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特 集

これからの中小企業経営これからの中小企業経営

株式会社Up’s Consulting　　　　　　　　　　　 株式会社Up’s Consulting　　　　　　　　　　　 
代表取締役　村岡 滋代表取締役　村岡 滋

１．新型コロナウイルス感染症による環境変化
　昨年の２月頃から始まった新型コロナウイルス
感染症は１年を経て、ようやくワクチンの投与が
始まり、これから終息に向かっていくかと思われ
ます。しかし、著名な評論家や学者の方もいわれ
ていますように、新型コロナウイルス感染症が終
息しても、以前と全く同じ状態には戻らないだろ
うといわれています。外出自粛という初めての協
力要請とともに、経済活動も停滞した経験はこれ
まで予想したこともない事態でした。海外渡航禁
止はもちろん、お店に行くこともままならない世
界。お客様はどこへ行ったのか、これからどうな
るのか、不安が募る１年でした。
　これまで「会って話して」が、基本であったコ
ミュニケーションの方法も大きく変わりました。
経済のグローバル化を中心にこれまで国内外を移
動することで保たれていたコミュニケーションも
止まってしまったように見えます。
　しかし、交流（接触）や移動の制限の中で新た

にオンラインという手段に代替され、距離や時間
に関係なく面談ができるようになりました。また
テレワークもこれまで導入しようと試行錯誤し進
まなかった状況が一変し、今では多くの企業が導
入し実践しています。対照的に、家族や友人、お
客様と実際に会って話すリアルのコミュニケーシ
ョンは非常に貴重で、重要なものと再認識ができ
ました。
　また、企業経営においてはコミュニケーション
の場であった飲食業を中心に厳しい状態に陥って
います。お客様が外出することもなく、店舗に来
なくなってしまうのですから、非常事態です。製
造業においては、止めることができない生産分野
を中心に、人が関わらず生産に関与する工程をい
かに自動化するかという、大きな課題がクローズ
アップされました。
　このような「ニューノーマル」と呼ばれる新た
な状態になった今、経営については、これまでと
違った対応は必要になるかもしれません。
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　中小企業に必要なことは、変わるべき点と変え
てはいけない点を見つめ直し、新たなビジネスの
やり方や、新分野や新事業を進めていくことが重
要になってきます。　
　経済産業省の図表１「鉱工業及び第３次産業の
統合指数」では回復基調ですので、１月から始ま
った緊急事態宣言が終了した後も上向くであろう
経済活動に向けて動き出したいところです。

　コロナ禍も同じですが、企業には厳しい時期は
あるもので、今が特別なわけではありません。リ
ーマンショックも、東日本大震災も同様で、企業
にとっては一大事です。厳しい状況下で重要なこ
とは、従業員と現状を「共有」すること、明快な
「計画」を立てること、競合と「差別化」するこ
と、「ＰＤＣＡ」を何度も回転させること、競争戦
略を認識すること、先人の教えを学ぶことです。
　具体的にＡ社で実行したことを下記に述べます。

（１）従業員と現状を「共有」する
　現状の苦境と、赤字になった原因を誠意もって
伝えることからスタートしました。そして明快な
経営方針を決めて伝えることが必要です。当時は
「小さいながら光り輝く最高の経営を目指そう！
（These key points will allow “A” to once again 
shine like the brightest diamond it can be !）」と
して、これから注力すべきことを明確にしました。
（２）明快な計画を立てる
　優先順位を決め、従業員とともに黒字転換のた
めに何をすべきか、何を販売するのか、生産や開
発は何を優先するのか？　給与はどうするのか？
を“明るい未来へ楽しい計画”を通じ、伝えます。
　経営には自社の将来像を見据えて目標に到達す
るための計画が必要です。それは売上高や利益だ
けではなく、提供している価値かもしれません。
どんな会社でも、事業が継続できているというこ
とは、何かしら他の企業に負けないものをお持ち
だからこそ、評価をいただけ、今も事業を継続で
きているのです。自信を持っていただきたいと思
います。そして誰もが分かる明るく楽しい事業計
画を作成しましょう。
（３）競合と差別化をする
　技術的には競合企業と同レベルのA社は、開発
スピードで勝負をしました。当時も環境負荷を減
らす製品を開発し、早く市場に投入することで、
差別化を図り、最終的には競合のメインユーザー
を奪取しました。

　大企業も中小企業もコロナ禍という初めての経
験をした点では、同じスタート位置にいるのです。
これをチャンスに変える気持ちで取り組んでいた
だきたいと思います。
　今回は、これからの経営に必要なことを中小企
業の事例を踏まえ、お話しします。

　企業の経営において、この変化を「チャンス」
と捉えるか、「防衛」と捉えるかは大きく変わりま
す。貴社にとって今はどちらでしょうか？
　私も米国現地法人で従業員約60名の製造業Ａ社
で、副社長として経営をしていた時期があります。
実際は数年連続赤字企業の再建であり、翌年赤字
なら閉鎖するという条件付きでしたので、精神的
にも厳しい状態での赴任でした。必死の努力で結
果的には赴任年度に黒字転換、２年後には最高益
を達成するという結果になりましたので、そこで
学んだことが多くありました。

図表１　鉱工業及び第３次産業の統合指数
・2020 年 10-12 月期の統合指数は 97.5（前期比 3.6％）と２期連続の上昇。

出典：経済産業省ホームページ
鉱工業指数と第３次産業活動指数からみた 2020年 10－ 12月期の産業活動
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/
kako/20210219minikeizai.html
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（４）ＰＤＣＡを何度も繰り返す
　計画（Plan）はつくって安心という方が多くい
ます。計画はやってみて（Do）、修正して初めて
価値があります。計画はあくまで計画なので、や
ってみて、必要なことを確認し（Check）、間違っ
ていたら修正し、計画と行動を練り直す（Action）
ようにすることで、実行力がつきます。

で、策定した計画について埼玉県が承認する制度
です。計画が承認されると融資や補助金の加点な
どさまざまな支援措置を利用することが可能とな
り、事業者の業績拡大、向上に寄与する制度です。
ぜひ活用していただければよいと思います。

３．進むべき方向性について　　　　　　　　
（１）ＳＤＧｓを活用してみる
　本誌2020年３月号でも特集されていましたＳＤ
Ｇｓ（Sustainable Development Goals）とは「持
続可能な開発目標」のことで、2030年のありたい
姿を目指して、17のゴールを設定したものです。
2015年に国連で採択され、残り約10年となりまし
た。ＳＤＧｓは大企業だけでなく中小企業も、経
済活動を担う一員として参画が期待されています。
新型コロナウイルス感染症による社会の変化が、
このままではいけないという機運につながってい
るようです。私もさまざまなところで質問や関連
ビジネスのお話を受けることが多くなりました。

（５）競争戦略を認識
　「競合」の認識は重要です。「戦略とは競合に打
ち勝って自社の目標を達成する」ものです。競合
のない市場は少なく、iPhoneが発売されたときの
ように革新的なものでないと価格勝負になってき
ます。事業計画のアドバイスをさせていただくこ
とが多いのですが、競合について認識されていな
い計画が多いです。自社にとって新規分野に進出
するとしても、その分野は既に競争もあるのです。
（６）先人の教えを学ぶ
　上記５点と同時に必要なことは、先人の教えを
学ぶということです。経営にはさまざまな経営理
論やフレームワークというものが多くあります。
私も経営をして分かったことは、先人の教えは、
少なくとも自身の決定に対する考え方のベースや、
後ろ盾として使えるということです。そして過去
と同じ過ちを犯さないための「道しるべ」になる
ということです。
　埼玉県では「経営革新計画承認制度」がありま
す。経営者の方が思い描いている新分野への参入、
新サービスや新商品の提供に関する事業について、
自社の分析から事業計画を数字にしてくれるもの

