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知識や経験を活かします
特殊な資格や技能が必要な仕事に活かせます

短期間・短時間に対応します
早朝・夕方・土日などに対応できます

責任感が強く真面目です
丁寧・実直に取り組みます

シニア共働でイメージアップ
一億総活躍社会に貢献できます
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シルバー人材
派遣します！

シニアパワーをあなたの職場に!シニアパワーをあなたの職場に!
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特 集

渋沢栄一と「論語と算盤」渋沢栄一と「論語と算盤」
〜企業倫理実践者、未来志向者に学ぶ〜〜企業倫理実践者、未来志向者に学ぶ〜

　渋沢栄一は1840（天保11）年、武蔵国榛
はんざわ

沢郡血
洗島村（現埼玉県深谷市血洗島）に生まれました。
血洗島村は、税の米納が主であった江戸時代の早
くから金銭で納めるシステムが取られていました。
また、農村地域に属するものの、純粋に農作だけ
で生活が成り立つようなところではなく、商工業
活動などに従事しないと生活が成り立たなかった
ことから、貨幣経済が早くから浸透している地域
でした。
　この地域での商工業活動の一つとして、藍の葉
を加工し、藍玉という染料を信州（現長野県）や
上州（現群馬県）などへ売りに行くことが挙げら
れます。藍玉の製造・販売は換金性が高く、軌道
に乗せた家は富裕層へと成長したのです。
　栄一の生まれ育った家も父親の代に本格的に藍
玉の製造・販売を始め、村で一、二を競う富農へ
と成長したのです。栄一はその家業を手伝う中で、
経済・経営のノウハウを身に付けていきました。

　一方で栄一は、漢学者である従兄・尾高惇忠か
ら本格的に読書を授けられます。尾高の読書法は、
大まかな意味だけを伝え、次々と先へ進め、また、
興味・関心のある書物をできるだけ読ませるなど
して、とにかく数多くの書物を読ませようとする
ものでした。
　読書好きの栄一は、数多くの書物に触れ、また、
江戸に遊学などして思想家たちとの交流を重ねて
いくうちに、幕末の世に蔓

まんえん
延していた攘

じょうい
夷の思想

に傾いていきました。また、士農工商に代表され
る官尊民卑の弊習を打ち破らなければ、より良い
世の中とならないと幕政への批判も募らせていっ
たのです。
　その思いを晴らすために、同志を募り、1863（文
久３）年、高崎城を乗っ取り、横浜の外国人居留
地を焼き討ちしようという計画を立てたのでした。
ただ、栄一は、その時得た情報により、それまで
の攘夷決行によって国が攘夷の意を表すように変
化しているとは思えないし、「無駄に命を落とすの

公益財団法人渋沢栄一記念財団 公益財団法人渋沢栄一記念財団 
業務執行理事・渋沢史料館館長　井上 潤業務執行理事・渋沢史料館館長　井上 潤
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では？」という疑問を発し、体制内に長く生きな
がらえて、世の中を変化させていくと決し、その
暴挙を中止にしたのでした。
　体制内での変革を目指すこととし、攘夷決行を
中止した栄一は、一橋家の用人・平岡円四郎の勧
めで一橋家の家臣となりました。
　栄一は、一橋家の領地内にて農兵を募集する任
務を無事遂行しましたが、同時に、得られた情報
をもとに、例えば、木綿の売買法や年貢米の売り
さばき方法、そして、硝石製造を地域の産業とし
て位置付かせる仕法などを進言し、一橋家の経済
活性化政策を打ち立てたのでした。その成果が注
目され、名を上げていきました。
　当主の徳川慶喜が15代将軍の就任に際して、幕
臣となり、幕臣時代のほとんどを欧州で過ごしま
す。元々攘夷を唱えていた者の渡欧は考えられな
いところですが、体制の中に残り、世の中を変え
たいと思った栄一は、既に思想の転換が図られ、
より積極的に西洋文明に接しようとしていたので
した。
　ちょうどそのような時、1867（慶応３）年のパ
リ万国博覧会に派遣される幕府使節団に庶務･会
計係として参加する機会を得、欧州という「新世
界」と出会うことになったのでした。
　栄一は、公式行事に随行すると同時に、地元の
銀行家の指導を受け、さまざまな施設を視察して
いますが、単に施設・設備だけでなく、運営・維
持の方法にも注視し、「合

がっぽん
本法」による経営仕法・

組織に強い関心を示しました。
　使節団の会計係として、栄一はフランス国債、
鉄道債を購入しています。もちろん財を増やすこ
とも意識していましたが、実際に運用を体験する
ことで、欧州での仕組みを学ぼうとしたとも思わ
れます。
　また、栄一は、ベルギー国王が、これから鉄を
必要とするだろう日本に自国の鉄を売り込む姿に
驚きました。国を富ませることを政治家・国王で
あってもきちんと考えている官民一体となった世

の中を日本でも目指したいと考えたのでした。
　栄一は、帰国して数カ月後には、静岡にて、銀
行と商社を兼ね合せた「商法会所」を立ち上げ、

「合本組織」を具現化させました。これは、実践
を通して理解してきたものだからこそ、素早く形
にできたと思われます。
　官尊民卑の打破を標

ひょうぼう
榜する栄一でしたが、明治

政府より出仕の命令が下り、1869（明治２）年11
月に民部省租税正として出仕し、1873（明治６）
年まで民部省、大蔵省に籍を置きました。本人は、
役人になるつもりは全くありませんでしたが、新
しい国づくりに参画できるというところに意義を
感じ、栄一は挑んでいったのです。一説によると、
栄一は、自らが政府に残る条件として「改

かいせいががり
正掛」

の設置を承諾させたともいわれています。
　「改正掛」とは、新しい国づくりのために集ま
った精鋭たちとともに、何をするのかを決め、そ
れについて調査研究し、政策立案するために組織
された、近代化を実現するため、省庁を横断的な
形で設けられた、今でいうシンクタンクのような
部局でした。栄一はその掛長に就任しているので
す。
　例えば、貨幣制度の整備、国立銀行条例制定へ
の導き、近代的郵便制度の確立、暦の太陽暦への
変更、鉄道の敷設、勲章制度の整備、貿易関税の
整備、株式会社の普及、そして大蔵省等の組織整
備等々、改正掛が存続した２年足らずの凝縮され
た時間の中で、非常に精力的に、近代国家形成の
基盤となる200件もの案件を網羅的に着手してい
ったのです。
　その後、国家予算の在り方について大久保利通
などと考えが対立し、上司の井上馨とともに大蔵
省を辞めることになりました。
　それ以降は、自分が本旨とした民間の立場で世
の中を支えていきたい、貢献したいという気持ち
での活動が始まりました。そこにはそれまでに得
られた知識、経験、人脈が大いに生かされていっ
たのです。
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　また、日米人形交流の日本側の中心を担ったり
もしています。その他にも、欧州やアジアの人た
ちとの交流も盛んに行い、東京・飛鳥山の自邸を
民間外交の拠点として多くの賓客を招きました。
　栄一が民間外交で意識したのは、関係改善を図
るためだけではなく、日本という国を国際社会の
中にしっかり位置付けたいということでもありま
した。
　福祉についても、日本における医療・福祉の原
点として位置付けられる東京養育院に関与し、亡
くなるまで院長として職責を全うさせました。今
でいう養護老人ホームをはじめ児童養護施設や児
童自立支援施設、虚弱児童等の転地療養施設など
事業を拡大させました。また、そこを支えるため
の看護師や保育士を養成する機能を持たせました。
この養育院を中心に、数多くの医療・福祉に関す
る施設・機関に支援、協力をしているのです。
　教育面では、特に当時、高等教育とは無縁なも
のとして片隅に追いやられていた商業教育と女子

