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三神　明けましておめでとうございます。埼玉県
産業振興公社（公社）の三神です。本日、司会進
行を務めさせていただきますので、よろしくお願
いします。
　公社では、デジタル技術を活用した幅広い支援
を実施していますが、今般、「令和元年ものづくり
ＡＩトライアル補助金」に応募・採択され、いち
早くＡＩ技術導入に取り組み、素晴らしい成果を
上げた３社の皆様にお集まりいただきました。
　本座談会は、「デジタル技術を活用した県内製造
業の取り組み～ＡＩ技術の活用事例～」をテーマ
に、各社のＡＩ画像検査システム導入のきっかけ
や内容などについて、話を賜りたいと思います。

ジェクター、テレビ局のカメラ、天体望遠鏡、防
犯カメラなどに使われるレンズを製造しています。
小川町にありますグループ会社の比企光学株式会
社と連携をしながらお客様の幅広いニーズに対応
しています。強みとしては、大口径、難形状、難
しいガラスといったものにしっかりと対応ができ
る点です。特に大口径では日本国内でも限られた
技術を持っています。また経営の安定化と雇用の
維持創出のため、既存技術、既存事業にとらわれ
ることなく、今回のようなＡＩ・ＩｏＴ機器の開
発をはじめとした新しい事業に取り組んでいる会
社です。経営理念として、「自ら考え、自ら行動し、
自ら成長する」を掲げています。自分たちがコン
トロールできることに集中して、他人ごとではな
く、自分ごととして行動していこうという思いを
持った会社です。
三神　北光金属の斎藤様、よろしくお願いします。
斎藤　当社は本社が志木市にあり、福島県にメイ
ンの製造工場があります。事業内容は一般の方に

三神　まず、企業の概要紹介を有限会社比企オプ
ティクスの栁瀬社長からお願いします。
栁瀬　当社は秩父市で光学ガラスレンズのプレス
成形を行っています。主にデジタルカメラ、プロ
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はあまりなじみのない貴金属クラッド材、ロウ付
け材料の二本柱で製造しています。今回の対象と
なる貴金属クラッド材は、板状やワイヤー状の金
属材料ですが、普通と違うところは板の任意の部
分に任意の厚さで、金、銀などの貴金属が接合さ
れる材料です。用途は電気接点箇所で、照明スイ
ッチの中、製造現場の制御盤の中のシーケンスを
制御するリレーやマグネットの接点に使われてい
ます。自動車、電機、宝飾品業界などがお客様で
す。強みとしては、鋳造工程から一貫した生産が
できるのでお客様の細かい要望にオーダーメード
で低コスト、短納期でお応えできることです。
三神　田島軽金属の松本様、お願いします。
松本　当社は昭和43年鋳物の町川口市で創業し、
今年で創立53年を迎えるアルミニウム鋳物の製造
販売会社です。平成６年に羽生市に移転し鋳造な
どの前工程を行う本社鋳造工場と熱処理、機械加
工、検査などの後工程を行う小松台工場の２拠点
で生産活動をしています。液晶半導体の製造装置
用のライン、装置部品、自動車、船舶、高速車両
のエンジン部品、ＣＴスキャンの回転フレームな
どの医療装置部品、産業用ロボット部品、宇宙航
空関連部品、研究機関の設備部品、景観鋳物など、
あらゆる産業のアルミニウム鋳物品を製造してい
ます。

栁瀬満邦 社長
有限会社比企オプティクス
秩父市大野原2364-1
事業内容　光学レンズの製造
資 本 金　300万円　　従業員数　10名

三神　ＡＩ画像検査システムに取り組まれたきっ
かけと具体的な内容について、お聞かせください。
比企オプティクス様は、ワークの自動搬送を含め
た「光学ガラスレンズの検査システム」に取り組
まれました。その概要についてお話しください。
栁瀬　きっかけは、当社のレンズの製造は11工程
で、最終に検査工程がありますが、当時二つの課
題がありました。一つ目は全数目視検査をしてい
ますが、担当者の負担が非常に大きいので欠陥が
見つけにくく、強い光を当てながら検査をするの
で大変な作業ということが課題でした。もう一つ

は受注数が増加したことにより、検査工程がボト
ルネックになり、課題となっていました。作業員
を増員すればいいという単純なものではなく、あ
る程度のレベルまでいくのに、数年かかります。
この二つの課題を解決するにはどうしたらいいの
かと、以前から常々考えていました。そんな中、
約５年前にＡＩ技術を知る機会があり興味を持ち、
できるか分かりませんがチャレンジしたいと思っ
ていました。少しずつ勉強し、もしかしたら自分
たちの課題解決にマッチしているのではないかと、
思いはじめました。そんな折、公社さんのＡＩト
ライアル補助金がありトライしました。
　内容は一定数のレンズを並べた所にロボットハ
ンドがそのレンズをつかみにいき、レンズのＲ面
を撮像場所に運んでいきます。そこで撮像された
データをＡＩソフトに送り“ＯＫ”か“ＮＧ”か
を判定します。ＯＫであれば今度は側面の撮像場
所にロボットハンドが持っていき、ワークを回転
させながら撮像して、先ほどと同じくＯＫかＮＧ
の判定を行い、ＯＫ品のトレイ、ＮＧ品のトレイ
に搬送するという仕組みになっています。
三神　北光金属様は、ＡＩ画像認識の特性を上手
に活用した「クラッド材の自動検査」を可能した
取り組みをされましたが。
斎藤　当社も目視での検査をやっていました。問
題が二つあり、一つは作業員の負荷が高いことで
す。板状の金属やワイヤーを顕微鏡でひたすら見
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る。全長は板材で１㎞、ワイヤーはもっと長く約
一週間見続ける作業です。もう一つの問題は、製
品の出来栄え、品質の出来栄えがデータとして残
ってないことです。検査をした結果、異常の有無
や手直し結果などを紙上に記録しますが、手直し
に該当しないようなちょっとした品質の差につい
て全くデータとして残っていなく、作業員から口
頭ベースで印象を教えてもらうだけとなっていま
した。また、異常部自体の様子も画像など客観的
な形では残らず、後から調査できることに限界が
ありました。この二つを克服するため自動で検査
ができ、データが残せる方法はないか、と考えま
した。最初に考えたのはよくある画像の検査シス
テムを導入することですが、多品種少量生産です
ので異常の種類やワークの色や形が多岐にわたり、
異常の定義を過不足なく行うことが困難であるこ
とが分かりました。そこで、話題のＡＩに活路を
求め調べたところ、ディープラーニングの画像認
識アルゴリズムを使うとできるのではないかと考
え、ＡＩの導入を考えました。そんな折、ＡＩト
ライアル補助金の案内をいただき応募しました。
開発した自動検査システムは、ワークが流れてく
る所にカメラを設置してワンショットずつ撮影し
た画像の中で異常部を見つけることができます。
ＡＩの種類では物体検知のアルゴリズムを使った
ものです。ＡＩアルゴリズムの部分は既製品を買
うのではなく、一緒に開発してくれる会社を見つ
けることができました。その結果、オープンソー
スのアルゴリズムを適宜アレンジいただくことで、
当社の要件に合致したものを一緒につくっていく
ことができました。
三神　田島軽金属様は、難しい鋳肌面のＡＩ検査
に挑戦し「不具合見逃しによる無駄費用の削減」
に取り組みをされましたが。
松本　当社の生産工程のほとんどが手作業です。
鋳仕上工程の表面欠陥の除去が不十分な場合、鋳
仕上、熱処理、ブラスト、最終検査と、同じ工程
を再度実施する課題がありました。不良品の流出

