
 5
2021.May
No.290ACCESS SAITAMA 

アクセス埼玉
中小企業の未来を創造する信頼のパートナー

公益財団法人 埼玉県産業振興公社

令和３年度公社の中小企業支援策
～中小企業の未来を創造する信頼のパートナー～

社会の変化に対応し、300年企業を目指す
株式会社アルナ

＝ 特　集 ＝

＝ インタビュー ＝



特集	 	1
　令和３年度公社の中小企業支援策～中小企業の未来を創造する信頼のパートナー～
インタビュー	 	8
　株式会社アルナ　代表取締役社長　雪山 大 氏
　社会の変化に対応し、300年企業を目指す
わが社のワンポイントＰＲ	公社会員紹介	 10
　(有)日の出精機製作所　奥富興産(株)　吉田運輸(株)
　(株)ダイトク　(株)七星科学研究所　WITZENMANN JAPAN(株)
企業紹介	 12
　(株)ヒガシ（鴻巣市）
会議の達人になろう～上手な会議運営のコツ	 13
　第２回　会議ファシリテーターと会議運営のルールづくり
「現場改善」の力を倍増するヒント集	 14
　第２回　改善でする商品開発
ジェトロ埼玉便り	 15
　WEBセミナー「埼玉発タイのヘルスケア市場を狙え！」のポイント解説
企業と法律Ｑ＆Ａ	 16
　新型コロナウイルスと従業員への時差通勤
みんなの広場	 17
　令和３年度「さいたま市リーディングエッジ企業」の申請を募集中
information	 18
　○５月のおすすめ研修　○埼玉県「ベトナムサポートデスク」および「タイサポートデスク」のサービスをリニューアル
　○令和３年度埼玉県民間事業者CO２排出削減設備導入補助金　○埼玉県エコサポートガイドブック2021
　○令和３年経済センサス-活動調査
創業者紹介　埼玉で起業した人・ひと・ヒト	 20
　Puntalto　高橋 祥子さん

公公益益財財団団法法人人いいききいいきき埼埼玉玉 埼埼玉玉県県伊伊奈奈町町内内宿宿台台 県県民民活活動動総総合合セセンンタターー内内

：： ：：（（ 埼埼 玉玉 県県 シシ ルル ババ ーー 人人 材材 セセ ンン タタ ーー 連連 合合 ））

――シシルルババーー派派遣遣事事業業ののごご案案内内――

シシルルババーー人人材材派派遣遣ににははメメリリッットトががいいっっぱぱいい

特特別別なな資資格格・・技技能能
がが必必要要なな業業種種にに

早早朝朝・・夕夕方方・・土土日日
ななどどのの対対応応にに

丁丁寧寧・・直直実実にに仕仕事事
にに取取りり組組みみまますす

一一億億総総活活躍躍社社会会にに
貢貢献献ででききまますす

年年のの歴歴史史をを誇誇るる
公公益益財財団団法法人人でですす

知知識識やや経経験験をを
活活かかししまますす

短短期期間間のの隙隙間間
をを埋埋めめまますす

会会員員はは責責任任感感がが
強強くく真真面面目目でですす

シシニニアア共共働働でで
イイメメーージジアアッッププ

多多くくのの実実績績でで
安安心心でですす

シシニニアアのの豊豊かかなな経経験験とと知知識識をを
活活用用ししててみみまませせんんかか？？

■■派派遣遣法法でで禁禁止止さされれてていいるる①①港港湾湾運運送送業業務務②②建建設設業業務務③③警警備備業業務務④④病病院院等等ににおおけけるる医医療療関関係係のの業業務務及及びび高高齢齢者者ににととっってて危危険険・・有有害害なな作作業業ににつついいててはは
派派遣遣すするる事事ががででききまませせんん。。

経経営営者者のの皆皆様様へへ

2021.5　No.290Contents

 

広告

株式会社アルナ株式会社アルナ

今月の表紙
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特 集

令和３年度公社の中小企業支援策令和３年度公社の中小企業支援策
～中小企業の未来を創造する信頼のパートナー～～中小企業の未来を創造する信頼のパートナー～

（１）経営支援
　経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者に
対し、公社支援専門家が中心となり、さまざまな
相談に対応します。また、必要に応じて各分野の
専門家を企業へ派遣することにより、課題解決を
図り、経営基盤強化の促進支援を実施します。
　令和３年度は、コロナ禍への対応として、事業
継続力強化計画の策定支援を新たに実施し、よろ
ず支援拠点では「売り上げ回復」「経営改善」の
相談対応を実施します。
①経営相談の実施
　県内中小企業のさまざまな経営課題を解決する
ため、窓口相談や企業を訪問しての相談を行いま
す。また、弁護士による法律相談や、事業承継に
関する税理士等による相談も無料で実施します。
②支援専門家の派遣
　経営革新や現場改善など中小企業のさまざまな
課題を解決するため、経営・技術などに精通した

公社に登録されている専門家の中からその企業に
最適な専門家を派遣します。派遣日数は８日以内、
費用は1日当たり20,000円（初年度から3年間）です。
③中小企業三大課題集中取組事業
　県内中小企業の重要課題である人手不足や事業
承継に対応するため、「省力化・省人化」「外国人
人材活用」「事業承継」に関して専門的知見を有す
るアドバイザーが課題解決を無料で支援します。
新④ＢＣＰ（事業継続計画）策定支援事業
　防災・減災の事前対策に関する「事業継続力強
化計画」の策定について、ＢＣＰの専門的知見を
有するアドバイザーが無料で支援します。
⑤マネジメントシステム導入支援
　国際規格（ＩＳＯ）であるマネジメントシステ
ムの認証取得、事業継続計画（ＢＣＰ）の導入を
支援するため、中小企業へのコンサルティングを
実施します。また、ＩＳＯ規格改定への対応を支
援するため、認証取得企業へのフォローアップ支
援を実施します。なお、費用負担があります。

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

　公社では「中小企業の未来を創造する信頼のパートナー」の経営理念のもと、埼玉県の中小企業施策の実施機　公社では「中小企業の未来を創造する信頼のパートナー」の経営理念のもと、埼玉県の中小企業施策の実施機
関として企業の現場を重視し、そのニーズを的確に捉えた支援策を展開しています。関として企業の現場を重視し、そのニーズを的確に捉えた支援策を展開しています。
　令和３年度においては、中小企業の経営基盤の　令和３年度においては、中小企業の経営基盤の強強

きょうじんかきょうじんか
靭化靭化をはじめ、オンラインを活用したビジネスマッチング支をはじめ、オンラインを活用したビジネスマッチング支

援、デジタル技術の活用支援や幅広い層を対象とした創業支援などの充実を図り、引き続き本県産業の活性化を援、デジタル技術の活用支援や幅広い層を対象とした創業支援などの充実を図り、引き続き本県産業の活性化を
推進していきます。推進していきます。
　今回は令和３年度に公社が行う支援策を紹介します。　今回は令和３年度に公社が行う支援策を紹介します。
　　※掲載した各種支援事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期または中止になる可能性がございます。※掲載した各種支援事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期または中止になる可能性がございます。
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⑥若手経営者支援（フォース２１）
　中小企業の後継者・若手経営者の交流組織「フ
ォース21」を運営し、経営トップとしての資質の
向上、人的ネットワークづくりや情報交換の機会
を提供します。
⑦「埼玉県よろず支援拠点」の運営

　国の事業を活用し、埼玉県
内の「よろず支援拠点」の実
施機関として、専門性の高い
コーディネーターを配置し、
さまざまな経営課題の解決
に向けた支援を実施します。

　相談は何度でも無料です。新型コロナウイルス
に関する経営相談にも対応しています。
⑧「プロフェッショナル人材戦略拠点」の運営
　中堅・中小企業が「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ます。
⑨サービス産業事業者のＩＣＴ活用支援
　商業・サービス産業の生産性向上に有効なＩＣ
Ｔを活用した業務効率化やマーケティング、販路
拡大等の取り組みを支援します。
⑩ＳＤＧｓセミナーの実施
　県内中小企業のＳＤＧｓ経営を推進するため、
基調講演や事例紹介、具体的な取り組み方等に関
するセミナーを実施します。
★①～⑦の問合せ先　経営支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８５
★⑧～⑩の問合せ先　人材・ＩＣＴ支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０７５