　栄一は、幕末の渡欧体験を経て強く感じた日本
全体の商工の振興を図るために欧州で学んだ合本
法にのっとった経営による会社の普及に努めてい
きます。
　民間・実業界に身を投じて最初に手掛けたのは、
日本初の近代的な銀行・第一国立銀行（現（株）
みずほ銀行）でした。「国立」とありますが、れっ
きとした私立の株式会社です。栄一は、まず経済・
金融の基盤をつくり、その後、あらゆる分野の企
業を、合本法にのっとった経営による会社として
普及させていかなければいけないと奔走したので
す。
　栄一は、金融関係から製造業、陸運、海運、そ
してサービス業に至るまで、あらゆる分野の会社
の設立・育成に関わり、同時に、経営者・技術者
の育成にもあたり、古希（70歳）を迎えた1909（明
治42）年に、ほとんどの企業を一斉にリタイアし
ますが、生涯関係した会社の数は、約500といわれ
ています。
　実業界での活動の中で、栄一がとった姿勢の一
つは、独占を嫌い、財閥を築かなかったというこ
とです。会社が設立され、経営が順調に進むのを
見定めると、多くの場合、自分の持ち株を売却し、
その資金を次の新しい企業の支援に充てました。
会社によって自らの富の蓄積を目指すというので
はなく、日本の近代化・産業化の推進に徹してい
たのです。
　実業界を引退した栄一は、社会公共事業等の方
面で、より一層奔走することになります。
　一つは民間外交です。特に米国で日本移民の排
斥運動が起こり、日米関係が悪化する中、民間の
立場から問題解決に取り組みました。
　1909（明治42）年、栄一は、東京、横浜、京都、
名古屋、大阪、神戸の商業会議所会頭をはじめ51
名からなる渡米実業団の団長として渡米し、３カ
月をかけて約60都市を回って地元の実業家、また
大統領などと謁

えっけん
見し、関係改善にと尽力したので

す。

古希の渋沢栄一　渋沢史料館蔵
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教育の重要性に着目し、商業実務や女子を対象と
した民間の教育事業発展のために尽力しました。
現在、一橋大学、東京女学館、日本女子大学等が
立派に受け継がれています。
　栄一が生涯関係した社会事業の数は、民間外交
も入れると企業数を上回って600にもなります。こ
のように、非常に多岐にわたり多くの事績を残し
た栄一は、1931（昭和６）年11月11日、満91歳で惜
しまれながらこの世を去りました。

って必要なものという視点がありました。旺盛な
好奇心、鋭い洞察力、柔軟な思考、広い視野（総
合的判断）の持ち主であったことがうかがえます。
　新たに立ち上げた会社の経営を軌道に乗せるの
は決して容易なことではありませんでした。例え
ば、第一国立銀行、抄紙会社（現王子ホールディ
ングス（株））、大阪紡績（現東洋紡（株））などで
は、資金面、技術面の問題から苦境に立たされま
した。それぞれが軌道に乗るまでの間の出資者へ
の説明には、さすがの栄一も進退極まったといわ
れるほどでしたが、その間、栄一は平身低頭、粘
り強く、誠実さをもって出資者への説明に奔走し
たのでした。
　さらには、新しく会社を興そうとする人たちに
対して、銀行からの融資の受け方や財務諸表のつ
くり方などを指導したり、発起人として名を連ね、
開業のための資金の一部を自ら投資したりして支
援したのです。このような誠意ある、粘り強い努
力の結果、株主たちは、栄一の誠実さと信念を信
じ、長期の無配に耐え、損失補填のための増資に
も応じたのです。この苦労の積み重ねによって、
会社は信用を得、普及・定着していったのです。
　その他にも、江戸時代の弊習・商業蔑視の風潮
が残る中「商法講習所」を、やがて東京高等商業
学校、東京商科大学（現一橋大学）へと導く過程
にあって、文部省の軋

あつれき
轢に屈しなかったのです。

　また、栄一は、国の繁栄は、同時に貧民を増や
すことでもあるのだ、という念を年々深くし、そ
の問題を解消させるためにも養育院を世の中に何
とか根付かせようと努力しました。ところが、
1881（明治14）年、東京府が支出する養育院の経
費は全国総救育費の半分以上を占めていたことを
問題として、東京府会や一部マスコミが養育院廃
止論を唱え始めたのです。そして、東京府会は1884

（明治17）年に養育院への府費の打ち切りを決定
したのですが、これに抵抗したのが栄一でした。
1885（明治18）年、東京府知事の芳

よしかわ
川顕

あきまさ
正に「将

来を推考すれば、到底これは廃棄すべきものでは

　渋沢栄一には、多くの事業を形にするに当たっ
て迷い・悩んだり、耐えたりするような姿も垣間
見えます。多くの事績を残した要因と思われる栄
一の人柄、さまざまな評価を得ていた人物像、人
間力といったところを探ってみたいと思います。
　17歳の時、代官の陣屋に、父の名代として出向
いた際に、御用金500両を申し付けられたことがあ
りました。理不尽な要求に対して反発した栄一は、
本来であれば了承を即答すべきところ、最後まで
首を縦に振らなかったのです。栄一のこうした不
条理に対する反発心は、士農工商という階級制度
や、彼が攘夷思想を抱く上で大きな影響を及ぼす
ことになるアヘン戦争をめぐる英国の要求の理不
尽さへの怒りにもつながりました。同時に、近代
化を目指すには不可欠ともいえる合理主義的思考
の持ち主だったことを示すものでした。
　栄一は、幕府の政治自体を批判して、何とか改
正しなければいけないと言っていた立場から、自
身が幕臣になることに葛藤がありましたが、体制
の中に残りより良い社会を目指し、結局、幕臣と
なり、しかも攘夷を主張していたにも関わらず幕
臣時代のほとんどを欧州で過ごしました。
　そして、渡欧した際には、髷

まげ
を切ったり、より

多くのことを身に付けるためには、郷に入れば郷
に従うべきと考えたようです。
　欧州では、整備された近代的な施設・設備を視
察していますが、そこには、これからの日本にと
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ない」という内容の建議書を提出しました。この
栄一の熱意、リーダーシップのおかげで、養育院
は何とか廃止を免れ、その後５年程の間、民間の委
任経営とし、事業を継続させたのです。
　栄一は、すべての事業を成功に導いた偉大なる
人物として目に映ることが多いですが、実態は、
さまざまな苦悩・苦闘・葛藤にさいなまれつつも、
幼き頃より築かれた人格・人間力によって、克服
した部分が多々あったのです。
　幅広い情報収集から確固たる長期的展望を持つ
指針を導き出し、的確で強力な情報発信できる人、
近代化を目指すには不可欠ともいえる合理主義的
思考、未来志向の人でした。
　そして、忍耐力、粘り強さの持ち主でした。新
たな事業を興こす際もなかなか順調に進むことは
なかったのです。試行錯誤を繰り返しつつ、自ら
が奔走し、何度も苦難の道を切り開いてきました。
また、そこから、さらなる厚い信用を得、幅広い
人的ネットワークの構築につながり、良き判断を
下せる状況が整い、新たな場面でリーダーシップ
を発揮していくことになったのです。

