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特 集
小さな会社のデジタル活用小さな会社のデジタル活用

～生産性向上のための「はじめの一歩」～～生産性向上のための「はじめの一歩」～

　最近「ＤＸ」という言葉をよく耳にしませんか？
　ＤＸとは｢デジタルトランスフォーメーション｣
の略で、デジタル化を推進することで事業自体を
変革し、新たな価値を生み出すことを指していま
す。「事業の変革と新たな価値」となりますと、か
なり難しそうだ、うちには関係がないのではない
かと思われてしまう経営者も多いようですが、そ
んなことはありません。
　小さな事業者だからこそできる、変革も新たな
価値の創造もあります。経営環境の変化が激しい
今、規模がどうであれ変革は必要です。

株式会社ワンズ・ワン株式会社ワンズ・ワン
代表取締役　古澤 登志美代表取締役　古澤 登志美

（中小企業診断士・ＩＴコーディネータ）（中小企業診断士・ＩＴコーディネータ）

　例えば、2020年初めからのコロナ禍により、人
と人とが接することが難しい、直接対面すること
をできるだけ避けよう、という社会的環境の変化
が起きました。ほんの数カ月前までは考えられな
かったような事態に、デジタル技術を活用し素早
く対応ができた企業と、そうでなかった企業では、
そこで働く人のモチベーションや、業績に明確に
差がついているように見受けられます。
　2021年版中小企業白書によると、中小企業のデ
ジタル化に関する調査結果のまとめとして、新型
コロナウイルス感染症流行前はデジタル化につい
て事業方針上の優先順位を「高い」「やや高い」と

出所：2021年度中小企業白書「デジタル化に対する優先度の変化（感染症流行前後）」を一部抜粋
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していた企業が45.6%だったのに対し、感染症流行
後は61.6%と、半数を超える意識変化がありました。
経営者であれば同じように感じられている方が多
いのではないでしょうか。
　ただ、実際にデジタル化に取り組むとなると、
「どこから手を付ければいいのか？」「ここに課題
があるのは分かっているがどのように解決したら
いいのか？」と悩まれる経営者も多いようです。

　　上げ集計をつくっていてデータが合わない
【「みんなで共有したい情報」の例】
　・顧客情報
　・過去の見積もりデータ
　・スケジュール

（１）課題の洗い出し
　一般的にＤＸに取り組む際の手順は、次のよう
になります。
①　経営課題の抽出
②　業務プロセスの可視化
③　プロセスの中で扱われるデータのデジタル化
④　プロセス自体のデジタル化
⑤　上記により生まれるリソース（資源）などに
　より、顧客に新たな価値を提供すること
　読めば「なるほど」と思えるかもしれませんが、
実際に自社の課題解決をこの手順でスムーズに進
められるのは、既にある程度社内のデジタル化に
取り組んだ経験のある企業だけかもしれません。
ですので、上記の手順は頭の中には置きながら、
もう少し簡単な切り口で考えてみましょう。
　ここでのポイントは３点です。業務を振り返り
ながら、「繰り返している作業はないか」「バラバ
ラになっている情報はないか」「みんなで共有した
い情報はないか」と確認してみましょう。順番は
問いません。
【「繰り返している作業」の例】
　・日報や月報の作成
　・請求書等の作成
【「バラバラになっている情報」の例】
　・タイムカードのデータが給与計算ソフトに連
　　動できない
　・毎日の売り上げデータとは別に、月別の売り

　日々の業務を振り返るとき、実際の作業に従事
している人たちから丁寧に話を聞くと、今まで見
えてこなかった課題が見えてくるかもしれません。
例えば、作業者が繰り返しの作業を「面倒だ」「も
っと楽にしたい」と感じているのであれば、デジ
タル化することで大きなメリットを得られる可能
性があります。もし年中無休のお店で毎日の作業
を10分削減できるとしたら、１年間では3,650分≒
60時間を削減できることになります。複数の人が
関わっている作業であれば、その効果は人数に比
例してさらに大きくなります。そう考えると、改
善ポイントを探すのが楽しくなってくるはずです。

（２）優先順位の設定
　社内の課題を上記の視点で洗い出すと、思いも
よらないほどに多くの課題が見つかる場合があり
ます。では、どんな順番でその課題に取り組むべ
きでしょうか。
　大きな課題を見つけると、思わずそれに目が行
ってしまい高い優先順位をつけたくなるものです
が、お勧めは「簡単に解決できそうなもの」から
取り組むことです。なぜなら、これまであまりデ
ジタル化を意識していなかった企業がいきなり大
きな課題に取り組もうとしても、社内に変化を受
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　では、上記の切り口で見つかった社内の課題を
どのように解決していくか、実例を元にひもとい
てみましょう。

毎日繰り返しているレジ締めと報告【飲食店】
　県内に複数のお店を持つ飲食店の事例です。こ
ちらでは毎日の終業時、それぞれの店長がレジを
締め、その日の営業状況を報告書フォーマットに
手書きし、本社にＦＡＸで送信していました。最
後のお客様の会計が終わってから早い時で30分、
長ければ１時間程度かかる作業だったようです。
レジにはＰＯＳ機能があり、データをパソコンな
どへ出力することも可能でしたが、社内にはそれ
を活用するスキルのある人材もおらず、ジャーナ
ル（売り上げ履歴）を目で追って必要な数字を確
認しながら、電卓で必要な項目を計算して報告書
の作成をしていました。長時間勤務になりやすい

け入れる文化が根付いていなかったり、デジタル
に関するスキルが浸透していなかったりして、改
善をスムーズに進めることが難しいからです。ま
ずは簡単に解決できることから取り組み、徐々に
難易度の高い大きな課題へと進めていくべきです。

（３）さらに意識したいこと
　課題が見つかり優先順位が決まったら次は実際
にデジタル化に取り組むことになりますが、その
際に意識をしておきたいことが一つあります。そ
れは「どこからでも仕事ができる」ことです。コ
ロナ禍が沈静化したとしても、リモートワークは
なくならないはずです。今企業に求められている
多様な働き方を実現するためにも、「どこからでも
仕事ができる」環境づくりは必須です。デジタル
化を進める際にはさまざまな手法が見つかるもの
ですが、その際は「どこからでも」使えるか、使
いやすいか、という視点で選定するようにしまし
ょう。

店長の仕事の最後に、時間のかかる作業があるこ
とに課題意識をもたれた経営者からのご依頼があ
り、ご支援をすることになりました。
　ヒアリングを進めていく中で、店長によっては
ＩＴに苦手意識のある方もいることが判明したた
め、急激なデジタル化はかえって浸透に時間がか
かると判断し、２段階に分けて実施することとし
ました。つまり「簡単に解決できそうなもの」か
ら取り組むということです。
【Step1】
　まずは、手書きで作成していたものと全く同じ
イメージのシートをExcelで作成しました。そし
てシート内の必要なセルにジャーナルから拾った
数値を入力するだけで、これまで電卓で計算して
いた値が自動的に表示されるようにしました。こ
れは、Excelの計算機能を使えば簡単に行えること
です。
　シートは毎日１枚入力します。あらかじめ１カ
月分をまとめて一つのブックとして作成しておき、
本社や他の店舗とも共有しているフォルダ（クラ
ウドストレージ）に保存しておくこととしました。
これで該当の日のシートにデータを入力するだけ
で簡単に報告が済むようになりました。
　さらに、今までほとんどExcelに触れたことが
なかった店長さんたちに、「パソコンを使うと仕事
が楽になる」ということを実感していただけたた
め、次のステップに進むための気持ちの余裕をも
っていただけるようになりました。
【Step2】
　さらに効率を高めるため、ＰＯＳデータを直接
活用する仕組みづくりに進みました。ＰＯＳから
出力されるデータはＣＳＶという形式です。これ
はExcelに貼り付けると一覧表のような形で表現
されます。
　そのデータを、Step1で用意した日報用ブック
の入力用シートにコピー＆貼り付けをするだけで、
これまで毎日入力していたシートに自動的にデー
タが転記されるようにしたのです。
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　逆に関わる人たちがデジタル化に理解があり、
ある程度費用をかけることも可能なのであれば、
費用対効果を検討した上で専用システムを導入す
ることも考えられます。先の飲食店の事例であれ
ば、クラウド型ＰＯＳシステムを全店に導入する
ことで、どこからでも売り上げデータやその分析
結果にリアルタイムにアクセスできるようになり
ますし、そのデータを販促活動に生かすなど、さ
らなる価値を生み出すことができるかもしれませ
ん。
①繰り返しの作業効率化に使えるツール
　・Excelなどの身近なアプリ：汎用的に活用
　・クラウド型ＰＯＳレジ：売り上げ分析など
　・販売管理アプリ見積書や請求書作成など
　・顧客管理アプリ顧客データ分析／販促活用等
②バラバラなデータを一元化
　・連動できるタイムカードアプリと給与計算ア
　　プリ
　・連動できる販売管理アプリや勤怠管理アプリ
　　と会計アプリ
　・銀行やクレジットカードのデータを自動で取
　　り込む会計アプリ
③共有したい情報を一カ所にまとめる