対応するとともに、創業に必要な知識を体系的に
学ぶためのセミナーやベンチャー企業の成長を促
進するためのビジネスマッチングを実施します。
①創業相談の実施
　創業予定者・新規創業者に対して、個別のアド
バイスや情報提供を無料で行います。

ア　開業アドバイザーによる創業相談（月～土）
　創業予定者などからのさまざまな相談に対
応し、きめ細かなアドバイスを行います。
イ　士業による創業相談

　行政書士会や社会保険労務士会などの士業
団体と連携し、許認可申請や社会保険、企業
法務などの専門的な相談に対し、専門家がア
ドバイスを行います。

②創業セミナーの実施
　創業までの心構えや創業後の営業活動など、創
業のステージに合わせたセミナーを開催します。
　・創業準備セミナー、ＷＥＢ活用セミナー、
　　起業セミナー　など　
③女性の創業支援

ア　女性起業支援施設の運営
　「女性起業支援ルームＣＯＣＯオフィス」
を管理・運営するとともに、アドバイザーを
配置し、利用者からの相談に対応します。

イ　女性創業支援チームの運営
　女性創業の立ち上げ時から成長期までアド
バイザーによる集中サポートを行います。

④ベンチャー成長支援
ア　彩の国ベンチャーマーケットの開催

　資金調達や販路開拓、事業提携などの課題

　「創業・ベンチャー支援センター埼玉」を運営
し、創業前の相談から創業後のフォローアップま
で、一貫した創業支援を行います。
　創業予定者や新規創業者を対象に、創業準備の
進め方や事業計画の作成など、さまざまな相談に

開業アドバイザーがきめ細かくアドバイス
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イ　企業情報の発信
　　　（あるある企業情報検索システム）

　公社ホームページ上で受注登録企業の情報
を発信します。

④取引相談（下請かけこみ寺）
　下請取引上のさまざまなトラブルに関する相談
に対応します。

（２）海外ビジネス展開支援
　県内企業の海外販路拡大のため、海外展開ニー
ズを掘り起こすとともにジェトロ埼玉（日本貿易
振興機構）と連携しながら課題解決を支援します。
　コロナ禍における海外販路開拓のオンライン化
を促進するため、海外ＥＣの活用を支援します。
①海外ビジネス展開の支援
　貿易投資や海外販路拡大などの県内企業のニー
ズを積極的に掘り起こし、ジェトロ埼玉と連携し
ながら海外ビジネス展開を支援します。

ア　海外展開ニーズの開拓
イ　彩の国ビジネスアリーナグローバルゾーン

の開催
ウ　国際情勢勉強会の開催

新②海外展開オンライン化支援（ｅコマース活用）
　コロナ禍においても企業が販路開拓できるよう、
海外ｅコマースの活用に向けて海外ＥＣサイトへ
の出展支援とともに、海外ＥＣサイト特設コーナ
ーの開設によるプロモーション支援を実施します。

ア　海外ＥＣサイト出展補助
イ　海外ＥＣサイト「埼玉県特設コーナー」の

開設・ＰＲ
★問合せ先　取引支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８―６４７―４０８６

（１）取引振興
①販路開拓支援
　受発注企業のニーズに沿った商談会やオンライ
ン展示会の開催により、マッチングの機会を提供
します。
　ア　オンライン展示会
　　　「彩の国ビジネスアリーナ」の開催
　イ　関東５県ビジネスマッチング商談会の開催
　ウ　九都県市合同商談会の開催
　エ　地域別商談会の開催
②取引マッチングの推進
　取引マッチングコーディネーターを配置し、新
規発注案件の掘り越し、受注企業ニーズの把握、
あっせん後のフォローアップを行うことで取引あ
っせんの成約率向上を図ります。
③受発注情報の収集・発信
　取引あっせんに関する情報を収集するとともに、
受注登録企業のＰＲにつなげる情報発信を行いま
す。

ア　受発注情報収集
　発注案件開拓のための新規外注計画調査や
受注登録企業の保有設備情報等を把握するた
めの設備調査を実施します。

新（１）技術開発サポート事業
　県内中小企業がウィズコロナ・ポストコロナ社
会の市場における競争力を獲得し、稼げる力を高
めていけるよう、技術開発・実証・活用等を支援

を抱えるベンチャー企業を対象に、ベンチャ
ーキャピタルや金融機関、大手企業とのビジ
ネスマッチングを促進します。

イ　ベンチャー支援セミナー
　独創的なビジネスモデルや経営戦略を実践
している起業家や経営者を講師に迎えたセミ
ナーを開催します。

新⑤社会課題の解決につながる創業支援事業
　社会課題を解決しようとする創業希望者に対し、
販路拡大やマッチング、資金調達などについて伴
走型の支援と創業に係る経費の補助を実施します。
★問合せ先　創業支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－７１１－２２２２
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します。国庫補助金の獲得やデジタル技術を活用
した製品開発を支援するとともに、企業連携によ
る技術・製品開発を促進します。また、企業のニ
ーズ・シーズの技術マッチング、企業間連携に向
けたマッチング交流会の開催、マッチングサイト
の運営などを実施します。
①国庫補助金等の獲得支援
　技術開発・製品開発等に必要な資金を確保する
ため、コーディネータによる国庫補助金等の獲得
支援を行います。
　ア　競争的資金の紹介(セミナー、個別相談)
　イ　申請書作成に係る助言
②企業マッチング支援
　大手企業からの受注を獲得し、中小企業同士の
連携を構築できるよう、コーディネータによる集
団マッチングおよび個別マッチングを実施します。
また、マッチング機会を創出するため、マッチン
グ交流会やマッチングサイトを運営します。
　ア　大手メーカー等と県内企業とのマッチング会
　イ　個別企業のニーズに応じたマッチング
　ウ　マッチング交流会（テーマ別）
　エ　マッチングサイトの運営

（２）業態転換支援事業
　新型コロナウイルスの影響等により産業構造や
市場ニーズが大きく変化する中、県内企業の成長
力を高めるため、業態転換や新分野への進出を支
援します。業態転換を希望する県内中小企業を対
象に、今後の市場動向等を紹介するセミナー開催
や、業態転換に向けた事業計画の作成支援、企業
マッチング、異業種交流会などを実施します。
①事業化支援
　業態転換を希望する県内中小企業を対象に、コ
ーディネータが事業化などの相談に応じるととも
に事業計画の支援を実施します。
　ア　新産業創出・新分野創出への事業計画づくり
　イ　事業計画のブラッシュアップ
　ウ　社会実装への実証支援

　エ　マッチング支援
②専門家相談・啓発支援
　産学・知財支援グループと共同で事業計画を専
門とするコーディネータの相談対応を実施すると
ともに、産学官金による異業種交流会を実施しま
す。
　ア　専門家相談対応
　イ　産学官金による異業種交流会
③部会活動支援(テーマ別)【有償会員活動】
　部会の運営を支援し、ビジネスモデルづくりや
ビジネスパートナー等の獲得、販路開拓に向けた
活動を企業間の連携と切

せ っ さ た く ま
磋琢磨により展開します。

　ア　研究部会（DX、GX、防災、モビリティ など）
　イ　ビジネス交流会
　ウ　企業情報、新事業・新サービスの発信（販
　　路開拓）
★問合せ先　先端産業振興グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－７１１－６８７０

（３）社会課題解決型先端デジタル技術実証・実
装支援事業
　ロボット、ＡＩ・ＩｏＴ、５Ｇなど先端デジタ
ル技術を活用してさまざまな社会課題を解決する
ため、これらの技術を活用した取り組みに係る実
証実験を支援し、社会実装を促進します。
　課題解決に向けた提案を有する企業を公募し、
選定した企業の実証試験に対し、必要なフィール
ドを紹介するとともに経費の補助を実施します。
また、事業パートナーとのマッチングや取り組み
成果のＰＲ等を実施します。
①参加企業の公募・選定
　デジタル技術を活用した社会課題解決に取り組
む県内企業やベンチャー企業等を広く公募し、支
援対象とする有望な提案テーマを選定します。
②実証実験支援
　実証実験に適したフィールドや施設、実験への
協力者を調整し、参加企業にあっせんします。ま
た、社会実装に必要な経費について補助金を交付
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します。
　ア　実証フィールド等の調整・あっせん
　イ　実証実験経費に係る補助金交付
③社会実装支援
　実証実験による成果を社会実装へと結び付け、
社会課題の解決につなげるとともに、事業化に必
要な企業マッチング、実証実験成果のＰＲなどを
実施します。

