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日本の課題・労働生産性について
　日本の労働生産性は大きな弱点になっています。
一生懸命働くことで経済成長を成し遂げてきた勤
勉性の、効率の悪い側面が出てしまったようです。
もちろん勤勉には美点が多いですが、その中でも
生産性を重視することが当面重要になるでしょう。
　そして、組織の生産性向上のためには「エンゲ
ージメント」が大きな要素になります。エンゲー
ジメントとは「仕事に熱意を持ち、会社のために
意欲的に働く状態」のことであり、社員と企業の
いい関係性という意味です。それにより個人も活
力を得て成長することができるので、社員と企業
の Win-Win の関係ともいえます。
　変化の時代、先の見えない時代などといわれて
いますが、大きな特徴としてＶ字型回復がＫ字型
回復になってきました。つまりＶ字型に上昇する
企業と、低迷する企業の二極化の時代になったこ
とに留意する必要があります（図表１）。環境変化
の激しい中、特に人口減少の影響が大きいですが、

企業が横並びで成長できる時代は終わったかもし
れません。これからは企業が成長を目指すならば、
既存市場で他社のシェアを奪う、新規事業や新商
品を開発する、もしくは海外や他地域に展開する
などの取り組みが必要となります。さらに働き手
が減少し続けているという問題もあります。
　コロナ禍で、多くの企業は人材採用を控えてき
ましたが、ここへきて採用を復活させる企業が一
気に増えています。次頁図表２は日本商工会議所・
東京商工会議所の「人手不足の状況および従業員
への研修・教育訓練に関する調査」（2022 年）で
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図表１　「Ｋ字型」の時代
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生産性向上のためにすべきこと
　生産性向上にはいくつかのやり方がありますが、
大きく分けると社内リソース（資源）での対応と、
社外リソースの活用の二つになります。社内のリ
ソースの活用については、人材の活用、技術の活
用、業務の改善の三つがポイントです。その中で
今いる社員の活用でのポイントがエンゲージメン
トです。それを高めることによって社員が主体的
に行動したり、結果を出したりするようになりま
すので、当然業績が高まり利益も増え、社員の業
務効率も高まってくると同時に、個人と企業の関
係など全体がいい状態になってきます。
　エンゲージメントが高まることによって、従業
員一人一人が企業の掲げる戦略や目標を適切に理
解して、自発的に自分の力を発揮して貢献する意
欲がある状態となるのです。これまでも社員の意

すが、人手が不足していると答えた企業の割合は、
コロナ以前の水準に戻っています。この人手不足
にどう対応したらいいのかというと、同調査によ
ると、パートやアルバイトなどの非正規社員を正
社員化、社員の能力開発による生産性向上やＩＴ
化、設備投資による業務効率化・自動化などの生
産性向上・業務効率化といった対策が上位にきて
います（図表３）。
　国際比較で日本の生産性を見てみると、先進国
では最も低く、かつ近年一層下がっている現状が
あります（図表４）。
　そこでエンゲージメントが重要になりますが、
以前中小企業庁の人手不足対応対策委員として提
出した資料「企業が採るべき戦略オプション」（図
表５）をご覧ください。これから人が不足する日
本の企業の課題を克服するためには、採用効果を
高めることと併せて、生産性向上が重要になりま
す。つまり、いかに人を採用するかだけでなく、
いかに採らないで事業を進めるか、という両面を
しっかり考えないと、これからの人材不足の時代
は乗り切れません。
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図表５ 企業が採るべき戦略オプション

図表４ 日本の生産性（一人当たり）：先進国

図表２ 人手不足の状況

図表３ 人手不足への対応方法
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欲についてはいろいろな説がいわれてきました。
ＥＳ（従業員満足）、モチベーション（動機付け）、
ロイヤリティー（忠誠心）などという表現で各企
業は社員とのいい関係性をつくる取り組みをして
きましたが、それらと比べるとエンゲージメント
は、個人の自律性と組織への貢献意欲が、バラン
スの取れた状態にあるといえるでしょう（図表６）。
　モチベーションとか、ＥＳというのは、どちら
かというと個人の状態にフォーカスしたような考
え方で、ロイヤリティーは会社に従うという会社
中心の考え方といえますが、エンゲージメントは
その両者のバランスが取れた自律的であり貢献的
であるという、個人にとっても企業にとっても双
方よしの関係です。熱意をもって会社のために意
欲的に働く状態、それによって個人も活力を得て
成長して、共に喜びを感じている状態であり、エ
ンゲージメントの高い状態といえるようになりま
す。
　米国のギャラップ社がエンゲージメントのリサ
ーチを各国で行っていますが、その結果は愕

がくぜん
然と

するものになっています。経済産業省が未来人材
会議の資料としてまとめたものを見ると（図表７）、
日本におけるエンゲージメント（状態にある）比
率はわずか５％です。世界の平均は20％、北米34％、
南米24％、南アジア24％などの地域と比べると、
とても低い状況になっています。近隣諸国のモン
ゴル35％、中国17％、韓国12％、台湾８％、香港７％
などと比べても残念ながら低い状態です。
　どうやら今の日本は、淡々と働いているような
国になってしまったようです。それは企業の生産
性に対してはもちろん、企業における人材の定着
というところにも影響が出ています。未来人材会
議の資料を見ると、現在の勤務先で継続して働き
たい人の割合も日本は低くなっています（図表８）。
エンゲージメントが低いから当然ともいえますが、
会社との関係性がいまひとつのまま働いている人
が多いとすると、別にこの会社でずっと働かなく
てもいいという考え方になるわけです。
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図表６ エンゲージメントとは

図表８ 勤務先の継続

図表７ 日本のエンゲージメント

（注）  対象地域は、中国、韓国、台湾、香港、日本、タイ、フィリピン、インドネシア、
マレーシア、シンガポール、ベトナム、インド、オーストラリア、ニュージーラン
ド（各国1,000サンプル）。

　　　調査対象は、20～69歳男女で、就業しており、対象国に３年以上在住している者。
　　　 なお、日本は、別途実施した「働く1万人の就業・成長定点調査2019」から東京、

大阪、愛知のデータを抽出して利用。

出典：経済産業省「第1回未来人材会議　資料4　事務局資料」

（注）  「エンゲージメント」は、人事領域においては、「個人と組織の成長の方向性が連
動していて、互いに貢献し合える関係」といった意味で用いられる。

出典：経済産業省「第1回未来人材会議　資料4　事務局資料」
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　エンゲージメントを高めることによって定着率、
つまり「この会社で長く頑張りたい」という人を
増やしていかなければいけません。各社の努力で
エンゲージメントを高めることによって、個社の
生産性だけでなく日本全体の生産性も高まるとい
う図式になっています。
　未来人材会議では人材投資についても指摘され
ていますが、人材投資国際比較で国ごとにＧＤＰ
（国内総生産）比で企業がどのくらいの金額を人
材育成にかけているかを見ると、アメリカやフラ
ンスでは２％前後ですが、日本は直近でいうとわ
ずか0.1％であり、しかも下がり続けている傾向が
見えます（図表９）。
　生産性やエンゲージメントを高めるためには、
言うまでもなく人材のスキルやマインドは重要な
要素となりますが、そこへの投資が少ない現状で
は、この先も期待できないのではないかという気
持ちになってしまいます。人材への投資という感
覚は、個別企業だけでなく社会全体に必要なので
はないでしょうか。さらに個人の自己投資はどう
かと見ると、こちらも目を覆いたくなるようなデ
ータとなっています（図表10）。個人が自己学習・
自己啓発を行っていない人は日本ではなんと46％、
東南アジアなどの各国が10％以下であることを考
えると、その差が歴然としています。
　最近ではリ

