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経営支援
（１）経営支援
　コロナ禍における生産性の向上や売り上げの拡
大、事業再構築や新分野への挑戦、デジタルへの
対応、中堅企業への成長など、中小企業の多様な
ニーズに対応するため、関係機関との強力な連携
のもと、さまざまな分野の専門家による支援を行
います。
①「埼玉県よろず支援拠点」の運営

　県内中小企業・小規模事
業者の経営を支援するため、
国の事業を活用し、埼玉県
における「よろず支援拠点」
の実施機関として、経験豊
富な専門家によるチーム支

援で総合支援サービスを何度でも無料で提供しま
す。また、商工団体や県内金融機関などとの連携
を強化するとともに、中堅企業への成長を目指す
企業への支援を実施します。

②中小企業三大課題集中取組事業
　後継者不在や働き手の確保に苦慮する県内中小
企業に対応するため、「事業承継」「人手不足対応」
「外国人人材活用」の三つの課題について、アド
バイザーが課題解決に向けて無料で支援します。
③事業継続力強化計画（簡易型ＢＣＰ）策定支援
　コロナ禍で急速に高まるＢＣＰ策定ニーズに対
応し、実効性のあるＢＣＰを迅速に策定するため、
簡易型ＢＣＰ（事業継続力強化計画）の策定を無
料で支援するとともに、複数の企業・事業者の相
互協力により事業を継続する「連携型事業継続力
強化計画」の策定についても支援します。
④専門家の派遣による経営支援
　中小企業のさまざまな課題を解決するため、公
社に登録している専門家の中からその企業に最適
な専門家を派遣します。派遣回数は年間８回以内、
費用は１回（２時間）当たり 10,000 円です。
⑤マネジメントシステム導入支援
　国際規格（ＩＳＯ）の認証取得、事業継続計画

特 集

令和４年度公社の中小企業支援策令和４年度公社の中小企業支援策
～中小企業の未来を創造する信頼のパートナー～～中小企業の未来を創造する信頼のパートナー～

公益財団法人埼玉県産業振興公社公益財団法人埼玉県産業振興公社

　デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の必要性の高まりやカーボンニュートラルに向けた取り組みな　デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の必要性の高まりやカーボンニュートラルに向けた取り組みな
ど、企業を取り巻く環境は急激に変化しており、コロナ禍における着実な事業継続とともに、新たな時代に即しど、企業を取り巻く環境は急激に変化しており、コロナ禍における着実な事業継続とともに、新たな時代に即し
た変革と競争力の向上が喫緊の課題となっています。た変革と競争力の向上が喫緊の課題となっています。
　公社は「中小企業の未来を創造する信頼のパートナー」として、こうした時代の変化を捉えながら企業の現場　公社は「中小企業の未来を創造する信頼のパートナー」として、こうした時代の変化を捉えながら企業の現場
ニーズを踏まえた支援策をワンストップかつスピーディに展開しています。ニーズを踏まえた支援策をワンストップかつスピーディに展開しています。
　令和４年度は、ＤＸ推進支援の本格展開等により、中小企業の稼ぐ力の向上を支援するとともに最新技術の導　令和４年度は、ＤＸ推進支援の本格展開等により、中小企業の稼ぐ力の向上を支援するとともに最新技術の導
入による新技術、新製品の開発支援などの充実を図ります。入による新技術、新製品の開発支援などの充実を図ります。
　今回は令和４年度に公社が行う支援策を紹介します。　今回は令和４年度に公社が行う支援策を紹介します。
　　※掲載した各種支援事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期または中止になる可能性がございます。※掲載した各種支援事業は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、延期または中止になる可能性がございます。
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（ＢＣＰ）の導入を支援するため、中小企業への
コンサルティングを実施します。また、ＩＳＯ規
格改定への対応を支援するため、認証取得企業へ
のフォローアップ支援を実施します。なお、費用
負担があります。
⑥若手経営者支援（フォース２１）
　公社会員である県内中小企業の後継者・若手経
営者の交流組織「フォース２１」を運営し、経営
トップとしての資質の向上、人的ネットワークづ
くりや情報交換の機会を提供します。
⑦法律相談等の実施
　県内中小企業の経営課題の法律的な解決を図る
ため、弁護士による無料法律相談を行います。
⑧埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点の運営
　県内中小企業が「攻めの経営」に転換し、成長
戦略実現に必要な「即戦力人材＝プロフェッショ
ナル人材」を採用できるよう、コーディネーター
が伴走型でサポートします。特に県内中小企業等
のデジタル化を促進するため、デジタル人材を雇
用する際の人材紹介手数料の半額を補助する制度
を設けます。
⑨サービス産業事業者ＩＣＴ・ＡＩ活用支援
　商業・サービス産業事業者にデジタル技術を活
用した販路拡大や業務効率化などをＩＣＴ活用コ
ーディネーターが無料で提案します。個別相談に
加え、グループ相談にも応じます。
⑩ＳＤＧｓセミナー
　県内中小企業のＳＤＧｓ経営を推進するため、
具体的な取り組み方や国の補助制度などを紹介す
る実践的なセミナーを開催します。
★①～⑦の問合せ先　経営支援グループ
　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８５

★⑧～⑩の問合せ先　人材・ＩＣＴ支援グループ
　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０７５

で、一貫した創業支援を行います。
　創業予定者や新規創業者を対象に、創業準備の
進め方や事業計画の作成など、さまざまな相談に
対応するとともに、創業に必要な知識を体系的に
学ぶためのセミナーやベンチャー企業の成長を促
進するためのビジネスマッチングを実施します。
①創業相談
　創業予定者・新規創業者に対して、個別のアド
バイスや情報提供を無料で行います。
　ア　開業アドバイザーによる創業相談（月～土）
　　�　創業予定者などからのさまざまな相談に対
応し、きめ細かなアドバイスを行います。

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

②創業セミナー
　創業までの心構えや創業後の営業活動など、創
業のステージに合わせたセミナーを開催します。
　・�創業準備セミナー、ＷＥＢ活用セミナー、
　　経営基礎セミナー、女性プチ起業セミナー、
　　副業から始める起業セミナー　など　
新ア　Saitama Startup School
　　�　女性創業スタートアップ塾、シニア起業塾、
創業塾（平日、土曜、夜間の３コース）

③女性の創業支援
　ア　女性起業支援施設の運営
　　�　女性起業支援ルーム「ＣＯＣＯオフィス」
を管理・運営するとともに、アドバイザーが
利用者からの相談に対応します。

※新は、今年度の新規事業などです。

創業・ベンチャー支援
　「創業・ベンチャー支援センター埼玉」を運営
し、創業前の相談から創業後のフォローアップま

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

④社会課題の解決につながる創業支援事業
　社会課題を解決しようとする創業希望者に対し、
販路拡大や事業連携、資金調達などについて、伴
走型の支援と創業に係る経費の補助を実施します。
⑤埼玉県起業支援金事務局の運営
　埼玉県起業支援金事務局を運営し、地域社会が
抱える課題を解決しようとする創業希望者に対し、
事業進捗状況の確認、販路開拓など経営全般につ
いて、伴走型の支援および創業に係る経費の補助
を行います（18 頁のインフォメーション参照）。
⑥ベンチャー成長支援
　ア　彩の国ベンチャーマーケット
　　�　資金調達や販路開拓、事業提携などの課題
を抱えるベンチャー企業を対象に、ベンチャー
キャピタルや金融機関、大手企業とのビジネ
スマッチングを促進します。

