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１．はじめに
　2021年11月に英国・グラスゴーで開催された国
連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）の
結果を受け、日本政府は脱炭素（カーボンニュー
トラル）への対応強化に向けて「グリーントラン
スフォーメーション（ＧＸ）構想」（ＧＸ構想）の
具体的な検討を開始しています。これは脱炭素経
営が企業評価と直結することを意味しており、中
小企業の経営や取引にも大きな影響を与えること
になります。
　一方、2050 年の脱炭素社会の実現に向けて、日
本政府は国内の再生可能エネルギー産業（再エネ
産業）の育成・強化にも乗り出しています。
　そこで本稿では、はじめにＧＸの概要を示した
上で、第一に脱炭素時代が中小企業に与える試練
として脱炭素経営にどのように取り組むべきかを
検討し、第二に再エネ機器分野への中小企業（中
小製造業）の参入状況について報告します。そし
て、最後にこれらの内容を踏まえて、脱炭素時代

の中で中小企業に必要とされるビジネスセンスを
提案します。

特 集

脱炭素時代が中小企業に与える試練とチャンス脱炭素時代が中小企業に与える試練とチャンス

一般財団法人機械振興協会一般財団法人機械振興協会
経済研究所　所長代理　北嶋 守経済研究所　所長代理　北嶋 守

２．脱炭素時代に向けたＧＸ構想の概要
　ＧＸ構想とは、経済産業省が提唱する経済成長
と環境保護を両立させて2030年の温室効果ガス排
出削減目標を達成し、さらに2050年のカーボンニ
ュートラル達成を目指すために提唱されたもので
す。同時にＧＸ構想は、カーボンニュートラルの
達成目標を成長の機会として捉え、日本の産業競
争力の向上を目指すための “ 手段 ” であり、経済
産業省ではＧＸ構想を実現するための施策として
「ＧＸリーグ」を提唱しています。このＧＸリー
グというのは、ＧＸ構想に積極的に取り組む「企
業群」が産官学連携を通じて、経済社会システム
全体の変革に必要な条件について議論する場や、
新市場創造の実践方法について検討する場を意味
しています（経済産業省 2022年２月１日「ＧＸリ
ーグ基本構想」参照）。
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　そして、このＧＸリーグ設立のもう一つの狙い
（本当の狙い）は、サプライチェーン全体での二
酸化炭素の排出量削減や排出量を売買できる新た
な取引（排

※
出権取引）に、中小企業を含む多くの

企業が参加することを促進することにあります。

３．�脱炭素時代が中小企業に与える試練：
脱炭素経営への転換

　このように、世界は脱炭素社会への移行期にあ
ります。これは産業革命以降150年余り続いてきた
工業社会の仕組みを根底から見直す「グレートリ
セット」を意味しています。こうした大変革期の
中では、日本の中小企業も否応なく脱炭素経営に
積極的に取り組むことが必要とされます。現在、
グローバルに展開している企業を中心に、RE100
（Renewable Energy 100%） や SBT（Science Based 
Targets）、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフ
ォース）等の脱炭素経営に向けた企業の取り組み
が急速に広がっています。
　こうした状況を受け、環境省では、中小企業の
脱炭素経営の具体的な取り組みを促進するため、
『中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブッ
ク－温室効果ガス削減目標を達成するために－』
を発行しています。
　同ハンドブックの第１部では、ケーススタディ
に基づいて、中小企業が脱炭素経営に取り組む上
でのメリットとして以下の五つが示されています。
①優位性の構築（自社の競争力を強化し、売り上
げ・受注を拡大）、②光熱費・燃料費の低減、③知
名度や認知度の向上、④脱炭素の要請に対応する
ことによる社員のモチベーション向上や人材獲得
力強化、⑤新たな機会の創出に向けた資金調達に
おける有利性、などです。
　そして、第２部では、脱炭素化に向けた基本的
な考え方と脱炭素化のための計画策定の検討手順
（四つの STEP）が提示されており、「令和２年度中
小企業の中長期の削減目標に向けた取組可能な対
策行動の可視化モデル事業」において支援した削

　以上のように、脱炭素化への対応は中小企業に
とっては大きな試練ではありますが、環境省が示
しているように脱炭素経営そのものは中小企業の
経営そのものにとってメリットをもたらすことか
ら、各企業の積極的な取り組みが期待されます。
　ところで、国内でモノづくりを実践している中
小企業にとって、脱炭素社会は新たな市場の創出
といった意味も持っています。具体的には、再エ
ネ産業への参入です。そこで、次節では、脱炭素
社会が中小企業に与えるビジネスチャンスについ
て、中小製造業を対象に実施したアンケート調査
の結果等を参考に検討します。

４．�脱炭素社会が中小企業に与えるチャンス：
再エネ産業の可能性

（１）アンケート調査の実施概要
　機械振興協会経済研究所では、2021 年９月上旬
から 10 月上旬にかけて、国内の中小企業（機械関
連中小製造業）1,000 社を対象に「中小製造業の再
生可能エネルギー機器市場への参入状況に関する
調査」を実施しました。調査対象地域は、秋田県、
岩手県、山形県、石川県、山梨県、群馬県、東京
都、静岡県、岐阜県、愛知県、大阪府、長崎県お
よび熊本県の 13 地域です。

減計画等の検討事例についても紹介されています。
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図１　削減計画策定のフロー

出所：�環境省『中小規模事業者のための脱炭素
経営ハンドブック』p.20より抜粋。

※�排出権取引（Emissions�Trading）とは、二酸化炭素をはじめとする環境汚染物質（温室効果ガス）の排出量低減のための経済的手
法の一つ。日本では「排出量取引」や「排出枠取引」と表現されることもある。
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　調査方法は、各県データベースからの無作為抽
出および郵送法によるものです。また、調査対象
として設定した再生エネ機器分野は、太陽光発電
機器、風力発電機器、バイオマス発電機器、中小
水力発電機器、地熱発電機器の５分野で、回収結
果は 138 社（回収率：13.8％）でした。
　以下では、この調査結果から得られた幾つかの
ファインディングについて紹介します。

（２）再エネ機器分野への参入状況
　図２は、再エネ機器分野への中小企業の参入状
況に関する回答結果です。この図から分かるよう
に、太陽光発電機器分野および風力発電機器分野
がある程度の比率を示したものの全体的に回答比
率は低く、中小製造業における再エネ機器分野へ
の参入は活発とは言い難い状況が確認されました。

（３）再エネ機器分野へ参入しない理由
　では、このように中小製造業の再エネ機器分野
への参入が芳しくない理由とは何なのでしょうか。
次頁図３は、その理由に関する回答結果を示した
ものです。この図から分かるように、中小製造業
が再エネ機器分野に参入しない理由については、
再エネ機器分野の違いに関わりなく、全体的に「自
社の経営資源の不足」が最も高く、「その他の理
由」も高くなっています。また、「制度（電力の
買い取り価格など）が不明確」も全体的にある程
度の比率を示していることが分かります。これは、
再エネ機器分野ごとに電力の買い取り価格が異な
ることによるものと推察されます。
　一方、再エネ機器分野別では、特に太陽光発電
機器分野で「取引先からのコストダウン要請」や
「海外製品・部品との競争が厳しい」ことを参入

