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あなたの職場に
シルバー人材
派遣します！

※派遣法で禁止されている業務及び、高齢者にとって危険・有害な作業については派遣することはできません。

シニアのシニアの 経験
知識

活かせ!活かせ!

公益財団法人 いきいき埼玉
(埼玉県シルバー人材センター連合）

〒362-0812  伊奈町内宿台6-26 県民活動総合センター内

TEL 048-728-7841   FAX 048-728-2130
お問い合わせは
所在市町村の
シルバー人材センターへ

知識や経験
を

活かします

1

短期間・短時間
に対応します

2

責任感が強く
真面目です

3 シニア共働で
イメージ
アップ

4 採用コストを
削減できます

5

シルバー人材派遣5つのおすすめポイントシルバー人材派遣5つのおすすめポイント
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令和時代の若手社員教育の在り方
　各企業、４月から新年度が始まり、新入社員が
入社して、社会人としての生活が始まったと思い
ます。それに伴い、新入社員研修が行われ、ビジ
ネスマナーから仕事への取り組み方など、さまざ
まなテーマに関する基礎力の習得を目指した取り
組みが行われたことでしょう。そして、５月、６
月からは現場に配属され、上司や先輩によるＯＪ
Ｔを通した実務の指導、教育が行われていきます。
そんな中、近年、多くの職場から聞かれる声とし
て「若手社員に対してどうしたら仕事を分かりや
すく教えられるのか」「令和の新人に合わせた接
し方や教え方が分からない」といったことがあり
ます。今は「怒る」「怒鳴る」といった昭和式の
教え方では即ハラスメントになってしまいますし、
「上司、先輩の仕事ぶりを見てそこから盗め」と
いう指導方法も時代に合っていません。令和の社
会では、具体的で分かりやすい言葉を用いて冷静
かつ丁寧な指導、教育が求められているのです。

　そこで今回は、令和時代にふさわしい「言葉を
用いた分かりやすい指導方法」をご紹介したいと
思います。従来式の指導を行っているという方は、
ぜひこれを機に脱昭和を目指していただきたいと
思います。

特 集

若手社員の育成に役立つロジカルシンキング若手社員の育成に役立つロジカルシンキング

株式会社ナレッジステーション株式会社ナレッジステーション
代表取締役　伊藤 誠一郎代表取締役　伊藤 誠一郎

部下への押し付けにならない帰納法
　物事を論理的に考えるロジカルシンキングの中
で最も基本的な考え方として、帰納法というもの
があります。初めてという方のために基本をご紹
介しますと「複数の事実、経験、データから一般
的な原理・法則を導き出す」という考え方であり、
分かりやすくまとめると「以上の事実から次の結
論が導き出される」という表現になります。

　シンプルな具体例を挙げますと
①最近の学生は洋服やバッグをネットで買う
②最近の社会人はＰＣや周辺機器をネットで買う
③最近の中高年は洗剤や薬をネットで買う
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　以上の事実から「最近は年代を問わず多くの人
が日常生活で使うモノをネットで買う」という結
論が導き出されるという組み立て方になります。
最終的な結論に対し複数の事実が根拠になってい
るので、論理的な構造が成立することになります。

考えることが大切なんだよ」という結論に結び付
けることができます。

　特に、令和の若手社員は物心がついたときから
ネットを使った検索によって情報を収集すること
に慣れ親しんでいますから、手順を追った分かり
やすい説明には自然と耳を傾け、受け入れやすい
という傾向があります。これを単に「仕事をする
ときは、常に理由を考えなさい」と命じるだけだ
と、何とも昭和風の一方的な押し付け感が出てし
まいます。しかも「どうしてですか？」という部
下や後輩からの質問に対して「いいから言われた
通りにすればいいんだよ」「ごちゃごちゃ言わず
にとにかくやる」などと返答しようものなら納得
できるはずがありません。やはり何事においても
人に伝えるときには、理由を明らかにすることが
大切になります。また、資料をつくるとき、お客
様に提案するとき、トラブルを解決するときとい
ったように具体的な場面を用いて説明することで、
部下や後輩も仕事の仕方をイメージしやすくなっ
てきます。物事の伝え方の基本である「まず結論
から伝える」とは逆の方法にはなりますが、穏や
かに伝える応用術として参考にしてみてください。

　もちろんその事実が主観的ではなく、客観的に
誰の目にも明らかであることで説得力が高まるよ
うになります。一般的には複数の問題から共通す
る原因を導き出し、有効な解決策へとつなげる場
合や将来的な取り組みを検討するときに共通項か
ら中心となる軸を引き出す場合などに用いること
が期待されます。そして、この考え方を部下や後
輩の教育に当てはめると押し付けにならず自然な
感じで物事を教えることが可能になります。

　例えば、
①資料をつくるとき
　�なぜこの資料が必要なのかを考えると適切な書
式や表現が見えてくる
②お客様に提案するとき
　�この人はなぜこの商品が欲しいのかを考えると
真のニーズに合致した提案ができるようになる
③トラブルを解決するとき
　�なぜトラブルが起きたのかを考えれば、次に同
じミスをしなくなる

　「つまり、どんな仕事をするときも常に理由を

帰納法＋演繹法で自律した社員に育てる
　次に、帰納法の延長線上にある演

えんえき

繹法による教
え方と組み合わせの効果についてご紹介します。
まずは基礎知識として、演繹法とは「一般的に組

【帰納法の例】

最近の学生は

洋服やバッグを

ネットで買う

最近の社会人は

PCや周辺機器

をネットで買う

最近の中高年は

洗剤や薬を

ネットで買う

最近は年代を問わず多くの人が

日常生活で使うモノをネットで買う

【仕事上で大切なポイント】

なぜこの資料が

必要なのかを

考える

この人はなぜ

この商品が欲し

いのかを考える

なぜトラブルが

起きたのかを

考える

常に理由を考える

アクセス埼玉 2022.7　特集



3

み立てた理論から他の事柄へ押し広めて応用する」
という考え方になります。この中で「一般的に組
み立てた理論」が今の帰納法によって導かれた結
論に該当しますので、演繹法は帰納法を活用した
発展形ということになります。そして、この両方
を組み合わせることによって「仕事の取り組み、
組織の活動、人間関係等の課題に対して柔軟な応
用力を用いて解決することができる」ようになり
ます。

　先ほどの帰納法からは、
①最近の学生は洋服やバッグをネットで買う
②最近の社会人はＰＣや周辺機器をネットで買う
③最近の中高年は洗剤や薬をネットで買う
　という事実から「最近は年代を問わず多くの人
が日常生活で使うモノをネットで買う」という結
論が導き出されました。

　その上で例えば、
「当社は今度、新商品として若者向け寝具を発売
する」という計画があったとします。これを先の
結論から応用して考えるならば、「今度の新商品
である若者向け寝具はネット販売に力を入れるべ
きだ」という対策が導かれることになります。こ
れが演繹法の活用方法です。

になります。今回ご紹介した「ネット販売」は、
誰の目にも分かりやすい客観的な例ですが、この
組み合わせ方を仕事の取り組み方や人間関係、あ
るいはミスやトラブルの予防といった事柄に当て
はめることで、柔軟な対応策を分かりやすく導き
出すことができます。
　私は講師としてプレゼンテーション（プレゼン）
をメインのテーマとしておりますが、管理職や中
堅社員の方々を対象にしたマネジメント系の研修
も行っております。その中で「強制、押し付けに
ならない、説教臭くならないためには、どのよう
に伝えたらよいかが分からない」といった声と共
に「自ら考える自律した社員に育てるためには、
どう伝えたらよいのか？」といった声も多く聞か
れます。そこで、まず帰納法を使って重要な結論
を導き出すようにアドバイスをします。さらに、
演繹法を使ってその結論を別の仕事や似たような
仕事に応用することをアドバイスすれば、自然な
形で若手社員にも分かりやすく伝えることができ
るようになります。