底にあるのは経済活動だ」と考えたのです。ただ
し、その経済活動をするに当たっては、道徳観や
倫理観を決して忘れてはいけないと強く主張して
いるのです。
　道徳と経済の一致をみなければ持続的な成長は
ないと考え、未来志向者らしく、その実現ために
事業の持続・永続が必要と未来像を描いたのです。
そして、事業・事業体の存続は、労働意欲、地域
貢献、社会のニーズへの対応につながると考えた
のでした。

　第二は、儒教精神を持ち続けた点です。栄一は、
生涯『論語』を規範に生きたとしています。欧米
の文化・技術等を重んじて、新しい国づくりにま
い進しましたが、精神は、幼い頃より学んだ『論
語』の教え、儒教の教えをずっと貫いていたとい

　渋沢栄一は、昨年が生誕180年、本年が没後90年
というまさに歴史上の人物ですが、その過去の人
物へのここ数年続いている注目が、今なお衰えを
知りません。色あせるどころかその注目度はさら
に増し、反対に一層強く光彩を放つようになって
いるのです。
　注目される点の一つは、企業倫理実践者として
です。いまだに企業の不祥事が後を絶ちません。
多少の不正に目をつむってでも、利益を第一に考
えてしまうところを戒めたのが栄一でした。商売
すること、商売する人に対する蔑視を非常に憂え
ると同時に、利益を求めることと、道徳観を持つ
こととが相反することと理解されていた中で、利
益を求めることは決して悪いことではなく、むし
ろ「利益を得ること自体、国を富ませ、発展の基

渋沢史料館蔵
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うところに注目されています。東アジアの発展の
中で、儒教精神、東洋の伝統文化が再評価される
中での注目です。
　第三は、社会貢献活動の先駆者としてです。今、
多くの企業はＣＳＲ等を意識し、社会貢献活動、
文化支援などを盛んに行っています。ＣＳＲは
Corporate Social Responsibilityの略語でして、
本来の意味は、一般に企業が、社会に対して果た
すべき責任と捉えるもので、企業の事業自体が社
会に対し責任をもつことが社会への貢献につなが
るというものです。しかし、実態は、自ら得た利
益を寄付するなどの慈善的事業として捉え、本来
の企業活動と社会貢献活動は別物のように考えて
いるように見えます。　
　社会貢献活動の先駆者ともいわれる栄一は、「企
業活動こそをしっかり行い、日本の経済を支える
ことそのものが、企業の社会責任であり、社会貢
献につながる。責任を全うするためにも事業の永
続が必要である。利益追求と社会貢献を別物とす
るのではない」という意識がありました。まさに、
栄一は本質をよく理解した先駆者だったといえる
のです。
　第四は、求められるリーダーシップを発揮する
人物像としてです。将来に対して長期的な展望と
確固たるビジョンを持ち、強いリーダーシップを
発揮する政治家も経済人もなかなか出てこないと
いわれる中にあって、栄一が、そのような求めら
れるリーダー像と重ねあわせられ、注目されるの
です。
　そして最後は、高齢社会の模範としてです。栄
一は91年生きましたが、亡くなる直前まで自分の
ことは自分で行い、世の中のために行動し、より
良い世の中を考え続けたという、本人が目指した
充実した生き方をしたのでした。まさに今、超高
齢化社会といわれる中においての模範ではないか
というところでも注目されているのです。
　以上が、渋沢栄一が今注目される、現代的意義
ともいえるものです。

　『論語』を規範にして事業に当たった渋沢栄一
でしたが、実業界で奔走していた時期に、積極的
に商業道徳、道徳と経済の一致についての持論を
説いていたかというと、ほとんど口にしていなか
ったというのが実情です。忙しくて口にする暇も
なかったのかもしれません。言葉より体現だった
のでしょうか。
　では、いつ頃から持論を説き始めるかを探って
みると、1900年頃からというのが確認でき、実際
は、1909（明治42）年の経済界からの実質的な引
退後、強く主張するようになります。
　その背景には、日露戦争後の日本社会における
金銭尊重、個人重視の風潮が考えられ、この時期
には、当時の知識人が、特に青年層に対して「処
世術」を説いたり、人格の修養の励行を求めたり
しました。その中の一人に栄一がいたのです。

　栄一が、その時に用いだしたのが「論語と算
そろばん

盤」
でした。この言葉を用いるに至ったのには、次の
ようなエピソードがありました。栄一が古希を迎
えた祝意を表して、福島甲

か し ぞ う
子三なる人物が、栄一

のそれまでの事績を称えた書や画をまとめた画帖
を寄贈したのです。その中の一枚に洋画家・小山
正太郎が描いた『論語』と算盤と、朱

しゅ
鞘
ざや

の刀とシ
ルクハット・白手袋の画がありました。
　古い漢学者からすれば、論語と算盤は不調和な

渋沢史料館蔵
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　栄一が説いた「論語算盤説」「道徳経済合一説」
は、①江戸時代に定着した商業蔑視観を取り払う、
②商人の意識向上に貢献し、商業界育成の精神的
支柱となる、③暴走しがちな市場経済に基づく資
本主義の精神的制御装置といった面で大きな役割
を果たしたように思われます。
　最後に、皆さんよくご存じの栄一の著書『論語
と算盤』は、ここでご紹介した道徳と経済の一致
の考えのみならず、日々の生活全般にわたっての
処世術を90項目にまとめ、1916（大正５）年に東
亜堂書房から刊行された一書であることを付記し
ておきます。

　渋沢栄一は、歴史・文化を見据えつつ、将来の
日本の発展を常に考え、また、広く世界に貢献す
る国家として国際社会で明確な位置付けがなされ
るべきかを常に期していたのでした。

もので、二者は到底相いれないものでしたが、栄
一は以前から、「仁義王道」と「貨殖富貴」、つま
り論語と算盤とは、相一致しなければならないと
いう考えでした。栄一は、漢学者・三島中

ちゅうしゅう
洲に、

先の画を示して意見を述べたところ、三島が栄一
の考えに賛同すると同時に、栄一の古希を祝して

「題論語算盤図賀」とする一文を贈ったのです。
その一文を見た栄一は、改めて自身の考えを分か
りやすく伝えるには「論語と算盤」という言葉が
最適と感じ、以後、持論を述べる際に「論語と算
盤」と題するようになったのです。
　やがて、「論語」を「道徳」、「算盤」を「経済」
と普遍化した概念に置き換え、「道徳経済合一説」
へと昇華させていったのです。その過程において、
経済の分野だけから、道徳的基準を広げ、社会・
政治現象すべてのものの解決のために広く用いる
ようになったのです。

論語・算盤図 渋沢史料館蔵
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　熱中症や脱水症の発症リスクを評価する生体リ
スク評価装置「温感蒸散度計」を開発した、同社
の古川社長に話をうかがいました。

■貴社の概要・製品について、教えてください。
古川　平成元年に東京で設立しました。私は合成
樹脂の会社で畑違いの医療プロジェクトに従事し
ていましたが、平成12年に友人が経営する当社を
譲り受け、代表取締役に就任し、現在の越谷市へ
移転しました。第二創業と位置付けています。
　平成14年、高齢化社会を迎えるに当たり厚生労
働省の「高齢者の口腔乾燥症と唾液物性に関する
研究」事業に３年間参画したことをきっかけに、
口腔の症状や病気に取り組むようになりました。
口の中を計る機械がほとんどなかった時代です。
　そこで、高齢者や口腔機能の低下した患者さん
でも簡便で客観的な評価ができる「口腔水分計ム
ーカス®」を開発し、平成22年管理医療機器に承認
され、医療従事者が使用できるようになりました。
平成30年に新しく病名となった「口腔機能低下症」
を診断する７項目の診断機器・評価法の一つとし
て、ムーカス®が保険診療機器となったことで広く

