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特 集

ものづくり中小企業における事業承継ものづくり中小企業における事業承継
～女性経営者の特性を生かした事業承継の在り方を目指して～～女性経営者の特性を生かした事業承継の在り方を目指して～

　団塊の世代（1947年～1949年生まれ）が65歳を
迎えた2010年ごろから、中小企業の経営者の高齢
化が進み事業承継の重要性が叫ばれてきました。
しかし、その後、10年間でもあまり進展せず、2022
年から2024年に団塊の世代が75歳の後期高齢者と
なります。このような背景から、ますます中小企
業の事業承継に関する研究が盛んとなり、各方面
から研究が進められています。
　事業承継については、親族内承継と親族外承継
に大別することができます。そして親族内承継に
おいては、親から子への事業承継がメインとなっ
ています。その中では、相続に係る税対策や経営
理念の継承など、さまざまな角度からの事業承継
問題が研究されています。一方、親族外承継にお
いては、従業員やＭ＆Ａによる事業承継等の研究
が進められています。筆者も、「中小企業の親子間
親族内事業承継における経営面の一考察－茨城県
中小企業４社の事例から－」（『総合政策』第15巻

第1号、岩手県立大学総合政策学会、pp.65-79）で、
親族内承継における経営理念の承継の重要性につ
いて論文を作成しています。親族内承継において、
特に親から子への事業承継について、中心的に研
究が進められている事例研究では、親（父親、男
性）から子（男性、息子）の事業承継がメインと
なっています。しかし近年、女性が後継者となる
事例も多く、親から子（女性、娘）への事業承継
も多くなってきています。
　事業承継を受けた女性経営者の多くが団塊ジュ
ニア世代と思われ、今後数年間で50代を迎えるこ
とが予想されます。そこで出てくる経営上の問題
が、母親（女性経営者）から子（息子や娘）への
親族内承継問題です。父と子の親子関係から、母
と子の親子関係における事業承継に変わるのです。
筆者は、この父と子の親子関係から、母と子の親
子関係で変わる事業承継問題において、従来と異
なる点、従来と同一の点などについて実証研究、
特に女性経営者への実態調査によって明らかにし

岩手県立大学　総合政策学部岩手県立大学　総合政策学部
准教授　近藤 信一准教授　近藤 信一

左写真：（株）クレコスin 奈良県奈良市の暮部恵子社長と筆者
右写真：（株）マスコールin 大阪市旭区の境順子社長と筆者
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ていきたいと考えています。そして、この研究に
よって、今後ますます進むと思われる女性経営者
の増加により、将来必ず発生する母から子への親
族内承継を円滑に行うための経営的課題に対する
解決策を提示できるものと考えています。

　質的調査については、プレインタビュー調査と
して女性経営者３名にインタビュー調査を行いま
した。その上で、アンケート調査結果を受けて、
アンケート調査回答企業、また本研究の研究目的
を達成するのに最適と思われる調査対象企業を抽
出し、スノーボールサンプリング（雪だるま方式：
調査対象企業に次の調査対象企業を紹介していた
だく方式）により、調査対象企業を拡大させてい
きました。
　筆者による本研究では、量的調査と質的調査に
よる実態調査を分析・考察することで、女性経営
者の特性を生かした事業承継を明らかにしていき
たいと考えています（研究目的）。
　本研究における女性経営者の事業承継について
の実態調査のうち、本稿においては量的調査であ
るアンケート調査結果、分析および考察を主に紹
介していきます。

　実態調査を進める上での研究方法としては、ア
ンケート調査による量的調査とインタビュー調査
による質的調査の両方を行うことにしました。
　アンケート調査については、既存のアンケート
調査対象企業の多くが男性経営者であるという実
態を踏まえて、既存の事業承継に関するアンケー
ト調査の項目を抜粋し、調査票を作成しました。
　調査対象の抽出のために、以下の要件定義を設
定しました。
　①優良な経営を行っているものづくり企業であ
　　ること（優良な経営を行っている優秀な経営
　　者である可能性が高いといえる）
　②女性経営者であること
　調査母集団を形成することで「優良な経営を行
っている優秀な女性経営者」を調査対象企業とし
て抽出し、郵送によるアンケート調査を実施しま
した。
　「①優良な経営を行っているものづくり企業で
あること」という要件定義を満たすために、経済
産業省や中小企業庁の表彰制度である、例えばも
のづくり中小企業300社や地域未来牽引型企業な
どで表彰を受けているものづくり中小企業の中か
ら、女性経営者の企業を抽出し、現在も経営者が
女性であることを確認した上で、アンケート調査
票を郵送しました。

■調査対象企業の要件定義からの条件
　　条件①　経済産業省/中小企業庁の表彰を受
　　　　　　けているものづくり中小企業
　　条件②　経営者（代表取締役）が女性である
　　　　　　ものづくり中小企業

　アンケート調査は、前述のように調査票を作成
し、2021年４月16日に162通を発送しました。同年
４月30日に追加で２通を発送し、合計164通の調査
票を発送しています。
　回収数は43通（有効回答数も同数）で、回収率
は26.2％となりました。

４－１ 今回アンケートの設計と狙い  
　今回のアンケート調査では、中小企業の事業承
継に関する既存アンケート調査（おおむね男性経
営者の意識と想定される）と同じ内容の質問項目
を、ものづくり中小企業の女性経営者に対して実
施しています。
　既存のアンケート調査では、いずれも経営者の
性差に関する設問はありません。さらに、ものづ
くり中小企業の経営者に絞ったアンケート調査も
ありません。一方で、本アンケート調査はものづ
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くり中小企業かつ、女性経営者に特化したアンケ
ート調査となっています。

■使用した既存アンケート調査
・東京商工会議所「事業承継の取り組みと課題
に関する実態アンケート報告書」2021年２月

・大同生命「中小企業経営者アンケート 『大同
生命サーベイ』2020年９月度調査＜調査テー
マ＞事業承継と後継者育成」2020年10月

・大阪商工会議所・大阪府事業引継ぎ支援セン
ター「中小企業の事業承継に関するアンケー
ト調査結果」2020年３月

・日本政策金融公庫総合研究所「最新アンケー
トにみる中小企業の事業承継の実態」「調査月
報」 2020年４月号、pp.4-15

　今回のアンケート調査の本研究に対する意見
（自由回答）で、女性経営者に対してのアンケー
ト調査とは思えないという趣旨の回答をいただき
ましたが、これこそが本アンケート調査の狙いで
あるといえます。今回のアンケート調査結果と、
既存のアンケート調査結果を比較分析することに
より、ものづくり中小企業の女性経営者の事業承
継に関する意識や経営行動の特異点を抽出するこ
とができるからです。そして、この特異点にフォ
ーカスして追加的なインタビュー調査を行い、定
性データを収集することで、その内容をより的確
に把握することができると考えています。

４－２ アンケート調査結果の分析
　以下では、アンケートの比較分析を紹介します。
　設問（以下、省略）「2.1 現経営者は何代目の経
営者ですか」（図表１）では、既存アンケート調査
に比べて、２代目以降の比率が高くなっています。
ものづくり中小企業の女性経営者の多くが、創業
者など先代から経営を引き継いでいることが分か
ります。このことは、後述する経営理念の継承を
重視していることに関連していると考えられます。

　「3.1 事業承継の意向」（図表２）について、女
性経営者は「②事業承継に向け、後継候補者あり」
の比率が高く、一方で「⑥事業承継について未検
討」の比率が低くなっています。女性経営者は、
後継者を早い段階から意識して決めていることが
分かります。
　「3.2 事業承継（Ｍ＆Ａや廃業を含む）の予定
年齢」（図表３）では、60歳未満や60歳代で事業承
継を行う比率が高く、女性経営者は早い段階で事
業承継することを意識していることが分かります。