　例えば、次のような事例が考えられます。
①グループ１の商品Ａの見積書は急ぎの依頼が多い
②�グループ１の商品Ｂの発注は急ぎであることが
多い
③グループ１の商品Ｃは突然の大量発注が多い
　以上のことから「グループ１の商品は急な依頼
に対して早い初動が取れるように、常に事前準備
と在庫状況の把握をしておく必要がある」という
結論が導き出されます。

　そして、グループ１と用途や取引先が酷似して
いるグループ５やグループ７の商品群があった場
合、そのルールを活用してグループ５やグループ
７でも同じように急な依頼に対して、早い初動が
取れるように事前準備と在庫状況の把握をしてお
けば、取引上の混乱や機会ロスを防ぐことができ
るようになります。

　導かれた対策に対して、帰納法による結論が根
拠になっているので論理的な構造が成立すること
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　さらに、グループ１、５、７を担当した経験か
ら「個々のグループについて用途と取引先を分析
することによって、取引上の混乱や機会ロスを防
ぐことができるようになる」というより大きなル
ール、法則を導き出すことができるようにもなり
ます。
　「そんなことは経験していけば分かること」と
思われるかもしれませんが、新入社員や若手社員
の経験に任せておくと時間もかかりますし、その
間に混乱や機会ロスが発生してしまうことも予想
されます。そこで、帰納法と演繹法を使って大事
なポイントをあらかじめ説明しておけば、実務上
での経験を通してそれを確認、検証することが可
能になります。その方が、効率が良く、成長のた
めのスピードアップを図ることができますし、最
初から現場での仕事を任せられることに対してネ
ガティブな気持ちを抱きやすい近年の若手社員に
マッチしているともいえます。このちょっとした
工夫が今、そしてこれからの教育指導にはとても
大切なポイントなのです。

ＭＥＣＥを使ってメリハリのある指導ができる
　次に、ロジカルシンキングで有名なＭＥＣＥと
いう手法についてご紹介します。ミーシーという
呼び名を聞いたことがある方も多いと思いますが、
Mutually�Exclusive,�Collectively�Exhaustive
の略で日本語に訳すと「相互に排他的で、完全な
全体集合」という意味なります。一般的には「モ
レなく、ダブリなく」という解釈で物事、事象を
分類し、整理する手法としてビジネス現場等で浸
透しています。
　例えば、提案や企画において複数のアイデアが
ある場合に、それらを分類してまとめることで理
解しやすくなる効果が得られます。最も端的な具
体例としては、スポーツで鍛えるべき要素である
「心・技・体」が挙げられます。何らかの競技に
一度でも取り組んだことのある人なら分かると思
いますが、レベルアップを図って試合で勝つため

には、心＝失敗を恐れず果敢に挑むメンタル、技
＝優れた技術とそれを安定的に発揮する能力、体
＝健康で強

きょうじん

靭な体づくりの三つの要素が必要だと
いう考え方です。まさに「モレなく、ダブリなく」
の状態です。
　そして、事業戦略やマーケティング分野で用い
られる３Ｃ分析（Customer＝市場・顧客�Company
＝自社�Competitor＝競合）や４Ｐ（Product＝商品�
Price＝価格�Promotion＝販売促進�Place＝流通）
がＭＥＣＥの代表例として挙げられます。
　このように世の中のあらゆる分野において、Ｍ
ＥＣＥは数多く用いられています。

　しかし、それを知ることだけにとどまっていて
はあまり進歩がありません。やはり大事なことは、
これらの代表例にならって自分なりのオリジナル
のＭＥＣＥを導き出すことで自分を取り巻く事象
を分類、整理することであり、そこにこそロジカ
ルシンキングを学ぶ意義があるのではないでしょ
うか。ビジネスの現場では「ロジカルシンキング
…ＭＥＣＥ…あぁ知ってる！　知ってる！」とい
う人も多いと思いますが、では実際にその考え方
を応用した自分なりのＭＥＣＥを使って提案や企
画、あるいは課題解決策をまとめたことがあるか
というと、そう多くはないのではないでしょうか。
　そこで、若手社員への指導において、物事を分
かりやすく整理してメリハリのある教え方ができ
る方法をご紹介します。その最も簡単な活用法が

【MECEの例】

技 体

Company

自社

Competitor

競合

心

Customer

市場・顧客

Product

商品

Price

価格

Promotion

販売促進

Place

流通
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　何のためにロジカルシンキングを学び、活用す
るのかを考えたとき、自分自身の思考を整理する
ことはもちろんですが、それだけではなく他者に
分かりやすく伝え、理解を得るという目的もある
はずです。
　その点からも二つの対比型でまとめることは、
効果的であり、実用的であるといえるのです。決
して難しく考えるのではなく、シンプルな発想で
身の回りの物事を二つの対比型分析をして、分類
してみてください。そうすれば、さまざまな視点
に気が付き、ＭＥＣＥ脳が活性化されてくるはず
です。

二つの対比型でまとめるということです。先に挙
げた代表例のように心・技・体や３Ｃ分析、４Ｐ
と、いきなり三つや四つの要素で分類しようとす
るのは、なかなか難しいものです。そこで分類の
最小単位である二つの視点に絞って、なおかつ対
比型でまとめることをお勧めします。そうすれば、
身の回りのあらゆる物事、事象に当てはめて考え
ることが可能になってくるはずです。
　最も基本的な例としては、主観的（人によって
見方が異なる）と客観的（誰が見ても同じ）、具
体的（形があって目に見えるもの）と抽象的（形
がなく目に見えないもの）という対比が挙げられ
ます。あるいは、自責（成功も失敗も原因を自分
事とする）と他責（原因を他人や周囲の環境のせ
いにする）、属人的（特定の人に依存してその人
しか実行できない）と標準化（方法を知れば誰で
も実行できる）などもあります。

表面的な考えを深掘りするツリー思考
　次に、考えを深めることに役立つロジカルシン
キングの活用法をご紹介します。最初は何も分か
らない若手社員に丁寧に教えることはとても大切
です。しかし、いつまでたっても上司や先輩が教
え続けるわけにもいきません。一日も早く自律し
た社員として自ら能動的に行動できるようになっ
てもらわなければなりませんから、物事を深く考
えることはとても大切になります。
　ところが、たとえ上司や先輩であっても思考が
浅くなっていることは往々にしてあり、それは言
葉に表れてきます。例えば、顧客への提案におい
て「お客様を全力でサポートします」「ご要望に
柔軟に対応します」「きめ細かい対応と円滑な業
務を遂行します」といったような言い回しです。
皆さんもこうしたフレーズを見たり聞いたり、あ
るいは使ったりしたことはありませんでしょうか。
とても聞こえがいいフレーズですが、こうした表
現は当たり前すぎて聞き手に何も訴えるものがあ
りません。「全力のサポート」も「要望への柔軟
な対応」も「円滑な業務の遂行」もお客様からす
るとやってくれなきゃ困りますし、むしろやって
当たり前といえるかもしれません。従って、こう
した当たり前な言い回しは、言うに及ばない薄っ
ぺらな表現といえるのです。

　いかがでしょうか。このように二つの対比型な
ら自分なりのＭＥＣＥをまとめやすいのではない
でしょうか。しかも若手社員に対して仕事の基本
として教えなければならない大事な要素ではない
でしょうか。別に三つや四つの要素で分類しなけ
ればＭＥＣＥと呼べないということではありませ
ん。要はモレなく、ダブリなくの状態であればい
いのです。しかもこの対比型でのまとめ方は、日
常的なコミュニケーションやプレゼンテーション
でも効果的な方法であり、メリハリを出すことが
できる最も理解しやすい形式でもあるのです。