斎藤英之 取締役
北光金属株式会社
志木市上宗岡3-10-1
事業内容　電気接点用の貴金属クラッド材の製造
　　　　　銀ロウ・リン銅ロウの製造
資 本 金　4,800万円　　従業員数　70名
防止としては必要な作業ですが、表面欠陥の除去
作業が発生すると先ほどの工程が６日ほど余計に
かかることとなり、大きな無駄となっていました。
しかも、表面欠陥の除去作業の判定は、作業者の
経験に基づく感覚的なものに任されていました。
熟練者は最終仕上がり状態をイメージして判定作
業を進めることができますが、熟練者以外はイメ
ージできず、仕上がり状態にばらつきが発生して
いました。当社の生産管理システムを開発してい
ただいた会社に相談したところ、ＡＩ画像システ
ムを使った事例談を聞くことができ、そこでＡＩ
を上手く活用して、この課題が解決できると考え
たのがきっかけです。まず、鋳仕上工程で作業す
べきポイントを明確にするとともに、判定のばら
つきを根絶しようと考えました。鋳肌品質の画像
データをクラウドサーバー上に蓄積して機械学習
しました。具体的には、学習させる画像データの
量や時間、製品やカメラの固定化、照明の位置、
照度の選定、フォーカス機能の活用、背景色の選
定、これらの条件を複数パターン用意して、どの
条件が最適かをトライ＆エラーを繰り返し行いま
した。ある程度判定条件が整ったところで、判定
のしきいとなるパラメーターの設定を変えること
によって、安全を考慮した判定結果を返せるよう
にしました。工程内作業では外観欠陥が除去され
た画像を記録し、最終検査においても合否の結果
とともに、画像データを記録します。画像データ
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三神　次に、苦労されたことや、予定通りにいか
なかったことを教えてください。
栁瀬　すべてが予定通りにいきませんでした。当
時、参考にするものがなかったので手探りでした。
中でも撮像方法は人間が見ても見つけにくいもの
で、いかに判定できるような撮像方法にするか。
照明、カメラ、距離などの条件が絡み合いますの
で、実際に何度も失敗の繰り返しで、苦労しまし
た。また、システムの全体像を描くこと自体に苦
労しました。それでも、経営理念の通り、自分た
ちでやっていくんだという思いで前に進めました。
斎藤　まずはスケジュールの問題がありました。
開発の全体像は補助金申請前に固まっていました。
まずは撮像のためのハードをつくり、ソフト面も
いくつか候補を見つけていましたが、実際はハー
ドの製作に予定より大幅に時間がかかりました。
ＡＩ画像認識に一番大事なのは、見たい対象が正
確に映った画像データを用意することです。補助
金の期間内に適正な金額でハードを製造してくれ

製造・ＩＴサービス　松本 貴昭 氏
株式会社田島軽金属
羽生市藤井上組1375
事業内容　アルミニウム鋳物鋳造
資 本 金　6,000万円　　従業員数　88名

のあるべき正しい判定結果として蓄積し、これら
を繰り返し学習させることにより、鋳仕上工程後
の判定精度を向上できました。これにより、やり
直し作業をなくすことができ、無駄を削減するこ
とに成功しました。

三神　導入効果や社員の反応を教えてください。
栁瀬　導入効果は担当者の負担が減ったので、別
の付加価値の高い仕事を担当することができまし
た。市販品をただ買ってくるわけではなく、自分
たちで作り上げたのが良かった点になりますし、
もう一つのグループ会社の別の工程とか、あるい
は別の事業の担当者にもいい刺激になったと思い
ます。照明やカメラ、ＡＩのソフト会社など普段
の仕事だけでは付き合うことのなかった会社との
人脈ができました。また、公社さんをはじめ、埼
玉県の支援機関からＡＩについてパイプができた
のも非常に大きいですし、相談できる引き出しが
増えたことで、今後にもつながると思います。
斎藤　良かったことは、社内の雰囲気です。クラ
ッド材の仕事は競合が少なく、国内の主要なメー
カーとして約40年間生き残ることができています
が、反面、大きな変化や改善がなくても仕事がな
くなることがないという体験を積み上げてしまっ
たと想像しています。その結果かもしれませんが、
社内に閉

へいそく
塞感のような、変化に対する発想の少な

さを感じることがありました。ＡＩ技術を導入す
ることにより社員のマインドが解放され、意見を
言ってみようかなと、ポジティブな意識を持つ社
員が少しずつ現れはじめたことが、成果と考えて
います。
松本　効果として不具合箇所の可視化で、見逃し
による不適合品の後工程への流出がなくなりまし
た。導入前は修正率22.6％で、やり直しによる大
きな無駄が問題となっていましたが、導入後は目
標の１％を下回り、最終的には０％を達成するこ
とができました。これにより、年間500万円以上の

改善効果を得ることができました。さらに、１台
当たりのリードタイムが10％以上改善され、生産
効率の向上につながり、品質の安定、生産性の向
上、納期の短縮に貢献できたことで、顧客満足を
得ることができ、社員の自信と誇りにつながりま
した。
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る会社が見つからず、大幅なスケジュール調整を
強いられ、苦労しました。もう一つは、ＡＩと生
産設備の橋渡しです。生産設備は基本的にリレー
シーケンスやＰＬＣなどで制御しています。一方、
ＡＩはＰＣの世界で動くことが主流です。ＰＬＣ
とＰＣの接続方法自体は確立しています。しかし、
ＰＬＣが強い人とＡＩが強い人はいますが、お互
いを連携させることが分かっている方が意外とい
なく、連携を取ることに苦労しました。生産現場
でＡＩを使うことが浸透してくれば、もっと簡単
になっていくと思います。最後に予想通り苦労し
たのは、この開発を進めるマンパワーの問題です。
すべて私一人でやりました。というのも、ＡＩと
いう新しい動きを初めて社内の目に触れるときに
ちゃんとしたものを見せたいという思いがあった
からです。開発の精度、熱意が下がらないように
した結果、結局私一人でやることを選んだので、
きつかったです。そのかいあってか、一緒にやっ
てくれるチームがつくられてきているので、今後
はもっとやりやすくなるかなと思います。
松本　全体的に苦労しました。特に時間的な制約
です。判定の正解率を向上させるために教師デー
タを増やす必要があり、学習時間も長くなります。
データ学習中は一切の判定処理ができなかったの
で、さまざまな条件ごとに教師データを学習させ
ることは、膨大な時間が必要となりました。学習
データ量と学習時間に比例して判定正解率は向上
しましたが、正解率が90％を超えてから学習デー
タ量と学習時間を増やしても正解率がなかなか上
がりませんでした。１％の正解率を上げるために
は、それまでのデータ量の倍が必要でした。判定
正解率95％を目標とし、これを達成させるために
は120万ショットのデータ、さらに学習時間が700
時間、約１カ月の時間、学習し続けなければいけ
ない計算となり、判定正解率を向上とした取り組
みをやめるという難しい決断をしました。誤判定
設定では、パラメーター値の適正を探し出すこと
に苦労しました。パラメーター値とは疑わしきを