既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
今回アンケート調査（女性経営者のアンケート結果）

既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
今回アンケート調査（女性経営者のアンケート結果）

既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
今回アンケート調査（女性経営者のアンケート結果）
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図表１ 2.1 現経営者は何代目の経営者ですか

図表２ 3.1事業承継の意向

図表３ 3.2 事業承継（Ｍ＆Ａや廃業を含む）の予定年齢
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　「3.3 後継者候補がある方にお尋ねします。事
業承継は親族内か親族外ですか」では、「①親族内
承継を予定」が既存アンケート調査 81.0%、今回ア
ンケート調査 84.6%で大きな差はみられませんで
した。そして、「4.1 後継者（候補）との関係（現
経営者から見た後継者（候補）との関係）」につい
ては、「①子（息子、娘）」の比率が両アンケート
ともに圧倒的に高くなっています。男性経営者と
女性経営者ともに、血縁関係を重要視している傾
向がみられます。
　「4.2 後継者（候補）への経営の承継をいつま
でに完了する予定ですか」（図表４）については、
女性経営者の多くが「⑤10年以上後」と回答して
いますが、これは回答者の女性経営者の年齢層が
比較的若いことが反映していると考えられます。
　「4.3 後継者育成の課題は何ですか」（図表５）
は複数回答ですので、回答数の多少による差や、
今回のアンケート調査では未回答が多いため、単
純な比較はできませんが、女性経営者は後継者育
成に対して課題として認識している事柄が少ない
傾向にあるといえます。
　「4.4 後継者教育として行っている項目（複数
回答）」（図表６）については、既存アンケート調
査の回答では「④後継者を自社の取締役や部長等
管理職にするなど責任ある地位に就ける」が高い
のに対して、今回のアンケート調査では「⑤自社
の従業員として働かせて、自社内の実務経験を積
ませる」が高くなっています。追加インタビュー
調査でも、女性経営者の多くが従業員として、ま
たパート社員として入社し、勤務した経験を有し
ており、このことも背景にあると考えられます。
　「4.5 後継者に求める人物像（人間性）や後継
者に求める企業経営に関わる能力（複数回答）」（図
表７）については、既存アンケート調査が「①自
社の技術（技能）や知識がある」ことを求めてい
ます。これは、男性経営者の多くが技術出身者・
現場経験者であることが多く、技術や現場を経験
していることに由来していると考えられます。

　これに対して、インタビュー調査でも女性経営
者の多くは文系であったり、現場の経験がないか
少なかったりすることが多く、技術や技能に対し
て理解はしているものの、アンケート調査では「②
従業員に対する統率力（リーダーシップ）や社内
外を問わずコミュニケーション能力」と「⑤経営
理念・経営方針を理解している（受け継いでいる）」
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既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
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図表４ 4.2 後継者（候補）への経営の承継をいつまでに完了する予定ですか

図表５ 4.3 後継者育成の課題は何ですか

図表６ 4.4 後継者教育として行っている項目
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継者の育成」について不安を感じていないことが
分かります。これにより、「4.3 後継者育成の課題
は何ですか」で回答数が少なかったことが裏付け
られます。また、今回のアンケート調査の方が、
「④自社株式等にかかる贈与税・相続税対策（税金
問題）」と「⑤借入金・債務保証の引き継ぎ（銀行問
題）」が高く、実務的、特に財務面での安定性を求
めていることが分かります。さらに、今回のアン
ケート調査は「⑩組織体制の整備（ベテラン役職員
の権限・処遇等）」が高くなっています。追跡イン
タビュー調査でも、先代が家業としての創業であ
り、情での経営、家族経営を行っており経営体と
しての組織を成していないことが多く、事業承継
後に苦労したため、女性経営者が『家業から企業
へ』を目指して組織改革・制度改革を行ってきた
事例が複数ありました。
　「5.2 引き継いでもらいたい経営資源（複数回
答）」（図表９）については、今回のアンケート調
査が「②従業員」と「③販売先 ･ 受注先（企業 ･ 一
般消費者など）」を重視しており、ステークホルダ
ー全体を引き継いでほしいと考えています。特に
「②従業員」が高く、これは「4.5 後継者に求め
る人物像（人間性）や後継者に求める企業経営に
関わる能力」（図表７）で「②従業員に対する統率
力（リーダーシップ）や社内外を問わずコミュニ
ケーション能力」を重要視していることと一致し
ています。また、「⑧のれん・ブランド」も引き継
いでほしいと考えており、同じく「⑤経営理念・
経営方針を理解している（受け継いでいる）」を重
視していることと一致しています。
　「6.1 事業承継に向けた経営状況・経営課題の
把握に関する外部支援」（図表10）と「6.2 事業承
継時の具体的手続きに関する外部支援」（図表11）
については、既存アンケート調査がそれぞれ「④
支援を受けるつもりはない」との回答が圧倒的に
多いのに対して、今回のアンケート調査では「③
未定」が最も多くなっています。未定が多いのは
アンケート調査回答の女性経営者の年齢が既存ア

「⑥世の中に求められる企業へ変化できる柔軟性
がある」「⑦新しい課題を発見し、解決するスキル
がある」を後継者に求めるとあり、社

※
会人基礎力

といわれるスキルを重視しているといえます。
　「5.1 事業承継にあたって課題・不安に感じて
いる（感じた）こと（複数回答）」（図表８）につ
いては、まず今回のアンケート調査の方が「①後