　ＳＤＧｓの構成要素である「環境」「社会」「経
済」は、スウェーデンの首都・ストックホルムに
あるレジリエンス研究所の「図表２ ＳＤＧｓウエ
ディングケーキ」として表現されていますが、環

図表２　ＳＤＧｓウエディングケーキ

出典：Azote images for Stockholm Resilience Centre,Stockholm Unversityを筆者加筆

埼玉県経営革新計画ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/shigoto/sangyo/kigyo/
kigyoshien/keekakushin
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境が生活の基盤としてあり、よりよい社会が成立
することで、経済が発展することが可能になると
いわれています。中小企業は将来に向かって、次
世代のために成長することも重要な活動として、
ＳＤＧｓは位置付けられています。今は「ＳＤＧｓ
に取り組む、取り組まないではなく、取り組まな
いことは単に環境破壊ということだけではなく、
社会や会社（経済）にもマイナスの影響しかない」
ともいえます。そのような中では、競争のルール
を変えるチャンスにできるかもしれません。
（２）新分野、新アイデアで現状を打破する
　コロナ禍の拡大は顧客や消費者の考え方を大き
く変えているといわれます。確かに感染症対策な
ど今までとは違った常識や習慣が始まりましたが、
顧客やお客様はいなくなったわけではありません。
　以下では、ＳＤＧｓの観点から新たな取り組み
を行っている企業、自社開発品の開発・販売で下
請け脱却に成功した企業、顧客との関係性を強く
するために自社の提供する価値を見直した飲食店、
新たな製品を通じ社会貢献を続ける企業、苦境を
乗り越え自社技術のブランド化と自社製品開発か
ら海外展開にも挑戦する企業の事例を挙げます。

（１）地球循環型ビジネスでＳＤＧｓに寄与する
株式会社日生グリーン
資本金：700万円 従業員数：９名
創　業：2007年 所 在 地：川口市
　同社の大谷社長は “将来なくならない仕事” を
探し、2007年に樹木のリサイクル業を起業した若
手の経営者です。樹木専門の堆肥化するためのリ
サイクルや伐採や造園などの施工まで請負、地球
にやさしい環境づくりに貢献することを理念とし
て事業を行っています。
　本業は、山林や法人、個人宅などの枯れている
ものを間引いたり、伐採した樹木の再利用を行っ
ています。同社では剪

せんてい
定や伐採して廃棄される樹

木を原料に商品開発を行い、開発されたウッドチ

ップブロック（ＧＵＤブロック）をはじめ、土壌
改良剤・融雪剤等を製造し、地域循環型ビジネス
を実現しています。
　樹木をゴミとして処分するのではなく再利用し、
さまざまな樹木原料の製品を生産、販売すること
は、二酸化炭素削減に大いに寄与できる製品とな
っています。ＧＵＤシリーズの中のＧＵＤブロッ
クは30㎝×30㎝×厚さ６㎝の平板ブロックですが、
間伐材のウッドチップが50％を占め保水性に優れ、
１枚でペットボトル1.8ℓ分の保水が可能になり
ます。また、銅や銀イオンを付着させ、雑菌増殖
防止、カビ防止効果を高め、木の腐食や焼却によ
るCO2放出を防ぎ、１枚当り1,000ℓの二酸化炭
素を固定化できる製品を群馬大学と一緒に開発し、
販売をしています。同社は、本業で約1,100社の
造園・建築業者との工事などの取引を通じ年間約
２万tの樹木のリサイクルを行っており、川口市内
の造園業者を中心として埼玉、東京に数多く協力
会社がいます。

　大谷社長は、「近隣で発生した伐採ゴミを少な
からず、再資源化し自然にやさしい環境づくりに
貢献することで、地球にやさしい環境づくりの第
一歩になると考えている」と話されています。

（２）自社開発品で利益率の大幅向上
株式会社エム・コーポレーション
資本金：1,000万円 従業員数：６名
創　業：1997年 所 在 地：川口市
　1997年に代表取締役の梅津社長によって設立さ
れ、長い間、国内大手電機メーカーの下請け企業
として事業を営んできました。しかし、大手企業

GUD ブロック
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の業績低迷から同社への発注が減り、たった１年
で売上高が、７割減の１億円以下になるという大
変厳しい経営状況となっていました。
　その状況の中、やはり自社製品を開発し自社で
販路を開拓しない限り、いつまでも下請けとして
発注企業の業績に左右される体質のままとなって
しまうことに危機感を抱いたそうです。その後、
新商品として2015年度から防水・防

ぼうじん
塵性の高いＰ

Ｃやモニターの設計製造にチャレンジしました。

リモート営業も対応できるように準備をしたとこ
ろ、ホームページからの問い合わせが増えている
そうです。面談できないお客様にはまず、Web会議
を活用した対応を心掛けた結果、問い合わせから
の案件数は増加し、毎日数件の新規案件が来てい
るそうです。「コロナ禍だからといって消極的にな
ることはない。状況に合わせ、スピード感をもっ
て進めることが、重要です」と、梅津社長は言い
ます。

（３）お客様との絆を強くするチャレンジ
有限会社FCIグループ「武州うどんあかね」
資本金：800万円 従業員数：７名
創　業：1982年 所 在 地：さいたま市
　大宮駅西口のビルの１階に店舗を構える「武州
うどんあかね」の祖父江社長は先代から18年前に
事業承継し、いつもチャレンジし続ける若手経営
者です。これまでも「うどん屋さんのふわふわハ
ンバーグ」など新メ
ニューの開発や「彩
の国優良ブランド品
認定証」を獲得、２
年前からUber Eats
のサービス開始とと
もにレストランパー
トナーとして登録、テイクアウトにも率先して対
応してきました。昨年の緊急事態宣言では、いち
早く体温測定のサーモゲートを入り口に取り付け
アルコール消毒義務と、スタッフにマスク着用を
義務付けました。顧客の来店が遠のくことを想定
し、ランチとディナーにサブスクリプション制度
を導入しました。
　とはいえ他社同様に業績にも大きく影響をした
そうです。それでも、祖父江社長は緊急事態宣言
明けから感染症対策だけではなく、「お客様に何を
提供できるのか、どんなつながりを持てるのか」
を考え、自ら自社の課題を分析し事業計画を策定
し、計画をベースに初めて小規模事業者持続化補

　その後は自社開発製品を軸とした経営革新計画
を策定し承認を受け、ホームページ改定や販促物
作成のための経済産業省の持続化補助金を取得し
ました。同時に、顧客開拓やテストマーケティン
グとして中小企業基盤整備機構の販路開拓コーデ
ィネート事業を活用し、作業環境の厳しい製造現
場を中心に防水・防塵ＰＣやモニターの販路拡大
を実施しました。さらには防衛関係や原子力関係
に納品することができました。
　強みは自社製品なので現場に合わせたカスタマ
イズなど細かいニーズを拾い上げ、お客様に提供
することで海外の安い製品とは違う価値を届ける
ことができます。現在は下請け体質の脱却に成功
し、売上高は最高額に届きませんが、利益率が大
幅に改善。利益額は数倍と最高を更新しています。
　梅津社長によれば、「まずは方向性を定め計画を
立て、スピード感をもって動くことで、違う景色
が見えてくる。景色に合わせた動きをすることで、
また次のアクションが効果的になる」と話されま
す。特にコロナ禍においては、“いつか元に戻る”
という考えは捨て、すぐにホームページを強化し
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助金に挑戦し、店舗内に大型デジタルサイネージ
を導入する計画で採択をされました。
　単なる感染症対策の導入だけではなく、食事の
時間においしいメニューを提供するほかに、コロ
ナ禍で気持ちが疲れてきているお客様に、風景が
表示されるデジタルサイネージを眺めて、どこか
に行った気分になってもらえるようなコトを提供
し、気持ちに訴えかけられることを目指したそう
です。お客様に食事以外の楽しさや癒やしといっ
た付加価値を与え、店舗に来てもらう楽しさを再
認識していただくことを心掛け、改めてお客様と
の絆を強くすることができたそうです。デジタル
サイネージ導入後は、新規のお客様も増えランチ
タイムではソーシャル・ディスタンスを保つため
にお客様が店舗外で並んでしまうという、うれし
い悩みもありました。年明けの再度の緊急事態宣
言により厳しい状態は続きますが、気を抜くこと
はせず、経営方針に基づき新たな事業計画ととも
に挽回策を祖父江社長は検討しているそうです。