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

★問合せ先　創業支援グループ
（創業・ベンチャー支援センター埼玉）
　ＴＥＬ　０４８－７１１－２２２２

より、取引促進を図るマッチングサイトを開設し
ます。
③取引マッチングの推進
　取引マッチングコーディネーターを配置し、新
規発注案件の掘り起こし、受注企業ニーズの把握、
あっせん後のフォローアップを行うことで取引あ
っせんの成約率向上を目指します。
④受発注情報の収集
　書面調査の実施を通じて、発注登録企業の新規
発注案件情報や受注登録企業の保有設備情報等を
把握し、効果的な取引あっせんにつなげます。
⑤取引相談（下請かけこみ寺）
　下請取引上のさまざまなトラブルに関する相談
に対応します。

（２）海外ビジネス展開支援
　県内企業の海外販路拡大のため、ジェトロ埼玉
（日本貿易振興機構埼玉貿易情報センター）との
連携によるビジネス展開を支援するとともに、越
境ｅコマースの活用を支援します。
①海外ビジネス展開の支援
　貿易投資や海外販路拡大等の県内企業のニーズ
を把握し、ジェトロ埼玉と連携しながら海外ビジ
ネス展開を支援します。
　ア　海外展開ニーズに対する相談対応
　イ 　展示会等を活用した海外企業とのマッチ

ング支援
　ウ　国際情勢勉強会の開催
②海外展開オンライン化支援（ｅコマース活用）
　海外販路の拡大に向け、越境ｅコマースの活用�

令和３年度彩の国ビジネスアリーナは、オンラインで開催

販路開拓支援
（１）取引振興
①販路開拓支援
　受発注企業のニーズに沿った商談会や展示会の
開催により、マッチングの機会を提供します。
　ア　「彩の国ビジネスアリーナ」の開催
　イ　関東５県ビジネスマッチング商談会の開催
　ウ　九都県市合同商談会の開催
　エ　地域別商談会の開催
新②常設ビジネスマッチングサイトの開設
　オンライン上での受発注ニーズのマッチングに

アクセス埼玉 2022.5　特集
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を促進します。海外ＥＣサイトへの出店支援とと
もに、海外ＥＣサイト内に開設する「埼玉県特設
ショップ」への出品、プロモーションの支援を実
施します。
　ア　海外ＥＣサイト出店補助
　イ 　海外ＥＣサイト内「埼玉県特設ショップ」

の開設
★問合せ先　取引支援グループ

　ＴＥＬ　０４８―６４７―４０８６

新産業振興　　　　　　　　　　　　　　
（１）技術開発サポート事業
　カーボンニュートラルやデジタル化など、企業
を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、新た
な技術・製品の開発に挑む県内中小企業を支援す
るため、産学連携や企業間連携、専門家による伴
走支援等により、新技術・製品の開発や販路開拓
を支援します。
新①産学連携による新技術・製品開発支援
　ポストコロナ社会における重要な技術テーマと
して注目される、カーボンニュートラル、デジタ
ル、マテリアル、バイオについて、大学や企業を
メンバーとする研究会を設置し、産学連携による
技術開発を支援します。
　ア　研究会の設置
　イ　大学教授等による企業への技術指導
　ウ　販路開拓支援
新②市町村における社会課題解決のための製品
開発・実証実験支援
　高齢化など具体的な社会課題の解決に寄与する
製品の開発や実証実験を促進するため、市町村と
企業の連携による課題解決を支援します。
　ア　支援対象市町村
　イ　コーディネーターによる助言等
　ウ　展示会出展支援
③技術開発・製品開発支援
　カーボンニュートラル、デジタル化など社会の
さまざまな要請に対応した技術・製品の開発等に

向けて、国等の競争的資金の獲得支援も含め、専
門家による県内中小企業への伴走支援を行います。
④企業マッチング支援
　県内中小企業の優れた技術を生かし、大手企業
から新たな受注を獲得するため、集団マッチング
および個別マッチングを実施します。
　ア　大手メーカー等と県内企業とのマッチング会
　イ　個別企業のニーズに応じたマッチング
　ウ　オンラインによるマッチング機会の提供

（２）業態転換支援事業
　脱炭素化や急速なＥＶシフトを背景に、産業構
造や市場ニーズが急速に変化する中、業態転換や
新分野への進出を目指す県内企業の取り組みを支
援します。
①業態転換支援の強化
　ＣＡＳＥやＭａａＳ等に対応し、将来を見据え
て業態転換を図る県内中小企業の技術開発や製品
開発を支援します。中でも、ＥＶシフトが加速す
る中、ガソリンエンジン部品製造企業に対する支
援を重点化します。
　ア　業態転換等に向けた事業計画作成支援
　イ 　コーディネーターによる伴走支援（重点支

援企業）
　ウ　マッチング支援
②モビリティ部会活動支援
　新たなビジネスモデルの構築やビジネスパート
ナーの獲得、販路開拓に向けて、研究会などの交
流の場づくりやマッチングを支援します。

製品開発・実証実験支援例（太陽光を活用した屋外
ワイヤレス充電スポットの実証実験）
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　ア 　研究部会（技術動向・市場動向、大手企業
の戦略等）

　イ　ビジネス交流会
　ウ　マッチング支援
★問合せ先　先端産業振興グループ

　ＴＥＬ　０４８－７１１－６８７０

　工場ラインのＩｏＴ化を促進するため、簡易で
安価なコンピュータの活用を体験する研修会を開
催します。
　ア　簡易コンピュータ活用体験研修
⑤埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク運営
　デジタル化をサポートする機関等で構成する
「埼玉県ＤＸ推進支援ネットワーク」の事務局を
運営し、ホームページでの情報発信のほか、今年
度からは、県内中小企業とＩＴ企業とのマッチン
グ、ＤＸ推進人材育成支援等の事業を展開します。
　ア 　ホームページによる各種支援策等の情報

発信　
　イ　構成機関によるネットワーク会議の開催
新ウ　県内企業とＩＴ企業とのマッチング
新エ 　社内でＤＸの推進を担う人材の育成（研修

受講等の支援）
★問合せ先　デジタル・技術支援グループ

　ＴＥＬ　０４８－６２１－７０５１

（４）産学連携支援
　中小企業が大学や研究機関の研究シーズを活用
し、新製品や新技術の開発を迅速・効果的に行え
るよう「産学連携支援センター埼玉」を運営し、
中小企業と大学等とのマッチング、競争的資金獲
得、事業化、販路開拓などを支援します。
①産学連携相談等の実施
　産学連携支援センター埼玉を運営し、コーディ
ネーター等による産学連携相談、産学連携マッチ
ングサイトによる大学・研究機関の技術シーズの

（３）デジタルテクノロジー活用推進事業
　コロナ禍で加速するデジタル化に対応し、県内
企業の経営革新・競争力強化を図るため、普及啓
発セミナーや実践的なデジタル人材育成研修、デ
ジタル技術を活用した経営戦略の作成等支援を実
施します。また、令和３年度に立ち上げた埼玉県
ＤＸ推進支援ネットワークの事務局として、デジ
タル化支援事業を本格化します。
①ＡＩ・ＩｏＴ普及啓発に向けた支援
　コーディネータによる情報提供や相談対応を行
うほか、最新技術動向や活用事例を紹介するセミ
ナーを開催し、デジタル化の促進を図ります。
　ア　デジタル活用コーディネータによる相談
　イ　デジタル化戦略策定支援
　ウ　ＤＸ推進セミナー
　エ　ＡＩ・ＩｏＴツール導入実践研修
②ＡＩ・ＩｏＴ人材育成事業
　県内中小企業のデジタル化を推進するため、社
内リーダーとなる人材に必要となる知識、技術、
ノウハウなどを習得する研修を開催します。
　ア　ＡＩ・ＩｏＴ人材育成研修
　　　（技術者養成コース、先端視察研修）
　イ　オーダーメイド型ＡＩ研修
③ＤＸコンソーシアム運営
　デジタルツールの導入・活用を促進するため、
企業・大学・研究機関・自治体等が参加するＤＸ
コンソーシアムを運営し、セミナーや展示会等を
開催します。
　ア　フォーラムの開催
　イ　オンライン展示会の開催
④ものづくりＡＩ・ＩｏＴ化支援