　これまでは、ジャーナルを見て数字を入力して
いましたから、データを探すのに時間がかかった
り、見間違えたり、入力し間違えたりといったこ
ともありましたが、ＰＯＳデータをただコピーし
て貼り付けるだけであれば、ミスの起きる余地は
かなり少なくなります。ミスがない、ということ
は効率化の上でも重要なポイントです。

（１）使用するツール
　社内のデジタル化というと、つい何らかのシス
テムを導入するイメージを思い浮かべるものです
が「簡単に解決できるもの」から進めるのであれ
ば、身近にあるツールを活用するところから考え
るのがベストです。先ほどの飲食店の事例でも、
比較的誰もがよく使用するExcelを共有フォルダ
に入れて共有した、というだけのシンプルなもの
でした。これなら、使う人にとっても心理的負担
が少なく、費用もほとんどかけることなく導入が
できます。

　これで毎日のレジ締めから報告にかかる時間を
15分程度にすることができました。毎日のこと、
さらに複数店あることですので、会社全体として
大きな効率化につながった事例です。そして何よ
り「少しでも早く仕事を終えて、店長に自分の時
間を確保してもらいたい」という経営者の思いに
応えることができたことが喜ばしい事例でもあり
ました。

　・クラウドストレージ
　・グループウエア
　・プロジェクト管理アプリ
　・カレンダーアプリ
　・クラウド型表計算アプリ
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事業が続く限り何度も繰り返されることになるは
ずです。そのためにこの機会をデジタル化への心
理的ハードルを下げることにも活用していただき
たく、「何をしているのか」が分かりやすいStep1
を経て、Excelの操作に慣れ、多少の自信をつけて
いただいてから次のステップに進むようにしまし
た。
　人の気持ちという側面から、もう一つ気を付け
たいことがあります。従業員がデジタル化に難色
を示すのは、スキルに自信がないという理由だけ
ではありません。経営者にはなかなか伝わりにく
いことですが、実は多くの従業員が、デジタル化
が進むことで自分の仕事が奪われてしまうことへ
の恐れを抱えています。経営者は「デジタル化で
みんなの仕事が楽になればいい」と考えて進めて
いるつもりなのに、「パソコンにどんどん仕事をさ
せて、私の仕事を減らすつもりなんだ」と捉えら
れてしまうのは大変に切ないことですが、従業員
の方から実際にそんな声を聞くことがあります。
　これはデジタル化に限ったことではないかもし
れないのですが、仕事の流れが変わるときには、
そこに関わる人に丁寧にその意図を説明し、「時間
の余裕が生まれるので、さらに価値の高い仕事に
取り組んでほしい」ということを明確に伝え続け
る必要があることをしっかりと意識してください。

（３）チームで取り組む
　社内でデジタル化を進める際にありがちなのが、
デジタル技術に少し明るそうな人に「全部任せる」
と丸投げしてしまうことです。デジタル化、特に
ＤＸと呼ばれるような取り組みは、社内の業務改
革につながることが多く、仕事の流れそのものに
影響するものです。これを「デジタル担当」と位
置付けられた人だけで責任を負うことが難しいこ
とは、経営者なら理解ができるはずです。
　さらにデジタル化の取り組みは、試行錯誤の上
に成り立っているものです。簡単に望む結果が出
る場合もあれば、何度も何度もトライ＆エラーを

（２）使う人のことを考える
　デジタル化自体が目的になってはいけません。
社内の課題を無理やりデジタル化しても、使う人
にとって心地よいものでなければ、モチベーショ
ンの低下や経営者に対しての信頼の低下など、別
の問題を引き起こす可能性さえあります。大切な
のは、社内でその仕組みを使う人の気持ちです。
　そのため、デジタル化を検討する際は、実際に
業務にあたる人へのヒアリングを丁寧に行う必要
があります。デジタル化することで発生するかも
しれない手間やリスクと、仕事が楽になることや
新たに生み出させる価値の可能性などを、社内全
体に対してだけでなく、関わる個々の人がどう感
じられているかに注意を払うべきです。例えば全
体効率が上がっても、業務におけるキーパーソン
が非常にストレスを感じるような仕組みになるの
だとしたら、そこには何らかの対策を講じる必要
があるかもしれません。
　先ほどの飲食店の事例では、最初からStep2まで
進めてしまうことも物理的には可能でしたし、一
部の店長はそれでも問題なく対応していただけた
と思います。ただ、ＩＴに苦手意識のある人にと
っては、何をさせられているのかが分からず不安
を感じたはずです。不安なままに操作をしていて、
不測の事態に遭遇するとそこで心が折れてしまい、
デジタル化に取り組む意欲自体がなくなってしま
うのはよくあることです。
　デジタル化の取り組みはこの一度だけではなく、
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繰り返した揚げ句、求められている成果に結び付
かない場合もあり得ます。デジタル化の取り組み
は専門的なものだと思われているため、経営者や
周りの人からその過程を見ることすらされない場
合がよくありますが、それは担当者にとって孤独
で辛い業務になってしまいます。
　デジタル化に取り組みたいのであれば、ぜひ社
内にチームをつくってください。もちろん経営者
もその一員としてコミットしていただく必要があ
ります。そしてその取り組みの過程を把握し、で
きればチーム外の人たちにも可視化して共有して
ください。そうすることで、「社内の課題をデジタ
ル化で解決するんだ」という意識と文化が社内に
芽生え、スムーズなデジタル化に寄与するはずで
す。

（４）導入後のフォロー
　デジタル化の取り組みが完了するのはいつでし
ょうか？
　デジタル化の仕組みが回り始めたときが完了で
はありません。仕組みを導入し、その仕組みの活
用が定着して初めてその取り組みが完了したとい
えます。活用の定着のためには、関わる人が満足
して、その仕組みを利用している必要があります。
　デジタル化したものの、なかなか思うように効
果が出ない場合はよくありますし、使う人がイヤ
イヤ使っているという場面も見掛けます。デジタ
ル化の仕組みを導入した後は、必ず利用者の声を
聞き、改善できるところがないかを確認し、必要
があれば改良を加えて、さらに良い仕組みになる
ようにＰＤＣＡ（Plan（計画）、Do（実行）、Check
（評価）、Action（改善））を回していく必要があ
ります。
　そうすることで、「事業自体を変革し、新たな価
値を生みだす」ことができるようになり、デジタ
ル化がＤＸへと変化していきます。そしてその先
には、厳しい環境でも勝ち抜くことのできる企業
への成長があります。