太陽光発電機器分野 13
風力発電機器分野 9.3
バイオマス発電機器分野 6.5
中小水力発電機器分野 7.9
地熱発電機器分野 4.3

13.0

9.3

6.5

7.9

4.3

0 2 4 6 8 10 12 14

太陽光発電機器分野

⾵⼒発電機器分野

バイオマス発電機器分野

中⼩⽔⼒発電機器分野

地熱発電機器分野

（％）
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図２　中小企業の再エネ市場への参入状況（N=138）

注：比率には参入予定も含まれる。
出所：機械振興協会経済研究所（2022）より作成。
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しない理由として挙げている傾向が他の機器より
も高くなっていることが分かります。太陽光発電
機器分野は、ＦＩＴ制度（固定価格買い取り制
度）が 2012 年７月に導入されて以降、日本国内で
も急速に普及した再エネ機器分野ですが、そこで
は海外製品、特に中国製品との激しい価格競争が
繰り広げられました。また、それに伴って主要取
引先（完成品メーカー）からのコストダウン要請
が行われました。この回答結果はそうした背景を
物語っているといえるでしょう。

（４）再エネ機器分野へ参入しない隠れた理由
　図３で示したように、中小製造業が再エネ機器
分野に参入しない理由については、全体的に「そ
の他の理由」の比率も高くなっています。では、
その中身はどのようなものなのでしょうか。そこ
で、今回のアンケート調査では、どのような支援・
施策があれば中小企業が再エネ機器分野において
販売や受注の拡大を実現できるかといった設問を
設け、自由記述形式で回答していただきました。
そして、その内容を共起ネットワーク図（一つ一
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太陽光発電機器（N=120）風力発電機器（N=125）バイオマス発電機器（N=129）中小水力発電機器（N=126）地熱発電機器（N=130）
自社の経営資源の不足 45.8 49.6 44.2 45.2 50
取引先からの品質向上要請 0 0 0 0 0
取引先からのコストダウン要請 5.8 4 2.3 1.8 0.8
取引先からの納期短縮要請 0.8 1.6 0 0 0.8
海外製品・部品との価格競争 10 1.6 3.1 2.4 1.5
技術革新のスピード 2.5 1.6 0 0 0.8
規格化・標準化が不明確 5 6.4 7 8.7 6.9
制度（電力の買い取り価格など）が不明確 9.2 8.8 10.9 9.5 10
開発支援先の不足 9.2 7.2 8.5 8.7 6.9
技術・市場情報の不足 12 13.6 14.7 14.3 13.1
その他 32.5 34.4 31 34.9 33.8
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太陽光発電機器（N=120） ⾵⼒発電機器（N=125） バイオマス発電機器（N=129）
中⼩⽔⼒発電機器（N=126） 地熱発電機器（N=130）

図３　中小製造業が再エネ機器分野に参入しない理由

出所：機械振興協会経済研究所（2022）より作成。
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いう文字が登場していることです。つまり、再エ
ネ機器分野に対して中小製造業の参入があまり芳
しくない背景には、政策サイドからの再エネ機器
分野に関するさまざまな情報の提供が不足してい
ることが、原因の一つとして考えられることが明
らかになったのです。この背景には、国の政策の
中で、再エネ機器分野は脱炭素化を実現するため
の道具であるといった認識が強く、それらを新産
業として育成し新たな市場として成長させて行こ
うといった政策が弱かったことが原因であると私
は考えています。その結果、中小製造業の経営者
の方々の中に、再エネ機器分野を新事業展開の対
象として捉えるためのインセンティブが、引き起
こされなかったといえるでしょう。もちろん、再
エネ機器分野では膨大な設備投資が必要になるの

つの文書で出現する単語「抽出語」のうち、「距
離」が近いか遠いかを計算し、図示したもの）を
用いて分析してみました。その結果の一部は図４
のようになります。そして、この分析の結果から
共起関係にある九つのグループが明らかになりま
した。さらに、各グループにおける主要コメント
を抽出すると以下のような九つのコメントが発出
されました。つまり、①研究・開発を後押しする
施策、②情報の開示、③規制緩和、④市場の整備・
拡充、⑤中小企業の情報不足解消、⑥参入のため
の助成、⑦市場情報の提供、⑧設備導入・拡充へ
の支援、⑨コストや採算性に関する情報の提供で
す。この九つの主要コメントからは、とても興味
深いことが分かります。それは太字で示したよう
に九つの主要コメントのうち、四つに「情報」と
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図４　販売・受注拡大に向けて要望する支援・施策の共起ネットワーク図

補足：�描画にはテキストマイニングソフト�KH�Coder�を用いている。図では、文書で出現する単語（抽出語）のうち、共起関係に
ある（一緒に用いられる傾向にある）単語が線で結んで表現されている。円の大きさは単語が使われた頻度を表す。解釈を
容易にするため、頻度が２を下回る単語をあらかじめ除外した。

出所：機械振興協会経済研究所（2022）より作成。
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ではないか、再エネ機器分野に精通した社員が不
足しているなど、既述したように、自社の経営資
源の不足が再エネに参入しない主要な理由である
ことも事実です。
　では、脱炭素社会が進行する中で中小企業に必
要とされるビジネスセンスとして、どのような点
に留意したらよいでしょうか。

５．�脱炭素社会の中で中小企業に必要とされる
ビジネスセンス

（１）ＣＳＶ（共通価値創出）という考え方
　世界的な脱炭素社会へのシフトは、近年のＳＤ
Ｇｓ（持続可能な開発目標）とも密接に関わって
います。その中で、特にモノづくり企業と関連が
深いものとして、「目標７：エネルギーをみんな
に そしてクリーンに」、「目標 12：つくる責任つ
かう責任」、「目標 13：気候変動に具体的な対策
を」の三つが挙げられます。そして、企業がこの
ようなＳＤＧｓ達成に取り組む際、参考となるの
が、マイケル・ポーターらによる「共通価値創出」
という考え方です。この概念は「企業が事業活動
を行うコミュニティ（地域）において、経済的（制
約）条件と社会的（制約）条件を同時に改善しな
がら、企業の競争力を強化するような方針と実践」
と定義されています。またその特徴としては、社
会の発展と経済的な進歩の関連を明らかにし、両
者の関係を拡大すること、あるいは、経済価値の
創出に取り組みながら、社会的ニーズの充足や社
会的課題の解決によって社会価値の創出を促す点
にあります。

（２）中小企業によるＣＳＶの実践事例
　金属部品加工を手掛けるＳ社（岐阜県）は、主
力の自動車部品で培った精密加工技術を生かして
医療機器の開発や航空機部品の生産を行っている
中小企業です。その一方で同社では、自社ブラン
ドの環境エネルギー機器の開発にも取り組み、小
水力発電装置の製造・販売も行っています。同製

品は身近にある未利用の水力エネルギーを発見し、
エネルギーの地産地消を推奨する環境教育教材で
す。同製品のらせん羽、導水管およびカバーには
小学生たちが収集したペットボトルキャップやペ
ットボトルが再利用されています。
　Ｋ社（岩手県）は、主に土木工事業や水道施設
工事業等を手掛けている中小企業ですが、10 年以
上前に自然エネルギー関連事業を立ち上げ、クロ
スフロー型風力発電機と太陽光発電を組み合わせ
た独立電源型ハイブリッド照明灯（防犯灯）や、
地中浅部の地中熱を利用した空調・換気システム
等を製造・販売しています。
　一方、近年、地元の中小企業の脱炭素経営や地
域の脱炭素化を促すため、地方の複数の金融機関
が連携してコンソーシアムを形成し、脱炭素経営
の指南や再エネ機器導入への融資に乗り出す動き
が活発化しています。こうした中、東京都では令
和４年度新規助成事業として「ゼロエミッション
推進に向けた事業転換支援事業 （製品開発助成）」
の募集を開始しています。これは、中小企業のゼ
ロエミッション関連産業への参入やゼロエミッシ
ョンに係る技術・製品開発、販路開拓等を促進す
ることを目的とした事業転換支援事業です。