※
カレント教育（社会人の学び直し）

やリスキリングの必要性が指摘されていますが、
この現状を見ると妥当な指摘といえます。今頃と
いう感じもありますが、私たち日本人は新卒一括
採用という制度がありますので、学生時代の就職
活動までは一生懸命に自己啓発や業界研究を行い
ますが、ひとたび入社した後には学び直しを行わ
ないという、昭和・平成の慣習が現在の日本の生
産性に大きな影響を与えています。もっとも、最
近の若者は、一社にずっとぶら下がるよりは、大
胆なキャリアチェンジや兼業、副業で、自分自身
の稼ぐ力を高めようという傾向も見えてきました
が。

　そういった若手人材の感覚からすると、人材育
成をしっかり行っている企業は、働き手としてみ
ていい会社であると感じるはずです。自分の価値
を高めてくれるとすれば、この企業のために頑張
ろうという気持ちになるはずです。それがまさに
エンゲージメントを高めることです。そういう信
頼関係ができているかどうかにより、人材の定着
率や成長度が変わります。そのような人的戦力強
化は企業の成長にも直結するので、当然業績も上
がり、企業のリソースが向上するという好循環の
流れになるわけです。
　私は仕事の傍ら大学の客員教授や講師を10年以
上務めており、学生と話す機会が多いのですが、
最近の学生の相談や意見が明らかに変わってきて

※�リカレント教育：「リカレント（recurrent）」とは、「繰り返す」「循環する」という意味で、リカレント教育とは、学校教育からいったん離れて社会に出た後も、それぞれ
の人の必要なタイミングで再び教育を受け、仕事と教育を繰り返すこと。
※�リスキリング：新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する／させること。近年では、特に
デジタル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業につくためのスキル習得を指すことが増えている。
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図表９ 人材投資

出典：経済産業省「第1回未来人材会議　資料4　事務局資料」

出典：経済産業省「第1回未来人材会議　資料4　事務局資料」

図表10 自己啓発
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そういった社内外の情報を共有する社内報や交流
会などの仕組み、新規事業や新商品の提案制度、
経営参加ができる経営への提案制度、権限を組織
ユニットに委譲する独立採算制度などは、会社の
業績や戦略を自律的に自分事として捉えられるよ
うになる制度です。
　さらに個人のキャリア自律を尊重して支援する
キャリアコンサルティングやキャリア研修、メン
ター制度などの取り組みは、個人のキャリア実現
のサポートだけでなく、直面する悩みや壁の解決
にもつながります。優れた仲間の採用に注力する
新陳代謝の取り組みや、企業内の異動を積極化す
る自己申告制度、その他の組織が活性化する諸施
策などは、働く人に刺激を与えて、常にアクティ
ブな行動や積極的な自己啓発を促進するものです。

エンゲージメントを高めるための対策
　人材育成や教育という手法はエンゲージメント
を高める重要な一手といえますが、その他にもエ
ンゲージメントを高める方法は多様です。私自身
が多くの企業の経営支援をしたり、またリクルー
ト社での社員時代に経験したり、自分で起業した
会社で実行したりしている事例から、エンゲージ
メントを高めるための施策を大きく三つに分けて
みました（図表 11）。 制度的な施策、組織風土的
な施策、事業活動つまりビジネス上での施策にお
いてエンゲージメントを念頭に置いて整備するこ
とが基本となります。
　リクルート社では20年近く働きましたが、とて
も人材の採用・育成に力を入れている企業で、多
くの施策を実施してきました。その結果として上
場後に株式時価総額で日本全体のベスト10に入る
くらいの成長を見せていますが、その大きな要因
はエンゲージメントの強い組織であるということ
が挙げられると思います。当時まだエンゲージメ
ントという言葉は意識されていませんでしたが、
人が生き生き働き、会社に貢献して、それを通じ
て成長できるような施策を実施しまくっていた印
象です。
　その経験も含めて、エンゲージメントの高い企
業の具体的施策の例を、上記の３分類に基づいて
解説します。
　まずは制度的施策ですが（図表 12）、優れた業績
をたたえる表彰やインセンティブ制度や評価制度、

います。 従来は「将来性のある会社はどこか」
とか「やりがいある会社はどこか」といった視点
でしたが、今は「転職に有利な会社はどこか」と
か「３年で力がつく会社はどこか」といった視点
になっており、明らかに自分のキャリアを一つの
会社という枠では考えなくなっています。だから
企業もそういった個人に長く活躍してもらうため
には、それなりのリテンション（離職防止）の施
策が必要になるのです。
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図表11 エンゲージメント向上策
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エンゲージメント向上のための施策
制度的施策 ⼈事制度、組織制度などの仕組み
組織⾵⼟的施策 ⾵⼟・⽂化・⼈間関係などの在り⽅
事業活動上施策 ビジネスや事業展開などで⾏う活動

図表12 エンゲージメント向上策　制度的施策

評価 (MBO、360 度、ミッション制 )

表彰制度 社内報 提案制度（新事業）

独立採算制度 メンター

インセンティブ 新陳代謝 交流会

組織活性化策 自己申告制度

キャリアコンサルティング キャリア研修

制
度
的
施
策

図表13 エンゲージメント向上策　組織風土的施策

ダイバーシティ オフ会

ミーティング 面談 アラムナイ

シェアードバリュー 選抜

キャリア面談風通し（さん付け）

競争風土 ロールモデル

継続的変化（ゆらぎ）キャリア自律

組
織
風
土
的
施
策
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　二つ目が組織風土的施策での対策で（前頁図表
13）、多様な人材が多様に働けるダイバーシティへ
の取り組み、それは特定の人だけでなく多くの人
にとって重要なことです。社内での各所のミーテ
ィングや、オフ会での社員間の交わりや１on１ミ
ーティング（面談）による上司部下のタテの交わ
り、「さん」付けで呼び合うような風通しのいい
風土も、エンゲージメントの重要な要素となりま
す。社員だけでなく外に出てしまった人材と、ア
ラムナイ（同窓会）でつながっていくというやり
方も、組織のいい風土づくりにつながるようです。
　パ

※
ーパスやミッション・ビジョン・バリューな

どのシェアードバリュー（共通の価値観）も組織
の求心力を促進します。でも仲良し的ぬるま湯組
織では、ぶら下がり社員が増えて生産性は高まり
ません。組織の和を重視しながらも、切

せ っ さ た く ま
磋琢磨を

生み出すような競争風土の醸成や、選抜などによ
る目指すべきロールモデルの明確化、のんびりで
きないような組織の見直しや人事異動、社内兼業
などによる組織に揺らぎを与える継続的変化も効
果的です。そして個人にはキャリア自律を促進し
て、それぞれのキャリアを尊重して支援しあえる
ようなキャリア面談なども有効です。
　三つ目が事業活動上での施策であり、ビジネス
や事業を推進する上での対策です（図表 14）。事業
そのものがしっかり成長して世の中にいい影響を
与えていること、もちろんそれはエンゲージメン
トを向上させます。新規事業に積極的に取り組む
ことや、そういった事業から生み出されるナレッ
ジや知的資産が共有できることも、個人と組織の
成長につながります。事業推進に必要な人材を確
保するためのＯＪＴでの実践的教育や採用活動、
仕事そのものや付随する権限の委譲、そして配置
（配属）といったこともエンゲージメントを高め
る要素です。
　ビジネスとしての業績が良好で成長しているこ
と、それに伴って処遇がいいことなども、エンゲ
ージメントにつながります。今の日本は給料の低

モニタリングとエンゲージメント対策例�
　もう一つ重要なのはエンゲージメントのモニタ
リング、つまり自社のエンゲージメントはどうか
という状況把握です。ちなみに先ほど紹介したギ
ャラップ社は、わずか12の質問で エンゲージメン