（４）飲料を通じお客様から選ばれる会社になる
有限会社中里商店
資本金：1,000万円 従業員数：14名
創　業：1927年 所 在 地：深谷市
　昭和２年に和菓子製造業として創業し、その後
の冷菓卸業を経て、国内大手飲料メーカーの自動
販売機の管理・運営を事業として、長年にわたり
営んできた同社の中里社長は４代目の社長として
2014年に就任後、売り上げ拡大のための新規商品
開発、深谷市の100％地下水の商品化・販売を目指
し、深谷市環境水道部とのコラボ企画商品「ふっ
か水」の販売を開始しました。

　中里社長は現状に満足せず、2015年、2018年、
2019年の３回の経営革新計画を策定し、自動販売
機のＩｏＴ化と無人防災倉庫化を核とした経営革
新計画を策定し、承認を受けています。同時に計
画の実現に向けては、実際にWi-Fiを利用した自動
販売機の在庫や故障を把握するオンラインシステ
ムを開発・導入のために、複数回のものづくり補
助金や持続化補助金の採択を受け、実現に進んで
います。このシステム導入は、自動販売機に対す
る巡回業務の大幅な削減に寄与。その効果もあり、
売上高は2013年度と比較し、2021年度は約４倍に
拡大しているそうです。

　このコロナ禍においては、自動販売機の売り上
げは学校や会社などの需要が激減し、半分まで落
ちた時期もあったとのことですが、「悪いことは続
かない、今は仕込みの時期だ、チャンスなんだ」
と言い聞かせ、次にやるべきことを考え、実行し
ていったそうです。その中の一つでは、災害時に
飲料を無料で提供する災害機能付き自販機につい
て、従来は管理者が手動で設定を変更するものに
対し、同社はスマートフォンなどからの遠隔操作
で設定変更が可能になるWi-Fi機能付き自動販売
機システムを開発しました。2020年は20台設置を
目指し達成。中里社長は「当社は災害対応可能自
販機で積極的に社会貢献に取り組むことで、飲料
を売るだけでなく自治体やお客様から選ばれる会
社になることを目指す」と言います。今年は自動
販売機の外装ラッピングを自社で印刷するなどコ
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スト削減や、新たな価値を提供する事業を始めて
います。「規模的にも中小規模はすぐに行動に移す
ことができる。大手と同じことやらないニッチな
ところを狙って走っています」と明快に中里社長
は答えてくださいました。

（５）自社技術と海外展開によるブランド化
株式会社ワイ・エス・エム
資本金：1,000万円 従業員数：６名
創　業：1992年 所 在 地：八潮市
　今から12年前、会社がリーマンショックの影響
を受け、債務超過の中、前代表者の突然の不幸に
より代表を承継した八島社長は、当時は「何をし
ていいか分からなかった」と言います。
　しかし、次世代照明と期待されていたＬＥＤ照
明に注力し特注照明へと舵

かじ
を切り、自社製品とし

ての開発製造事業もスタートしました。
　その後、新進気鋭のデザイナーとの出会いから
「市場競争力と高いデザイン性を持ち合せる全く
新しいワクワクする照明のブランド化」をテーマ
に経営革新計画を策定。オリジナルのデザイン照
明を開発し国内展示会に出展、2019年よりジェト
ロ（独立行政法人日本貿易振興機構）の協力も得
てフランスの展示会「メゾン・エ・オブジェ」に
も出展した結果、Ｂ to Ｂの特注照明を事業のベ
ースとしながらも、Ｂ to Ｃの販売を国内有名セ
レクトショップやルイ・ヴィトン美術館（フラン
ス）など海外のミュージアムショップに代理店を
通じた販売を行うことができました。

　このような活動により、自社技術のブランド化
ができ、技術力の必要な難しい仕事やデザイン性
に優れた商品開発の問い合わせも増え、チームラ
ボ株式会社や角川武蔵野ミュージアム（所沢市）
の照明なども手掛けることができるようになりま
した。
　コロナ禍においては特注照明の受注は少なから
ず減少し影響を受けていますが、八島社長はこの
先に向けた特注照明の営業ツールとしてWeb会議
も活用しながら商談を実行しています。
　また、海外のWeb商談会なども翻訳サイトを活用
し、専門家の助けも借りながらも積極的に取り組
み、自社製品の販売拡大策や技術向上のための社
員教育を行っています。

　以上のように、コロナ禍による影響は大きいで
すが、先が見えない状態は大企業も中小企業も同
じ条件です。大企業には強いところもありますが、
中小企業には「スピード」があります。同じスタ
ートの位置にいる今がチャンスです。
　コロナ禍においては、さまざまなものが変わる
のですから、「競争のルール」を大きく変化させる
べく、ＳＤＧｓへの取り組みや、新分野進出、海
外展開などを進めていきましょう。
　結果が出るまでには時間がかかりますから、早
急に取り組み、①事業計画を考え、②まず行動し
ＰＤＣＡを回し、③競合と差別化を進め、事業を
成功させていきましょう。「メゾン・エ・オブジェ」出展ブース

渋谷ソラスタ（SHIBUYA SOLASTA） 特注照明
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　世界でトシコだけの非粘着性表面改質加工技術
「トシカル®Ｓコーティング」で、高い評価を得
ている同社の諏訪部社長に話をうかがいました。

■貴社の概要を教えてください。　　
諏訪部　当社は表面処理の企業群の一社で、親会
社として、表面改質技術に基づく加工および研究
開発を行う東京シリコーン株式会社があります。
その傘下に、フッ素樹脂コーティングを行う株式
会社フロロコートと、株式会社トシコがあります。
東京シリコーンは、元々社名の通りシリコーン加
工を行う会社でしたが、現在は持ち株会社および
研究開発の会社で、フロロコートとトシコが事業
会社という位置付けです。トシコという一風変わ
った社名の由来ですが、親会社が東

4

京シ
4

リコ
4

ーン
という社名ですので、それを縮めて「トシコ」と
しています。「奥様の名前ですか？」と、よく聞か
れます（笑）。
　創業は1989年で、表面処理の受託加工の会社で
すので、自社製品が一つもない会社です。お客様
から品物をお預かりして、加工してお返しする会
社です。

■貴社の表面処理について教えてください。
諏訪部　二つ表面処理加工があります。一つは、
「ファインブラスト加工」です。もう一つは、当
社の主力技術である「トシカル®Ｓコーティング」
です。どちらも凹凸を使う技術という共通点があ
ります。
　ブラストは表面処理の下地処理に採用されるも
ので、硬い物を金属に吹き付けて二次加工します。
ただ、旧来のブラスト技術では表面凹凸の形状が
不均一で利用方法に限りがありました。このブラ
ストの弱点を克服し、表面凹凸形状を均一にコン
トロールしたのがファインブラスト加工です。フ
ァインブラスト加工の効果は、管理された凹凸面
で均一な散布を行う「定量供給効果」、製品表面の
面粗さを定量的に管理し反射光を調整する「防

ぼうげん
眩

効果」、精密部品の印刷、付加価値の高い精密部品
の印刷・塗装等の密着性の向上、放熱性の向上に
効果を発揮する「表面積の拡大」、凹凸形状の管理
で滑り止めやグリップ力の向上、逆にすべり性の
付与もできる「摩擦抵抗力の付与」などです。近
年、環境負荷への配慮から、塗料使用や化成処理
を行わない表面処理として見直されています。