①自社の技術（技能）や知識がある

①後継者の育成

①事業全体
②従業員

③販売先・受注先（企業・
　一般消費者など）

④設備
　（機械・車両など）

⑤仕入先・外注先

⑦製品・商品⑧のれん・ブランド

⑨免許・資格・許認可

⑩土地・店舗・事務所・
　工場（借用物件）

⑫その他の経営資源

⑬引き継いでもらいたい
　経営資源はない

⑪商標権・特許権・
　実用新案権などの
　知的財産

⑥土地・店舗・事務所・工場
　（経営者・家族または法人
　名義の物件）

②事業や業界の将来性

③後継者の選定・確保

④自社株式等にかかる
　贈与税・相続税対策
　（税金問題）

⑤借入金・債務保証の
　引き継ぎ（銀行問題）

⑥顧客・取引先・金融
　機関との関係維持

⑦事業継承に必要な
　資金調達

⑧従業員の理解

⑪親族間での
　財産分割問題

⑫後継者との経営方針
　（方向性）の相違

⑬その他

⑨事業承継後を見据えた
　経営計画の策定

⑩組織体制の整備
　（ベテラン役職員の
　権限・処遇等）

0％

20％

40％

60％

80％

0％
5％
10％
15％
20％
25％
30％
35％
40％
45％

0％
10％
20％
30％
40％
50％
60％
70％
80％
90％

②従業員に対する統率力（リー
　ダーシップ）や社内外を問わ
　ずコミュニケーション能力

③取引先との営業力や
　交渉力が高い

④経営戦略や事業計画
　（マーケティング）の
　知識がある

⑤経営理念・経営方針を理解
　している（受け継いでいる）

⑥世の中に求められる企業へ
　変化できる柔軟性がある

⑦新しい課題を発見し、
　解決するスキルがある

⑧財務・会計の知識がある

⑨IT 関連の知識がある

⑩法務・税務の知識
　がある

⑪人事・労務の知識がある

⑫その他

既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
今回アンケート調査（女性経営者のアンケート結果）

既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
今回アンケート調査（女性経営者のアンケート結果）

既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
今回アンケート調査（女性経営者のアンケート結果）

図表７ 4.5 後継者に求める人物像（人間性）や後継者に求める企業
　　　　　経営に関わる能力

図表８ 5.1 事業承継にあたって課題・不安に感じている（感じた）こと 

図表９ 5.2 引き継いでもらいたい経営資源

※社会人基礎力とは、職場や地域社会などで仕事をしていく上で重要となる基礎的な能力を指します。
　2006 年に経済産業省により「多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として定義された概念です。
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　本研究は、アンケート調査による定量（量的）
データの収集と分析、インタビュー調査による定
性（質的）データの収集と分析を基に、考察を行
ったMixed（混合的）アプローチを採用しています。
その理由としては、廃業ではなく事業承継を前提
として考えている優良なものづくり中小企業にお
いて、例えばものづくり300社の選定企業で女性経
営者が数％程度と少なく、アンケート調査に必要
な調査母集団の形成が十分にできなかったことか
ら、調査母集団が164社にとどまりました。その結
果として、アンケートの回収率（26.2％）は相対
的に高かったものの、回答数は43件にとどまった
ため、アンケート調査の統計的有意性に疑問が生
じました。
　アンケートの本調査研究に関する意見を求める
項目（自由回答）では、「女性とくくることに意味
を感じない」「この調査自体が女性蔑視だ」などの
厳しい意見も複数いただきました。しかしながら、

ンケート調査に比して相対的に若く、事業承継時
期までに10年以上ある人が多いことが影響してい
ると考えられますが、その上で「④支援を受ける
つもりはない」と回答していないのは、支援機関
もステークホルダーの一員として重視しているか
らでもあると考えられます。

　女性経営者の方が、早期に経営者を退き、事業
承継を計画的に行う傾向にあることが分かりまし
た。事業承継が問題となっていますが、事業承継
がなかなか進まず、経営者の年齢が高齢化してい
るのは、中小企業の経営者の多くが男性であるこ
とに原因があると考えられます。要因としては、
男性は会社を「自分のもの」と捉える傾向があり、
つまり所有欲が高いといえますが、女性は「（社員
も含めて）みんなのもの」と捉える傾向があると

いえます。このことは、現在実施しているインタ
ビュー調査でも確認できている傾向です。今後、
男性と女性の社会心理学的な側面を踏まえて、デ
ータの分析と考察を必要があると考えています。
　加えて、男性経営者は会社を自分のもの（所有
欲）から経営権をなかなか手放そうとせず、事業
承継が遅れがちになるのに対して、女性経営者の
場合は後を継ぐということを優先するため、事業
承継を計画的に行う傾向があることをアンケート
調査と、インタビュー調査で確認できました。
　さらに、男性経営者は役員など責任ある仕事に
就かせることで育成していく、いわば『立場、役
割、肩書きが人をつくる』教育方針といえるのに
対して、女性経営者は社内において実務を学ばせ
つつ、自らの手で計画的に育てていく、いわば『環
境が人をつくる』教育方針を採る傾向があること
も、アンケート調査とインタビュー調査で確認で
きました。

①既に支援を受けている

①既に支援を受けている

②将来支援を受けたい

②将来支援を受けたい

③未定

③未定

④支援を受ける
　つもりはない

④支援を受ける
　つもりはない
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既存アンケート調査（男性経営者のアンケート結果）
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図表 10 6.1 事業承継に向けた経営状況・経営課題の把握に関する外部支援

図表 11 6.2 事業承継時の具体的手続きに関する外部支援
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あるといえます。その意味において、本研究で経
営者、つまり経営資源のうちの一つであるヒト（人
材）おいて「男女の性差が（傾向として）ある」
ということが明らかになったといえます。このこ
とは、女性の経営者と、男性の経営者において経
営戦略に違いが生じることが明らかになったとい
えます。その相違を、競争戦略論、つまり競争に
勝つための経営戦略において、男女の性差を戦略
上有効に活用していくことが求められるといえる
でしょう。
　中小企業を調査対象として取り扱っている先行
研究において、多くの研究者が中小企業の経営者
＝男性であるという前提で研究を進めていると考
えられます。特に、ものづくり中小企業の研究に
おいてはこの傾向が強いと考えられます。このこ
とは、中小企業の研究を行う学術サイドにも、女
性経営者を認識してこなかったという側面がある
ことを否定することができません。本研究は、そ
の見落とされていた側面に対して着目し、男性経
営者が主体とされていた中小企業研究に対して女
性経営者との類似点と相違点を明らかにすること、
女性経営者の経営戦略（論）の探求に学術的な意
義があると考えています。
　今回のアンケート調査では、まだ経営者の男女
の性差により事業承継において類似点と相違点が
あることが浮かび上がったにすぎません。筆者は
現在、追加でインタビュー調査を行い、定性的な
分析を試みるためのデータ収集を行っています。
その上で、男女の性差を生かした経営戦略、特に
事業承継という経営場面においての女性経営者の
経営戦略について、提言やモデルの作成を試みて
いきたいと考えています。

◇
　今後の研究成果については、筆者が特任フェロ
ーとして属する一般財団法人機械振興協会経済研
究所のホームページ（http://www.jspmi.or.jp/eri）
等で公表していく予定ですので、読者にはぜひ研
究成果を期待していただきたいと思います。

男性が多い経営者の世界で女性経営者との差異が
あるのか、ないのか、あるとしたらどんなところ
に差異があるのか、それはなぜなのかを考察する
こと、差異がないのであればなぜ差異がないのか
を考察することが本研究の目的なのです。従って、
男性経営者と女性経営者で全く差がない、つまり
性差はないとの結論を得て、読者としては意味が
ない、無駄な研究と感じる結論も、研究者として
は差異が無いという結論自体に意義があることな
のです（いわゆる「無知の知」）。
　本研究の狙いは、事業承継、特に親族内承継に
おいて、父親である男性経営者から息子・娘への
事業承継と、母親である女性経営者から息子・娘
の事業承継で、①同じところがあるのか、同じと
ころがあるのであればその理由は何か、②相違が
あるのかないのか、あるとすればどのようなとこ
ろか、その理由は何かを明らかにすることです。
アンケート調査から定量データとインタビュー調
査から定性データを収集し、定量と定性の両面か
ら多面的に分析し、考察して明らかにすることで、
それによって今後増加すると考えられる女性経営
者が事業承継する際のヒントを提示することに本
研究の社会的意義があります。
　主に男性経営者がアンケート回答していると思
われる既存アンケート調査と、今回のものづくり
中小企業の女性経営者へのアンケート調査結果を
比較分析することによって、男女の性差に関係な
く事業承継する際に重要視しているポイントが浮
かび上がりました。そして、男女の性差による事
業承継における経営者の意識と経営行動の特性が
浮かび上がったといえます。
　読者の中には、前述のように違いが分かったか
ら何なのだ、という批判を唱える方もいるかもし
れません。しかし、経営戦略の基本は、外部環境
を的確に把握した上で、内部環境（自社の経営資
源：ヒト・モノ・カネ・インフォメーション（情
報）・ブランド）の優劣を考慮し、戦略を選択し、
実行していくことが、経営者に課せられた使命で
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　「資源の再生」をキーワードに、さまざまな資
源の利用価値を見いだし、資源の有効活用と地球
環境問題の改善に取り組む、同社の渡部社長に話
をうかがいました。
■会社の概要・特徴を教えてください。
渡部　先代の父がドラム缶の回収・洗浄を目的に
1977年、現在地のさいたま市岩槻区で創業し、私
は1998年から社長に就任して２代目となります。
社名に「容器」という言葉が入っていますが、この
容器とはドラム缶やコンテナなどの産業用容器を
表しています。新品の容器をつくるのではなく、
一度使用した容器を回収して、容器内をきれいに
洗浄します。外側もきれいに塗装し、最後に漏れ
がないかチェックしてから、再度、お客様に使っ
ていただく産業用容器のリユース事業がメインで
す。現在では仙台（宮城県岩沼市）、滋賀（滋賀県
栗東市）、静岡（静岡県富士市）にも工場があり、
全国にまたがる容器の回収網を確立しています。
　私どもの事業領域は、３Ｒ（リデュース・リユー
ス・リサイクル）を進めて、循環型社会に貢献する
ことです。ドラム缶という資源を無駄に捨てるの
ではなく、洗浄して使えるものは使って、形を変