ＯＫとするか、またはＮＧとするかのしきい値の
ことです。パラメーター値が高いと見逃しが発生
して不良流出になり、逆に値が低いとすべてのシ
ョットがＮＧ判定となってしまいます。不良流出
を防止して、かつＮＧ判定を増やさない、ぎりぎ
りのところを探し出す作業が非常に苦労しました。
三神　斎藤様も精度面でご苦労されたことは？
斎藤　はい。ＡＩの精度の面では苦労しました。
すべての異常を一つのモデルで検出できると思っ
ていましたが、小さい異常部と大きめの異常部で
は違うモデルを使った方が検出しやすいことが分
かりました。そこで、モデルを二つ用意すること
にしました。１回目で大きいものを見つけ、２回
目で小さいものを見つける、二段構えの推論アル
ゴリズムを組むことにより解決できました。
三神　栁瀬様はガラスという難しい材料の傷を見
つけ出す点や、苦労した点を教えてください。
栁瀬　欠陥部分をどのように映し出すかという撮
像方法です。当社だけではできなかったので、協
力してくれる照明会社を探すところから苦労しま
した。日本には何社かありますが、できるのか、
できないのか、分からないものに一緒に取り組ん
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でくれる会社となると限られてきますので、実証
実験の繰り返し、トライ＆エラーの繰り返しで、
最適な方法を見つけていきましたので、悩ましい
ところでした。
三神　松本様も画像を撮るという領域ではかなり
苦労したということですが。
松本　トライ＆エラーの連続で、正解が分からな
い中、進めていった状態でした。人間が見ている
世界とコンピュータが見ている世界がどこまで違
っているのか全く分からなかったので、人間の感
覚・考え方を取り払わないと求める答えにたどり
着けませんでした。人間が見ている世界は明るい
方が見やすいのですが、コンピュータには欠陥に
見えてしまったりすることがあり、最終的には背
景色は黒い方が良いということが分かりました。
人間の考え方を取り払わないとなかなか答えにた
どり着けませんでした。
三神　斎藤様は、いかがでしょうか。
斎藤　二つあります。一つは照明で、照明の当て
方を研究するに当たり、照明会社のショールーム
にワークを持ち込み、さまざまな照明の当て方を
トライし、いい照明の当て方を決めることができ
ました。もう一つは、ワークを撮影するときにぶ
れるといい写真が撮れませんので、Ｚ方向、ＸＹ
方向でもずれないような送り機能を持った検査台
を設計しました。

三神　ＡＩなどのデジタル技術活用に取り組もう
とする企業様へのアドバイスをお聞かせください。
栁瀬　大事なことは、課題出しです。社員から課
題がどんどん出てくるのが理想ですが、現実は難
しい。であれば経営者や役職者が常に社内の課題
を理解しメンバーに投げかける。課題出しをする。
課題を与え一緒に考える。そのためには、メンバ
ーがどんな引き出しを持っているかを把握してお
く必要があります。誰にどんな課題を投げかける
かも重要です。そして一緒になって勉強する。

　しかし一方では、勉強も大事ですが、それだけ
では前に進まないので、実際にやってみる。どこ
かのタイミングで社員にある程度任せる。自分自
身もそうですが、自分でやった方が早いと考えが
ちでが、どこかのタイミングで断ち切って任せる、
失敗する、失敗させる権利を与えることによって
メンバーも鍛えられます。継続することが大事か
と思います。
斎藤　少し勉強するだけで開発しやすくなります。
公社さんのＡＩ・ＩｏＴ研修を受け、そこでディ
ープラーニング協会が行っているジェネラリスト
検定を受験しました。ディープラーニングの原理、
種類などを勉強してＡＩベンダーの方とお話がで
きる能力を身に付けることができました。そうじ
ゃなかったと想像すると、買ってきたパッケージ
をそのまま使って、上手くいかなかったと思いま
す。ＡＩの原理やどうしたら上手くいく可能性が
上がるのかは、ネットや書籍でも勉強できますの
で、少し勉強するだけでかなりやりやすくなると
思います。その他で大事だと思うのは、会社のど
の問題を解決するためにＡＩを使うのかを考えて
から導入を進めることです。ＡＩは決して万能で
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三神　今後の展開について、お聞かせください。
斎藤　検査台を一つ自動化し、検査工程の人手の
一部をなくしたのが今の段階です。将来は検査工
程をなくし、各工程で加工した直後にカメラを使
って、出来栄えをデータ化することを目指してい
ます。それによって加工の出来栄えというアウト
プットの状態がデータ化できたら、ＩｏＴで集め
たインプットの数字と合わせることによって、客
観的なデータでものづくりを考えることができる
になります。このように現実の製造現場で起こっ
ているインプットとアウトプットの状態をできる
だけ多く数字で表せるようにし、データで製造方
法を考えることができる体制にすることが目標で

あり、画像検査はその大きな一歩です。
栁瀬　対応ができる品種を増やしたいということ
がまず一つあります。その次に検査のスピード、
１個当たりにかかる秒数をもう少し上げたいです。
今回レンズの検査だけですが、別事業の金属加工
の検査工程とか、横展開できるようにしたいです。
松本　鋳肌のレベルは正直なところ見た目になり
ますので、社内でもばらつきがありますし、協力
メーカーごとに鋳肌のレベルにばらつきがありま
す。検査員によってもばらつきが発生し、お客様
ごとにも、その担当者ごとにもばらつきが出ます。
そうなりますと、どこが品質を保てるレベルなの
か判断に難しいところがあります。製品の鋳肌の
レベルを可視化・数値化し判定できるような形に
なっていけば素晴らしいことかなと思います。非
常に難しいことですが、まずは社内の他の製品に
活用していきたいです。見る面がさまざまなので、
判定結果が正しく出ない場合もあり、課題が多い
のですが、何とか上手く活用できたらいいなと思
います。
三神　本日は貴重なご意見をいただき、ありがと
うございました。

はない、一つの手段でしかありません。課題を解
決する方法としてふさわしいかどうか考え、導入
してください。
松本　当社はデジタル技術に疎く、知識のある人
材が少ないので、課題認識が共有されていない面
があります。自社の生産活動において、課題解決
のためにデジタル技術が不可欠であるという認識
を持っているかどうかが重要だと思います。特に
ＡＩ・ＩｏＴのデジタル技術について社内で多か
ったのは、「分からない」「難しい」「めんどくさ
い」ということで、敬遠されがちでした。まず社
内での協力者をつくることが成功のポイントにな
ると思います。自社だけでは分からない世界、イ
メージが湧かないことがあるので、他社の事例や
世の中のＡＩ・ＩｏＴのデジタル技術を参考にす
ると、イメージしやすくなり、取り組みしやすく
なると思います。当社も初めてのことばかりで、
どこから手をつけたらいいのか、どうしたら目標
に近づけることができるのか、模索のスタートで
した。社外の企業へ耳を傾けることによって解決
の糸口になりました。公社さんではＡＩ・ＩｏＴ
のデジタル技術の人脈や情報をお持ちですので、
ぜひ相談してみるのもいいのかなと思います。
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　金属部品加工で培った独自技術と提案力で、次
世代ソリューションカンパニーとしてお客様のニ
ーズに応え、革新的な技術提案をしている同社の
尾方社長に話をうかがいました。
■会社の概要を教えてください。
尾方　昭和12年に創業者である佐竹茂が佐竹ナッ
ト工場として発足。昭和22年には、東京都墨田区
に合資会社佐竹製作所を設立し、ボルト・ナット
等締結部品の販売を開始しました。現在、東京都
千代田区の本社のほか、草加営業所と山形工場（山
形県西置賜郡飯豊町）があります。センサ事業を
分社化し世界初の触覚センサを提供するタッチエ
ンス株式会社、特殊継手ブランドの「ＪＳＫ」を
展開する三興工業株式会社の２社を含めた佐竹製
作所グループとして、お客様のニーズに合った設
備産業・半導体関連の機械設備関連部品などを、
多品種・小ロット・短納期で提供しています。中
国をはじめ、世界各国に展開している拠点と連携
し、グローバルなサポート体制を実現しています。
　組織は、縦割りの独立した事業制です。金属加
工事業、ＦＡ事業、そしてグループ会社で展開す
る継手事業、センサ事業です。