ア　ＷＥＢサイトやメディアを通じたＰＲ
イ　事業化に必要なビジネスパートナーの発掘・

マッチング

（４）デジタルテクノロジー活用推進事業
　中小企業等におけるＡＩ・ＩｏＴ・ロボットの
導入・活用を支援し、生産性向上や省力化等を促
進します。令和３年度は、オンラインを活用した
ＡＩ・ＩｏＴツールの紹介・マッチングや、デジ
タル技術を活用した経営戦略の作成を支援し、多
くの企業でのより効果的な活用を支援します。
①ＡＩ・ＩｏＴ普及啓発に向けた支援
　ＡＩ・ＩｏＴコーディネータによる情報提供や
相談対応を行うほか、最新技術動向や活用事例を
紹介するセミナーの開催、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボッ
トシステム活用事例動画の作成などを行い、Ｉｏ
Ｔ化の促進を図ります。
　ア　ＡＩ・ＩｏＴ普及セミナーの開催
新イ　ＡＩ・ＩｏＴツール導入実践研修の開催
　ウ　ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット活用事例の紹介
　エ　ＷＥＢサイトによるＡＩ・ＩｏＴツールマ
　　ッチング
②ＡＩ・ＩｏＴ人材育成事業
　ＡＩ・ＩｏＴシステムを社内で構築する人材を
育成します。
　ア　ＡＩ・ＩｏＴ人材育成研修
　　　（技術者養成コース、先端視察研修）
　イ　オーダーメイド型ＡＩ研修
③ＡＩ・ＩｏＴコンソーシアム運営
　企業へのＡＩ・ＩｏＴの導入・活用を促進する

ため、企業・大学・研究機関・自治体等が参加す
るＡＩ・ＩｏＴコンソーシアムを運営し、セミナ
ーや展示会等を開催します。
　ア　ＡＩ・ＩｏＴフォーラムの開催
　イ　オンライン展示会の開催
④ものづくりＡＩ・ＩｏＴ化支援
　工場ラインのＡＩ・ＩｏＴ化を促進するため、
簡易で安価なボードコンピュータの活用を体験す
る研修会を開催します。
　ア　ボードコンピュータ活用体験研修
★問合せ先　デジタル・技術支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６２１－７０５１

（５）産学連携支援
　中小企業が大学や研究機関の研究シーズを活用
し、新製品や新技術の開発を迅速・効果的に行え
るよう「産学連携支援センター埼玉」を運営し、
中小企業と大学等とのマッチング、競争的資金獲
得、事業化、販路開拓などを支援します。
①産学連携相談等の実施
　産学連携支援センター埼玉を運営し、コーディ
ネータ等による産学連携相談、大学・研究機関と
のマッチングや共同研究体の形成、競争的資金の
獲得（一部有料）に関する支援を実施します。

ア　産学連携ネットワークマネージャーによる
有望な研究シーズや連携先の開拓

イ　産学連携コーディネータによる総合相談、
マッチング

新ウ　産学連携マッチングサイトによる大学シー
　　ズ紹介

感染防止対策を徹底したプログラミング研修
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　エ　競争的研究開発資金の獲得支援
②産学連携支援ネットワーク事業
　産学連携に取り組む機関で構成する「埼玉県産
学連携支援ネットワーク会議」を運営し、情報交
換や支援事業を実施します。
③産学連携に関する情報提供、交流の促進
　ＷＥＢによる大学・研究機関の技術シーズの発
表会や、大学シーズ見学会など、企業とのマッチ
ングを行う「産学連携フェア」の開催、メールマ
ガジンによる情報発信を実施します。
　ア　産学連携技術シーズ発表会の開催
　イ　産学連携フェアの開催
新ウ　工科系大学シーズマッチング会の開催
　エ　メールマガジンの配信

（６）課題解決型企業間連携支援事業
　新たな製品開発・製造、営業・販売、アフター
フォローなど中小企業が一社単独では難しい取り
組みを促進するため、公社がつなぎ役となり、優
れた技術等を有する中小企業の連携を支援します。
　成長が期待される環境や防災分野などを中心に、
これまで支援を行ってきた６テーマについて、事
業化を重点に支援を行い、受注獲得を目指します。
①製品化、事業化支援
　複数企業が連携して取り組む研究会の運営によ
り製品開発を支援し、製品化、事業化、販路開拓
までの伴走支援を行います。

ア　製品開発に必要な国庫補助金等の獲得支援
イ　製品化､ 事業化に向けた研究会の運営
ウ　コーディネータによる技術的助言、企業マッ

チング
②販路開拓支援
　開発成果を広く周知するため、成果発表会を開
催するとともに、メディアや大手企業等への情報
発信を実施します。
　ア　成果発表会の開催
　イ　展示会、集客イベント等での展示紹介
　ウ　メディアや大手企業等への情報発信

★問合せ先　産学・知財支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－８５７－３９０１

（７）知的財産支援
　中小企業等における知的財産の創造・保護・活
用を促進するため「INPIT埼玉県知財総合支援窓口」
を運営し、知的財産に関する相談業務をワンスト
ップで行います。また、知財を切り口とした経営
のための効果的な経営戦略づくりや実践の支援、
外国出願への助成など、知的財産の戦略的な活用
を促進する支援を実施します。
①知的財産の相談支援（無料）

ア　知的財産アドバイザーによる総合相談
　アイデア、ノウハウ、デザイン、ブランド、
著作物や契約、社内規定の整備など、知財に
関する各種相談に応じます。

イ　弁理士、弁護士による専門相談
　配置：弁理士週１回、弁護士月２回

　※県内企業の要望により、出張相談も可能です。
②知財経営力向上支援事業
　コロナ禍で事業環境が変革する中で、未来に向
けた自社の在りたい姿の構築や、その実践までを
支援します。

ア　知財経営力向上のためのセミナー／ワーク
ショップの開催

イ　経営デザインシートを活用した経営支援
ウ　先導モデル企業の取り組み紹介

③開放特許の活用支援
　大手メーカーの保有する開放特許を中小企業に
紹介し、マッチング支援等を実施します。

ア　開放特許マッチングサイトによる大手メー
カー開放特許の紹介

イ　産学連携技術シーズ発表会等における開放
特許の紹介・マッチング

④外国出願支援事業
　中小企業等の外国における特許、商標等の権利
化を支援するため出願費用を助成します。
　公募期間：令和３年５月中旬～６月中旬（予定）
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　上限額：300万円、補助率：２分の１
★問合せ先　産学・知財支援グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６２１－７０５０

（１）人材育成
　中小企業を対象とした県内唯一の総合研修機関
として、多彩な研修メニューと経験豊富な講師陣
による実務的な研修を実施し、人材育成で企業を
支援します。WEB研修も実施します。
①研修

ア　総合力強化研修
　階層別の研修を実施します。

イ　生産力向上研修
　ものづくりと生産現場の基本的な知識・技
法を習得する研修を実施します。

ウ　実務スキル向上研修
　ビジネスに役立つさまざまな知識・技法を
習得する研修を実施します。

エ　機械実技訓練研修
　県立高等技術専門校と連携し、現場に即し
た技能研修を実施します。

オ　地域密着研修
　企業ニーズの高い研修を川越・熊谷・草加
で実施します。

カ　コンパクト研修
　効率的に受講できる半日単位の研修を実施
します。

キ　プレミアム研修
　講義と視察を組み合わせて実践的に学ぶ研
修を実施します。

ク　特別研修
・オーダーメイド出前研修
　個別企業の希望に合わせた研修カリキュラ
ムを作成し、企業に出向いて実施します。
・地域連携タイアップ研修
　県内各地域において、中小企業支援機関な
どと協働した研修を実施します。