えずにリユースすることです。ドラム缶でも何度
か使用することで、傷が付いたり、へこんだりし
ます。そうした容器はリサイクルに回しています。
■貴社の一番の強みは何ですか。
渡部　創業精神の中に「他がやらないことをやる」
というものがあります。他社では工業用油や潤滑
油の入っていたドラム缶を苛

カ セ イ
性ソーダで洗浄する

ことが主流です。他社がこれまで洗浄できなかっ
た樹脂やインキが入っていたドラム缶などを、高
い洗浄技術を生かして洗浄できることが、技術的
な差別化で強みになっています。
　業界初の洗浄技術として、溶剤を使ってフェノ
ール樹脂やエポキシ樹脂などの入っていたドラム
缶を洗浄できますし、オフセット用の印刷インキ
の入っていたドラム缶を洗浄することもでき、当
社がトップシェアを誇っています。
　こうした技術は、一部はお客様からヒントやア
イデアをいただく場合もありますが、基本的には
現場の作業員が新しいドラム缶が入ってきたとき
に、どうすれば効率的に洗浄できるかを試行錯誤
しながら考え、ノウハウとして積み上げてきた結
果です。

インタビュー

　　　  渡部容器株式会社　代表取締役社長　渡
わ た べ

部 達
た つ み

巳 氏

所 在 地 さいたま市岩槻区裏慈恩寺1128
代 表 者 代表取締役社長　渡部 達巳 氏
事業内容 ドラム缶・コンテナの買い取り・
　　　　　回収・輸送・販売およびポリドラ
　　　　　ムの買い取り・回収
資 本 金 4,000万円　従業員数　97名
Ｔ Ｅ Ｌ 048-794-4341 　
https://watabeyouki.com

渡部容器株式会社

「ドラム缶のリユース事業を核にグループ化を目指したい」と話す渡部社長
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　従業員には、リサイクルの前にリユースするこ
とが大切であるという価値観が共有され、「１本で
も多くのドラム缶をリユースするためにはどうす
べきか」という考えが定着しています。創業時は
１日150本程度しか洗浄できませんでしたが、現在
では１日1,000本以上洗浄することができます。
■人材育成に力を入れているようですね。
渡部　４年ほど前から一般社員向けの教育の場と
して、「若葉塾」を毎月開催しています。私が日ご
ろ学んできたこと、感じたこと、伝えたいことな
ど、これからの人生で必要な考え方や知識・情報
をパワーポイントにまとめて伝えています。また、
米国映画でコメディ・ラブロマンスの「恋はデジ
ャ・ブ」やＮＨＫの「プロジェクトＸ」なども見せ
ています。単に理論・理屈を聞くだけでなく同じ
ＤＶＤを見て笑ったり、泣いたりする共有体験が、
仲間意識を深めることにつながると思います。見
た後のアウトプットも大事で、参加者全員で議論
し、感想文も書いてもらいます。その感想に対し
て、私がコメントを書いて返しています。この若
葉塾では、社員との対話を重視していますので、
社長と直接、話ができる場にもなっています。

　こうしたことが、社内コミュニケーションの向
上にもつながりますし、直接、社長と話ができる
ということは人材育成では大切なことだと思いま
す。社員も本気になって取り組んでいますし、感
謝のコメントも返ってくるようになりましたので、
私自身のやりがいにもつながっています。
　幹部社員向けには、経営計画書の作り方、売り
上げ目標の設定の仕方、目標達成のために何をす
るのかなどを伝えています。内容も課長クラスと
部長クラスに分けて、実務的に取り組んでいます。
■最後に今後の展開・抱負をお聞かせください。
渡部　これからは、リーダーを育成していかない
と発展はないと考えていますので、経営者や幹部
になる人材を育成していきたい。ドラム缶のリユ
ース事業を核として、物流、産業廃棄物処理、サー
マルリサイクルの熱を利用した農産物生産などの
新事業を立ち上げ、軌道に乗ったところで独立さ
せてグループ会社化することを考えています。
　事業を幅広く、そして奥深く進め、そこに必要
な人材をリーダーとして育成していくことが、こ
れからの日本の経営者に求められる事業構想力だ
と思いますので、それを実践していきたいです。

独自技術を活用した産業用容器のリユース事業で循環型社会に貢献する

１本でも多くのドラム缶を積めるように３段積みが可能な専用トラックで回収・
出荷しています

明るい雰囲気の事務所内（現在はコロナ対策のため
パーテーションで区切られています）

きれいにリユースされたドラム缶
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

マルエヌ株式会社 https://www.maruenu.co.jp

朝霞市栄町2-1-40
TEL　048-461-4173
資本金　1,000万円
従業員数　50名
■事業内容
・ワイパーの企画、設計、
　製造、販売
・その他自動車部品の企
　画、設計、製造、販売

日本におけるワイパーのフロンティアカンパニー

有限会社吉田製作所

蓮田市閏戸2693-1
TEL　048-766-1001
資本金　1,000万円
従業員数　6名
■事業内容
各種スプリング設計・
製造
プレス加工

スプリングのことはお任せください
■金属製品であるスプリングを設計・
製造しています。納入先は、主に精密
機械、医療機器メーカーが多く、少量
多品種を得意としています。客先の設
計段階から打ち合わせをし、顧客ニー
ズに対応した製品を心掛けています。
少量多品種を得意とし、特に線材の曲
げに関しては、機械では困難な加工を
得意としています。機械加工に比べ、
耐久性が優れ、小ロット品では、価格
面も優れています。

■1949年の創業以来、ワイパーブレー
ドのスペシャリストとして歩み、ワイ
パーを作り続けています。マルエヌが
供給するワイパーは一般乗用車用だけ
にとどまらず、大型車両、雪上車、建
機、船舶、鉄道車両など多岐にわたり
ます。また、関連する自動車用品の研
究開発にも取り組んでいます。
　ワイパーは国内でも生産を行ってい
ますので、特注品などのニーズにもお
応えできます。ワイパーのことならマ
ルエヌにご相談ください。

株式会社丸三電機 https://www.lex.co.jp

入間郡毛呂山町小田谷581-5
TEL　049-294-9889
資本金　7,000万円
従業員数　64名
■事業内容
熱解析・熱設計および
ヒートシンクの製造販売

『品質は品格から生まれる。』の言葉を大切にするヒートシンクメーカー
■創業70年を超える株式会社丸三電機
は、優れた放熱特性を発揮するヒート
シンク（放熱器）の開発・製造・販売
を行っています。ＬＥＸブランドの高
精度ヒートシンクは、数ミリワットか
ら数キロワットの冷却まで自然空冷、
強制空冷や水冷のほか、各種の冷却方
式をラインアップ。標準素材から特注
型材、また精密複雑加工から表面処理
までハイテクを駆使しています。熱の
専門家として、お客様のさまざまな放
熱ニーズにお応えしています。 付加価値の高い製品・サービスを提供します
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社かんなん丸 http://www.kannanmaru.co.jp