（３）地域社会と連携した再エネ機器開発
　このように、中小企業には地域社会と連携しな
がら自社の脱炭素化と再エネ機器・省エネ機器な
どの開発に挑戦することが期待されますが、特に
中小企業にとっては、小水力発電機器や小型風力
発電機器といった地産地消型のマイクロ発電機器
が製品開発分野として適しているのではないでし
ょうか。

＜参考文献＞
　（一財）機械振興協会　経済研究所（2022）
　『脱炭素社会に向けた国内産業集積の発展戦略
－再生可能エネルギー分野への中小製造業の参入
状況を中心に－』

アクセス埼玉 2022.9　特集
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　カーボンニュートラルとは、二酸化炭素（CO2）など温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす
ることで、日本政府は2020年10月に、2050年までにカーボンニュートラルを宣言しました。
　大企業を中心にサプライチェーン排出量の削減、サプライヤーに対しても排出量の削減を求める傾
向が強まりつつあります。中小企業においても、脱炭素経営に向けた取り組みが求められます。

特 集 見 た ら
プラスワン！

カーボンニュートラル支援
https://www.saitama-j.or.jp/sentan/jidosha

公社ではカーボンニュートラルに向けた取り組みに対して、次のような支援を用意しています。
■カーボンニュートラル普及セミナー（今年度３回を予定）
　第１回　９月13日(火) 14:00 ～ 16:30
　　　　　 2050年カーボンニュートラルに向けて、自動車関係の中小企業が今何に取り組むべきな

のか。その背景、具体的取り組み事例を含めて紹介します。
■カーボンニュートラルに向けた省エネ診断
　省エネ診断実施機関などの紹介（環境ネットワーク埼玉、省エネルギーセンターなど）
■カーボンニュートラル相談対応
　カーボンニュートラルに向けた相談について、コーディネーターが対応します。
■国や県の省エネ対応補助金などの紹介

　問合せ先　公社　先端産業振興グループ　ＴＥＬ　０４８－７１１－６８７０

アクセス埼玉 2022.9　特集

出典：環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォームhttps://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc
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　高い技術力で確かなものづくりを続ける同社の
中村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。
中村　父がプレス加工を専業として旧浦和市内谷
で創業したのが1961年、私が２代目で今年62年目
になります。現在はプレス加工・金型製作、板材や
パイプなどのレーザー加工、ロボットや半自動の
各種溶接加工、試作・特注加工など、加工領域を増
やしています。生産品目は、ワイパーやエアバッ
グなどの自動車部品をはじめ、建機部品、トラッ
ク車体部品、エネファーム部品（家庭用燃料電池）
などで、最近ではキャスターも手掛けています。
■技術の強みについて教えてください。
中村　プレス加工では、SUS409、 SUS310S、 NAC1、
NSS445M2などの難加工材である耐熱性ステンレス
材の絞り加工です。金型製作も対応します。以前
は自動車や家電部品が中心でしたが、この強みを
生かして建機部品やエネファーム部品の受注につ
ながっています。これまでは、当たり前だと思っ
ていた耐熱性ステンレス材の絞り加工ですが、お
客様からすれば加工できる会社を探していました。
加工実績がないと「加工してみないと分からない」

ということになりますが、豊富な加工実績がある
当社では、図面を確認しながら技術提案をするこ
とができます。
　レーザー加工では、板材とパイプの切断ができ
ます。パイプでは単に切断するだけでなく、ＮＣ
プログラムによる斜め加工や異形穴開け加工、Ｔ
字継ぎ、ジグザク継ぎもできます。
　溶接加工では、ロボットや半自動溶接のほか、
ＴＩＧ溶接、スポット溶接など各種溶接加工がで
きますので、最適な溶接方法を提案できます。他
社でロボット溶接していた製品を、スポット溶接
に切り替えて、コストダウンにつなげた実績もあ
ります。
　試作・特注では、図面がない現物からでもレー
ザーや溶接加工などの技術を組み合わせて、製作
することが可能です。もちろん、試作だけでなく
量産まで対応しています。旧車パーツショップと
タイアップしたものになりますが、1970年代に一
世を風

ふ う び
靡したセリカ・リフトバック用のリアウイ

ンドールーバーのリメークパーツを製作しました。
昨年、セリカ・クーペ用も立ち上げました。この
二つのリメークパーツは、世界中に渡っています。

株式会社中村製作所　代表取締役社長　中
な か む ら

村 東
と う ご

吾 氏

所 在 地　 さいたま市桜区道場709-1
　　　　　浦和工業団地内
代 表 者　代表取締役社長　中村 東吾 氏
事業内容　 金属プレス加工、金型製作、レーザー

加工、各種溶接、組立、試作など
資 本 金　1,000万円　　従業員数　20名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-856-0850
https://www.nkss.work

株式会社中村製作所

「付加価値率が高い領域で強みを発揮していきたい」と話す中村社長。

インタビュー

アクセス埼玉 2022.9　インタビュー



9

　こうした量産技術を生かした試作・特注品の取
り組みが、自社オリジナルの感染予防補助用具「フ
ィンガード」の開発につながりました。
■フィンガードについて教えてください。
中村　コロナ禍で、指先を接触感染のリスクから
守るために開発したのがフィンガードです。同様
の商品は複数ありますが、差別化のポイントは握
る部分の樹脂コーティングです。開発段階で実際
に使ってみると、手持ち部分が痛くて使いにくい。
角を丸くしてもうまくいかなかった中で、ひらめ
いたのが樹脂コーティングでした。このフィンガ
ードはＡｍａｚｏｎ（アマゾン）でも販売してい
ます。「創業60年の国内工場で一つ一つ加工・検品
され出荷されます」の商品説明がニーズをつかみ、
2021年１月の段階で衛生ケア用品部門１位を獲得
しました。これが埼玉県の中村製作所を知っても
らうきっかけになり、商品情報誌「特選街（2021年
５月号）」をはじめ、さまざまな冊子に掲載される
など、多くの反響がありました。また、埼玉県中学
校の技術の授業の補助教材「埼玉の技術・伝統を
ぎゅっとまとめた特別資料」の金属加工技術のコ
ーナーにも、フィンガードが掲載されています。