インタビュー

　　　　　　　株式会社トシコ　代表取締役社長　諏
す わ べ

訪部 充
み つ ひ ろ

弘 氏

所 在 地 川越市氷川町103
代 表 者 代表取締役社長 諏訪部 充弘 氏
事業内容 金属・プラスチック等へのブラスト
 加工・非粘着性コーティングを主と
 した表面改質
資 本 金 8,200万円　従業員数　25名
Ｔ Ｅ Ｌ 049-227-1045
http://www.tosico.co.jp

株式会社トシコ

「くっつかないことでは、当社の右に出る者はいない」と語る諏訪部社長
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　トシカル®Ｓコーティングという表面処理は、
くっつかないことが特長のコーティングです。く
っつかないといいますと、フロロコートでも行っ
ていますフッ素樹脂加工ですが、「よりくっつかな
いものを」というお客様からの声にお応えし、耐
熱性、耐薬品性などの保持よりも、とにかく、く
っつかないことに特化した表面処理がトシカル®
Ｓです。
　フッ素樹脂加工でも解決できなかった粘着テー
プ、接着剤、ゴムの製造・使用段階での設備や治
具に粘着・接着剤がくっつくのを防止し作業の自
動化、作業効率の向上や不良率の低減など、お客
様からの要求を解決するために開発しました。粘
着を嫌う表面に凹凸をつけ、凹部に特殊樹脂を、
凹凸形状を残しながら埋め込む凹凸ハイブリッド
（複合）構造によって、他の方法では解決できない
接着・粘着障害を解決しました。非粘着コーティ
ングという世界になかった市場を作り上げました。
　タイヤメーカー・粘着テープメーカーの製造ラ
イン、半導体製造装置、ラベル・シール機械装置、
接着物の切断装置、食品材料メーカー・食品加工
メーカーの生産工程などに使用されています。

■貴社の特徴や、今後の展開・抱負は。　
諏訪部　比較的若い従業員が多く製造スタッフは
７名おり、平均年齢は29.3歳です。この４月に新
入社員が入社し、さらに若くなります。どんどん
若い人が入社してくれて、定着していますので、
有り難いことです。将来性を見込んで、入社して
くれていると思います。このまま技能を伸ばして、
長期にわたって競争力のある会社になっていきた
いと思います。
　賞与は年３回支給し、頑張れば頑張るほど収入
が増えることも、若い人が定着している理由の一
つかもしれません。
　くっつかないことに関しては、触って、体験し
てより分かるので、触れてもらえる場を増やして
いきたいです。逆に言いますと、それさえあれば
受注につながると思います。中小企業ですので、
「ニッチなところで光る」ことが必要です。
　当社の岐阜県の関ケ原工場が手狭になってきて
いるので拡張移転を考えています。会社も社員も
共に豊かになろうというグループの経営理念の下、
「年商10億円企業」と所得増の実現を目指し、よ
り多くの製品の仕事も行っていきたいです。

フッ素樹脂よりくっつかないトシカル®Sコーティングで“くっつく”悩みを解決！

トシカル®Ｓコーティングは、粘着物がくっつかない、世界でトシコだけの技術
■基材の特徴を変えずに、非粘着性表面へと改質
■強粘着性物質の基材への付着による障害を防止
■「作業の自動化・効率化」「不良発生率の低減」へと解決

平均年齢29.3歳と若い製造スタッフが活躍
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

神陽金属工業株式会社 https://shinyo-kinzoku.com

川口市本蓮4-4-27
TEL　048-285-1261
資本金　1,000万円
従業員数　30名
■事業内容
船舶用およびプラント用
非鉄金属製継手類の製
造・販売

伝統と確かな実績で、お客様のご要望にお応えします

株式会社エイブルフソー

行田市城西5-10-23 
TEL　048-553-6265　
資本金　1,000万円
従業員数　35名
■事業内容

コンベヤ設計・納入事業
機械設備・電気設備工事

高付加価値型コンベヤから機械設備・電気設備の修繕・工事
http://ablefuso.co.jp

■コンベヤの設計納入、機械設備・電
気設備工事、メンテナンス事業を行う
会社です｡ 自社工場による徹底した品
質管理のもと、一貫したサービスを提
供します。大切にしているのは、職人
の知識や技術を伝承しながらも、新た
なニーズに対応する革新的かつ柔軟な
姿勢です。こうした研鑽と信頼関係の
積み重ねにより、一般設備工事からコ
ンベヤの製造に至るまで、 多岐にわた
る相談をいただける数少ない企業です。

■昭和34年の設立以来、船舶用配管継
手をはじめとする非鉄金属製の継手メ
ーカーとして歩んできました。製品は、
各種のフランジ、エルボ、レデューサ、
ティーピース、スリーブ、ユニオンな
ど多岐にわたり、長い伝統と実績に基
づいた信用により、国内の大手造船会
社に納入しています。今後も小回りの
利く町工場のメリットを生かして、国
内外造船業界発展のために寄与し、お
客様の多様なご要望にお応えできるよ
う努めていきます。

大和化成工業株式会社 https://www.daiwa-rabin.co.jp

草加市稲荷2-1-8
TEL　048-936-8684
資本金　1,000万円
従業員数　36名
■事業内容
特殊弾性研磨砥石「ダイ
ワラビン」の製造、販売

弾性研磨ゴム砥石「ダイワラビン」の専門メーカー
■創業50年を超えるゴム砥石のメーカ
ーです。「ダイワラビン」は、ゴム砥石
でありながら、HRC60以上の鋼材の
加工目を除去し、ドレスなしで使用で
きます。そのため鍛造からプレス、鋳
造、その他あらゆる金型に使用され、
型磨きのゴム砥石の代名詞となってい
ます。また、ゴム砥石はバリ取りでも
活躍。２次バリが出ないなど工程改善
も可能です。要求の厳しい航空機、原
子力のタービンブレードや精密バルブ、
過給器などの重要部品にも使用され、
信頼性の高さも特長です。
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

ＭＧＣフィルシート株式会社 https://www.mgcfs.jp

所沢市三ケ島4-2242
TEL　04-2948-2151　 
資本金　5,000万円
従業員数　397名
■事業内容
高品質のポリカーボネー
ト樹脂を使用した特殊機
能性フィルム／シートの
製造

～特殊機能性フィルム／シート分野におけるリーディングカンパニーです～
■ＭＧＣフィルシート株式会社は、三
菱ガス化学株式会社（ＭＧＣ）のグルー
プ会社です。主にＭＧＣで製造するポ
リカーボネート樹脂を加工し、特殊機
能性フィルム／シートとして販売して
います。製品は、液晶テレビ、自動車、
ゲーム機器、携帯電話、サングラス、
ヘルメットシールド等、幅広く使用さ
れています。「顧客の信頼と満足」「ス
ピーディな対応力」「持続可能な発展」
を目指しています。

東洋パーツ株式会社 http://www.toyoparts.co.jp

秩父郡長瀞町岩田877
TEL　0494-66-2121
資本金　6,000万円
従業員数　120名
■事業内容
自動車用操舵部品製造

自動車用ステアリング部品、エンジン関連部品製造、洗浄機（洗浄器）
■1953年創業の自動車部品の機械加工
メーカーで、100グラムから300キログ
ラムまでの製品の加工が可能です。特
に生産ラインの内製による多品種少量
生産を得意としています。専用機を短
期間で設計製作し、汎用機と組み合わ
せ、専用ラインをリファインしていく
ことで、少ない投資額で生産ラインを
構築しています。今後も、経営におけ
る差別化の確保と独自性を発揮し、現
代生活に「夢とゆとり」を生み出す企
業づくりを目指しています。