さいたま市浦和区北浦和4-1-1
群青ビル４階
TEL　048-815-6699
資本金　5,000万円
従業員数　111名
■事業内容
飲食店経営
（居酒屋『庄や』他の運営）

どんなお客様にも居心地の良い空間を
■大庄グループの一員として、「大衆
割烹 庄や」「旨いもの処 日本海 庄や」
「カラオケスタジオ うたうんだ村」、
さらに100％子会社である株式会社し
んしん丸において、「大衆すし酒場 じ
んべえ太郎」を運営しています。昭和
57年に第一号店として「大衆割烹 庄
や浦和店」を開店して以来、埼玉県を
中心に現在は栃木、群馬、千葉に店舗
を展開しています。「お客様のわざわ
ざに感激を申し上げ、わざわざを以

もっ

て
お応えする」を経営理念としています。

三花自動車株式会社 http://www.sanhana.co.jp

越谷市宮本町5-243
TEL　048-966-4111
資本金　1,000万円
従業員数　19名
■事業内容
新車、中古車販売とリース　
民間車検整備工場・鈑金
塗装・トラック架装

軽冷凍車製造・移動販売車・キャンピングカー・商用車の販売・整備
■創業は昭和43年。商用車専門店とし
て軽自動車の冷凍車製造販売、低コス
トを実現した４ナンバー移動販売車・
キッチンカー・キャンピングカーの販
売、新車および中古車トラック・バン
の販売等行っています。また販売だけ
でなく、民間車検整備工場、鈑金塗装、
トラック架装、新車および中古車リー
ス等も行っています。販売・整備・鈑
金塗装・架装まで、お客様のすべての
ニーズに応える企業です。

明治安田生命保険相互会社 https://www.meijiyasuda.co.jp

埼玉本部：さいたま市大宮区
吉敷町 1-262-16 マルキユー
ビル６階
TEL　048-851-1280
基金総額　9,800億円
従業員数　46,928名
※埼玉本部管下の事業所は
６支社、56営業所、従業員数
2,490名
■事業内容
各種生命保険商品の販売、
契約保全サービスなどの
関連手続等

ひとに健康を、まちに元気を。２「大」プロジェクトの推進により埼玉県を盛りあげます
■健康と地域貢献を推進する２「大」
プロジェクトを推進しています。
「地元の元気プロジェクト」において
は、埼玉県および各市町村との連携協
定を締結し、その一環で埼玉県内の各
企業さまの産業振興、支援（異業種交
流会の開催、ＷＥＢセミナーの案内等）
を実施しています。
　「みんなの健活プロジェクト」にお
いては、「健康経営埼玉推進協議会」
の協力事業者として、各企業さまの健
康経営の普及促進と健康経営認定制度
取得の支援を実施しています。
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整然とＮＣ自動旋盤が並ぶＮＣ棟バー材からこの形状にＮＣ自動旋盤で加工

●高精度、こだわりの真円度、微細な仕上がり
　1961年に創業し、今年60周年を迎える、ＮＣ自
動旋盤による小径精密切削部品の製造企業です。
φ1.1からφ32まで、63台のNC自動旋盤で幅広く対
応でき、高精度で、丸さにこだわった真円度、微
細な仕上がりに自信を持っています。
　特に品質の保証、仕上がりに力を入れており、
検査員は従業員の半分を超える人員が、仕上がり
状態の確認作業にあたっています。ほとんど（99.9
％）の製品に必ず検査員が目を通して、最終仕上
がりの確認をするというルールができていますの
で、小さなバリや、微細な傷は逃しません。仕上
がりの良さ、納期、寸法精度について、高い評価
を得ています。大手顧客の主要部品では、同社の
製品をほぼ100％供給している企業も３社あり、評
価の裏打ちとなっています。
　2003年「彩の国工場」に指定、2019年「埼玉県
シニア活躍推進宣言企業」に認定、同年「埼玉県
多様な働き方実践企業プラチナ」認定企業です。
ＩＳＯ９００１および１４００１の2015年版も認
証取得しています。2011年から「有機溶剤の全廃」
をいち早く達成し、環境に配慮したものづくりを
行っています。

●お客様の生産性向上に寄与する製品づくり
　部品加工時の中央値管理を徹底し、丸さ・形状
に対する監視体制を確立。研磨に近い寸法公差に
対応する切削技術、傷やバリなどを抑え込む加工
技術で、歩留まり率を向上させています。
　また、担当制によるきめ細かな納期管理、美し
い仕上がりによる組み付けのしやすさ、製品機能
を考慮したものづくり、油分残

ざ ん さ

渣の少ない洗浄技
術・設備により、工程ロスを低減しています。
　サプライヤーとして確かなものづくりで、常に
お客様ニーズを充足させる美しい製品、お客様が
アッセンブリーしやすい製品、お客様の生産性向
上に寄与する製品づくりを心掛けています。
●お客様と一緒に成長していける道筋を確立
　「昨年はコロナで売り上げが減少しましたが、
現在は戻してきています。お客様からの増産要請
や短納期対応にお応えすべく、ＮＣ自動旋盤を２
台導入し供給能力のアップや、人員の充足・増強
を行い、供給者責任を果たしていきます。
　何でもかんでも当社でつくります、という体制
は脱却し、今後はお客様とタッグを組んで一緒に
進んでいき、成長していける道筋を確立していき
たい」と、福島社長は語ります。

　

所 在 地　秩父郡皆野町三沢522
代 表 者　代表取締役　福島 博 氏
事業内容　精密部品の切削加工
資 本 金　1,000万円　　従業員数　53名
Ｔ Ｅ Ｌ　0494-65-0380
http://toyo-seiko.com

 株式会社東洋精工
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６回　ホワイトボードは問題解決型会議の必須アイテ議議のの必必須須アアイイテ必須アイテテムムイテ会議議の必須議議議 必須必型会議会議議 ムムムムイイテテイテ第６回　ホワイトボードは問題解決型会議の必須アイテム

議論を現在進行形で共有するホワイトボード
　今回は、会議を円滑かつ有効に進める手立てとし
て、ホワイトボードの効用についてお話しします。
　会議の進行において、参加者に資料のみを配布し
て、後はすべて口頭で進める、という会議を散見し
ます。取締役会のような議題に沿って決議を行う意
思決定型会議や、報告会等の情報共有型会議の場合
にはこの方法で特に問題はありませんが、議論を要
するような問題解決型会議では、配布資料と口頭で
の進行では議事内容が分かりにくくなるので、好ま
しいやり方とはいえません。
　問題解決型会議の議事の進行には、ホワイトボー
ドの使用が有効です。ホワイトボードは議論の見え
る化をする道具なのです。まず会議の開始前に、「会
議の目的」とその日の到達点である「会議の目標」
を目立つところに書き、参加者全員で共有します。　
次に第一の議題を書いて、会議を始めます。
　会議進行中のホワイトボードの使い方は、会議の
内容によってさまざまです。例えば、賛成・反対そ
れぞれの意見が出る場合には二つの意見を左右に対
比させたり、参加者から具体的戦術を募る場合には
それらを箇条書きにしつつそれぞれの長所・短所を
横に書いて比較しやすくしたり、さまざまに工夫を
凝らすことが望ましいです。いずれの方法であって
も、ホワイトボードは会議の進行に合わせて使うこ
とがポイントです。すなわち、議事の進行をファシ
リテーターが現在進行形で参加者と共有することが、
会議でホワイトボードを使用する目的なのです。
ホワイトボードは複数使用が理想
　ホワイトボードへの記録係は、ファシリテーター
とは別の会議事務局員が担当するのが好ましいです。
ファシリテーターが適切に記録をしながら議事を進
めるのは、議事進行にかなり慣れてからでないと難
しいからです。またホワイトボード記載事項は消す
前に必ず写真を撮り、必要に応じて会議終了後、参
加者宛てに送付する会議メモや議事録に添付するな
ど活用すれば、会議内容のリマインドに役立ちます。