オーダーメイド型ＡＩ研修（事業所内）
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紹介、大学等とのマッチングや共同研究体の形成、
競争的資金の獲得（一部有料）に関する支援を実
施します。
　ア 　産学連携ネットワークマネージャーによる

有望な研究シーズや連携先の開拓
　イ 　産学連携コーディネーターによる総合相談、

マッチング
　ウ 　産学連携マッチングサイトによる大学等の

研究シーズ紹介
　エ　競争的資金の獲得支援
②産学連携支援ネットワーク事業、交流の促進
　産学連携に取り組む機関で構成する「埼玉県産
学連携支援ネットワーク会議」を運営し、ＷＥＢ
による大学・研究機関の技術シーズ発表会や、工
科系大学シーズマッチング会、「産学連携フェア」
の開催等、企業と大学・研究機関との交流を促進
します。
　ア　産学連携技術シーズ発表会の開催
　イ　工科系大学シーズマッチング会の開催
　ウ　産学連携フェアの開催
③産学連携に関する情報提供
　メールマガジンによる各種イベント等の情報発
信を実施します。
★問合せ先　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

（５）知的財産支援
　企業競争力の源泉である知的財産の活用促進の
ため、知的財産に関するワンストップ相談・支援
窓口である「INPIT 埼玉県知財総合支援窓口」を運
営するほか、企業の未来事業創造・実現に向けた
横断的支援、外国出願の助成などを実施します。
①「INPIT 埼玉県知財総合支援窓口」の運営
　（相談無料・秘密厳守）

　ア　知的財産アドバイザーによる総合相談
　　�　アイデア、ノウハウ、デザイン、ブランド、
著作物や契約（共同開発・秘密保持）、社内規
定の整備など、知財に関する各種相談に対応
します（18 頁のインフォメーション参照）。

　イ　弁理士、弁護士による専門相談
　　　弁理士原則毎週水曜日、弁護士月２回
　ウ　県内４拠点での出張相談会の開催
　　　秩父市、熊谷市、越谷市、狭山市（隔月）
②知財経営の実現に向けての支援
　企業が変化に耐え抜き持続的成長を続けるため
のビジョンを描く支援や、その実現に向けての経
営戦略策定・実践を横断的に支援します。
　ア　未来事業創造に関する支援
　イ　経営デザインシートを用いた戦略策定支援
　ウ　ＷＥＢセミナーの開催
③開放特許の活用支援
　大学・研究機関や大手メーカーの保有する開放
特許の活用支援を行います。
　ア 　知財マッチングサイトによる大手メーカー

の開放特許シーズの紹介
　イ 　産学連携技術シーズ発表会等における開放

特許シーズ紹介・マッチング
④外国出願支援事業
　中小企業等の外国における特許、商標等の権利
化を支援するため出願費用を助成します。
　公募期間：令和４年５月中旬～６月中旬（予定）
　上限額：300万円、補助率：２分の１
★問合せ先　産学・知財支援グループ
　　　　　　（INPIT 埼玉県知財総合支援窓口）

　ＴＥＬ　０４８－６２１－７０５０

人材育成・情報支援
（１）人材育成
　中小企業を対象とした総合研修機関として、多
彩な研修メニューと経験豊富な講師陣による実務
的な研修を実施し、人材育成で企業を支援します。
今年度は、ＤＸ・デジタル化を推進する研修メニ
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ューを拡充します。ＷＥＢでの研修も実施します。
①研修
新ア　総合力強化研修
　　�　新入社員から経営幹部・経営者までの各階
層別の研修を実施します。今年度から、新た
に「経営幹部・経営者」向けの講座を実施し
ます。

　　新 �経営者必須�知らなきゃ損する「ＤＸのい
ろは」研修�など

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

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

　　新新時代の視点で「自社の強み」を強化！
　　　ＤＸ活用研修�など
　エ　機械実技訓練研修
　　�　県立高等技術専門校と連携し、現場に即し
た技能研修を実施します。

　オ　地域密着研修
　　�　企業ニーズの高い研修を川越・熊谷・草加
で実施します。

　カ　コンパクト研修
　　�　効率的に受講できる半日単位の研修を実施
します。

　キ　特別研修
　　・オーダーメイド出前研修
　　�　個別企業の希望に合わせた研修カリキュラ
ムを作成し、企業に出向いて実施します。

　　・地域連携タイアップ研修
　　�　県内各地域において、中小企業支援機関な
どと協働した研修を実施します。

　　・通信教育
�　　�　( 株 ) 日本能率協会マネジメントセンター

と提携した通信教育を実施します。
（２）情報支援・ＩＣＴ活用サポート
　中小企業経営に役立つ情報をタイムリーに提供

するため、月刊情報誌「アクセス埼玉」やメール
マガジンを発行します。また、経営課題にスポッ
トを当てた会員優待セミナーを開催するとともに、
新たに会員専用サイトを構築し、会員サービスの
さらなる充実に努めます。
　ＤＸ・デジタル化に対応するため、ＩＣＴスキ
ルアップ研修を実施するとともに、公社内のデジ
タル化としてセキュリティ環境の強化、クラウド
サーバーの整備などを行います。
①中小企業情報提供事業
　ア　月刊情報誌「アクセス埼玉」の発行
　イ 　メールマガジン「公社 Ｍａｉｌ Ｎｅｗｓ」

の発行
　ウ 　県内中小製造業を対象とした賞与予測調査

の実施（夏季・冬季）
　エ　会員優待セミナーの開催
　オ　会員交流会の開催
新カ　会員専用サイトの構築
　　�　研修の会員優先申込み、動画オンライン配
信サービス、アクセス埼玉のデジタル配信サ
ービスなどを実施します。

②ＩＣＴスキルアップ支援事業
　利用頻度の高いビジネスソフトなどについて、
パソコン実習を中心とした実践的な研修を実施し
ます。
　新 �ＩＣＴ・デジタル化入門講座、ホームページ
活用とＭＥＯ対策講座、Google�Analytics 基
礎講座

★問合せ先　研修・情報グループ
　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８７

感染予防の対策をしながら研修を開催
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　埼玉県ＳＤＧｓパートナーとして昨年登録され、
ＳＤＧｓの達成に向けて取り組む同社の三上社長
に話を伺いました。

■貴社の概要について教えてください
三上　1967年、三上精機の創業から、旋盤による
部品加工技術は、鍛え抜かれた職人の “技” によ
り、高い水準を誇ります。2012年には、20φ以下
の複合ＭＣ旋盤加工に特化した、さいたま工場を
開設しました。「高品質の製品」「高い技術力」「高
生産性」をモットーに、人手に頼らないＮＣ、数
値制御の機械やロボット機能が付いた複合加工機
を導入し、自動化を推進して生産効率を高めてき
ました。お客様のあらゆるご要望に対してお応え
できる「技術力のＭＩＫＡＭＩ」として、今年で
創業55年目を迎えます。
　加工材質は、鉄、アルミ、ステンレス、真