い国として有名になってしまいましたが、特に中
小企業では成長を目指す姿勢を示すことや、それ
を実現するための優れた戦略も社員との強い関係
づくりに寄与します。そして重要なのがマネジメ
ントの質が高く、社内で各所にリーダーシップが
存在することです。マネージャーだけではなく若
手も含めて主体性をもって、事業の発展にコミッ
トする人の存在が多いことが、良好なエンゲージ
メントを実現します。
　その他にもリモートワークやワーケーションな
どの新たな働き方への取り組み、時短勤務などワ
ークライフバランスを保ち、個人のクオリティ・
オブ・ライフを向上させる支援など、こういった
エンゲージメントを高める施策は、会社のアイデ
ア次第でいくらでもあります。通常行っている事
業活動や組織運営、制度策定などで意識すること
で、社内のそこかしこにエンゲージメントを高め
るような仕組みがあること、それがエンゲージメ
ントの高い会社として、業績向上、資源充実へと
向かうための有効な施策になります。ぜひ自社で
取り入れられるものは検討して、できるだけ取り
入れてもらうといいと思います。

※パーパス：企業の存在目的、存在理由
※ミッション：企業の存在意義
※ビジョン：企業の進む方向性
※バリュー：パーパスとビジョンを達成するための行動指針

アクセス埼玉 2022.11　特集

図表14 エンゲージメント向上策　事業活動上施策

成長事業 新規事業

ナレッジマネジメント

OJT 教育 採用活動 権限委譲

優れた戦略リーダーシップ

仕事 配置・配属 処遇

マネジメントの質業績・成長

事
業
活
動
上
施
策



7

は会社のそばに住んだ場合に家賃の一部が補助さ
れるもの、「イエーイ」「どにーちょ」は生産性や
効率を上げられる場合に自宅勤務や休日勤務を選
択できるもの、「OYACO」は育児をサポートするさ
まざまなサービスの利用補助が受けられるもの、
「チャージ休暇」は連続３日までの特別休暇を取
得できるものです。それぞれ具体的に生産性を上
げたり、社内のコミュニケーションを活性させた
りする効果が見込まれる取り組みであり、そのよ
うな機会の拡大でエンゲージメントは高まってい
きます。
　エンゲージメントを高めることによって生産性
を高めていくことは、これからの日本企業にとっ
て大きなテーマです。生産性とは「アウトプット
÷インプット」であり、コスト（インプット）を
抑えながら、業績（アウトプット）を高めていく
ことで向上していきます。エンゲージメントが高
い組織になることで業績が高まることはもちろん、
社内の人的リソースが強化されますので、コスト
の抑制も可能となり、利益が拡大していきます。
まさに経営の王道、人材マネジメントの王道とい
える手法であり、会社の状況に合わせた取り組み
も可能ですので、ぜひ積極的に着手してみてくだ
さい。

トを測定しています（図表15）。そういったものを
参考にしながら、自社なりのエンゲージメントサ
ーベイを作成して、年次などで測定していくこと
が効果的です。最近ではパルスサーベイという、
簡易的な質問を月１回などの多頻度で繰り返す手
法も導入が増えています。例えば仕事状況・組織
状況・個人状況などに関する三つの質問を行うな
どで、健康診断において脈拍（パルス）を測定す
るような、組織内個人の状況をタイムリーに測定
するもので、異常値を感じたら面談などを行って
対処していきます。
　ここでエンゲージメントの対策事例をお伝えし
ます。Sansan株式会社は名刺、請求書、契約書な
どビジネスの世界で使われてきたアナログなもの
をテクノロジーの力で進化させ、新しい道へと変
えていくという、新たなビジネスモデルで成長し
ている会社です。事業拡大に伴う人材増で大きく
なる組織の生産性を高めるため、エンゲージメン
トにとても力を入れています（図表16）。同社のホ
ームページなどで紹介されている、具体的な制度
はとてもネーミングがユニークで印象的です。
　「Know Me」は社内交流のために飲食費が補助さ
れるもの、「Geek Seek」は知識習得や業務効率向
上に必要な費用が補助されるもの、「H2O」「M2O」

アクセス埼玉 2022.11　特集

図表15 エンゲージメントの質問 図表16 エンゲージメント事例（Sansan株式会社）
（同社 HP 等より）

Know Me
異なる業務に当たっているメンバーが、
社内交流のために三人一組で食事をする
場合に飲食費が補助される

Geek Seek
知識習得や業務効率向上に必要な書籍、
ツールの購入やイベントなどの参加にか
かる費用が補助される

H2O
自宅の最寄り駅が表参道駅または渋谷駅
から２駅以内の場合に、家賃にかかる費
用の一部が補助される

M2O
新卒入社時に２駅以内が最寄り駅の住居
に引っ越した場合、新生活を始めるため
の費用として一定額が支給される

イエーイ
自宅で集中して業務を進める方が生産性
や効率を上げられる場合に、１日単位で
自宅勤務を選択できる

どにーちょ
休日の静かな環境で業務を行う方が生産
性や効率を上げられる場合に、平日と休
日の勤務日を入れ替えられる

OYACO
メンバーが仕事と子育てを両立できるよ
うに、育児をサポートするさまざまなサー
ビスの利用に対して補助が受けられる

チャージ休暇 ７月から 10 月までの期間中に連続３日
までの特別休暇を取得できる

Q1. 私は仕事の上で、自分が何を期待されているのかが分かっている

ギャラップ社の「Q12」

Q2. 私は自分がきちんと仕事をするために必要なリソースや設備を持っている

Q3. 私は仕事をする上で、自分の最も得意なことをする機会が毎日ある

Q4. この１週間の間に、良い仕事をしていると褒められたり、認められたりした

Q5. 上司あるいは職場の誰かが、自分を一人の人間として気遣ってくれていると感じる

Q6. 仕事上で、自分の成長を後押ししてくれる人がいる

Q7. 仕事上で、自分の意見が取り入れられているように思われる

Q8. 会社が掲げているミッションや目的は、自分の仕事が重要なものと感じさせてくれる

Q9. 会社の同僚は、質の高い仕事をするよう真剣に取り組んでいる

Q11. この半年の間に職場の誰かが私の仕事の成長度合いについて話してくれたことがある

Q10. 仕事上で最高の友人と呼べる人がいる

Q12. 私はこの１年の間に、仕事上で学び成長する機会を持った
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　今年で創業75周年を迎え、塗装工場を新設した
同社の二ノ宮社長に話を伺いました。
■貴社の概要について教えてください。
二ノ宮　飛行機エンジニアであった祖父が1947年
に創業し、父が２代目、そして私が３代目です。現
在は板金加工を主体とした半導体製造装置、計測
分析装置、情報通信機器等の金属筐

きょうたい
体の製造を行

っています。当社の技術的特徴は、精密板金加工
技術と、そこに付随する周辺技術との複合スキル
と言えます。具体的には、鉄、ステンレス、アルミ
等の多種材質に対応した生産ラインで、レーザー
ターレットパンチプレス複合機の切断、穴開け加
工の他、エンボス、ルーバーなどの成形加工、そし
てＮＣベンダーによる折り曲げ加工、５種類の溶
接加工やリベットによる接合、防水・防塵

じん
加工、超

音波による洗浄加工、塗装による表面処理、さら
に簡単な電気配線を含めたSUBASSYまでの工程が
すべて社内で完結します。また、数百点の部材を
使って筐体をつくることの難易度は高く、特に溶
接構造での筐体製造は、たとえ一つ一つの部材が
それぞれの公差の範囲内にあったとしても、それ
らを組み合わせれば必ず完成するかというとそう