・通信教育
　(株)日本能率協会マネジメントセンターと
提携した通信教育を実施します。

（２）情報支援・ＩＣＴ活用サポート
　月刊情報誌「アクセス埼玉」やメールマガジン
の発行、中小企業経営に役立つテーマのセミナー
開催等、幅広くタイムリーに情報提供します。
　また、中小企業におけるＩＣＴの利活用を促進
するため、ＩＣＴスキルアップ研修やＩＣＴコン
サルティングなどを実施します。
①中小企業情報提供事業

ア　月刊情報誌「アクセス埼玉」の発行
イ　メールマガジン「公社 Ｍａｉｌ Ｎｅｗｓ」

の発行
ウ　県内中小製造業を対象とした賞与予測調査

の実施（夏季・冬季）
エ　会員優待セミナー・会員交流会の開催

②ＩＣＴ活用サポート事業
ア　ＩＣＴコンサルティング

　ホームページのアクセス数や売り上げ向上
等を目指す中小企業に対し、専門家を派遣し
て具体的な解決策をアドバイスします。

イ　地域連携ＩＣＴセミナー
　商工団体等と連携してＩＣＴセミナーを各
地域で開催します。

ウ　ＩＣＴスキルアップ研修
　ビジネスソフトなどについて、パソコン実
習を中心とした実践的な研修を実施します。

★問合せ先　研修・情報グループ
　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８７

パソコンを使った ICT スキルアップ研修
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　2020年９月、川口市の東川口駅前へ本社・ショ
ールームを設けた同社の雪山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。　　
雪山　1967年に現在は会長の父が、筆記具・文具
メーカーの下請けとしてアルミを扱う会社を設立
し、アルミ製の額縁の製造・販売を発展させて現
在に至ります。
　アルミの「アル」と会長が好きな言葉の「仲間」
の「ナ」を組み合わせた「アルナ」が社名の由来
です。
　設立当初は埼玉県の鳩ケ谷に工場がありました
が、会長が幼少期を過ごした鹿児島県から熱心な
工場誘致のお話をいただいたご縁もあり、鹿児島
県薩摩川内市に工場を移転しました。
　アルミ製額縁は、木製や樹脂の額縁に比べると
品質は安定し、強度も優れているという特徴があ
ります。額縁の四隅を隙間なく接合するには、高
度な技術が必要です。この高い技術を保持し、決
められた納期を守り続けることで信用を得てまい
りました。

■貴社の特徴を教えてください。
雪山　一般的に「額縁」と聞くと、美術館で飾ら
れている絵画用額縁や銀行など店舗に飾られてい
るポスター用額縁をはじめ、写真額や色紙額など
平面的な額縁をイメージすると思います。実際、
市場に流通している額縁の多くはこのような額縁
です。
　その中で、弊社はアルミの特性を生かしてさま
ざまな立体額を製造し、差別化を図っています。
ユニフォームやボール、バット、優勝旗をはじめ、
変わったところではＦ１カーのボンネットやオリ
ンピック選手の柔道着なども額装経験があります。
これら記念品は形・大きさ・重さすべて異なりま
す。その都度要望に応じて採寸し、最も適した額
装方法を提案します。　
　特に、有名選手のサイン入りグッズや、お客様
が学生時代に部活に打ち込んだ思い出の品を額装
する場合、とても大きな思い出も一緒に額縁の中
に飾ることになります。完成された額装品をお客
様が手に取り、驚きとともに喜ぶ姿を見ると、わ
れわれも感動を共有でき、メーカー冥

みょうり
利を実感で

きます。

インタビュー

　　　  株式会社アルナ　代表取締役社長　雪
ゆ き や ま

山 大
たけし

 氏

所 在 地 川口市東川口2-2-2
 シマネビル22　7号室
代 表 者 代表取締役社長 雪山 大 氏
事業内容 額縁・アルミパネルの製造・販売
資 本 金 4,000万円　従業員数　29名
Ｔ Ｅ Ｌ 048-291-9309
https://aluna.co.jp

株式会社アルナ

「グッドデザイン賞受賞は300年のスパンで見ればあくまでも通過点です」と語る雪山社長

定番商品を見ることができるショールーム
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■デザインに注力しているそうですが。
雪山　ご縁があり、優秀なデザイナーの方と一緒
にお仕事をする機会に恵まれました。このデザイ
ナーの方がさまざまな切り口から新しいデザイン
を考案していただき、われわれが目に見える形に
仕上げています。
　2019年に発表した「A

ア ル ミ ア ム
LUMIUM」ブランドは

このデザイナーの方と出会わなければ、作り上げ
ることはできませんでした。シンプルでありなが
ら、中の作品の存在感をしっかりと引き立てる
ことができる額縁です。アルミの魅力を引き出し、
プレミアムなワンランク上の額縁に仕上がってい
ます。どちらかというと高単価のブランドですが、
デザイナー・建築家・写真家などプロの方々から
は「このような額を探していた」などの声をいた
だき、高い評価を得ています。
　壁面に近い側が斜め45度にカットされ壁に掛け
た際、影が発生し宙に浮いたように見える「C

カ ッ ト
UT」、

側面部分を10度傾斜させ壁に美しく立て掛けられ
る「L

リ ー ン
EAN」が、グッドデザイン賞を受賞できた

事実も、建築・美術のプロから高い評価をいただ
いた証しだと思います。

■今後の展開・抱負は。
雪山　創業してから50有余年。日本には100年企業
はあっても、300年続く企業はなかなかないでしょ
う。私どもは300年企業を目指して、社員一同仕事
に取り組んでいます。それには、社会の変化に対
応する力、時代のニーズにマッチした製品が必要
だと考えます。また、パートを含めた従業員が主
体性をもって仕事に取り組める環境整備も大切だ
と考えています。
　また、単に売り上げ拡大を追求するのではなく、
永く地元の方々に愛される企業でありたいと考え
ています。
　これからもお客様の声に真

し ん し
摯に耳を傾けた製品

開発を進め、今後も高品質でデザイン性の高い額
縁を企画・製造していきたいと思います。その結
果、安定して利益を出し続ける企業になれると思
います。利益は将来への投資、従業員満足度の向
上、納税をはじめとした地元への貢献に活用して
いきます。
　この４月からオンラインストアを開設しました。
まだ一部の製品のみの販売ですが、今後、随時販
売製品を増やしていきたいです。

社会の変化に対応し、300年企業を目指す

打ち合わせ室にはすべての商品サンプルを展示

「CUT」と「LEAN」がグッドデザイン賞を受賞

ユニフォーム額 Ｍサイズ

ALUMIUMシリーズの「CUT」

「グルアール」ユニフォーム額

ALUMIUMシリーズの「LEAN」
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

吉田運輸株式会社 https://www.yoshidaunnyu.com

所沢市中富1086
TEL　04-2943-7929
資本金　1,000万円
従業員数　15名
■事業内容

運送業（平ボディのレギ
ュラー便・スポット便・
緊急便）

平ボディでの運送ならお任せください！

奥富興産株式会社

狭山市下広瀬782-2 
TEL　04-2952-3332
資本金　1,000万円
従業員数　20名
■事業内容

○製紙原料古紙の集荷・
加工・販売

○機密文書処理
○産業廃棄物の収集運搬・

処分
○環境経営コンサルティ

ング

古紙の収集運搬から中間処分、機密文書処理までワンストップで対応します
https://www.okutomi.co.jp

■1924年、空容器、製紙原料、製鋼原
料等の販売会社として創業して以来、
資源再利用の専門家として、安全性と
付加価値の高いサービスを提案してい
ます。地球環境保全、廃棄物の適正処
分、情報セキュリティーという社会の
要請に応えるために、現在では、主に
古紙リサイクル、産業廃棄物中間処分
業、機密文書処理サービスなどを提供
しています。リサイクルとＳＤＧｓを
活用した組織づくりを目指す企業は、
ディスカッションパートナーとしてご
活用ください。