　創業から金属部品を提供してきた当社が、激変
する産業構造にも対応できるよう、あらゆる挑戦
を続け、常に成長・進化していくことでお客様の
高いニーズに応えていくことを大切にしています。
■それぞれの事業について、教えてください。
尾方　金属加工事業には、オーダーメイドに特化
した「カスタム部品」と、セミオーダー化により速
さに特化した「ＦＡ部品」の二つの事業に分かれ
ています。カスタム部品は、設計図が決まってい
る部品からアイデアレベルの部品までを、100社以
上の専門メーカーとの協力体制により、効率を高
める改善案から高度な技術が必要な製品開発まで
を幅広くサポートしています。ＦＡ部品は、１個
からセミオーダーメイドで注文を受け、加工した
その日に出荷しますので、自社工場での一貫生産
方式を取っています。省力化によるスピードアッ
プとコスト削減を目指し、労働環境の改善、現場
でのアイデアによる改善などを積み重ね、注文を
受けてから最短４時間後には出荷できる体制がで
きています。最適な製品の提案から資材調達・加
工・組み立てまでを、社内一貫生産体制でサポー
トしています。

インタビュー

 株式会社佐竹製作所　代表取締役社長　尾
お が た

方 謙
け ん い ち

一 氏

所 在 地  本社：東京都千代田区神田須田町
1-24-3　フォーキャストビル７Ｆ　
CMW事業部：草加市柳島町257-1

代 表 者 代表取締役社長　尾方 謙一 氏
事業内容 機械設備関連部品の製造・販売
 （設備産業・半導体関連）
資 本 金 5,000万円　従業員数　208名
Ｔ Ｅ Ｌ CMW事業部：048-928-8751
http://www.satake-s.co.jp

株式会社佐竹製作所（CMW事業部）

「いずれはＢtoＢからＢtoＣを目指していきたい」と話す尾方社長
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　ＦＡ事業では、社内で成功しているコストパフ
ォーマンスに優れたＦＡシステムを提供していま
す。中小企業にとっては、生産性向上は重要な経
営課題の一つです。省人化・自動化につながるソ
リューションとして、提案しています。
■ＦＡ事業について、詳しく教えてください。
尾方　ＦＡ事業は2019年に立ち上げ、次世代に役
立つＦＡシステムインテグレーターとして、自社
のＦＡシステムを提供しています。
　これまでの一般的なＦＡシステムはシステムの
規模が大きく、小規模や中規模の工場では導入コ
ストに見合いませんでした。当社のＦＡ部品事業
では、自動化装置を導入・活用しながら効率化を
図るだけではなく、実践を通じて検証・改善を繰
り返しています。この社内の自動化装置を活用し
ながら、多品種・小ロット・短納期のものづくりを
進めてきた長年のノウハウを生かし、導入コスト
も含めた競争力を高めたＦＡシステムを、多くの
取引先や関係先にも活用してもらいたい。その窓
口になっているのがＦＡ事業になります。人手不
足に対応した省人化・自動化を提案しています。
お客様もニーズも多岐にわたっています。優先す

る内容も違います。それぞれのニーズに合わせ、
低コストで無駄のないコンパクトなＦＡシステム
を提案できますので、うまく当社を使っていただ
ければ、大きなメリットがあると思います。
■今後の展開について、お聞かせください。
尾方　創業して85年ほどたちますが、創業時から
これを守ってきたという「技術の伝統」があるわ
けではありません。ものづくりをサポートしてい
くということに変わりはありませんが、常に新し
いことに挑戦している会社だと思っています。
　今後はＢtoＢはもちろん、少子・高齢化に対応
したＢtoＣ向けの製品開発を目指していきたい。
部品製造装置等の産業サポートの次は、生活をサ
ポートする次世代の民生ロボットです。少子・高
齢化社会に役立つロボティクスの設計開発、顧客
に提案ができる技術商社としての価値を高めなが
ら、挑戦していきます。
　金属部品加工を中心とした精密機械部品のサポ
ーティングインダストリーとして、お客様のニー
ズに応えていきます。世の中で一番ではなく「お
客様の中で一番」のパートナーを目指して成長し、
進化を続けていきます。

確かな技術をもって挑戦し続ける

多品種・小ロット・短納期のものづくりのノウハウが生かされたＦＡ
システムです。各工程に最適な機能に絞り、低コストを重視したつく
りにすることで、規模の小さい中小企業に導入しやすい。

山形工場に企業内託児所「ぽこぽこ」を開設。従業員にできるだけ長
く働き、能力を発揮し続けてほしいという思いのもと、従業員の子育
てサポートに力を入れています。
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社一福本店（草加煎餅丸草一福）http://www.sokasenbei.co.jp

草加市青柳2-16-18
TEL　048-936-6301
資本金　1,000万円
従業員数　30名
■事業内容
○草加煎餅の製造販売

埼玉県産のお米にこだわった本当のおいしさを追求した草加煎餅です

テクノプラン株式会社

上尾市浅間台1-16-3
友光第7ビル
TEL　048-778-5888
資本金　1,000万円
従業員数　21名
■事業内容
○ AUTO-ID（自動認識シ
ステム）の開発・製造・
販売
○ロードレース・マラソン
大会計時記録処理業務
および付帯業務の請負

マラソン、駅伝の自動計測はテクノプランにお任せください
http://www.tecnoplan.co.jp

■「歩くこと」「走ること」が幸せな
人生をおくる原点。それは20年を超え
るマラソン大会の記録計測業務を通じ
て体感したこと。電子機器の設計・開
発会社として30年の実績があります。
電子技術・自動認識技術・ＩＣＴ（情
報通信技術）を活用して「歩く楽しみ」
「走る楽しみ」を伝えられる、そして
体感できる、より良い仕組みづくりを
目指しています。「歩くこと」「走るこ
と」から地域社会の活性化と幸せな人
生が送れる社会づくりに、貢献してい
きます。

■昭和36年の創業以来、地元埼玉県
産の一等級米にこだわり、本物のおい
しさを追求した煎餅づくりをかたくな
に守っています。生地づくりから焼き
上げまでを一貫生産し、使う直前に精
米するなど、多くの手間暇をかけてい
ます。本物の草加煎餅を知っていただ
くため、手焼き体験や社会科見学も受
け入れています（日・祝・繁忙期休み
／要予約）。焼きたてのおいしさが味
わえます。

東京ブレイズ株式会社 https://www.tokyobraze.co.jp

志木市上宗岡4-12-34
TEL　048-473-5373
資本金　3,000万円
従業員数　50名
■事業内容
○ろう付受託加工
○ろう付設備製造・販売
○ろう付材料販売

｢ろう付」で世の中の“ものづくり”をサポートします
■「ろう付」は金属の精密接合に適し
た接合方法で、世の中の民生品に幅広
く適用されています。ろう付というニ
ッチな業界できらりと輝く専門企業で
す。その理由は、ろう付技術において、
受託加工、設備製造、ろう付材料販売
を総合的に扱う企業は、世界的にも珍
しい存在だからです。50年以上の経験
と実績で、今後も国内だけに限らず、
海外にも多数取引先を持ち、お客様の
ろう付に関する「困った」にお応えす
る企業であり続けます。

ろう付受託加工の製品群

マラソン大会の実績は25年以上

現場で活躍する若手従業員
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

三恵マツオ工業株式会社

南埼玉郡宮代町字中381-1
TEL　0480-34-1251
資本金　2,000万円
従業員数　36名
■事業内容
○�自動車等の部品用品の
製造

多品種小ロット生産を行っています
■1977年９月に設立し44年。主に自動
車等の部品用品の製造を行っています。
多品種小ロット生産を中心に行ってお
り、建機ＭＵＦＦＬＥＲの一貫生産な
どが代表です。主要な製品としては、
建機ＭＵＦＦＬＥＲ、自動車ＳＴＡＹ
部品です。製造業を取り巻く環境は
年々厳しい環境となっていますが、ま
ずは設立50周年に向けて社内一丸とな
ってモノづくりに邁