　いかがでしょうか。貴社の課題をデジタル化で
解決するイメージを、少しだけでもお持ちいただ
けたでしょうか。
　まずはキャビネットの中の書類をスキャナで読
み取って電子化し、みんながアクセスできる共有
フォルダの中にしまうだけでもいいのです。それ
がクラウドストレージなら、これまで会社に来な
ければできなかった仕事も、それぞれの自宅から
でも行えるようになるかもしれません。
　とはいえ、どんな手順でどう構築していけばよ
いのか、セキュリティ上の問題はないのかなど、
迷うことや悩まれることはあると思います。そん
なときには専門家の力を借りるのもいいでしょう。
　例えば埼玉県産業振興公社では、デジタル化活
用支援として、中小企業デジタルテクノロジー推
進事業、サービス産業事業者ＩＣＴ・ＡＩ活用支
援事業を行っています（詳細は、次頁の特集見た
らプラスワン！参照）。
　中小企業庁の「中小企業デジタル化応援隊事業」
という国の施策でも専門家への相談が可能です。
　必要な場合にはプロの力も借りて、経営課題解
決に少しでも早く取り組んでください。冒頭にも
ありましたように、今は環境変化の激しい時です。
取り組みが少しでも遅れると、先に進んでいる他
社との差はどんどんと開いていきます。それを取
り戻すことが難しい、流れの速い時代なのです。
大切なのは、簡単に解決できることから一歩ずつ。
今すぐにできることから始めてみましょう。
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特集見たら
プラスワン！

https://www.saitama-j.or.jp/iot
https://www.saitama-j.or.jp/ict
公社では、デジタル化（ＡＩ・ＩｏＴ化、ＩＣＴ化）を進めるためのさまざまなサービスを提供しています。

公社のデジタル化活用支援

中小企業デジタルテクノロジー推進事業
　中小企業の皆様が事業の改善・拡大を実施するた
めに、ＡＩやＩｏＴ等のデジタルテクノロジーを活
用することは有効な手段と考え、さまざまな支援メ
ニューを用意しています。

【デジタルテクノロジー活用に関する相談】（無料）
　民間企業で経験豊富な知識・知見・実績を有する
デジタル活用コーディネータが相談に応じます。
■相談日時 月曜日～金曜日(年末年始・祝日を除く）
　　　　　 9:30～16:30（12:00～13:00を除く）
■相談内容
　・ＡＩ・ＩｏＴ等デジタル技術活用相談
　・システム導入相談、導入事例紹介
　・SIer（システムインテグレーター）の紹介 など

【ものづくりＡＩ・ＩｏＴ化支援（研修）】（無料）
　簡易で安価なシングルボードコンピュータを活用
した工場ラインのＡＩ・ＩｏＴ化に向けた研修です。
■開催時期 12/1(水) ～ 2022/1/14(金) 
■開催方法 オンデマンド配信
■内容 
　画像認識ＡＩモデルとシングルボードコンピュー
　タ（Jetson Nano 2GB）活用した製品検査体験など
■定員 50名　　■参加費 無料
■参加条件 ＡＩ・ＩｏＴコンソーシアムの一般会員
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/ai20211201

問合せ先　公社　デジタル・技術支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５１

サービス産業事業者ＩＣＴ・ＡＩ活用支援事業
　商業・サービス産業事業者の経営課題の解決に向
け、実務経験豊富な「ＩＣＴ活用コーディネーター」
が無料でご相談に応じ、ＩＣＴ活用・導入等の支援
を行います。

【ＩＣＴ活用相談】（無料）
■対 象 者 県内サービス産業事業者
■相談申込 事前予約制
■相談内容
　þインターネットを使ってお客様を増やしたい
　þキャッシュレス決済について知りたい
　þスマホを使ってＰＲしたい
　þ給与計算を簡単にしたい
　þZoomを使って打合せをしたい　など
問合せ先　公社　人材・ＩＣＴ支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０７５

第７回ＤＸ推進セミナー　　県と公社の共催事業
全業種対象 ＤＸを始める！～知識ゼロでも大丈夫～
　ＤＸがよく分からなくても大丈夫です。ワークシ
ョップで、デジタル化について一緒に考えましょう。
■日時 11/29(月)14:00～17：00
■会場 春日部商工会議所 大会議室（春日部市）
■内容 第一部：ＤＸ 小さく始めて大きな成果を
　　　 (一社)中小企業診断協会　古澤 登志美 氏　他

　　　 第二部：自分に合った取り組みとは？
　　　 　対面でのワークショップ
■定員 20名　　■参加費 無料
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/ict-seminar/dx.html

問合せ先　埼玉県産業労働部 商業・サービス産業支援課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３７５４

小規模な事業こそデジタル化に取り組むことで、
自社の製品やサービスの価値を高められる可能性
があります。まずは簡単なところからスタートし
て、ＤＸへつなげてみませんか？

研修の様子（昨年度は集合型で開催）
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　創業45年を迎えるタナカ技研の田中社長が新た
に取り組む、「外国人技能実習生受け入れ事業」
「まいぷれ秩父」について、話をうかがいました。

■貴社の概要・近況について教えてください。
田中　創業は1977年、脆

ぜいせい
性材料の精密加工がスタ

ートです。光学ガラス、セラミック材を切断・研
磨加工、光の透過・反射等を操作するための光学
薄膜技術を得意としています。
　ＣＤ、ＤＶＤ、プリズムなどの光ピックアップ
用光学部品の切断加工、真空蒸着装置を使用して
赤外線カットフィルター、携帯電話用カメラ、車
載カメラ、監視カメラなどのＩＲカットフィルタ
ーの切断加工を主力にしています。
　成膜、切断についても開発・受託加工が主流で
す。設備産業でありながら、人を介する労働集約
型産業でもありますので、人員・人手を確保する
必要がありました。この秩父地域の人手不足が深
刻化し、採用が思うようにできないこともあり、
外国のベトナムから人員を確保することとしまし
た。しかし、何の情報もなく、採用のノウハウも
ありませんでしたので、大変な思いをしました。

　外国人技能実習生受け入れについては、事業協
同組合がないとできないことを知り、そこで人員
を安定的に確保すること、地域の労働力不足解消、
地域貢献を目的に、別組織としてＴＮＫ協同組合
を2017年に立ち上げました。秩父地域では唯一の
受け入れ機関で、技能実習生と介護技能実習生の
受け入れを行っています。
　そんな矢先にコロナ禍で、外国人が入国できな
い状況となり、労働力の需要も減りましたので、
新しい事業を考えました。それが秩父の地域情報
サイト「まいぷれ秩父」です。
　コロナ禍で新たな外国人も入国できませんので、
ＴＮＫ協同組合の活動が約２年間、停滞している
状況です。外国人技能実習生受け入れも地域に貢
献することではありますが、これの発展形で「ま
いぷれ秩父」は、地元地域の飲食店などの情報を
インターネットで発信し、地域に貢献していくも
のです。「まいぷれ」は、全国展開していますが、
この秩父地域、飯能地域に限定した情報発信サイ
トです。秩父地域に外部から人を呼び込むことが
メインで、この10月１日、グランドオープンしま
した。

インタビュー

 株式会社タナカ技研　代表取締役社長　田
た な か

中 俊
し ゅ ん じ

次 氏

所 在 地 秩父郡小鹿野町下小鹿野1658
代 表 者 代表取締役社長　田中 俊次 氏
事業内容 光学および電子部品の製造
資 本 金 9,500万円　従業員数　127名
Ｔ Ｅ Ｌ 0494-75-2424
http://www.tanakagiken.co.jp

