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業・外注企業の新規開拓や将来の発注に向けた情報収集等にご活用ください。
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（千代田区神田佐久間町１－９）
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事前に商談スケジュールを組み合わせした
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「大手企業は、会社の看板を背負って仕事をするのでい
ろいろな意味で余裕があったが、中小企業だとミスが許さ
れず余裕もなく、業務の全てを一通り把握することが必
要」という。
一方、大手企業での経験が役立ったこともある。著作権
の関連だ。副社長は大手企業時代、契約関係の業務も
行っていたこともあり、著作権などの知的財産の大切さが
よくわかっていた。こうした前職での経験は現在でも商品
販売の中で活かされている。
おもちゃの製造・輸出から始まった同社は、本格的に海
外へ進出している。平成２４年４月にはシアトルで開催され
たアニメイベントに招待され、前社長自らが自社やスラッ
シュ成型について講演を行った。オビツ商品の良さが世界
に広まったことで、海外からのリピート注文も得ている。
そんな折、平成２４年１０
月、前社長の三郎氏が急
逝。気骨ある前社長が一身
に背負ってきた企業に大き
な危機が訪れた。
「私たちがもうダメだと思え
ば、社員の気持ちも揺らぎま
す。私たちが一生懸命に頑
張れば、社員は後継者を盛
り立ててくれるものです」と充
代社長は振り返る。
こうした想いに応えるよう
に、充代社長と牧副社長の
体制となってから、ある面白
い新商品を生み出すことに
成功した。それは“フル可動
ＱＰ”である。オビツボディ（注
４）をベースに、各関節が自在に動くキューピー人形であ
る。フル可動ＱＰは、面白いことを追及する社員の柔軟な
発想から生まれた商品となった。

新たな製品分野への進出

同社は、当公社の助成事業である「地域資源活用イノ
ベーション創出助成事業」の平成２３年度第１回（６号）に
採択され、関節と首が自由に曲がる救助訓練用のマネキ
ンを開発した。
それまで、消防署等の救助訓練で使用されてきた人形
は、人の形をした単なる砂袋で、人にはほど遠いものであっ
た。そんな中で、身長や体重、関節の曲がりや皮膚の感触
までを再現された人形は画期的であった。
開発に当たっては、東京消防庁からのアドバイスを受け

るなどをして、クオリティの高い製品に仕上げていった。もち
ろんMade in Japanである。開発後、この人形は“オビツ

ボディタフネス”と名付けられ、東京消防庁に納品され、
日々の訓練に使用されている。

さらなる会社の発展

スラッシュ成型の技術は残していかなければならないとい
う強い思いは「Made in JapanのObitsu」として今も世界
に発信され、同社は現在“世界のObitsu”になりつつある。

今後について伺うと、これからはものづくりの基盤技術を
活かし、ホビー分野だけでなく、実用品の様々なジャンルの
商品を作っていきたいと副社長は話す。
“マニアは本物を求めている”という三郎氏の言葉の
下、これからもクオリティの高い人形の製造を続けていくと
のこと。５０年前に東京の下町で生まれた一つの町工場
が、世界に向かって雄飛していくことを期待したい。　

（総合支援課　石田　翔）

部品の輸出から観光物産の製造へ

　株式会社オビツ製作所（以下同社）は、昭和４１年１１
月、尾櫃三郎前社長が勤務していたおもちゃ屋から独立
し、創業された。創業当時の日本は、輸出品の大部分をお
もちゃが占めており、このような状況の中で同社は、おも
ちゃの部品を製造し、輸出していた。当時、この業績は通
産省から“輸出貢献企業”として２度の表彰を受けるほど
のものであった。
　しかし、おもちゃ部品の輸出は長くは続かなかった。昭和
４６年以降、突然の円高によって輸出が落ち込んだのであ
る。また、昭和４０年代は日本の生活も豊かになり旅行を楽
しむ人たちが増え、観光地がにぎわうようになった時代であ
る。そんな中、知人から観光物産の問屋を紹介され、観光
物産の可能性を感じた同社は、スラッシュ成型（注２）を用
いたお土産品の製造を始めたのである。この時、主力商品
となる“キューピー人形（オビツキューピー）”の製造も開始
し、現在まで数百万個を売るヒット商品となった。社長の尾
櫃充代氏によれば、「キューピー人形は時代に左右される
ことなく売れる商品」ということで、今でも皆様に愛され続け
ている。