■30年以上にわたり所沢市の運送会社
として、主に住宅業界主要メーカーの
建材や鋼材、機械輸送を運送していま
す。保有車両は、２トン平ボディトラ
ックをメインに、４トン平ボディトラ
ックまでをそろえ、お客様の『輸送の
お悩み』と『輸送の困った』に対応し
ています。時間単位や距離単位での運
賃設定により、運送コストの削減も目
指しています。割増料金はかかります
が、深夜・土日祝日も運送可能ですの
で、輸送でお困りの時はご相談くださ
い。

有限会社日の出精機製作所 https://www.b-mall.ne.jp/company/hinodeseiki

さいたま市岩槻区古ケ場1-6-3
TEL　048-794-5311
資本金　300万円
従業員数　6名
■事業内容

ＮＣ自動旋盤、ＮＣ旋盤、
ＭＣ、センターレス研磨、
転造、ポリゴン、カム式
自動旋盤などを使用した
小物精密機械加工

４社での協業体制により溶接、熱処理、表面処理にも対応可能です
■φ50までのステンレス、鉄、黄銅、
アルミの棒材を使った精密機械加工を
行っています。輸送機器部品、新幹線
部品、電子部品、医療機器部品、バル
ブ部品などの小ロットから中ロットを
得意としています。お客様ニーズに幅
広く対応できるように４社で協業体制
を組んでいます。複合加工機による精
密機械加工から溶接加工、熱処理、表
面処理まで対応可能で、新しいことに
も積極的にチャレンジしています。

φ 50 までの棒材を使用した小ロットから
中ロットの精密機械加工が得意
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社ダイトク https://www.daitoku-p.co.jp

川口市南鳩ヶ谷4-8-6
TEL　048-286-6620
資本金　1,500万円
従業員数　65名
■事業内容

①産業用ＬＥＤ照明設計
製造卸

②ホームセキュリティー
製品企画製造卸

③ECサイト電子雑貨販
売

④機械式駐車場保守設置

世の中の「こんなの欲しかった！」をお届けする企業を目指しています
■1994年に駐車場不足問題へのソリュ
ーションとしてインフラを支える「機
械式立体駐車場の据え付け保守管理業
務」で事業を開始しました。2007年に
は温暖化、省エネ問題へのソリューシ
ョンとして「施設向け大型ＬＥＤ照明」
の事業を、2011年には防犯、犯罪抑止、
事件の早期解決へのソリューションと
して「セキュリティシステム」の事業
を開始しました。「リーズナブル」に「適
切に解決」できる製品を「高い技術力」
と「負けない心」でいつでも挑戦し続
ける会社です。

株式会社七星科学研究所 https://www.nanabosi.co.jp

東京都中野区上高田1-49-15
TEL　03-3386-3181
資本金　4,000万円
従業員数　269名
■事業内容

通信機器・産業機器・医
療機器・電源設備・測定
機器・電子機器用などの
各種コネクタの開発製造
販売およびダイカスト鋳
造、光通信機器の開発製
造販売

一歩先を行くもの作り技術で
■創業から90年以上、「人材こそが会
社の財産」をモットーに新しいもの作
りに挑戦し続ける会社です。本業の柱
は３本あります。産業用を中心に電力
会社の配電設備、鉄道用と社会のイン
フラに必要なコネクタの設計・製造・
販売。アルミ合金を流し込み鋳造技術
を駆使してつくる、高精度で鋳肌性の
優れたダイカスト製品の製造。情報通
信機器として、主に音声・映像機器の
開発・製造・販売です。以上の事業で
広く社会に貢献しています。

WITZENMANN	JAPAN株式会社 https://www.witzenmann.co.jp

神奈川県横浜市港北区新横浜
2-6-1
アーバス新横浜ビル4階
TEL　045-473-5801
資本金　7,500万円
従業員数　10名
■事業内容

自動車部品、建設機械部
品 、 一 般 産 業 部 品 の 開
発・販売

フレキシブル金属製品 ー開発設計から量産・試験までー
■2012年 にWitzenmann Germany
の100%子会社として設立しました。
Witzenmannは幅広い製品を取りそ
ろえている世界でもトップクラスの金
属ベローズメーカーです。主に自動車
用配管向けの振動吸収フレキ、EGRパ
イプ用ベローズ、一般産業用のメタル
ホース、伸縮継手、フレキシブルメタ
ルホース、スプリングハンガーやパイ
プサポートなどを取り扱っています。
エンジン排気管用振動吸収フレキおよ
び一般産業向け配管設計に関して、ぜ
ひご相談ください。
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設計した専用工作機械の３Ｄ図 左の３Ｄ図から製作した専用工作機械

■高い技術力と提案力で顧客ニーズに応える
　1968年に治工具の設計・製作や精密部品の加工
を行う株式会社東機械製作所を現在地に設立し、
1992年にはより広い業務を手掛けたいという思い
から㈱ヒガシに社名を改称しました。
　設立当初は、お客様からの図面をもとに、試作
品や精度を要求される精密部品の加工を行ってい
ました。お客様との打ち合わせの中から、困り事
や欲しい機能などのニーズに対して、提案型の営
業をすることで、設立してから数年で専用工作機
メーカーへと成長しました。小さな仕事の積み重
ねによる経験と実績から信頼を得るとともに、高
い技術力と対応力が認められて、現在ではさまざ
まな産業分野の大手メーカーから注文を受け、Ｎ
Ｃ制御を組み込んだオーダーメイド型の専用工作
機械の設計・製作・販売を行っています。
■1,150台以上の専用工作機械を世に送り出す
　個々のお客様のニーズに合わせて、フルオーダ
ーメイドのマシニングセンターや高精度を保ちな
がら安定した量産を可能にするために、治具部と
加工部が総合的に設計された専用機、両頭研削機、
センターリングマシン、ローラーギヤカム加工機、

研削機など、1,150台以上の専用工作機械を世に送
り出してきました。
　社員全員で機能や使いやすさ、安全面などで気
付いたことがあれば、アイデアを出し合い製品の
ブラッシュアップにつなげています。また複数の
工程を任せられるように、多能工の育成に取り組
んでいます。ＯＪＴだけでなく外部機関の技術訓
練研修も活用して、組立や電気・配線を含めた制
御システム設計などの技能を習得しています。
　こうした社内環境と従業員のスキルアップが、
付加価値の高い専用工作機械づくりとお客様との
信頼関係につながっています。
■新たな事業の柱を構築したい
　「自社で設計・製作した工作機械を社内加工で
も使用しながら、剛性感や耐久性のノウハウを蓄
積しています。コロナ禍の厳しい中でも、弊社に
注文を出してくれる既存のお客様との関係を一番
大切にしています。この関係を最優先した上で、
ニッチな分野の汎用機やニッチな分野の工作機械
に使われるユニットの設計・製作にも取り組んで
いき、新たな事業の柱にしていきたい」と、朝見
社長は語ります。

　

所 在 地　鴻巣市東1-4-8
代 表 者　代表取締役　朝見 幸秀 氏
事業内容　オリジナルマシニングセンター、ＮＣ専用工作機械、
　　　　　マシニング用治具、標準ユニットおよび治具工具の
　　　　　設計・製作・販売
従業員数　17名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-541-3060
http://www.higashi-co.com

株式会社ヒガシ
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２回　会議ファシリテーターと会議運営のルールづくりののルルールづづくくりりルづ りりののルールのののル ルル運営のの りりり第２回　会議ファシリテーターと会議運営のルールづくり

