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村岡　明けましておめでとうございます。埼玉県
産業振興公社の村岡です。本日、司会進行を務め
させていただきますので、よろしくお願いします。　
パリ協定やＳＤＧｓの採択、ＥＳＧ投資の拡大な
ど、企業等に環境配慮の取り組みがより一層求め
られています。今般、埼玉県環境部の「埼玉県環
境ＳＤＧｓ取組宣言企業制度」を活用して環境分
野のＳＤＧｓへの取り組みを宣言している企業様
のうち、特徴的かつ他の企業等の参考となるよう
な取り組みを行う「埼玉県環境ＳＤＧｓモデル事
例企業」の中から３社の皆様にお集まりいただき
ました。本座談会は、各社のＳＤＧｓ経営の取り
組み内容などについて、話を賜りたいと思います。
　また、自然界から原材料となる資源やエネルギ
ーを取って・つくって・使って・捨てるという、
従来のモデルをリニアエコノミー、つまり一方通
行の「線型経済」と呼び、それに対し、資源投入
量、消費量を抑えつつ、ストックを有効活用して
サービス化することで付加価値を生み、持続可能

な形で資源を利用する経済モデルを「サーキュラ
ーエコノミー（循環経済）」と呼ばれています。
ＳＤＧｓに関連し、脱炭素にも貢献するビジネス
モデルとして、注目度が高まる中、数々の取り組
みがスタートしており、世界的な潮流となってい
るサーキュラーエコノミーを成長戦略に取り入れ
ることは、今後のビジネス上で至上命題とも言え
ることから、サーキュラーエコノミーについても、
ご意見などをお聞かせください。

特 集

新春座談会新春座談会
「ＳＤＧｓ経営とサーキュラーエコノミー」「ＳＤＧｓ経営とサーキュラーエコノミー」

カネパッケージ株式会社　
常務取締役
　高村 賢二 氏

公益財団法人
埼玉県産業振興公社
海外支援アドバイザー
　村岡 滋

株式会社木下製餡
代表取締役
　木下 信次 氏

株式会社長谷川製作所
代表取締役
　長谷川 正 氏

資料：オランダ「A Circular Economy in the Netherlands by 2050 -Government-wide Program for a Circular Economy]（2016）より環境省作成
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企業紹介
村岡　最初に皆様の企業概要をカネパッケージ株
式会社の高村常務からお願いします。
高村　当社は「空気を綺

き れ い
麗にする夢のパッケージ

のご提案」をキャッチフレーズに、コア技術であ
る究極の緩衝包装設計を生かして物流の効率化を
実現し、お客様の環境負荷低減のお手伝いをして
います。この究極の緩衝包装設計の一例として、
生卵が中に入った段ボール緩衝材を高さ 200 メー
トルのヘリコプターから落としても割れない緩衝
包装技術を持っています。最近はお客様の脱プラ
のニーズが増えており、中でも発泡スチロールの
緩衝材を段ボール緩衝材に切り替えたいというご
依頼に対しもこの技術を生かしています。
　また、環境素材のご提案も積極的に行っていま
す。例えば卵の殻、お茶殻、竹といった本来廃棄
されていた素材を有効活用したバイオマス素材や
最終的に土に返る生分解性素材を多く取り扱い、
お客様のＳＤＧｓ対応にお応えしています。
　さらに、売り上げの一部を使い、フィリピンで
マングローブの植林活動を2009年から行っていま
す。既に 10 年以上が経過し、累計で 1300 万本を超
えています。コロナ禍で３年停滞していましたが、
昨年秋に植林ツアーが復活しました。
村岡　株式会社木下製餡

あん
の木下社長お願いします。

木下　当社は1931年に創業した製餡業です。約239
品目、約200件のお客様と取引しています。お客様
が事業承継されることが減り、廃業も増えていま
す。製餡業も同様で今では、さいたま市では当社
一社しかありません。製菓・製パン業界のお客様

に生餡、練り餡、ようかんを製造販売しています。
村岡　株式会社長谷川製作所の長谷川社長お願い
します。
長谷川　当社は 1941 年創業で、私は３代目です。

「オンリーワン技術でまちと現場を照らす」をキ
ャッチフレーズにしています。具体的にはプラス
チックスを膨らませるインジェクションブロー成
形、これは日本では当社しかできないオンリーワ
ン技術です。ゴム風船みたいに空気を入れて膨ら
ませる。それをプラスチックで試みています。用
途はガラスよりも透過率が高いアクリル素材で、
照明のカバーなどに使われます。ディスプレイ、
店舗の上から照らすペンダントライト、丸い形の
一体型の街路灯カバーを製造しています。小型サ
イズは日本では数社、大形サイズは当社だけしか
生産できません。プラスチック製の丸い街路灯が
まちにあったら、それは当社がつくった物です。

ＳＤＧｓ経営のきっかけ・内容
村岡　ＳＤＧｓ経営のきっかけと具体的な内容に
ついてお聞かせください。
高村　当社は梱

こんぽう
包の技術で世の中を変えることを

目的に 1976 年、現会長の兼平が創業しました。梱
包材のコンパクト化や物流全般の省力化の実現が、
今で言うＳＤＧｓのはしりなのかなと思います。
ＳＤＧ s の取り組み事例として代表的なものはマ
ングローブの植林ですが、始めたきっかけは、当

（段ボール緩衝材を手にする）高村賢二 常務取締役
カネパッケージ株式会社
入間市南峯1095-15
事業内容　 各種緩衝材・設計・試験・製造・販売
　　　　　各種段ボール・OA機器等のソフトバックなどの販売 
資 本 金　5,000万円　　従業員数　1,300名
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社代表の金坂が 10 数年前に「企業の責任として、
将来必ず環境対策が必要になってくる」という強
い思いを抱いて、フィリピンで始めました。また、
メインのお客様が生産をフィリピンに移したこと
をきっかけに、当社もフィリピンに進出し、事業
を拡大することができたことによる恩返しという
意味もあります。当社の販売する梱包材は最終的
に使い終わると、ごみになってしまう悪いイメー
ジがあります。そのイメージをクリーンなイメー
ジに変えていきたい。最終的にはオフセット（相
殺する、補う）したい思いでこの活動を始めまし
た。その後、大手飲料メーカーさんとのコラボに
より、マングローブ植林対応自販機（ジュース10
本でマングローブ１本植林できます）が誕生し、
お客様の従業員さんがジュースを買うとマングロ
ーブの植林に直結するという横展開にも発展し、
皆様から信頼も得てマングローブ活動も広がって
いきました。このような活動を通して、 特に良か
った点が従業員に対して、当社のビジネスの目的
が何なのかという経営ビジョンを浸透することに
役立ったと感じます。最初の頃、従業員はマング
ローブの植林に対し、積極的ではありませんでし
たが、実際に行ってみると、現地の人から感謝さ
れ、日本ではなかなか経験できない体験を通じて、
ほぼ全員が帰国後「行って良かった」という感想
を述べてくれたことが非常に良かったです。その
当時はＳＤＧｓという言葉はなかったですが、ま
さにこのような取り組みは必要だと感じました。
　他にも、お茶殻入り製品のクリアファイルやマ
スクケースなどのバイオマス商品、防災グッズな
どのご提案を通じ、常にどうしたら世の中を良く
していけるかを今後も従業員と一緒になって知恵
を絞っていきたいと思います。
村岡　廃棄物を活用して新しい物をつくるという
サーキュラーエコノミーにもつながりますので、
素晴らしいと思います。
木下　最初からＳＤＧｓに取り組もうとスタート
したのでなく、さいたま市のＣＳＲチャレンジ企