臨床の現場で使用できることになり、売れ始めま
した。口腔乾燥症の国内外における唯一の検査機
器であり、平成31年に公益財団法人日本発明振興
協会の第44回発明大賞本賞を受賞できました。
　しかし、このコロナ禍で歯科医院での受診控え、
各種学会の中止や延期、Web開催に変更され、先生
方に会える機会がなくなり、販売が激減しており
ます。
　そんな折、ムーカス®の改良版を大手電子機器メ
ーカーと協業する話がきました。当社の特許、商
標を使って、今年12月から海外販売することにな
りました。国内は当社の大株主で、各種医療用機
器では国内売り上げトップクラスを誇る株式会社
ムトウが販売します。
　歯科医療機器の大手商社である株式会社ヨシダ
との協業で、特許出願中のマウスガードを開発し
ました。オリンピックを契機にスポーツ用のマウ
スガードが伸びており、国も支援する動きとなっ
ています。児童、学生を含め、コンタクトスポー
ツで、けがをする人が非常に多いので、マウスガ
ードを奨励する動きとなってきています。最近で
は、野球やサッカーでも使用されています。

インタビュー

　　　  　　株式会社ライフ　代表取締役　古
ふ る か わ

川 誠
まこと

 氏

所 在 地 越谷市登戸町15-5　山新ビル２階
代 表 者 代表取締役　古川 誠 氏
事業内容 医療機器、健康機器の企画開発・販売
　　　　　第二種医療機器製造販売
資 本 金 9,700万円　従業員数　６名
Ｔ Ｅ Ｌ 048-990-8201 　
http://www.life-qol.net

株式会社ライフ

「ムーカス®を海外販売し、世界標準にしていきたい」と語る古川社長



2021.8 9アクセス埼玉

■温感蒸散度計について、教えてください。
古川　この機器は、平成27年度の埼玉県産業振興
公社における埼玉県産学連携研究開発プロジェク
トと、平成28年度の埼玉県新技術・新製品開発補
助金にて基礎技術の開発を行い、令和２年度もの
づくり補助金にて量産化が実現したものです。こ
の７月から発売を開始したところです。
　蒸散度、温感度、脈拍の三つのパラメーターの
独自アルゴリズムにより、熱中症や脱水症に対す
る個々の身体的リスクを事前に把握し、熱中症の
重症化を予防することを目的としています。蒸散
度は汗をかきやすいか、かきにくいか、温感度は
温度や暑さに対して、敏感か、鈍感か、脈拍数は
酸欠の有無、体温上昇、体調の乱れを測定できま
す。測定したフェイススケールの表示位置を見て、
水分補給や休息を取る目安となります。熱中症や
脱水症の発症リスクをご自分で、客観的に評価す
ることで、重症化を予防します。既に介護施設に
納品が始まりました。高齢者の毎日の健康管理に
自治体、介護事業者、介護施設で有効です。病院
や保健所、警察、消防署、学校、スポーツ施設、
土木・建設業、農業、工場、運送業、タクシー、

外回りの営業の方などにも有効と考えています。
　本製品は非医療機器ですが、一般社団法人ヘル
スソフトウェア推進協議会に登録して得られる、
Ｇ
※

ＨＳマークの使用許可証を受けている機器です。
　当社のセールスポイントは、特許戦略です。ム
ーカス®、マウスガード、温感蒸散度計もそうです。
特許が取れそうなものをアイデア化しています。
それが如実に出たのが世界の電子部品メーカーと
の協業です。
■今後の展開・抱負は。
古川　われわれは規模を大きくしていくではなく、

「価値」を高めていきたいと考えています。ムー
カス®、マウスガード、温感蒸散度計の三つの事業
価値を高め確立させたい。また、既存企業様、業
界大手企業様との協業や連携を強めていきます。
ムーカス®はこれまで国内販売のみでしたが、海外
も見据えています。海外にこのムーカス®を広める
ことで口腔乾燥症計測機器の世界標準、グローバ
ル化が、現在71歳の私の最後の夢です。温感蒸散
度計は、小規模企業でもできる社会的課題への取
組みと位置付け、熱中症対策の一つとして、確立
させていきたいです。

超高齢社会における製品開発で世界を見据える

歯科医院にてムーカス®での検査 温感蒸散度計の使用例
熱中症や脱水症の発症リスクを評価する

「温感蒸散度計 HS-C01」

※GHS マーク：GHS マーク制度は、２０１４年１１月の医薬品・医療機器等法の施行に合せて、経産省、厚労省の後ろ盾の元、産業界として開始した制度であり、
　特に、経産省は GHS マーク取得を推奨しています。出典：一般社団法人ヘルスソフトウェア推進協議会のホームページ
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社テクニカルアーツ https://www.technical-arts.co.jp

蕨市北町5-11-19
TEL　048-444-7131
資本金　3,000万円
従業員数　17名
■事業内容

紙器抜型丸刃製造
医療用刃物製造
レーザカット

不快なく使用できる刃物を提供しています

城北冶金工業株式会社

朝霞市膝折町2-11-68
TEL　048-461-7576
資本金　1,200万円
従業員数　6名
■事業内容

歯科用合金、工業用合金
の製造・販売

創業 60 年。今までもこれからも、確かな技術で。
https://johokuyakin.co.jp

■昭和33年に歯科医療器具製造・販売
業として設立。現在は電子機器、半導
体等電子部品薄膜用のスパッタリング
ターゲット等、合金の工業製品の製造

（溶解・圧延・加工）も行っています。 
細かな対応も可能で、 研究用や試作用
など小ロットからの製造も対応してい
ます。角ターゲット、チップ、その他
形状ご依頼に応じて製造します。工業
用合金の製造と合わせ、合金製造のプ
ロフェッショナル企業です。

■工業用の丸刃製造をはじめ、近年で
は医療用刃物の製造を行っています。
工業用丸刃は、切れ味、耐久性、切断
面等が評価され、多くのお客様に使用
されています。医療では外科に使用さ
れる穿刺針等の刃物を製造し、切れ味
が良いと好評です。
　現在は、「使用している刃物の切れ
味をさらに良くしたい」等のご要望に
お応えするため、新たな医療用刃物の
開発にも携わっています。

コルコート株式会社	（埼玉第一工場） https://www.colcoat.co.jp

本社：東京都大田区大森西3-28-6
埼玉第一工場：行田市渡柳1138
TEL　048-559-2251
資本金　１億円
従業員数　115名
■事業内容

○導光板、導光棒などの
光学射出成形品の設
計・金型製作・製造販売

○ケイ素化合物の合成並
びに静電気防止塗料の
製造・加工・販売

光学設計から金型設計・製作、量産まですべて社内一貫体制でスピーディーに対応
■射出成形事業は、アクリル透明カバ
ーの成形から始まり、1980年代には当
時最先端の液晶モニター用バックライ
トに同社の導光板が量産採用され、そ
の後もスキャナ読取用導光棒、車載向
け液晶バックライト用導光板など、時
代の要請に応える製品を生み出してき
ました。光学設計から、金型製作、量産
まで社内一貫体制を敷き、50 ～ 850t
の成形機でさまざまなサイズの成形品
に対応可能です。タイにも工場があり、
競争力のある製品の提供が可能です。

クリーンな環境での成形

デザインの自由度が広がる導光棒

金銀パラジウム合金「キングキャスト−12%」
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社ハイキャスト https://www.hicast.jp