株式会社タナカ技研

左から、ＴＮＫ協同組合の大橋理事長、まいぷれ秩父の古屋さん、ＴＮＫ協同組合
のオユカーさん、田中社長
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■ＴＮＫ協同組合について、教えてください。
田中　2017年12月に小鹿野町にて設立しました。
地域の企業を組合員として、外国人技能実習生の
日本への招へいと受け入れ前後の研修の提供、受
け入れ管理を行っています。外国人技能実習生た
ちが技能実習生として数年が終わって国に帰ると
き、素晴らしい日本での経験と技能、そして思い
出を持って帰国してもらう。結果、そんな経験を
した外国人技能実習生の数が増えていき、日本と
海外の国との結び付きがより強固になっていくこ
とが、組合の望みです。受け入れ対応可能な国は、
ベトナム、モンゴル、カンボジア、ミャンマー、
インドネシア、タイ、ネパールで、製造、建築、
農業、その他すべての職種に対応するとともに、
介護の実習生を受け入れていることが特徴です。
■「まいぷれ秩父」について、教えてください。
田中　地域情報ウェブサイト「まいぷれ」は、全
国135社のパートナー企業と約600市区町村の地域
情報を発信し、全国約70自治体と協定・覚書を締
結しています。この「まいぷれ」と連携し「まい
ぷれ秩父」のウェブサイトの運営を通じて、全国
の消費者に向けて秩父・飯能地域および事業者の

魅力発信をサポートします。これにより、秩父・
飯能地域の認知度向上と地元事業者の活性化に貢
献します。具体的な取り組みとしては、両地域の
事業者に対してウェブサイトの掲載募集を行い、
当組合で掲載・運営を行います。掲載応募時に、
当組合と事業者とで魅力発信の方向性を共有する
ことで、掲載事業者の情報発信に貢献するととも
に、一般消費者には秩父・飯能地域の魅力を存分
に伝えたいと考えます。お店、イベント情報など、
地域密着の情報をお届けします。
■今後の展開・抱負は。
田中　中小企業の受託加工の中では、大胆な投資
と加工技術力で44年間生き抜いてきました。特に
携帯業界の激しいコスト競争、デリバリー要求に
応えてきました。事業の多角化を行い、創業以来、
時代の変遷とともに新たなことにチャレンジし続
けてきました。
　ちょうど今期が45周年で、大きな転換期となり
ました。タナカ技研、ＴＮＫ協同組合、まいぷれ
秩父がグループとして、各ビジネスが自主・独立
できる体制に大きく羽ばたけるようにしていきた
い。今後も新しいことにチャレンジしていきます。

時代の変遷とともに新しい事業への挑戦

クリーンルーム内で、高品質、高精度な
真空蒸着装置

ＴＮＫ協同組合のホームページ
http://tnk-chichibu.jp

まいぷれ秩父のホームページ
https://chichibu.mypl.net
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

トーメックス株式会社 http://www.tomex.co.jp

川口市東本郷1-6-11
TEL　048-284-5678
資本金　4,000万円
従業員数　38名
■事業内容
○物流機器、建材等の製
作

○板金加工・塗装
○塗装設備の設計・施工
○塗装機器の販売・付帯
製品　など

手のひらサイズから最長４ｍまで「板金加工」・「塗装設備設計」のことならお任せください

株式会社ふじ　レイラ化粧品

越谷市平方1096
TEL　048-974-8700
資本金　2,000万円
従業員数　29名
■事業内容
化粧品・医薬部外品の開
発および製造・販売

美と平和へのかけ橋めざして
https://www.leila.co.jp/leila

■女性たちの願いから生まれて50年。
レイラ化粧品では、使う人の立場に立
って安全で高品質、環境にやさしい新
鮮な製品を、適正な価格でお届けする
ことをモットーにしています。環境へ
の影響を考慮した自社開発・自社工場
生産を行い、直接みなさまのお手元へ
製品をお届けしています。「美と平和」
はレイラ化粧品の原点。これからも平
和とジェンダー平等、健康でゆたかな
持続可能な社会めざして、みなさまと
ともに歩み続けます。

■「板金加工」のエキスパートとして
50年の実績があります。手のひらサイ
ズの小さな金属パーツから、建材、店
舗什器などの大型パーツまで、多種多
様な板金加工を手掛けています。
　2021年にファイバーレーザー加工機
を導入し、さらに加工範囲を拡大して
います。また、もう一つの柱事業とし
て、「塗装設備の設計施工」も行って
います。使う人のニーズに寄り添って
設計した塗装装置を、幅広い分野のク
ライアントに提供しています。

株式会社ナガセ https://www.net-nagase.co.jp

比企郡川島町大字中山1888
TEL　049-297-1690
資本金　5,000万円
従業員数　12名
■事業内容
○水道用継手、産業機械
部品の製造販売

○各種鋳物による部品製
造受託

○粉体塗装（エポキシ、
ナイロン）

小ロットより確かな実績で、ご要望に応じます
■明治11年の創業以来、鋳造メーカー
として水道用継手、産業機械部品等を
製造してきました。製品はフランジ類、
ネジ込み継手、溶接加工管、熱交換機
部品、工作機械部品など、全国の販売
店やメーカーに納めています。現在は
非鉄材料、樹脂などの製品も取り扱い、
またエポキシとナイロンによる粉体塗
装も行っています。各種ご要望にもお
応えしていますので、お気軽にお問合
せください。

水道管接手

産業用機械部品
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

昭和ゴム株式会社 http://www.showa-gomu.co.jp

川口市芝4478-4
TEL　048-261-0140
資本金　1,000万円
従業員数　13名
■事業内容
工業用途の樹脂フィルム、
シールド、クッション、
ゴム成形品、布・紙製品
などの加工・販売

100 年先まで『ダイヤモンド』のごとく、小粒でも輝きを放ち続けます
■さいたま市（旧浦和市）で1970年に
創業し、カーステレオ用のパッキン、
カセット用スラストワッシャ、スピー
カー用クロスなどの加工・販売をはじ
めました。その後、川口市に移転し、
事業内容を拡大してきました。創業50
周年を経て、製造業のさらなるグロー
バル化とハイテク化が進むなか、お客
様のあらゆるニーズにどこよりもスピ
ーディーにお応えし、商品開発へのサ
ポートをしています。そして安定した
品質実現と供給、ＣＳＲという基本に
のっとった活動を推進していきます。

株式会社マルニックス https://www.marunix.co.jp

越谷市増林3443-1
TEL　048-965-0200
従業員数　91名
■事業内容
自動車・医療・産業機械・
ＯＡ機器・パソコン・家電
製品分野におけるワイヤー
ハーネスおよび機構部品の
製造販売

高周波・高速伝送用ワイヤーハーネスの One Stop Solution 企業
■５Ｇ、４Ｋ／８Ｋの今、高速デジタ
ル伝送の実現とＥＭＩノイズ抑制の両
立性が求められています。この相反す
る課題の解決策として、細線同軸ケー
ブルを提供します。ＦＦＣ／ＦＰＣよ
り優れた高速伝送特性と捻

ねんかい

回・屈曲性
能を持ち、１本１本が独立した同軸線
のためクロストークに強く、ＥＭＩ放
射ノイズが低いのが特長です。多数本
を束ねても全体径が細く、容易な引き
回しによりカメラの可動部やＬＣＤの
ヒンジ部分に採用されています。

鳥居観光株式会社 https://www.toriikankou.com

飯能市上名栗3193-1
TEL　042-979-0300
従業員数　約20名
■事業内容
○キャンプ場の管理・運
営

○キャンプ場のコンサル
タント

○飲食店の運営
○アイスクリーム類製造
業

BRIDGING BETWEEN HUMAN AND NATURE - 自然との架け橋 -
■人と自然の架け橋となるプロ集団で
す。キャンプ事業では、飯能市名栗に
ある、特にファミリー層に多くの支持
を得る「ケニーズ・ファミリー・ビレ
ッジ/オートキャンプ場」、古民家をキ
ャンプ場としてリノベーションした
「古民家ファミリービレッジ キャンプ
/バーベキュー場」を運営しています。
2022年には築120年の古民家を活用し
たレストランをオープンする予定で
す。これからも人と自然をつなぐ心地
よいアウトドア空間を提供します。
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来年10月導入予定の３台目となる
門型マシニングセンター。