アルプス食品工業株式会社 http://www.alpsfoods.co.jp

久喜市菖蒲町上栢間3079
TEL　0480-85-1125　
資本金　2,500万円
従業員数　45名
■事業内容

各種ジャム（ビン詰・缶
詰・袋詰）、清涼飲料水、
水ようかん、ホイップ用
ソース、ゼリー、ムース、
プリン等の製造販売

ジャムやデザートにとどまらず、これまでにない新鮮なアイデアでおいしい驚きを
■ジャムづくりを始めて80数年。「良
い原料は真実なる製品である」の創業
精神を大切にし、良質な果実を厳選し
たジャムをはじめ、プリンやムース、
フルーツソースなどの多彩な加工食品
をつくっています。小売り用・業務用
はもちろん、多品種・少量生産にも対
応し、新製品の研究開発にも常に取り
組むなど、時代とともに変化・多様化
する「食」のニーズに応えています。
これからもおいしい驚きから生まれる
笑顔をつくっていきます。

フルーツソース・ジャム

2層デザート

こだわりゼリー

ビン詰デザート
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さいたま市要請による緊急物資輸送 恒例のトラック大集合！交通安全フェア充実した実習設備と多目的ホール、快適な宿泊
施設も完備した埼玉県トラック総合教育センター
（所在地：深谷市黒田2091－1）

●埼玉県内のトラック事業所を支援
　一般社団法人埼玉県トラック協会は、貨物自動
車運送事業法に基づきトラック運送事業許可を受
けた埼玉県内の事業所を会員として、事業の適正
な運営と健全な発展を促進し、公共の福祉に寄与
するとともに、業界の社会的・経済的地位の向上、
会員間の連携・協調の緊密化を図ることを目的と
する団体です。
　昭和22年の埼玉県貨物自動車協会の設立以来、
幾多の変遷を経て、会員数は現在約2,400者です。
トラック輸送は貨物輸送の９割を占め、トラック
１両で県民100人の生活を支える重要な役割を担
っています。
　協会では、先進安全なトラックに関する実証実
験、法令遵守（コンプライアンス）の徹底、環境
規制に対する助成、荷主への適正運賃収受の要請、
運転手に対する教育、適性診断の受診、税制要望、
専門家による相談の他、交通安全体験車の運用、
トラックの森づくり、防犯ブザーの配布等、社会
貢献活動にも積極的に取り組んでいます。
●さまざまな社会貢献活動
　同協会は埼玉県の防災計画および国民保護計画
上、公共輸送機関として指定を受けています。地

震や風水害等の災害や武力攻撃等の緊急事態発生
時には「救援物資輸送」を行います。また、県内
すべての市町村と防災協定を締結し、東日本大震
災や熊本地震などの自然災害の際にも緊急物資の
輸送を行いました。
　埼玉県トラック総合教育センターでは、乗用車
からトラックまでの安全運転、事故防止のための
研修施設として、一般企業の方でも利用できます。
　業界関係者や県民に事故防止を啓発する「交通
安全大会」や「交通安全・環境フェア」では、子
どもから高齢者まで利用できる17種類の体験学習
型機器を搭載した最新式の交通安全体験車を導入
し、学校、市町村、自治会などに出向きます。
●入会すると多様なメリットが享受できる
　同協会では「入会に当たっては、環境対応車、
バックアイカメラなどの安全装置導入に対する助
成や大型・中型・準中型の自動車免許取得等の各
種助成、そして低金利の融資など、さまざまなメ
リットがあります。未加入の事業者様は、ぜひと
もご入会いただき、事業者各社が一致結集し、力
を合わせて山積する問題に取り組み、さらなるト
ラック業界の発展のため、ぜひ入会のご検討をお
願い申し上げます」とのことです。

　

所 在 地　さいたま市大宮区北袋町1-299-3
代 表 者　会長　鳥居 伸雄 氏
事業内容　経営強化に関する支援、交通事故防止等輸送秩序の確立
　　　　　福利厚生施設等の活用、情報提供等の経営助成
従業員数　43名　　協会会員数　2,393者
Ｔ Ｅ Ｌ　048-645-2771
https://www.saitokyo.or.jp

一般社団法人埼玉県トラック協会
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１回　会議分類と最適な開催タイミングとはととははととはとととはングとグとと第１回　会議分類と最適な開催タイミングとは

会議は企業の文化や体質が現れる場
　今回から１年間、上手な会議運営のコツをテーマ
に連載執筆させていただきます。皆さんの会社では、
どのようなスタイルで会議が運営されてますでしょ
うか。他社の会議というものは見る機会が少ないわ
けですが、当連載では多くの企業の会議を見てきた
筆者の経験から、会社を元気に成長させる会議運営
のヒントを皆さんにお伝えできればと思います。
　私は企業のお手伝いを依頼された場合、その会社
の会議を見せていただくようにしています。なぜな
らば、会議はその会社のフォーマル・コミュニケー
ションの場であり、会議にこそ会社の長年の文化や
現状の体質が最もよく現れる場であるからです。重
要会議が社長の独演会になりがちな会社はワンマン
体質が多数のイエスマンをつくり出し社員が活力に
欠けていたり、会議で意見が全く出ない会社は社内
全体に重苦しい沈滞ムードが漂っていたり、議論が
横道にそれやすい会社はビジョンが明確化されてい
なかったり。逆に、会議で活発な意見が交わされ合
議で物事が着々と決まるような会社は、おしなべて
元気で成長しているということも体感してきました。
では健全で活発に意見が交わされるような会議をつ
くるにはどうしたらいいのかですが、まずは、会議
の基本セオリーを理解することが大切です。
３つのタイプの会議をしっかり分類する
　会議は大きく３種類のタイプに分類できます。そ
れは意思決定型、情報共有型、問題解決型といわれ
るものです。意思決定型は、ある程度方向感の固ま
った議案の諾否を最終決定する取締役会などの会議
です。情報共有型は部門報告などを持ち寄る会議で、
いわゆる報告会議です。問題解決型は議論を戦わせ
て、今後の方針を検討する材料を吟味し、進むべき
方向などを定める会議です。経営会議や戦略会議な
どがその代表です。大切なことは、まず今ある個々
の会議がどのタイプに属するかを明確に分類するこ
とです。意思決定型と問題解決型、情報共有型と問
題解決型が混在した会議をよく見かけますが、複数

のタイプが混在した会議は、できれば目的別に分け
て開催する方が効率的かつ効果的です。
　意思決定型は採決ルールが明確化さえされていれ
ば大きな問題なく開催が可能ですし、情報共有型は
情報を持ち寄るルールを決めて横道にそれることを
注意すれば安定的な運営ができます。運営が最も難
しいのは、問題解決型の会議です。いかに議事を進
め、いかに偏りなく意見を出させ、いかに最終結論
に導くのか。多くの企業が運営に悩むこのタイプの
会議運営を中心に、本連載では取り上げていきます。
問題解決型会議は週中の午後開催がベター
　まず、３分類それぞれの会議をいつ開催するのが
ふさわしいかについて、一般論を紹介します。午前
と午後で込み入った会議にふさわしいのはどちらな
のかといえば、意外にも午後であるといわれていま
す。人間は完全な仕事モードに入るのに、始業から
約３時間は必要なのだそうで、動物的観点からは午
前中は頭がフル回転にはならないのです。一方午後
は昼食後で眠くなると思われがちですが、それは参
加者の意識と会議の緊張感次第です。ですから意思
決定型会議や情報共有型会議は午前に、問題解決型
会議は午後に開催するのがベターであるとなります。
　一方曜日はどうか。月曜日は休み明けで心身フル
回転にはなりにくい。逆に金曜日は週末前で、疲労
が増し集中力を欠く部分が少なからずあります。さ
らに重要方針が決まった折に、翌日からでなく週末
を挟んで翌月曜日から動くというのは、決定の熱が
冷めてしまうという点からもマイナスであるといえ
ます。すなわち一番厄介な問題解決型会議は、火、水、
木曜日の午後に開催するのがよい、となるのです。