業認証の延長上で続けていくと「これってうち当
てはまるね」「これってやってたね」というのがＳ
ＤＧｓ取り組みのきっかけです。大企業が取り組
むものと勝手に考えていましたが、ＳＤＧｓを実
際に見てみると、会社の規模に関係なく自分たち
でもできると思いスタートしました。こしあんに
する小豆の皮が毎日、何十キロ、何百キロと出ま
す。昔は豚や牛の家畜の餌として、さいたま市内
や上尾市で家畜を飼っている方が結構いましたの
で、無料で差し上げていました。その後、徐々に
そういった方々がやめてしまいました。植物繊維
が非常に多く含まれ、なんか使い道はないのかと、
熊谷市の埼玉県産業技術総合センターの北部研究
所に相談に行ったら、同じく熊谷の埼玉県農業技
術研究センターを紹介され、バイオ式を取り入れ
て堆肥にしたところ、堆肥としての分析結果が出
ました。その後、埼玉県の堆肥の製造と販売の許
可を取得することができました。現在はすべて、
さいたま市内の有機栽培、無農薬農家の方に差し
上げて使っていただいております、畑で採れた小
豆を畑に戻す循環が大切だと思いますし、ＣＯ２
の削減にもなります。ＣＯ２削減は、県内のお取
引先様の配送車が引き取りにきてくれることで、
燃料やＣＯ２の削減ができました。地域貢献で、
当社の工場祭り「あんフェス」を開催しました。
コロナ禍の中でも地域の方がたくさんお越しいた
だきました。「木下製餡」と表に書いてありますが、

木下信次 社長
株式会社木下製餡
さいたま市大宮区桜木町4-431-1
事業内容　 各種製餡、ようかんの製造販売
資 本 金　1,000万円　　従業員数　11名

アクセス埼玉 2023.1　特集
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いて教えてください。
木下　例えば、紙、ビニール、紙の三層構造の原
料袋は、そのまま捨てれば産業廃棄物ですが、は
がして紙とビニールに分けることで、紙のリサイ
クルになり有価物にもなります。段ボールのリサ
イクルもそうですが、ＳＤＧｓにつながります。
廃棄される紙を価値あるものにすることを社員が
気付いてくれたことは良かったです。当社でやっ
ていることはもう立派なＳＤＧｓで、社員が責任
を持って取り組んでいるのですごく有り難いし、
成果が出ています。
　ＳＤＧｓに取り組んでいる企業と知り合うこと
で良い影響を受け、感化させられること、他社の
取り組みを勉強させてもらえることが多く、見習
って努力していきたいと思えます。
長谷川　埼玉県の川越で根付いた企業であるので
あれば、やはりその地元の人と交流しないと駄目
だよねと。私は川越商工会議所のメンバーで、若
手グループの「商店街を活性化させよう」という

「まちゼミ」のメンバーです。商店街の、例えば
八百屋さんは野菜のプロで、文房具屋さんはステ
ーショナリー（文房具）のプロです。プロの方が
講師になってさまざまな講習会を実施しています。
当社は小学生を対象に夏休みの自由工作として、
乾電池とモーターとスイッチを組み合わせて、電
動リモコンカーづくりを行いました。小学生の反
応もよく、周りで見ている保護者も楽しんでいま

導入成果、良かった点
村岡　導入効果、取り組み成果や良かった点につ

何をやっているか分からないとか、そういう会社
があるのは知ってたけど、実際に来てみて分かっ
たということで、地域との共生につながりました。 
村岡　食品業界の国際基準Ｈ

※
ＡＣＣＰも取得され

ていますね。衛生管理がベースですが、それがコ
ストダウンになり、ＳＤＧｓの無駄を減らす、無
駄を無くすことにつながっていますね。
長谷川　始めからＳＤＧｓに取り組もうといった
ことではありません。約10年前、ＩＳＯをみんな
が取りましょうという風潮がありました。ですが、
ＩＳＯは維持費がかかることが分かり、取得する
ことを躊

ちゅうちょ
躇しました。調べてみるとＩＳＯを上位

目標にして、もう少し簡単でどの企業でも取り組
みできるエ

※
コアクション21というのがあって、当

社の取り組みに合っているので、まずはエコアク
ション21の取得を目指したのがきっかけです。プ
ロジェクトチームを設置し、約２年で取得でき、
例えば営業車の燃費をよくしなさいとか、エネル
ギーを効率的に使いましょうとかやっていました。
数年後にこのプロジェクトチームからＳＤＧｓを
目指したいとの提案を受け「ＥＳ向上委員会」の
名称でＳＤＧｓをスタートさせました。実は私は
経営者ですけど、率先してそのＳＤＧｓをやるん
だとこの方向に行くんだと、旗振り役はしていま
せん。あくまでも、このＥＳ向上委員会が主体で
す。トップに言われてやるのではなく、社員自ら
発案して取り組んでいます。
　内容は、これまで鉄や電線などを産廃として捨
てていましたが、鉄用、アルミ用、真

しんちゅう
鍮用、電線

用などに分別しています。また、可燃物と不燃物
の分別、廃棄していた段ボールの業者への引き取
りなど、素材別に細分化して再資源化につなげて
います。廃棄物削減の結果、廃棄費用を約４割削
減できました。なお、現在はこのＥＳ向上委員会
は休止しています。

長谷川正 社長
株式会社長谷川製作所
川越市下小坂83-1
事業内容　 照明器具の製造販売
　　　　　分岐ケーブルの製造販売 など
資 本 金　1,200万円　　従業員数　43名

アクセス埼玉 2023.1　特集

※�ＨＡＣＣＰ：食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去ま
たは低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。
※�エコアクション21：環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステム（EMS）。一般に、「PDCAサイクル」と呼ばれるパフォーマンスを継続的に改善する手法を基礎として、
組織や事業者等が環境への取り組みを自主的に行うための方法を定めている。�
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した。地域の人との触れ合い、地域との交流はＳ
ＤＧｓをやるに当たって良かったです。
　また、パパママ仕事参観という、これは授業参
加の逆です。子どもたちがお母さん、お父さんが
どんな仕事をやっているのか見る、自分の子ども
に働いている姿を見せる企画です。お父さんとお
母さんの頑張っている姿を見せてあげようという
ところをＰＲしたくてやっています。ちょっとし
たモチベーションアップにもつながっています。
高村　ＳＤＧｓ経営により、会社が大きく成長で
きたことを実感しています。例えばマングローブ
の植林活動を実施したことで、対外的に多くの賞
を受賞できました。そのきっかけをご紹介します。
最初は週末に社長と従業員が始めたマングローブ
植林でしたが、ただそれだけだと対外的には分か
りません。当社の会社案内をリニューアルする際
に、その時の写真を「ＣＳＲ活動」と最後の頁に
掲載しました。完成したタイミングでたまたま来
社された中小企業診断士の方にその会社案内をご
覧いただいたところ、その方がその最後の写真を
指差して「高村さんこれ何？」と言われたので「最
近フィリピンでマングローブの植林を始めたみた
いなんです…」と答えたところ、その方が「高村
さん、これは大事だよ。これ何で表紙に持ってこ
ないの？」と言われました。正直申し上げまして、
当時はあまりピンときませんでしたが、次のリニ
ューアルの際に言われた通りに、表紙をマングロ
ーブ写真にしてみました。すると、その診断士の
方が所属する会で当社の環境活動をＰＲして下さ
り、なんと環境賞を受賞できました。これが最初
の対外的な受賞と記憶しています。その受賞をき
っかけとし、社内でも環境に対する意識が変わっ
てきました。早速、一人の女性社員が、ｅｃｏ検
定を取得し「これを会社で一人取るとエコピープ
ルで、二人取るとエコユニットが結成されて、い
ろいろな取り組みを東京商工会議所に報告できま
す」という報告を受け、早速、私も取得し、その
従業員と二人でエコユニットを結成して、マング