非接触測定装置(左)／面粗度μmオーダーの加工が可能(右)。 1,600カ所を超える穴明け加工の事例。
さまざまな大物機械加工にも対応。

●2,200×6,000までの大物機械加工
　昭和36年に鋳物の町「川口市」において、鋳物
の仕上げを行う金属加工業として設立。社名にな
っているプレーナーとは、金属への「カンナがけ」
のような加工方法で、「並行・平面」の精度を出す
工法のこと。設立当初は、平行度が重要な印刷機
械などの産業機械のベース（台座）を加工してい
ました。高度成長期の重厚長大の流れの中、大物
部品が加工できる工作機械を中心に設備、近年で
は門型マシニングセンターを複数台導入し、中小
量産製品などの対応を進めてきました。
●難削材でも厳しい寸法公差にも対応可能
　現在では半導体製造装置をはじめ、航空宇宙機
器、食品加工機器、原子力関連部品、定盤の再研
磨など、幅広い分野の加工を行っています。特に
難削材といわれる耐熱合金ハステロイ、インコネ
ル、ステンレス合金、また非鉄金属の銀、銅、ア
ルミまでの幅広い素材の大物機械加工を得意とし
ています。
　代々継承する「素材の変化をみながら鉄と会話
をする技術」の職人技と、トルクのあるスピンド
ル（主軸）を搭載した複数の加工機械のシームレ
スな連携により、大物の難削材でも微細な歪

ひず
みの

要因を取り除き、厳しい寸法精度や並行・平面精
度の加工にも対応しています。
●ベンチャースピリットで全社員営業を展開
　同社の鈴木社長は「ＩＴベンチャー（現在も
（株）ビットスプレッドの社長兼務）の起業経験が
ありますので、ベンチャースピリットを大切にし
ています。これからの中小企業には営業力も大切
です。昨年７月の代表就任後の10月には東京支店
を開設し、現場の職人を巻き込んだ「全社員営業」
も展開しています。積極的に展示会などに出向き
新規開拓をしており、もちろん新しいことに取り
組めば失敗もあります。失敗を次の成功へ必ずつ
なげるベンチャースピリットで取り組んでいます。
最初はスーツすら持っていなかった職人も、経験
を積むごとに営業らしくなり、本音の技術営業で
受注を獲得。社員同士でモチベーションアップの
連鎖が起こってきました。
　社内体制的には、来年10月に最新鋭のオークマ
製の門型マシニングセンターを導入し、新たな市
場の開拓に取り組んでいる真っ最中です。お客様
からはＢＣＰの対応を求められ、近郊ではない場
所に第２工場、第３工場をつくっていきたい」と
熱く語ります。

　

所 在 地　本社：川口市青木3-2-31
　　　　　支店：東京都港区海岸1-7-1
　　　　　　　　東京ポートシティ竹芝オフィスタワー８階
代 表 者　代表取締役　鈴木 憲一郎 氏
事業内容　金属および非鉄金属などの大物機械加工
資 本 金　550万円　　従業員数　14名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-251-5838
https://blog.planers.co.jp

有限会社埼玉プレーナー工業所
企業紹介 

門型マシニングセンター
（有効門幅　2,075mm）
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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８回　意見が出ない“煮詰まり会議議”を活性化するをを活活性性化すするる性化するるをを活性化ををを活性化性化ををを るるる第８回　意見が出ない“煮詰まり会議”を活性化する

「話す」から「書く」への思考転換
　今回は会議で意見が出ない、議論が前に進まない
ときに役に立つ“煮詰まり会議”解消法を紹介しま
す。一番簡単な方法は、意見が出ないときに全員に
コピー用紙などを配布して、「各自、思うことを書い
てみましょう」という意見書き出し法です。これは

「話す」から「書く」へと思考を転換させることで、
自己の意見を見える化させることにつながります。
書き始めると、不思議なぐらいに次々と意見が出て
きたりするものです。一定の時間を使って各自が考
えを書き出したら、順番に発表してもらうことで議
論が一気に進展するということが間々あるのです。
質より量のアイデアを出し合うブレスト会議
　会議形式を変えてみるという方法も有効です。一
つは、ブレインストーミングという会議形式です。
コンサルティングファームなどで古くから活用され
ているもので、短縮形でブレストとも呼ばれます。
ブレストは、基本的にはアイデア出しを目的とした
会議です。煮詰まっているテーマに関して、思い付
きを重視してフリートークで意見を出し合う、とい
うものです。ただし約束事として、出された意見に
批判的な意見、反対意見は出していけないというル
ールを必ず付してください。これは、反論を恐れて
アイデア出しを躊

ちゅうちょ

躇させないためのルールです。同
様の意見や類似の意見を含めて、追加意見や派生意
見は大歓迎します。とにかく、質よりも量を重視す
ることが、ブレストの極意です。
　進め方ですが、ブレストはファシリテーターを除
いて７人前後のグループが効果的といわれています。
全体会議が大人数の場合は、チーム分けをして実施
するのがいいでしょう。具体的には、出された意見
を付箋紙に書いて、ホワイトボードや模造紙に次々
貼り付けていくやり方をお勧めします。一定量の意
見が出たところで、同じ範

はんちゅう

疇の意見ごとにグループ
分けしてブレストを終わります。全体会議では、各
チームで出された意見を統合して、グループ分けし
た意見間の関連性などを参加者で検証しながら、具

体的な解決策に詰めていくという流れになります。
少人数複数セッション方式のワールドカフェ
　もう一つ“煮詰まり会議”打開のバリエーション
として、肩の力を抜いた分科会方式で意見を出し合
うワールドカフェという会議形式があります。これ
は、全体会議を少人数の複数チームに分けて、カフ
ェの名の通りお茶を飲んだりお菓子を食べたりしな
がら、会議室の堅苦しい雰囲気を離れて意見交換を
楽しもうというものです。社長や役員といった上席
者がいるとモノが言いづらい会議独特の雰囲気や、
大人数では雰囲気負けしてしまうムードを断ち切っ
て、気楽に意見を出してもらうのが目的です。
　ワールドカフェはブレスト以上に気軽さを重視す
るので、１グループの人数は１カフェテーブルを囲
む人数の４人を基準とします。４人は最も均等に意
見が出やすい人数、とされてもいます。４人で割り
切れない場合の優先順位は、３人→５人です。ワー
ルドカフェでは参加者の立場は対等なので、進行役
や記録役を置かずにフリートークで意見を出し合い
ます。記録は、発言者自身が発言後に付箋紙などに
書いて、コピー用紙などに貼り付けて残します。
　ある程度の意見が出たら、グループごと１人２人
を残してグループ間でメンバーを入れ替えて、第二
セッションをやります。他のグループで出た意見な
どを持ち寄ることで、新たな発想の展開が期待でき
ます。さらに元のメンバーに戻って第三セッション
をやると、一層テーマに関して深掘りができるでし
ょう。最終的には、各グループで出された意見を集
めて、全体会議で整理し方向感を議論するという流
れで、“煮詰まり会議”問題は解決に向かうはずです。