【対比型の例】

主観的 客観的

具体的 抽象的

自責 他責

属人的 標準化
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　そして、薄っぺらな表現を改めるもう一つの方
法として「そのためには」と自問自答して、考え
を深めるということがあります。例えば、「上司
と部下が一体となってコミュニケーションを重視
した革新的な組織づくりを目指す」という目標を
掲げた場合で考えてみましょう。「コミュニケー
ションを重視する→そのためにはどうすべきか」
「革新的な組織をつくる→そのためにはどうすべ
きか」ともう一歩考えを深めてみてください。す
ると「上下関係をなくして平等意識を芽生えさせ
る」「定期的に自由にディスカッションする時間
と場を設ける」「時と場合によってリーダーとフ
ォロワーが入れ替わる組織をつくる」「昔はこう

だった、以前はこうやったという発言をしない、
させない」といったように単なるスローガンでは
なく、具体的な対策が導き出されてくるはずです。

　では、その代わりにどのような表現に改めれば
いいのかと言いますと、まず一つ目のポイントは
「具体化」です。一つ一つの表現について「例え
ば」と付け加えることによって、その中身を具体
的に導き出すようにします。全力のサポートにつ
いて、例えばどのようなことなのかを具体的に考
えることで、土日祝日、夜間も含めて24時間365
日の対応なのか、契約後の１年間は毎月１回定期
的に訪問するのか、開始後の半年間は無償で変更
の要望に応えるのか等を明らかにします。
　そうすると、聞き手であるお客様は「そこまで
やってくれるんだ！　なんて全力のサポートなん
だ！」と、その価値を理解してくれるようになる
はずです。

最近の若手社員に見る伝え方のポイント
　ここまで若手社員への教育指導において役立つ
ポイントをご紹介してきましたが、最後に上司、
先輩が若手社員から学べることをご紹介します。
それは、最近の若い世代はプレゼンが上手いとい
うことです。具体的には、伝えたいポイントが明
確であることと、落ち着いて話す姿勢が身に付い
ているという点が挙げられます。これはおそらく
高校の授業や大学のゼミなどでプレゼンテーショ
ンに取り組んだ機会を持っている若者が多いこと
にあると考えられます。近年は、学校教育でもプ
レゼン力の重要性が叫ばれており、早い時期から
取り組んでいることで、プレゼン発表は特別な舞
台ではなく、日常的な伝達行為の一つであると認
識していることがうかがえます。
　もう一つの理由として、私は動画コンテンツの
普及があると考えています。最近は、YouTube
に代表されるように、動画による伝達がさまざま

　このように上司も若手社員も双方が「例えば」
「そのためには」という言葉を常に頭の片隅に置
きながら仕事に取り組むことで教育指導はもちろ
ん、業務への取り組み方がより一層深まることに
結び付きます。ぜひ実践してみてください。

【具体化の例】

全力のサポート

土日祝日、夜間対応

24時間365日対応

毎月1回の定期訪問

半年間の無償対応

例えば？

【具体化の例】

革新的な組織づくり

上下関係をなくして

平等意識を芽生えさせる

定期的に自由にディスカッション

する時間と場を設ける

時と場合によってリーダーと

フォロワーが入れ替わる

昔はこうだった、以前はこうやった

という発言をしない、させない

例えば？
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伝え方を普及させることを願っています。昭和～
平成世代の上司、先輩も新入社員のそうした良い
面を見習って、伝える力を高めていただきたいと
思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そして、最後にアサーションというコミュニケ
ーション手法をご紹介したいと思います。アサー
ションとは、お互いの立場を尊重しながらも率直
な自己主張を目指したコミュニケーションスキル
の一つです。一般的には部下や後輩から上司、先
輩に対してなかなか言い出しづらいことをスムー
ズに伝える手法として用いられていますが、逆に
上司、先輩から部下、後輩に対して活用すると関
係性づくりに役立つようになります。最近の若手
社員は昔以上に自分から話しかけることが難しく
なっていますので、上司や先輩から積極的に仕掛
けるようにするのです。
　具体的な話題はささいなことで構いません。例
えば「ＳＮＳのことが分からないんだけど」「君
たちサブスクってどのくらい使っているの？」
「○○のアプリってどうやって使うの？」など若
者の方が詳しいことについて疑問を投げかけるこ
とで、上司、先輩が自分の感情や思いを開示する
のです。すると部下や後輩は「上の人がやってい
るんだから自分たちももっと気持ちを開示しても
いいんだ」という意識が芽生えるようになり、心
が解放されてきます。
　そして、部下、後輩から教えてもらった後には
「そうなんだ、勉強になったよ」「ありがとうね」
といった軽い感謝の言葉を添えることも忘れずに
行ってください。それによって若手社員が求めて
いる承認欲求を満たすことにもつながります。
　今の若手社員は思った以上に「上司、先輩は忙
しそうで話しかけづらい」「こんなことを言った
ら怒られそうだ」という気持ちを持っています。
ですから部下や後輩に「遠慮しないで何でも言っ
てこい」と命じるのではなく、上司や先輩から
「まずは自らやって示す」ことが必要なのです。

　昭和～平成世代からすると最近の若者は、スマ
ートフォンばかり見ていてコミュニケーションが
図れないという声を耳にしますが、決して悪いこ
とばかりではありません。少なくとも文字がぎっ
しり書かれた分厚い資料をつくることが一生懸命
仕事をした結果として考えられていた昭和～平成
のやり方に比べれば、短い時間でポイントを明確
にした動画中心の令和世代の方が物事を簡潔に伝
えることには適しているといえます。また、紙に
印刷して重量感に価値を感じていた時代よりもタ
ブレットを使ってデータでスマートに伝える方が、
手軽で分かりやすいともいえます。私は、そうし
た新しい世代が中心になって簡潔で分かりやすい

なＳＮＳで日常的に行われています。また、娯楽
だけでなく受験勉強や資格勉強なども動画コンテ
ンツを通して行われることが増えています。そう
した動画の特徴としては、まず時間が短いという
ことが挙げられます。例えば、YouTube では数
分間から10分程度のコンテンツがほとんどです。
中には20分や30分近いものもありますが、その再
生時間を見た途端に最後まで見続ける自信がなく
なってしまいます。あるいは早送りや飛ばし飛ば
しに見て概略を把握しようとする人も多いのでは
ないでしょうか。それぐらい動画コンテンツには
簡潔性が要求されており、日常的に触れている若
い世代は自然に簡潔な伝え方が身に付いていると
考えられます。

【動画コンテンツ】

1本の時間が短く簡潔に伝わる

アクセス埼玉 2022.7　特集
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　昨年10月に新工場棟が完成した、同社の五木田
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。
五木田　1909年に日本で一番古い無機化学工業薬
品の会社として製造・販売でスタートし、今年で
創業113年を迎えます。第二次世界大戦中、国の企
業整備令により当社ほか３社を合併して、大東亜
化学工業㈱（現�関東化学㈱）となりましたが、1961
年に、貴金属薬品の製造とリサイクルを行うため
に小島化学薬品㈱が設立されました。
　国内での貴重な金地金の健全な取引と正しい知
識の普及を図るための組織として一般社団法人日
本金地金流通協会があり、当社もその活動に参加
し、私も理事として協会の活動に尽力しています。
　埼玉県狭山市を拠点とし、愛知県小牧市に中
部・西日本営業所、福岡県太宰府市に九州出張所、
今年新たに長野県長野市に長野出張所を設けます。
　会社保有の株式17%を社員が、34％を取締役で保
有しており、合計51％の株を社内で持っています
ので、自立した取り組みができます。自社で有事
が発生した場合、お客様にご迷惑をお掛けしない