しんちゅう
鍮、

チタン、純鉄、ハステロイなど、試作品から量産
品まで、お客様の図面に基づいての受注生産型の
企業です。品質にこだわっています。ＩＳＯ９０
０１の2015年版を取得していますので、顧客満足
度調査をしていますが、各社様から高い評価を得

ています。当社の特徴として、小回りが利き、親
切に対応することです。社員には、「お金を下さる
のも取引先ですが、当社に納めていただいている
仕入れ先様もお取引様」と言っていて、「お互いに
心をもって接するように」というのが、当社の「あ
きない」の基本です。「できるだけお客様の立場に
なって物事を起こす」という精神です。“Making�
the�Impossible�Possible”＝「不可能を可能に
する」。「できない」と言ったら終わりなので、「ま
ずは検討させてください」の一言から始まる心を
もって仕事に取り組んでいます。
■加工品や独自技術について教えてください。
三上　自動車、建設機械、油圧ソレノイドなどの
油圧・空圧機構部品では、焼き入れやメッキ、研
削など、切削加工だけでなく工程が長い部品が多
く、納期管理が難しいものも納期を厳守して納入
しています。カメラ、内視鏡関連の光学・医療用
機構部品では、薄肉、カム切り、角度公差15′の加
工など、複雑な加工で要求精度が高い部品が多い
です。さらにピックアップセンサー、圧力センサ
ー、温度センサー、ガス検知機器の部品も、高い
要求精度に対応しています。

 株式会社MIKAMI　代表取締役社長　三
み か み

上 誠
まこと

 氏

所 在 地　所沢市林1-299-7（三ヶ島工業団地内）
代 表 者　代表取締役社長　三上 誠 氏
事業内容　 自動車、建設機械、光学、医療、計測

機器等の金属精密加工
　　　　　ＯＥＭによる製造組立
資 本 金　4,000万円　　従業員数　41名
Ｔ Ｅ Ｌ　04-2949-9450
https://www.mikami-co.jp

株式会社ＭＩＫＡＭＩ

太陽光発電システムを導入し、ＣＯ２排出量削減に貢献する三上社長

インタビュー
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　センサー等に求められる「薄膜加工」は、通常
は薄い膜を本体に溶接するなど３工程かかります
が、当社では切削の１工程のみで0.1㎜までの薄膜
を削り出すことが可能です。精度、強度ともに優
れ、納期の短縮・品質の向上を実現しています。
　センサーには、赤外線が乱反射しないようにす
るために鏡面が必要になる部分があります。鏡面
を出すためには研削加工が必要ですが、切削加工
で鏡面加工を実現した「研磨レス切削鏡面加工」
により、表面粗さ0.8s以下の加工が可能です。後
工程として研磨の必要はありません。品質の向上、
コスト削減、納期の短縮を達成しています。
　ＭＩＫＡＭＩとして品質保証するため、三次元
測定機、投影機、真円度測定機、形状測定機と、
多岐にわたる検査設備をそろえています。
■今後の展開・抱負は
三上　2021年７月に当社が埼玉県ＳＤＧｓパート
ナーとして承認されました。「ものつくり＝ひとつ
くり」の理念に基づき、社員教育を重点に企業経
営を行うとともに、地域社会や周辺環境から恩恵
を受けていることを忘れず働くことを指導します。
このことを忘れずに事業活動を行い、持続可能な

会社となり社会貢献します。この考えは持続可能
な開発目標（ＳＤＧｓ）と同じ方向を目指すもの
であり、社員一人一人が誠実に事業活動に取り組
むことにより、ＳＤＧｓの達成に貢献していきま
す。これまで社員に還元できなかったこと、例え
ば賞与を厚くするなどして「ＭＩＫＡＭＩで働き
たい、ＭＩＫＡＭＩで働いていて良かったね」と
思われる会社を目指しています。
　一つ一つを確実に、良い事、悪い事を実験実証
し、挑戦しながら、次に進もうというのが当社の
スタイルです。最近、この一環で事業再構築補助
金を利用して、新規機械設備を導入しました。半
自動化ができれば、次はロボットを導入すること
で完全自動化できる流れで動いています。
　私は２代目で62歳です。65歳になったら会長に
就き、入社後10年以上がたつ35歳の息子に社長を
任せる予定です。アナログな私と、デジタル指向
の息子の良い面を取り入れたアナログとデジタル
を融合し、100年企業を目指して息子に託します。
　所沢三ヶ島工業団地の拡張に合わせて当社工場
も拡張し、さらに自動化を進める計画で、年商10
億円企業を目指します。

埼玉県ＳＤＧｓパートナーを活用し持続可能な会社経営

油圧・空圧機構部品、医療用機構部品などの各種切削加工部品 投影機などの各種検査設備も充実
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10

わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

協和興運株式会社 http://www.kyowa-express.com

越谷市神明町3-161-3
TEL　048-963-3522
資本金　1,600万円
従業員数　53名
■事業内容
○一般運送事業
○厨

ちゅうぼう

房機器搬入設置
○販売・保管管理事業
○産業廃棄物収集運搬業務

各店舗の繁栄と物流の未来を見据えて

株式会社園田製作所

川口市本蓮4-6-19
TEL　048-282-2720
資本金　1,000万円
従業員数　40名
■事業内容
　○�アパート・住宅用の外階
段・廊下、室内階段の設
計・製作・施工

　○�アルミ製の手すり・バル
コニー・屋根工事

　○�大型バルコニー、大型ガ
レージ、鉄骨架台

　○リフォーム工事

鉄骨階段・廊下を製造する会社
http://www.anosonoda.co.jp

■建築製作金物や階段の設計から施工
まで一貫体制で48年。新しい技術工法、
安全環境に配慮した製品づくりを行っ
ています。現在は、敷地に合わせたオ
ーダーメード階段も製作できます。モ
ットーは、サビに強く音に優しい階段
を製作することです。毎日使うものだ
から品質と安全にこだわった設計を心
掛けています。これからもお客様が安
心できる階段づくりを続けていきます。

■厨房機器の配送だけでなく、搬入設
置、厨房機器等の販売および店舗改装
時や新店舗開店までの一時保管を行っ
ています。お客様のニーズに合わせた
保管管理とタイムリーな出庫・運搬に
よる納品が可能です。不要になった設
備、機器、冷蔵ショーケース等を産業
廃棄物として、収集運搬およびフロン
回収も行っています。厨房機器のこと
ならお任せください。

株式会社平山製作所 http://www.hirayama-hmc.co.jp

春日部市豊野町2-6-5
TEL　048-735-1241
資本金　7,000万円
従業員数　92名
■事業内容
滅菌器、その他医療・理化
学機器、環境試験装置等の
製造・販売・修理

創業90年を越える滅菌装置メーカー
■大正13年の創業以来、医療機器・理
化学機器メーカーとして歩んできまし
た。商品の一つである『HLM-36EF』
は、レトルト食品の加熱・殺菌から冷
却までを全自動で行い、小ロット生産
に適した小型レトルト釜です。芯温セ
ンサーで食品の内部温度を計測し、レ
トルト殺菌で重要な「F値」の演算・
制御を実現しました。また、包装材の
破損を防ぐ圧力制御やシャワー冷却機
能も特徴となっており、食品の安全な
加熱・殺菌に適した製品です。

簡単な設定で安全なレトルト食品づくりが可能

室内階段

ガラス手すり鉄骨外階段・廊下

大型ガレージ・
柱立てバルコニー

アクセス埼玉 2022.5　公社会員紹介
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株式会社川島製作所 https://www.kawashima-ageo.co.jp

上尾市大谷本郷701
TEL　048-781-5706
資本金　1,000万円
従業員数　15名
■事業内容
ステンレス、鉄、アルミ
の加工、食品機械、金属
加工機械部品、化学機械
部品、車体部品の製造