１．意見書き出し法の活用⇒｢書く｣会議
　　・メモ用紙を配布して、個々人が意見を書き出してみる
　　・書いた内容を順番に発表させ、会議を進行させる

２．ブレインストーミングの活用⇒アイデア会議
　　・７人前後のグループで、思い付き発言を集めて会議で活用
　　・発言の否定、反対意見は禁止することを事前に徹底

３．ワールドカフェの活用⇒雑談会議
　　・４人前後のグループで、カフェでの雑談的な意見交換をする
　　・メンバーを相互に入れ替えて、第二第三セッションを実施する

“煮詰まり会議”活性化法
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　「問題解決」という言葉は日常でもよく使われる
言葉です。「問題」は日々いろいろな形で発生してい
ますから、この文章を読んでくださっているすべて
の方は、仕事でもプライベートでも「問題解決」を
した経験をお持ちだと思います。一方、問題解決し
たつもりでも、詰めが不十分で再発したり、表面的
な対策に終わり真の解決に至っていなかったりとい
った事例も私はたくさん見ています。
　そこで今回は私がこれまで品質に関する問題解決
で体験して考えたことをお伝えすることで、問題解
決をより効率的に実行するヒントをつかんでいただ
きたいと思います。
　私は「問題」を三つに分けています。「再発防止型
問題」「未然防止型問題」「達成型問題」です。
　最初に「再発防止型問題」についてお話しします。
これが一般的な問題解決です。起きては困ることが
起きてしまった！　どうするか？　ですが、発生状
況をできるだけ正確に素早く把握して、関係者を集
めて状況を分析し、対応のアイデアをたくさん出し
て、必要なことを手分けして実行し、早急に火消し
を図る。そして対応ができたところで再発防止対策
を打つということです。当たり前ですよね。
　私がこのときに重要だと思うことは、できるだけ
現場で問題の発生状況を再現しながら、リアルな状
況判断をして対応策を取ることです。その場に問題
を発生させた部署の人はもちろんですが、その製品
に関わる営業、設計、技術、管理などの人も参加し
て多面的な議論が出るようにします。そしてその場
で即断即決できる責任者がいることです。
　必要な対応が取れたところで、再発防止策を立て
るのです。問題発生の理由が作業者個人の不注意が
原因で、当人に対する注意と再教育が対応策として
報告されることがありますが、これはダメです。真
の分析と対応になっておらず、必ず再発します。こ
のような浅い対応が行われた背景を見ると、原因分
析と対応が、多くの人の参加を得ず、問題発生の当
事者とその上司の二人の話し合いだけで行われると

いった、問題を軽く見る会社体質に出会うことがあ
ります。ナゼその人がその事故を起こしたのかでは
なく、ナゼ事故が起きるというところから根本原因
を追究するべきです。
　次に「未然防止型問題」は、まだ起きていない事
象を問題として手を打つということですので、効果
の算出もできず、まして簡単にはできないので、ど
うしても積極的になれません。しかし「後悔先に立
たず」「覆水盆に返らず」という言葉は本当です。未
然防止対策が行き届き、不良の発生がなくなれば、
これ以上のことはありません。
　先ほどの再発防止対策時に、その製品に限る対応
で終わらせず、ついでに他の製品にも広げられない
か？　他工程にも応用できないか？　といった課題
提起がされると未然防止が進みますので、積極的に
声出ししましょう。またヒヤリハット情報を常に収
集・分析し、未然防止対策に生かせたらいいですね。

　最後に「達成型問題」です。達成型問題というの
はちょっと変わった考え方ですが、一般的な問題で
はありません。例えば、今年達成したい品質目標が
未達といった場合、現状と目標との差（ギャップ）
を問題と捉えて、みんなで問題解決の方法でそのギ
ャップを解消するのです。例えば今年の品質目標が
「不良発生率を前年の半減」することであったのに、
まだ３割しか減らせていないとすると、残りの２割
を問題と提起します。そこで前述の再発防止型問題
と同様の態勢を用意して、みんなで、現場で議論を
して、アイデア出しをして、全員参加で実行して、
目標達成を図ります。目標未達を大問題発生と置き
換えて、総力結集をして解決し経営を支えるのです。

｢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８８８回回回　「「「問問問題題題解解解決決決」」」とととはははどどどううういいいううう活活活動動動動動動動動動動動動？？？第８回　「問題解決」とはどういう活動？
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　本コーナー８月号において「コロナ禍のベトナム」
についてお伝えしましたが、その後も新型コロナウ
イルス感染症の新規感染者数が増加し、８月下旬に
は１日当たり過去最多の17,000人を超える新規感染
者数となりました。９月末時点では、新規感染者数
が減少傾向で、１日当たり１万人を下回っています
が、それでも、最多の感染者数を出しているホーチ
ミン市や近隣の省（ロンアン省、ドンナイ省、ビン
ズオン省）では、厳しい規制が続いており、約３カ
月移動制限がかけられている状況です。特に製造工
場では、従業員が工場内での寝泊まりを強いられ、
心身共に疲れている状況です。
　日本での自動車業界の減産などは、ベトナムから
の部品供給が滞っているのも一因となっています。
ここ数年は、中国や自国での生産をベトナムへ移管
する動きが活発になっていましたが、長引くコロナ
の規制等で操業に影響が出ており、コロナの抑え込
みに成功し、比較的好調であった昨年に比べ、ベト
ナムは良くない状況となっています。このような状
況において、外注先をベトナムから中国に回帰した
り、自国で対応したりする動きも出てきています。
　厳しい規制は感染拡大の抑制に効果があると考え
られていますが、ホーチミンを中心とした南部エリ
アにおいては、一向に新規感染者数が減らない状況
が続いています。このため、「これ以上続けても意
味がない」「これまで家族や親族で何とか支え合っ
てきたが、限界を超えており、経済活動を再開すべ
き」といった街の声もあり、規制の緩和が求められ
ています。
　一方、ハノイを中心とした北部エリアでは、新規

感染者数がそれほど多くないことから、９月下旬に
一部規制を緩和しました。しかしながら、引き続き、
レストラン営業はテイクアウトのみ、事務所への出
勤は半分までといった規制は続いています。ワクチ
ン２回目の接種率は約９％（９月末時点）といわれ
ており、希望者全員への接種完了までには、まだま
だ時間がかかると思われます。経済活動と感染拡大
防止の両立を図り、withコロナの社会を本当の意味
で実現するためには、ワクチン接種がカギとなりま
すが、しばらく時間がかかりそうです。

埼玉県ベトナムサポートデスク
https://www.saitama-j.or.jp/vietnam-sd

続・コロナ禍のベトナム続・コロナ禍のベトナム

ベトナム便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼サービス内容をリニューアルしました／
⑴相談(困りごと等)　⑵情報提供(現地、人材等）
⑶視察代行(工業団地等)　⑷ネットワーク(企業交流等)など
問合せ先 ベトナムサポートデスク
 Eメール　vietnam-bsd@ne-net.vn
 公社　取引支援グループ
 TEL　０４８－６４７－４０８６
≪埼玉県からの情報発信≫
Facebook｢埼玉県海外ビジネス支援｣もぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/saitama.globalbusiness

ワクチン接種会場
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　親事業者と下請事業者との取引を公正に
し、下請事業者の利益を保護する法律とし

て、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」と
いう）があります。この法律に関し、公正取引委
員会は同法の運用基準を定めています。それに加え、
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、「新型コ
ロナウイルス感染症拡大に関連する下請取引Ｑ＆Ａ」
（以下「Ｑ＆Ａ」という）を作成し、公正取引委員
会と中小企業庁とが連名で公表しています。その一
部を説明したいと思います。
　最初にお断りしておきたいのは、下請法は、法人
事業者間、あるいは法人事業者と個人事業者との間
のすべての取引に適用があるものではありません。
この法律が適用される親事業者、下請事業者は同法
で定義され、また、法律の対象となる取引も規定さ
れており、それに該当しなければ下請法の適用はあ
りません。適用させる法人規模等は、紙面の関係で
説明できませんが、トラブルが発生した場合に下請
法が適用される事案かは、中小企業庁か公正取引委
員会事務総局に問い合わせれば回答してもらえます。
　次に、Ｑ＆Ａでは、問１として次の例を挙げてい
ます。「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
減産計画の策定、一部の部品の調達不能等により、
やむを得ず発注した製品について受領拒否（納期の
延期含む）、返品や発注の取り消し、役務提供委託
の発注の取り消しをすることは下請法上、問題とな
りますか」。この質問は、要するに新型コロナウイ
ルス感染症の拡大によって減産したい、一部部品が