創業者のこだわり

現在の社長は創業社長の妻である充代氏である。充代
氏は、前社長の三郎氏のことを「一徹な性格であった」と
語る。その三郎氏は２つのこだわりを持っていた。
まず、一つ目は、スラッシュ成型による製品の製造であ
る。同社の製品の大半は、スラッシュ成型という成形方法
を用いて製造を行っている。スラッシュ成型は、高価な金型

を必要とするインジェクション成
型（射出成型）（注３）に比べる
と、製造期間も短く、樹脂と樹脂
の繋ぎ目が生まれないという利
点がある。
反面、天候や気温によって熱

する温度と時間を変える必要が
あるなど、生産には高い技術を
要し、大量生産には向いていな
い。さらには、こうした技術を身に
付けるには数年以上かかり、職
人の勘が商品の出来栄えを左
右することになる。
二つ目は、Made in Japanへ
のこだわりである。これまで多く
の企業が製造拠点を諸外国へ
移してきた。同社にも某大手玩
具メーカーから「海外に製造を移さないか」という誘いが
あったこともある。しかし、三郎氏は「No」という回答をした。
「職人的な技術を必要とするスラッシュ成型は、日本でない
とできない」「日本の職人さんの生活を守りたい」というのが
前社長の持論だったのである。

事業承継と創業者の死去

平成２３年４月に、前社長と現社長の次女である牧有里
子氏（現副社長）が、大手音楽関連企業を辞めて同社に
入社をした。しかし、畑ちがいの業界で仕事を続けてきた牧
氏にとっては、何もかもが初めての経験。まず「ものづくりと
は？」というところから理解することが必要であったと語る。

105

公社のさまざまな支援サービスをご利用いただいている元気企業を紹介する“キラリ企業”の現場から。
第105回目は、Made in Japanにこだわり、高い技術でソフトビニール製のおもちゃやドールと呼ばれる人
形の素体やフィギュアの製造を行っている株式会社オビツ製作所（葛飾区）をご紹介します。
同社は、当公社の地域資源活用イノベーション創出助成事業（注１）に採択され、等身大の救助訓練
用特殊マネキン“オビツボディタフネス”を開発されました。

 

企業名 ： 株式会社オビツ製作所
代表者 ： 代表取締役　尾櫃　充代
資本金 ： １，１１０万円　従業者数 ： ３０名
本社所在地 ： 東京都葛飾区金町４－１４－８
TEL ： ０３－３６００－２５６１
FAX ： ０３－３６０８－７７４５
URL : http://www.obitsu.co.jp

（注1）地域資源活用イノベーション創出助成事業…
東京都の地域資源の活用または東京都にある都市課題を
解決する事業を始める中小企業等を支援する助成事業。

（注２）スラッシュ成型…
塩化ビニールを金型に入れて加熱し、塩化ビニール樹脂の
厚さが２ミリ程度になったところで、不要な樹脂を取り出す。
その後、再度加熱を行い冷却の後、金型から樹脂を抜きだ
す成形方法。

（注３）インジェクション成型…
プラスチック等の材料のチップまたは粉末を溶融し、一定の
型に射出して成形する方法。

（注4）オビツボディ…
オビツ製作所が製造するソフトビニール等を使用して製造
した人形。関節が動くことで自由なポージングが可能であ
る。

「知る人ぞ知る！下町にあるドール・フィギュアの製造企業」

株式会社オビツ製作所

オビツボディ

牧有里子副社長（左）と尾櫃充代社長

フル可動ＱＰ
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「知る人ぞ知る！下町にあるドール・フィギュアの製造企業」

株式会社オビツ製作所

オビツボディ

牧有里子副社長（左）と尾櫃充代社長

フル可動ＱＰ
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中小企業経営のツボ中小企業経営のツボ
三尾会計事務所　代表 三尾隆志

http://www.miocci.com

社長の独演会。毎度のことながら、社内で会議
となると、社長が議長となり、自社の技術やお客
様がいかに優れているかを語り、物づくりにはど
れだけ誠意が重要であるかを延々と説き、結局
何も決まらずに解散、なんていうことはないで
しょうか。
それは極端としても、「結局、社長は何をしたい
のかが分からない」、「社員にどうなって欲しいの
かが分からない」という声を、中小企業の社員か
ら聞くことがあります。
会社は、お客様に商品や製品サービスを提供