お客様の「こんなものあったらいいな」の声に応えます！
■1970年に創業し、単品・変形物を得
意とする技術力を持った会社です。ス
テンレス加工、スチール加工、アルミ
加工、レーザー加工、製缶・精密板金、
溶接加工一式、タレットパンチプレス
加工など、さまざまな事業を行ってい
ます。主な製造品目としては、食品製
造機械、金属加工機械部品、化学機械
部品です。「多種多様」「小ロット対応」
「短納期」により、お客様の「こんな
ものあったらいいな」の声に応えます。

富士電波工機株式会社 https://www.fdc.co.jp

鶴ヶ島市富士見6-2-22�
TEL　049-286-3211
資本金　9,800万円
従業員数　74名
■事業内容
　�電磁波応用装置、電子応
用機器、高周波電気炉、
SPS 焼結装置、材料試験
装置などを自社開発しそ
の応用製品を世界中に製
造販売

昭和 23 年創業　物創りの好きな技術集団です
■電磁波（直流・低周波・高周波・マ
イクロ波・赤外線）と機械技術（真空・
マテハン搬送・プレス）を組み合わせ
工場の生産設備や国公立・民間研究機
関等の試験研究設備を製造しています。
また、金属の溶解・ロー付け・拡散接
合・熱処理、木材や紙の接着や乾燥、
食品の乾燥・金属やセラミックスの焼
結を得意としています。対象分野が鉄
鋼・電機・自動車・半導体・印刷・食
品・医療など幅広いのが特徴です。

富士エレベーター株式会社 http://www.fujielevator.co.jp

本社：東京都文京区本郷3-42-3
TEL　03-5805-1087
工場：日高市下大谷沢143-14
TEL　042-984-2005
資本金　3,000万円
従業員数　16名
■事業内容
〇�エレベーター設計・製造・
販売
〇エレベーター部品販売
〇�エレベーターリニューア
ル改修工事

エレベーターの設計・製造・販売ならお任せください！
■エレベーターのメーカーとして、乗
用、人荷共用、荷物用および自動車用
エレベーターを販売・設置してきまし
た。同時に、エレベーターのリニュー
アル改修工事（経年劣化したエレベー
ターを新品同様にする工事）も相当台
数実施してきました。許認可事業であ
るため、製造許可や必要な各種認定も
取りそろえています。建物の用途と昇
降路のサイズに合った特殊なエレベー
ターの新設・工事実績が豊富です。お
気軽にお問い合わせください。

排出口 ホッパー

アクセス埼玉 2022.5　公社会員紹介
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特型製作、形状確認に対応可能な
PLA樹脂タイプ ３Ｄプリンター

全自動曲げ加工システム
(ロボットベンダー)

時代のニーズに即した
自社開発の生産管理システム

アクセス埼玉 2022.5　企業紹介

◆最新設備と製造ノウハウを共有した生産体制
　昭和 22 年に熊谷市にてモーター変圧器の設計・
製作・販売を主体として創業。半導体製造に関わ
る各種装置や機器に使われる部品の製造・加工事
業を手掛けました。その後、量産品だけでなく、
多品種少量の注文でも短納期で対応するビジネス
モデルを構築。現在では一点物の製品も含め、月
平均３万点以上の製品を手掛けており、多様なお
客様のニーズに応えるため、「最新設備の導入」「製
造ノウハウの共有」「自社開発の生産管理システム
による効率化」にて、迅速に対応できる体制を整
えています。
◆現場から生まれた生産管理システム｢F.P.I.sys｣
　生産量の拡大に伴い、生産管理システムが必要
となりましたが、既製品では最適なシステムがあ
りませんでした。それならば自分たちでつくって
しまいましょうと、親族にエンジニアがいたこと
も後押しとなり、生産管理システムの自社開発に
踏み切りました。
　平成７年に製造現場のノウハウを集約した生産
管理システム「F.P.I.sys」が完成し、現在も現場
で必要となる機能や使いやすさを反映させながら、
アップグレードし続けています。

　F.P.I.sys を利用することで、業務に必要な情報
の「見える化」を実現することができました。さ
らには、お客様のニーズに合わせて柔軟にシステ
ムを変更して対応させることが可能ですので、徹
底的なスピード化や効率化、品質・技術レベルの
向上に一役買っています。
◆新たな人材育成と働き方の創生
　「これからの時代は、先入観や固定観念にとら
われず、自由な発想で自分のつくりたい物に積極
的に取り組むような人材を求めています。この思
いは従来の業務にも通じるもので、弊社ではそれ
を実現しやすい環境を整えていこうとしています。
流れ作業の一環、歯車的な感覚で仕事に臨むので
はなく、社員一人一人が自ら考え、行動し、創造
的に働くことのできる職場にしていきたいです。
　また、最近では、働き方改革の一環として、『皆
が笑顔で働ける職場』を目指して、経済産業省が
実施している健康経営優良法人の認定や埼玉県の
多様な働き方実践企業、シニア活躍推進宣言企業
の認定を取得することができました。これからも
働きやすい環境を整えて『従業員の笑顔』が多く
あふれる職場づくりに取り組みます」と、梅田社
長は語ります。

　

所 在 地　行田市持田2662
代 表 者　代表取締役社長　梅田�英鑑�氏
事業内容　半導体製造装置・スイッチング式電源・
　　　　　計測器等機構部品の製造、精密板金、
　　　　　機械加工、コンピュータシステム開発等
資 本 金　5,000万円　　従業員数　68名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-553-3191
https://umedakk.co.jp

 梅田工業株式会社
企業紹介 
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「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２回　「コミュニケーションの３原則」で担当者を指導・管理す理するる指導・管理導第２回　「コミュニケーションの３原則」で担当者を指導・管理する

管理の基本は「コミュニケーションの３原則」
　営業の仕事は、お客様のニーズをとらえ製品やサ
ービスの社内情報を携えて成約に結び付けることか
ら、社外と社内をつなぐコミュニケーターであると
いえます。営業管理者はその要であり、コミュニケ
ーターとして率先垂範を心掛ける必要があります。
何より、コミュニケーションの基本を自ら理解し実
践し、担当者にそれを励行させることが大切です。
　あらゆるコミュニケーションの基本は、「コミュニ
ケーションの３原則」に集約されます。具体的には、
①コミュニケーションは量が質をつくる、②コミュ
ニケーションはS

ス キ ル

killよりW
ウ ィ ル

ill、③コミュニケーショ
ンは話すより聞く、です。
　「量が質をつくる」における「質」とは、信頼関
係のこと。すなわち、コミュニケーション不足では
相手との信頼関係が築けないことをいっています。
「SkillよりWill」における「Skill」とは、会話のテ
クニック、「Will」は意思、気持ちです。すなわち、
小手先の会話テクニックではなく気持ちを込めてコ
ミュニケーションすることが重要、ということです。
「話すより聞く」は、話し上手がコミュニケーショ
ン上手ではなく、聞き上手こそがコミュニケーショ
ン上手だ、ということをいっています。
お客様への営業活動も３原則にそって指導
　担当者に対してはこの３原則を元に、営業におけ
るお客様とのコミュニケーションの在り方として、
以下のように具体的な指導をします。
　「量が質をつくる」では、まずお客様との接点の
十分な確保を指示します。詳細は次回以降説明しま
すが、オンライン営業併用の現在では、有効面談時
間に加えてメール頻度などを管理します。「Skillよ
りWill」では、営業コミュニケーションの基本スタ
ンスは「買ってほしい」ではなく「お役に立ちたい」
であることの徹底が重要です。「話すより聞く」では、
一方的な「話すコミュニケーション」は押し売り営
業になりがちであり、ヒアリング中心の「聞くコミ
ュニケーション」を重視することです。ターゲット