ではなく、部材同士の接合時の溶接の熱により、
歪
ゆが
みや精度に狂いが生じるため、補正作業が必要

となってしまう、また最悪の場合には、最終のASSY
工程で干渉し組みつかないなどの致命的な不具合
が発生してしまいます。熱による変形変位を想定
し、コントロールする技術が求められるのです。
　2011年の社長就任時には、「筐体製造技術と工場
マネジメント力を磨き、お客様に選ばれる『金属
筐体の専門メーカー』になる」ことを目標に、10年
間の経営ビジョンを策定しました。また、行動指
針である「NINOMIYA BASICS」では、「しなやかさ」
「行動継続力」「情熱・チャレンジ」「チームワー
ク」「品格」を設定しました。当社が大切にしてい
る五つの価値観です。すべての社員とシェアし、
私たちのすべての企業行動の本質としています。
■この９月に塗装工場が完成されたそうですが。
二ノ宮　半導体製造装置向けの大型筐体の新機種
立ち上げを機に、生産性および塗装品質の向上を
目的とした、リサイクル型、循環型の環境に配慮
した塗装工場を建設しました。これまでは大型製
品の塗装は協力会社様にお願いしていましたが、
顧客からの生産能力拡大の要請を受け、増産分の

株式会社二ノ宮製作所　代表取締役社長　二
に の み や

ノ宮 紀
の り こ

子 氏

所 在 地　 本社・皆野工場：秩父郡皆野町大渕284
みどりが丘工場：秩父市みどりが丘29-1　

代 表 者　代表取締役社長　二ノ宮 紀子 氏
事業内容　 各種金属筐体の設計、製造
資 本 金　1,200万円　　従業員数　80名
Ｔ Ｅ Ｌ　本社・皆野工場：0494-62-0898
　　　　　みどりが丘工場：0494-62-5755
http://www.ninomiya-mfg.com

株式会社二ノ宮製作所

「『拡大』ではなく『成長』を意識しています」と語る二ノ宮社長

インタビュー

アクセス埼玉 2022.11　インタビュー
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安定供給が難しくなるというリスクが浮上。また、
当時は世界的に半導体の供給がひっ迫していた時
期でもあり、社内に大型筐体の塗装前処理槽、塗
装設備の導入と２年後の板金ラインの増強を急き
ょ決断しました。後に「サプライチェーン対策の
ための国内投資促進事業費補助金」に採択されま
したが、あの時の決断は周囲のサポートがあって
こそできたことで、今も感謝しかありません。
■人材の採用・育成について教えてください。
二ノ宮　人材の採用が難しい時代ですので、2015
年から国際インターンシップ生の受け入れを開始
し、フィリピンをはじめ、インドネシア、ミャンマ
ー、ベトナム、ネパール、インドといったさまざま
な国籍の社員がいます。彼らが持つ多様な文化や
背景を尊重しながら、単に働くだけでなく日本で
の生活がより豊かなものになるよう、日本語教育
や学習支援を積極的に行っています。また、中小
企業の課題として、技能の継承、技能の見える化
があります。当社ではデジタルデバイスを活用し、
いわゆる職人の技、的なカン・コツの部分を含め、
その作業手順を動画に収め、多言語に翻訳し伝え
ることを始めました。また、管理系、技能系でのリ

ーダー育成、資格取得の推奨や支援など、人材育
成に力を入れています。成長支援はエンゲージメ
ント、社員との信頼関係を築くための基盤になる
と考えます。また、当社にある「４分の１ルール」
は、業績を公表して、利益の４分の１は社員に還
元、４分の１は納税、４分の１は設備投資、４分の
１は内部留保とするものです。利益が出ないと社
員とその家族を幸せにすることはできませんので。
今ある仕事をいかに高付加価値化できるかに注力
しています。社員食堂の新設もいつも頑張ってく
れている社員への感謝の気持ちからです。
■今後の展開・抱負は。
二ノ宮　「NINOMIYA VISION2030」を策定し、次の
世代に引き継ぐための10年の目標を掲げています。
「世界に通用（＝貢献）する金属筐体専門メーカ
ー」になろう。「多文化多言語共生」では「刺激的
で働きがいがあり成長できる職場」を全員でつく
っていこう。「ポスト半導体製造装置」では半導体
製造装置に並ぶ新たな事業にチャレンジしよう。
　増設しても増員しても、拡大ではなく常に成長
を目指したい。そして、これまで出会ったすべて
の方への感謝を忘れずに前に進んでいきます。

多文化多言語共生の新しい日本の製造業を目指して

自動金型交換機付き NC ベンダー

環境に配慮した新塗装工場

海外インターン学生による修了プレゼン

地元小学生へのモノづくり体験教室 癒やしとコミュニケーションの場 CANTEEN

カフェのような社員食堂を新設

アクセス埼玉 2022.11　インタビュー
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社師井保障財務基礎研究所 https://m-inslab.com

さいたま市中央区下落合6-12-20 
ALVEARE307
TEL　048-762-7722
資本金　30万円
従業員数　3名
■事業内容
　 ○民間保険の基礎研究
　○ 既契約の高品質な見直し、

削減・調整・請求補助
　　（顧問制の全保険統括管理）
　○相続等の財務問題の解決

日本初の「民間保険の基礎研究」と「保険管理顧問」サービスを提供する保険の専門職集団です

関東菱油株式会社

桶川市寿1-4-3
TEL　048-771-6123
資本金　1億円
従業員数　144名
■事業内容
　 ○ENEOS石油製品の卸売り
　○ 直営サービスステーショ

ン(ENEOS)の運営・管理
　○ 自動車用・産業用燃料油

の販売
　○工業用潤滑油の販売　他

地域社会のエネルギーを支えていく
http://www.kanto-ryoyu.co.jp

■埼玉県を中心に、ENEOS特約店と
してサービスステーション（SS）の運
営、法人向けの産業・工業用石油製品
の卸売りを主な業務としています。セ
ルフメインのSSに洗車やコーティン
グ、車検などのカーメンテナンスサー
ビスをプラスした新たな形態のSSを
推進。法人向け産業用燃料・潤滑油で
は、地域産業を支えるコンサルタント
としての立場で、お客様のニーズに合
わせた最適な商品を提案。稼働率の向
上、製造現場における生産性の改善等
のサポート役を担っています。

■「相談相手がセールスマンしかいな
い」という民間保険業界の状況を打破
すべく、保険の専門家として企業様が
抱えるすべての保険関連の問題を、極
めて低額なコストで管理し予防解決し
ている事業者です。保険は目に見えな
いことから、実行判断基準が混

こんとん

沌とし
ています。「事故時に請求ができない」
「想定した保険金が支払われない」と
いった問題の解決からその予防まで、
保険に関するご相談がありましたらお
気軽にお問い合わせください。

ウチヤ・サーモスタット株式会社 http://www.uchiya.co.jp

三郷市高州2-176-1
TEL　048-955-4181
資本金　7,600万円
代表取締役会長 打矢 正雄
代表取締役社長 清水 澄人
従業員数　85名
■事業内容

家電製品や産業用ロボッ
ト、航空宇宙、自動車向
けのサーモスタットや
サーマルプロテクタ、サー
モスイッチ等の開発、設
計、製造、販売

サーモスタットを通じて社会に安全とサービスを提供する安全重要部品メーカー
■1956年創業。1963年からサーモス
タットの生産を開始。ヘアドライヤー
用サーモスタットＵＢ７の世界市場占
有率が約５割、ＪＰ６液晶プロジェク
ター用サーマルプロテクタでは世界市
場占有率が約６割と世界トップシェア
を誇ります。「製品とサービスを通じて
社会に安全を供給する」という企業理
念のもと、サーモスタットやサーマル
プロテクタ、サーモスイッチ等の開発、
設計、製造、販売を国内はもとより世
界市場にも行っており、グローバルに
事業を展開しています。

アクセス埼玉 2022.11　公社会員紹介

売り上げは海外が７割。
最新の技術にも用途を広げています。
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DEVICE	PARTNERS株式会社 https://www.devicepartners.co.jp

