまいますので、ここでそう考えては
ダメです。まずはこのアイデアで改善を実行して、
その次に考えるべきです。
　多分、この上司は「今はやりたくない」という意
味で「少し考えさせてください」と発言したのでし
ょう。このように「考える＝後回し」という意味で
使われることがしばしば起きています。この事例は
必ず実行が遅れることになる悪い使い方です。
　しかし「考える」ということの意味を多くの人は
教わっていないと思います。例えば、私は自分の義
務教育の９年間で「考える」ことを学んだことはあ
りません。みんなと一緒に先生が黒板に書くことを
ノートに書き写して覚えて、テストの時に思い出す
ということばかりでした。先生の授業内容に疑問を
持って質問をしたことは一回もありません。クラス
のみんなもそうでした。考えないで、ただひたすら

「覚える」と「思い出す」ばかりをしていました。

　辞書で「考える」を調べると、「知識や経験などに
基づいて、筋道を立てて頭を働かせる」とか「思い
を巡らせる」とあります。どうも頭の中での動きの
ようです。
　しかしある時、「考える」に関する素晴らしい定義
に出会いました。コンピュータのIBM社の方から、同
社ではスローガンとして“Think（考えよ）”が使わ
れているということを教わったのです。そしてその
“Think”実行の具体的なステップとして、①マーケ
ットを見る②仮説を立てる③批判を受ける④即実行
―の４ステップから成っていると教わりました。私
は「考える」ということの最後の仕上げが「即実行」
ということにいたく感心してしまい、それから私は

「考える」ということは「実行」も含めるという定
義を自分でつくりました。
　今の時代は、過去の経験の延長線上に答えを求め
るわけにはいかない大変化の時代です。誰にも経験
がないのだから、考えるしかないのです。ここでい
う考えるとは、現実を見る➡たくさんのアイデアを
出す➡議論をしてどれをどう実行するか決める➡み
んなで実行する、というサイクルを手早く回すこと
だと思います。
　過去の経験から「できない理由」を探し出したり、
これまでの経験や知識の中から答えが出るまでは何
もしなかったりといったことを「考える」ことだと
思ってはいけません。
　みんなで現場に行って現物を前にして、ワイワイ
ガヤガヤと自分が思ったことや疑問に感じたことを
自由に話し合い、その場ですぐに改善を実行しまし
ょう。これが今求められている「考える」ことです。

｢現場改善」の力を倍増するヒント集

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第第第７７７回回回　「「「考考考えええるるる」」」とととははは何何何をををすすするるるこここととと？？？第７回　「考える」とは何をすること？
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ジェトロ埼玉便り

埼玉から中東の食品市場を狙え！！埼玉から中東の食品市場を狙え！！
～イスラム市場への誘い～～イスラム市場への誘い～

　ジェトロ埼玉では、2021年６月29日(火)に中東の
食品市場をテーマとするWEBセミナーを開催し、翌７
月末に在ドバイの食品バイヤーとのオンライン商談
会を実施しました。

○中東の概況および食品市場　
　中東・北アフリカ地域は、平均年齢が若く、継続
して人口増加が見込まれるため、近年、新興市場と
して注目されています。なかでもアラブ首長国連邦

（ＵＡＥ）は、2018年の一人当たり国内総生産（ＧＤ
Ｐ）が39,709米ドルと、日本（39,304米ドル）とほぼ
同水準にあり、高い購買力を有しています（国際通
貨基金（ＩＭＦ）調べ）。人口約977万人（2019年・
ＵＡＥ統計局調べ）のうち、自国民は100万人程度に
すぎず、外国人居住者が大半を占めるため、他国に
オープンな国柄といえます。日本製品に対する信頼
性は高く、幼い頃からアニメ等を通じて日本文化に
親しみ、また健康志向により、日本食材への関心は
一層高まっています。
　ＵＡＥでは、日本食レストランが280店以上あり、
コロナ禍においても増加傾向にあります。うち約９
割の店がすしを提供し、居酒屋風のレストランや、
ラーメン・うどん店、日本名を冠した洋菓子店も増
えています。日本からＵＡＥへの食材輸出の状況を
みると、炭酸飲料や酒類、調整食料品、ベーカリー
製品等が主要品目となっています。また、水、アイ
スクリーム、肉類など多くの食材を輸入に頼ってお
り、日本企業にも商機があるといえます。すしの人
気に伴い、のりなどの関連食材の需要も高まってい
ます。