私の娘たちは中学生ですが、今年度から配られる
と思いますので、父親として鼻が高いです（笑顔）。
このフィンガードに関する意匠・商標は、公社の
知的財産支援事業を利用して小林アドバイザーに
支援していただきスムーズに出願ができました。
■今後の展開・抱負は。
中村　大きな変化点となったのが、10年前にプレ
ス専業からレーザーや溶接を含めた板金・溶接加
工を手掛けて、加工領域を拡大したことです。プ
レス専業では先が見えない。生き残るためには、
もう一つの柱が必要と考え取り組み、現在では売
り上げの３分の１を占めるまでに成長しました。
プレス加工では絶対にやらない数個から数百個と
いった多品種少ロットの市場です。プレスは材料
費の比率が高いですが、板金・溶接は加工費の領
域が多く付加価値率が高い。新たな領域に進出し
たときに、お客様に助けていただいたことも大き
かったです。生産数が少なくても、付加価値率が
高い潜在的な需要を見つけ出すことができました。
確かなものづくりの技術で、コストに見合う品質
とお互いが納得する納期で提供することを守りな
がら、新たな領域で強みを発揮していきます。

確かなものづくりと信頼の技術力で飛躍する

レーザーでのパイプ切断 セリカ・リフトバック用の
リアウインドールーバー

中学校の技術の補助教材「埼玉の技術・伝統をぎゅっ
とまとめた特別資料」の表紙（写真上）と掲載ページ（写
真下）。金属加工技術では２社が紹介され、そのうちの
１社が中村製作所のフィンガード

単発型のプレスを複数台並べて連続加工
するタンデムプレスライン

耐熱性ステンレス材の加工例 感染予防補助用具
フィンガード

アクセス埼玉 2022.9　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ＵＴソリューションズ https://www.ut-s.net

蓮田市東2-7-22-203
TEL　048-765-7871
資本金　300万円
従業員数　5名
■事業内容
　 受注管理システム、生産
管理システム、販売管理
システム等の開発、販売

iPad連動のシステム開発、補助金活用でのシステム導入はお任せください！

伊田テクノス株式会社

東松山市松本町2-1-1
TEL　0493-22-1170
資本金　1億円
従業員数　219名
■事業内容
　  総合建設業

人と環境の新しい絆を築く…創業明治 43 年
https://www.idatechnos.co.jp

■明治43年に土木業として創業し、建
築、土木、地盤改良を展開している総
合建設会社です。地域社会に必要とさ
れることを常に心に誓い企業活動を営
んでいます。埼玉県の土木・建築工事
の格付けにおいて、常に最高ランクの
評価を受け、官公庁から民間まで幅広
い範囲で実績を上げ、高い技術力を評
価され工事表彰も多数受賞しています。
今後も「地域社会の発展、安心できる
暮らし」に総力を挙げて貢献します。

■蓮田市にあるソフトウエア開発企業
です。食品業界の受注管理や生産管理
のシステム開発を得意としています。
建設会社や葬儀会社、測量登記事務所
等の実績も多数あり、現在、金属加工
メーカー様の要件定義作成を手掛けて
います。最近では、iPadと連動した案
件やＩＴ導入補助金を使った導入も多
くなっています。これからもＩＴを通
して社会のさまざまな問題を解決し、
熱意と誠意を持ってお客様に期待以上
の満足を提供します。

株式会社コムワークス https://www.comworks.co.jp

さいたま市浦和区本太2-9-24
TEL　048-883-9629
資本金　1,000万円
従業員数　10名
■事業内容

ライブ配信代行サービス、
ライブ配信クラウドシス
テムサービス、ライブ配
信プラットフォームの提
供、ネットワークカメラ
システムの構築・提供

映像文化を創造する　～映像を変え、常識を変え、世界を変えていく～
■複数の中継地をネットワーク接続し、
簡単・低コストにライブ中継を行える
【クラウドスタジオ】サービスの提供や
ライブ配信機能一体型ネットワークカ
メラの販売などクラウド、ネットワー
ク、映像伝送を効果的に連携したシス
テムも構築できます。集合研修やセミ
ナーのライブ配信、多拠点イベントの
中継配信、街中の混雑状況などのライ
ブ配信、観光地・施設などのライブ配
信をリモートで実施するための機材・
システム・ノウハウを提供します。

アクセス埼玉 2022.9　公社会員紹介
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

MET	Design	Home株式会社 https://metdesignhome.com

さいたま市大宮区仲町2-71　
ソシオ大宮
TEL　048-720-0571
資本金　610万円
従業員数　6名
■事業内容
　   不動産・リノベーション
事業、事業用賃貸仲介事
業、コワーキングスペー
ス運営、貸会議室運営、
シェアオフィス運営

さいたまの暮らしにフォーカスする会社
■「不動産を通じてオシャレで暮らし
やすい場所を提供していく」「不動産
に関わる問いや悩みをスピーディーに
解決することで、人々の暮らしをハッ
ピーにしていく」というミッションを
掲げて平成19年に設立。さいたま市
を中心に不動産業を行っています。コ
ワーキングスペースや貸会議室などの
空間運営や、中古をリノベーションし
て販売する事業など、これからも埼玉
をオシャレに暮らしやすい空間となる
よう作り続けていきます。

アポロ株式会社 https://www.apollo-coil.co.jp

東京都千代田区神田鍛冶町
3-3-4
サンクス神田駅前ビル601
TEL　03-3257-6111
資本金　1億円
従業員数　10名
■事業内容
　  ○ 工業用締結部品（緩み

止め、ねじ山修復）の
販売

　○ ボルトナットの脱落防
止部品の販売

　○ねじ・ ばねの販売

お客様が期待するワンランク上のサービスを提供します
■平成29年の創業以来、株式会社アド
バネクスの唯一の正規独占販売店とし
て「タングレス・インサート」を安定
供給しています。タングレス・インサ
ートとは、文字通りタングのない画期
的なインサートです。従来品と比べ、
作業時間の短縮や挿入ミスの減少を実
現しました。その他、「ロックワン」「ヒ
ートネクス（CNT面状発熱体）」など
信頼性の高い製品を販売し、ワンラン
ク上のサービスを提供しています。

アクセス埼玉 2022.9　公社会員紹介

関東ソフトウェア株式会社 https://kantosoftware.co.jp

さいたま市北区日進町
2-1864-10 JS日進
TEL　048-661-8771
資本金　2,000万円
従業員数　33名
■事業内容
　〇システム開発設計
　〇システム運用
　〇システム導入支援
　〇 受託ソフトウェアの設

計開発
　〇情報処理技術者の派遣

個別業務ソフト開発から本格的トータルサービスまでをサポートします
■情報システム事業において、顧客と
ともに価値あるサービスを創造し「顧
客に信頼される会社」を目指して事業
の拡大をはかり、社会へ貢献していま
す。個別業務ソフト開発から本格的ト
ータルサービスまでのサポートや、個
別システム開発から部門の壁を越えた
情報資産の戦略的活用を提案し、開発
しています。特に、中堅企業の生産管
理システムを軸としたソリューション
に力を入れていますので、お気軽にご
相談ください。

北欧風の内装

全居室に LED照明

天然の無垢材床

コワーキングスペース運営
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「日射比例式かん水コントローラー」
日射の程度により、かん水を調整可能

「たて風」
高い所の空気を直接吸い込み、
ハウス内の空気循環を行う装置

「移動式細霧冷房装置クールミスト」
移動式で夏は細霧冷房、冬は加湿とし
て⼀年を通して利⽤可能

アクセス埼玉 2022.9　企業紹介

所 在 地　さいたま市西区指扇567-3
代 表 者　代表取締役　友光 洋子 氏
事業内容　コントロールモーターの設計開発、製造販売
　　　　　農業用かん水コントローラーの開発、製造販売
資 本 金　500万円　　従業員数　４名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-624-5403
https://meko.jp