　ホワイトボードはテーマごとに１枚を使う必要が
あるので、会議室に最低２枚は常備したいところで
す。理想は複数枚用意して、１枚に会議の目的なら
びに予定議題と議題ごとの目標を書いておき、他の
ボードを議事一つにつき１枚を進行に使用するとい
うやり方になります。ホワイトボードが足りない場
合には、模造紙を壁に貼り付けて、ホワイトボード
代わりに使用するというやり方も可能です。
　なお、数人でテーブルを囲んでミーティングをす
る場合でも、コピー用紙等を真ん中に置いて出され
た意見をそこに書き込みながら議論を進めると、議
論が見える化でき、会議と同じ効果が得られます。
プロコン型・マトリクス型で議論を見える化
　最後に会議で役立つホワイトボードの使用パター
ン例を、図表と共に二つ紹介しておきます。
　最も単純な使い方は、プロコン型と呼ばれる左右
二分割パターンです。プロコンとは賛成反対の意味
で、左に賛成意見、右に反対意見を書き込んで対比
します。図左のような逆Ｔ型の三分割で下に解決策
をまとめるやり方も有効です。プロコンは「賛成と
反対」以外にも、議題に応じ「要素と効果」「問題点
と解決法」等の区分で議論の見える化に役立てます。
　もう一つ代表的なものは、縦横２×２の領域に分
けて考えるマトリクス型です。例えば図右のように、
縦軸に重要度、横軸に緊急度を置くと、重要度の高
い低い、緊急度の高い低いで四つの領域ができます。
各施策を四つの領域にプロットし、重要度・緊急度
と共に高い領域のものが最優先施策となります。

※大関暁夫氏が講師の「会議の達人研修」が、9/30 ㈭開催します。18 頁のInformation「９月のおすすめ研修」をご参照ください。

マトリクス型プロコン逆T型

賛　成 反　対

解　決　策

重要度（高）

重要度（低）

緊急度（低） 緊急度（高）
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　今回は、お金の使い方について考えてみます。消
費、浪費、投資といった言葉は、「消費税」「浪費癖」
「株式投資」などの形で新聞や週刊誌などによく大
きな活字で取り上げられていて、硬くて重い響きが
あるので今回はちょっと読みづらそう…と思われる
かもしれません。しかし、今回私がお話しする内容
は、現場改善でのお金の使い方ですので、気楽に読
んでいただきたいと思います。
　会社ではそれぞれの担当者が、必要に応じてモノ
を買ったり仕事を依頼したりしてお金を使います。
しかし、個人での支払いのように、財布の中身と相
談しながら自分で決断をするのではないので緊迫感
が足りず、つい多めに買ってしまったりします。あ
るいは上司の許可や他部署との調整が必要なときは
逆に慎重になり過ぎて本当に必要なことをすぐ実行
しなかったりということが起き得ます。
　消費とは「目的を達成するためにお金を使うこと」
です。お金の基本的な使い方ですね。消費をためら
って要るものがなければ困ります。こんな事例はあ
りませんか？
・道具が不足しているのに補充しない。足りないの
でみんなで共同で使っているが、頻繁に道具待ち
の手待ちが発生する。

・設備の調子が悪いのだが、ベテラン作業者は何と
か使えるので、きちんと修理しないでだましだま
し使っている。その結果、時々故障する上に、機
械のサイクルタイムは延びている。

　これはお金を使わないことで逆に損をしています。
すぐに対応するべきです。
　次に浪費とは「お金を無益なことに費やすこと。
無駄遣い」。個人ならば無駄遣いも楽しいのでたまに
はいいかもしれませんが、社会的責任がある企業で
は絶対にやってはいけないことです。ちょっとした
気の緩みが大きな損につながります。
・事務所の倉庫にコピー用紙やインクがたくさん買
ってある。既に使えなくなっているモノも多い。

　管理が甘いのですが、放置しているとさらに悪く

なります。生産現場でも見かける浪費の例ですので、
即管理の見直しをお願いします。
　最後に投資とは「利益を得る目的で資金を投下す
ること。将来を見込んで金銭や力をつぎ込むこと」。
先のことに対するお金ですから、リスクがあります。
しかし恐れてばかりだと変化についていけないこと
にもなりかねません。次は投資をして改善したらす
ぐに成果が出る事例です。
・誰もいない広い倉庫でたくさんの水銀灯が一日中
点灯している。

・離れた場所にある設備の様子が心配なので担当者
がしばしば見に行く。

　水銀灯はＬＥＤ化するべきですね。ＬＥＤランプ
は長寿命で安くなったので換えると数年で元が取れ
るようです。またカメラやセンサーも性能が上がり、
安くなり、自分でセットできるようになっているの
で、消灯の自動化や遠隔チェックなどが簡単に安く
できる時代です。投資というと大ごとに聞こえたか
もしれませんが、デジタルに強い若い方にも入って
もらって、みんなで進んだ工場をつくりましょう。
　私は小学校の低学年の頃、母から「無駄遣いをし
てはいけません」とうるさく言われていました。今
考えると「駄菓子やガラクタおもちゃを買うのでな
くて、勉強に役立つ参考書を買いなさい」といった
意味だったのかもしれません。そうだとすると「浪
費をしないで投資をしなさい」という英才教育を受
けていたのかもしれない…と今になって思います。
　お金を上手に使うことは経営においてはとても大
切なことですが、実際には改善の余地が多いと思い
ます。改めて、消費、浪費、投資の観点で現場観察
をしてみんなで改善をしていきましょう。

｢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６６６回回回　おおお金金金ののの使使使いいい方方方（（（消消消費費費、、浪浪浪費費費、、投投投投投投投投投投投投資資資）））第６回　お金の使い方（消費、浪費、投資）



広告

0 4 8 5 2 6 1 1 1 1

2021.9

　バンコクでは、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止対策により、不要不急の外出が控えられ、在宅
勤務が増えるなど、ニューノーマルな社会が形成さ
れつつあります。特にバイク便などでのデリバリー
のコストが低いタイでは、フードデリバリーやオン
ラインショッピングの需要が急速に高まってきてい
ます。 
　タイでは政府のコロナ対策の一環で、店内での飲
食が禁止されていますので、コロナ禍においては、
もともと盛んだったフードデリバリーが日常生活の
インフラとしての役割をますます確立してきていま
す。
　携帯アプリを使ったサービスでは、ドイツに本社
を置くフードパンダとシンガポールに本社を置く
G
グ ラ ブ フ ー ド

rab Foodが大きなシェアを得ており、次いで
L
ラ イ ン マ ン

inemanなどがあります。
　このサービスを利用することで、高級レストラン
から屋台料理、ステーキから鍋料理まで、バイクで
無料もしくは100円～200円程度の配送料でコンドミ
ニアム（集合住宅、分譲マンション）まで、届けて
もらえます。コンドミニアムの入り口にテーブルが
置いてあり、ドライバーと接触せずに受け取るのが
一般的です。多くの日系の飲食店も生き残りをかけ
て、お弁当などの店頭販売やデリバリーを展開して
います。
　また、スーパーマーケットやコンビニエンススト
アでは営業時間が制限されますが、前述のアプリを
使えば、生鮮食品などの食材や水などもいつでも気
軽に注文することができます。
　営業時間の制限や店舗の閉店など、実店舗での買