○ハラール認証
　ハラールとは、イスラム法で「合法なもの」を意
味します。一般的に、中東では食品輸入時にハラー
ル性の確認検査があり、原則ハラール性を有する食
品が流通しています。ただし、輸出時に対象品目に
禁忌成分が含有していない旨の確認を得れば、必ず
しも認証取得の必要はありません。
　一方、畜肉および畜肉エキス含有食品はイスラム
にのっとったと畜を行っている必要があり、と畜場
はハラール認証の取得が必要です。また、醸造アル
コールを含む食品は濃度に関わらず輸入禁止となる
ほか、自然発酵アルコールを含む食材についても含
有量の規制があります。アルコール飲料は全面輸入
禁止ではなく、ホテル等で外国人観光客等向けに提
供されるため、一部の販売代理店は許可を得て酒類
の直接輸入・販売ができる体制を整えています。

○ドバイ食品バイヤーとのオンライン商談会
　ジェトロ埼玉が７月末に実施した現地バイヤーと
のオンライン商談会では、埼玉県企業15社が自社製
品の魅力をＰＲし、活気にあふれる商談が繰り広げ
られました。参加企業のうちハラール認証を取得し
ている企業はごくわずか。まずは、現地のニーズを
捉えて商品を売り込む姿勢が重要です。
　皆さんも中東市場に挑戦してみませんか？

海外ビジネスについてのご相談はお気軽に
ジェトロ埼玉まで
ＴＥＬ　０４８－６５０－２５２２
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/saitama 
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　消費税のインボイス制度について、令和
５年10月１日から「適格請求書保存方式（イ

ンボイス制度）」が導入されますと、適格請求書発行
事業者のみが適格請求書（インボイス）を交付する
ことができます。
　インボイス制度とは、売り手である登録事業者は、
買い手である取引相手（課税事業者）から求められ
たときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付した写しを保管しておく必要があります。
　買い手は仕入税額控除の適用を受けるため、原則
として、取引相手（売り手）である登録事業者から
交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
　インボイスの記載事項とは、下記の通りです。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登

録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である場合はその

旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜きま

たは税込み）および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
　令和５年10月１日から「インボイス制度」が導入
されます。制度導入後、適格請求書（インボイス）
を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、
適格請求書発行事業者として登録申請を行い、適格
請求書発行事業者として登録を受ける必要がありま
す。

　登録申請のスケジュールについては、令和３年10
月１日から登録申請が可能です。令和５年10月１日
から登録を受けるためには、原則として、令和５年
３月31日までに登録申請を行う必要があります。
　また、適格請求書発行事業者登録制度としては、
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業
者に限られます。適格請求書発行事業者となるため
には、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申
請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
　なお、課税事業者でなければ登録を受けることは
できません。適格請求書発行事業者は、基準期間の
課税売上高が1,000万円以下となった場合であって
も免税事業者にはならず、消費税および地方消費税
の申告義務が生じますのでご注意ください。
　適格請求書発行事業者の義務等（売り手側の留意
点）としては、適格請求書を交付することが困難な
一定の場合を除き、取引の相手方（課税事業者に限
ります）の求めに応じて適格請求書を交付する義務、
および交付した適格請求書の写しを保存する義務が
課されます。不特定多数の者に対して販売等を行う
小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載
事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付
することができます。
　また、売り手は軽減税率対象品目の販売の有無に
かかわらず、取引先（課税事業者）から求められた
場合には、適格請求書を交付しなければなりません。
従って、交付した適格請求書の写しの保存が必要と
なります。

ＡＡＡＡ

消費税のインボイス制度について消費税のインボイス制度について
　令和３年10月１日から「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートするようですが、その内容に　令和３年10月１日から「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートするようですが、その内容に
ついて教えてください。ついて教えてください。

Q

税金　知識税金　知識のの Q&AQ&A 税理士・行政書士　税理士・行政書士　
元元 文京学院大学講師　野口邦雄文京学院大学講師　野口邦雄
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オンライン彩の国ビジネスアリーナ2022
出展者募集も同時に開始します
https://bizmatch.saitama-j.or.jp