川越市寺尾73-5
TEL　049-214-5194
資本金　600万円
■事業内容
　 電子部品・半導体・機器の
販売、電子機器の開発・製
造・販売

信頼されるパートナーとして一緒にビジネス価値を高めていきます
■2020年に創業し、電子部品や半導体、
電子機器の開発・製造・販売を行って
います。独自のネットワークを活用
し、電子部品調達サービスを提供する
DEVICE事業、お客様が満足する製品
の提案、追求、トータルサポートする
EMS事業、ターゲットとするニッチ
な市場で、電子部品、半導体部品に特
化した商品を企画、開発、製造、販売
を一貫して行うPRODUCT事業、以
上３事業を柱としています。

株式会社栄和 http://www.kkeiwa.com

東京都足立区入谷9-5-15
TEL　03-3856-9777
資本金　5,600万円
従業員数　51名
■事業内容
　 ダイカスト金型、部品製造
販売

先鋭技術と全員駆動で和を持って栄える
■昭和50年の設立以来、最新設備と匠

たくみ

の技を調和させた業界随一の競争力を
駆使し、金型設計・製作から鋳造・加
工までの一気通貫の生産体制により、
Ｑ・Ｃ・Ｄでバランスの取れた高付加
価値なダイカスト部品を提供していま
す。社員一丸となった「創意」「誠意」
「熱意」による全員駆動によってステ
ークホルダーに貢献することを理念に
掲げ、取引関係先、地域と密接な協創
を大切にし、共存共栄と永続的発展を
目指しています。

アクセス埼玉 2022.11　公社会員紹介

株式会社エース警備 https://acekeibi.co.jp

熊谷市銀座7-174
TEL　048-522-1648
資本金　1億円
従業員数　400名
■事業内容
　 〇１号業務／施設警備
　〇２号業務／交通誘導警備
　〇２号業務／雑踏警備　他

コロナ禍においても増収増益を継続し、社会貢献企業を目指します
■電信電話事業、電力事業等のインフ
ラ工事に伴う交通誘導警備、建築土木
現場における車両誘導や、歩行者の安
全安心の確保を行っています。さらに
大型商業施設や県内進出企業、大手工
場などの施設警備を中心に、埼玉県、
群馬県を基盤に版図を広げています。
警備業務では、生活安全産業として、
警察業務を補完しています。警備業に
対する社会的ニーズが高まる中、事業
活動を通じて社会貢献をしていきます。

〈世界キャラクターさみっと㏌羽生〉

総力を挙げて安心安全を確保！

【全景】

【アルミ製品】

【亜鉛製品】
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Step1 シート類の取り外し Step2 シートの洗浄 Step3 ボディーの洗浄

Step4 ウレタン洗浄 Step5 乾燥 Step6 組み立て・点検
ベビー用品専門店ならではのチャイルドシート、ベビーカーの洗浄方法

所 在 地　北葛飾郡松伏町松伏3439
代 表 者　代表取締役社長　小林 勝彦 氏
事業内容　ベビー用品のクリーニング事業
　　　　　保育園・幼稚園・児童関連施設の抗菌施工
　　　　　オフィス・店舗等の消臭・抗菌施工
資 本 金　400万円　　従業員数　6名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-991-0858
https://www.ikujishien.jp

 株式会社キッズぽけっと
企業紹介 

◆ベビー用品専門のクリーニング店
　2006年にベビー用品のリサイクルショップお
よびベビー用品のクリーニングショップをオープ
ン。2014年、ベビー用品のクリーニング事業に特
化し、「衛生＋安全＝安心」をお届けする全国唯一
のベビー用品専門のクリーニング店として、小さ
なお客様のためにサービスを提供しています。
　“赤ちゃんが使う”ことにこだわった独自のクリ
ーニング品質「Babbcle（バブクリ）」を確立し、
日々、赤ちゃんに優しいクリーニングを行って
います。
◆本物の安心をお届けするために
　主なクリーニング取扱品目は、チャイルドシー
ト、ベビーカー、ハイローチェア、バウンサー、
抱っこひも、ベビー布団、ぬいぐるみなどです。
　チャイルドシートやベビーカーのクリーニン
グは、シートの取り外しや組み立て作業があり、
シートの生地質やボディーの構造がさまざまで、
使用期間や保管状況によって状態も一点一点違い
ます。長年の豊富な知識や経験を生かし、品物に
一番適した方法でクリーニングしています。
　洗浄は、国家資格を持つクリーニング師が品物
に最適な方法で丁寧に行います。シートは赤ちゃ

んがなめるので、安心、安全なオーガニックせっ
けんで洗います。チャイルドシートのボディーな
どにありがちな隅々にたまったお菓子やごみは、
高圧洗浄機やスチームを使用し除菌しています。
　クリーニング後に使用することで重大な故障
や破損個所などを発見した場合は、電話連絡やク
リーニング完了品へメモを付けるなどしてお客様
に伝えています。
◆赤ちゃんに安心を　ママたちに笑顔を
　「新しいオプションとして、ベビー用品の抗菌
バリアコーティング（無光触媒SKYBE-783）を始め
ました。365日24時間抗菌・抗ウイルス効果を発揮
し、ウイルスや細菌から赤ちゃんを守ります。
　また、キッズぽけっとのスタッフは、子育てを
しているお母さんが中心です。自分の子が使うよ
うに、愛情を持って丁寧に作業しています。
　創業時からベビー用品専門店として事業を行
ってきましたが、初心を忘れずに、赤ちゃんにと
ってより良いものを、安心して暮らせるサービス
を提供していきたいです。衛生面を意識するお母
さんが増え、ベビー用品を洗う文化ができるよう、
第一線で取り組み続けていきます」と、小林社長
は語ります。
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営営業業のの実実績績管管理理とと担担当当者者のの行行動動管管理理

（（基基本本））実実績績はは月月次次でで、、行行動動はは日日次次でで管管理理すするる

１１．．実実績績管管理理
・月初にクロージングリストを元に、担当者と個別面談
・20日を目安に全員で、実績進捗確認＆月末着地見通し会議

２２．．担担当当者者のの行行動動管管理理
・毎日、終業前に個別面談でその日の活動をヒアリング
・日々、クロージング予定案件の進捗管理と同行訪問の検討を

⇒⇒管管理理者者はは管管理理にに専専念念ささせせなないいとと、、十十分分なな管管理理ががででききなないい

アクセス埼玉 2022.11　営業管理の極意

「実績が伸びる＆担当が育つ」営業管理の極意

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第８回　営業管理者の実績管理と行動管理の方法方法第８回　営業管理者の実績管理と行動管理の方法

実績は月次で担当者の行動は日次で管理する
　今回は営業管理の基本である、実績管理と行動管
理についてお話しします。最初にズバリ申し上げて
おきますが、営業管理は「実績は月次で、行動は日
次で管理する」ことがポイントです。この点を頭に
おいて、以下を読んでください。
　営業の管理者として、最重要管理項目が実績管理
です。世の企業は大抵、年度を上期、下期に分けて、
半期（６カ月）の営業目標が設定されていると思い
ます。この目標に対して期末に100％以上の実績を達
成させることが、管理者の役割となります。
　悪い実績管理法は、毎月月末に実績進捗をチェッ
クしても進

しんちょく

捗以外の細部を気にすることなく、ただ
漫然と「今、進捗何パーセント」「もっと頑張れ！」
「あと少し」などと、管理が他人事になっているケ
ースです。管理とは実績を達観することではなく、
担当者と伴走することであると理解してください。
実績は月初面談と着地見通会議で管理する
　筆者おすすめの実績管理を説明します。まず毎月
月初に各担当者から、今月の実績目標と成約に持ち
込みたい先のリスト（クロージングリスト）を提出
させます。提出を受けた管理者は、その資料を見な
がら担当者と個別面談をします。成約の角度や種ま
き活動の予定先などを聞いて、いかにして当月の目
標達成に近づけるかのポイントを指導しつつ、クロ
ージング難易度の高い先は同行訪問を予定し活動の
フォローも計画します。この個別面談後の日々の進
捗管理は、行動管理のところで説明します。
　次の重要な月次管理ポイントは20日を目安とした、
月末着地見通し会議です。ここは個別面談ではなく
営業担当者全員の会議形式で、各担当者の20日時点
の実績進捗と月末の着地見通しを共有します。会議
にする理由は、スタッフがお互いの進捗状況を確認
し、競争意識や達成意欲を醸成することにあります。
この段階で実績未達見通しの者がいる場合は、翌月
に向けた種まき活動を指示して未達分の挽回を早期
に促すことが重要です。以上を経て、月末には各担