１．意思決定型会議（取締役会等）
　→採決ルールの明確化が必要十分条件
２．情報共有型会議（報告会議等）
　→情報持ち寄りルールの明確化が必要十分条件
３．問題解決型会議（経営会議、戦略会議等）
　→運営が難しく仕掛けや工夫が必要⇒本連載の主題
　→火・水・木曜日の午後開催がベター

会議の３分類
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　昨年度の「製造業の経営を支える『現場改善』」に
引き続き、今年度は「『現場改善』の力を倍増するヒ
ント集」というシリーズで皆様とご一緒することに
なりました。１年間、どうぞよろしくお願いします。
　第１回は「見えることの大切さ」についてお話し
します。
　見えることは実に大切です。「見える化」ですね。
そして読者の皆様は既にこの「見える化」の改善を
たくさんされていることでしょう。しかしすべての
ことが「見える化」できるわけではありません。そ
こで何が見えていないのかを知ることも同様に大切
です。何が見えていないかを見えるようにすること
も「見える化」だということです。
　例えば、私たちを取り囲む大きな問題として新型
コロナウイルス感染拡大があります。コロナウイル
スが怖いのは見えないからです。もしコロナウイル
スがいればその周辺がボーッと赤くなる…といった
ことがあれば、私たちの対応は今と全く違うことに
なります。ウイルスが見えるので、そこにいないと
分かればマスクは外してもいいですし、人との距離
も近づけます。いると分かればピンポイントで殺菌
することもできます。実際には見えないと分かって
いるので、マスクを常時着用し手洗いをできる限り
頻繁に行います。見えないモノが何か？　を知るこ
とも重要ということですね。
　見えないモノやコトがある場合、その背景に大き
な問題が潜んでいても気付かずいる可能性がありま
す。逆にこれまで見えなかったモノやコトが見える
ようになればいろいろな改善ができるようになるは
ずではないでしょうか？
　それでは私たちの身の回りを見てみましょう。見
えていないモノはどのくらいありますか？　見えな
いことは怖いことなのですが、何が見えていないの
かをさっと言えるか…というとなかなか難しいです。
　まず、工場内にあるムダは見えていますか？　ム
ダが見えていれば改善できるのでモノづくりのレベ
ルは格段に上がります。しかし隠れているのでそう

簡単ではありません。本誌2020年12月号にてトヨタ
生産方式の７つのムダの覚え方として「つ・て・う・
か・ざ・ど・ふ」とか「か・ざ・っ・て・と・う・
ふ」をご紹介しました。大きく書いて掲示している
工場もあります。これも見えないムダを少しでも見
えるようにしている例といえます。

　ほかにどんな見えないモノがありますか？　いく
つか質問しますので、これらを即答できるか考えて
みてください。人に聞いたり調べたりするのではな
く、現場にいれば見えているので誰でもすぐに分か
るというレベルが見えるということです。
　「次に作る製品は何か？」「そのための材料はすべ
てそろっているか？」「生産は予定通り進んでいる
か？」「本日の品質状況は？」「今日の生産終了時刻
は何時か？」「明日の生産計画は決まっているか？」
「そのための部品はあるか？」「改善実行目標は達成
できているか？」
　いかがでしょうか？　答えられましたか？　見え
ていないモノは何か？　という見方はあまりしない
と思いますが、それを見つけて見えるようにすると
いうのもいい改善につながると思います。頑張って
くださいね、いつも応援しています！

｢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

第第第第111回回回　見見見えええるるるこことととののの大大大大切切切切さささ第1回　見えることの大切さ
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　ジェトロ埼玉では、2021年２月５日（金）にフラ
ンスの食品市場をテーマとするWEBセミナー（講師：
ジェトロ・パリ農林水産・食品コーディネーター）
を開催しましたので、その概要を報告します。

○フランスの食品小売市場の動向　
　ポイント①：食品のトレンド
　フランスのスーパーマーケットでは「有機（Bio）」
「グルテンフリー」「ビーガン」といった特徴のあ
る食品に人気が高まっています。
　中でも、有機は2019年の市場規模が119億ユーロ超
（前年比＋13.5％）と、この10年間で3.2倍に拡大し
ている勢いのある市場です。大手スーパーでは有機
のＰＢ（プライベートブランド）商品の取り扱いが
豊富で、また有機食品のみを扱う専門店も増加傾向
にあります。
　こうした特徴のある食品は現地消費者にとって身
近なものになっており、食品選択時のポイントの一
つとして重要視されています。
　ポイント②：コロナ禍における変化
　スーパーマーケットの営業時間の短縮や入場制限
（2021年２月時点）に伴い、店舗の営業スタイルだ
けではなく、消費者の食品に対する意識にも変化が
生じました。
　便利な調理済冷凍食品の売れ行きが好調になり、
また健康意識の高まりから栄養スコアが表示されて
いる食品も注目を集めています。
　コロナ禍の影響により、食品の安全性や健康への
影響により注意して商品を選んでいることが分かり
ます。

○フランスの外食産業の動向　
　ポイント①：環境への意識の高まり
　近年、「おいしいもの」より「環境に配慮されたも
の」や「健康によいもの」を良質な食品と考える消
費者が増加傾向にあります。フランス版のミシュラ
ンガイドでは、従来の有名な「星」に加えて、2020
年に初めて「サステナビリティ」（持続可能性）を評
価する緑のクローバーマークが登場しました。
　「緑の星」を獲得したレストランの中には、2021年
版のガイドでビーガンレストランとして初めて一つ
星を獲得した店もあります。消費者の意識だけでは
なく、ミシュランの評価基準や、シェフの意識にも
変化が見られます。
　ポイント②：フランスの生活の中の日本食品
　世界各地で人気の抹茶とゆずは、一般消費者の生
活にも浸透しています。また、大福や抹茶を使った
どら焼きなどのスイーツ、抹茶ドリンクを提供する
カフェも人気です。さらに、うどんやそば、ラーメ
ン等の麺類も多く売られています。今では、日本食
品はレストランだけでなく、日常生活にも取り入れ
られる存在となっています。

　ジェトロでは、日本産農林水産物・食品の輸出支
援に伴うポータルサイトを開設していますので、ぜ
ひご覧ください。
　＜農林水産物・食品の輸出支援ポータル＞
　https://www.jetro.go.jp/agriportal.html

　海外に関するご相談はお気軽にジェトロ埼玉まで。
　ＴＥＬ　０４８－６５０－２５２２

ジェトロ埼玉便り

オンラインセミナーオンラインセミナー
｢フランスの食品市場を狙え！」のポイント解説｢フランスの食品市場を狙え！」のポイント解説
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　この改正は、納税手続きのデジタル化に
向けた見直しです。

１．税務関係書類における押印義務の廃止
（１）国税
　提出者等の押印をしなければならないとされてい
る税務関係書類について、以下に掲げる税務関係書
類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の
措置を講じています。
①担保提供関係書類および物納手続き関係書類の
うち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求め
ている書類
②相続税および贈与税の特例における添付書類

所要の措置として、
①国税犯則調査手続きにおける質問調書等への押
印については、刑事訴訟法手続きに準じた取り扱
いとします。
②上記の改正は、令和３年４月１日以後にする税
務関係書類について適用します。
③上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこ
ととする税務関係書類については、施行日前にお
いても、運用上、押印がなくとも改めて求めない
こととします。

（２）地方税
　提出者等の押印をしなければならないこととされ
ている地方税関係書類について、押印を要しないこ
ととするほか、所要の措置を講じています。

所要の措置とは、
①地方税犯則調査手続きにおける質問調書等への
押印については、刑事訴訟手続きに準じた取り扱
いとします。
②上記の改正は、令和３年４月１日以後に提出す
る地方税関係書類について適用します。