羽生市小松台2-705-34
TEL　048-561-5241
資本金　1,800万円
従業員数　40名
■事業内容

鋳造品の製造・販売

笑顔をつくるスマイルファンドリー
■鋳物とは提供された図面をもとに精
巧な木型をつくり、それをベースに鋳
型を成型し、要求された材質に調合し
た金属溶湯を流し込み、機械部品など
へと仕上げていく業務です。設立以来、
一世紀にもわたり、この鋳造一筋に歩
んできたハイキャストの魅力は、その
豊富な経験と、新しいことにも積極的
にチャレンジする若い活力にあります。
そして、新旧の技術を融合してつくら
れるハイクオリティな製品と、ＩＴ技
術を駆使した納期管理と品質保証で高
い信頼を得ています。

サーマル化工株式会社 https://www.sa-marukakou.com

戸田市早瀬1-18-3
TEL　048-421-4880
資本金　1,000万円
従業員数　10名
■事業内容

金属熱処理加工業

純水素による特殊熱処理
■金属熱処理の中でも特殊工程と呼ば
れる焼鈍（しょうどん）磁気焼鈍（じ
きしょうどん）に特化し、昭和42年の
創業から焼鈍専門工場として稼働して
います。全国でも希少な水素雰囲気を
使用する熱処理は、金属の酸化を防ぎ
ながら不純物を除去できる技術です。
これからの環境保全に適合した純水素
熱処理でものづくりに貢献します。

株式会社白寿生科学研究所 https://www.hakuju.co.jp

東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5
TEL　03-5478-8910
資本金　１億円
従業員数　236名
■事業内容

家庭用・医療用ヘルスケ
ア機器および健康食品な
どの開発ならびに製造販
売

健康を通して人類の幸福を実現する
■大正14年創業し、昭和39年設立。頭
痛、肩こり、不眠症、慢性便秘を緩解
する家庭用電化製品と同じ交流式の電
気を使用した電位治療器・ヘルストロ
ンや、健康哲学「三位一体」の考えに
基づき、健康食品で皆様の健康生活を
サポートしています。また、クラシッ
クホール運営、介護事業も展開してい
ます。人生100年時代、健康寿命を白寿、
すなわち99歳まで過ごす社会づくりを
担う『総合健康企業』として成長して
います。



2021.812 アクセス埼玉

新規に製作した真空蒸着装置蒸着・スパッタ用ターゲットの特殊材料

●すべてのお客様に高い付加価値を提供する
　大手真空装置メーカーを定年退職後、継続して
技術顧問としてサポートしていく中で、これまで
に培ってきたノウハウと経験を小規模企業にも提
供していきたいと考え2014年に創業。スパッタ用
ターゲット、アークイオンプレーティング用ター
ゲット、エレクトロンビーム用蒸発原料など、フ
ラットパネル等の導電膜や防汚処理膜、反射防止
膜などとして使われる真空蒸着用の特殊材料を提
供しています。
　真空蒸着装置のメンテナンスをはじめ修理、改
造、新規製作、時には担当者が退職などで動かす
ことができなくなった装置の操作や技術指導も行
っています。この他、真空蒸着装置での表面処理
全般、イオンプレーティングにおける各種成膜、
パイプ内面へのコーティングの受託加工にも対応
可能です。湿式鍍金全般、特殊材料の機械加工、
複雑な形状のセラミック加工製品や石英ガラス管
などの加工も高い付加価値で提供します。
●きめ細かくお客様のニーズに対応する
　技術的な立場で装置メーカーとの仕様打ち合わ
せから設計、製作だけでなく、装置設置後の技術
指導までも対応しています。また、耐食性のある

チタン合金を安く手に入れたいなど、お客様のニ
ーズに合わせて、国内だけでなく海外とのネット
ワークも活用しながら、特殊材料なども手配する
ことができます。
　最適な装置の設計・製作だけでなく、設置後の
技術指導も行えること、大手ではなかなか対応し
てもらえない細かなニーズにも対応できることな
どが喜ばれ、小規模企業を中心に取引先や技術指
導先が増えています。
●二次電子を活用した新技術に取り組む
　「真空中でプロトンをリチウム表面に照射する
ことで二次電子が発生しますが、この二次電子を
使ってのがん治療やトンネル壁面や橋脚などのク
ラック（亀裂）の早期発見などの研究が進んでい
ます。このリチウムイオンの保護膜に最適なもの

（CrN膜）がないのか、取り組みを始めています。
　また、半導体分野にも力を入れており、半導体
装置のエッチャー内部の保護膜（Y2O3膜）に着目
しています。海外メーカーも取り組みを始めてい
ますが、リサイクル性を向上させることで、コス
ト面や装置寿命にメリットが生まれますので、こ
の提案にも取り組んでいます」と、同社の佐藤代
表は熱く語ります。

　

所 在 地　南埼玉郡宮代町中央2-3-5
代 表 者　代表取締役　佐藤 勝 氏
事業内容　特殊材料の提供および真空蒸着技術の
　　　　　コンサルティング
資 本 金　100万円　　従業員数　1名
Ｔ Ｅ Ｌ　0480-32-2529
https://www.ms26-research.jp

ＭＳリサーチ合同会社
企業紹介 

プラズマを利用した表面処理はクリーンです
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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５回　「会議アジェンダ」と「会議メモ」の活用で会議を活性化用でで会会議議をを活活性性化議を会 性化化すす性化用用で会議を用用用で 議を議の活用用用 するすすす性性化化性化第５回　「会議アジェンダ」と「会議メモ」の活用で会議を活性化する

　会議の目的と目標を徹底し、会議に連続性を持た
せるための必須会議運営ツールを二つ紹介します。
会議アジェンダで各議題の当日目標を明示
　一つ目は、来るべき会議で何を議論するのか等を
参加者に対して事前に予告する通知文です。これを
会議アジェンダと言います。会議アジェンダに類す
るものを全く事前配布していない組織では、会議運
営が行き当たりバッタリになります。参加者は当日
の議題等について予備情報なしに会議に参加するの
で、議論が活発化しにくくもなります。会議事務局
部署は何をおいてもまず、会議アジェンダを参加者
に事前通知するという習慣付けが必須です。
　問題はその中身です。というのは、参加者に対し
て会議アジェンダの類いを社内メール等で事前通知
している企業は結構多いのですが、多くの場合「当
日の議題」を一覧で知らせる程度にとどまっている
からです。まず会議アジェンダに必ず掲載してほし
いことは、会議の目的です。議題連絡の前に、「当会
議の目的」として、例えば「営業の個別戦略を議論
し決定する」のように、毎回同じ表現でも必ず記載
することが重要です。毎回記載する理由は、刷り込
み効果によって参加者への意識付けをするためです。
目的を記したら、次に当日議論する議題を掲載しま
す。各議題には主幹部門を明記しその部門と事前相
談の上で、その会議での各議題のゴールはどこなの
かという議題ごとの目標を明記します。これが会議
アジェンダの最も重要な部分です。
　同時に、各議題について参加者に事前にしてほし
い準備についても可能な限り明記します。「事前に各
部の意見を取りまとめてください」とか、「本議題に
関し、各部の立場から質問事項を用意してご参加く
ださい」のように、参加者の準備事項はより具体的
に記載することで議論は活性化していきます。
会議メモで会議結果共有と次回への橋渡しを
　二つ目の必須会議運営ツールは、終了後に参加者
宛てに送付する会議メモと呼ばれる会議終了の報告
書面です。このように申し上げると、一般的に議事