まいしん

進していきます。

株式会社キャステック http://www.castec-inc.com

加須市豊野台2-717-6
TEL　0480-72-2035
資本金　3,000万円
従業員数　190名
■事業内容
○金属加工
○ダイカスト金型部品加工

材料入手から加工まで自社一貫体制で部品を提供
■ダイカスト金型部品を中心に機械加
工製品の一貫製造を行っています。創
業80年の歴史に裏付けされた確かな技
術でお客様の要望にお応えしています。
特にφ1.5ミリまでの精密な止まり穴
加工や最近では金属３Ｄプリンターを
用いた金型部品製造にも取り組んでい
ます。お客様は国内にとどまらず、製
品のおよそ４割を海外へ輸出し、高い
評価を得ています。

株式会社小池勝次郎商店 https://www.koikeya-office.jp

深谷市菅沼91-2
TEL　048-583-2017
資本金　1,000万円
従業員数　23名
■事業内容
〇農業資材店「農家の専
門店こいけや」運営
〇農産物直売所「農家の
直売所とんとん市場深
谷店」運営
〇肥料等の卸販売
〇外販営業
〇ねぎ苗の育苗、キャベツ・
ブロッコリーの育苗

農家を豊かに。日本の農家を元気に、豊かにするお手伝い。
■種・苗・肥料・農薬・各種農業資材
の取り扱いから、青果物販売サポート
まで農家を応援する会社です。農業資
材販売、生産物直売所、営農指導・苗
生産などを軸に、農家を元気に豊かに
するお手伝いをしています。「日本一、
農家から感謝される会社」をビジョン
に、さまざまな視点から農家支援を行
っていきます。埼玉県内から近隣県へ
の進出、そして海外への進出も視野に
入れて、農業を、農家を、活性化して
いくために一層努力していきます。
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EndoneedleNeo
腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖用針

コーパルスcpr
電動式心肺人工蘇生器

デプスパルス AC5100
低周波治療器

●医療機器の開発、製造、販売
　1986年の設立から長年にわたり、安全で使いや
すい医療機器を製造し、医療の現場へ届けている
技術集団です。電子機器の心臓部に当たる電子制
御部の開発を得意とし、中でも回路設計およびフ
ァームウエア設計において、多くの顧客から高い
評価を得ています。医療電子機器以外でも医療器
具分野での開発・製造も行っています。
●医療機器特有の規格や規制への対応
　医療電子機器は一般の電子機器に比べ、クリア
しなければならない規制事項が多くあります。医
療電子機器認証および承認基準として要求されて
いるＪＩＳ�Ｔ０６０１－１などの規格をはじめ、
薬事法および国際規格（ＩＳＯ１３４８５：２０
１６）に準拠した製造・品質管理体制を完備し、
医療機器業許可のもと、クラスⅢ(高度管理医療機
器)に分類される手術用医療機器も製造していま
す。また、医療機器を市場で販売するために必要
な第一種医療機器製造販売業許可を取得し、クラ
スⅣ（高度管理医療機器）までの医療機器の製造
販売申請が可能です。
　「お客様が販売業のみの許可を取得されている
場合や、都合により自ら認証申請を行えないなど

の事情がある場合は、弊社で薬事申請を行い、お
客様へＯＥＭ供給することも可能です。迅速に薬
事申請が得られるよう、書類作成から当局との折
衝まで幅広く対応しています」とのこと。
　このように、行政機関から取得しなければいけ
ない許認可の取得なども含めて、医療業界は参入
が難しい分野であるため、参入をためらっている
企業のサポートも行っています。
●患者様の健康で健全な社会づくりに貢献
　「弊社は、お客様の要求事項を満たし、かつ、
有効性や安全性に優れた製品づくりを行うことを
モットーとしており、仕様変更などにも迅速・柔
軟に対応し、お客様に心から満足していただける
製品を目指しています。そして、今後もより素晴
らしい製品を世の中に提供していくために、スタ
ッフ一同、日々技術力の研

けんさん

鑚に励み、製品一つ一
つに思いを込め、世の中に貢献していきたいと思
います。
　製品仕様から量産製造まで、お客様それぞれの
ニーズに細かく対応したサポートを実施していま
すので、医療機器の製品化を検討中の企業様につ
きましては、ぜひ一度ご相談ください」と、五十
嵐社長は語ります。

　

所 在 地　さいたま市緑区東浦和1-3-10　篠原ビル3階
代 表 者　代表取締役　五十嵐�光夫�氏
事業内容　医療機器の開発・製造・販売・修理・輸出入
資 本 金　1,000万円　　従業員数��22名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-767-8600
https://www.cme.co.jp

 株式会社コスミックエムイー
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 10回　問題会議の解決策を「参加度」「プロセス共有度」のマトリクスで考えののママトトリリクススでで考考ええリクス えててみ考えて」ののマ リクスのののマ リクスリク共有度」の」の みるみみみ考考えええて第 10回　問題会議の解決策を「参加度」「プロセス共有度」のマトリクスで考えてみる

参加度とプロセス共有度の大小が会議を決める
　今月はこれまでの会議ファシリテートの在り方を
まとめる意味合いで、会議の問題点を生む根本原因
を２軸に取ったマトリクスで表示し、各ケースで起
きうる問題とその解決法を整理してみます。
　まず円滑で有意義な会議運営の必要要素であり、
その欠如がダメ会議の原因となるメンバーの「参加
度」と「プロセス共有度」を２軸としてマトリクス
を整理します。参加度とは、メンバーが参加意識を
持って参加しているか否か。例えば、事前に資料に
目を通しているか、議題について部門内の意見をま
とめているか等々。会議参加者に “内職” 行動や居
眠りが散見されるなどというのは、参加度ゼロです。
プロセス共有度は、メンバーが会議の目的やその日
の目標を理解して参加しているか否かの度合いです。
　この２軸でのマトリクスは右図のようになります。
この場合、参加度とプロセス共有度が共に大きい状
況（図右上）が、良好な会議運営の状態です。一方、
他の三つのマトリクス領域は問題がある会議運営状
態ということになります。それぞれのマトリクス領
域では、どのような症状が出るのか、その対処法に
ついて以下に記します。
参加度×プロセス共有度×状態の「意見出ず」
　まず、もっとも多くの会議で起きている「意見出
ず」の状況（図左下）ですが、これは参加度もプロ
セス共有度も低い状態、すなわち会議が会議の体を
なしていない、ということなのです。ではこの場合、
どこから手を付けたらいいのかですが、順番は参加
度を上げることが第一です。参加度の上げ方は、こ
の連載でも取り上げてきたように、①事前に議題主
幹部の打ち合わせを経てアジェンダを作成し参加者
に配布する、②会議終了後に決まったこと、次回に
継続審議となったことを簡潔に会議メモにまとめて
配布を徹底する、という基本スタイルを確立させる
ことです。会議前後の基本スタイルが確立できたら、
次に会議の目的と各回の目標を徹底して、会議プロ
セス共有度を上げるという流れがいいでしょう。

緊急会議等に見られる「意見まとまらず」対策
　先に会議目的や目標が徹底されながら、基本スタ
イルが確立されていないと、プロセス共有度が大き
いのに参加度が低い状況（図左上）になります。こ
れは「意見まとまらず」状態です。トラブル対応の
会議とかが急

きゅうきょ

遽結成されたりすると、起きやすい事
例です。議論が水掛け論になったり、堂々巡りにな
ったり、あるいは参加者同士で対立が起きたり、個
人攻撃になったり、という状況が会議の場の現象面
として起きます。この場合、会議開催前後にもメン
バーに対して参加意識を持たせることが重要です。
例えばしっかり事前資料を読み込ませるために、会
議前に事前配布資料に基づいて各部の意見を集約し
て提出させる等の工夫を指示して、参加者に開催前
の段階で議題を頭に入れさせるように仕向けます。
終了後の会議メモについても必要に応じて直接届け
て説明することで、会議で何が決まって、何が決ま
らなかったのかについて、確実に共有し次回以降の
参加度を高めることにつながるでしょう。
　参加度は大きいのにプロセス共有度が低い場合
（図右下）は「意見かみ合わず」です。発言者が脱
線したり、筋違いな発言をしたり、議論がかみ合わ
なかったり、ということが起きやすいです。この場
合はセオリー通り、会議目的の明示、各回開始時の
本日の目標の共有を徹底することが大切です。