２．電子帳簿等保存制度の見直し
　国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度
について、以下の見直しが行われます。
（１）承認制度の廃止
　国税関係書類の電子データによる保存およびスキ
ャナ保存等について、事前の承認申請手続きが廃止
されます。
（２）優良電子帳簿等による保存等を行う場合の過
少申告加算税減免制度の創設
　訂正等履歴要件、相互関連要件、見直し後の検索
要件を満たす電子帳簿による保存等を行う場合（そ
の旨の届出書をあらかじめ提出した場合に限る）に
は、その電磁的記録の事項に関して生じた法人税ま
たは消費税に係る修正申告または更正（仮装隠蔽に
よる申告漏れを除く）により新たに納める税額に課
される過少申告加算税の割合を５％減免する制度が
創設されます。
　上記の改正は、令和４年１月１日から施行するこ
ととしています。

ＡＡＡＡ

令和３年度税制改正の概要 ～その２～令和３年度税制改正の概要 ～その２～
　令和３年度税制改正について、納税環境整備として税務関係における押印義務の見直しと電子帳簿等　令和３年度税制改正について、納税環境整備として税務関係における押印義務の見直しと電子帳簿等
保存制度の見直しについての改正事項を教えてください。保存制度の見直しについての改正事項を教えてください。

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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受注希望企業の紹介受注情報

公社では仕事の受発注を希望される企業へ、取引のあっせんを行っております。
ここに掲載されている企業に対する「発注案件」をお持ちの方は、下記取引支援グループまでお問合せください。
また、新規取引先や協力工場をお探しの場合は、ぜひご連絡ください。

コード
所在地

資本金
(万円)
従業員数

事業内容、主要加工品
受注希望内容 など

主要設備
主要サービス、ＰＲ など

SL6784
川越市

100
12

バフ研磨・バリ取り・エンドレス・サンドブ
ラスト・バレル・メッキ加工　各種金属加工
管楽器、鋳物バリ取り、バイク部品

二輪部品の加工技術を生かし、主にバイク部品・楽器部品・
ゲートボール部品・車部品（軽アルミ）等の金属部品表面加
工を行っています。真鍮の薄いものでも大丈夫です。

SP6796
川口市

8,200
23

プラスチック射出成形　設計製作・金型製
作・組立/梱包・加飾

大型射出成形機（1000t・650ｔ・350ｔ）を所有。工場は24時間
稼働の生産体制で設計～2次加工～出荷まで一貫して対応します。
ホッパードライヤー 8台　金型冷温調機3台　クレーン（7ｔ）

SD6798
三郷市

1,000
14

各種ロール・シャフト製作　その他付随品
加工　ゴムローラー・メッキローラー
水冷ローラー

最長10ｍ、最大φ1000の旋盤加工を行っています。溶接は鋼・ステ
ンレス・アルミを自社で行い、ダイナミックバランサーによる検査・
調整もできます。汎用旋盤6台 CNC旋盤2台　NC旋盤 フライス

SJ6801
桶川市

2,000
21

ステンレス製フレキシブルチューブ、ワイ
ヤーブレードなどを材料から一貫生産、販
売

アニュラーチューブ造管機（φ20 ～φ200）2台　スパイラルチュー
ブ造管機（φ5 ～φ90）5台 プラズマ造管機（φ25.4） インターロッ
ク成型機（φ30 ～φ250）2台 バルジ成型機（φ17～φ110）4台

SL6802
戸田市

1,000
10

亜鉛メッキ加工
三価クロメート　三価ユニクロ
三価黒クロメート　六価クロメート

エレベータメッキ装置（1200×500×300）　
回転バレル装置（1バレル1000ｄｌ以下） X線膜厚測定計
大ロットから小ロットまで対応可能

SE6803
川越市

5,000
80

各種電源・電子制御装置・通信制御装置・
ノイズフィルタの設計製造販売、研究開発
カスタム電源装置/EMS製品/OEM製品

電子機器の開発から試作評価・部品調達・量産・保守サービ
スまでを一貫して行います。多品種小ロット生産の対応。
主要製品：ノイズ対策製品・保安器・電子装置・制御装置

SQ6804
川口市

2,325
26

ゴム部品製造業（LPガス用Oリング、パッ
キング、ポンプ用、電設工具用、ライニン
グ他）

小ロット製品からニーズに合わせた材質のゴム部品を製造。
ゴムロール機（14インチ・16インチ） 加硫プレス機（50t～250t） 
真空プレス機（150t・200t）　圧縮永久歪測定装置　恒温槽　他

SP6807
長瀞町

5,000
69

樹脂射出成形事業（成型・塗装・蒸着）ハ
ロゲンランプ設計開発・製造販売

LED照明用レンズ、筐体、反射鏡等の樹脂部品製造。射出成
型から塗布、蒸着まで自社設備にて一貫製造。油圧式射出成
型機（160t・450t） 電動式射出成型機（130t） 真空蒸着機

（650Φ・1300Φ） 塗装ロボット　乾燥コンベアー（IRUV）233m
SD6809
白岡市

500
4

ゴム金型製造・設計
精密な電極製作をもとにしたアンダーカッ
ト部の放電加工と多数個取金型の製作

NC放電加工機3台 マシニングセンタ（立型）ターニングセンタ（横型）
NCフライス（立型）2台 汎用フライス 汎用旋盤 平面研削機　ショ
ットブラスト 補修溶接機 CAD（CATIA V5） CAM（Space-EV5）

SG6821
秩父市

3,000
45

燃料噴射装置の部品加工・切削加工および
サブ組立・自動車部品
錠前部品およびその他各種加工製作

多品種少量・量産にも対応、加工技術の幅の広さを得意とします。
ＮＣ自動旋盤（φ5 ～φ51）38台 ＮＣ旋盤（φ5 ～φ100）18台
マシニングセンタ（300ｘ300ｘ200）5台 プレス機（2ｔ～15ｔ）10台

　申込み・問合せ先　公　社　取引支援グループ　https://www.saitama-j.or.jp/assen
　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８６　ＦＡＸ ０４８－６４５－３２８６
　　　　　　　　　　Ｅメール　assen@saitama-j.or.jp



　埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点では、県
内企業が「攻めの経営」に転換し、成長戦略実現に
必要な人材を採用できるよう、人材紹介会社等と連
携してニーズに合ったプロフェッショナル人材との
マッチングをサポートしています。
　このたび当拠点は、令和３年４月１日から、公社
大宮事務所へ移転しました。
　それに伴い、所在地および電話番号等が以下の
とおり変わりました。
■所 在 地　さいたま市大宮区桜木町１－７－５ 
　　　　　　ソニックシティビル10階
■電話番号　０４８－６４７－４０７５
■ファクス　０４８－６４５－３２８６
　より一層中小企業の皆様のお役に立てるよう、
さらに精進してまいります。
　ぜひお気軽にご利用ください。

問合せ先　公社　人材・ＩＣＴ支援グループ
　　　　　TEL　048-647-4075

◎令和３年度埼玉県産業振興公社組織図
　令和３年４月１日から、以下の組織で運営いたします。
　・「取引振興部」から「創業・取引支援部」に改称し、創業から販路拡大まで国内外を通じた一貫支援を行います。
　・「人材・ＩＣＴ支援グループ」を新設し、埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点（詳細下段参照）による
　　人材確保やＩＣＴ導入を専門的に支援するなど企業の経営支援を強化します。
　・「デジタル・技術支援グループ」を設置し、生産性向上や新たな事業展開を目指す企業のさまざまなデジタル化を支援します。