ために、ＢＣＰの一環として、2013年に田中貴金
属工業様と資本業務提携を結びました。

■各事業について教えてください。
五木田　貴金属リサイクル事業は、金、銀、白金、
パラジウムを含む電子部品スクラップ、めっき廃
液、フィルター、樹脂、触媒などを対象にしてい
ます。前処理となる焼成・粉砕を行い、湿式によ
る抽出作業を行うことで目的の貴金属だけを高収
率で抽出できます。さらに高純度貴金属地金まで
自社精錬しています。リサイクルされた地金は、
貴金属化合物や貴金属含有めっき用薬品などに加
工され、各メーカーに提供しています。このよう
な生産活動を行うことで、貴重な貴金属資源をロ
スすることなく循環させる一端を担っています。
　貴金属化成品事業では、金、銀、白金、パラジ
ウム等の貴金属薬品を製造・販売しています。貴
金属化合物に特化することで培われたノウハウに
より製造された製品は、めっき分野、合成触媒分
野へ最適な品質を有した製品を提供しています。
　貴金属めっき薬品事業では、電子部品向け貴金
属めっき薬品および関連薬品の開発、営業、製造

小島化学薬品株式会社　代表取締役社長　五
ご き た

木田 春
は る お

夫 氏

所 在 地　 本社：狭山市柏原337-26
　　　　　中部・西日本営業所、九州出張所、
　　　　　長野出張所
代 表 者　代表取締役社長　五木田 春夫 氏
事業内容　 試薬製造販売、貴金属回収精製
資 本 金　9,500万円　　従業員数　213名
Ｔ Ｅ Ｌ　04-2953-9231
https://www.kojima-c.co.jp

小島化学薬品株式会社

「多岐にわたる業種・業態に幅広く当社製品が使用されています」と語る五木田社長

インタビュー
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および技術サポートを行っています。近年、無電
解貴金属めっきプロセスも手掛けています。

■貴社の特徴やトピックスを教えてください。
五木田　貴金属薬品の製造や貴金属をリサイクル
する際にシアンや王水などの毒劇物を使用します。
排出される排ガスや排水を適切に処理しないと環
境問題が発生しますので、そのためにリサイク
ル・製品製造等で発生した排ガスや排水の無害化
処理を行っています。また、独自のノウハウであ
る嫌気性細菌を用いた生物処理システムを早くか
ら導入し、通常では困難な窒素が高濃度排水の分
解処理を実現しています。リサイクルに用いられ
る設備と共に、排ガス、排水を処理する設備に数
億円という多大な費用をかけ、環境配慮型リサイ
クル活動を積極的に行った結果、当社が生き残っ
ていると考えます。環境に優しい製品づくりのた
め、大学や研究機関とも連携しています。
　当社のめっき薬品は他社様よりも取り扱いがよ
く、めっき特性が優れており、大手メーカー様も
当社製品に切り替えています。また、お客様の困
り事に一緒になって対応するため、当社内で実験

ができます。お客様の製造設備に近いものを導入
して、検証や問題点を抽出し、より良い製品づく
りを行っています。売って終わりの企業が多い中
で、お客様の身になって販売していますので、技
術や誠実さなどが評価されています。
　近年、農薬、医薬、試薬を製造する際に使用さ
れる貴金属含有触媒の受注が全世界から旺盛です。

■今後の展開・抱負は。
五木田　女性や高齢者でも働きやすい環境づくり
を整えたい。数時間労働、出社時間の自由度、働
いて楽しい環境づくり、何事にも積極的にチャレ
ンジできる会社にしていきたい。仕事とプライベ
ートを両立できるよう社員のワークライフバラン
スを実現させるため、月10時間以内の残業、育児
休暇の取得促進、在宅勤務など、社員に優しい会
社を目指して取り組んでいきます。働く環境を整
える一環として、新工場棟を昨年建設しました。
　「より良く、より早く、より安く」をモットー
に製品を提供し、貴金属のスペシャリストとして、
化学と貴金属の技術で、次世代に資源と夢を与え
る企業を形成したいと存じます。

化学と貴金属の技術で、次世代に資源と夢を

これまで培ってきた経験と優れた製造技術を生かし、資源のリサイクルに貢献 2021年10月 新工場Ｌ棟が完成

アクセス埼玉 2022.7　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

ＳＯＩＣＯ株式会社 https://www.soico.jp

東京都港区西麻布3-3-23
フィルドア西麻布2階
TEL　03-4400-7639
資本金　3,300万円
従業員数　18名
■事業内容
　○�資本政策、株式報酬制度
に関するコンサルティン
グ全般

　○�信託型を中心としたスト
ック・オプションの発行
支援サービス　等

ストック・オプションのことならお任せください

株式会社ネクスビジョン

川越市芳野台2-8-15
TEL　049-227-6216
資本金　1億円
従業員数　117名
■事業内容
　��自動車、二輪車用ミラー　
の製造・販売

高付加価値ガラス製ミラー製品を提供
https://neksvision.co.jp

■自動車用ミラーは、国内主要自動車
メーカーに納入しており、汎

はんよう

用のドア
ミラーの他に、視界を幅広く確保す
る、アスフェリックミラー（徐変曲ミ
ラー）・深曲げミラー・視界補助用小
径ミラーの特殊ミラーも製造していま
す。また、雨天時の視界確保を目的と
する親水ミラーは、国内有数の生産能
力を有しています。自動車用途に限ら
ず、さまざまなガラス製ミラーのご相
談に応じます。

■資本政策、株式報酬制度等に関する
コンサルティングを提供しています。
特に信託型ストック・オプション（タ
イムカプセル�ストックオプション）
の設計から運用まで、ワンストップの
提供体制を整えていることが強みです。
この他、上場企業を対象に制度設計・
導入支援を行う「株式報酬制度パッケ
ージ」、資金調達等のCFO業務専門の
スキルシェアサービス「シェアリング
CFO」を運営しています。お気軽に
ご相談ください。

冨士ブレーキ工業株式会社 https://www.fujibrake.co.jp

茨城県古河市本町4-1-9
ONOZATOビル6階
TEL　0280-30-8281
資本金　7,950万円
従業員数　63名
■事業内容
各種ブレーキライニング・
ブレーキパッド用摩擦材の
製造・販売

世界の走りに安全と信頼を…
■自動車用のブレーキをメインに、建
設機械、産業用機械などのブレーキ摩
擦材を製造しています。「安全への祈
りをこめて」をモットーに、昨年創業
70周年を迎えました。徹底した品質管
理により、お客様には安全と安心をお
届けし、絶対的な信頼を得ています。
製品が高度化・多様化する中で、人や
環境に配慮した材質など、お客様に必
要とされる摩擦材の開発にも、スピー
ド感をもって進めています。これから
も100年企業を目指し、お客様のニー
ズに応えていきます。

信頼に応える高性能な製品を用途・機能別に
ラインアップしています

小径ミラー

徐変ミラー

ドアミラー

親水ミラー
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

セントラル光学株式会社 https://central-opt.co.jp

入間郡三芳町上富2289-2
TEL　049-274-3011
資本金　1,000万円
従業員数　14名
■事業内容
　��光学用部品および光学フ
ィルターの製造

より質の高い光学フィルターの提供を目指します
■光学薄膜の専門メーカーとして1983
年の創業以来、「品質第一」で取り組
んでいます。ガラス材料調達から研磨、
コーティング、フォトエッチング、シ
ルクスクリーン印刷、レーザーマーカ
ー刻印まで対応可能です。多品種、小
ロットに対応する真空蒸着機、全自動
超音波洗浄機、露光機など光学フィル
ターを加工するさまざまな装置を保有
しています。光学薄膜加工に関して、
お気軽にお問い合わせください。