ファシリテーターは中立的な会議進行役
　前回、会議には３つのタイプ、意思決定型、情報
共有型、問題解決型があり、その中で一番運営が難
しいのが問題解決型である、という話をしました。
問題解決型会議の運営が難しい理由は、その進行の
難しさにあります。誰か一人の思惑だけで会議が進
められてしまえば、結論が最善の問題解決法になる
とは限りませんし、逆に会議の場で意見が全く出な
ければ結論にさえ行きつかないかもしれません。そ
こで有益な会議運営を実現するために、会議ファシ
リテーターと呼ばれる進行役が必要になるのです。
会議ファシリテーターとは一言で申し上げると、会
議運営における中立的立場の進行役です。単なる事
務的な司会進行役ではありません。オーナー企業な
どの会議でありがちな発言力の強い特定の出席者の
独走を防止し、出席者から均等に意見を引き出させ
る進行役です。中立的立場と申し上げたのは、発言
力の強い出席者の直系の部下、例えば社長がワンマ
ンの場合の秘書や会議で発言力の強い部長がいる場
合の直属の部下が会議ファシリテーターを務めたの
では、中立にはなり得ないからです。
まず社内に会議事務局セクションを設ける
　重要会議の会議ファシリテーターは、自社の会議
スタイルが安定するまで外部のコンサルタント等専
門家に委託することがベターなのですが、中小企業
ではなかなか難しいかもしれません。社内で会議フ
ァシリテート管理をするためには、まずは社内会議
を統括管理する業務を固定セクションに担わせてく
ださい。会議が社内のフォーマルコミュニケーショ
ンとして重要であるというアナウンス効果を勘案し
つつ、中立的立場という基本を踏まえると、一般的
に会議担当は社内の企画セクションあるいは総務セ
クションあたりにおくのがいいでしょう。
　担当者は既存担当業務との兼務で構いませんが、
会議準備、重要会議のファシリテート、会議終了後
事務等々、業務はそれなりのボリュームになるので、
責任者を決めて複数担当者体制で、業務がおざなり

にならないよう体制を整える必要があります。ちな
みに私は銀行勤務時代、企画部門で会議事務局を兼
務し、本社主要会議の管理を担当していました。
ファシリテーターの役割をルール化で徹底
　会議担当セクションが決定したら、ファシリテー
ターが円滑に機能するために、会議運営のルールを
明確にして関係部署に徹底します。必ずルール化す
べきことは、「会議事務局と会議ファシリテーター
の設置」と「会議で参加者が守るべき事項」です。
　「会議事務局と会議ファシリテーターの設置」に
ついては、会議事務局が行うことの明示（会議準備、
会議進行、会議後の管理）をします。特に重要なこ
とは、会議の進行について会議事務局が中立な立場
で会議ファシリテーターを務める、ということを宣
言することです（会議準備および会議後の管理の詳
細については、今後の連載の中で解説します）。
　「会議で守るべき事項」については、細かくは時
間厳守であるとかメンバーが参加できないときは代
理を立てる等がありますが、最も重要なことは参加
者が会議進行に関する一切について会議ファシリテ
ーターの指示に従うこと、を徹底するということで
す。このことを会議参加者全員に徹底できるか否か
で、問題解決型会議をうまく運営できるか否かが決
まるといってもいいでしょう。特に、社長をはじめ
社内で実権を握っている立場にある参加者には、有
益な会議運営のあり方と会議ファシリテーターの役
割について直接説明し、その指示に従うということ
についてしっかりと納得を得る必要があるでしょう。

１．会議事務局の設置
　→会議の重要性に鑑み、企画部門or総務部門が望ましい

２．会議運営のルール化
　ポイント１
　　会議事務局業務(会議準備・会議進行・会議後管理)
　　の明示
　ポイント２
　　参加者は、会議進行にかかわる一切について会議
　　ファシリテーターの指示に従う旨の徹底

会議ファシリテーター導入の準備
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　商品開発！　というと何か新しい商品をゼロから
発明することと考えてしまう方もいらっしゃるかと
思います。そんなこと今までしたことないし、とて
も無理…、と考えてしまうかもしれません。しかし、
そういうことではないので、どうぞ安心してお読み
ください。
　まず、なぜ商品開発が必要なのかというところか
ら話を始めます。それは時代が変化して、その結果、
マーケットも変わっているからです。
　昨年度連載しました「製造業の経営を支える『現
場改善』」の最終回でお話ししましたが、モノづくり
と市場の関係は、18世紀後半の産業革命から始まる

「プロダクトアウト」から、現在の「マーケットイ
ン」になり、それが「ユーザーイン」の時代へと移
り変わりつつあります。
　これまではモノは売れるけれど、どれが売れるか
は分からないというマーケットインの時代でしたか
ら、売れたモノを補充するやり方や、注文を受けて
からつくっても間に合うようにするといった技術や
管理の改善が役に立ちました。しかし、これから始
まるユーザーインの時代は、お客様を喜ばせたり驚
かせたりする商品を自分で開発することも役割にな
ります。これまで以上に、お客様は何を望んでいる
のかをしっかり把握することが求められます。
　そこで、改善活動を通じて新商品を開発した事例
をいくつかご紹介いたします。
　高級和菓子を製造しているＫ社は、全国のデパー
トなどに販売している会社です。数年前に協力メー
カーも含めて、すべての組織の参加で改善活動を始
めました。すると、最初は気付かなかったのですが、
改善を始めてから数年間にわたって毎年２割くらい、
定番商品が売り上げを伸ばしていたのです。新製品
は宣伝をするので売り上げに注目していましたが、
この定番商品は宣伝をしていないので気付かないで
いたのです。皆さんは最初その理由が分からなかっ
たのですが、お客様アンケートなどを通じて「おい
しくなった」からだと分かりました。おいしくなっ

た理由は全工程で中間在庫の削減や工程連結を行っ
たので、リードタイムが半分以下になっていたので
す。その結果、出荷時の新鮮さがアップし、その結
果が出たということです。これに気付いたＫ社は、
この商品を新鮮なおいしさを強調した宣伝を行い、
売り上げをさらに伸ばしました。これは新商品を開
発したといってもいいのではないでしょうか。
　Ｓ社は不織布を材料にした自動車部品の縫製をし
ている会社です。このコロナ禍で医療従事者が防護
服の不足で困っていることを知り、みんなで協力し
て急きょ防護服をつくり、困っている医療関係に寄
付しました。そして、そのことが新聞記事に載った
のですが、それを読んだ別の業界から問い合わせが
あり、そこから全く経験がない新しい業界の新商品
の注文が来ることになりました。未経験の防護服が
すぐにつくれたのは、日ごろの全員参加の改善活動
があったからということです。
　Ｉ社はトラックの架装をしている会社です。改善
会で自分たちがつくれる新商品を現場で探していた
ときに、保冷車用の箱は独立させると軽くて安全な
コンテナになると気付き、コンテナを商品として売
り出すことを考えました。みんなで知恵を出し合っ
て、内側に装飾を施し部屋のようにしたコンテナを
つくって発表したところ、緊急の避難所や、着ぐる
みショーの着替え場所、スポーツ中継用の控室など
の用途がお客様から支持され、既存の技術を使って
新製品をつくることができました。
　いかがでしょうか。改善をしてお客様のニーズに
合った商品開発をしましょう！

｢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222回回回　改改改改善善善善ででですすするるる商商商商品品品開開開発発発発第2回　改善でする商品開発
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　ジェトロ埼玉では、2021年２月８日(月)に「タイ
のヘルスケアおよび医療機器市場」をテーマとする
WEBセミナーを開催しました。今回は主にヘルスケア
市場の動向について、その概要を報告します。

○タイのヘルスケア市場の動向
　タイの人口構成をみると、20歳未満の人口が30％
以下で、かつ65歳以上人口が10％超と、既に高齢化
社会に入っていることが分かります。また、肥満に
起因する生活習慣病が増加しており、医療費が年々
上昇しています。これに伴い、ヘルスケア市場の拡
大が見込まれており、ジェトロも日本式の予防、健
康管理製品等のプロモーションを展開しています。
　タイ人は、アセアンの中で１日当たりの塩分摂取
量が最も多く、また甘い物を好んで食べます。肥満
は一般的に都市部の暮らし向きの良い裕福な層にみ
られ、肥満と認められるＢＭＩ（Body Mass Index）25
以上の割合も全体の３割弱を占めます。このように、
食生活が生活習慣病の一因と考えられています。タ
イ政府は、医療費の支出を抑制するためにジェネリ
ック医薬品を推奨しており、新薬の販売が難しい市
場とみられています。

○タイの健康医療制度
　タイでは国民皆保険になっており、対象者によっ
て３つの制度（公務員向けの公務員医療給付制度、
民間被雇用者向けの社会保険制度、それ以外のタイ
国民向けの国民医療保障制度）に分けられます。社
会保険制度と国民医療保障制度の下で受診可能な医
療機関は抽選により事前登録する必要があり、自由