プロセス共有度

参 

加 

度
大

大

小

小

会議運営良好
・活気ある意見交換
・議題に沿った議論
・会議目的、目標達成

意見かみ合わず
・脱線
・筋違いな発言
・かみ合わない議論

意見まとまらず
・水掛け論
・堂々巡り
・対立、個人攻撃

意見出ず
・特定人物のみが発言
・上席者の演説拝聴
・言った者負けムード



2022.114 アクセス埼玉

　皆さんの工場における設備や棚などのレイアウト
についてお伺いします。使いやすいですか？　それ
とも使いにくいですか？
　私は現場改善コンサルタントですから、いろいろ
な工場を見る機会があります。工場に入って一番先
に見るのは工程の流れです。工程と工程がどのよう
につながっているかを見るのですが、これは設備な
どのレイアウトの良しあしで大きく効率が変わって
しまいます。
　しかし、いったんできてしまった設備レイアウト
を変えるのはとても大変です。そこでもし、これか
ら新しくラインを設置するといった場合に、ぜひ実
行していただきたいことがあります。それが人間シ
ミュレーションという方法です。
　私はこれまでに新しいレイアウトをつくるタイミ
ングに何回も出会っています。コンサルタントにな
った最初の頃は、専門の方が描いたレイアウト図を
見ながら説明を聞き、そこで気付いた点を議論して
図面を修正してから工事が着手されるというやり方
でした。しかし、事前にかなり注意深く議論をして
改善を織り込んだつもりでいても、実際に出来上が
ったレイアウトで仕事が始まると不具合点がすぐに
たくさん見えてきて、なぜ図面段階でその不具合に
気付かなかったのだろうと反省することがとても多
かったのです。例えばボタンやランプの位置を平面
で細かい線で描かれた図面を見ながら指摘するとい
うことにも無理があると思っていました。
　ある時、指導先の会社で、全く新しい場所に現行
の設備を移設するということがありました。せっか
くのチャンスですので、使いやすいレイアウトにし
ようということになり、まず技術の方がレイアウト
図を描きました。しかし、私はそれだけでは良いレ
イアウトかどうか分かりませんので、描かれた図面
に近い状態を段ボールやパレットなどを使って設備
があるように置き、そこで作業をするふりをしてみ
たらどうかと思い、これまで作業をしていた方に来
てもらい、やってみました。段ボールでつくった疑

似作業場で作業者役の人が作業をする格好をして、
それをみんなで観察しました。
　すると驚いたことに、細かい点の改善指摘の前に
その図面のレイアウトそのものに対する改善案が続
出したのです。平面に線で描かれた図面では判断で
きない設備の高さによる工程間の見晴らしのよさと
か、ちょっとした角度の有り無しで変わる歩きやす
さとかです。理屈では分からない、実際に毎日作業
をしている方が持っている五感から生まれた判断力
を生かせるレイアウトの要望が出たのです。
　結果として最初の図面とはずいぶん違うレイアウ
トが実現し、とても良い結果が出ました。そして私
はその仕事のやり方を「人間シミュレーション」と
名付けて必要なときに実行しています。写真は段ボ
ールでつくったセル生産のラインです。

　実際にやってみると簡単です。いろいろな部署の
人たちに集まってもらってワイワイガヤガヤをする
と素晴らしいアイデアが続出します。機会があった
ら、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

｢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 111000 回回回 人人人間間間シシシミミミュュュレレレーーシシショョョンンン第10回　人間シミュレーション
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　ジェトロ埼玉では、11月26日（金）大宮ソニック
シティの会議室において、自社製品の海外展開を希
望する県内企業を対象に、ジェトロの国際ブランデ
ィング・マーケティング専門家を務める内藤るみ氏
を講師として、海外の消費者に受け入れられるため
の商品デザインやパッケージのポイントについて学
ぶ「商品づくりワークショップ」を実施しました。
○日本らしさが求められるパッケージデザイン
　ワークショップには、県内の食品・飲料メーカー、
伝統産品事業者等から16名が参加。また、埼玉大学
や東洋大学に所属する外国人留学生５名（中国、モ
ンゴル、タイ、セルビア、イタリア出身）をゲスト
に招き、海外の若い消費者の観点で参加企業との意
見交換を行いました。
　外国人留学生からは「一目で日本らしさが分かる
ようなパッケージにした方が良い」といった声が多
く上がり、日本製品ならではのオリジナリティをア
ピールすべきとの意見が寄せられました。また、「パ
ッケージには英語表記で商品説明を記載すべき」と
いった基本事項に加え「パッケージにはプラスチッ
クを使わず、環境にも配慮すべき」など、ＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）への配慮も必要といったコ
メントもありました。これに対し、参加者からは、
「留学生の率直な意見を聞けて非常に参考になった」
との声が聞かれました。
○留学生の意見を通した新たな気づき
　講師の内藤氏は外国人留学生との交流による成果
について、「外国人学生には、文化的な違いから自ら
の意見をはっきりと伝えられる人材が多く、日本人
同士では指摘されないようなコメントが上がってく

る。参加者にとっても新たな気づきを得られたので
はないか」と話します。一方、今後交流イベントか
ら発展して外国人材が実際に製品開発に携わる場合
には、「企業は即戦力を求めがちだが、現実的にそれ
は難しく、長期的に人材育成を行っていく必要があ
る」と指摘しました。

○マーケット・イン的アプローチへの転換
　コロナ禍で販売活動や商談のオンライン化が進む
一方、海外ＥＣサイト等にはたくさんの商品があふ
れており、自社製品の強みや差別化のポイントを海
外の消費者やバイヤーに分かりやすく伝えることが
重要になっています。言い換えれば、国内でつくっ
たものをそのまま海外へ持っていくという“プロダ
クト・アウト”的発想から脱却し、現地の消費者・
バイヤーが欲しいものを提供するという“マーケッ
ト・イン”的アプローチへの転換が求められていま
す。その一助として、本ワークショップを通じ、県
内企業にとっては身近な外国人消費者の嗜

しこう
好を知る

ことで商品づくりのヒントを得る場となったでしょ
う。また、留学生にとっても県内企業によるものづ
くりへの思いや海外展開志向を肌で感じる機会とな
りました。こうした取り組みを継続することで、留
学生の意見を取り入れた商品開発など、一つでも多
くの具体的な連携事例を創出していきたいです。

海外ビジネスについてのご相談はお気軽に
ジェトロ埼玉まで　ＴＥＬ　０４８－６５０－２５２２
ジェトロの「高度外国人材活躍推進ポータル」は
こちらから�https://www.jetro.go.jp/hrportal

ジェトロ埼玉便り

商品づくりワークショップで埼玉県内企業と外国人留学生が交流商品づくりワークショップで埼玉県内企業と外国人留学生が交流
－海外の消費者目線で積極的に意見交換－－海外の消費者目線で積極的に意見交換－
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新型コロナウイルス感染症と下請取引（その２）新型コロナウイルス感染症と下請取引（その２）Q