株式会社ドリマックス http://www.dremax.com

川口市西青木3-3-9
ドリマックスビル�
TEL　048-254-1231
資本金　1,000万円
従業員数　27名
■事業内容
　��業務用食品加工機械等の
開発・設計・製造・販売

肉を切りたい !! 魚を切りたい !! 野菜を切りたい !! 食品加工機械をお探しの際はご相談ください !!
■食品加工機器の開発から製造・販売
メンテナンスまで、トータルに提案で
きるメーカーです。店舗や厨

ちゅうぼう

房で使う
卓上機から工場で使用する大型の機械
まで、あらゆる場所で活躍できる製品
を幅広くラインアップしています。ま
た、お金をかけて廃棄していた端材や
規格外の食材を機械で加工し、新商品
の開発・フードロス削減にも貢献して
います。ドリマックスの製品群は日本
にとどまらず、世界各国でも活躍して
います。

安田経営診断事務所 https://yasuda-keiei.com

東京都千代田区富士見1-7-5
富士見ヒルズ2階
TEL　03-3238-5411
従業員数　2名
■事業内容
　〇経営コンサルタント
　〇中小企業診断士
　〇経営革新等支援機関

経営改善のサポートはお任せください！
■中小企業向けの経営コンサルタント
（中小企業診断士）です。著書５冊以
上、実務20年、300社以上の経験に基
づく実践的なアドバイスで、企業内部
からの課題解決をサポートします。金
融機関出身かつ中小企業の現場指導経
験が豊富で、会社の真の実力を引き出
す経営コンサルティングを行っていま
す。銀行交渉に詳しいだけではなく、
「経営が分かる」という点が特徴です。
経営改善や資金繰りのことでお悩みで
したら、お問い合わせください。

全自動超音波洗浄機

フォトエッチング

真空蒸着機

NDコート

アクセス埼玉 2022.7　公社会員紹介
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ＨＴＣスリッターマシン ＨＴＣ２軸スリッターマシン ＨＴＣ巻き取りシステム
にて巻き取り

ループレス２軸スリッターマシン

アクセス埼玉 2022.7　企業紹介

所 在 地　秩父郡小鹿野町下小鹿野875
代 表 者　代表取締役社長　垣堺�正行�氏
事業内容　・スリッターマシンの設計・製造・販売・設置・保守
　　　　　・各種機械類の設計・製造・販売
　　　　　・各種機械類の受託製造
資 本 金　5,000万円　　従業員数　11名
Ｔ Ｅ Ｌ　0494-75-3310
http://kakizakai.co.jp

 垣堺精機株式会社
企業紹介 

◆すべてオーダーメードで製造
　昭和47年に前身である垣堺製作所を創業し、機
械品類の受託加工を開始しました。昭和59年に現
在の垣堺精機株式会社に改組し、昭和61年にスリ
ッターマシンの研究開発および製造、販売を開始
しました。紙、フィルム、金属等、あらゆるシー
ト状の材料を任意の幅に連続切断し、切断された
材料を再び巻き取るスリッターマシンは、素材や
設置場所の環境等に合わせて、すべてオーダーメ
ードで製造しています。
　現在では、独自開発のＨＴＣ巻き取りシステム
を搭載した高精度スリッターマシンや、関連装置
の設計・製造・販売・設置・保守を主力業務とし
ており、機械重要部位にキサゲ加工（高精度擦り
合わせ加工）を施すことで、長期間にわたり高精
度を維持できることが特徴となっています。
◆世界初の開発に成功
　平成26年には、世界初となる「炭素繊維を切断
するスリッターマシン」を開発し、業界に大きな
変革をもたらしました。その後も炭素繊維加工技
術への挑戦を続け、繊維の束を広げてスリッター
機で極細に切断し、糸繰り機で糸に加工すること
により、極細の炭素繊維の糸を開発することにも

世界で初めて成功しました。この極細炭素繊維糸
は、織機・編み機等で幅広のシートに加工するこ
とが可能で、樹脂の組み合わせにより、さまざま
な加工を行うことができます。さらに、この炭素
繊維糸は強くて軽量であるため、航空機、自動車、
建築の補強材、風力発電、ドローン等、さまざま
な分野への使用が期待されています。
◆こだわり抜いた製品をつくり上げる
　「創業以来、少数精鋭主義のものづくりを貫い
てきました。社員を増やして事業を拡大すれば一
つ一つの製品に目が行き届かなくなり、そこに妥
協が生まれます。妥協から生まれた製品では市場
の信頼を勝ち取ることはできません。たとえ生産
台数が少なくても仲間と協力し、こだわり抜いた
製品をつくり上げることをモットーとしています
ので、シニア社員と若手・中堅社員が世代を超え、
団結してものづくりに取り組んでいます。
　今後も団結した社員とともに、お客様のニーズ
に最適なスリッターマシンをご提案することはも
ちろん、新素材や難削材料、極薄材料向けのより
高精度なスリッターマシンの開発を行い、競合メ
ーカーとのさらなる差別化を図っていきます」と、
垣堺社長は語ります。
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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４回　担当者の営業活動量を増やす第４回　担当者の営業活動量を増やす

営業活動量は1日180分以上の有効面談が目安
　前回は、担当者に意識付けすべき営業の「仕組み」
として、営業成果の法則「営業成果＝営業知識量×
営業活動量」と営業知識の具体的な中身についてお
話しました。今回は営業活動量について説明します。
　まず営業活動量の定義ですが、リアル営業担当の
場合、ターゲット先の担当者との面談時間のうち、
雑談を除き先方とビジネスに絡むやり取りに費やし
た時間のことです。これを有効面談時間といいます。
営業活動量は単純な訪問件数ではなく、この有効面
談時間をいかに増やすことができるかが、営業成果
を増やすカギを握っているのです。
　筆者が多くの業種で営業時間量と目標達成の可否
の関係について調べてきた中で、有効面談時間につ
いての目安を申し上げれば、一日当たりの平均有効
面談時間が180分以上の営業担当者はほぼ例外なく
目標が達成できている、というデータがあります。
逆に一日当たりの平均有効面談時間が120分以下の
担当者は、ほぼ例外なく目標未達となっています。
　リアル営業の管理者は、営業のゴールデンタイム
である午前10時～午後５時の活動をしっかり管理し
ます。１時間の休憩を除けば、活動時間は６時間＝
360分です。この半分である180分以上を有効面談時
間に充てられるように、日々指導・支援をすること
が管理者の営業活動管理の基本となるのです。
外訪面談以外の事務仕事を極力軽くする
　担当者の有効面談時間を増やすためには、先の営
業のゴールデンタイムを確実に面談時間に充てさせ
ることが必要です。そのために管理者がするべきこ
とがあります。まず、営業担当者からその本来業務
である外訪営業以外の仕事を極力外してあげること
です。具体的には、営業担当者でなくともできる事
務処理仕事や報告書類の作成を事務担当に移してあ
げること。会社の規模によってやり方は異なります
が、管理者が直接総務部門に協力を仰ぐとか、ある
いは可能ならば営業事務担当を１名パート雇用で構
わないので配置することです。