に選ぶことができません。また、課題として、富裕
層向けの市立病院では公的保険が使用できない場合
があることや、日本のような介護保険が存在しない
ことなどが挙げられます。
　近年、高齢者施設を含む多くの医療施設が新設さ
れています。民間病院の中には商業的な側面が強く、
患者獲得のため、ＳＮＳを利用したマーケティング
に取り組むところも見られます。また、海外から毎
年約250万人がメディカルツーリズム（治療や手術、
検診など医療を目的にした観光交流）で訪れていま
す。例えばバンコク病院では、年間約85万人が利用
する病院ですが、そのうち30％が外国人の患者で占
めています。
　タイ政府は産業の高度化、高付加価値化を図るた
め「タイランド4.0」を策定し、ターゲットとなる10
の重点産業への投資拡大を図る目標を立てています。
医療・福祉分野はこの重点分野に含まれており、例
えば高齢者・介護サービスは、50床以上の収容能力
があり、タイ国籍者が資本金の51％以上を保有して
いることを条件に、３年間の法人所得税を免除する
こととしています。
　タイのヘルスケア市場は、上記の通り今後拡大が
見込まれており、かつ政府の重点支援の対象となり
ます。ぜひ皆様もこの有望な市場へのビジネス展開
をご検討ください。

　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
　https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/saitama

ジェトロ埼玉便り

ＷＥＢセミナーＷＥＢセミナー
「埼玉発タイのヘルスケア市場を狙え！」のポイント解説「埼玉発タイのヘルスケア市場を狙え！」のポイント解説
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com
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広告

　新型コロナウイルス感染症の影響で、一
部企業で在宅勤務（テレワーク）が行われ

るようになりましたが、朝の通勤電車、バスなどは、
相変わらず混んでいます。時差通勤ができる業種で
あれば、時差通勤を導入することが賢明です。この
時差通勤、すなわち始業と終業の時刻の変更は、使
用者と労働者の合意により変更することができます。
もともと始業と終業の時刻は、使用者と労働者との
合意により定まるものですから、その変更も両者の
合意により変更できることは当然のことです。
　なお、この合意は就業規則が作成されていない場
合は使用者と労働者の合意で、就業規則が作成され
ている場合は就業規則の始業および終業の時刻の変
更手続によることになります。いずれの場合も使用
者と労働者が十分に協議することが必要となります。
　時差通勤と関連して始業、終業の時刻を労働者の
決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があ
ります。フレックスタイム制とは、労働者が一定期
間（通常１カ月）の総所定労働時間を定めておき、
労働者がその範囲内で各日の始業時刻と終業時刻の
双方を自分で決定して労働する制度です。この制度
は労働者がその生活と業務との調和を図りながら、
効率的に働くことを目的とする制度です。この制度
の本来の目的と今の新型コロナウイルス感染症の防
止という目的とは異なりますが、結果的には同じこ
とが実現できます。フレックスタイム制の典型例を

示すと、７時から22時までを労働時間帯として10時
から12時および13時から15時を必ず勤務しなければ
ならない時間帯（コアタイム）とし、７時から10時
および15時から22時をその時間帯であれば、いつ出
社または退社してもよい時間帯（フレキシブルタイ
ム）とするものです（12時から13時は休憩）。フレッ
クスタイム制を導入するには就業規則（10人未満の
事業所ではこれに準ずるもの）でフレックスタイム
制を定め、さらに労使協定でフレックスタイム制を
とる労働者の範囲、１カ月以内の単位期間、単位期
間内において働くべき総労働時間、１日の労働時間
の長さ、コアタイムを定める場合はその開始および
終了時刻、フレキシブルタイムを定める場合はその
開始および終了時刻などを定めなければなりません。
　なお、単位期間とは、法律では清算期間とされて
いるもので、フレックスタイム制適用の単位となる
期間であり、この期間に対して労働者が労働すべき
時間（契約時間）を定めることになります。契約時
間を超えた場合は所定時間外賃金を支払わなければ
なりません。また、契約時間に不足した場合は、賃
金をカットするのか、不足した時間を次期に繰り越
し、賃金カットしないのかを労使協定で定めておく
必要があります。
　フレックスタイム制の導入については、社会保険
労務士などの専門家に相談されるのもよいと思いま
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と従業員への時差通勤新型コロナウイルスと従業員への時差通勤Q

企業　法律企業　法律のと Q&AQ&A

　新型コロナウイルスの感染を防止するため、時差通勤の導入を考えています。注意点はありますか。また、
フレックスタイム制とはどういうものですか。
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　さいたま市では、独創性・革新性に優れた技術
を持つ市内の研究開発型企業を「さいたま市リー
ディングエッジ企業」として認証しています。
　ただ今、令和３年度認証企業の申請を募集して
います。現在、認証企業として34社が活躍し、さ
いたま市が企業情報を発信するとともに、国際競
争力向上とイノベーション創出を目指した支援を
実施しています。

■募集期間
　４月26日(月) ～５月31日(月)
■応募資格
　募集要領をご覧ください。
■募集要領の配布

さいたま市産業展開推進課(市役所本庁舎５階）、
（公財）さいたま市産業創造財団（さいたま市
中央区下落合）、さいたま商工会議所(さいたま
市浦和区高砂）などで配布中。
上記さいたま市ホームページからもダウンロー
ドできます。
■申込方法

応募用紙に記入し、必要書類を添えて、直接、
持参または郵送にてお申込みください。
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤６－４－４
さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課

　認証企業を対象に、さいたま市の中小企業支援
センターである、さいたま市産業創造財団ととも
に、グローバルな活躍やニッチトップ企業への成
長を促すための支援を行っています。
　各種支援事例を以下に紹介します。
◆技術開発・商品化の支援

・事業化に向けた市場・知財調査や、事業化後
の収益向上につなげるための支援を実施

◆販路拡大の支援
・海外販路拡大に向けた展示会出展支援や専門

家派遣を実施
◆人材育成・人材確保の支援

・企業活動の中心を担う、高度人材を育成する
ための研修プログラムを実施

・地域技術系大学内で認証企業の説明会等を実施
◆広報・情報発信

・経済専門誌への掲載や国際的なＰＲを目的と
した日英併記の冊子を制作

※別途認証式を行う予定です。

令和３年度「さいたま市リーディングエッジ企業」の申請を募集中
https://www.city.saitama.jp/005/002/010/006/p030722.html
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令和元年度の認証式

問合せ先　さいたま市 経済局 商工観光部 産業展開推進課　
　　　　　ＴＥＬ ０４８－８２９－１３７１

みんなの広場



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

●５Ｓ定着化研修
５Ｓルールを守りやすくする工夫、破られない仕
掛けを一挙公開！
　５Ｓのルールを守りやすくする工夫、守りたくな
る手法や破られない仕掛けを事例からつかみ取りま
す。さらに、失敗しそうな兆候や対策を会得し、５
Ｓ定着化とレベルアップにはずみをつけます。５Ｓ
定着化でコストダウンと作業性向上にお役立てくだ
さい。
開催日 5/14(金) １日間
受講料 会員7,800円　一般9,900円
●原価管理研修
原価の手法を身につけ、コストダウンに役立てる
　利益は「売り上げ－原価＝利益」の簡単な算式で
すが、“売り上げ”が分かっていても、“原価”が分
からなければ利益は計算できません。
　本研修では、「原価の基礎知識」から「事前の製品
別見積原価計算」「コストダウンを実践するためのデ
ータやシステムの作り方」まで解説します。これら

「原価・利益」の基礎知識を活用して、「採算性向上
とコストダウン」を目指し、“経営に役立てるための
原価計算”を実践的に習得します。
開催日 5/31(月) ～ 6/1(火) ２日間
受講料 会員15,600円　一般19,800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