録と呼ばれるものをイメージするかもしれませんが、
議事録が時系列の会議記録であるのに対して、会議
メモは会議のポイントだけに絞ってコンパクトにま
とめた書面となります。
　会議メモへの記載事項は三つ。「会議で決定したこ
と」「会議で決定できなかったこと」「次回予告」で
す。「会議で決定したこと」は、決定に至った議題に
ついてその決定事項を簡潔に記します。「会議で決定
できなかったこと」については、その日ゴールに至
らなかった議題に関し「ゴールに至らなかった理由」

「ゴール到達に向けた次回の方針」を記し、早期に
目標達成に至らしめるよう参加者への協力を呼び掛
けます。会議メモでは「決定したこと」の周知より
も、むしろ「決定できなかったこと」の方が重要性
は高いといえます。そして最後に、「次回予告」をし
ます。次回の予定議題（含継続議題）とそれぞれの
主幹部門を記し、当該部門に準備を促すのです。
会議前、会議後には議題主幹部と打ち合わせ
　以上が、会議アジェンダと会議メモの概要ですが、
前者は会議開催３日前、後者は会議終了３日後まで
を目安として通知します。会議アジェンダの制作進
行上大切なことは、会議事務局が議題主幹部門と事
前打ち合わせを早期に行い、開催３日前までに議題
内容を記した会議アジェンダを検討資料と共に参加
者に送付することです。
　一方、会議メモ作成上で大切なことは、今回「決
定できなかったこと」をその主幹部署と会議終了後
速やかに打ち合わせて、次回会議で確実にゴールに
到達できるような進め方を議論することです。

１．会議アジェンダ
　　・主幹部と打ち合わせの上、会議開催３日前までに
　　　資料と共に配布
　　・「会議の目的」と当日の全議題を記載
　　・各議題には当日のゴールと参加者準備事項を明記

２．会議メモ
　　・会議終了後３日以内に配布
　　・会議決定事項、未決事項、次回予告を記載
　　・未決事項は、主幹部と打ち合わせて次回方針を決定

会議アジェンダと会議メモ
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　今回は、在庫について考えてみましょう。私は以
前「在庫は罪固（ざいこ）」という標語を見て、うま
いこと言うなぁ…と思ったことがあります。
　在庫は切れてしまうとお客様に迷惑を掛けるので
切れないように注意しますが、多くある分には誰も
気にしないということになりがちです。適量ならも
ちろんＯＫですが、適量を大幅に超えていても誰も
気にしないとなると、経営的に大問題を起こします。
　昨年12月号でトヨタ生産方式の中の「七つのムダ」
をご紹介いたしました。
　・つくり過ぎのムダ
　・手待ちのムダ
　・運搬のムダ
　・加工そのもののムダ
　・在庫のムダ
　・動作のムダ
　・不良をつくるムダ
　この七つのムダをよく見てみると、一番目の「つ
くり過ぎのムダ」と、五番目の「在庫のムダ」の二
つが在庫に関わるムダとなっています。わずか七つ
の中に二つもあるのですから、この「在庫」は大き
なムダなのだ！　と分かりますね。
　在庫の持ち方の良しあしは、経営にとても大きな
影響を与えます。ところが在庫が少し多めにあった
方がいろいろ楽なので、それぞれの工程で少しずつ
多めにモノを買ったり、つくったりするのを見かけ
ることがありますが、これは絶対にＮＧです。それ
ぞれは少しでも、全体では膨大になるからです。
　モノをつくるためには、その前に材料を買う必要
があり、お店に並んだ製品をお客様が買ってくださ
るのだとすると、完成品を前もってつくっておく必
要があります。これらはすべて在庫で、このために
多大なお金が事前に出ていきます。生産した製品が
予定通りに売れればいいのですが、もしに売れなか
ったとすると、先に払ってしまっているお金が回収
できなくなり、会社のキャッシュは急激に減り、場
合によっては倒産につながります。

　この時の在庫をもっと少なくしていれば、会社に
はキャッシュが残っていたので、倒産しないで済ん
だということです。このように在庫は経営の生死に
直結するものなのです。
　だからといって在庫を増やしてはいけない、持っ
てはいけないということではありません。
　先日、ある会社での改善発表会で、ボトルネック
工程に少し在庫を持つことで大幅に生産性を上げた
改善事例を拝見しました。生産性だけでなく品質も
上がり、私は100点を差し上げるつもりでしたが、な
んと発表者から「柿内先生には申し訳ないのですが、
この改善をすると成果は大きいのですが、実は在庫
が少し増えています」といった、反省の言葉が出た
のです。在庫は絶対に増やしてはいけない前提があ
るような発言でした。しかし、在庫を増やした方が
いい結果を招くといったことはもちろんあるのです。
もしこの改善は在庫が増えるからやってはダメだと
考えて実行しなかったとしたら、この会社は大きな
チャンスを失ったことになります。
　製品によって売れ行きが平準化されているか、変
動が大きいかで持つべき在庫量は変わります。そこ
でマーケットの需要に対応できる能力がある前提で
考えますと、在庫が少ない方がキャッシュが残りま
す。また、在庫に関わる運搬や管理の仕事も減るの
でコストが下がりますから、やはり在庫を少なく持
つということはとても大切なことです。ただし、在
庫を持つことがすべて悪いことだということでもあ
りません。すべての人が注意を払って、一番良い在
庫の持ち方を考えて、実行することが大切です。

｢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５５５回回回　在在在庫庫庫ははは本本本当当当ににに罪罪罪固固固なななのののかかか？？？まままとととめめめ買買買いいい、、まままとととめめめめめづづづくくくりりりりりりりりりはははナナナゼゼゼゼゼゼゼゼゼ悪悪悪悪悪いいい？？？？？第５回　在庫は本当に罪固なのか？まとめ買い、まとめづくりはナゼ悪い？
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　日本のゴールデンウィークの時期、ベトナムにお
いても４月30日～５月３日まで連休がありました。
ちょうどその頃からベトナム国内において第４波と
なる新型コロナウイルスの市中感染が始まり、これ
までで過去最大の広がりと影響を及ぼしています。
　特に、北部のバクザン省においては、工業団地内
で集団感染が起き、これまでにない１日数百人規模
の感染者数になりました。そのため、バクザン省に
ある五つの大工業団地のうち四つの工業団地におい
て閉鎖措置がとられ、２～３週間操業を停止してい
る工場や、原則、工場から出てはいけないため、工
場で寝泊まりしている企業もありました。また、バ
クザン省と隣にあり、多くの日系、韓国系、中国系
などの外資系工場があるバクニン省においても、工
場の操業停止措置が命じられました。その他、工場
が閉鎖されていない地域の企業においても、バクザ
ン省、バクニン省にある企業と取引している企業は
多く、材料や部品の調達などが滞る影響がありまし
た。
　ある日系工場の方は、工場での寝泊まりが続く状
況下においては、家族持ちのスタッフが精神的に厳
しいと話していました。拡散防止の観点からは良い
方法かもしれませんが、日本では考えられない感染
防止対策をベトナムでは実施しています。
　他方で、新型コロナウイルスの検査頻度が増加し、
検査人数も急激に多くなったことから、ベトナム裾
野産業協会などにおいて、新型コロナウイルスの簡
易検査ブースの設計・製作を無償で提供する動きが
ありました（写真）。この活動に多くの企業が賛同
し、ブース内におけるエアコン、換気システム、殺

菌システムなどの設置について多くの企業が協力し
ました。
　６月末時点で、北部は沈静化に向かっていますが、
一部の工場勤務の方はいまだ自宅に帰れない状況が
続いています。また、南部のホーチミンにおいては、
ベトナム国内で感染者数が一番多く、いわゆるソフ
トロックダウン状況となっています。
　ベトナム国内の新型コロナウイルスのワクチン接
種率は数％と進んでいません。一刻も早くコロナの
ない日常生活に戻ることを祈るばかりです。