　事務担当には引き継げない単純作業ではない稟
りんぎ
議

書や提案書の作成も、軽くしてあげましょう。これ
には管理者自身が手を動かす必要があります。稟議
書や提案書の素案やアウトラインをつくってあげる
とか、調査資料を準備するとか、できることはたく
さんあるはずです。管理者は単に管理業務だけが仕
事ではなく、担当者のフォローをすることも重要な
仕事です。そのためには普段からコミュニケーショ
ンを密にして、担当者が個々にどのような仕事を抱
えているかをしっかり把握しておくことが必要です。
外訪のアポ入れが非効率になっていないか
　営業担当者の外訪効率を管理することも、有効面
談時間を増やす上で大切です。例えば、Ａ先（重要
先）、Ｂ先（準重要先）、Ｃ先（一般先）の顧客分類
で顧客管理をしている場合、黙っているとＡ先ばか
りを優先的にアポイントメント（アポ）入れするが
ために、移動時間の点で非効率になっているケース
が間々あります。アポ入れの基本は、Ａ先を１件入
れたらその近辺やその往復経路に位置するＢ先のア
ポ入れをして、さらに近隣のＣ先をアポなし訪問す
る、というように極力移動時間を無駄にしないアポ
入れ指導をしてください。
　最後に、コロナ禍で一気に浸透したオンライン営
業ですが、リアル営業のように、有効面談時間だけ
を営業活動量とするわけにはいきません。この場合、
オンラインでの面談時間と別に、メールでの情報提
供件数やセミナー案内件数などを営業活動量として
管理する必要があります。オンライン営業管理の詳
細につきましては、別項で改めて説明します。

★営業活動量（有効面談時間）管理の考え方
①目安（リアル営業の場合）
　10～ 17時（実働 6時間）で 180分以上の有効面談時間
②担当者の事務作業からの解放
　事務処理や報告書などは事務方にシフトする
　稟議書や提案書は管理者が作成をフォローする
③効率的なアポイント入れの指導
　A先のアポイントメント（アポ）にB、C先のアポを効率的にセット
　移動時間を少なくして有効面談時間に充てる

営業成果の法則  営業成果＝営業知識量×営業活動量

営業活動量の管理
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　「木を見て森を見ず」はよく使われる言葉ですね。
「一部のことに心を奪われてしまい、全体を見通せ
なくなること」の例えです。工場の現場でもその通
りだなあと思うことがしばしばあります。
　私は現場改善を進めるに当たって、工場全部門の
参加で整理整頓活動をします。生産部門だけでなく、
営業や設計、技術、管理などの部門や社長や役員、
管理職の人たちにも参加してもらうのです。私はこ
の方法にＫＺ法（Ｋ:改善、Ｚ:全社）という名前を
付けて実行しています。
　ＫＺ法では、参加者全員でひと月以内に使わない
モノや問題のあるモノにカードを貼ります。カード
が貼られたモノを運び出して、不要品（要らないモ
ノ）、不急品（ひと月以内には使わないがその後使う
モノ）、必要品（ひと月以内に使うけれど何らかの問
題があるモノ）に分類し、実行すると、これまで見
えなかったいろいろな問題が顕在化します。

　精密機械加工のＲ社でＫＺ法を実行したときのこ
とです。Ｒ社では切削工具のチップの購入費がとて
も多く経営問題となっていました。担当者それぞれ
が自分に必要なチップを都度購入し、余った分は自
分の机の引き出しにしまっており、チップをいくつ
持っているのか自分でも分からないような状況でし
た。このときは、全員の机の引き出しをすべて引き
出して、中のチップにカードを貼りました。
　次にカードが貼られたチップを外に運び出し、同
じものを一カ所に並べてみて皆驚きました。ある人
の机の中であまり使われずに眠っていたチップが、
別の人にとっては足りなくて困っていたとか、すべ
ての人が共通して長年使わずに持ち続けていたチッ
プがたくさんあるなど、誰が見ても一目でムダと分

かることが次々と発見されたのです。
　これは一カ所に集めて初めて分かったことで、こ
れ以外の方法ではなかなか見つからないと思います。
見えない問題を見るには集めてみることです。分散
している現場のモノを一カ所に集めてみると、これ
まで見えていなかった問題が一瞬で顕在化します。
　この問題を前に、参加者からたくさんのアイデア
が出てきました。設計はチップの種類のあまりの多
さに驚き、ＮＣマシンで工具の持ち替えを減らせる
シンプルな製品形状を提案しました。営業はそれぞ
れの担当者がお互いの連携を取らずに生産現場に直
接生産依頼をしていましたが、似た形状の製品をグ
ループ分けして渡すようにしたので段取り替えの回
数が減りました。調達は違うモノであるが機能的に
同じチップを集約して購入品種数を減らしました。
　一番の目玉になった改善は、生産担当者それぞれ
の机にしまわれていた大量のチップを一カ所に集約
して、担当者がチップを必要になった都度、チップ
置き場に一個ずつ取りに行くようにしたことです。
購入は調達部門が一括して行うように変えたので購
入量は激減し、かつ在庫が目で見えるので確実に補
充ができ、切れることもなくなりました。

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４第 急所急所４回　４回４第４ 33333333 3333 ない問題をみつける方法を 方法ける方方をみみみつけける方みみみつけけみ けけいい問題をい問題ををい問ないいい見ええないないいい見見え 方法方法方法第４回　急所 33 見えない問題をみつける方法

　それぞれの場所に置いてある在庫は少なくても、
すべてを集めてみると全体では山のようにあったと
いうことはよくあるものです。そこから始まって、
設計や調達、あるいは営業のやり方の不具合までが
見えてくることもしばしばあります。
今月の言葉
一つだけだと問題は見えないが、一カ所に集めると
問題は顕在化する。

（上）  全部を一カ所化したチップ
置き場

（左） 外に出されたチップ
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　ベトナムは３月15日に海外からの入国制限を一部
解除し、新型コロナウイルスのワクチン接種をして
いなくても、陰性証明書の提示のみで入国可能にな
りました。また、日本を含む13カ国は、15日間以内
の滞在であればビザ免除措置が復活し、ビジネス関
係の渡航が動き始めましたが、陰性証明書の取得費
用が高額なため、特に観光客の入国はそれほど多く
ないという状況でした。５月15日にさらなる規制解
除がされ、陰性証明書の提示が不要になりました。
　コロナ前と同じ状況になり、ビジネス、観光客共
に動きが活発になったと感じます。少し前は中心街
のホテルは閑散としていましたが、現在ではホテル
のロビー、レストランに人がいるのを見ることがで
きます。国内移動に関してはもっと前から自由でし
たが、やはり海外からの入国者が増えたことで、ベ
トナム人の国内観光の動きも触発され、観光地はか
なりにぎわっています。
　５月末時点の新規感染者数は、全国で１日1,000
人程度ですが、感染しても保健局に届けない人がほ
とんどです。また、会社でたまたま検査を受けたら
陽性だったという無症状感染者もいて、感染者数は
発表されている人数よりも多い印象です。私自身の
周りでも感染した人が多かったのですが、ほとんど
の方がワクチンを３回接種しており、軽症で済んで
いるのは本当に良かったです。
　企業活動では時折、社内に陽性者が出るケースが
あるものの、当事者だけが陰性となるまで自宅待機
するのみです。濃厚接触者は検査を受けることもあ
りますが、多くは症状が出ていなければそのまま勤
務しているようです。

　また、日本企業のベトナム出張も増えてきていま
す。２年以上出張を先延ばしにしていたケースや、
中国のロックダウン（都市封鎖）の影響で、中国か
ら物が入ってこないため、ベトナムから調達品を探
す企業などがみられます。
※本文記載の規制状況等は、５月末時点で確認できる
内容となっています。

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

ベトナムに入国しやすくなりましたベトナムに入国しやすくなりました

ベトナム便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼ベトナムビジネスについて、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 ベトナムサポートデスク
 Eメール　vietnam-bsd@ne-net.vn
 公社　取引支援グループ
 TEL　０４８－６４７－４０８６
≪埼玉県からの情報発信≫
Facebook｢埼玉県海外ビジネス支援｣もぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/saitama.globalbusiness