問合せ先　公社　総務企画グループ
　　　　　TEL　048-647-4101

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
事務所移転のお知らせ

公社
情報

　埼玉県では、環境保全や防災安全など社会全体で
取り組むべき課題の解決に取り組む中小企業の皆様
を支援するため、現状を打破する革新的な新技術や
新製品開発等に対し補助金を交付します。
■対象事業　

県内に登記簿上の本店と主たる事業所を有する
中小企業者、小規模企業者等が行う、技術や製
品開発等に係る事業

■補助率等　
　【一般型】
　　補助率は補助対象経費の1/2以内
　　補助上限額は１件当たり750万円
　【小規模型】
　　（従業員20人以下の小規模企業者が対象）
　　補助率は補助対象経費の2/3以内
　　補助上限額は１件当たり300万円
■募集期間  5/11(火)17時まで
問合せ先　埼玉県産業労働部　産業支援課
　　　　　TEL　048-830-3777

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/tech-subsidy.htmlthttps://www.saitama-j.or.jp/kikaku-2/projinzai

公社
情報

令和３年度公社の組織変更
https://www.saitama-j.or.jp

令和３年度埼玉県社会課題解決型
新技術・新製品開発支援事業費補助金

県の
情報

総務企画部 総務企画グループ
研修・情報グループ

理事長 創業・取引支援部（改称） 創業支援グループ
（旧：取引振興部） 取引支援グループ

専務理事
経営支援部 経営支援グループ

人材・ＩＣＴ支援グループ（新設）

新産業振興部 先端産業振興グループ
産学・知財支援グループ
デジタル・技術支援グループ（改称）

（旧：ＩｏＴ・技術支援グループ）
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information 企業の皆様へホットな話題を提供！



　埼玉県では、県内企業の「稼げる力」の向上につ
ながる、先端産業への支援を行っています。
　令和３年度は、コロナ社会における社会課題の解
決に資するデジタル技術を活用した技術・製品の開
発や導入のための補助メニューを用意しました。
　受付期間は４月初旬から５月上旬を予定していま
す。ぜひ、ご活用ください。
※ご案内の内容は令和３年３月時点の予定のため、
名称や内容等について変更する場合があります。
　詳細につきましては、ホームページに掲載（４月
初旬を予定）する募集要領等をご確認ください。

●デジタル技術活用製品開発費補助金
概　　要　今後、製品化・事業化が見込まれる
　　　　　デジタル技術を活用した
　　　　　先端製品開発への助成
対 象 者　県内企業、大学、研究機関等
対象経費　原材料費、人件費、委託料他
　　　　　開発に必要な経費
補助金額　上限750万円　６件程度　　　　　　
事業期間　交付決定日から２月28日まで
補 助 率　2/3

●ＡＩ・ＩｏＴ・ロボットシステム導入
　トライアル補助金

概　　要　県内中小企業が生産性向上等を図る
　　　　　ために行うＡＩ、ＩｏＴ、ロボット
　　　　　システム導入の費用を助成
対 象 者　県内中小企業
対象経費　機械装置・器具購入費、委託費、
　　　　　クラウド使用料他、システムの
　　　　　導入・活用に必要な経費　　
補助金額　ＡＩシステム　　　上限500万円
　　　　　ＩｏＴシステム　　上限200万円
　　　　　ロボットシステム　上限300万円
　　　　　各３件程度
事業期間　交付決定日から２月28日まで
補 助 率　2/3

問合せ先　埼玉県産業労働部　先端産業課
　　　　　TEL　048-830-3737

　埼玉県産業技術総合センターでは、時代に合った
支援を実施するため、機器の新規導入・更新を行い
ました。ぜひご活用ください！
　機器詳細は、ホームページをご確認ください。
①金属３Ｄプリンタ（新規導入）

金属粉と結合剤の混合物による「造形」、結合剤
を除去する「脱脂」、金属粉を焼き固める「焼結」
により、金属パーツを作製できます。
対応材料：17-4ステンレス
※運用検討中：銅、工具鋼、インコネル等
積層ピッチ：125㎛
目安サイズ：(X)235㎜×(Y)68㎜×(Z)65㎜

②ガスクロマトグラフ質量分析装置（新規導入）
香り成分を分析することができます。各種食品、
飲料、酒類、一部の工業材料等の製品開発や品
質管理に幅広く活用されています。
対応可能サンプル：
　液体、ヘッドスペース、SPME、加熱脱着、
　ダイナミックヘッドスペース

③味覚センサ（新規導入）
人工脂質膜センサにより、食品の味を認識し、
数値化します。酸味、塩味、苦味、旨味、渋味、
および甘味を測定できます。

　機種：株式会社インテリジェントセンサーテク
　　　　ノロジー製　味認識装置 TS-5000Z
④炭素硫黄分析装置（更新）

試料を高周波加熱で燃焼させて発生したガス量
を測定することにより、試料中の炭素および硫
黄の含有量を分析することができます。
分析範囲：炭素0.6ppm～10％ 硫黄0.6ppm～1%
分析原理：高周波加熱燃焼－赤外線吸収法
測定時間：約60秒（試料および条件による）

問合せ先　埼玉県産業技術総合センター
　　　　　企画・総務室　企画担当
　　　　　TEL　048-265-1368

https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/iraishiken/r2shinkidonyu.htmlhttps://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0812

埼玉県産業技術総合センター
新規導入機器埼玉県先端産業関連令和３年度補助金 県の

情報
県の
情報
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①金属３Ｄプリンタ ③味覚センサ
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

赤井 由紀子（あかい ゆきこ）さん (48)
　熊谷市出身。教育コンサルタント、元中学校教員。
25年以上の教育経験を生かし、総合型教育スクールAll 
Education Academyを創立。現在NPO法人AEA代
表理事。全国で講演活動や民間からの教育改革を行う。
行政、地元企業と連携し、社会から選ばれる次世代の
人材教育に注力している。

NPO法人AEA（All Education Academy）
https://www.aea2016.com
　熊谷市宮本町111　　創業2015年3月
　事業内容　グローバル人材育成教室「AEA」の運営

　英語教育に20年携わった経験を生かしたいという思
いと自身の子どもの就学を機に、より多くの子どもた
ちに「自分の頭で考える」ことを学ぶ機会を提供した
いと考え、志を同じくするスタッフとともに2015年３
月に「All Education Academy（ＡＥＡ）」としての活
動を開始しました。

創業のきっかけは？

　現在ＡＥＡの活動は「次世代型英語学習」「ロボッ
ト＆プログラミング」「グローバル人材育成」の３本
柱で、既存の熊谷校、さいたま校のほか、今年の４月
からは新しくオンライン校と横浜校を開講します。
　ＡＥＡでは習い事や学習塾での『教える→教わる』
という形態を超え、子どもたちそれぞれが具体的な目
標を目指し、トライ＆エラー学習を繰り返し「考える
力・創造する力・問題解決する力」を身に付ける、世
界で活躍できる人材を育成しています。
　英語通訳キッズ養成については、埼玉県と埼玉県産
業振興公社主催のSAITAMA Smile Women ピッチ 2017
で「英語通訳キッズプロジェクト」として発表し、優
秀賞を受賞しました。

事業内容は？

　将来の日本の社会を担う子どもたちが、この教育プ
ロジェクトによって『社会のために役立つ生き方をし
てもらいたい』『一人一人にあった幸福な生き方の選
択ができる社会の作り手になってもらいたい』これが
私たちＡＥＡの願いです。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

赤 井  由 紀 子 さん

～世界のどこでもどんな時でも生き抜く～をテー
マに、考える力、創造する力、問題解決する力を
持つ子どもたちを育てています。プロジェクトご
との参加が可能です。

世界中のどこからでも受講可能なオン
ラインによるレッスンを開催していま
す。春開講「アクティブラーナー育成
授業」受講生を募集しています。

ロボット作りの工夫や試行錯誤を
通して、驚きや感動に出会い、成
長していく新しい学びを提供して
います。（熊谷校のみ）
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