ローブの植林活動や電気の削減、太陽光発電など
の環境活動をＰＲしたところ、その活動が評価さ
れ「エコユニット部門優秀賞」をいただくことが
できました。これを契機に商工会議所をはじめ、
多くのところから応募の要請が舞い込んで、２年
後には環境大臣賞をいただきました。今まで想像
もできない景色がどんどん広がっていき、従業員
のモチベーションも高まったのではないかと感じ
ています。今日もこの場に座らせていただき、こ
のような座談会に参加させていただいているのも、
もし情報発信していなかったら多分ここには居な
かったと思います。従って、私自身はこのような
経験を生かして、これからも、どんどん情報発信
を心掛けていきたいと考えています。そうするこ
とによって、ビジネスにも役立ち、例えば、ホー
ムページ等から、思いもよらない大手企業様から
の問い合わせ等があり、実際に取引に発展もした
こともあります。このようにＳＤＧｓ経営は、常
に情報発信が大変重要ではないかと考えています。

苦労したこと
村岡　次に、苦労したことを教えてください。
長谷川　社内では積極的にＳＤＧｓに取り組む方
とまったく興味がない方とが両極端です。実際の
運営はＥＳ向上委員会が行うのですが、会のメン
バーが孤立することもありましたし、最終的にＥ
Ｓ向上委員会を継続させるかどうかの判断をする
ときにはちょっと苦労しました。また、ＳＤＧｓ
活動として、例えば環境に優しい材質に変更して
製品販売したいのだけれど、売値が高くなって売
れなくなったら、ちょっと本末転倒なので、そこ
らへんですね。ユーザーの方がＳＤＧｓに敏感な
のか分かりません。製品にＳＤＧｓという価値を
付随、付加させるのがものすごく難しいですね。
一方でごみや産廃物とかは簡単に分別できるので、
そちらの方からスタートするしかないなと考えま
した。メインの製品でやりたいのは本望ですけれ
ど、それができないので違うところから少しずつ
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取り組んでいます。
木下　ＳＤＧｓの取り組みとコロナが重なり、本
来もっと進んでいくべきことや、できる時間が止
まってしまったので、止めざるを得なくなったの
が苦労した点です。
　コロナで営業自粛や外出自粛の影響で、販売量
や稼働が落ちてコストダウンなどを進めることが
できなかったことや操業への影響もあり、改善活
動が思うように進まないこともありました。
高村　あまり苦労したことはないです。

これから取り組む企業へのアドバイス
村岡　これからＳＤＧｓ経営を取り組む企業への
アドバイスをお願いします。
高村　リーダーシップが大切かなと思います。た
だし、部下に命令することではなく、従業員さん
と一緒になってやることです。「誰一人取り残さな
い」がＳＤＧｓです。ＳＤＧｓというと環境活動
と思われる方がいますが、決してそうではなく、
企業経営をしていれば雇用もあります。それだけ
で一つ達成できるわけですから、従業員さんと一
緒に改めて自社の仕事を17のゴール、169のターゲ
ット、232の指標のどこに該当するかを行うことで
意識が高まってきます。その上で情報発信してい
くことです。これらの活動をすることで、いい方
向にいくと思います。
木下　「ＳＤＧｓは大企業だからやるものでしょ」
と言う方は多くいると思います。でも17のゴール、
169のターゲットの中には各企業で実際にやって
いることがたくさん該当するかと思います。
　ＳＤＧｓは会社の規模ではなくて、皆さん一人
一人が自社で行っていることを確認して、挑戦し、
考えてみたら、決して難しいことではないと気付
くと思います。無理なく取り組めばＳＤＧｓはも
っと広まるかなと思います。
長谷川　ＳＤＧｓは企業が取り組むべきというか、
取り組んでいきましょうよ。ＳＤＧｓを意識して
なくても、ＳＤＧｓに該当することが絶対あるの

です。例えば残飯をなくすのもＳＤＧｓだし、光
熱費の削減、ごみの分別とか。それがＳＤＧｓだ
ってことに気付いてないだけで、結構皆さんやっ
ているのです。気付かせることだけでも全然違う
と思います。これをやらないといけないとへんに
高い目標を持ってしまうと駄目です。「身の丈」で
いいのではないですか。企業規模に合った目標を
掲げて、小さく産んで、大きく育てるじゃないの
ですけれど、小さな目標だけでもいいと思います
ので、まずは、小さな目標をしっかり立てること
が大事なのかなと思います。

今後の展開・取り組み
村岡　今後の展開について、お願いします。
長谷川　これまでの営業はお客様へ出向いて実機
を使って説明していました。ですがコロナでお客
様から来るなと言われて、現在は営業スタイルを
考えないといけない状態になり、ウェブの展開に
力を入れつつあります。ウェブを使ってお客様を
獲得できるシステム。ホームページやＥＣサイト
は今までやってきましたが、それをますます進化
させていきます。移動しない、客先に出向かない、
営業スタイルの変更もＳＤＧｓにつながります。
木下　外部の方のアドバイスを聞くことで、知ら
なかったことが分かり、今までと違うことを試し
てみたりできるのではないか。ＳＤＧｓを深堀り
するため、外部講師を招いて定期的に社内研修を
開催したいと思います。社員が自主的に動くよう
に仕掛けることが重要かと。ホームページや動画
でＳＤＧｓをアピールしていきます。海外展開も
公社やジェトロ埼玉の支援があって、いくつか話
が出て、新聞に取り上げていただくことで、社員
だけではなく、お客様や関係者が当社を見てくれ
て、お声掛けされるのが重要と考えています。
高村　今後の展開は、「成果の見える化」をしてい
きます。電気代、ガソリン代、太陽光発電量、廃
棄物等は既に見える化できています。また、マン
グローブの生育状況によりＣＯ２がどのくらい削
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減している等は現在調査中です。
　今後は発泡スチロールを段ボールに変えた場合
のＣＯ２の削減量等が重要と考えています。近い
将来、梱包材はコスト以上に当社の提案する梱包
を使うとこれだけＣＯ２が削減できますよという
ご提案が重要な時代になると思います。それを実
行するには、ＩＴやＤＸ化が必要ですので、プロ
ジェクトチームを立ち上げ始めたところです。

サーキュラーエコノミー（循環経済）について�
村岡　サーキュラーエコノミーは、ＳＤＧｓに関
連し、脱炭素にも貢献するビジネスモデルとして、
数々の取り組みがスタートしています。いかにし
て循環させるかというのは、一社では解決できな
いところもあります。サーキュラーエコノミーに
ついて、考え方やご意見などをお聞かせください。
高村　梱包材も中には数万円する高い物がありま
すが、それを一回で捨てるのはもったいないので、
回収・洗浄をして、まさにこの循環させるという
新たなビジネス展開を始めたところです。昨年、
それ専用の倉庫を九州に展開しました。なかなか
回収が難しいときはワンウェイになりますが、そ
れでもその材料を設計で小さくすることをしてい
ます。本来捨てられる卵の殻やお茶殻のリサイク
ル、竹の繊維の利用などを原料として使用するこ
と、紙の使用量を減らすことも可能ですので、製
品、素材、資源の再利用を通じ、循環経済を目指
していきます。

長谷川　サーキュラーエコノミーは、最終的には
目標にすべきところです。廃棄物を無くすために、
新たな機材を購入してくれるお客様には、例えば
古い機材を下取りとして値引きする。そうすると、
お客様は安価で購入できますし、当社では下取り
をリニューアルして再販売が可能になります。コ
スト的に試算できていないので、限定的に行って
いますが、全社的に展開できれば、サーキュラー
エコノミーにかなってくるのかと思います。また、
蛍光灯の照明器具をＬＥＤに変える場合、ＬＥＤ
取り付けセットとして販売することで、お客様側
で簡単にＬＥＤ化できます。これまでは何も考え
ず新品を販売していましたが、実際にそのセット
を流用することで古い器具も生まれ変わります。
まだまだ現役でいけますよということであれば、
これは当社だけではなくて、お客様側で機材を循
環させることが期待できるのかなと思います。
村岡　皆様のお話の通り、一社だけではできない
感じですね。ＳＤＧｓのウェディングケーキで、
環境、社会、経済で最後に 17 番（パートナーシッ
プで目標を達成しよう）を置きますけど、そこの
17 番に行かないとサーキュラーエコノミーには行
かない感じがします。やっぱり一社ではできない
し、お客様が入り込んでくれないとこの循環の流
れの中に入って行くことができないことが一番、
大きなところかもしれないですね。本日は貴重な
ご意見をいただき、ありがとうございました。