　中小企業の受注確保・販路開拓・技術力向上等
を目的に例年、さいたまスーパーアリーナで開催
してきましたビジネスマッチングイベント「彩の
国ビジネスアリーナ」を、本年度もオンラインで
開催します。
　前回（2021年１月）、初めてオンラインで開催し
た展示会では、延べ28,000人のアクセスがありま
した。出展者や来場者の皆様が安心・安全に交流
でき、国内外からも多くの方々が参加しますので、
ビジネスチャンス拡大の機会として、ぜひご活用
ください。開催概要・出展詳細については、10月
中旬オープンのプレサイトでご案内します。
■会　　期　2022/1/25(火) ～ 2/14(月)
■募集開始　10月中旬予定　
■出展費用　33,000円
　　　　　　動画または画像を５点まで掲載
■プレサイトオープン
　開幕までの３カ月間において、出展者向けの情
報発信（募集案内等）のほか、今後のビジネスに
役立つセミナー等のオンラインイベントを定期的
に発信します。ぜひご覧ください！
■募集締切　12/20（月）

問合せ先　
　オンライン彩の国ビジネスアリーナ２０２２
　運営事務局
　（公社　取引支援グループ）
　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８６

※なお、９月22日現在の情報です。内容等、変更となる場合もございますが、ご了承ください。

トピックス

予告

☆前回参加者のご意見をもとに、機能を充実しました！

10月中旬 プレサイトオープン！10月中旬 プレサイトオープン！

来場者と交流できます！
御社の展示に関心を持った来場者と
メールや Zoom で交流できます

Point1

オンライン商談をサポート
Zoomに自信のない出展者様には
操作方法等を出張サポートします

Point2

オンライン展示の秘訣を提供
「成約につながるオンライン展示」の
ノウハウを動画で学べます

Point3

アクセス数が一目瞭然
御社への来訪者数や商談希望者数を
表示するカウンターを導入

Point4

展示内容を更新できます！
開催期間中も、自社展示の内容を
いつでも何度でも更新できます

Point5

出展料がリーズナブルに！
前回のプレミアムプラン（50,000円）の
内容を拡充し、33,000円でご提供

Point6

17アクセス埼玉



事務局（公社）での感染予防対策について
○研修受付時の検温（非接触型体温計）およびアル

コール消毒液の設置
○手洗い、手指消毒、咳エチケット等の推奨（貼紙等）
○通常よりも研修の定員を減らして運営します
○１テーブル１名の着席とするとともに、前後のス

ペース確保にも努めます
○こまめな休憩時間の設定（１時間ごとに５～10分

程度）
○各施設における外気を取り入れた換気状況の確認

●【Web配信】動画マーケティング講座
　動画を使って売り上げアップ
　動画が大変身近なものになり、ビジネスでも売り
上げ増、契約数増を達成するためのツール（手段）
として、YouTubeなどの動画サイトで配信する「プロ
モーションムービー」が注目されています。
　本研修では、自社のサービスや製品について、動
画を使って、その魅力や内容を素早くしっかり伝え
るための方法・ポイントを学びます。
開催日 10/13(水) １日間　ZoomによるWeb配信
受講料 会員9,900円　一般13,000円
●動画編集基礎講座
　簡易ソフトを使って動画加工
　商品やサービス、技術力などを紹介する動画を公
開すると、自社の広告となり、新たな顧客獲得につ
ながります。ただ、高価なソフトを購入して制作す
るのも敷居が高い…という方、安価な簡易ソフトで
試してみませんか。ちょっとした加工なら十分可能
です。営業ツールとして注目されている動画の制作
のコツも併せてお伝えします。パソコンを使用して、
簡易ソフトについての知識を習得します。
開催日 10/20(水) １日間
受講料 会員9,900円　一般13,000円

研修時間などは、以下の通りです
研修時間 9:30 ～ 16:30(昼休憩１時間)
会　　場 大宮ソニックシティビル10階
　　　　 埼玉県産業振興公社　研修室
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　産学連携支援技術シーズ発表会は、研究開発型企
業に対し、さまざまな産業分野に活用できる大学・
研究機関の技術シーズを提供し、技術連携につなげ
ます。YouTube視聴者限定配信です。
■第１回【計測機器分野】
配信 11/1(月) ～ 10(水) 
講演 計測機器産業分野に役立つ研究シーズの紹介
■第２回【ガラス・セラミックス分野】
配信 12/14(火) ～ 23(木) 
講演 ガラス・セラミックス産業分野に役立つ研究
　　 シーズの紹介
■第３回【光学機器分野】
配信 2022/1/25(火) ～ 2/3(木)
講演 光学機器産業分野に役立つ研究シーズの紹介

定員 100名（事前申込制）　　費用 無料
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　　　　（産学連携支援センター埼玉）
　　　　　ＴＥＬ　０４８－８５７－３９０１