当者の月次実績を締めて期初からの進捗を共有し、
それを踏まえて翌月の目標数字とクロージングリス
ト作りを指示する、といったサイクルで毎月の実績
管理を回していく流れになるのです。
行動は日々、個別面談で確認し管理する
　次に行動管理です。先にも申し上げた通り、行動
管理は日次が基本です。すなわち担当者の営業活動
は、日々追いかけてください。基本は終業前に個別
面談し、口頭でその日の活動内容を確認します。そ
のためには営業日報は極力簡略化して、そこに余計
な時間を割かないようにします。日報への記載内容
は、基本的にその日に訪問した先、面談者、面談時
間、テーマ（一言で）です。日報が書けたら管理者
はそのコピーを受け取って、詳細は面談で質問して
書き込み記録します。面談時間は一人５～10分程度
の短時間でOKです。面談時間の長さより、毎日コ
ミュニケーションを取ることが大切です。
　面談で確認することは、何より月初のクロージン
グリスト記載の個別案件が予定通りに進捗している
か否かです。折衝が難しいと思う先については、管
理者は積極的に同行訪問を申し出てください。また
クロージングの詰めが甘いと思われる担当者につい
ては、月末の10日間で重点的に同行訪問することが、
実績を着実に積み上げる点で有効です。
　このように営業管理者がしっかり管理をするため
には管理に専念させる必要があり、プレイヤー兼務
では十分な管理ができません。管理者の目標は営業
部門の全体目標達成として、個人目標を持たせずに
管理に専念させることが必要です。
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　今回は多品種少量生産を上手に実行するために必
要な考え方と、二つの改善ポイントを説明します。
急所68�多品種生産の改善ポイント
　高度成長期の大量生産要求に対応するため、日本
の製造業は改善で生産スピードを上げ、生産量を増
やし、コストを下げて大きな成果を挙げました。
　その後、多品種小ロット生産へと変わり、品種を
変えるときの段取り替え時間を短くする必要が生じ
ました。ところがスピードアップの改善で大きな成
果を挙げた優秀な工場でも、段取り替えの改善とな
るとあまり力を注いでいないことがあります。ナゼ
かと思い理由を聞いてみると、段取り替え時間は既
に10分と短くなっており、苦労して９分にしても「た
ったの一分しかもうからない」といった答えが返っ
てきます。
　しかし、段取り替え時間が10分から９分と１割短
縮できれば、段取り替えの回数を１割増やせます。
生産品種を増やすことができ、サイズが大きく場所
を取るなど、在庫に影響が大きい製品を選んでロッ
トサイズを小さくすると在庫を減らすこともできま
す。さらに多品種の方向になっていくとしても在庫
を増やさずに対応することができるのです。
　在庫を増やさず、それでも品切れを起こさない高
レベルの多品種小ロット生産ができるようになるこ
とは、変化のスピードが速いこの時代にとても大切
だと思います。段取り替え時間の短縮は在庫削減と
品種拡大の両方につながる経営的な改善ですので、
みんなで取り組みましょう。

急所69�段取り替えの改善ポイント
　プレスや成型機等、金型の段取り替え作業で効果
が大きいのがボルトの使い方の改善です。ボルトは
モノを固定するときや製品の組み立てには欠かせな
いモノですが、頻繁に取り付け、取り外しをする用
途には必ずしも最適とはいえません。スパナなどを
使って取り置きをし、何度も合わせや回転動作をし
なければならないからです。段取り替えでは、金型
などを頻繁に付けたり外したりするのですから、ボ
ルトはこの用途には向いていないモノということに
なります。
　しかし、金型を交換するプレス機や成型機などの
構造を見てみると、型を固定するのにボルトが使わ
れていることが多いことが分かります。すなわち、
金型交換のときはボルトの数だけ時間と手間を毎回
の段取りにかけることになります。これまではそう
だったとしても、これからもずっとそうであると考
えてはもったいないと思います。
　本当にすべての本数が必要ですか？　本数を減ら
せませんか？　何種類ものボルトが使われているの
だとしたら、一種類のボルトに統一できませんか？
ボルトを抜かなくてもちょっと緩めるだけで型を外
せるだるま穴式を活用できませんか？　二つのモノ
を固定できればいいのであればクランプのようなや
り方で代用できないでしょうか？
　どうしても今のボルトを変えられないのであれば、
せめて分かりやすくボルトを色分けできませんか？
など、作業時間を減らすボルトについて、いろいろ
な改善を実行しましょう。
　以前、ある自動車部品会社のプレス職場で、段取
り替えに関係するすべてのボルトをリストアップし
アイデア出しを行ったところ、大小合わせて100件に
上る改善が実行でき、段取り替え時間を２割強も短
縮できました。段取り替えにボルトを見たら、改善
できる‼　と思いましょう。

もうかるメーカー改善の急所

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第８第 急所急所回　急急急回　急回第８ 6868 改善ポイ品種生種生 急所急所所所所所所所イイント　急所イント　急所急所インポイイイ産の改改善ポ改善ポイイイ種生産の種生産の品種多品種多品種品種 66969 6 えの改善ポイントトト替え段取り替え イントト替え段段取り替え段段段取段取 改善ポえの改善ポポイポインインインンント改善ポインえの改えの第８回　急所 68 多品種生産の改善ポイント　急所 69 段取り替えの改善ポイント

今月の言葉（２）
段取り替えにボルトを見たら、改善できる‼と思え。

今月の言葉（１）　�生産スピードを上げるより、段
取り替えのスピードを上げよ。
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15アクセス埼玉 2022.11　タイ便り

　今年９月２日から３日間、バンコク中心部にある
ショッピングモールのイベント会場で、タイ最大級
の日本総合展示会「バンコク日本博2022」が開催さ
れました。
　このイベントは、タイの高校生や大学生を対象に
した留学・就職フェアから発展し、今では日本をテ
ーマにした総合イベントとして定着しています。
　コロナ禍で中断していたため、３年ぶりの開催と

あるブアカーオ選手と満員の会場で試合を行い、社
会現象となりました。
　日本の水際対策が緩和された後、日本旅行を計画
しているタイ人は多くいます。昨今の円安で、以前
よりも割安感があり、多くのタイ人は日本での買い
物や食事を楽しみにしています。観光で訪日したタ
イ人のＳＮＳ投稿がきっかけとなり、新しい人気ス
ポットやヒット商品が生まれるかもしれません。

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

多様化するタイ人の志向多様化するタイ人の志向

タイ便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼タイビジネスについて、お気軽にご相談ください／
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