木下　商品を段ボールに入れて納品していま
すが、お客様から段ボールの処分もあるから
商品だけ納めて段ボールは持ち帰ってと言わ
れる方もいます。そんなお客様にリサイクル
が利くプラスチック製の番重に商品を入れて
納品しています。毎回の納品時に番重で納品
して、空いた番重を回収しています。「もっ
たいない」を極力減らす努力をしています。
村岡　３Ｒのところで、最近言われている６
Ｒが増えていくかと思います。

アクセス埼玉 2023.1　特集

※３Ｒ：Reduce（リデュース）減らす、Reuse（リユース）再利用、Recycle（リサイクル）再生利用の三つのＲの総称。
※６Ｒ：上記の３Ｒに、Refuse（リフューズ）断る、Return（リターン）戻す、Repair�(リペア)修繕の三つのＲを加えたもの。�

出所：「循環経済ビジョン2020」（経済産業省）
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　高い技術力と提案力で、お客様から厚い信頼を
得ている同社の田端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。　　
田端　1951年、技術者であった祖父が、道路距離
などを測量する測量器メーカーとして創業したの
が始まりです。当時は現在の光学レーザータイプ
とは違い、望遠鏡をのぞいて目盛りを見ながら測
量する測量器だったと聞いています。1961年には
㈱田端製作所を設立し、1996年にグループ会社と
して㈱ティービーエムジャパンを設立しました。
私は2020年６月に代表取締役に就任し４代目です。
　設計開発からＮＣ旋盤とマシニングセンタによ
る精密機械加工、表面処理、組み立てまでを一貫
してお受けしています。業務用プリンター、油圧
ポンプなどは完成品まで組み上げ、お客様のライ
ンですぐに組み付けられる形で納品しています。
少量多品種生産が中心で、寸法でいうとφ30 ～
300㎜、角では20～1,000㎜になります。素材は、ス
テンレス、アルミ、真ちゅう、鉄が主で、最近では
耐食性、耐孔食性に優れ難削材といわれるSUS316
の加工依頼が多くなっています。こうした難削材

の他にも、アルミ鋳物の加工も得意です。精密加
工する上で、鋳物はワークをつかむチャッキング
が難しく敬遠されがちですが、当社では治具設計
のノウハウを持っています。真心を込めた技術と
サービスで、お客様から大変喜ばれています。鋳
物は切り子処理も大変ですので、加工するマシニ
ングセンタを専用機化しています。
　試作にも対応し、営業担当者が技術部門や設計
担当者と直接打ち合わせを行い、材料選定から加
工方法までを提案しています。当社の営業担当者
は、材料や技術に詳しくないと務まりません。

■営業担当者の教育はどうしているのですか。
田端　これまで図面も見たことがないという採用
者もいますので、机上での図面の見方から、現場
では素材や加工設備を見ながら学んでいます。昔
は「見て覚えろ」という風潮でしたが、現場作業者
と一緒になって学んでいます。一度にすべてを覚
えることはできませんので、一つ一つですね。ま
た、長く取引をしている協力工場もたくさんあり
ますので、社内で対応できない樹脂や板金加工、
表面処理などは協力会社様にお伺いした際に学ば

株式会社田端製作所　代表取締役社長　田
た ば た

端 一
か ず ま

馬 氏

所 在 地　 さいたま市中央区上峰1-21-1　
代 表 者　代表取締役社長　田端 一馬 氏
事業内容　 精密機械加工・表面処理および各

種装置の開発・設計・組み立て
資 本 金　2,000万円　　従業員数　35名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-853-3756
http://www.tbmfg.co.jp/tabata

株式会社田端製作所

「時代の変化に対応していける田端製作所であり続けたい」と語る田端社長

インタビュー

アクセス埼玉 2023.1　インタビュー
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せてもらっていますので、よい機会をいただいて
います。

■ティービーエムジャパンについて教えてく
ださい。
田端　ティービーエムジャパンの設立当時、当社
は精密機械加工と組み立て加工の２本柱でした。
将来を見据えて、もう一つの柱の必要性を感じ、
お客様の用途に合わせて各種自動化、省力化装置
の開発段階からサポートする会社として設立しま
した。当時はニッチな市場でしたが、液体定量吐
出装置に関する技術者が社内にいましたので「２
液自動混合定量吐出装置」のメーカーを目指しま
した。この装置は、主剤と硬化剤を混ぜて吐出す
るもので、水回りに使われる家電製品の基盤を濡

ぬ

れないようにコーティングしたり、部品や材料同
士を貼り合わせる接着剤を吐出したり、さまざま
な用途に使われています。用途に合わせ、主剤と
硬化剤選定段階から開発、設計、製作、組み立て、
設置、そしてメンテナンスまでを一貫して行って
います。卓上型からロボット搭載型まで豊富なラ
インアップをそろえています。

■今後の展開・抱負は。
田端　今、一番困っていることは人手不足です。
以前は求人を出すとたくさんの応募がありました
が、コロナ禍で応募が極端に減っています。この
ため、今いる人材をより強化していくことが、重
要になります。現在、これからのリーダーとして
活躍してほしい30代前後の従業員を中心に、外部
講師を招いて「次世代リーダーコーチング研修」
を実施しています。さらに一人一人のレベルを上
げるため、技術や知識の教育訓練に力を入れてい
きたいとも考えています。幸い採用が厳しい中で
も若い従業員が増えていますので、加工技術の教
育に力を入れていく。若くて未来のある一人一人
が戦力として、大きな力を持てる体制をつくる必
要性を強く感じています。
　まだ実現できていませんが、全従業員で難しい
加工に挑戦する「試作会」という活動を行うこと
を計画しています。設備のマニュアルには書かれ
ていない、田端製作所が持つ独自技術やノウハウ
を共有し、次世代に伝承していく活動にできれば
と考えています。これからも、時代の変化に対応
していける田端製作所であり続けたいです。

お客様に真心を込めた技術とサービスを提供しています

若手社員も増え各部署で活躍しています（上・下） 現場と営業のコミュニケーション力も強みの一つ

整理・整頓・清掃が行き届いた工場内

㈱ティービーエムジャパンの２液自動混合
定量吐出機のTB-250。基本的な機能を装
備した小型タイプで、よりコストパフォー
マンスに優れた製品

アクセス埼玉 2023.1　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

鳩屋株式会社 https://www.hato-ya.co.jp

さいたま市見沼区大和田町2-
1248
TEL　048-687-7851
資本金　2,000万円
従業員数　50名
■事業内容
　  ピーナツみそ、つくだ煮、

煮豆、漬物等の総菜食品製
造

ピーナツみそを中心に、お客様の嗜
し こ う

好に合った安心・安全な製品をお届けします

加藤忠男税理士事務所

蕨市中央1-26-1 T-1ビル301号
TEL　048-445-5265
従業員数　17名
■事業内容
　 会計事務所

電子申告・書面添付・自計化ならお任せ
https://www.katou-zeiri.com

■昭和61年開設の会計事務所で、会計
処理代行、給与計算代行、会計ソフト
レンタル、税務相談、情報提供コンサ
ルティングなどを行っています。経済
産業省が中小企業の新たな事業活動を
促進するための法律に基づく「経営革
新等支援機関」に認定されています。
未来会計を行うことにより業績向上、
経営改善など企業のお困り事に対応し
ています。MAS監査プランナー事務
所の認定を受けています。選択性401
Ｋの導入を推進することにより、社会
貢献を目指します。

■昭和27年の設立以来、ピーナツみそ
を中心にスーパーマーケット向けの総
菜製品を製造しています。昭和57年に
は北本市に工場を移転し、生産量を拡
大しました。また、さいたま市見沼区
の本社社屋では、関連会社の店舗を展
開しています。令和３年８月から独自
の低塩みそを使用した生食パン「鳩ぱ
ん」の販売を始めました。「ちょこた
び埼玉オンラインストア」からも購入
できます。