 有限会社メーコー精機
企業紹介 

◆一から農業の世界へ
　昭和39年に創業し、印刷機械用コントロールモ
ーターの製造を行ってきました。リーマンショッ
ク後、事業拡大を行い、農業用機械の設計開発お
よび製造販売を始めました。農業用機械の開発を
始めたきっかけは、大学からの製品開発の依頼で
した。農業用機械について何も分からない状態か
ら勉強し、大学と共同で「日射比例式かん水コン
トローラー」を開発しました。平成29年には埼玉
県の農業イノベーション開発支援事業開発費補助
金に採択され、細霧冷房装置の開発をスタートさ
せ、改良を重ねて「移動式細霧冷房装置クールミ
スト」を完成させました。
◆農家の悩みを製品に
　大学や農家の方からさまざまな意見や悩みを聞
き、必要な製品を開発してきました。日射比例式
かん水コントローラーは、日射の変化により、か
ん水を調整することができます。急な天候の変化
にも対応し、かん水の調整を人の手で行う必要が
なくなりました。農家の方から「製品を導入する
前は、天気予報を確認して翌日のかん水量調整を
したり、突然の雨に慌ててハウスに戻りかん水量
を調整したりと、なかなか家を留守にすることが

できませんでしたが、導入後は安心して外出する
ことができるようになりました」という声をいた
だいています。また、移動式細霧冷房装置は、タ
ンク一体式でローラーが付いているので、使用し
たい所に移動することが可能です。夏は細霧冷房、
冬は加湿として一年を通して利用可能です。
◆自社製品で新規就農の促進
　「最初に製品開発の依頼をいただいた大学の教
授から『風を起こせ』と言われました。農業の外
部からきた人にしか見えない部分があり、改善す
べき点を気付かせてほしいとのことでした。
　かん水コントローラーを開発後も農家の方など
からさまざまな意見を聞き、製品開発のアイデア
をいただきました。今では、自社の製品が大学の
教材として採用されるほど、農業に携わる方々に
自社の製品を必要としていただいていると感じて
います。
　今後もより使いやすく低価格製品を開発し、農
業を始める若い方にも購入してもらえるよう努め、
ひいては新規就農の促進を図りたいと考えていま
す。地道な活動ですが、自社の製品を通して農作
物の国内自給率を増やし、安心安全な食品生産の
一助になりたいです」と、友光社長は語ります。
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３Ｃヒアリング

顧客の
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company
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３Ｃ

３Ｃ 顧客の
競合

competitor

「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６回　成約につなげる営業ヒアリングのポイントイント第６回　成約につなげる営業ヒアリングのポイント

ヒアリングの目的は真のニーズの把握
　前回、営業の仕掛けに関して、５ステップ「予備
調査→カットイン→ヒアリング→セールス→クロー
ジング」を踏ませる指導の重要性をお話ししました。
今回はその中で最も難しく、かつ有効なセールスに
つなげるために重要なヒアリングのステップについ
て、指導上で押さえるべきポイントを解説します。
　ヒアリング最大の目的は、相手のニーズを正確に
把握することです。正確にニーズを把握して、それ
に応える提案、すなわちセールスをすることが、確
実な成約につながるからです。そしてヒアリングの
スタートは、カットインで相手の警戒心が緩んだ時
点からが大前提となります。警戒心があるままでは、
質問に対して十分な回答が得られないからです。
決裁権者を聞き出すことも重要なポイント
　ヒアリングではニーズ把握以外にも、金額別の決
裁権者が誰なのか聞き出すことも大切です。相手が
中小企業の場合は金額にかかわらず、すべて社長決
裁というケースも多くありますが、中堅企業以上で
は金額によって担当役員の決裁が可能で、上場企業
の場合には金額の大小で部長決裁や取締役会決裁が
あるのが一般的です。決裁権者を聞き出すことの目
的は、次なる具体的なセールスやプレゼンテーショ
ンの場に最終決裁権者により近い人間を同席させる
ことにあります。提案の段階でより最終決裁権に近
い人物の合意が得られるなら、提案が最終的に受け
入れられる可能性が高まるでしょう。　
　決裁権者により近い人物をセールスの場に引っ張
り出す手段としては、自社の上司やあるいは社長が

そのタイミングで先方の上席者にあいさつをしたい
という理由を口実に、先方の決裁権者や社長の同席
をお願いするというやり方があります。必要に応じ
て上司や社長の同行を営業活動に活用するというこ
とは、日頃から担当者に教育してほしいところです。
ヒアリングの基本は３Ｃと５Ｗ１Ｈで
　次にヒアリングの基本指導方法について、具体的
に説明します。まずヒアリングで聞くべきこと、聞
くべきではないことをしっかり理解させてください。
左下図は、その観点からヒアリングポイントを図解
したものです。マーケティング用語に３Ｃ（自社＝
Company、顧客＝Customer、競合＝Competitor）とい
う考え方がありますが、この３Ｃのトライアングル
でヒアリングポイントを考えます。この場合、自社
を起点とした通常の３Ｃトライアングル（下の三角
形）と、その上に顧客を起点としたときのもう一つ
の３Ｃトライアングルをつくります。
　図の３Ｃそれぞれの間に存在する↔部分は、「顧客
が自社に何を求めるか」「自社と競合相手の間にどの
ような長所・短所があるか」「競合相手は顧客に何を
提案しているのか」というヒアリングポイントにな
るのですが、このヒアリングポイントは、本来自社
で想定すべきだったり、質問がストレート過ぎたり
して失礼に当たる懸念があります。
　有効なヒアリングポイントは、上の３Ｃトライア
ングルの↔部分にこそあるのです。この部分を言葉
で表しますと、「顧客の顧客が、何を求めているのか」
「顧客の競合相手との間に、どのような長所・短所
があるのか」「顧客の競合相手は、顧客の顧客に何を
提案しているのか」ということになります。担当者
には、これをヒアリングすることこそがニーズ把握
に向けた最大のポイントであるということをしっか
り指導して、ヒアリングに臨ませてほしいのです。
　加えてヒアリングのコツとして、「５Ｗ１Ｈ」で聞
くということも覚えておくといいでしょう。「どうし
て」「いつ」「どこで」「誰が」「何が」「どのように」
を聞くことで、相手からより深い回答が得られます。



14 アクセス埼玉 2022.9　もうかるメーカー改善の急所

　日本は先進国の中で最も少子高齢化のスピードが
速い国だといわれています。総務省の人口推計によ
ると2021年10月現在、日本の総人口は約１億2,550万
人で、最多であった2008年の１億2,808万人から減少
し続けています。それ以上に減るスピードが速いの
は働き手の中心となる生産年齢人口（15歳～ 64歳）
です。同じく2021年10月現在7,450万人で、ピークで
あった1995年の8,726万人と比較すると大幅に減っ
ています。少子高齢化の傾向はさらに加速すると予
測され、モノづくり人口も同様に減少することが明
らかなので、生産性向上などによる対策は急務です。
　今回のタイトルである「人手不足」という言葉で
すが、「人不足」と「手不足」は全く別の問題である
と考えましょう。「人不足」とは、技術・技能の蓄積
を要する能力の不足で、厳しい言い方をすると、採
用、育成といった人材への準備を怠ったことが原因
だといえます。高度な技術・技能が求められる仕事
や、特定の人しかできない仕事を別の人でもできる
ようにすることを即座に解決するのは簡単ではあり
ませんので、会社全体で人材の採用や育成の戦略を
立てて、対策を始めることが不可欠です。
　ただし、忙しい人の仕事内容をよく観察してみる
と、誰でもできる仕事もかなりしています。その人
にしかできない仕事に集中・専念できるように切り
分け、手分けをして解決できることは多いものです。
　一方、「手不足」は高度な技術や熟練を必要としな
い仕事をする工数が不足することです。例えば、一
時的な増産に対しては、手不足部分を他部門からの
応援や時間単位の派遣社員の活用によって解決が可
能であると思います。そのためには、誰でも応援が
可能になるように整理整頓して、不慣れな職場でも
迷わず仕事ができるようにシンプルで見える化され
た環境をつくることがよいでしょう。
　しかし、これにも注意していただきたいことがあ
ります。そのような応援の状況が恒常化してしまう
ことです。悪い例として、事務所からの生産応援が
当たり前になってしまい、設計、営業、管理などの