することで成長し続けるとともに、社員の生活の
糧を稼ぎ続けます。その大切な役目を果たす会
社の先行きについて、経営者と社員が同じ方向
に向かって進んでいないとなると、会社はいずれ
衰退に向かうことも考えられます。

■利益をいくら出さなければならないか
受注の拡大、新製品と新技術の開発、コスト削
減、品質の向上など、会社にはするべきことが山
積しています。
もちろん、会社にとっては、どれをとっても重
要なテーマなのですが、何事にも優先順位とい
うものがあり、限られた経営資源を投入する場合
に、効率的に会社の利益の向上に貢献できる方
策を採用すべきです。
しかし、あれもこれも重要なことばかりで、経
営者が明確な方針を提示できないということが
往々にして起こります。
会社が成長を続け、社員の生活水準を向上さ
せるためには、会社が利益を上げ続ける必要が
あるのは分かっていても、そのためにはいくらの
利益を出せばいいのかを語れる経営者は多くあ
りません。
「とにかく利益を出せばいい」と言うのでは、社
員も何にどう力を入れたらよいかわからないも

のです。仮に、現在の年間の人件費や管理費など
の固定的な費用が2億円かかるとすれば、まず年
度末までにその2億円はどうしても本業で稼が
なければなりません。
そんな当たり前のことすら、経営者から言われ

なければ、社員は今まで通りのやり方で、可もな
く不可もなく仕事を続けるだけでいいと考えて
しまうものです。

■予定の利益を超えれば皆で祝杯！
そう簡単に受注が増える環境にないとすれば、

社長から「とにかく今までの受注を落とさないよ
うに細心の注意を払って、お客様との密な接触を
欠かさないことが大切だ」などと具体的に言って
もらえれば、社員もわかります。
そのうえで、受注減少の可能性を考えて、固定

費のハードルを下げるために、無駄な固定費は圧
縮し、利益の出やすい体質にする。加えて、お客
様ごとの原価内容を見直し、外注に出している作
業の一部を内製化し、付加価値を社内に取り込
む。
さらに、「採算の合わないお客様には受注単価
の引き上げ交渉を行い、その結果、取引がなく
なってしまったとしても、現状の利益を確保でき
る体制を作るぞ」と言ってもらえるといいでしょ
う。
最後は、自分たちの会社を成長させてくれる

のはお客様なのですから、「既存のお客様へ新製
品・新技術の提案や新規のお客様へのアプロー
チなど、社員全員でやりましょう」と言ってくれれ
ばいいのです。最後は社長を含めた全員のチー
ムワークです。

経営者の考えが社員に素早く伝わるテクニック
ー 経営者と社員が一緒に未来の会社をつくる ー

経営のお悩み・疑問にその道のプロがお答えします。

ワンストップ総合相談窓口
TEL 03-3251-7881

この度、国際化支援室は東京都立産業貿易センター浜松町館の建て替えに伴い、平成27年6月22日
より新事務所に移転することになりました。引き続き、下記「海外ワンストップ相談」等、海外展開による
業績向上へのニーズに応える多様な支援を行ってまいります。

　海外ワンストップ相談のご案内
　国際化支援室では「海外ワンストップ相談窓口」を設置し、英語にも堪能な専門相談員が契約関連、安全品質管
理、税制、規格等海外展開に関する必要なアドバイスを無料で行っています。
　海外ビジネスは国内ビジネスと比較するとリスクを伴う可能性が高く、販売促進等を行うにあたり、事前に入念
な準備を行うことが成功への秘訣です。これから海外市場を目指す中小企業の皆さまへ専門相談員がわかりやす
く丁寧に対応します。この機会に、ぜひお気軽にご相談ください。

相談日
祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日まで
9:00～12:00／13:00～16:00
相談時間は１時間以内です。