株式会社キューブコンサルティング https://hokenou.co.jp

久喜市本町3-13-30
TEL　0480-24-6363
資本金　600万円
従業員数　15名
■事業内容

損害保険および生命保険
代理、ファイナンシャル・
プランニング、宅地建物
取引、コンサルティング
など

保険選びのプロが複数の保険会社からお客さまにピッタリな保険をコーディネートします
■平成22年８月に設立した保険代理店

「ほけんの王様」です。営業スタッフ
の全員がファイナンシャルプランナー
の資格を取得し、法律、税務、不動産、
社会保障制度などの知識の習得を日々
心掛けています。お客様にピッタリ合
った保険商品を選定し、合理的な保険
料となる提案をしています。現状に満
足せず常に新しい価値を提供できるよ
う切

せ っ さ た く ま

磋琢磨し、お客様が納得できる保
険選びをサポートいたしますので、お
気軽にご相談ください。

アクセス埼玉 2023.1　公社会員紹介

契約後もフルサポート！　契約内容の変更や、保険
金の請求手続きなど、スピーディーに対応します。
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社ニコン日総プライム https://www.n-prime.co.jp

神奈川県横浜市港北区新横浜
2-14-2 新横浜214ビル３階
TEL　045-478-6127
資本金　5,000万円
従業員数　1,100名
■事業内容
　  人材派遣・人材紹介事業、

人材シェアリング事業、受
託・請負事業、高年齢者の
活躍機会創出および働き続
けられる仕組みの構築に関
する企画・研究開発・運
営・サポート

働き続けられる社会を創造する
■（株）ニコンと日総工産（株）の合
弁会社として2020年に発足しました。

「働く意欲のある誰もが社会環境の変
化に適応し働き続けられるようになる
社会プラットフォームを創造する」こ
とを目指して事業を行っています。広
く社会全体のイノベーション創出にも
寄与できるよう「研究開発」と「人材
サービス」という二つの事業で好循環
を生み出しながら取り組んでいます。

株式会社新和製作所 http://www.kk-shinwa.co.jp

川口市宮町17-14
TEL　048-252-4669
資本金　3,600万円
従業員数　62名
■事業内容
　 ○ 通信設備用材料等の金物

ならびに部品の製作およ
び取り付け工事

　○ 通信関係の基礎構築物・
通信鉄塔・アンテナ取り
付け鉄柱の設計、製作、
工事

設計・製作から取付工事まで行う金属加工製品の専門メーカー
■金物・部品の専門メーカーとして昭
和34年に創業。通信設備用部品をはじ
め、各種金物部品、鋼構造物設備の設
計・製作および取り付け工事、金属製
品のプレス加工、板金加工、レーザー
加工による鋼構造物の製作および取り
付け・施工を行っています。60年以上
の歴史で培われた高度な技術力を誇り、
大量生産はもちろん、お客様の希望に
沿った「一品生産」まで行っています。
また、施工内容によって施工まで現地
で一貫して行うことが可能です。

アクセス埼玉 2023.1　公社会員紹介

Sammy’s	and	LUNA	E.English https://sammyspetam.thebase.in

さいたま市緑区中尾2412-4
TEL　048-874-4714
従業員数　1名
■事業内容
　○ ビジネス英会話教室・子

ども英会話教室
　○ サプリメント、美容健康

補助食品等の卸・小売販
売代理店

　○ シルバージュエリー、ペ
ルビアン・ビーズ販売

　○携帯電話格安 SIM 代理店

英会話教室や携帯電話の格安 SIM 代理店、健康補助食品やジュエリー販売をしています
■子ども英会話教室、ビジネス英会話
教室を運営してきました。これまでリ
アルで教室を開いてきましたが、今後
は、多くの方に気軽にご受講いただけ
るオンライン教室も開講する予定です。
また、2022年には、サプリメントや美
容健康補助食品等の卸・小売り販売、
シルバージュエリー、ペルビアン・ビ
ーズ（天然石）などを取り扱い、ＥＣ
サイトにて販売を開始しています。携
帯電話の格安ＳＩＭ代理店を始めるな
ど、新たな事業にもチャレンジしてい
ます。

「躍進企業応援マガジン カンパニータンク」
の取材を受けました
左：会社代表　右：インタビュアー 矢部美穂さん
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高接着で追従性が優れる「分子勾配膜
両面テープ 200A・300Aシリーズ」

高透明接着シート「メークリンゲル」使用例
メークリンゲルによって視認性が向上

関東地方発明表彰において「分子勾
配膜粘接着フィルム」が「中小企業
庁長官賞」を受賞

所 在 地　所沢市南永井940
代 表 者　代表取締役社長　濱野 尚吉 氏
事業内容　多機能性フィルムの製造
　　　　　粘・接着テ－プの製造
　　　　　最先端素材の塗工・ラミネート・スリット・パンチング加工
資 本 金　5,000万円　　従業員数　80名
Ｔ Ｅ Ｌ　04-2944-5151
https://www.kgk-tape.co.jp

 共同技研化学株式会社
企業紹介 

◆「多機能膜」を開発、製造、販売
　1979年、粘着テープ製造と粘着加工で創業しま
した。両面テープや機能性フィルム等の開発、製
造、販売を行う高分子材料メーカーとして、材料
設計から合成、微分散、成膜、特殊ラミネート、
表面改質処理、多孔処理などを一貫して対応して
います。生み出す機能は、粘着性、接着性、光透
過性、電磁波シールド、熱伝導性、電気伝導性、
電気絶縁性、制振性、熱可塑性など多様で、これ
らを複合化し多機能化しています。
◆高度な機能を持つ高分子材料の創製
　特許を多数保有した基本技術を生かし、オンリ
ーワン、ナンバーワン製品を製造しています。
　分子勾配膜両面テープは、分子のグラデーショ
ンによって従来の概念を変えた画期的な両面テー
プで、テープの構成を根本的に変革することによ
り、従来の両面テープと比較し1.5～２倍の耐熱性、
粘着性、接着力を有するのが特徴です。
　メークリンゲル（光学用接合テープ）は、独自
の技術でつくるアクリルゲルの光学部材接合テー
プで、極めて高い透明性を有し、振動吸収性に優
れ、凝集力が高いのが特徴です。
　その他、液晶ポリマーフィルム、蓄熱・均熱・

放熱ゲルシート、メカニカルファイバーテープ、
防水気密シーラー材などの製品があり、スマート
フォンやタブレットなどのパネル、デジタルカメ
ラの鏡筒部、自動車の外装・内装、住宅の防水や
気密用途などに使用されています。
　これまでに３年連続「日本発明大賞（考案功労
賞）」を、2021年には関東地方発明表彰において分
子勾配膜粘接着フィルムが「中小企業庁長官賞」
を受賞するなど、高く評価されています。
◆初めてを始めます
　「世界で初めて、人が握っているかを感知する
車のハンドルセンサーを固定する分子勾配膜両面
テープを開発しました。また、人体にも使える人
工筋肉や無電解メッキのプライマー（塗装の下塗
り）、電磁波による重合技術など、業界に先行して
開発に取り組んでいます。また、瞬間接着テープ
など、特許出願中の技術もあります。
　現在は日本を中心に展開していますが、今後は
海外展開も視野に進めていく予定です。両面テー
プは、人と人、企業と企業をつなぐものだと考え
ています。『初めてを始めます』を合言葉に、今ま
での概念を覆して、徹底的にチャレンジしていき
ます」と、濱野社長は語ります。
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機会
Opportunity