　埼玉県は、９月21日(火)から、2021年７月、８月、
９月に実施された緊急事態措置またはまん延防止等
重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業または
外出自粛等の影響を受けた事業者の皆様に対する、
協力支援金の申請を受け付けています。
　なお、４、５、６月分につきましては、申請受付
中です（2021年10月15日まで）。
　※酒類の提供自粛を伴う飲食店の休業・時短営業
の影響を受けた酒類販売事業者等に対しては、「埼玉
県酒類販売事業者等協力支援金」の給付を行います。
本協力支援金と重複で申請はできませんのでご注意
ください。詳細は、ホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/shurui-shienkin.html
問合せ先　埼玉県中小企業等支援相談窓口
　　　　　ＴＥＬ　０５７０－０００－６７８
　　　　　（ナビダイヤル）
　　　　　平日９時～21時、土日祝日９時～18時

公社
情報

10月のおすすめ研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

【YouTube配信】
産学連携支援技術シーズ発表会
https://www.saitama-j.or.jp/sangaku/seminar

埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金

公社
情報

県の
情報

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html
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information 企業の皆様へホットな話題を提供！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

飯島 真奈美（いいじま まなみ）さん (56)
　筑波大学卒業後、埼玉県立高校教諭として29年勤務。
退職後の2016年６月から創業・ベンチャー支援センタ
ー埼玉の運営する女性起業支援ルームCOCOオフィス
にて、「教育」というジャンルで相談し、自分のビジョ
ンと強みを生かした事業の立ち上げを決意。2018年８
月に川口市で数学理科専門個別指導塾「学而館（がく
じかん）」を開校。

学而館（がくじかん）　http://gakujikan.com
川口市芝新町2-1　第二野島ハイツ201号室
創業　2018年８月　従業員数　２名
ＴＥＬ　050-5359-4770
事業内容　数学個別指導塾

　30年近く公立高校で勤務してきた中で、学校や生徒
の変化を目の当たりにし、自分のビジョンと学校教育
の間に大きなギャップを感じるようになりました。
　自分の強みを生かしながら自分の信じる教育理念を
実践するためには、数学塾が最適だと考えたのが創業
のきっかけです。

創業のきっかけは？

　数学個別指導塾学而館は、川口市にある中学、高校、
社会人のための数学理科専門個別指導塾です。学校の
定期考査対策、高校受験、大学受験、中学受験、数学
検定などに対応しています。数学を学び習得すること
で、論理的な思考力、問題解決能力、洞察力、分析力、
コミュニケーション能力、困難に立ち向かう忍耐力な
ど、これからの時代を生きていくために必要な力が養
われます。「数学を制するものは人生を制する！」の
考えのもと、主体的に判断し、行動し、よりよく問題
を解決する資質や能力といった「普遍的な生きる力」
を育みます。オンラインコースも開設し、遠方の方や
外出せずに自宅にいながら授業を受けたい方にも、ご
利用いただいております。

事業内容は？

　普遍的な生きる力を育むことで、最終的には「塾に
通わなくても自学自習できること」を目指しています。
今後は受験や資格のための勉強だけでなく、純粋に数
学を楽しむ講座なども開講していきたいです。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

飯 島  真 奈 美 さん数 学 個 別 指 導 塾  学 而 館

京浜東北線蕨駅から徒歩２分。東京、埼玉、
神奈川、千葉の各方面からアクセスしやすい
場所

数学理科を専門とした個別指導塾で、講師は
高校教諭として長年勤めた教育のプロ

LINEのビデオ通話やZoomを使用したオンラ
インコースも開設。自宅学習中にいつでも質
問できるLINEサポートを実施
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ワイナリーのコンセプト

“秩父の大地の恵みを生かしたワイン”
　ワインは基本的にブドウそのものを絞り、水を加えず
果実の果汁のみ。いわば「大地の恵みをそのままお酒に
する」ので「秩父の大地の恵みから生まれたお酒」である。
　ワインづくりとは畑づくりからはじまり、ほとんどが
人の手による手作業だ。原料つくりから酒つくりまで一
貫して「人の手による手作業の毎日」。ワインをつくるに
は「人」が一番大切なのである。ワイナリーのロゴコン
セプトである「人の手をかけ、一滴一滴まで」「ワインの
一滴は、人の滴汗から」という思いを常に心に置き、日々
ワインづくりを行っている。

ワインの特長
　「秩父生まれ、秩父育ちの、兎田ワイン」がモットー。約30年前から
委託醸造でワインをつくり、2015年から自社醸造所での生産を開始し
ている。現在は約２haの自社畑と秩父の農家のブドウからワインを製造。
近隣にあるウィスキーメーカーのウィスキー熟成後の樽