コンタクト方法
1  来訪（予約制）による相談
　 国際化支援室のホームページ（http://www.tokyo-trade-center.or.jp/）内の入力フォームまたは、
  電話03-5822-7241にてご予約ください。（６月19日までの連絡先：03-3438-2026）
2  E-mailによる相談
    国際化支援室のホームページ（http://www.tokyo-trade-center.or.jp/）内の入力フォームに相談内容を
  入力し、送信してください。
3  電話による相談
    相談日に03-5822-7241までお電話ください。（６月19日までの連絡先：03-3438-2026）
※ 海外販路ナビゲータ等による、ASEAN等への販路開拓支援も行っています。合わせてお気軽にご相談ください。

移転先
〒101-0024
住 所：東京都千代田区神田和泉町1-13
　　 住友商事神田和泉町ビル９Ｆ
アクセス：ＪＲ線「秋葉原駅」昭和通り口徒歩10分
つくばエクスプレス「秋葉原駅」A3出口徒歩10分
東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」1番出口徒歩10分
ＴＥＬ：０３－５８２２－７２４１
《６月19日までの連絡先》
〒105-0022
住 所：東京都港区海岸1-7-8　
　　 都立産業貿易センター浜松町館２Ｆ
ＴＥＬ：０３－３４３８－２０２６

国際化支援室
事務所移転及び海外展開相談のご案内

問
い
合
わ
せ
先

国際化支援室　海外展開に関するご相談はこちらへ
E-mail：kaigaisodan@tokyo-kosha.or.jp
公社トップページ　→　海外展開　→　国際化支援室

!
海外展開の
ヒント
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平成26年度に取り組んだ産学連携デザインイノベーション事業の成果事例をご紹介します。
自社商品を開発したい都内中小企業が、デザイン系学部を持つ大学と互いの技術や発想を活かし
共同で新たな商品開発を行いました。
中小企業と学生デザイナーの双方にとって、大きな力・貴重な体験となっています。
（産学連携デザインイノベーション事業は、平成26年度をもって終了いたしました）

学生デザイナーと中小企業の共同商品開発学生デザイナーと中小企業の共同商品開発

首都大学東京　×　オリンピア照明株式会社

LED照明を用いた植物栽培システムの多角的応用のデザイン開発

参加企業の声
弊社商品「灯菜」の価値は、「インテリアとして部屋の中を飾り、癒しの空間を提供する」という商品の持つイ

ンテリア性および、そこから醸し出される〈癒し〉といったハードとソフトの組み合わせが重要になります。提案
の３点は、部屋の中で主張し過ぎず、空間となじむデザインです。その中に緑や赤の植物が顔を出し、LED の
灯りがそれらにスポットライトをあてることで、人々が癒しを体感できるものになっています。コンセプトをうま
く汲み取ったデザイン提案をいただけたこと、感謝致します。
※「灯菜 Akarina」はオリンピア照明㈱の登録商標です。

（オリンピア照明株式会社　代表取締役社長　浅野 純也）

　当プロジェクトでは、LEDを用いた水耕栽培システムの多
角的な応用を目指し、オリンピア照明㈱とともに商品の共同
開発を行いました。
　我々首都大チームに課せられたミッションは、これまで培っ
てきた企業の技術と品質、そして新たに取り組む研究分野を
融合させ、デザインを通した答えを出すことでした。
　まずは問題点を洗い出すために、これまで製造してきた商
品の分析や市場調査を行いました。そこで見えてきたことが、
使用シーンを家庭という場に限定しないことと、照明と植物
をつなぐ新たな機能を付加することでした。多様なライフスタ
イルを想定し、ここでは、小物入れ、パーテーション、棚、といっ
た要素がその役割を担いました。
　今後の展望は、市場に打ち出すための製造方法の検討、機
構の検証、素材の選択、デザインバリエーション展開などを再
考することです。さらに海外に向けたプロモーション活動な
ど、ハードのデザイン以外の戦略も視野に入れています。
（首都大学東京　准教授　藤原 敬介）

事業戦略支援室　事業化支援係
TEL：03-5822-7232　E-mail：senryaku@tokyo-kosha.or.jp　

アイデアをスタディ模型で具現化

人+モノ+空間というキーワードを元に、従来の水耕栽培器よりも
インテリア性を高めたデザインを考案。

（知的財産保護のため、スケッチを掲載しています）

スケッチによる
アイデア展開

最終
プレゼンテーション

公社では、この成果が同社の経営戦略に大きく貢献することを期待し、引き続きフォローしていきます。

ホームページにアクセスを!