強み
Strength

①積極姿勢

クロスSWOT戦略策定

弱み
Weakness

脅威
Threat

強みを生かして、機会を
勝ち取る戦略

③差別化
強みを生かして、脅威を
機会に変える差別化戦略

②弱点強化
弱みを補強して、機会を
つかむための戦略

④防衛・撤退
弱みと脅威による最悪
の事態を避ける戦略

アクセス埼玉 2023.1　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 10回　営業戦略策定の基本～その２　ＳＷＯＴ分析を使って営業戦略のシナリオ化を検討を検討するすのシナリオ化を第 10回　営業戦略策定の基本～その２　ＳＷＯＴ分析を使って営業戦略のシナリオ化を検討する

まずはＳ強みＷ弱みＯ機会Ｔ脅威を知る
　前回は戦略づくりの基本である、「コアコンピタン
スの検討」と「ドメインの決定」を説明しました。
今回はより具体的な戦略づくりのステップである、

「戦略シナリオの策定」について説明します。
　簡単な「戦略シナリオの策定」には、戦略構築の
フレームワークであるＳＷＯＴ分析を使います。Ｓ
ＷＯＴとは、🅂trength（強み）🅆eakness（弱み）
🄾pportunity（機会）🅃hreat（脅威）の頭文字で、
自社の強みと弱み、外的環境的な機会（＝チャンス）
と脅威（＝ピンチ）をそれぞれ分析し、さらにこの
四つの要素を掛け合わせてできる図のような四つの
マトリクス領域ごとに戦略を検討するものです。
　まずやることは、Ｓ（強み）Ｗ（弱み）Ｏ（機会）
Ｔ（脅威）の洗い上げです。Ｓ（強み）Ｗ（弱み）
は社内分析、Ｏ（機会）Ｔ（脅威）は環境分析です。
Ｓ（強み）は先の「コアコンピタンスの検討」で、
既に済んでいますので、同じように自社のＷ（弱み）
についても意見を出し合って書き上げてみます。
　環境分析であるＯ（機会）Ｔ（脅威）は、経済動
向、風潮や流行、法令や制度改正等の観点、さらに
業界動向や同業他社動向なども勘案します。営業環
境として現在あるいは近い将来に、「自社にとってど
のような追い風があるか」、逆に「自社にとってどの
ような逆風があるか」を想定し議論します。Ｓ（強
み）Ｗ（弱み）Ｏ（機会）Ｔ（脅威）に関する意見
が集約できたら、それぞれ書き上げてまとめます。
ここまでが戦略策定の準備ステップです。
クロスＳＷＯＴで四つの戦略を考える
　次にいよいよ具体的な戦略策定に移ります。図の
ように、縦にＳ（強み）Ｗ（弱み）、横にＯ（機会）
Ｔ（脅威）を置くと、四つのマトリクス領域が出来
上がります。これを「クロスＳＷＯＴ」と言います
が、戦略策定ではこの四つの領域それぞれにあては
まる具体的な戦略を立てることになります。領域ご
との戦略策定に当たっては、以下の①～④の考え方
に沿って具体策を検討してください。

①＜左上＞Ｓ（強み）とＯ（機会）のマトリクス
→自社の強みを生かして、機会を勝ち取る戦略
②＜左下＞Ｗ（弱み）とＯ（機会）のマトリクス
→自社の弱みを補強して、機会を勝ち取る戦略
③＜右上＞Ｓ（強み）とＴ（脅威）のマトリクス
→自社の強みを生かして、脅威を機会に変える戦略
④＜右下＞Ｗ（弱み）とＴ（脅威）のマトリクス
→弱みと脅威の複合による最悪の事態を避ける戦略
主戦略は「強み」でいかに「機会」を生かすか
　四つの戦略策定において重要なことは、メインの
営業戦略は①の「自社の強みを生かして、機会を勝
ち取る戦略」であるということです。ですから、ま
ずはこの戦略をしっかり作り上げることが最優先課
題となります。例えばＩＴ企業で自社のＳ（強み）
として「他社にない独自技術がある」という強みが
あり、Ｏ（機会）として「コロナ禍で業務のオンラ
イン化が進んでいる」がある場合、自社の独自技術
を活用して取引先の業務オンライン化に資するもの
は何かを考え、営業活動の具体策を検討してメイン
の営業戦略を策定する、というような流れです。
　②③④は一般的に戦略オプションと呼ばれ、②は
弱点強化戦略、③は差別化戦略として位置付けられ
ます。Ｗ（弱み）がメイン戦略遂行上で大きな問題
になる場合は、②の戦略を①と並行して強力に行う
必要がありますし、営業環境のＴ（脅威）が深刻な
場合には③の戦略で他社との差別化を図ることを①
と並行して注力します。また④は、Ｗ（弱み）Ｔ（脅
威）の組み合わせで最悪の事態を想定し、一部撤退
も視野に入れ防衛策を事前検討するものです。
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　世の中がすごいスピードで変化しています。その
中で、カイゼンコンサルタントである私がとても大
切だと思っていることは、モノづくりをする私たち
の役割の変化に気付くことです。
　前号の急所88「付加価値を付けるヒント」で、私
は世の中の変化を次のように説明しました。プロダ
クトアウトやマーケットインの時代は、モノが売れ
るという前提で、いかに良いモノを速くタイムリー
につくるかのＱ・Ｃ・Ｄを追求することで経営成果
を挙げることができました。ところがこれからのユ
ーザーインの時代では、お客様を喜ばせ、驚かせる
モノをモノづくりの私たち自身が創り出すことが求
められるのです。そのことを花をつくってどう売る
かの例を使ってご説明いたしました。
　商品はお客様ニーズをつかまなければ、決してヒ
ットすることはありません。だからつくりやすさや
コストの安さのような自己都合を前提とした手前み
そでつくった製品では、まず売れないでしょう。か
といって世の中にないユニークなモノをゼロから創
り出すということは、誰にでもできることではあり
ません。
　しかし、市場調査でも、営業部門でも絶対にでき
ない、製造部門だけができる強力な商品開発手法が
一つあります。それは技術を磨きに磨いて、現在の
商品スペックを少なくとも10倍とか10分の１のよう
に、まさに一桁違うレベルにして、他社製品との間
に圧倒的な差別化を図ることです。大きさ、重さ、
厚さ、速さ、肌触り、均一性、リードタイムなど、
管理している項目はいろいろとあるでしょう。それ
らの特性がお客様のニーズにマッチすることがない
でしょうか？
　食品工場のＡ社では工程間を50個のロットでつな
ぐロット生産をしていたのですが、工場が手狭にな
り場所を空ける必要が出てきました。そこで各ライ
ンが占める面積を減らすため、各工程を直接つない
で、１個流し生産へと変更しました。その結果、設
備が占める面積は半分以下になり新ラインの増設を

することができました。加えてリードタイムの短縮
と生産性向上もすることができ最初の目的は十分に
達成されたのですが、それ以外の大きな副産物が生
まれました。リードタイムを短縮した結果、生産中
に製品が空気に触れる時間が短縮され、製品中の雑
菌が激減したのです。これはどうして分かったかと
いいますと、ある大手コンビニエンスストアが新商
品を販売するに当たり、材料を選定するために各社
の製品を取り寄せて調べたところ、Ａ社製品の菌の
付着が他社のモノより一桁少ない結果となり、その
理由を知るために工場に問い合わせがあったからで
した。その特性に気付いたＡ社は、その材料を使っ
て賞味期限の長い商品をつくることで他社商品との
違いが明確になり、ヒット商品となったのです。
　電動工具メーカーのＢ社は、そのカテゴリーで世
界一軽い商品をつくることに成功しました。そして
軽いことがナゼいいかを分かりやすく伝えるいろい
ろな事例をセットにしてプレミアム工具として売り
出したところ、高い値付けであったにもかかわらず
ヒット商品となりました。　
　自動車関連用品製造のＣ社ではお客様の要望に応
じて３台～５台のロットで製品を納入していました
が、１台単位での発注でも大丈夫ですとオファーを
したところ、お客様は大変に喜んで、これまで他社
に出ていた製品の注文もいただくことができました。
　ユーザーインという新しい時代に向けて、モノづ
くりをしている私たちでしかできない商品を開発し
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