ベトナム国内線はコロナ前と変わらない状況になっています
【タンソンニャット空港（ホーチミン）の国内線到着エリア】
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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５）新型コロナウイルス感染症と下請取引（その５）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「当社は、親事
業者の工場内で、物品の製造を受託している下請事
業者です。今般、新型コロナウイルス感染症の影響
で、親事業者は工場を一時閉鎖することとしていま
す。その際、親事業者から工場を再開しても、販売
価格を引き上げるのは難しく損失を取り戻すのは容
易ではないので、閉鎖中の損失を補填するため、工
場再開後の下請代金の額（単価）を一律一定率で引
き下げてもらいたいとの要請がありました。このよ
うな単価の引き下げ要請は、下請法上、問題となり
ますか」というものです。この問いは、親事業者の
工場内で下請事業者が仕事をしていることや親事業
が工場を一時閉鎖するという、やや特殊な事案です
が、新型コロナウイルスの影響で、親事業者が下請
事業者に単価の引き下げ要請を行うことは決してま
れなことではなく、実際には多く発生しているので
はないかと思われます。
　まず、発注当初に想定していなかったような取引
環境の変化等があった場合に、親事業者が下請事業
者に対し下請代金について改めて協議したいと要請
することが、直ちに問題となるわけではありません。
当事者で協議することは当然のことといえます。し
かし、親業者が単価の引き下げを行う場合には、下
請業者に対し、単価の引き下げを行う理由を明確に
示した上で、十分な協議を行う必要があります｡

　親事業者の損失補填のみを理由として一方的に、
一律一定率で単価を引き下げて下請代金の額を定め
ることは下請法で禁止する「買いたたき」に該当し、
問題となるおそれがあります。
　下請代金に係る価格交渉とは別に、新型コロナウ
イルス感染症対策、協力値引き等名目を付すなどし
て、下請業者に対し、下請業者の責めに帰すべき理
由がないのに当月に支払う下請代金の額から差し引
けば下請代金の減額として下請法上問題となります。
また、協賛金の提供を要請し指定口座に振り込ませ
たりすることにより、下請事業者の利益を不当に害
する場合には、不当な経済上の利益提供要請として、
下請法上問題となります。
　以上のとおり、下請法上問題となりますが、最近
多いとされる事例が｢買いたたき｣です。新型コロナ
ウイルスの影響に加えて、いわゆるウクライナ情勢
が絡んで、エネルギー価格や原材料価格の上昇とい
ったコスト増を下請事業者が価格転嫁できない事例
が生じています｡ 親事業者が合理的な説明をしない
まま単価の引き下げを要請するのはもとより、いわ
ゆる原価が高騰したのに取引価格を従前のまま据え
置くことも下請法で禁止する「買いたたき」に該当
しますので注意してください。
　公正取引委員会は下請法違反、ことに「買いたた
き」を防止するため今年度は親事業者側企業への立
ち入り調査を強化しています｡ 下請法を遵守するこ
とが親事業者、下請事業者双方にとって得策です。
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トピックス 令和 4 年度埼玉県デジタル人材確保支援事業補助金のご案内
https://www.saitama-projinzai.com/dx-hojokin

■申請方法
　 申請受付期間内に申請者（登録人材紹介事業者）

が直接、申請必要書類を下記【申請先】に郵送
または電子メールで提出してください。

■申請・問合せ先
　（公財）埼玉県産業振興公社
　埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
　〒330-8669　
　さいたま市大宮区桜木町１－７－５
　ソニックシティビル10階
　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０７５
　Email　projinzai@saitama-j.or.jp

　県内中小企業等のＤＸ化を推進するため、「埼玉
県デジタル人材確保支援事業補助金」が創設され
ました。募集を開始しておりますので、ぜひ、ご
活用ください。
　この補助金は中小企業がプロフェッショナル人
材戦略拠点（公益財団法人埼玉県産業振興公社）
を通してデジタル人材を確保する場合、県が登録
人材紹介事業者に紹介手数料の半額を補助する制
度です。中小企業の皆様に補助金を直接支給する
ものではなく、登録人材紹介事業者に紹介手数料
を補助することで中小企業の皆様の人材調達コス
トを軽減するものです。
　デジタル人材確保を考える企業様は、まずはプ
ロフェッショナル人材戦略拠点にご相談ください。
■申請受付期間（現在募集中）
　締め切りは、令和５年２月28日(火)までです。
■募集概要
　詳細は上記ホームページをご参照ください。
　◎対象となる事業　
　　 埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点を通

して、登録人材紹介事業者の仲介により人材
を採用する事業

　◎補助対象経費　　
　　 企業が登録人材紹介事業者に支払う「人材紹

介手数料」（消費税額は除く）
　◎デジタル人材のイメージ
　　 デジタル技術を活用して新たな製品・サービ

スの創出や業務改善等を行う人材を想定
　◎補助率　人材紹介手数料の２分の１
　　　　　　（千円未満切り捨て）
　◎補助限度額　１名につき150万円まで

公益財団法人 埼玉県産業振興公社

埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点
〒330-8669 さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 　ソニックシティビル10F

TEL : 048-647-4075
平日 9:00～12:00/13:00～17:00

projinzai@saitama-j.or.jp
https://www.saitama-projinzai.com/

お問合せ先

人材紹介手数料が

１/２
になります

人材紹介手数料が

１/２
になります

即戦力となる
人材確保
を支援します

即戦力となる
人材確保
を支援します

補助上限 150万円補助上限 150万円
デジタル化で
経営課題を
解決したい

社内業務を
ペーパーレス
にしたい

毎日の事務作業
を楽にしたい！

ECサイトで
新規顧客を
獲得したい

副業･兼業人材の活用も補助対象です

埼玉県デジタル人材確保支援事業補助金が創設されました



　川口産業振興公社では、広く発注企業および受注
企業を募り、個別商談形式による具体的なビジネス
マッチングの場を提供いたします。
　製造業者の方の参加をお待ちしています。
日　時 10/21(金)13:15 ～ 16:35
会　場 埼玉県産業技術総合センター
　　　 ４階会議室（川口市）
内　容 ○発注企業と受注企業による個別商談
　　　 ○受注企業同士の商談
募　集 発注企業約20社、受注企業約40社
参加費 無料　　締　切 8/10(水)17時まで
※当日は、感染症対策を行った上で実施いたします。
問合せ先　公益財団法人川口産業振興公社
　　　　　TEL　０４８－２６３－１１１０

受発注企業商談会（対面式）
発注企業・受注企業を募集
https://www.kawaguchi-net.or.jp/projects/chance

他の
情報
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　化学物質排出把握管理促進法施行令および同施行
規則並びに埼玉県生活環境保全条例および同施行規
則が改正され、令和５年４月１日から施行されます。

（化学物質排出把握管理促進法施行規則は一部施行
済です。）この改正により、法令の対象となる事業
者および化学物質が変更になりますので、改正内容
を含めた化学物質の排出量・取扱量等届出制度およ
びＳＤＳ制度について、県内事業者を対象に説明会
を開催します。参加費は無料です。
第１回 8/1(月)13:30 ～ 16:30
　　　 埼玉会館大ホール（さいたま市）
第２回 8/4(木) 13:30 ～ 16:30
　　　 熊谷文化創造館さくらめいと
　　　 太陽のホール（熊谷市）   
第３回 8/30(火) 13:30 ～ 16:30
　　　 Zoomによるオンライン開催 
第４回 9/8(木) 13:30 ～ 16:30
　　　 Zoomによるオンライン開催
定　員 第１回400名、第２回300名、
　　　 第３回・第４回各500回線
問合せ先　埼玉県環境部　大気環境課 
　　　　　TEL　０４８－８３０－２９８６