先のニーズを的確に把握した上で、相手のニーズに
合致した提案をする営業スタイルを定着させます。
　このように営業担当者の指導に際しては、お客様
とのコミュニケーションの重要性を認識させつつ、
その量、心構え、スタイルの点で３原則に沿った指
導を徹底することが大切です。
部下や他部署との関係も３原則が基本
　次に、営業管理者の社内におけるコミュニケータ
ーとしての役割についてです。
　まず、部下との関係ですが、ここでも３原則に沿
った指導をします。部下とのコミュニケーションの

「量」を確保すること。自分が評価されるためでは
なく部下に育ってほしいという「Will」をもって指
導すること。さらに上から目線で一方的に指導する
のではなく、「自分の課題は何だと思うか」「どのよ
うにしたら課題が克服できると思うか」など、常に
部下に話をさせるコミュニケーションを心掛けるこ
と。日々このような３原則指導を心掛けてください。
　また社内において、係間コミュニケーションの円
滑化を図るのも営業管理者の重要な仕事です。具体
的には、担当者が外部から入手した顧客ニーズなど
の情報や、市場動向などをタイムリーに還元します。
逆に製造・技術などの社内部門がどのような課題や
トラブルを抱えているか等を常にウオッチし、担当
者の営業活動の在り方に反映させることも大切です。
営業部門と技術部門の仲が悪いという話をよく聞き
ますが、これは相互コミュニケーション不足に尽き
ます。定例会議だけでなく、営業管理者が日常的に
コミュニケーションを密にする心掛けが大切です。

１．コミュニケーションは量が質をつくる
　　対 顧 客⇒有効面談時間、メール頻度などをチェック
　　部下指導⇒日々、部下とのコミュニケーション量を確保

２．コミュニケーションはSkillよりWill
　　対 顧 客⇒営業の基本スタンスは「お役に立ちたい」
　　部下指導⇒部下指導の基本スタンスは「育ってほしい」
３．コミュニケーションは話すより聞く
　　対 顧 客⇒ヒアリング中心の「聞くコミュニケーション」で
　　部下指導⇒部下に話をさせる「聞くコミュニケーション」で

「コミュニケーションの３原則」の活用
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　改善にはさまざまなアプローチがありますが、そ
の中の一つがムダ取りです。本誌2020年12月号と
2021年８月号でもムダについて説明しました。「ムダ」
というと、普通の日常会話の中に出て来る一般の言
葉のようですが、改善で登場する「ムダ」は専門用
語です。例えばトヨタ生産方式の「七つのムダ」は、
「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」と具体的に定義されています。
そして、これらの言葉は確実に暗記をしていただき
たいので、「つ・て・う・か・ざ・ど・ふ」や「かざ
ってとうふ」といった暗記法をお伝えしてきました。
　今回は、その中でこれから最も注意を払っていた
だきたいムダについてお話しします。これは七つの
ムダに大切さの順位があるという意味ではありませ
ん。すべて大切です。しかし、実際にどのムダが改
善されているかを現場で見ると、やはり分かりやす
く目立つムダから順番に実行されていて、その結果、
手付かずになりがちな大切なムダがあるからです。
　まず、目で見ることができるムダは分かりやすい
ですね。「運搬のムダ」「在庫のムダ」「動作のムダ」。
この三つのムダから改善を始めた現場は多いと思い
ます。運搬は作業中の部品の取り置きのような小さ
な運搬も、フォークリフトで大量に離れた所に運ぶ
大きな運搬も「運搬のムダ」となるので、あらゆる
とこで発生しています。在庫も材料在庫、中間在庫、
完成品在庫など工場中にあり、動作も付加価値を生
まない「持ち換え」とか「移動」など、たくさんの
ムダがあります。これら三つのムダをすべて減らせ
ないか、無くせないかと追求していくことです。
　次に少し見えにくいのですが、「手待ちのムダ」も
最近はよく改善対象になっています。この頃は各社
とも在庫を持たないので、突発の注文が増えていま
す。その結果、部署によって急に忙しくなったりす
ることが多いのですが、そのときに手待ちのある部
署が応援できれば助かりますね。そのためには、手
待ちがはっきりしている必要があります。今はその

ような強いニーズがあるのでこの改善は重要です。
　「不良をつくるムダ」はお客様からのクレームな
どインパクトが強く、以前からしっかり改善が行わ
れていますが、お客様の求めるレベルも上がってい
ますので、さらに改善レベルを上げることが求めら
れています。
　「加工そのもののムダ」はお客様からお金を払っ
てもらえない仕事をいいます。例えば品質が上がら
ず、仕方なくダブル検査をして流出を防いでいるよ
うな予定外の余分な仕事です。このムダを取り去る
ことで、すべての製品から例外なく利益を生み出せ
る万全の対策を取りましょう。
　とても見えづらく見逃しがちですが、今、最も注
意するべきは「つくり過ぎのムダ」です。このムダ
の存在に気付いていない工場が多いのです。売れる
かどうかがはっきりしない状況でも「手が空いたら
（手待ちのムダが出たら）まずいから何かつくろう、
いつかは売れるだろう…」という実は正しくない危
険な判断をする工場が多いです。「まとめてつくると
能率が上がるからコストが下がる」というのもよく
聞く声ですが、在庫が増えることのリスクを見逃し
ている可能性があります。早め多めにつくると、在
庫、運搬、管理、作業が増えて、キャッシュは減り、
経営的に良いことは一つもありません。それどころ
かキャッシュが不足して倒産に結び付くこともあり、
大変危険です。見逃している「つくり過ぎのムダ」
がないか、改めて皆でチェックして、少しでもあっ
たら即刻改善してすべてのムダを取りましょう！

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２第 急所急所２回　２回２第２ 122221111 も注意 べきべききムきムダダきムきムきムダきムダ意意すべき意すべきべき意す注意意意最もも注も注意意意最最第２回　急所 12  最も注意すべきムダ

不
良
を
つ
く
る
ム
ダ
だ
な
ん
て

あ
ん
ま
り
で
す
よ
社
長
！

今月の言葉　�ムダには七種類あるが、最も注意す
べきはつくり過ぎのムダである。
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　今年の３月末から４月頭にかけて開催されたタイ
最大規模のモーターショー「第43回バンコク・イン
ターナショナル・モーターショー 2022」での各社の
展示車のメインは、ＥＶ（電気自動車）でした。タ
イ自動車産業は、来るべきＥＶ時代に向かっていま
す。
　タイは、世界第10位（2021年）の自動車生産国で
あり、自動車産業がＧＤＰの１割を占めています。
基幹産業としての優位性を継続するため、タイ政府
はＥＶの輸入や購入に対して減税措置を設けるなど
の施策を打ち出しています。
　ＥＶ用充電ステーション等のインフラ整備はこれ
からで、バンコクでＥＶを見かける機会はまだ少な
いですが、今年１月からＥＶバスの試運転が開始さ
れるなど、ＥＶへのシフトは着々と進んでいます。
このような状況を受けて、タイではＥＶに関連する
多くのスタートアップ企業が現れています。
　タイの名物の一つである“トゥクトゥク（三輪タ
クシー）”は、騒音や排ガスが問題視され、近年運
用台数が急激に減ってきています。その問題の解決
を目指したスタートアップ企業が電動トゥクトゥク
のサービスを開始しています。同サービスでは、携
帯アプリを通じて自分がいる場所から近いピックア
ップポイントを指定し、行き先を登録することで電
動トゥクトゥク配車サービスを受けることができま
す。また、同じ方向に行く人との乗り合いを選択す
ると、既存のタクシーよりも安い値段で利用が可能
です。
　充電スタンドのインフラ事業に併せて、自社でタ
イ国産のＥＶの生産・販売を目指すスタートアップ