第第第 10101 所所回 急所回　急所所回回回回 999393 術者による商品開発法る商 法開発法法る商商商品開開発法商商商品開開商 開開者者による商者による商る商者に者者者技技術者術者者者技技 法法法第 10回　急所 93 技術者による商品開発法

今月の言葉　少なくとも10倍や10分の1など、桁違
いを追求して新製品をつくれ。
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　2021年６月にベトナム初となる都市鉄道の一部
「ハノイ都市鉄道２Ａ号線」がハノイで開通しまし
た。中国が支援する本区間は、当初2013年の開通を
見込んでいました。しかし、計画が遅れ2011年に着
工し、度重なる延期を経て、着工から10年後となる
2021年11月に正式な商業運転が開始。昨年11月で丸
１年が経過しました。
　２Ａ号線は12駅を約25分で運行する高架鉄道です。
2022年10月末までの乗客数は約730万人で、平日は１
日当たり３万2,000人、週末は２万5,000人前後が利
用しています。運賃は8,000 ～１万5,000ドン（約44
～ 83円）で、１カ月の全区間適用の定期券は20万ド
ン（約1,100円）です。都市鉄道を運営するハノイ・
メトロは、この１年の収益を含む運営状況など、総
合的には目標を達成しているとしています。ただ、
１日21万7,000人の乗客を輸送できる設計になって
おり、開通から３年で年間3,000～4,000万人、中期
的には8,000万～9,000万人の利用を目標としていま
す。現在の利用者数はこの目標値からはるかに低い
状況です。一番の課題は他の交通機関との接続の問
題です。鉄道の開通に合わせて通過駅を発着するバ
スの便が増便されたものの、必ずしも目的地を通る
便が電車の発着に合わせて整備されているわけでは
ないため、そこからバイクタクシーやタクシーを利
用すると高額な運賃が必要になります。また駅周辺
の駐輪場が十分に整備されていませんので、駅まで
自分のバイクで行くことも現実的ではありません。
つまり、現在鉄道を利用している人は通学・通勤者、
バス利用者に限られます。
　現在、ハノイ市およびホーチミン市で都市鉄道プ

ロジェクトが展開されていますが、ハノイのプロジ
ェクトは全９区間。そのうち２Ａ号線に続いて開発
が始まっている区間は１区間のみです。他の区間は
2030年の完成予定ですが、始まっていない状況です。
ハノイ都市鉄道の全完成が15～20年後のため、その
間、どのように利用客を増やし収益を維持するか大
きな課題だといえます。

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

ハノイ都市鉄道開通から１年ハノイ都市鉄道開通から１年

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

ハノイ都市鉄道２Ａ号線
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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　

下請法違反の実例下請法違反の実例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と関連する下請法違反の実例を紹介してください。

　前回まで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、国の指針を説

明してきましたが、今回は新型コロナウイルス感染
症に関連する下請法違反の実例を紹介したいと思い
ます。
　公正取引委員会（公取委）によれば、令和３年度
に下請法違反の疑いのある事件（下請法違反疑義事
件）は8,464件です。このうち事件の端緒としては、
公取委が親事業者および下請事業者を対象に行った
定期調査によるものが8,369件、下請事業者からの
申告によるものが94件、中小企業庁長官からの措置
請求が１件です。このことから、定期調査によるも
のが圧倒的に多いこと、下請事業者が立場上、違反
を申告しにくいことが分かります。
　下請法違反疑義事件の処理件数は8,100件であり、
このうち7,926件について、①下請法第７条の規定
に基づく勧告または、②違反行為の改善を求める指
導（違反のおそれのある行為の指導を含む）の措置
を講じています。
　公取委は、令和３年度に下請法違反行為について
改善指導を行った親事業者7,918名に対し、当該指
導に加えて新型コロナウイルス感染症による取引へ
の影響について、下請事業者に対して適切な配慮を
するとともに、適正な費用負担なしに一方的に契約
を変更・解除するなどの下請法違反行為をしないよ
う注意喚起を行ったとのことです。

　新型コロナウイルス感染症に関連する下請法違反
実例としては、支払遅延、買いたたきもありますが、
今回は受領拒否について紹介します。
　受領拒否に該当するものとしては、配電用電気機
械器具の製造を下請事業者に委託している設備工事
会社（本社東京都）は、新型コロナウイルス感染症
に関する緊急事態宣言を受け、自社の取引先から当
該電気機械器具の設置工事の延期を求められたこと
を理由として、あらかじめ定めた納期に下請事業者
の給付を受領しなかったというものです。
　受領拒否とは、「下請事業者の責に帰すべき理由
がないのに、下請事業者の受領を拒むこと」をいい
ます。前記の例では親事業者が下請事業者の受領を
拒否したのは、取引先から当該電気機械器具の設置
工事の延期を求められたからであり、配電用電気機
械器具を製造している下請事業者には、何らの責め
られる理由はありませんから、受領拒否に該当する
ことは明らかであるといえます。親事業者は、自社
の取引先から当該電気機械器具の設置工事の延期を
求められたものであり、下請法違反と認定されるの
は厳しすぎると思われるかも知れませんが、「親事
業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめると
ともに、下請事業者の利益を保護」するという下請
法の趣旨からはやむを得ないと思われます。なお、
設備工事会社と取引先が法で定める下請関係にあれ
ば、取引先が下請法違反となる可能性があります。
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　ただし、経過措置が設けられています。一定期
間は、インボイス発行事業者以外からの課税仕入
れのうち、一定の割合までは仕入税額控除を行う
ことができます。今年10月～令和８年９月までは
仕入れ税額相当額の80％、令和８年10月から令和
11年９月までは仕入税額相当額の50％は控除でき
ます。令和11年10月以降は、仕入税額控除を行う
ことができなくなります。
■課税事業者は消費税の確定申告が必要
　法人または個人事業主が課税事業者となる場合、
次の期限までに消費税の確定申告書を提出し、消
費税額を納付しなければなりません。
・法人：事業年度終了の日から２カ月以内
・個人：３月31日
　埼玉県よろず支援拠点では、消費税インボイス
制度に関するご相談にも対応しています。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伊藤
です。今回は、今年10月に開始される消費税イン
ボイス制度についてご案内します。
■消費税インボイス制度とは
　消費税インボイス制度とは、売り手が買い手に
対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるため、
税率や消費税額などが明記された「適格請求書」
（インボイス）を発行する制度です。インボイス
の発行は、インボイス発行事業者の登録を受けた
消費税の課税事業者についてのみ認められます。
■消費税インボイス制度の開始で何が変わるのか
　インボイス制度開始に伴い、「仕入税額控除」の
適用を受けるための要件が変わります。
　「仕入税額控除」とは、消費税を納税する際に、
商品やサービスの提供を行う際に受け取った消費
税から、仕入れやサービスの提供を受けた際に支
払った消費税を差し引くことをいいます。
　インボイス制度開始後は、インボイス発行事業
者以外の者から行った課税仕入れは、原則として
仕入税額控除を行うことができません。

https://saitama-yorozu.go.jp
令和５年１０月から消費税インボイス制度が開始されます！



　令和５年10月から、消費税の仕入税額控除の方式
として「インボイス制度」が開始されます（登録申
請手続は、原則令和５年３月31日が申請期限となり
ます）。令和６年１月からは、電子帳簿保存法に基づ
き「電子取引データの保存」が義務化されます。
　本セミナーでは、インボイス制度と電子帳簿保存
法について、それぞれの制度の概要と対応方法を説
明します。関連する補助金についてもご案内します。
　税制改正に対応するための準備を進めていただけ
る機会となりますので、ぜひお申込みください。
日時�1/23(月)14:00～15:30�ZoomによるWeb配信
内容�①インボイス制度の概要
　　�②登録申請手続、事前準備
　　�③問合せの多い事例
　　�④電子帳簿保存法の概要
　　�⑤関連する補助金について
定員�50名　　費用�無料
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　(独)中小企業基盤整備機構�関東本部�中小機構ア
ドバイザーの日景�聡�氏を講師に迎え、ＳＤＧｓの
理念や本質をカードゲームで楽しみながら体感で学
びます。企業の未来に向けてありたい姿を考えます。
日時�1/16(月)14:00～16:30
会場�ソニックシティビル６階　６０１会議室
内容�・�自社の経営にどのような可能性をもたらす