入ってこないこと等から、既に発注した製品につい
て受領拒否や返品、発注の取り消しをしたいが下請
法上、問題となるかというものです。新型コロナウ
イルス感染症という事態がなければ質問のようなこ
とができないことは、明らかです。なぜならば、現
在の日本は法治国家であり、私人間の契約は守らな
ければならないという前提で、社会が運営されてい
るからです。
　前述の質問に対する回答を要約すると、「下請事
業者に責任がある場合を除いて発注済みの部品等を
受領拒否したり返品したりすることは、下請法上、
問題となる。やむを得ず受領日が到来する前に発注
の取り消しを行う場合でも、仕掛品など下請事業者
に生じた費用を負担しない場合は、下請法上の問題
となる。役務提供委託の場合の発注の取り消しも下
請法上、同様に問題となる」としています。まず、
受領拒否や返品は、下請事業者に責任がない場合以
外は下請法違反（禁止行為）となります。
　次に、発注の取り消しは、下請法で禁止する不当
な給付内容の変更に該当し、下請法違反となります。
その理由は、下請事業者に責任のない場合以外の取
り消しは、それまで下請事業者が行った作業が無駄
となるからです。また、役務提供委託の発注の取り
消しも同様に下請法に違反します。例えば、親事業
者が貨物の運送を委託していた下請事業者に対し、
発注元からの発注が取り消されたことを理由として、
発注を取り消したにもかかわらず、下請業者の費用
を負担しない場合です。

ＡＡＡＡ

弁護士　権田陸奥雄　弁護士　権田陸奥雄　

新型コロナウイルス感染症と下請取引（その１）新型コロナウイルス感染症と下請取引（その１）Q

企業　法律企業　法律のと Q&AQ&A

新型コロナウイルス感染症の拡大による下請取引についての国の指針を説明してください。
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事業再構築補助金         　　　　　　　　　　　　　　　　　
施策を活用して新規事業に取り組もう

https://saitama-yorozu.jp

　埼玉県よろず支援拠点コーディネーターの金城
です。今回は、新型コロナウイルス感染症の影響
が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待
しづらい中、思い切った事業の再構築に取り組む
中小企業等の皆様に「事業再構築補助金」につい
て、ご案内します。
　事業再構築補助金とは、新分野展開、業態転換、
事業・業種転換、または事業再編という事業再構
築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制
度です。例えば、新分野展開の場合は、「新商品」
を「新市場」に販売し、新規事業の売上高が一定
以上となることを目指す事業計画書を策定する必
要があります。

【例】（飲食業の場合）
・老舗飲食店によるＥＣ事業への新分野展開
・ドライブスルーの導入と手で持って食べられ
る新商品の開発による新分野展開

・飲食店から非対面式の注文システムを活用し
たテイクアウト販売へ業態転換

・飲食店から宅配サービス事業への事業転換
■自社の経営課題に合う活用方法を検討しよう
　企業経営において、補助金の活用は、あくまで
「手段」であって、「目的」ではありません。事業
再構築補助金を最大限に生かすためには、
　１　自社の現状をしっかりと把握し、
　２　自社にとっての真の経営課題をつかみ、
　３　新たな事業展開への戦略を考えた上で、
事業計画書を策定していく必要があります。
　埼玉県よろず支援拠点では、単なる補助金制度
の案内にとどまらず、コロナ禍を乗り越えるべく、
事業者それぞれの経営課題の解決に向けた総合的
なアドバイスを、認定経営革新等支援機関とは異
なる立場で行っています。お気軽にご連絡くださ
い。
■問合せ先 受付時間9:00～18:00（日・祝日は除く）

【事業再構築補助金事務局 コールセンター】
ＴＥＬ（ナビダイヤル） ０５７０－０１２－０８８
　　　（ＩＰ電話用） ０３－４２１６－４０８０

　　≪埼玉県よろず支援拠点のご案内≫
　　　埼玉県よろず支援拠点　
　　　ご相談問合せ（平日 9:00-17:00）
　　　ＴＥＬ　０１２０－９７３－２４８

■公募スケジュール
　第４回締切：公募予定、第５回締切：公募予定
　※補助金事務局ウェブサイトにてお知らせ予定
　　https://jigyou-saikouchiku.go.jp
■活用例
　活用例は多岐にわたりますが、既存の技術やノ
ウハウを生かした取り組みや既存顧客とのコネク
ションを活用した展開などが考えられます。

■概要
対 象 中小企業者等および中堅企業等

必須申請
要 件

①売り上げ減少
②新分野展開、業態転換、事業・業
　種転換、事業再編に取り組む
③認定経営革新等支援機関と事業計
　画を策定する

補助金額 通常枠（従業員21人～ 50人の場合）
100万円～ 6,000万円（補助率2/3）

申 請 先 事業再構築補助金事務局（電子申請）
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　公社では、企業・団体様からのさまざまなご要
望に応じて研修を企画・提供するオーダーメイド
研修をご用意しております。
　オーダーメイド研修は、事前にヒアリングを行
い「日程」「カリキュラム」「会場」などをご要望
に応じて行います。
　例えば、新入社員向けに「ビジネスマナー」に
加え「営業の基礎」など、カリキュラムを組み合
わせて行うことも可能です。自社の人材育成プロ
グラムに合わせて、ぜひご活用ください。

■受講料
　１日研修（６時間以内）
　　会員　184,000円
　　一般　225,000円
　半日研修（３時間以内）
　　会員　163,000円
　　一般　194,000円
　ＩＳＯ関連研修（６時間以内）
　　会員　214,000円
　　一般　255,000円
　１回当たりの研修で講師一人で行う研修（１テ
ーマ）の料金です。
　講師を指名される場合や、上記以外の時間など
で実施する場合は、別途お見積りいたします。

■会場
　貴社会議室や一般貸し会議室など
　（研修会場は、お申込み様でご準備ください）

■研修テーマ例
　・階層別研修（新入社員～管理職）
　・コミュニケーション能力向上研修
　・ハラスメント研修
　・ストレスケア研修
　・現場改善研修
　・５Ｓ研修
　・ISO9001､14001内部監査員養成研修　など
　この他、ご希望のテーマに合った講師をお探しします。
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　なぜ企業がＳＤＧｓに取り組まなければならない
のか？　ＣＳＲとどう違うのか？　何から始めたら
よいのか？　などを含め、さまざまな企業様の取り
組みをご紹介します。また、実際にリコージャパン
株式会社様の社員の皆様が通常業務を行っている社
内の様子をご案内（バーチャルツアー）します。
日時 12/9(木)14:00～16:00 ZoomによるWeb配信
内容 ・これだけは知っておきたいＳＤＧｓ
　　 ・ペーパーレス関連の紹介
　　 ・リコージャパン(株)様のオフィス紹介
　　 　（バーチャルツアー）
　　 　リコージャパン(株)　埼玉支社
　　　 　　シニアアドバイザー　高橋 圭二 氏
定員 50名　　費用 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　ＡＩ・ＩｏＴに関する最新技術動向や活用事例を
紹介します。製造業を主要産業とし、人口減少・少
子高齢化が進む現在の日本に近い状況の国、ドイツ。
1989年に東西統一、景気は大きく落ち込み「欧州の
病人」と呼ばれた。統一後のドイツの経済成長に大
きく貢献した中小企業の特徴や取組みを分析、ドイ
ツをヒントにＡＩ・ＩｏＴ導入と経済発展の成功の
要因を探る。また、（独法）経済産業研究所　岩本講
師が中心となり、日本国内で活動している研究会の
ＡＩ・ＩｏＴ投資の成功事例について講演します。
日時 11/16(火)13:30～15:00 ZoomによるWeb配信
内容 「中小製造企業のデジタルトランスフォー
　　  メーション」
　　  独立行政法人経済産業研究所 上席研究員　