バンコク日本博2022での日本に関する
クイズイベント

三浦孝太選手の試合は、普段格闘技を見ない
多くの女性ファンで会場が満員に

なった今回は、親日のタイ人が多
く来場し、大変にぎわいました。
会場の特設ステージでは、日タイ
のアイドルグループライブのほか、
日本への留学、日系企業の就職案
内、観光地をアピールする日本の
自治体ブース、日本食レストラン
の出展もありました。
　日本のアニメをコスプレする人
や浴衣姿のタイ人もいて、おのお
のが自分のスタイルで楽しんでいました。
　タイの若者のトレンドがＫ－ＰＯＰや韓国ドラマ
で、大学入試での第２外国語の選択では、韓国語が
日本語の受験者を上回ったと報道されるなど、日本
の影響力は以前ほどではなくなってきているという
見方もあります。
　従来、 マスメディアしか発信できなかった情報が、
FacebookやInstagramなどのＳＮＳを通じて拡散す
ることもあります。タイ人女性が日本の総合格闘
家・三浦孝太選手を動画共有サービス「TikTok」に
アップした動画がきっかけで、タイ国内で人気に火
がつき、プロデビュー２戦目でタイの国民的英雄で
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com
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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感染症と下請取引（その７）新型コロナウイルス感染症と下請取引（その７）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。今回取り上げる問いは「小売業者が製
造業者、卸売業者等の納入業者に対して、顧客の安
全確保に必要な作業や安全性等に係る広報活動への
協力を要請することは、下請法の問題となりますか」
というものです。
　新型コロナウイルス感染症の収束の出口は現在も
見えていません。このような状況の下で、生活に必
要な物質を供給する拠点の一つである小売業者の営
業が円滑に行われることは、地域の生活支援の面で
重要です。
　ところで、小売業者が親事業者、納入業者が下請
事業者という例は、一見するとあり得ないと思われ
るかも知れませんが、大手スーパーやデパートを思
い浮かべれば、その例はすぐに思い当たります。こ
のような小売業者が親事業者、納入業者が下請事業
者である場合において、親事業者と下請事業者との
間で協議が行われた結果、下請事業者が親事業者の
要請に応じた協力を行うことになったとしても、協
力に要する費用を親事業者が負担する場合には、問
題となるものではありません。しかし、顧客の安全
性確保等を理由としたとしても、親事業者が下請事
業者に対し無償で役務を提供させるなどして、下請
事業者の利益を不当に害する場合には、下請法で禁
止される不当な経済上の利益の提供要請として問題
となります。不当な経済上の利益の提供要請とは、
親事業者が下請事業者に対して「自己のために金銭、

役務その他の経済上の利益を提供させること」によ
り、「下請事業者の利益を不当に害」することをい
います。従って、そうならないように下請事業者と
親事業者は事前に十分に協議して、協力の内容、負
担の在り方を決定しておく必要があります。
　下請法に違反する行為は、親事業者が優越的地位
にある場合には、私的独占の禁止および公正取引の
確保に関する法律（独占禁止法）で定める優越的地
位の濫用としても問題となり得ます。その例として
本年６月の新聞報道を紹介します。家具販売大手の
Ａ社は、独占禁止法違反（不公正な取引方法）の疑
いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。
Ａ社は遅くとも数年前から家具メーカーや卸売業者
などに対し、新規出店時に従業員を無償で派遣させ
て家具などを陳列させたほか、セールの際に「協賛
金」として費用の一部を負担させた疑いがあるとの
ことです。「協賛金」は、納入代金と相殺されてい
た疑いもあるとのことです。公正取引委員会では納
入業者が取引の減少などを恐れ、Ａ社の要求に応ぜ
ざるを得ない状態になっていたとみているとのこと
です。
　独占禁止法違反の事例は、数はそれほどありませ
んが、下請法違反の疑いで公正取引委員会や中小企
業庁から勧告や警告を受ける例は、１年間に１万件
以上あります。ちなみに違反で最も多いものは「支
払いの遅延」で、次が「買いたたき」とのことです。
下請法を守ることが親事業者、下請事業者双方にと
って得策といえます。
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■よろず支援拠点の経営支援メニュー
　事業者の皆様に休業・廃業が頭をよぎったとき、
埼玉県よろず支援拠点にお気軽にご連絡ください。
休業・廃業を回避するため、事業者の皆様に寄り
添って、資金繰り相談をはじめ、経営改善支援、
販売戦略、事業承継相談、Ｍ＆Ａに関する相談な
どの各種支援を行います。
　事業者それぞれの経営状況に応じて、総合的な
アドバイスと伴走支援を行います。お気軽にご連
絡ください。

≪埼玉県よろず支援拠点≫
ご相談予約・問合せ先（平日9:00-17:00）
ＴＥＬ ０１２０－９７３－２４８

　埼玉県よろず支援拠点コーディネーターの清水
です。今回は、個人および法人事業者の皆様に、
「休業・廃業」を回避するための経営支援につい
てご案内します。
　休業・廃業という言葉をご存じの方は多いと思
いますが、実際どのような手続きを進めるのか、
ご存知ない方がほとんどだと思います。特に、こ
のコロナ禍での経済・社会の変化が経営に及ぼす
影響は大きく、将来に不安をお持ちの事業者・経
営者は少なくはありません。

■休業・廃業の定義
　休業とは、休眠ともいわれ、一時的に事業を停
止して会社自体の活動を停止することです。
　廃業とは、一般的に経営者が自主的に経営を　
やめること、会社を消滅させることです。
　休業は会社自体を存続させるのに対して、廃業
は会社を消滅させることが大きな相違点です。
　廃業は債務を完済できる場合に、経営者ご自身
が自主的に経営を断念する選択肢です。

https://saitama-yorozu.go.jp
休業・廃業を回避する経営相談業務を開始しました

■休業・廃業を考えてしまうタイミング例
　・コロナ禍でなかなか売り上げが回復しない。
　・事業や業界の先行きに希望が持てない。
　・資金繰りが厳しい ( 赤字経営・債務超過 )。
　・銀行への月々の返済が負担である。
　・事業承継の予定者がいない。
　・債権者に迷惑を掛けずに会社を閉めたい。
　・少しは手元に資金を残したい。

休業・廃業を回避するための経営相談を行う
埼玉県よろず支援拠点の選任コーディネーター

清水 隆司（しみず たかし）
　ゼネコンで建築営業を経験後、
半導体関連中小企業にてＩＰＯ

（新規株式公開）準備と経理、財
務、経営管理に従事。

鈴木 尊康（すずき たかやす）
　地方銀行で、融資や相続、
事業承継業務に従事。資金
調達に関与した中小企業は、
300 社以上。



　県内４拠点（秩父・熊谷・越谷・狭山）にて、経
験豊富な知財アドバイザーが、商品名/サービス名/
店舗名等のネーミング/ロゴ、技術/デザイン、レシ
ピ/ノウハウ等の保護、著作物（写真・画像・音楽等）
の利用、業務委託/共同開発/秘密保持等の各種契約、
海外展開時の知財リスク、知的財産権の侵害警告・
トラブル等の幅広い相談に対応します。相談費用は
無料です。
　先行技術や先行商標等の調査が行える無料データ
ベース「J-PlatPat」の活用方法についても支援しま
す。ぜひご活用ください。
秩父： 偶数月第1火曜日開催【次回は12月6日(火)】

秩父地場産センター ４階４０２会議室
熊谷： 偶数月第3火曜日開催【次回は12月20日(火)】

埼玉県産業技術総合センター北部研究所 会議室
越谷： 奇数月第3木曜日開催【次回は11月17日(木)】

越谷産業会館 ２階会議室
狭山： 奇数月第3金曜日開催【次回は11月18日(金)】

狭山市産業労働センター ２階相談室Ａ
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　（INPIT埼玉県知財総合支援窓口）
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５０

知財出張相談会のご案内
秘密厳守・相談無料
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/saitama/consultation/consult_info

公社
情報

　時代に合ったマネージャーとは何か、また、企業
として社員をどうサポートしていくのかを事例を紹
介しながら具体的な取り組み手法をご紹介します。
日時 12/8(木)14:00 ～ 16:00 ZoomによるWeb配信
内容 ・部下がなかなか育たないという前に
　　　～人材育成マネジメント～
　　 ・イクボスを目指す
　　 ・リコージャパン(株)の社内紹介
　　　（実践オンラインリモートツアー）
　　 リコージャパン(株)　埼玉支社