のか
　　�・�ＳＤＧｓゲーム体験で理解を深める（演

習）
　　�・�ＳＤＧｓを腹落ちさせる、気づきを与える

方法
　　�・中小企業の事例
　　�・質疑応答
対象��県内中小企業の経営者、経営幹部、ＳＤＧｓ

に関心のある方、初級レベル
定員�30名　　費用�無料
問合せ先　公社　人材・ＩＣＴ支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０７５

公社
情報

公社
情報

リアル展示会   

　　　２月８日（水）10：00～ 18：00

　　　２月９日（木）10：00～ 17：00
会場　さいたまスーパーアリーナ
　　　（コミュニティアリーナ）

オンライン展示会
　　　２月１日（水）～15日（水）

■�出展各社が自社の技術・製品・サービスを
　リアル・オンラインでアピールします。

■�最新技術の動向や、経営に役立つ
　多彩なオンラインセミナーを配信します。
　（ライブ配信＆オンデマンド配信）

公社
情報

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

【Web 配信】税制改正に対応する
ための準備はお済みですか？
インボイス制度・電子帳簿保存法対応セミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/22ksh

第２回ＳＤＧｓセミナー
持続的な未来に向けたＳＤＧｓ
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/sdgs2

事前入場登録・オンライン展示会は
公式WEBサイトから！

↓

https://saitama-bizmatch.jp

問合せ先　彩の国ビジネスアリーナ2023主催事務局
　　　　　公社　取引支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８６

ビジネスアリーナ 検索

18 アクセス埼玉 2023.1　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　・　　・　　

　カナダで美容師として勤務していました。帰国後の
2013 年、さいたま市ニュービジネス大賞の説明会参加
をきっかけに、「ハンドメイドと飲食スペースのある
コミュニティカフェ」というビジネスプランで、大賞
のファイナリストに残りました。
　その後、2014 年 12 月に「つくりえ」を立ち上げ、
2015年４月には伝統工芸品などを取り扱う雑貨店をオ
ープンしました。

創業のきっかけは？

　商店街火災の延焼により、オープンした雑貨店は半
年で全焼してしまいました。事業の撤退も考えました
が、つくりえをなくしたくないという思いもあり、心
機一転オリジナル商品の開発販売を始めました。
　現在は、ハンドメイド商品を制作している作家さん
と協力しながら百貨店や商業施設などの催事に力を入
れています。これは作家さんを支援する事業の一つで、
会場の手配、商品管理、店頭対応など行っています。
催事ごとにコンセプトをつくり、場所やお客様層に合
わせた作家さんの商品を販売しています。

事業内容は？

　今後も販売や営業・ワークショップの開催などを通し
て作家さんの活動をサポートしていきます。また、海外
販路の開拓も行っていきます。海外在住の経験を生か
して、日本の誇れる文化、クリエイターを世界に発信し
ていきます。

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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 合同会社つくりえ

伊勢丹浦和店６階催事
“暮らしをいろどる手しごとsaitama”
の様子

浦和コルソ１階催事
“わたしはコルソで『スキ』に会う”
の様子

作家によるものづくりワークショップ
展開の様子

埼玉県伝統工芸品等新製品開発
コンテストIMPACT�SAITAMA優
秀賞受賞細川紙のお手紙セット

アクセス埼玉 2023.1　創業者紹介

塚田 敬子 さん

塚田 敬子（つかだ�けいこ）さん (44)

　2013年さいたま市ニュービジネス大賞ファイナリス
トに残ったのをきっかけに合同会社つくりえを創業。“伝
えたいのは、手づくりの温かさ・和の美しさ”をコンセ
プトに手しごと作家やクリエイター商品の販売を主にさ
いたま市内で行っている。

合同会社つくりえ　https://tsukurie.com
　さいたま市中央区上落合2-3-2
　新都心ビジネス交流ブラザ３階COCOオフィス
　創　　業　2014年12月� TEL　080-5090-8675
　事業内容　�ハンドメイド商品の催事事業
　　　　　　ワークショップ事業



20 アクセス埼玉 2023.1　埼玉の造り手

寝ないでつくった酒は寝ていても売れる
　明治 15 年（1882 年）創業。こだわりの自社扁

へんぺい

平精米。
まだ純米酒の概念がない時代から、天然醸造酒の形でこだ
わって酒づくりを行い、先代の言葉「寝ないでつくった酒は寝
ていても売れる」を心に現在も丁寧な酒づくりをしている。
　「近江やに名高き松の一本木　先から先へと開くささ浪」
　真面目に努力し、人に喜ばれる酒づくりをしていれば、ささ
浪のごとく、大浪となって世界中に浸透していくだろうという思
いから、初代麻原善次郎氏が後世の子孫に残すべく詠んだ
歌。麻原氏は琵琶湖の湖畔に生まれ、９歳にて青梅の酒蔵
へ奉公に入る。並外れた勤勉さと卓越した根性で、29 歳の時、
現在の地、毛呂山にて開業するに至った。現在の５代目社長
もその意を継ぐとともに、若手社員のやる気と責任感を大切に
して、さらなる酒づくりを目指し、日夜努力している。

琵琶のささ浪 純米　梅ラベル
　 フレッシュ感のあるクリアな味わいの中に丸みのあるうま味と

なめらかな酸の調和のとれた純米酒。
琵琶のささ浪 純米吟醸　竹ラベル
　 ほんのりと優しい甘み、奥行きのある酸味と落ち着いたうま

味のバランスのとれた純米吟醸酒。
琵琶のささ浪 純米大吟醸　松ラベル
　 上品な吟醸香と艶やかなふくらみがきれいで心地よく、やわ

らかい純米大吟醸酒。
純米大吟醸 忍者ヴァンパイア
　 米国で権威あるコミック情報サイト「CBR.com」 にて

2020 年に出版されたホラーコミック部門で 1 位を獲得し、
米国コミック業界で話題となっている作品、「Bleed Them 
Dry / A Ninja Vampire Tale」。さまざまなグッズが販売
される中、和洋折衷のコンセプトから日本酒が選ばれ製造
された特別酒。忍者ヴァンパイアのキービジュアルはファイ
ナルファンタジーシリーズのキャラクターデザイナーとして世
界的な人気を誇るアーティスト、天野喜孝氏が手掛け今回
販売の特別酒はこのキービジュアルをベースにパッケージデ
ザインがされている。

麻原酒造株式会社
https://www.musashino-asahara.jp

入間郡毛呂山町毛呂本郷94　Tel 049-294-0005
代表者　代表取締役　麻原 健一 氏
創業 1882年　　資本金　2,500万円　　従業員数　20名
事業内容　 日本酒、リキュール、本格焼酎、果実酒、発泡酒、ビー

ルの製造・販売
購入方法　県内酒販店、百貨店等
直営店舗　越生ブリュワリー（入間郡越生町上野2906-1）
　　　　　営業時間10:00 ～ 17:00
　　　　　 ワインとリキュール、ビールの製造工場と麻原酒造

のお酒がなんでもそろう
お酒を販売する通販サイト「素敵JapanShop」
　https://www.sutekijapanshop.com

● 読者プレゼント！　
　麻原酒造の「琵琶のささ浪 純米大吟醸 松」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、琵琶のさ
さ浪を希望」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、1
月 25 日（水）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

　「日本酒、ワイン、焼酎、リキュール、ビールなど、すてきなお酒を高品質
で提供します」と語る麻原社長（越生ブリュワリーにて）。

杜氏が心を込めて丁寧につくる 駐車場を完備した直営店舗の越生ブリュワリー

● 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
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広告

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

カビを防ぐ機能性フィルム特許取得！！
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