たる

でワイン熟成や、
国産フルーツからミックスフルーツワインなども製造している。

目指すワインのスタイル
　「秩父を愛し、秩父に愛され、秩父に根付いたワイナリー」を目指し、
日々精進。秩父はさまざまな種類の酒メーカーが存在し、異酒での連携
などが盛んなため「秩父ならではの異酒連携にもチャレンジし、秩父ら
しいワインとは何か」を模索している。ワインづくりを通し、福祉活動
や観光活性化を通じて地域貢献を行う。

兎田ワイナリー
秩父市下吉田3720   Tel 0494-26-7173　
創業 2013年　 資本金 1,480万円　 従業員数 6名　
購入方法　酒販店、デパート、ワイナリー直販、
　　　　　近隣の道の駅、そぴあ
アクセス
・秩父鉄道皆野駅からバス、タクシー 20分　
・西武秩父線西武秩父駅からバス、タクシー 30分
・関越道花園 ICより国道140号経由25km　約40分
※　併設レストラン「秩父うさぎだ食堂」では、ワインと

一緒にお食事もできます。
　直営ショップ（10時～17時、月曜日定休）では、
ワインの試飲が無料。さまざまなワインを飲み比べて、
お気に入りのワインをゲット。

● 公社会員企業限定　読者プレゼント！　
　秩父ルージュ、秩父ブラン、秩父ロゼを各
１本、計 3 名様にプレゼントいたします。
　応募は、本コーナーの感想などを添えて、

「企業名、所在地、役職・氏名、電話番号」
を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp 宛て
メールにてご応募ください。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代え
させていただきます。

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　県産品ＰＲ、販路拡大や稼ぐ観光地域づくりを進め、本県物産観光の振興を図る
ことで、地域経済の発展と県民生活の向上に寄与することを目的に活動しています。
　ソニックシティビル２階の埼玉県物産観光館 「そぴあ」を運営し、埼玉を代表す
るおみやげを常時 650 種類以上販売。定番の草加煎餅、小江戸川越の芋菓子、味の
狭山茶、地酒のほか、伝統工芸品など、彩の国優良ブランド品を中心に人気の県産
品を販売しています。
　この冬、兎田ワイナリーとコラボした観光応援ツアーを開催予定！

☆埼玉県産品応援キャンペーン☆
2021年9月～2022年1月末
ちょこたび埼玉オンラインストア 

で検索

埼玉県新商品 AWARD 2020 で大賞を受賞した「秩父ルージュ 2019 兎雪－ YUKI －秩父兎田地区収穫富士の
夢＆マスカット・べーリーＡ」（写真左端）をはじめ、国産ワインコンクールにて銀賞、銅賞、部門賞を受賞

今号から地元埼玉のお酒づくり企業の思いを届け、県内の皆さんにもっと知っていただく、シリーズを連載します

秩父ルージュ 秩父ブラン 秩父ロゼ 秩父ブラン
ミズナラオークチップ浸漬

秩父ルージュ
ミズナラオークチップ浸漬

「赤ワインのブドウ
はマスカット・ベー
リーＡ、メルローな
ど、白ワインはシャ
ルドネ、甲斐ブラン
などを使用していま
す。ブドウのほか、
リンゴやブルーベリ
ー、ミカンなどの果
実を使ったフルーツ
ワインも販売してい
ます」深田和彦社長

埼玉の造り手
Vol. 1

㈱秩父ファーマーズファクトリー
兎田ワイナリー

https://chichibu-ff.com



048
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-13-18
-714-0345

2014年4月 WindowsXP、2020年1月 Windows７
　　　　　正式サポートが終了しました。

広告

〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
　　　　　　　　　　　　　 FAX.0495-21-88530495-24-2451TEL 楽天市場 ヤフーショッピング

紙製マスクケース

各サイトから
ご購入いただ
けます。
１セット100枚入り

大口注文・オリジナルデザイン(会社ロゴや裏面

などに広告等を入れられます。）承ります。
お気軽にお問い合わせください！

折りたたまずに
収納できる！
折りたたまずに
収納できる！

日本製

マスクを外す場面での一時保管用にお客様に大変喜ばれます。
食事の時や携帯用予備のマスク入れにもお使いいただけます。

飲食店 旅館・温泉 病院・医療機関 学校・教育機関冠婚葬祭 美容院・理容院

大大

な

お見積り
無料!

裏面

表面
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