本来の仕事に差し支えが出ている会社を見ることが
ありますが、それでは将来への発展の芽をつぶして
います。いつも手不足が発生するなら、生産計画や
段取り替えを刷新し、簡易自動化や工程数削減とい
った本格的な改善に着手しなければなりません。
　しかし、このような手立てをすべて取っても、こ
れから起きる人不足・手不足に対応しきれない可能
性があります。そこでこれらの対策にもう一つ加え
ていただきたい改善があります。デジタル化です。
　日本は過去にデジカメやデジタル時計を世界中に
広め、デジタル大国と呼ばれていた時期があります
が、ウェブでつながる時代でのデジタル化では残念
ながら世界に大きく後れを取っています。
　日報を紙に書いているのであれば、夕方日報を提
出し、翌日集計され、一つの資料としてまとまって
工場長や社長の手元に着くのはしばらく後になりま
す。そうであれば、経営者は常に過去の情報で経営
判断をしているのです。タブレット等に直接数字を
入れ、そのままコンピューターで計算して、現在の
コストや品質、生産状況が常に経営者のスマホに表
示されるようにするのです。以前でしたらプログラ
マーがいないとできなかった高度なことが今は不要
で、少しの勉強でできる時代になっています。
　これまで培った改善は素晴らしいものですが、ア
ナログなので限界がありました。それにデジタル技
術を加えると、その先に行くことができるのです。
皆で簡単なところからデジタル化への改善も進めて、
人不足・手不足を解消しましょう！

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６第 急所急所６回　６回６第６ 414141414444 不足 対処 法対処対処対処方法法対処対処対処方法法対処 法法足足への対足への対対足へ不足足足人手手不足不足足足人人手第６回　急所 41 人手不足への対処方法

今月の言葉
人手不足と言うな。人不足と手不足に分けて考えよ。
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15アクセス埼玉 2022.9　ジェトロ埼玉便り

　ジェトロ埼玉では、７月15日（金）に「マレーシ
アビジネスセミナー」を開催しましたので、その概
要を報告します。
○多民族国家マレーシア
　マレーシアは日本の約90%の国土面積を有し、民族
はマレー系64％、華人系20%、インド系６%からなる
多民族国家です。宗教もイスラム教63.5％、仏教
18.7％、キリスト教9.1％、ヒンズー教6.1％と、多
様性に富んでいます。15歳～64歳の生産年齢人口が
全体の約７割を占め、若年層を中心に英語が通じるこ
とが多く、ビジネスを進める上で大変魅力的な市場
といえます。
　一人当たりＧＤＰ（国内総生産）は、ＡＳＥＡＮ
（東南アジア諸国連合）においてシンガポールに次
いで高く、世帯年間可処分所得35,000ドル以上の富
裕層が約666万人（人口の約20％）と、シンガポール
の人口(569万人)を超える高い購買力を有していま
す。
○農林水産物・食品の輸出
　コロナ禍においても、2021年度の日本産食品の輸
出金額は前年度比1.4倍と、増加しています。多民族
国家のため食文化は多様で、「甘い」「辛い」「味が濃
い」「刺激が強い」「脂っこい」味付けのものが多く、
調味料、香辛料、砂糖を多用した料理が好まれます
（ただし、塩味強めや独特なにおいのあるものは避
ける傾向）。そのため、現地の日本食レストランにお
いても、消費者の嗜

し こ う
好に合わせてローカライズした

メニューが多く見られ、例えばトムヤムクン味のお
でんや、大量のわさび付きの日本食が並びます。他
方、近年は健康志向や美容への意識が富裕層、中間

層を中心に高まっており、オーガニックやサプリメ
ント等の需要が拡大しています。日本茶、そばなど
への関心が高まりつつあります。
　物価は日本のおよそ1/2～1/3であり、価格設定に
当たっては、マレーシア・日本間の特恵関税制度の
ルールに沿った商品開発や、ＥＣショップ等を参考
に、現地の人にも買い求めやすい水準とすることが
重要です。
　今後はショッピングモールのららぽーとや、蔦屋
書店等の進出により、食文化やライフスタイルも含
めた提案機会が増えていくことが期待されます。
○ハラール認証取得は必須ではない
　全人口の約６割に上るイスラム教徒は、信仰上、
「ハラール」（「合法、許された」の意味）な食事を
取る生活をしています。豚やアルコールの使用が禁
止され、豚肉以外でもイスラム法に基づく処理をし
ていない肉類は食べられません。加工食品は、原料
までさかのぼり、加工、梱

こんぽう
包、保管等、すべての工

程において対応が必要となります。食品に限らず、
化粧品や医薬品においてもハラールが広がっていま
す。
　一方で、他宗教の信者も約４割おりノンハラール
の食品も輸入可能です。ハラール市場は成長が期待
されますが、現在の日本産食品の購買層は、華人系
の富裕層・中間層が中心であり、ハラール認証取得
は必須ではありません。まずはノンアルコール、ノ
ンポークの表示から取り組むことも有効といえます。

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

埼玉発マレーシアの食品市場を狙え！埼玉発マレーシアの食品市場を狙え！
～日本食市場の概況と販路開拓のポイント～～日本食市場の概況と販路開拓のポイント～

ジェトロ埼玉便り
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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６）新型コロナウイルス感染症と下請取引（その６）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
者に該当しますが、当社の受注減により資金繰りが
困難となることが予想されるため、下請事業者との
取引条件について、現金払いを手形払いに変えたり、
手形期間を従前より延ばしたりすることは可能です
か。さらに、できれば下請代金の支払いを猶予して
もらうことができれば助かるのですが」というもの
です。新型コロナウイルス感染症の拡大によって資
金繰りに支障が生じることは、下請事業者ばかりで
はなく親事業者にも起こる問題です。ただ、一般に
は経営基盤の弱い中小企業は、親事業者と比較すれ
ばさらに厳しい状況にあると想定されます。そのよ
うなところから、親事業者としては、下請事業者と
の十分な協議を行うことが必要となります。
　まず、問いの現金払いを手形払いに変えるのは、
支払方法の変更であり、手形期間を従前より延ばす
のは、手形期間の変更に当たります。支払方法の変
更や手形期間の変更により生ずる下請事業者のコス
トを負担しないで一方的に下請代金の額を据え置く
場合には、買いたたきとして下請法上、問題となる
おそれがあります。現金払いを手形払いに、また、
手形期間を延ばすことは、下請事業者に不利益とな
ることが明らかですから、買いたたき、すなわち通
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に該当するおそれがあるのです。