　埼玉県では、ベトナムとタイの２か国に「サポー
トデスク」を設置し、県内企業の海外ビジネスを支
援しています。多様化する支援ニーズに合わせて、
デスクのサービスのリニューアルを図りました。
　現地進出企業の皆様はもとより、現地未進出企業
の皆様にもご利用いただけます。コロナ禍で海外渡
航が難しい状況下においても、海外のビジネスチャ
ンスを逃さないためのメニューをご用意しています。
現地には日本語を話せるビジネスガイドを配置し、
幅広いご要望にお応えします。
　今回のリニューアルを機に、企業の皆様には、海
外ビジネスの展開にサポートデスクをぜひご活用く
ださい。多くの皆様のご利用をお待ちしています。
リニューアル日：令和３年４月１日
提供する主なサービス

（１）相談（困りごと等）
　現地に精通したビジネスガイドが、駐在員のか
たの困りごとや現地人材に関するお悩みなどに迅
速に対応します。そのほか、貿易投資・取引先発
掘・商談のお悩みは、ビジネスガイドからジェト
ロ等の各種支援機関へ適切におつなぎします。

（２）情報提供（現地、人材等）
　現地の経済動向、渡航情報、人材情報など、さ
まざまな情報の提供を行います。

（３）視察代行（工業団地等）
　現地の工業団地をはじめ、ご要望の場所を現地
スタッフが代わりに確認します。（一部有料）

（４）ネットワーク（企業交流等）
　現地で活動する企業などをメンバーとする県独
自のネットワークづくりに取り組んでいます。年
数回、セミナーやネットワーキングイベントを開
催しています。

（５）その他
　現地政府とのパイプを生かして、法・税制度の
最新情報を提供します。
◆埼玉県ベトナムサポートデスク
　https://www.saitama-j.or.jp/vietnam-sd
◆埼玉県タイサポートデスク
　https://www.saitama-j.or.jp/thai-sd
問合せ先　埼玉県産業労働部　企業立地課
　　　　　ＴＥＬ　０４８－８３０－３７６６

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0804/news/page/news2021040101.html

公社
情報

５月のおすすめ研修
http://www.saitama-j.or.jp/kensyu

埼玉県｢ベトナムサポートデスク」および
「タイサポートデスク」のサービスを 
リニューアル

県の
情報
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　埼玉県では、中小企業等の事業活動における温暖
化対策を促進するため、ＣＯ２排出量を削減する設
備導入に対して、補助メニューを用意しています。
■ＣＯ２排出削減設備導入事業
募集時期 4/26(月) ～ 6/4(金)
対 象 者 民間事業者※
対象事業 高効率空調等への更新、ボイラー等の

燃料転換、インバータ制御の導入、高
効率熱源等の導入（ヒートポンプ導入
等）、太陽光発電設備の導入（全量売電
を除く）、照明設備の高効率化　など

補助金額 大規模事業所：上限額1,000万円
 　　　　　　　補助率1/3
 （照明設備は上限750万円・補助率1/4）
 中小規模事業所：上限額500万円
 　　　　　　　　補助率1/3
 （照明設備は上限375万円・補助率1/4）
補助条件 ・年間ＣＯ2削減量が３トン以上の事業
 ・大規模事業所はＥＭＳ（エネルギー

　マネジメントシステム）の設置必須
■スマート省エネ技術導入事業
募集時期 4/26(月) ～ 6/4(金)
対 象 者 民間事業者※
対象事業 ＥＭＳやＩｏＴ等を活用したスマート

省エネ技術の導入　例）計測器、通信
設備、ソフトウェア、サーバー、省エ
ネ設備、サポート費　など　

補助金額 上限額1,000万円・補助率1/3
■暑さ対策設備等導入事業
募集時期 4/26(月) ～ 9/10(金)
 締切は6/4(金)、9/10(金)の2回を予定
対 象 者 民間事業者※
対象事業 屋根、外壁への断熱・遮熱対策（塗装、

遮熱シート等）、窓ガラスへの断熱・遮
熱対策（Low-Eガラス、遮熱フィルム等）

補助金額 上限額300万円・補助率1/3
※ 民間事業者は、埼玉県内で事業活動を営んでいる法人お
よび個人事業主。ただし、会社にあっては、埼玉県中小企業
振興基本条例第2条の規定に基づく中小企業者に限ります。
問合せ先　埼玉県環境部　温暖化対策課
　　　　　ＴＥＬ　０４８－８３０－３０２１

　埼玉県では、企業等の環境への取組を支援する
県の施策を紹介したガイドブックを作成しました。
　助成金、制度融資、事業支援等、さまざまな支
援策がありますので、ぜひご活用ください。
　各支援策の詳細につきましては、問合せに記載
のある担当課にお問合せをお願いします。
　PDFデータでダウンロードができます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kankyoubijinesu.html

https://www.stat.go.jp/data/e-census/2021

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/tyusho-shien.html

埼玉県エコサポートガイドブック2021

令和３年経済センサス-活動調査　
全国すべての事業所・企業が対象です

令和３年度埼玉県民間事業者 
CO2排出削減設備導入補助金

県の
情報

県の
情報

　総務省・経済産業省は、
令和３年６月１日現在で、

「令和３年経済センサス‐
活動調査」を実施します。
　この調査は、同一時点で
のわが国のすべての産業分
野における事業所・企業の
経済活動の状況を全国的・
地域別に明らかにすること
を目的としており、全国のすべての事業所および
企業が対象となります。
　調査票は、５月に埼玉県が任命した統計調査員
がお伺いしてお配りするか、国が郵送します。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。
問合せ先　埼玉県総務部　統計課
　　　　　ＴＥＬ　０４８－８３０－２３２４

国の
情報

問合せ先　埼玉県環境部　環境政策課
　　　　　ＴＥＬ　０４８－８３０－３０１９

2021.5 19アクセス埼玉



2021.520 アクセス埼玉

創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

高橋 祥子（たかはし しょうこ）さん (59)
　1996年から2015年の間、断続的に約７年半を中米各
国で過ごす。ホンジュラスから帰国後、１年の準備期
間を経て、2016年ネットショップ「プンタルト」をオ
ープン。海外経験を生かし、コーヒーを通した国際協
力も視野に入れて活動している。2020年に滑川町に事
務所を設置。
Puntalto プンタルト　https://www.puntalto.com
比企郡滑川町羽尾3690-5　
創業　2016年　　ＴＥＬ　0493-77-3547
事業内容　ホンジュラススペシャルティコーヒーの輸入
　　　　　および販売

　2013年から2015年の約２年間、中米・ホンジュラス
に滞在したことが、ホンジュラスコーヒーに出会った
きっかけでした。当時「世界で最も治安の悪い国」と
いう汚名を被り、さらに貧困問題に苦しんでいた国で
したが、主要産業のコーヒー栽培に一生懸命取り組ん
でいる真面目で素朴な人々を知りました。彼らがつく
ったコーヒーの素晴らしさを、ぜひ日本のみなさんに
も知ってほしいと思い、輸入販売のネットショップを
オープンしました。

創業のきっかけは？

　ホンジュラスの小さな農園で手塩にかけて育てら
れ、国際審査員が80点以上の評価をした「スペシャル
ティコーヒー」にこだわって輸入・販売しています。
ネットによる焙煎豆の販売をはじめ、自家焙煎店への
生豆の卸売り、小売店やカフェへの焙煎豆の卸が中心
です。さらにホンジュラスのホストタウンである群馬
県片品村で、ホンジュラスコーヒーを限定商品として
取り扱っていただいたり、地元のキャンプ場とのコラ
ボ商品を限定パッケージにてご提供させていただいた
りと、事業内容は広がってきています。

事業内容は？

　事務所を設けたことをきっかけにネット販売だけで
なく直販にも力を入れ、試飲販売会でお客様がもっと
親しみやすい環境づくりをしていきます。コーヒーを
通してホンジュラスの発信源になり、「プンタルト」
の名の由来どおり小さな「架け橋」を目指します。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

高 橋  祥 子 さん

商品ラインアップ：受注生産による新
鮮な焙煎豆、手軽に飲めるドリップパ
ック、その他ギフト商品

東京五輪のホンジュラスのホストタ
ウンである片品村とのコラボ商品
イヴァンさんのコーヒーを道の駅に
て限定販売

月一回の試飲販売会は
2020年11月から毎月実施

滑川町の新事務所に看板を設置
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2014年4月 WindowsXP、2020年1月 Windows７
　　　　　正式サポートが終了しました。
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