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

ベトナムで新型コロナウイルスが猛威を振るうベトナムで新型コロナウイルスが猛威を振るう

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

ベトナム裾野産業協会が簡易検査ブースを無償提供し、有効活用されています
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　中小企業における所得拡大促進税制につ
いて、次の見直しを行った上、その適用期限

を２年間延長されました。

（１）適用要件のうち、継続雇用者給与等支給額の
継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が、
1.5％以上であることとの要件を、雇用者給与等支給
額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が、
1.5％以上であることとの要件を見直しました。
ポイント①
【通常要件】
　給与等支給総額（企業全体の給与）が前年度比で　
1.5％以上であること【適用要件】
【措置内容】
　給与等支給総額の増加額の15％を税額控除。

（２）税額控除率が25％となる要件のうち、継続雇
用者比較給与等支給額に対する増加割合が、2.5％以
上であることとの要件を、雇用者等支給額の比較雇
用者給与等支給額に対する増加割合が2.5％以上で
あることとの要件に見直しました。
ポイント②
【上乗せ要件】
　給与等支給総額（企業全体の給与）が前年度比以
上であり、次のいずれかを満たすこと
①教育訓練費が前年度比10％以上増加
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の
認定を受けており、経営力向上が確実になされてい
ること

【措置内容】
　給与等支給総額の増加額の25％を税額控除。ただ
し、控除上限は法人税額の20％までを限度。
　給与等の支給額から控除する「給与等に充てるた
め他の者から支払を受ける金額」について、その範
囲を明確化するとともに、次の見直しを行いました。
①上記（１）および（２）の要件を判定する場合に
は、雇用調整助成金およびこれに類するものの額を
控除しないこととします。
②税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給
額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、
雇用調整助成金およびこれに類するものの額を控除
した金額を上限とします。
留意点
①対象法人は青色申告法人が対象となります
②継続雇用要件がなくなり大幅に簡素化された
③中小企業は雇用者給与等支給額増加要件のみ
④設立初年度は対象外とされます
⑤雇用者給与等支給額は各事業年度の所得の計算　
上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与
等の支給額をいいます
⑥比較雇用者給与等支給額は前期の雇用者給与等支
給額をいいます
⑦国内雇用者には法人の役員およびその役員の特殊
関係者等は除かれます
　上記の改正は、令和３年４月１日以後に開始する
事業年度分の法人税について適用されます。なお、
連結納税制度においても同様です。

ＡＡＡＡ

令和３年度税制改正の概要 ～その３～令和３年度税制改正の概要 ～その３～
　令和３年度税制改正について、中小企業における所得拡大促進税制について見直しがされていると聞　令和３年度税制改正について、中小企業における所得拡大促進税制について見直しがされていると聞
きましたが、その見直しについての改正事項を教えてください。きましたが、そ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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トピックス

■ よろず支援拠点とは？
経済産業省・中小企業庁が、全国47都道府県に設置する経営なんでも相
談所です。
中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の
中小企業・小規模事業者に類する方の売上拡大、経営改善など経営上の
あらゆるお悩みの相談に無料で対応します。
相談については、中小企業支援に特に優れた能力・知見・実績等を有する
専門コーディネーターが担当します。まずは、お気軽にお問合せください。

【相談会場のご案内】
相談会場は、大宮をはじめ県内24カ所に出張相談所・サテライト相談所を
設置しております。最寄りの「よろず支援拠点」をご利用ください。

（事前予約制）

こんなご希望はありませんか？

☑補助金・助成金の申請方法について

　知りたい

☑売り上げを増やしたい

☑商品開発、ブランド化を進めたい

☑自社ホームページのアクセス件数を

　増やしたい

☑事業承継の準備をしたい  等

埼玉県内の中小企業・
小規模事業者であれば
何度でも無料で
ご相談いただけます。



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

●中堅女性社員キャリアアップ研修
　親しみやすさ、協調性、共感力に説得力をプラス
　中堅女性社員を対象に、リーダーシップ、論理力、
コミュニケーション力を身に付けます。また、女性
特有の「親しみやすさ」「協調性」「共感力」などの
長所を活かし、組織における「説得力」を高める方
策を学びます。
開催日 8/18(水)、26(木) ２日間
受講料 会員15,600円　一般19,800円
●クレーム対応研修
　明日から使える対応スキルを実践的に習得
　クレームの基本的な対応を対面・電話の双方につ
いて学び、現場で起こるクレームを冷静・迅速に対
処するスキルをロールプレイングを交えて実践的に
習得します。
開催日 8/19(木) １日間
受講料 会員7,800円　一般9,900円
●事務効率化研修
　「５Ｓ」と「ファイリング」で、業務のムダを徹底的に排除
　モノの見える化＝５Ｓ、業務の見える化＝ファイ
リングを推進することで、業務のムダを徹底的に排
除。効率的な業務を遂行するスキルを身に付けます。
開催日 8/23(月)、24(火) ２日間
受講料 会員15,600円　一般19,800円
研修時間などは下記の通りです
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

　公社では、埼玉県内の中小製造業がＩｏＴやＩＴ
を駆使して生産現場の合理化や高度化を推進するた
めの人材の育成支援を行っています。
　今回は、ファナック社のＭＴ－ＬＩＮＫｉ（稼働
管理ソフトウエア）のインストール、各種設定、カ
スタマイズ方法などについて座学・実習により学び
ます。なお、受講には埼玉県ＡＩ・ＩｏＴコンソー
シアムへの入会（無料）が必須となります。
日　時 8/25(水)、9/1(水)、9/8(水)10:00～16:00
　　　 ※9/8(水)はキャンセル待ちです。
　　　 ご都合の良い日をお選びください。
会　場 (有)アクシズエンジニアリング
　　　 ２階会議室（東京都日野市）
対象者 県内中小製造業者
定　員 10名（原則1社1名）　　参加費 5,000円
問合せ先　公社　デジタル・技術支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５１

　川口産業振興公社では、広く発注企業および受注
企業を募り、個別商談形式による具体的なビジネス
マッチングの場を提供いたします。
　製造業者の方の参加をお待ちしています。
日　時 11/12(金)13:15 ～ 16:30
会　場 埼玉県産業技術総合センター（川口市）
内　容 ○発注企業と受注企業による個別商談
　　　 ○受注企業同士の商談
　　　 ○フリー商談（当日受付）
募　集 発注企業約20社、受注企業約40社
参加費 無料
締　切 8/27(金)
※当日は、感染症対策を行った上で実施いたします。
　詳しくは、上記URLをご覧ください。
　新型コロナウイルスの影響により、内容の変更ま
たは中止となる場合があることをあらかじめご承知
おきください。
問合せ先　公益財団法人川口産業振興公社
　　　　　TEL　０４８－２６３－１１１０

https://www.saitama-j.or.jp/seminar/20210825iot

公社
情報

８月のおすすめ研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

第１回ＡＩ・ＩｏＴツール導入実践研修 
8/25(水)、9/1(水)、9/8(水)
1日間研修ですので、ご都合の良い日をお選びください

川口市受発注企業商談会（リアル商談会）
発注企業・受注企業を募集
http://www.kawaguchi-net.or.jp/projects/chance

公社
情報

他の
情報
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information 企業の皆様へホットな話題を提供！