TEL：03-5822-7237　E-mail:kigyo@tokyo-kosha.or.jp
新事業創出課 

平成26年度調査の特徴
　リーマン・ショックの影響で大幅に悪化した平成22年度調査以降
は持ち直しの動きが見られていましたが、足踏みとなりました。売
上高増加率(▲1.8％)はマイナス幅が拡大し、それ以外の収益性
比率も悪化した比率が多くなりました。黒字企業も25年度調査
(74.2％)より2.1ポイント減少し72.1％となりました。ただ安全
性を示す比率は比較的高い水準を保っています。

1  収益性
　平成25年度に比べて悪化した比率の方が多くなりました。総資
本経常利益率(1.5％)は0.4ポイント、売上高総利益率(28.2％)
は0.2ポイント、売上高営業利益率(1.0％)は0.8ポイント、売上高
経常利益率(1.4％)は0.7ポイント、加工高比率(52.6％)は0.7ポ
イントそれぞれ悪化し、売上高増加率(▲1.8％)もマイナス幅が拡
大しました。総資本回転率(1.1回)は横ばいでした。

2  生産性
　従業者1人当たり年間加工高(8,095千円)は333千円減少しま
した。また比率が低いほど良好としている加工高対人件費比率
(59.4％)は1.8ポイント改善しました。

3  安全性
　当座比率(212.1％)は2.3ポイント、棚卸資産回転率(26.0回)
は2.2回転、固定資産回転率(4.9回)は0.4回転それぞれ増加しま
したが、流動比率(292.4％)は0.3ポイント、自己資本比率
(27.4％)は1.2ポイント減少しました。また比率が低いほど良好と
している固定長期適合率(63.3％)は2.5ポイント、借入金月商倍
率(6.6倍)は0.2か月分悪化しました。

（新事業創出課　今井秀也）

【調査対象業種(40業種)】
織物・染色整理・ニット、外衣・シャツ、製材･木箱、かばん・袋物、生活
雑貨品、家具、建具、建築金物、紙製品、紙製容器、印刷、写真製版、
製本、化学工業、プラスチック製品、工業用ゴム製品、窯業・土石製
品、鉄鋼、非鉄金属、洋食器・刃物・金物、板金、金属プレス加工、金属
塗装、電気メッキ、ねじ、ばね、バルブ、生産用機械器具、一般産業機
械、金型、自動車部品、計量・測定・分析・試験機、医療用機器、光学機
械器具、電球・電気照明器具、電気計測器、電子部品・デバイス・電子
回路、食料品、飲料、がん具・運動用具

　本調査は都内中小企業の貸借対照表や損益計算書などの決算書から業種ごとの経営比率を作成し、都内中小企業の経営や
政策立案などへ活用することを目的として昭和48年度に東京都で事業が開始されました。平成18年度以降は東京都から業務委託
された当公社が調査を実施しています。
　平成26年度は製造業、卸売業、小売業、生活支援サービス業、企業支援サービス業の96業種に対して平成26年6月から8月に調
査を実施しました。平成25年4月から同26年3月までに行なわれた決算を調査対象とし、3,672社に郵送、有効回答率は37.4％でした。
この調査結果を今後5回にわたり紹介します。
　第1回目は製造業の経営比率について解説します。集計企業数は555社、平均従業者数は51人、黒字企業が72.1％、赤字企業
（経常損益が負）が26.5％でした（経常利益額不明は1.4％）。なお、製造業の26年度調査対象業種は以下に示す40業種です。

「東京都中小企業業種別経営動向調査（平成26年度調査）」の概要
（第1回：製造業）
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平成26年度に取り組んだ産学連携デザインイノベーション事業の成果事例をご紹介します。
自社商品を開発したい都内中小企業が、デザイン系学部を持つ大学と互いの技術や発想を活かし
共同で新たな商品開発を行いました。
中小企業と学生デザイナーの双方にとって、大きな力・貴重な体験となっています。
（産学連携デザインイノベーション事業は、平成26年度をもって終了いたしました）