　次に、下請代金を手形で支払う場合には、繊維業
については90日、その他の業種については120日を
超える手形を用いるときは、割引困難手形として下
請法上、問題となるおそれがあります。割引困難手
形とは下請法で定めているもので、一般の金融機関
による割引が困難と認められる手形をいいます。例
えば支払期日が振出日から１年後の手形では、一般
の金融機関では割引してくれないでしょう。
　下請代金の支払いを猶予してもらうというのは、
支払期日を延期してもらうことの趣旨だと思います
が、これは、下請事業者が真に自由な意思で延期し
てくれたのであれば、下請法上も特に問題とはなり
ません。くれぐれも「強制」にならないように注意
してください。
　なお、下請事業者から製造委託した物品等を受領
している、または、提供を受けているにもかかわら
ず、支払期日に下請代金を支払わない場合は、下請
法で禁止されている支払遅延として下請法上、問題
となります。この場合、下請事業者に対し下請事業
者の給付を受領した日から起算して60日を経過した
日から支払いをする日までの期間について、遅延利
息（年率14.6％）を支払わなければなりません。こ
れは、下請代金の支払期日を延期してもらった場合
も同様で、給付を受領した日から起算して60日を経
過した日から遅延利息は発生します。年14.6％は高
金利ですから、親事業者としては60日以内の支払い
を厳守することが必要です。
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17アクセス埼玉 2022.9　埼玉県よろず支援拠点

https://saitama-yorozu.jp
何度でも　無料経営相談

　埼玉県よろず支援拠点は、埼玉県内の中小企業・
小規模事者の方々の経営に関するご相談を何度で
も、無料でお受けしています。
　相談会場は、大宮をはじめ県内27カ所に出張相

談所、サテライト相談所を設置しています。　
　また、コロナの感染予防の観点からオンライン
でのご相談も行っております。
　お気軽にお問い合わせください。

≪埼玉県よろず支援拠点≫　実施機関：公益財団法人埼玉県産業振興公社
ご相談予約・お問合せ（平日 9:00-17:00）ＴＥＬ ０１２０－９７３－２４８

相談会場 所在地 開催日
窓
口 大宮 埼玉県産業振興公社 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 月～金

サ
テ
ラ
イ
ト

秩父 秩父地場産センター 秩父市宮側町 1-7 第１火・第２火・第３火
第４火・第５火

東南部 
（八潮市）八潮市商工会館１階　女性部研修室 八潮市中央 1-6-18 第１木・第２木・第３木

第４木

出
張
相
談
所

春日部 東部地域振興ふれあい拠点施設 
ふれあいキューブ５階　創業支援ルーム共用室 春日部市南 1-1-7 第２木・第４木

加須 加須市商工会館１階　多目的室 加須市中央 1-11-41 第１木・第３木
越谷 越谷商工会議所地下１階　第 2 会議室 越谷市中町 7-17 第１金・第３金
羽生 羽生市民プラザ２階　204 研修室 羽生市中央 3-7-5 第２木・第４木
三郷 三郷市役所２階　内職相談室 三郷市花和田 648-1 第２金・第４金

上尾① 埼玉県県央地域振興センター２階　出納審査幹室 上尾市南 239-1 第１水・第３水
上尾② 上尾商工会議所３階　サポートセンター 上尾市二ツ宮 750 第２水・第４水
川口① 川口若者ゆめワーク１階　セミナールーム 川口市川口 3-2-2　リプレ川口一番街 2 号棟 第２木・第３木・第４木
川口② 川口商工会議所 川口市本町 4-1-8　川口センタービル８階 第１木
深谷 深谷商工会議所１階　相談室 深谷市本住町 17-3 第３水
熊谷 熊谷市立商工会館２階　２号室 熊谷市宮町 2-39 第１水・第３水
本庄 本庄商工会議所１階　相談室 本庄市朝日町 3-1-35 第２火
朝霞 埼玉県南西部地域振興センター２階　面談室 朝霞市三原 1-3-1 第２金・第３金
入間 入間市役所本庁舎１階　総合相談室 入間市豊岡 1-16-1 第１金・第３金
小川 小川町役場１階　町民相談コーナー 小川町大字大塚 55 第１水

川越① ウェスタ川越５階　創業支援ルーム 川越市新宿町 1-17-17 第２水・第３木・第４水
川越② ウェスタ川越 

４階　埼玉県川越比企地域振興センター相談室 川越市新宿町 1-17-17 第３木
坂戸 坂戸市商工会２階　会議室 B 坂戸市薬師町 31-3 第３水

所沢① 埼玉県所沢地方庁舎内　共用会議室 所沢市並木 1-8-1 第２水・第４水
所沢② 所沢商工会議所 所沢市元町 27-1　所沢ハーティア東棟３階 第２火
新座 新座市役所本庁舎４階　相談室 新座市野火止 1-1-1 第１火・第３火
飯能 飯能商工会議所２階　応接室 飯能市本町 1-7 第２火・第４木

東松山 埼玉県川越比企地域振興センター 
東松山事務所１階　学習ルーム 東松山市六軒町 5-1 第２水・第４水

皆野 皆野町商工会館２階　青年部研修室 皆野町大字皆野 1423 第１木・第３木
相談時間：9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 ※事前予約制　土日祝日、年末年始を除く



　公社では、埼玉県内中小企業の経営者や実務者を
対象としたＤＸ導入に対する情報提供と広く啓発を
図ることを目的としたセミナーを開催します。
　第１部の基調講演では、「富士通株式会社」から講
師をお招きし、ＤＸを取り巻く世界の動向等につい
て、事例を交えながらご紹介いただきます。
　第２部では、独立行政法人情報処理推進機構（Ｉ
ＰＡ）、テラルクリタ株式会社、公社からの講演を予
定しています。
テーマ 「環境変化と中小企業のＤＸの取り組みを
　　　 考える」
日　時 9/15(木)13:30 ～ 16:00
 　　　オンライン配信　Zoomウェビナー使用
定　員 90名　　
費　用 無料
※ 事前申込制ですので、9/13(火)11:00までにお

申し込みください。
問合せ先　公社　デジタル・技術支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５１

　彩の国埼玉環境大賞は、環境保全や環境学習など
に取り組む個人や団体、ＳＤＧｓなど環境・社会・
経済に統合的に取り組む事業者を表彰するものです。
カーボンニュートラル（脱炭素社会）やサーキュラ
ーエコノミー（循環経済）の実現による持続可能な
社会の構築が求められる中、他の模範となる優れた
取り組みを表彰することで、地域や企業における取
組のさらなる拡大につなげていきます。自薦、他薦
は問いません。積極的なご応募をお待ちしています。
締切 9/30(金)消印有効
対象  県内で活動する団体、県内に在住する個人、

県内の事業者
表彰 ■事業者部門
　　　 大賞１組程度、優秀賞３組程度、奨励賞
　　 ■県民部門　　
　　　 大賞１組程度、優秀賞７組程度、奨励賞

問合せ先　埼玉県環境部　環境政策課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３０１９

【Web配信】
第３回ものづくりＤＸ推進セミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/iot_20220915