　埼玉県環境部では、環境関連団体およびその構成
企業の環境分野のＳＤＧｓへの関心を高め、取組の
さらなる拡大・浸透を図るため、各団体と連携して
研修会の開催や業界版手引きの作成・活用等に取り
組んでいます。
　令和２年度に(一社)埼玉県環境産業振興協会、埼
玉県鍍金工業組合、(一社)埼玉県トラック協会の３
団体と連携して進めた取組の成果として、業界版手
引き・事例集を作成しました。令和３年度も、この
取組を推進し、対象団体をさらに拡大していきます。
　また、環境分野のＳＤＧｓのゴールの達成に向け
た取組を宣言し、一定の要件を満たす企業等の取組
を県ホームページ等で発信し支援しています。現在
168社・団体等が宣言しています。
　さらに、特徴的かつ他の企業等の参考となるよう
な取組を行う宣言企業10社を環境ＳＤＧｓモデル
事例企業として取組の概要を事例集にまとめました。
ＰＤＦデータでダウンロードができます。取組の参
考としてご活用ください。
問合せ先　埼玉県環境部　環境政策課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３０１９

　埼玉県では、ＳＤＧｓの達成に向け、革新的で将
来性のある優れた技術・製品開発に取り組む企業を
表彰する「彩の国ＳＤＧｓ技術賞」を募集していま
す。
　この賞は、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達
成に資する技術・製品を持つ埼玉県内中小企業を表
彰し、広く紹介することにより、企業の成長発展を
支援し、本県経済の活性化を促進することを目的と
しています。
　ＳＤＧｓの取組を加速させる技術・製品を持つ企
業または個人事業主からの応募をお待ちしています。
表　彰 大　賞：賞状および副賞10万円（１者）
　　　 奨励賞：賞状および副賞記念品（2者以内）
対象者 ＳＤＧｓの達成に向け、革新的で将来性
　　　 のある優れた技術・製品開発に取り組む
　　　 企業または個人事業主
締　切 8/31(火)必着
問合せ先　埼玉県産業労働部　産業支援課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３７７７

　埼玉県では、渋沢栄一翁の生き方や功績を顕彰す
るとともに、今日の企業家のあるべき姿を示すため、
渋沢栄一の精神を今に受け継ぐ全国の企業経営者に

「渋沢栄一賞」をお贈りしています。
　現代の渋沢栄一と呼ぶにふさわしい優れた企業活
動と社会貢献を行っている方に賞が贈られますよう、
多くのご推薦・情報提供をお待ちしています。
対象者 渋沢栄一の精神を受け継ぐような企業活
　　　 動と社会貢献を行っている地域に根差し
　　　 た企業の経営者です。具体的には、（1）お 
　　　 よび（2）に該当する企業経営者です。
　　　 （1） 企業倫理にのっとり健全かつ優れた
　　　　　 経営を行っている
　　　 （2） 社会貢献や地域貢献を行っている
締　切 9/10(金)
問合せ先　埼玉県産業労働部　産業労働政策課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３７２６

　埼玉県では、働きやす
い職場環境づくりや、新
たな取組を進める意欲あ
る企業の認定を行ってい
ます。企業の皆様向けの
認定制度をまとめたリー
フレットを作成し、県の
ホームページ上に掲載し
ました。
　さまざまなメリットの
ある埼玉県の企業認定制
度をぜひご活用ください。

　ＰＤＦデータでダウンロードができます。
問合せ先　埼玉県産業労働部　産業労働政策課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３７２３

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/sdgs-gijutsu.htmlhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/sdgs

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/ninteiseido.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/r1shibusawaeiichiaward.html

第１回「彩の国ＳＤＧｓ技術賞」の募集
～SDGsの達成に向け技術・製品開発に
取り組む企業を表彰～

環境分野における埼玉版ＳＤＧｓの推進

企業認定制度一覧リーフレット（令和３年度）

第２０回渋沢栄一賞の募集

県の
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県の
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経経 営営 革革 新新 計計 画画

承承 認認 制制 度度

 

多多様様なな働働きき方方実実践践

企企 業業 認認 定定 制制 度度

 

シシニニアア活活躍躍推推進進宣宣言言

企企 業業 認認 定定 制制 度度

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
産 業 労 働 部

彩彩のの国国  

埼埼玉玉県県

 

男男女女共共にに働働ききややすすいい企企業業ととししてて

求求人人のの際際ににアアピピーールルででききまますす。。

取取組組をを「「計計画画」」にに見見ええるる化化しし、、目目標標

達達成成へへのの道道筋筋をを明明ららかかににででききまますす。。

シシニニアアのの活活躍躍をを

推推進進ししたたいい！！

多多様様なな働働きき方方ががででききるる

環環境境をを整整ええたたいい！！

シシニニアアのの活活躍躍推推進進にに取取りり組組むむ企企業業

ととししてて、、県県でで積積極極的的ににＰＰＲＲししまますす。。

新新たたなな取取組組でで

経経営営のの向向上上をを図図りりたたいい！！

  

働きやすい職場環境づくりや、新たな取組を進める

意欲ある企業の認定を行っています。

様々なメリットのある埼玉県の企業認定制度を

是非ご活用ください！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

岡田 真知子（おかだ まちこ）さん (48)
　高校卒業後、単身神戸の製菓専門学校にて製菓・製
パンを学ぶ。20代の頃からパン店開業を目指し、東京
のパン店にて経験を積む。食品ロスが問題視されてい
る中で、食品ロスを減少に取り組むパン店をつくりた
いと2016年受注販売をメインとしたデニッシュのお店
ＩＳＳＩＮを開業。製菓衛生師。
受注販売専門 デニッシュのお店 ＩＳＳＩＮ
https://issinseipan.com
入間市東藤沢6-2-16 西武池袋線武蔵藤沢駅西口徒歩6分
創業2016年３月　　ＴＥＬ　050-3562-1181
事業内容　オリジナル天然酵母デニッシュブレッドの製造販売

　東京のパン店で修業後、家族の後押しもあり長年の
夢であったパン店開業を目指しました。そして国産小
麦と天然酵母との出会い、「デニッシュブレッドをつ
くってみたらどうか」という家族の提案で商品開発。
出来上がったデニッシュブレッドのおいしさ、香ばし
さに確信を持ち、ぜひお客様に広めたい、大事に販売
したいという一心で創業に至りました。

創業のきっかけは？

　国産小麦を使用し、厳選した原材料、保存料不使用
のオリジナル天然酵母のデニッシュブレッドを製造販
売しています。お客様が笑顔になるギフトにご利用い
ただけるようギフト袋にお入れしてのセット販売。さ
らにギフトとしてのセット販売につなげるために、季
節性のあるパンを期間限定で製造しています。食品ロ
スを少なくする取り組みとして、前日の15時までのお
電話・メールでの受注販売がメインです。予約なしで
も若干店頭販売品があります。

事業内容は？

　ISSINのデニッシュブレッドをたくさんのお客様に
ご提供し、スタッフの皆様にもISSINのパンを大事に
つくっていけるようなパン店を目指したいです。そし
て、現在の事業を継続し「埼玉県のデニッシュブレッ
ドはISSIN」となれるよう自身と共に成長してまいり
ます。今後も高級デニッシュブレッドのＰＲ強化、受
注販売というスタイルの定着に尽力してまいります。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

岡 田  真 知 子 さん受注販売専門 デニッシュのお店 ＩＳＳＩＮ

手土産にご利用いただけるお得なセット
ISSINギフト袋にお入れして販売

自慢の天然酵母デニッシュブレッド。国産小麦を
使用し、厳選された原材料、低温長熟成法にて一
つ一つ真心を込めて製造

営業時間 平　日 11:00 ～ 17:00
 土・日 10:00 ～ 16:00
定休日 月曜日・火曜日　駐車場あり



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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