学生デザイナーと中小企業の共同商品開発学生デザイナーと中小企業の共同商品開発

首都大学東京　×　オリンピア照明株式会社

LED照明を用いた植物栽培システムの多角的応用のデザイン開発

参加企業の声
弊社商品「灯菜」の価値は、「インテリアとして部屋の中を飾り、癒しの空間を提供する」という商品の持つイ

ンテリア性および、そこから醸し出される〈癒し〉といったハードとソフトの組み合わせが重要になります。提案
の３点は、部屋の中で主張し過ぎず、空間となじむデザインです。その中に緑や赤の植物が顔を出し、LED の
灯りがそれらにスポットライトをあてることで、人々が癒しを体感できるものになっています。コンセプトをうま
く汲み取ったデザイン提案をいただけたこと、感謝致します。
※「灯菜 Akarina」はオリンピア照明㈱の登録商標です。

（オリンピア照明株式会社　代表取締役社長　浅野 純也）

　当プロジェクトでは、LEDを用いた水耕栽培システムの多
角的な応用を目指し、オリンピア照明㈱とともに商品の共同
開発を行いました。
　我々首都大チームに課せられたミッションは、これまで培っ
てきた企業の技術と品質、そして新たに取り組む研究分野を
融合させ、デザインを通した答えを出すことでした。
　まずは問題点を洗い出すために、これまで製造してきた商
品の分析や市場調査を行いました。そこで見えてきたことが、
使用シーンを家庭という場に限定しないことと、照明と植物
をつなぐ新たな機能を付加することでした。多様なライフスタ
イルを想定し、ここでは、小物入れ、パーテーション、棚、といっ
た要素がその役割を担いました。
　今後の展望は、市場に打ち出すための製造方法の検討、機
構の検証、素材の選択、デザインバリエーション展開などを再
考することです。さらに海外に向けたプロモーション活動な
ど、ハードのデザイン以外の戦略も視野に入れています。
（首都大学東京　准教授　藤原 敬介）

事業戦略支援室　事業化支援係
TEL：03-5822-7232　E-mail：senryaku@tokyo-kosha.or.jp　

アイデアをスタディ模型で具現化

人+モノ+空間というキーワードを元に、従来の水耕栽培器よりも
インテリア性を高めたデザインを考案。

（知的財産保護のため、スケッチを掲載しています）

スケッチによる
アイデア展開

最終
プレゼンテーション

公社では、この成果が同社の経営戦略に大きく貢献することを期待し、引き続きフォローしていきます。
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している固定長期適合率(63.3％)は2.5ポイント、借入金月商倍
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された当公社が調査を実施しています。
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この調査結果を今後5回にわたり紹介します。
　第1回目は製造業の経営比率について解説します。集計企業数は555社、平均従業者数は51人、黒字企業が72.1％、赤字企業
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KDIC2558

登録番号（26）251

◇ DI（DiffusionIndex：景況判断指数）
指数（%）の算出方法は次のとおりで

ある。

Ｘ：「良い」「増加」「上昇」等の回答企業数
Ｙ：「普通」「ほぼ同様」等の回答企業数
Ｚ：「悪い」「減少」「低下」等の回答企業数
従って、　DIのプラスは景況の好転（売上高の増加等）、
マイナスは景況の悪化（売上高の減少等）を表している。

　Ｘ－Ｚ　　DI ＝─────× 100　Ｘ＋Ｙ＋Ｚ　　

（注）調査票回収期間平成 27 年４月１日～４月９日

登録企業情報コーナー このコーナーでは仕事の受注・発注を希望されている企業の
情報を掲載しています。お問合せは各問合せ窓口まで。

お問合せ開始日　　6月17日（水） ＡＭ9時30分から

TEL：03-3251-7883  FAX：03-3251-7888 E-mail：torihiki@tokyo-kosha.or.jp
取引振興課

  

TEL：03-3832-3675　FAX：０３-3832-3679  E-mail:sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp
企業人材支援課　人材支援係　片倉

公社トップページ　→　研修・セミナー・人材育成・社員教育　→　人材確保・育成総合支援

期待効果期待効果

申
し
込
み・

問
い
合
わ
せ
先

中小企業人材確保・育成総合支援事業

人材確保・定着に向けた「職場環境づくり」
 を 人材ナビゲータがサポートします！
　公社では、人材の確保・定着に向けた、働きやすい職場環境づくりに取り組む企業の「仕事と家庭の
両立（ワークライフバランス）」や「女性活躍の推進」を集中的に支援します。
　人材ナビゲータ(※)が事業所に訪問し、現状把握、課題整理、改善計画策定・実施、フォローアップ
等の活動に対し、きめ細かなハンズオン支援を行ないます。
　支援に際しては、東京都、国、公的支援機関等の各種助成制度等の施策を活用するなどし、効率的
かつ効果的な支援を行います。