企業　法律企業　法律のと Q&AQ&A

新型コロナウイルス感染症の拡大による下請取引についての国の指針を説明してください。

　前回に続いて「新型コロナウイルス感染
症拡大に関する下請取引Ｑ＆Ａ」について

説明します。問いとして次の例が挙げられています。
　当社は、新型コロナウイルスに関する製品の安全
性確認や不測の事態に備える費用を捻出するため、
やむを得ず、下請代金の額を減じることや、別途、
費用の請求を行うことを検討していますが、安全性
の確認のためであっても、下請法上、問題となりま
すか。
　この問いでは「下請代金の額を減じる」こと、
「費用の請求を行う」ことが問題となります。まず、
下請法では下請事業者に責に帰すべき理由がないの
に、下請代金の額を減ずることを禁止しています。
下請代金の額については、親事業者が書面に記載し、
これを下請事業者に交付しなければならないとされ
ています。このように、契約で決まっている代金額
を新型コロナウイルスの製品に関する安全性確認や、
不測の事態に備える費用を捻出するためという理由
で減額するのは、下請法の禁止行為に該当する恐れ
があります。親事業者の言い分が理解できないでは
ありませんが、下請業者には責任がないからです。
　次に、下請法では自己のために金銭を提供させ、
下請事業者の利益を不当に害することを禁止してい
ます。前述の代金額の減額と同じ理由で費用の請求
を行うことは、同じく下請法の禁止行為に該当する
恐れがあります。最も金銭の提供をさせることがす
べて禁止されるわけではありません。例えば金銭を

提供することが、下請事業者が委託を受けている物
品等の販売促進につながるなど、下請業者にとって
も直接利益となる場合で、下請事業者が自由な意思
により提供する場合です。
　それでは問いのように新型コロナウイルス感染症
の拡大を受けて、品質管理やリスク管理を改めて行
う必要が生じた場合、どうすべきでしょうか。親事
業者と下請事業者が十分に協議を行い、給付の内容、
検査規格、検査の実施方法、その他必要な事項を決
定した上で、改めて下請代金の額を定めたり、発注
済みの製品について追加で作業を行わせる場合には、
その費用を負担したりする必要があります。
　なお、協議の際は、下請法で禁止する買いたたき
（通常の対価に比して著しく低い下請代金額にする
こと）や不当な給付内容の変更（下請事業者に責任
がないのに契約をやり直させること）として問題と
ならないように注意が必要です。
　最近、下請法の代金減額に違反したとして、公正
取引委員会が再発防止の勧告をしたという事案があ
りました。それは、某販売会社が下請業者多数に対
し、約１年間、下請代金を現金払いする代わりに、「早
期支払い割引料」と称して代金の一部を差し引き、
約2,000万円を減額して支払っていたというもので
す。下請法で禁止する行為をしますと、下請業者の
利益が害されるばかりか、親事業者も業者名を公表
され、信用が失われますから、法律を遵守するよう
に心掛けてください。
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経営革新計画
事業計画を策定して新規事業を推進しよう

https://saitama-yorozu.jp

　埼玉県よろず支援拠点コーディネーターの金城
です。今回は、新商品の開発・生産、新しいサー
ビスの開発・提供など新たな事業活動に取り組む
中小企業等の皆様に、「経営革新計画」についてご
案内します。
　経営革新計画とは、事業者が作成した「経営革
新計画」を中小企業等経営強化法に基づき埼玉県
が承認する制度です。計画が承認されると、承認
書の交付や県ホームページでの企業紹介などの特
典のほか、さまざまな支援策を受けることができ
ます。

■承認事例
　事業者の強みである技術やノウハウを生かして
新たな商品やサービスを開発し、既存顧客や新規
顧客に販売するといった事業計画を策定します。
　【例】製造業の場合
　・新技術導入による商品開発と新分野への参入
　・�新設備導入による自動化とパートナーとの連
携による事業領域の強化と拡大

　・�最終消費者向け新商品の開発と直接販売体制
の確立による下請け体制からの脱却　など

■自社に合った計画を策定しよう
　経営革新計画の策定に当たっては、しっかりと
した事業計画書の作成が必要です。これまでなか
なか考える機会がなかった自社の強みや弱み、経
営環境の変化を明確にして課題を抽出し、その課
題に対して、いつ誰がどのようなアクションを取
るのかを文書化し、事業計画書に記載します。
　埼玉県よろず支援拠点では、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はも
ちろん、経営革新計画策定前後のご相談にも対応
します。お気軽にご連絡ください。
■経営革新計画の問合せ先
　本社所在地により窓口が異なりますので、下記
埼玉県ホームページよりご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/a03.html

　　≪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

■概要 
対 象 者 本社登記が埼玉県内の特定事業者

で、１年以上の事業実績がある企業
（県内に住所を有する個人）の皆様

新事業活動
の６類型

①新商品の開発・生産
②新しいサービスの開発・提供
③�商品の新たな生産・販売の方式の
導入

④�サービスの新たな提供の方式の導
入その他の新たな事業活動

⑤�技術に関する研究開発およびその
成果の利用

⑥その他の新たな事業活動
承 認 企 業
の特例
※融資等の
審査は別途
必要

・計画実行のための専門家派遣
・県制度融資
・販売開拓支援のための専門家派遣
・中小企業信用保険法の特例
・日本政策金融公庫による融資

申 請 先 本社所在地管轄の支援機関
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●【Web配信】ビジュアルで理解する貸借対照表
（キャッシュ体質図）・経営にかかせないキャッシュ
フロー計算書の概略研修
　貸借対照表をビジュアル化することで、これまで
理解することが難しかった会社の財務状態が一目で
分かるようになります。さらにキャッシュフロー計
算書の読み方を理解することで、借金の返済能力な
どが明らかになり、会社の体力を把握することがで
きます。
日　時�1/24(月)13:30～16:30�ZoomによるWeb配信
受講料�会員4,600円　一般5,700円
●気持ちが切り替わるストレスケア研修
　コロナ禍において、感染防止やテレワークによる
在宅勤務などで仕事量の増加から体調を崩し、スト
レスを抱える方が増えています。変化に対応するた
めにも、自らのストレスサインに気付き、ストレス
対処法を増やすことを学びます。
日　時�1/25(火)9:30～16:30
受講料�会員7,800円　一般9,900円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　「社会のデジタル化がますます進む」といわれる
昨今、「ＩＣＴ」「ＤＸ」「ＩｏＴ」「ブロックチェー
ン」と、理解できているようで理解していない用語
があふれています。
　このセミナーでは社会のデジタル化に追いついて
いない方向けに、「世の中で何が起きているのか」「デ
ジタル化で何が変わるのか」を整理し、パソコンや
インターネットの活用法の基礎を学びます。
日時�2/2(水)14:00～16:00�ZoomによるWeb配信
内容  パソコンやインターネットで何ができる？

何となく理解?!「ICT」を基礎から学ぼう！�等
　　�(有)Ｅ-スタヂオ�取締役社長�中邨�登美枝�氏
定員�30名　　費用�無料
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　「インバスケット」とは、1950年にアメリカ空軍
で開発された能力測定ツールです。制限時間内に多
くの案件処理を実施し、その処理方法から能力の発
揮度を観察するツールとして認知されるようになり
ました。インバスケット・トレーニングという演習
を実際に行いながら、自分自身の強み・弱みを知り、
リーダーとして必要な職務遂行能力が発揮できてい
るかを確認していきます。
日時�1/18(火)13:30～16:30�ZoomによるWeb配信
内容�・インバスケットとは？
　　�・インバスケット個人演習、グループ演習
　　�・重要性と緊急性
　　�　(株)インバスケット研究所　

認定トレーナー　中畑�太志�氏
定員�40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

　こんなに良いモノを提供しているのに、思ったよ
うに売り上げにつながらないのはなぜだろう？　そ
う思われたことはありませんか。
　情報のあふれる現代、自社の商品・サービスの良
さをどのように伝えていくかが問われています。
　SNSなどのWebツールを活用している事業者様
の事例のご紹介の他、実際にツールに触れて学んで
いただく時間もあります。Webマーケティングを基
礎から学べますので、DX取り組みの初めの一歩とし
ても最適です。
日時�1/27(木)13:30～15:00�ZoomによるWeb配信
内容�・Webマーケティングとは
　　�・さまざまなツールとその目的、活用事例
　　�・ブランディングと発信情報
　　�　(株)�ワンズ・ワン　