企業も現れています。ＥＶは、これまでのエンジン
車と比べて参入障壁が低く、バッテリーや設計技術
は台湾企業、充電技術は中国企業からの技術提供を
受けることで自社ブランドを立ち上げることができ
ます。つまり、ＥＶの開発では、日米欧の技術に頼
る必要がなくなってきています。
　エンジン車のタイ国内の生産・販売は、日本メー
カーが大きなシェアを誇っていましたが、ＥＶでは
欧米や中国メーカーの参入が目立っており、近い将
来、シェアが大きく変わるかもしれません。

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

タイ人のＥＶ（電気自動車）事情についてタイ人のＥＶ（電気自動車）事情について

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

タイ国産ブランドのＥＶ 街中を走る電動トゥクトゥク
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com

16 アクセス埼玉 2022.5　Q&A
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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４）新型コロナウイルス感染症と下請取引（その４）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。昨年11月号でも説明しました下請法に
ついては、公正取引委員会において運用基準を定め
ているのですが、新型コロナウイルス感染症の拡大
に伴って、公正取引委員会と中小企業庁が連名で公
表しているものです。要するに、新型コロナウイル
ス感染症が拡大したことから、それに対応する問答
集を作成したわけです。
　今回、取り上げる問いは、「海外調達から国内調
達への切り替えや一部の事業者が過剰に部材の調達
を行ったことにより、生産・調達コストが大幅に上
昇しています。このため当社は、親事業者に単価の
引き上げを求めましたが、協議に応じてくれず従来
の単価に据え置かれています。その他、親事業者の
発注が、平時より流動的となり、かつ取引条件も納
期の短縮などをお願いされ、そのための対応が新た
に必要となっています。このような単価の据え置き
は、下請法上、問題となりますか」というものです。
　まず、この問いでは下請事業者が単価の引き上げ
を求めましたが、親事業者が協議に応じてくれない
ことで、従来の単価に据え置かれていることが問題
となります。下請中小企業振興基準では、対価の決
定方法の改善として詳細な基準を定めていますが、
それを要約すると、生産・調達コストが大幅に上昇
した場合や納期を短縮した場合には、親事業者と下
請事業者との間で十分協議を行い、その内容に応じ

て単価の引き上げを決定することが望まれるとして
います。協議に応じない親事業者は、この基準に違
反することになります。
　次に、コストが大幅に上昇し、納期が短縮された
ため、下請事業者が単価の引き上げを求めてきたに
もかかわらず、下請事業者と十分に協議することな
く一方的に単価を据え置くことは、買いたたきとし
て下請法上、問題となる恐れがあります。買いたた
きは、下請法で禁止されているもので、通常支払わ
れる対価に比して著しく低い下請代金の額を不当に
定めることをいいます。下請法に関する運用基準で
は、その例として労務費・原材料価格等のコストが
上昇したため、下請事業者が取引価格の引き上げを
求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書
面等で下請事業者に回答することなく、従来どおり
に取引価格を据え置くことを挙げています。また、
短納期発注を行う場合に、下請事業者に発生する費
用増を考慮せずに、通常の対価より低い下請代金の
額を定めることも、買いたたきに該当する恐れがあ
るとしています。
　最近の新聞記事によれば、公正取引委員会が下請
法違反で指導や勧告した数は、昨年度は8,111件で、
過去最多を更新したとのことです。また、近時、目
につくのは大企業よりも中堅企業の違反とのことで
す。これは、中堅企業には社内に法務部門がなく、
取引数も大企業より少ないため、社内のチェック体
制が不十分であるところに起因するようです。
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17アクセス埼玉 2022.5　みんなの広場

　さいたま市では、独創性・革新性に優れた技術
を持つ、市内の研究開発型企業を「さいたま市リ
ーディングエッジ企業」として認証しています。
　現在、34社が認証を受けており、新技術開発や
国際競争力向上のためのさまざまな支援を実施し
ています。
　今年度も以下の通り申請を受け付けます。

■申請期間
　４月25日(月) ～５月31日(火)
■募集資格
　募集要領をご覧ください。
■募集要領の配布
　�さいたま市産業展開推進課（市役所本庁舎５階）、
（公財）さいたま市産業創造財団（さいたま市
中央区下落合）、さいたま商工会議所（総務・業
務本部、浦和、大宮、与野、岩槻の各支所）な
どで配布中。
　�※上記さいたま市ホームページからもダウンロ
ードできます。

■申請方法
　�指定の申請用紙に記入の上、必要資料を添付し
て郵送または直接さいたま市産業展開推進課に
申請してください。
　〒330-9588
　さいたま市浦和区常盤６－４－４
　さいたま市経済局商工観光部産業展開推進課

　認証企業には、さいたま市の中小企業支援セン
ターである、さいたま市産業創造財団とともに、
グローバルニッチトップ企業への成長を促すため
の支援を行っています。
◆新技術開発・新事業展開の支援
　－�認証企業が有する高度な技術力をベースに、
研究開発、事業可能性評価および市場・知財
調査などの支援を実施

◆海外展開・販路拡大の支援
　－�ドイツや、シンガポール、北米などで開催さ
れる国際的な展示会に “さいたまブース”を
出展するほか、国内企業や関係機関とのマッ
チング等を支援

◆人材育成・人材確保の支援
　－�ものづくりを目指す新規学卒者との合同説明
会の開催や、理工・技術系大学や工業専門学
校等とのマッチング機会を創出

　－高度人材を育成するための研修プログラムを実施
◆広報・情報発信
　－『市報さいたま』や、専門紙等を活用した情報発信
◆課題解決のための専門家派遣
　－�高度な知識を有する専門家派遣の実施により、
課題解決を支援

令和４年度「さいたま市リーディングエッジ企業」の認証申請を募集中
https://www.city.saitama.jp/005/002/010/006/p030722.html

令和３年度の認証式

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

みんなの広場



　経営者がＤＸ（デジタルトランスフォーメーショ
ン）の本質を理解することで、事業の成長に向けた
取り組みにつなげます。また、ＩＴやデジタル化と
の違いが、いまひとつピンと来なかった経営者の方
に向けて、ＤＸを分かりやすく解説します。
日時 5/20(金)14:00～16:00 ZoomによるWeb配信
内容 ・ＤＸとは（本質を理解する）
　　 ・ＤＸが難しく感じる理由
　　 ・ＤＸに必要な顧客視点
　　 ・中小企業こそＤＸ
　　 ・ＤＸ事例から学ぶ
講師 (株)アイコンテンツ

代表取締役　吉野 太佳子 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

　埼玉県では、中小企業等の事業活動における温暖
化対策を促進するため、ＣＯ２排出量を削減する設
備導入に対して、補助メニューを用意しています。
◆ＣＯ２排出削減設備導入事業
　脱炭素化に向けた計画的なＣＯ２排出削減設備
の導入に対して支援をします。
大 規 模 事 業 所: 補助上限額1,000万円・補助率1/3
中小規模事業所: 
　（脱炭素化枠） 補助上限額500万円・補助率1/3
　（通常枠） 補助上限額300万円・補助率1/4
◆スマート省エネ技術導入事業
　補助上限額1,000万円・補助率1/3
◆暑さ対策設備等導入事業
　補助上限額300万円・補助率1/3
問合せ先　埼玉県環境部　温暖化対策課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３０２１