い物が制限される中で、オンラインショッピングの
需要が増えており、実店舗の売り上げを超えそうな
勢いです。EC（Electronic Commerce：電子商取引）
においては、シンガポールに本社があるラザダとシ
ョッピーが大きなシェアを獲得しています。残念な
がらタイに進出していた楽天は2016年に撤退してし
まいましたが、越境ECサイトショップを開設して日
本から参入すれば、新たな販路を開拓できるチャン
スがあるかもしれません。

埼玉県タイサポートデスク
https://www.saitama-j.or.jp/thai-sd

コロナ禍におけるニューノーマルコロナ禍におけるニューノーマル

タイ便り

≪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 タイサポートデスク
 Eメール　thai-bsd@netloc.jp
 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

デリバリー専用の受け取り場所が用意
されている

すべての店舗が閉鎖しているショッピング
センター
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　雇用調整助成金（以下「雇調金」という）
という言葉は多くの人がご存知だと思いま

すし、既にこれを支給された企業もあろうかと思い
ます。この雇調金は、新型コロナウイルス感染症が
発生して初めてつくられた制度ではありません。も
ともとは、雇用保険法という法律の雇用安定事業の
一つとして定められているもので、景気悪化等の経
済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、
雇用調整を行わざるを得ない事業主が一時的に休業、
教育訓練、出向を行い、労働者の雇用を維持した場
合に国が休業手当、賃金等の一部を助成するもので
す。
　しかし、昨年からの新型コロナウイルス感染症の
影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業
所が多数発生したことから、雇調金の支給要件を緩
和する特例措置が設けられました。
　どのような特例措置かについて若干説明します。
（１）支給対象となる事業主は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくさ
れた事業主です。事業活動の縮小とは、売上高また
は生産高などの事業活動を示す指標の最近１カ月間
の値が、１年前の同じ月に比べて５％以上減少して
いることをいいます（特例以外では３カ月10％以上
の減少を要します）。
（２）特例以外では雇用保険の被保険者しか雇調金
の支給対象になりませんが、特例では雇用保険被保
険者でない労働者の休業も助成します。
（３）助成率は、特例以外では中小企業では３分の

２、大企業では２分の１ですが、特例では中小企業
５分の４、大企業３分の２が原則ですが、さらに業況
特例や、緊急事態宣言などの地域特例があり、最大
10分の10となっています。
（４）助成額は特例以外では日額上限額が8,370円
ですが、特例では15,000円に引き上げられています。
（５）支給限度日数は、特例以外では１年間で100
日分、３年で150日分が上限ですが、特例ではその
期間に加え、特例措置の期間中に受給した日数とな
ります。
　以上が雇調金の特例についての説明ですが、雇調
金の支給を申請するには「雇用調整実施事業所の事
業活動の状況に関する申出書」等、多数の書類が必
要となります。書類の書き方が分からない場合は、
ハローワークか社会保険労務士に相談されるのがよ
いと思います。新型コロナウイルスの感染拡大によ
り、緊急事態宣言が発令されて以降、同宣言やまん
延防止等重点措置が繰り返されていますが、その割
に失業率が低いのは、雇調金の支給がされているこ
ともその要因だとする見方もあります。雇調金は実
際に休業手当を支払った事業主が対象であることや、
支給までに時間がかかる等の批判がありますが、従
業員を解雇せずに事業を継続する手段として、雇調
金の活用を考えるのもよいと思われます。
　なお、新型コロナウイルス感染症に関連して、労
働者を休業させる場合の休業手当の支払い義務の有
無については、昨年(2020年)の９月号で説明してお
りますので、参照していただきたいと思います。

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雇用の維持新型コロナウイルスと雇用の維持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影響により従業員を休業させた場合の雇用調整助成金について説明してください。
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小規模事業者持続化補助金
施策を活用して販路開拓に取り組もう

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、販路開拓を目指す小規模事業者の
皆様に、「小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」
についてご案内します。
　小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者
が行う販路開拓や生産性向上の取り組みに要する
経費の一部を補助する制度です。新たな販促用チ
ラシの作成やネット販売システムの構築など、販
路拡大に向けた取り組みに幅広く活用できます。
事業者が経営計画書、補助事業計画書を作成し、
申込・審査を経て採択が決定された後、実績報告
書を提出した上で、補助を受ける流れです。

■想定される活用例　（飲食店の例）
　ホームページのリニューアルを行い、新たにWEB
予約によるテイクアウトサービスを開始。店舗周
辺のお客様だけでなく、WEBからの注文を開始する
ことで商圏を拡大し、売り上げ拡大を図る活用例
です。この場合、テイクアウト用の新商品をつく
るための設備導入やテイクアウト用カウンターの
設置に係る改装費用をはじめ、新商品チラシの作
成・配布、新たなホームページのWEB広告、店頭
看板の設置といった売り上げ拡大につながる経費
が補助金の対象費用となります。
　このようにテイクアウトを始めるといっても新
しい商品・サービスの開発からお客様に届けるま
で工夫できることが数多くあります。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
スを行っています。お気軽にご連絡ください。

■問合せ先 （土日祝日、年末年始の休業日を除く）
　＜商工会議所地区：持続化補助金事務局＞
　　ＴＥＬ　０３－６７４７－４６０２
　　受付時間：9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:30
　＜商工会地区：全国商工会連合会＞
　　ＴＥＬ　０３－６６７０－２５４０
　　受付時間：9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

　　≪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６回締切：令和３年10月１日（金）
　第７回締切：令和４年２月４日（金）
　第８回締切：今後ご案内予定

■概要
対 象 小規模事業者
目 的 販路開拓のため

補助金額 上限 50 万円（単独申請）
（補助率 2/3）

申 請 先 商工会議所地区：持続化補助金事務局
商工会地区：全国商工会連合会

商品を宣伝したい

EC サイトを
開設したい

展示会に
出展したい

ブランド力を
高めたい
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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
　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つなげます。
開催日 9/23(木) １日間　※祝日開催
受講料 会員7,800円　一般9,900円
●マニュアル活用入門研修
　即活用できるマニュアル作成のノウハウ
　業務で活用されるマニュアルをつくるための着眼
点や基本的なノウハウを学び、改善に向けて具体的
なアクションを起こせるスキルを習得します。
開催日 9/27(月) １日間
受講料 会員7,800円　一般9,900円
●会議の達人研修
　会議で円滑な意思決定ができるようにするノウハウ
　会議で円滑な意思決定ができるようにするための

「仕切りの技術」を学びます。日ごろ、結論が出な
い、発言がない、脱線しがちなどの悩みを抱える企
業にお勧めです。本誌13頁「会議の達人になろう」
連載の大関暁夫氏が講師です。
開催日 9/30(木) １日間
受講料 会員7,800円　一般9,900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

　業務改善や効率化を検討している方を対象に、事
務部門編と製造部門編の二つに分けてＲＰＡを活用
した導入事例を交えながら分かりやすく解説します。

「ＲＰＡで何ができるのか？」「ＲＰＡを導入するメ
リットは？」「失敗しないための導入のポイントは？」
など、効果的なＲＰＡの活用方法について学びます。
日時 9/16(木)13:30～16:30 ZoomによるWeb配信
内容 【第一部：事務部門編】
　　 エヌ・ティ・ティ・システム開発（株）
　　　　　大宮支店　拠点責任者　小谷野 敦 氏

　　 ・ＲＰＡとは　・ＲＰＡの特性　　ほか
　　 【第二部：製造部門編】
　　（株）佐竹製作所 FA事業部課長　児玉 修 氏

　　 ・自社ノウハウを活用したＲＰＡ開発の取り
　 　  組みについて　　ほか
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