令和４年度彩の国埼玉環境大賞の
候補者募集
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kankyoutaisyou-bosyuu.html

公社
情報

県の
情報

　彩の国ビジネスアリーナは、中小企業の受注拡大、
販路開拓のためのビジネスマッチングイベントです。
リアル展示＋オンライン展示のハイブリッド型で開
催する今回は、自社の優れた製品・技術・サービス
を幅広い顧客層にＰＲしていただける絶好の機会で
す。新たなビジネスチャンス獲得の場として、ぜひ、
ご利用ください。
会期 リアル展示2023/ 2/8(水)10:00 ～ 18:00　　　　　　　 　 　

2/9(木)10:00 ～ 17:00
　　 オンライン展示 2023/2/1(水) ～ 2/15(水)
会場 さいたまスーパーアリーナ（コミュニティアリーナ）
対象  原則として埼玉県および隣接都県等に事業
　　 拠点があり、「ＧＸ」「ＤＸ」「加工技術/部品」
　　 「製品/機器装置/ロボット」「ビジネスサポー
　　 ト等」の出展区分に該当する企業・団体
定数  ハイブリッド出展400社程度（450小間上限）

オンライン展示限定出展200社程度

料金 ○ハイブリッド出展（リアル＋オンライン）
　　　  99,000円/ １小間

　　 ○オンライン展示限定出展
10,000円/ １頁

締切 10/14(金)
　　 ※ 募集定数に達した時点で締切とさせてい

ただきます。

問合せ先　公社　取引支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８６

公社
情報

彩の国ビジネスアリーナ2023
出展者募集
https://saitama-bizmatch.jp

18 アクセス埼玉 2022.9　インフォメーション

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　・　　・　　

松本 芳行（まつもと よしゆき）さん (66)

　学生時代の旅行で「永住したい」と思った小笠原村で
の自然や動物とのふれあいの経験が、その後の人生に大
きく影響。2020年に創業、それから半年後の2021年
４月に「カナディアンカヌークラブBencher」をオープン。

合同会社BENCHER　https://bencher.co.jp
【事業名：カナディアンカヌークラブBencher 】
　秩父市荒川上田野205（秩父市荒川総合運動公園前）
　創業　2020年10月 TEL　090-1609-1392
　資 本 金　200万円　　従業員数　１名
　事業内容　 カナディアンカヌーによるエコツアー（自

然体感ツアー）の企画・運営

　ある方からの紹介がきっかけで、東京の小笠原村商
工会の経営指導員として、大自然のある環境のもと、
35 歳まで勤務しました。退任後はカー用品とアウト
ドア用品のメーカーに転職して 64 歳まで勤務。その
後、秩父の自然とふれあいながら自分の趣味でもある
カヌーを通して地域を盛り上げたい、という夢を実現
するために 2020年創業しました。

創業のきっかけは？

　日本屈指の巨大ダムである「浦山ダム」にせき止め
られて誕生した人造湖『秩父さくら湖』でカナディア
ンカヌーによるエコツアー（自然体感ツアー）の企画・
運営を行っています。湖畔にカヌーの置き場がないこ
の湖では、初めての取り組みでした。周辺には約 80
種類もの野鳥を含め、野生の鹿・猿などが生息してお
り、秩父の大自然を実感することができます。湖での
カヌーは、川や海のように流れのあるアクティビティ
とは異なり、絶景スポットまでパドルをこいだら湖上
で一休み、というようにマイペースでのんびり眺める
大自然は最高です。

事業内容は？

　多くの人に秩父さくら湖で、カヌーや大自然が楽し
めることを知ってほしいと思っています。長瀞のアク
ティビティと並ぶ、秩父の観光資源の一つとなること
を夢見て、地元の皆様と一緒に「自然と人間の共生」
の実現に向けて取り組んでいきたいです。

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

松本 芳行 さん 合同会社 BENCHER

「BENCHER」はベンチャービジネスを思い浮か
べると思いますが、そのベンチャーとはスペルも
意味も異なり、「ボートをこぐ人」という意味

カナディアンカヌーは２人乗りですが、１名で乗
船する場合は、必ずガイドが同乗

より高い安定性を希望される場合や、お子様を乗
船される場合は、シングル艇カヌーを２艇つない
だカタマラン艇を使用

アクセス埼玉 2022.9　創業者紹介
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武甲酒造のポリシー 「武甲正宗大吟醸」は、全国新酒鑑評会
で２年連続金賞受賞

"一番大切な内井戸の仕込み水”
　創業宝暦三年（1753 年）。日本酒造りには豊富な仕込
み水が必要とされる。環境省の「平成の名水百選」「武
甲山伏流水」はこの蔵の内井戸だ。ミネラル分が豊富な中
硬水で発酵が旺盛のため、酒質はやや辛口タイプになる。
一升瓶一本のお酒を造るのにその 30 倍の水が必要とさ
れ豊富な水量も酒造には欠かせない。1995 年の阪神淡
路大震災時に社長の友人の灘の日本酒メーカーが近隣住
民に仕込み水を配ったことを聞き、災害発生には飲料水
として提供できるよう、秩父市と防災指定井戸の協定を
締結している。店舗は国指定登録有形文化財で一見の価
値あり。

オール秩父プロジェクト
　秩父市産の酒造好適米で酒米の王様といわれている「山
田錦」の栽培を進め、原材料すべてに地元秩父産にこだ
わったオール秩父の「武甲正宗純米大吟醸」。主原料がす
べて埼玉県産農産物で、食品添加物を極力使用しないな
ど、県が品質や表示について基準を定め、これに適合す
るものを県が認証した加工食品「埼玉県ふるさと認証食
品」として、この６月に承認された。やや辛口で華やか
な香りと米のうま味を生かした芳

ほうじゅん

醇なコクが楽しめる。
全量秩父産山田錦を 50％まで精米した純米大吟醸酒だ。
　山田錦の田んぼには、カブトエビやコオイムシなどの
水生動物が生息し、稲の間を泳ぎ回ることで土が舞い上
がり雑草が生えるのを防ぐので、農薬を使わずに稲が生
育できる。今年収穫する山田錦は酒造好適米として県内
初となる特別栽培米の認定が取れるように進めている。

武甲酒造株式会社
https://www.bukou.co.jp

秩父市宮側町21-27　Tel 0494-22-0046
代表者　代表取締役　長谷川 浩一 氏
創業 1753年　資本金 3,600万円　従業員数 16名
事業内容　清酒、焼酎、リキュール、食品の製造および販売
購入方法　秩父郡市内酒販店、丸広百貨店、八木橋百貨店など
アクセス　秩父鉄道秩父駅から徒歩５分
蔵に売店を併設　営業時間　8:00 ～ 17:30
※オンラインショップ　https://bukou.raku-uru.jp

● 読者プレゼント！　
　武甲酒造の「武甲正宗大吟醸」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、武甲正宗大吟醸を希望」
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、９月 26 日（月）
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

　「『造る側の姿勢が酒に反映される』から手を抜くといいものはできないが当
社のポリシー。お酒に真

しんし
摯に向き合えばお酒が応えてくれる。埼玉県ＳＤＧｓ

パートナー企業で、埼玉県唯一の酒蔵Tax-freeShop」と語る長谷川社長。

「武甲山伏流水」の井戸 容器持参で自由に水を持ち帰ることができる

武甲酒造㈱

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
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