岩本 晃一 氏
定員 50名　　費用 無料
問合せ先　（公財）本庄早稲田国際リサーチパーク
　　　　　TEL　０４９５－２４－７４５５
※本セミナーは（公財）埼玉県産業振興公社の委
　託事業により開催されるものです。

公社
情報

オーダーメイド研修
～ご希望のテーマ・内容に合わせたカリキュラム
をご提案します～
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu/order-made

【Web配信】会員優待Webセミナー
ＳＤＧｓを実現するためのＤＸ活用事例セミナー
～中小企業における取り組みのポイントとは～
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21ktd

【Web配信】
ＡＩ・ＩｏＴ普及セミナー

公社
情報

http://www.howarp.or.jp/eventnews/hokubu_aiiot_seminar

公社
情報
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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　・　　・　　

澤谷 泰生（さわたに やすお）さん (63)
　前職ではトイレ、バス、キッチン等の水回り住宅設
備機器メーカーにて営業を担当。56歳のときに健康マ
ージャン教室を初めて体験。60歳で定年退職後、 就職
活動をしながら自身の健康マージャン教室の起業を考
え始める。退職から１年後の61歳のときに「ＭＪシニ
アカレッジ」を開校。

ＭＪシニアカレッジ　http://www.mjsckenko.com
所沢市松葉町11-1 マルハビル５階
創業　2019年７月　従業員数　４名
ＴＥＬ　04-2006-6137
事業内容　健康マージャン教室の運営

　健康マージャン教室に興味をもったのは、前職で働
いていた56歳のとき。近所のマージャン教室へ入った
ところ、元気に楽しくマージャンをするシニアの方々
と出会い、マージャンは脳トレーニングになることを
実感しました。自分でもこのようなシニアの方々が生
き生きと過ごせる居場所をつくりたいと思ったのが、
創業のきっかけです。

創業のきっかけは？

　“アクティブシニアとともに”をモットーに全国でも
まれな50歳以上限定の会員制健康マージャン教室で
す。屋号のＭＪはmore(もっと）joy（喜び、満足）と
マージャン（MJ）の二つの言葉が掛かった造語です。
お一人様でも気軽に来校しゲームができるスポーツジ
ム感覚のマージャン教室です。また、楽しくマージャ
ンをしていただくために教室ではマナー・ルールをご
理解いただいた方のみ会員になっています。現在はコ
ロナ禍で非常に厳しい状況ですが、感染防止対策を万
全に行い、スタッフ全員が真心を持ってマージャンと
いうゲームを行う会員の皆様の脳トレ、健康年齢の延
長、仲間づくりのお手伝いをさせていただきます。

事業内容は？

　シニア世代の皆様に、新たな楽しみとして健康マー
ジャンを知ってもらうことが目標です。仲間づくりを
しながら楽しく、健康寿命を延ばす一種のツールとし
て、当教室をご利用いただけたらうれしく思います。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

澤 谷  泰 生 さんMJシニアカレッジ

西武鉄道新宿線新所沢駅前なので、立地が
よく、また教室内も清潔で過ごしやすい空間

「賭けない」「吸わない」「飲酒しない」が基本。マナー
を重視しており、とてもアットホームな教室

教室内は無料のフリードリンクです。10時までに来
校された方にモーニングサービス(ゲーム代割引)を
実施中
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ウイスキーづくりのコンセプト

“お客様が喜んでいただくことが原点”
　ウイスキーとして、おいしいものをつくってい
く。それによってお客様が喜んでいただくことが
原点。それがなければ、どんな企画でも中身が
伴っていないと長続きしない。まずは、おいしい
ものをつくることを目指している。それを実現す
るため、英国からの麦芽に加え、地元秩父産の麦
や、国内外さまざまな種類の熟成樽を使い、複雑
な味わいが感じられるウイスキーづくりをして
いる。
　おいしいだけなら、簡単につくれるが、味の継
続性が必要で、常にテイスティングとブレンドを
繰り返し行い、ある一定の幅に味を調えることが
重要だ。

　「好きなものを仕事にすること、あるいは今の仕事を好
きになることが大事」「熟成が進むと味わいが高まりま
す。今年10年物を発売したが、20年物、究極は30年
物がラインアップに加えていけるよう、会社も自分も健康
であり続け、30年物を味わうことが夢」と、肥土社長

ウイスキーの特長
　同社は海外製だけでなく、国産のミズナラ材を使ったウイスキーづくりを行っ
ている。ミズナラ材は非常に魅力的なフレーバーがあり、オリエンタルなフレー
バーをつくりだす。原点に品質があり、それを実現するために国産の原材料を使
うことで、日本のみならず、海外でも人気だ。最近では試験的に地元秩父産のミ
ズナラも使用した。自社の樽工場を保有しているのが強み。

　さまざまなウイスキーの味を記憶し、ブレンダーとして味を再現、新たな味を
つくりあげる。好きな味わい、世の中で受け入れられるもの、どんな樽で、どん
な味になるのか、おいしい味わいとは何だろうとか、常に自問自答。根底には「ウ
イスキー愛好家に求められる味をつくっていきたい」という思いがある。
　また、ウイスキーだけでなく、日本酒やビール、焼酎、ワイン、そしてさまざ
まな食材で味覚の幅、表現の幅を広げることも大切だ。
　飲みたい方がいる限り、その方たちに届けたいという思いがある。新たな貯蔵
庫を建て、現在よりも出荷量を増やし、お客様の需要にお応えする予定だ。

（左）世界でもここだけのミズナラ製の発酵槽が複雑さをつくりあげる。ミズナラを好む乳酸菌
による発酵が、独自の個性をつくり出し、秩父らしさにつながる。（左下）発酵が進む発酵槽内

（右）本場スコットランド産の銅製ポットスチル（単式蒸溜器）が、ヘビーでリッチな原酒づく
りに欠かせない。

株式会社 ベンチャーウイスキー
https://www.facebook.com/ChichibuDistillery

秩父市みどりが丘49   Tel 0494-62-4601
代表者　代表取締役社長　肥

あ く と

土 伊
い ち ろ う

知郎 氏　
創業 2004年　 資本金 4,100万円　従業員数 43名
購入方法　近隣の酒販店、デパート、道の駅、
　　　　　そぴあ の他、
　　　　　飲食店などでも取り扱いあり

※　一般の方の見学、販売は行っていません。

● 公社会員企業限定　読者プレゼント！　
　大人気の「イチローズ モルト＆グレーンホワイトラベル」１本を
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、イチローズ モ
ルト希望」を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp 宛てメールにて
11 月 22 日（月）までに、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。

●公社会員も絶賛募集中！　　埼玉県産業振興公社　会員　で検索

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　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。
　また、埼玉の造り手とコラボした旅行の企画・実施にも
積極的に取り組んでいます。

☆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

イチローズモルト
ダブルディスティラリーズ

イチローズ モルト＆
グレーン ホワイトラベル

イチローズモルト
ワインウッドリザーブ

卵型のマリッジタンク

イチローズモルト
エムダブリューアール

埼玉の造り手
Vol. 2

㈱ベンチャーウイスキー
秩父蒸溜所
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〒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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お客様
のこまりごと
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の解決をサポートします
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