　7/20(火)に開催し、ご好評をいただきました標
記WEBセミナーをYouTubeにて公開中です。本セミナ
ーでは、ポストコロナ社会におけるメガトレンド情
報と共に、今求められる経営変革や、未来の経営戦
略を練るための思考ツール「経営デザインシート」
の作成・活用などについて紹介しています。

問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
（知的財産総合支援センター埼玉）

　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５０

公社
情報

９月のおすすめ研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

【Web配信】会員優待Webセミナー
ＲＰＡ活用入門セミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21ktc

ビジネスモデル策定セミナー
「将来の経営戦略を可視化する」を
YouTube配信中（45分程度）

公社
情報

公社
情報

https://www.saitama-j.or.jp/seminar/210720seminar
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　産学連携支援センター埼玉では、大学・研究機関
が有する先進的な研究・技術シーズと研究開発型企
業が連携し、新たな製品・技術を開発する取り組み
として、シーズマッチング会を開催します。
　今回は産学官連携の取り組みとして、企業との共
同研究、受託研究、調査、実験などの研究受託、生産
現場の改善支援などを積極的に推進している「もの
つくり大学ものつくり研究情報センター」から、技術
シーズ等をプレゼンテーションします。マッチング
を希望する方は、講師との個別相談会を実施します。
配信 9/21(火)～30(木) YouTube限定配信
講演 ■ものつくり大学の産学連携について
　　 ■インダクトラックによる磁気浮上システ
　　 　ムに関する研究
　　 ■ユニバーサルデザインを考慮した自助具
　　 　製品の設計開発
　　 ■摩擦撹拌による接合及び材料創製
　　 ■塑性加工バーチャル試作の研究
　　 ■誰もが取り組めるトヨタ生産方式の実践
定員 100名（事前申込制）　　費用 無料
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ

（産学連携支援センター埼玉）
　　　　　TEL　０４８－８５７－３９０１

　多様な社員を生かし、事業を成長させるために不
可欠といわれる「イクボス」の存在。なぜ「イクボ
ス」が必要なのか？　「イクボス」の育て方とは？
　６月に改正された育児・介護休業法を含む育休制
度の概要、法改正による企業を取り巻く環境変化、
今後企業が取り組むべきポイントを解説します。
日時 9/14(火)14:00～16:00　
会場 ZoomによるWeb配信またはセミナーを上映
　　 するサテライト会場（大宮ソニックシティ
　　 ビル9階902会議室）
講演 ■第１部　講義
　　　 個人も企業も成長させる「イクボス・マネ
　　　 ジメント」の極意とは
　　　 NPO法人ファザーリング・ジャパン
　　　  代表理事・ファウンダー　安藤 哲也 氏
　　 ■第２部　先進企業の事例紹介
　　　 ・(株)ティー・アイ・シー（埼玉県／情報通信業）
　　　 ・(株)大橋製作所 （東京都／製造業）
定員 100名(県内企業にお勤めの方)　費用 無料
問合せ先　埼玉県働き方改革セミナー運営事務局
　　　　　TEL　０４２－４００－６８８６

　彩の国埼玉環境大賞は、環境保全や環境学習など
に取り組む個人や団体、環境負荷低減につながる製
品の開発や提供などを行う事業者を表彰するもので
す。気候変動対策や水と緑の保全など、ＳＤＧｓの
取り組みへの意識が高まる中、他の模範となる優れ
た環境への取り組みを表彰することで、地域や事業
活動における環境に関する取り組みのさらなる拡大
につなげていきます。自薦、他薦は問いません。
締切 10/1(金)消印有効
表彰 ■県民部門　　
　　 　大賞１組程度、優秀賞７組程度、奨励賞
　　 ■事業者部門
　　 　大賞１組程度、優秀賞３組程度、奨励賞
問合せ先　埼玉県環境部　環境政策課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３０１９

　事業承継を機に将来の成長戦略を構築した先輩後
継者が事業承継のきっかけから成長軌道に乗せるま
での体験談など、具体的事例を挙げて熱く語ります。
日時 10/14(木)14:00～16:00
会場 大宮ソニックシティビル６階601会議室
内容 基調講演「これから会社を継ぐみなさんへ」
　　 （株）井上鉄工所 代表取締役社長 井上 裕子 氏
　　 施策説明「後継者のための事業承継施策について」
定員 会場20名
　　 ZoomによるWeb配信（オンライン）50名
費用 無料
問合せ先　公社　経営支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８５

【YouTube配信】
工科系大学シーズマッチング会inものつくり大学

後継者・後継者候補のための事業承継セミナー
先輩後継者に聞く苦労話と成長の秘訣！

公社
情報

公社
情報

https://www.pref.saitama.lg.jp/womenomics/seminar/pref/210914.htmlhttps://www.saitama-j.or.jp/sangaku/seminar

https://www.saitama-j.or.jp/seminar/koukeisya

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kankyoutaisyou-bosyuu.html

【Web配信】第2回働き方改革セミナー

令和３年度彩の国埼玉環境大賞の
候補者募集

県の
情報

県の
情報
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

滝澤 いと（たきざわ いと）さん (49)
　多摩美術大学プロダクトデザイン専攻卒。デザイン
事務所勤務後、メーカーで企画・デザイナーとして12
年間勤める。退職後の2008年からフリーランサーとし
てデザイン業務を請け負う中で、フリーで仕事を続け
ることの大変さは「孤独」であることを痛感し、2015
年に在宅ワーカー向けのコミュニティを発足。その後
2017年に「コトノハコ」を開店した。

コトノハコ　https://kotonohako.net
朝霞市東弁財3-15-3　　ＴＥＬ　048-423-3025
創業 2017年８月
事業内容　複合型レンタルスペース「コトノハコ」運営、
　　　　　デザイン業務請負

　メーカーで企画・デザイナーとして働いた後、フリ
ーランスとなった時に、在宅ワーカーの孤独を痛感
し、「在宅ワーカーが独りで悩まず、人とつながるこ
とができるオープンでフレキシブルな場所をつくりた
い、人と人がつながることで新しいことが生まれる場
所をつくりたい」と感じたのが、設立のきっかけです。

創業のきっかけは？

　“コト” を起こす “ハコ” が名前の由来である「コ
トノハコ」は、朝霞市にあるレンタルボックスやワー
クスペースなどから成る複合型のレンタルスペースで
す。コワーキングスペースから焼き菓子のシェアキッ
チン、レンタルボックスなど多様な場所を提供してい
ます。撮影スタジオやサロンスタジオ、ハンドメイド
作品の販売、また、焼き菓子の製造・販売の場、ワー
クショップの場として活用するなど、多様な人が集ま
る場所としてにぎわい、新たな活動が生まれています。
交流会などの開催を通じて情報交換や横のつながりを
つくり、地域のプレイヤー発掘と活躍の場を提供する
よう心掛けています。

事業内容は？

　創業してから約４年がたちますが、コトノハコをオ
ープンして今も続けられているのは、さまざまな人と
のつながりのおかげだと感じています。これまでもこ
れからも、人・コトのつながりを大切に紡いでいきた
いと思います。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

滝 澤  い と さんコトノハコ

東武東上線朝霞台駅から徒歩６分、ＪＲ武蔵
野線北朝霞駅から徒歩10分のアクセス。レン
タルオフィスやアトリエとして利用できる。

フローリングのレンタルルームでは、ヨガの
レッスンやサロンなどにも利用可能。

隣の席とはパーテーションで区切られている
コワーキングスペース。手元電気、電源を用
意し、Free Wi-Fiも利用できる。



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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お客様
のこまりごと

の解決をサポートしますお客様
のこまりごと

の解決をサポートします
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