【Web配信】会員優待Webセミナー
ＤＸ入門セミナー
本質を理解し事業の成長戦略を描く！
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/22ksa

令和４年度埼玉県民間事業者
CO2排出削減設備導入補助金
募集期間４月15日㈮～６月10日㈮まで
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/tyusho-shien.html

公社
情報

県の
情報

18 アクセス埼玉 2022.5　インフォメーション

　知的財産に関する基礎知識から高度な内容まで、
経験豊富な知的財産アドバイザーが、弁理士・弁護
士等の専門家とともに、さまざまな相談に応じます。
　知的財産＝特許等（知的財産権）だけではありま
せん。企業の「目に見えない」多くの資産、競争力
の源泉が「知的財産」です。知的財産の問題かどう
か不明な場合も、お気軽にご相談ください。
■相談日時 原則１時間
　　　　　 月曜日～金曜日　9:00 ～ 17:00
　　　　　 （12:00 ～ 13:00を除く）
　　　　　 第２・第４土曜日　9:00 ～ 12:00
　　　　　 （年末年始・祝祭日を除く）
■相談内容例
　○商品/サービス名/店舗名のネーミング/ロゴ
　○技術/デザインの保護・活用（開発時の注意点）
　○レシピ/ノウハウ/顧客情報等の営業秘密管理
　※一般的な見解を示す等の助言にとどまります。
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

　地域課題の解決を目指し、新たに起業をする方に
最大200万円（補助率 1/2以内）を支援します。
対象地域  秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、

横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、
神川町

対象者 
　○ 令和４年４月１日以降、本事業の補助事業期

間完了日（令和４年12月31日）までに、対象
地域で個人事業の開業届出もしくは会社等の
設立を行い、その代表者となる者。

　○ 県内に居住、または、本事業の補助事業期間
完了日までに県内に居住を予定している者。

　○ 対象地域において、地域の課題解決に資する
Society5.0関連事業等分野の新たな事業を事
業承継・第二創業にて実施すること。

公募期間 4/15(金) ～ 5/31(火)17:00（必着） 
受付機関 対象となる地域の商工会議所・商工会
問合せ先　公社　創業支援グループ
　　　　　（創業・ベンチャー支援センター埼玉）
　　　　　TEL　０４８－７１１－２２２２

公社
情報

秘密厳守・相談無料
知的財産に関する相談
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/saitama

令和４年度起業支援金
埼玉県起業支援金補助事業
https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/soudans/kigyoshien

公社
情報

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　・　　・　　

こだま まりさん (44)
　1978年、長野県生まれ、埼玉県育ち。女子美術大学版
画科を卒業後、表参道の花屋のスタッフ・店長を経て、
2013年フラワーデザイン教室を中心とした「はないろ合
同会社」を設立。子育てに奮闘しながら、かわいらしい
アレンジメントから空間の演出までを行っている。

はないろ合同会社　http://hanahana.me
　川越市安比奈新田247－2
　創　　業　2010年10月　ＴＥＬ　049-270-5818
　事業内容　 プリザーブドフラワーの販売・レンタル・

教室運営

　幼少期より、病院勤めの両親について病院や施設に
行き、レクリエーションに参加させていただき、高齢
者の方々にかわいがっていただきました。私にたくさ
んの笑顔を下さった方々へ恩返しがしたい、お役に立
ちたいと思い、創業しました。

創業のきっかけは？

　川越市にあるプリザーブドフラワー（保存された花）
専門店です。主な事業内容はプリザーブドフラワーを
用いた、①商品の企画・製造・販売、②フラワー教室
の運営、③委託販売、④企業向けレンタル事業です。
店舗を兼ねる工房では、リースやブーケ、バーバリウ
ム、アクセサリーなどを製作し、フラワー教室も開催
しています。フラワー教室は出張サービスも可能です。
フラワー商品は病院内のショップでも取り扱っていた
だき、職場や建物内を明るく彩るレンタルフラワーと
してご利用いただいています。近年は、川越市内の異
業種交流から生まれたアイデアを元にした、アーティ
フィシャルフラワー（造花）が入った水風船「はなて
まり」＆「おとめだま」の制作・販売もしています。

事業内容は？

　花や緑を介した世代交流により地域のつながりを深
め、たくさんのコミュニティが広がる会社にしていき
たいです。日々の癒やしや気持ちを伝えるすべとなる
ものや、異業種交流をしながら「はなてまり」のよう
な新しいものをつくり出していきたいです。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

こだま まり さん  はないろ合同会社

小江戸川越にある蔵造りの店舗や神社、お寺にて
「はなてまり」＆「おとめだま」を委託販売

移動が難しい方や、限られた時間しかない方の
所へ伺い、出張フラワー教室を開催

オフィスの玄関や受け付けの空間演出に、季節
を感じるオーダメードのプリザーブドフラワー
を提供

アクセス埼玉 2022.5　創業者紹介
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武蔵野蒸留所の原点
豊かな森で育まれた県内初のクラフトジン
　2019 年にスピリッツ蒸留免許を取得。1913 年に建
てられた木造倉庫をリノベーションして、「武蔵野蒸留
所」は完成した。きっかけは、代々引き継がれてきた豊
かな森に流れる爽やかな風と一級河川の不老川の環境、
そして雄大な富士山の景色にふさわしい商品づくりがで
きないかと考えたこと。10 年ほど前に、地酒販売の専
門店として銘酒の造り手との関わり、知識、経験、何よ
り「ジンが好き」という思いからクラフトジンづくりが
スタートした。同時に、原料であるジュニパー・ベリー（西
洋ネズの実）の栽培にも取り組みはじめた。

JAPANESE CRAFT GIN 棘玉（ＴＯＧＥＤＡＭＡ）
　国産銅製蒸留機とオリジナルの抽出方法でつくるジャ
パニーズクラフトジン「棘玉」。ジュニパー・ベリーの
香りを邪魔しないベーススピリッツに、川越で採れるサ
ンショウ、ショウガ、ユズなどのボタニカル（風味付け
素材）との調和。トライ＆エラーの結果、豊かで朝の森
のような華やかな味わいを表現。将来的にボタニカルは
自社栽培 100％を目指す。棘玉スタンダードは、世界的
な酒類品評価会である IWSC2022 にて金賞受賞するな
ど、高い評価を得ている。この他にも、イチローズモル
トを手掛けているベンチャーウイスキーのカスク（樽

たる

）
を使ったカスクシリーズを発売するなど、さまざまなカ
スクを使った限定商品のシリーズ化をしていく予定だ。

株式会社マツザキ　武蔵野蒸留所
https://www.1887.co.jp

本社　川越市中福547	 Tel	049-243-4022　
代表者　代表取締役　松崎	敦雄	氏
創業	1887年　資本金	1,000万円　従業員数	30名
購入方法　マツザキ中福本店、新

あらじゅく

宿店（川越市）
　　　　　U-PLACE川越店、パルコ浦和店	など

オンラインショップでも商品を購入することができます。
　https://www.1887.co.jp/contents/event/togedama

● 読者プレゼント！　
　棘玉スタンダード200ml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、棘玉希望」を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp宛てメールにて5月
27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
　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ため、「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

　「環境を守り続けた末の製品は必ず評価される。武蔵野蒸留所のすべての
ルーツは、この環境があったからこそ。今後も『環境と共に生きる』を実践
していきたい」と話す松崎専務。

棘玉	スタンダード

国内では数少ない銅製蒸留機

地域の特色を生かすさまざまなボタニカル

棘玉	カスクシリーズ

㈱マツザキ
武蔵野蒸留所

埼玉の造り手
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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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