　　 　　　シニアアドバイザー　高橋 圭二 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

【Web配信】会員優待セミナー
ダイバーシティ時代の人材育成
マネジメントセミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/22kse

　埼玉県では、「彩の国みどりの基金」を活用し、緑
化に係る費用の一部を補助します。人が集まる県内
の民間施設で実施する、以下の要件を満たす公開性
のある緑化事業が対象です。「人々が滞留する快適な
緑の空間」「人々の活動を誘発する緑の空間」「人々
の目に留まる緑の空間」の三つの緑化テーマのうち、
二つ以上に該当する緑化を募集しています。
対象者 民間施設の所有者等
対  象  商業施設、社屋等における100㎡以上の屋

上・屋内緑化、壁面緑化、空地緑化
限度額 1,125万円　補助率 1/2
締  切 毎月15日（最終締切12/15(木)）

問合せ先　埼玉県環境部　みどり自然課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３１４９

　従業員の働きがいの創出をテーマに、リーディン
グカンパニーの経営者による理念や取り組みなどを
紹介。事例発表企業２社をパネリストに迎えパネル
ディスカッションを行います。参加者同士の情報交
換やネットワークづくりの交流会も開催します。
日時 11/18(金)14:00 ～ 16:30
会場 ソニックシティビル ４階 市民ホール401・402
内容 【事例発表】
　　 先進事例にみる「働きがい創出」の意義と成果
 　　(株)浜野製作所　代表取締役ＣＥＯ

 浜野 慶一 氏
 　　(株)生活の木　代表取締役社長ＣＥＯ

 重永 忠 氏
　　 【パネルディスカッション／情報交換・交流会】
定員 75名　　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

身近なみどり民間施設緑化事業

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/midorisaisei-top/minkanhojyo.html

働き方改革事例発表交流会
「従業員の信頼を生み出す働きがいの創出」
https://www.saitama-hkaikaku.jp/event/1118

県の
情報

県の
情報
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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　・　　・　　

　大学卒業と同時にゼネコンに就職しました。当時の
建設業界は男性社会だったこともあり、苦労も多かっ
たです。しかし、２級建築士の資格を取得したこと
で、周りからの見る目が変わってきました。さまざま
な現場で経験を積むほどにやりがいを感じられるよう
になり、１級建築士も取得しました。もっとお客様と
近い立場で仕事をして長く人の役に立ちたい、自分の
納得できるところまで建築に関わり続けたいと思い、
2020年に起業しました。

創業のきっかけは？

　リフォーム、リノベーション、住宅診断や他社の設
計プランや見積金額などについて、第２の意見を伝え
るセカンド・オピニオンなどです。リフォームでは、
お客様の希望に合わせてプランを立て図面、見積もり
を作成し、職人さんの手配、現場監理まで一貫して行
います。お客様の希望を大切にしつつ、家族構成や子
どもの成長などに合わせた長い目で見たプランニング
をプロとして提案しています。腕の良い職人さんのコ
ーディネート力には、自信があります。

事業内容は？

　現場の工程を効率的に進めるためにも、職場環境を
整えていきたいです。間取りに合わせた造作物が多い
ので下小屋を検討中ですし、同じ志を持つ仲間も募集
中です。これからも「建築」を通して、人の役に立っ
ていきたいと思います。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

人とコンピュータを
つなぐもの、でありたい。

OUTSOURCING SERVICES

www.nitto-tech.co.jp

詳細は弊社営業
または下記URLをご参照ください

埼⽟県所沢市⻄所沢1-14-14
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 株式会社 家組

施工例：築50年のコンクリートづくりのマンションリフォームの(左)ビフォー・アフター。リビング
と和室の二間の和室を壊して一間にし、殺風景になるので間仕切りで４枚の引き戸を設置

店舗のリフォームにも対応

アクセス埼玉 2022.11　創業者紹介

田村 祥子 さん

田村 祥子（たむら しょうこ）さん (51)

　大学卒業後、ゼネコンに入社。配属された現場監督の
仕事と並行し、専門学校の夜間コースに通い２級建築士
の資格を取得。お客様と近い立場で話ができる木造の注
文住宅を学びたいと思い転職し、１級建築士も取得。建
築を通して長く人の役に立ちたいと思い独立。

株式会社家組　https://iegumi.com 
　新座市北野2-13-10
　創　　業　2020年２月 TEL　080-8864-0002
　資 本 金　300万円　　従業員数　１名
　事業内容　 リフォーム、リノベーション、プランニン

グ、既存住宅診断、セカンド・オピニオ
ン、その他建物に関するアドバイザー
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「醸造のあった街」から「醸造のある街」へ
　近年では「鋳物の街」として知られる川口市であるが、
かつては麦みそ造りによる醸造文化が根付いていた。「醸
造の街」を復活させたいという思いから、埼玉産、川口
産の食材をできる限り使用することにこだわった自家醸
造ブルーパブ「川口ブルワリー」を 2015 年にオープン
する。
　川口市では初めてのビール醸造施設であり、店内で
醸造したオリジナルクラフトビールと埼玉県産の小麦
を使用した釜焼きピザが看板メニュー。施設内に併設の
レストランでは醸造されたビールを楽しむことができる
（ビールやピザはテイクアウトも可）。

季節に合わせたテイストへのこだわり
　フルーティーで後口がすっきりしていて食事に合わせ
やすい「川口御

おな り み ち

成道エール」（写真左）。ホップを多く使
い、苦味や香りをしっかり立たせている「荒川サンセッ
ト IPA」（同中央、瓶ビール）。優しい飲み口で小麦の甘
味と若干バナナのような香りがするのが特徴の「ホワイ
ト・リリーヴァイツェン」（同右）。
　定番ビールは、同店オリジナルの上記 3種類を醸造。
季節ごとに旬の食材（フルーツなど）を使った限定ビー
ルは、時期によってビールのテイスト（味）を変え、夏
はスッキリして爽やかな感じのもの、冬はやや重めのどっ
しりとした黒ビールや、みそを使ったみそビールを提供
して特徴を出している。
　「定番ビール３種」と「定番ビール 3種と限定ビール」
の飲み比べセットも用意されているので、複数のビール
を楽しみたい方にはうれしいメニューもある。

新井商店株式会社 川口ブルワリー
https://www.arainet.jp

川口市幸町2-2-16 フジマルシェビル１階
Tel 048-280-6130
代表者　代表取締役　新井 俊之 氏
醸造長　五島 脩 氏
創業 2001年　資本金 1,000万円　従業員数 40名
事業内容　ビールの製造および販売
営業時間　月曜日～金曜日11:30 ～ 15:00、16:00 ～ 22:00
　　　　　土曜日11:30 ～ 23:00
　　　　　日曜日・祝日11:30 ～ 21:00　定休日水曜日
アクセス　ＪＲ川口駅東口から徒歩５分

● 読者プレゼント！　
　「川口ブルワリー」での店内飲食券 3,000 円分を 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、川口
ブルワリー飲食券希望」を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp
宛てメールにて 11 月 25 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

　「海外では『とりあえず生で』という文化はないといいます。日本でも『と
りあえず生で』ではなく、クラフトビールを頼む人が増える未来が来るといい
なと思っています。そのためにも川口のクラフトビールの良さを多くの人に
知っていただきたいです」と、醸造長の五島さん。

店内に物販コーナーがあり、お酒やつまみを購入できる

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　一般社団法人埼玉県物産観光協会は、日々新しく生まれ
る魅力的な県産品や生産者の思いを『SAITAMA BRAND』
として発信し、多くの皆様に知っていただきたく、「埼玉
県新商品 AWARD」を立ち上げました。埼玉県の生産者が
技術と伝統、土地の恵みを生かして開発した素晴らしい商
品をご覧ください。
https://chocotabi-saitama.jp/award

新井商店 (株 )
川口ブルワリー
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