代表取締役　古澤�登志美�氏
定員�50名　費用�会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

公社
情報

公社
情報

１月のおすすめ研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

【Web 配信】地域連携 WEB セミナー
ＩＣＴ・デジタル化基礎セミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/0202ict

【Web配信】会員優待Webセミナー
一瞬の判断力があなたを変える！
～リーダー向けインバスケット体験セミナー～
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21ktf

【Web配信】会員優待Webセミナー
基礎から確認 Webマーケティング
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21ktg

公社
情報

公社
情報
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information 企業の皆様へホットな話題を提供！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

玉溪（ぎょくけい）さん (59)
　大学生で禅の修行を始めて40年。卒業後リクルート
グループに就職。終身雇用の概念が根強い時期に、人
材教育と風土づくりの提案をしてきた。独立後は著名
人のインタビュー記事を書き、成功の秘訣を目の当た
りにしてきた。世界に広がった日本の文化「禅」と企
業支援経験を合わせた独自の企業研修、講演を開催。

禅教育普及会　https://www.gyokukei.jp
さいたま市浦和区元町2-4-14
創業　2020年６月　ＴＥＬ　080-5047-9885
事業内容　企業研修、講演、禅書道

　20年間、個人名で講演や研修講座を続けてきたので
すが、子育てにめどが立ったところで創業に踏み切り
ました。独りで活動するよりも創業した方がより広く
皆様へお伝えすることができると思ったことと、人生
において新しいことを起こして楽しんでみよう、とい
う気持ちがありました。

創業のきっかけは？

　世界ではGoogle社、Apple社はもちろん、上場企業
の25％が瞑

めいそう

想ルームを持っており、社員の心身の状態
が企業業績の根本に関わると認識されています。リク
ルートでも企業にとって「風土」がいかに目先のスキ
ル以上に業績を左右するかを痛感してきました。風土
とは社員一人一人のマインドの集合体です。長年企業
に関わり、かつ禅を知る私にできるのは、日本発なの
に海外で定着した「禅の思考法と呼吸法」の魅力と合
理的な効果を伝えること、「明るく前進力ある風土づ
くり」に貢献することです。①企業研修　②講演（共
同通信政経懇話会講師認定）③禅書道　④カウンセリ
ング　⑤さいたま座禅会他で活動しています。

事業内容は？

　日本人のほとんどが「失敗しないようにしよう」と
周囲を気にする脳を持っていますが、不安のコントロ
ールができると人生の成果も景色も変わります。皆さ
んの人生が少しでも生きやすいものでありますように
祈りつつ、今後も活動していきます！

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

玉 溪 さん  禅教育普及会

埼玉県の女性起業家コンテスト「SAITAMA�
Smile�Women�ビッチ�2020」でビジネスアイ
ディア賞を受賞。

IT企業に人気の禅道場でのリーダーシップ研修。
宿泊して禅体験もできます。

大学の「自分発見講座」での座禅。いつの時
代も自分を見つめる時間は大切です。
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日本酒づくりのコンセプト
“品質第一主義がモットー ”
　日本酒づくりは、水と気温。仕込み水は、地下
180ｍから湧き出る秩父連山を源とする荒川水系
の鉄分がない日本酒に適した良質な天然水。気温は、
寒暖差があり冬は寒い方がいい。
　創業以来、築き上げてきた技術を大切に守り、品
質第一主義、信用第一主義がモットー。常にお客様
のことを考え、品質第一を決めている。
　お客様に喜ばれる魅力的な商品開発やサービスの
提供をするためには、業界を問わず、幅広い知識を
持ち、お客様ニーズをつかむことが大事だ。

　「約１万坪の敷地面積に170本以上の貯蔵タンクや、最新鋭のボト
リング、ブレンド棟を備え、東日本では最大、全国でも第４位の販売
規模」と、鈴木社長

日本酒の特長
　杜氏の手づくりの良さ、熟練の技術をデータ化し、コンピュータに置き換
えることで、高品質で、安定したお酒を大量生産することが可能。衛生面と
省力化を追求し、完全オートメーション化。他社にない設備を備えている。
お米の処理の方法がいろいろあり蒸すことが普通だが、それ以外に、煮たり、
煎ったりできるので、環境に合わせた商品提供ができる。お米の仕入れルー
トも全国にあり、産地が変わっても変わらない味わいの日本酒をつくること
ができる。

　味は、透明感のあるお酒を常に考え、日々利き酒を行い、意思統一している。
売れているお酒をベースに、改良を重ね、商品開発。お客様の好みも変化し、
いろいろなものを飲みたい、独自の商品がほしいと、お客様ニーズに応えて
商品数も増え、130アイテムほどある。うま味、透明感があって飲みやすく、
誰でも、何度でも、飲み飽きしない味わいを目指している。

　お客様第一、お客様目線での商品づくり。造り手ではなく、消費者がおい
しいお酒を追求。高品質で、リーズナブルな大吟醸が提供できるよう工場を
新設し、生産量を増やす予定だ。

株式会社 小山本家酒造
https://www.koyamahonke.co.jp

さいたま市西区大字指扇1798   Tel 048-623-0013
代表者　執行役員 社長　鈴木 一陽 氏
創業 1808年　資本金 3,775万円　従業員数 188名
事業内容　清酒・リキュールの製造販売　
事業所　 本社、京都伏見工場、灘浜福鶴蔵、札幌支店、

秋田支店、新潟支店、さいたま支店、東京支店、
名古屋支店、関西支店、福岡支店

購入方法　 スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグ
ストア、ディスカウントストア、百貨店等

※一般の見学、販売は行っていません。

● 公社会員企業限定　読者プレゼント！　
　小山本家酒造様の代表的な銘柄「金紋世界鷹」１本を３名様にプ
レゼントいたします。応募は、本コーナーの感想などを添えて、

「企業名、所在地、役職・氏名、電話番号、金紋世界鷹希望」を記載
の上、so-dan@saitama-j.or.jp 宛てメールにて 1 月 28 日 ( 金 ) ま
でに、ご応募ください。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

●公社会員も絶賛募集中！　　埼玉県産業振興公社　会員　で検索

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　ソニックシティビル２階の埼玉県物産観光館 「そぴあ」
を運営し、埼玉を代表するおみやげを常時 650 種類以上販
売。県産酒は、日本酒、クラフトビール、ウィスキー、ク
ラフトジン、リキュール、焼酎などを取り扱っています（一
部販売日限定商品あり）。
　また、埼玉の造り手とコラボした旅行の企画・実施にも
積極的に取り組んでいます。

☆埼玉県産品応援キャンペーン☆
2021年9月～2022年1月末
ちょこたび埼玉オンラインストア 

で検索

蒸米蒸米

タンクタンク

もろみ（彩のかがやき）もろみ（彩のかがやき）

ボトリングボトリング

上槽・原酒上槽・原酒
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〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-13-18
-714-0345

2014年4月 WindowsXP、2020年1月 Windows７
　　　　　正式サポートが終了しました。

広告

〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
　　　　　　　　　　　　　 FAX.0495-21-88530495-24-2451TEL 楽天市場 ヤフーショッピング

紙製マスクケース

各サイトから
ご購入いただ
けます。
１セット100枚入り

大口注文・オリジナルデザイン(会社ロゴや裏面

などに広告等を入れられます。）承ります。
お気軽にお問い合わせください！

折りたたまずに
収納できる！
折りたたまずに
収納できる！

日本製

マスクを外す場面での一時保管用にお客様に大変喜ばれます。
食事の時や携帯用予備のマスク入れにもお使いいただけます。

飲食店 旅館・温泉 病院・医療機関 学校・教育機関冠婚葬祭 美容院・理容院

大大

な

お見積り
無料!

裏面

表面
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