事務局（公社）での感染予防対策について
○マスク着用徹底による飛

ひ ま つ

沫感染の防止
○ 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

せ き

エチケット等の推奨（貼紙等）
○原則、通常よりも研修の定員を減らして運営
○ 座席は前後のスペースを空けてソーシャルディス

タンスを確保
◯必要に応じ、アクリルボードによる仕切り板を設置
○こまめな休憩時間の設定
○外気を取り入れた換気の徹底
○運営スタッフの体調管理の徹底

● 【NEW】新時代の視点で「自社の強み」を強化！
ＤＸ活用研修

　具体的な事例をもとにコロナによる社会や消費構
造の変化を理解し、そのピンチを回避し、チャンス
を生かすために自社の強みを再発掘・評価します。
その「強み」をベースにターゲティングなどを再検
証し、ＳＮＳやアプリなどを活用した情報発信、販
売手法を検討していきます。
　この研修を通じて、デジタルトランスフォーメー
ションの重要性を理解し、自ら取り組んでいただく
きっかけになることを目指します。
開催日 7/22(金) １日間
受講料 会員8,800円　一般12,900円
●営業管理者研修（基本編）
　営業管理者として、何を意識して取り組まなくて
はいけないのかを学びます。営業部門に求められる
役割、管理職として押さえておかなくてはいけない
事項を確認し、稼ぐ営業部隊を作り上げる方法を伝
授します。
開催日 7/25(月) １日間
受講料 会員8,800円　一般12,900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 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

化学物質排出把握管理促進法・
埼玉県生活環境保全条例に係る
法令改正等説明会
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0504/joreikagaku/kagakubusshitujoreikaisei.html

7月のおすすめ研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

公社
情報

県の
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　・　　・　　

重松 咲智子（しげまつ さちこ）さん (34)

　1987年、福岡県生まれ。福岡県聖マリア病院救急科、
埼玉医科大学総合医療センター ER科で初期治療からド
クターヘリまで高度救命救急に従事した。その後、川越
救急クリニックで医師として働きながら創業した。

株式会社 救急介護搬送サービス えまさぽ
https://emspsaitama.wixsite.com/my-site
　川越市神明町14-22 ２階
　創業　2021年１月　　従業員数　３名
　ＴＥＬ　049-299-6531
　事業内容　 救急介護搬送サービス

　医師として働く中で、けがや病気で体が不自由にな
り交通手段に困っている方が多いことを知りました。
コロナ禍で、公共交通機関が利用できず診察を受けら
れない方が急増しました。そのような方たちを助けた
いという思いから創業しました。

創業のきっかけは？

　“「エマージェンシー（緊急）」を「サポート」「困った」
に寄り添い、誰もが安心して暮らせる社会に ”を企業
理念にケアタクシーや民間救急車を使って、さまざま
な移動支援を行っています。電車やタクシーなどの公
共交通機関の利用が難しいときに、どなたでも利用い
ただけるサービスです。車椅子のままの乗車や寝たま
まの移動、有資格者の付き添いにより、買い物や通院
なども可能です。医師、看護師、救命士など、医療の
プロが付き添いを行うことも可能ですので、高度医療
機器をお使いの方も安心してご利用いただけます。運
行しているサービスは「ケアタクシー」「民間救急車」
「妊娠子育て応援タクシー」「帰国タクシー」など、さ
まざまなラインアップを取りそろえています。

事業内容は？

　今後は移動支援だけでなく、新規事業としてメディ
カルストレッチを展開していきます。医療に基づくス
トレッチを行うことで運動の効果を増強し、けがや病
気を予防します。子どもから高齢者まですべての世代
を対象とし、地域を支える力になりたいと思います。

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

広告

重松 咲智子 さん株式会社救急介護搬送サービス えまさぽ

ケアタクシーは車椅子でそのまま乗車可能です。
車椅子を利用している方だけでなく、歩行できる
方も利用可能です。

民間救急車は寝たきりなど移動が難しい方も
含め、すべての方が利用可能。AEDやストレ
ッチャーなどさまざまな設備を備えています。

妊娠子育て応援タクシーは妊娠、子育て中のさま
ざまな場面でご利用可能。妊婦検診や陣痛の際は
もちろん、保育園の送迎なども可能です。

アクセス埼玉 2022.7　創業者紹介
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手間を惜しまない酒づくりを続ける蔵元
　近江日野商人であった釜屋新八氏が、武蔵野に広がる
稲作地帯で取れる良質な米と豊富な利根川の水に目を付
け寛延元年（1748年）に創業。井戸から汲

く

み上げる仕込
み水は、酵母菌の餌となるミネラル分が豊富な中硬水で、
うま味のあるしっかりとした味わいのお酒に仕上がる。
270 年以上紡いできた伝統の技と酒米にこだわり、手間
を惜しまない酒づくりを行う。
　８年ほど前から県内一の米どころ加須の農家が酒米づ
くりに挑戦。その加須産酒米を使って、農商工連携で地
酒ブランド「加須の舞」が誕生。山田錦を使った「純米
大吟醸　加須の舞」、五百万石を使った「純米吟醸　加須
の舞」の二つで、世界的品評会のＩＷＣ・SAKE 部門の
金賞受賞（2020年）など、海外からも高く評価されている。

女性にもお勧めのおしゃれな日本酒
　伝統的な生

き も と

酛仕込みを続けながら技術を伝承し、洗練
された昔ながらの日本酒づくりを行うとともに、新たな
可能性にも挑戦している。その試みによって生まれた新
しいタイプの個性豊かな３種類。瓶内二次発酵の発泡純
米酒「ゆきあわ」は、米の甘みと天然の炭酸ガスが心地
よい口当たり。ワイン酵母仕込みの純米酒「ARROZ- ア
ロス -」は、甘みと酸味がバランスよく調和した白ワイ
ンと間違えるほどの味わい。低アルコールの純米にごり
原酒の「英雄 -hideo-」は、甘さすっきりで飲みやすく、
発酵途中のもろみをイメージした味わいがある。いずれ
も試行錯誤を繰り返し、独自製法により生み出したこだ
わりの逸品である。

株式会社釜屋　https://rikishi.co.jp
加須市騎西1162　Tel 0480-73-1234　
代表者　代表取締役社長　小森 順一 氏
創業 1748年　資本金 4,000万円　従業員数 26名
事業内容　清酒・リキュール・本みりんの製造および販売
購入方法　そごう大宮店、高島屋大宮店、西武所沢S.C.、
　　　　　マルイファミリー志木など
　　　　　※蔵内に直売店を併設しています。
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://shop.rikishi.co.jp

● 読者プレゼント！　
　釜屋の「ゆきあわ」「ARROZ」「英雄」の３種類をセット
にして、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、釜屋希望」を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp 宛
てメール、または、右の読者プレゼントの専用ＱＲコード
から、7 月 22 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。

● 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

「これまでの日本酒のイメージを払拭し、若い方や女性でもおしゃれに飲める
日本酒づくりに挑戦していく」と話す小森社長。

目に見えない麹菌や酵母菌を思いどおりに働かせるためには、経験に基づく
高い技術力が必要となる。おいしいお酒をつくるために、終わることのない
研
けんさん
鑽が続く。

発泡純米酒
　ゆきあわ（300ml）

ワイン酵母仕込み純米酒　
ＡＲＲＯＺ（720ml）

純米にごり原酒
英雄（720ml）

㈱釜屋

埼玉の造り手
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All in 
One

〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
TEL.0495-24-2451   FAX.0495-21-8853

0495-24-2451
https://sansinsya.com/
info@sansinsya.com

お　電　話　で

ホームページから

メ ー ル で
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