(※)人材ナビゲータとは・・・製造業、流通業、
サービス業、広告業などの出身で、企業
経営や人事労務分野に長らく従事し、実
務経験や専門知識・ノウハウを有する人
材確保、定着、育成のスペシャリストで
す。

●優秀な人材の確保・定着
●女性の活躍推進
●社員の意欲向上
●長時間労働の削減
●業務の効率化　
●生産性の向上

対　　象：仕事と家庭の両立や女性活躍の推進等の働きやすい職場環境づくりに取り組む都内中小企業。
具体的取り組み（事例）：
●育児・介護両立支援(制度・規程類の整備)
●業務の効率化(管理業務、会議体等の効率化、ICTの導入)
●多様な働き方の実現(在宅勤務、変形労働時間制、モバイル勤務等の導入)
●人材育成の実施(ワークライフバランスの普及啓発に向けた研修等の取組み)等のサポート
支援期間：平成27年6月から28年3月末（継続支援あり）
実施規模：5社程度
利 用 料：無料

　東京都では、都内の中小企業3,875社を対象に、景気動向（業況、生産額、在庫等）を調査し、公表して
います。企業経営の参考にしてください。

調査対象企業数：3,875　回答企業数：1,360　回答率35.1％

◎業況と見通し
３月の都内中小企業の業況DI（業況が「良い」とした企業割合－

「悪い」とした企業割合）は、当月▲35（前月▲35）と横ばいで、昨年11
月（▲35）以降５か月間ほぼ動きがみられません。今後３か月間（４～６
月）の業況見通しDI（当月（３月）に比べて「良い」とした企業割合－
「悪い」とした企業割合）は、当月▲11（前月▲18）と７ポイント増加し、
全業種・全規模で改善への期待が高まっています。
業種別の業況DIをみると、製造業（▲30→▲33）は３ポイントとわず

かに低下し、昨年11月以降４か月間続いた▲30の水準から悪化しま
した。卸売業（▲42→▲41）はほぼ横ばいで、昨年11月以降±２ポイン
ト内のわずかな動きとなっています。小売業（▲48→▲49）もほぼ横ば
いで推移しました。サービス業（▲22→▲24）は２ポイント悪化し、２か
月連続の増加から減少しました
業種別の業況見通しDIをみると、サービス業（▲16→▲６）は10ポ

イントと二桁増加したほか、卸売業（▲19→▲10）、小売業（▲32→▲
23）が９ポイント増加しました。製造業（▲10→▲８）は２ポイントとわず
かに増加しました。

東京都中小企業の景況

～全業種・全規模で改善への期待～

本調査報告の詳細は、東京都産業労働局ホームページで
ご覧いただけます。
また、本調査に協力していただける企業を募集しています。

http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp
東京都産業労働局商工部調整課

業況DI・業況見通しDI（全体） （季節調整済DI）

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。ただし2012年4月の山及び11月の谷については暫定。
＊業況見通しは、「当月に比べ」た今後３か月間の業況の見通し。
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■受注情報
整
理
番
号

受注案件 No.
所在地区

資本金
従業員数

希望する仕事又は自社 PR 主要設備または業務の詳細 経験
年数 問合せ窓口

1
No.00042660

大田区
500万円

3人
金属加工の部品シャーシ、筐体組立、枠

組立、異形鋼の加工組立、溶接加工
金属加工用機械、切断曲穴あけ、高精度
の組立加工、溶接その他加工 50 年

城南支社
TEL 03-3733-6245
FAX 03-3733-6246

■発注情報
整
理
番
号

発注案件 No.
所在地区

資本金
従業員数

発注品名 加工内容 材質 必要設備　他 金額・数量 支払条件 問合せ窓口

1
No.00042636

台東区
3,092万円

10人
牛革粉末 牛革の端切れを

粉末加工 牛革 必要設備一式 相談 現金
取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888
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登録番号（26）251

◇ DI（DiffusionIndex：景況判断指数）
指数（%）の算出方法は次のとおりで

ある。

Ｘ：「良い」「増加」「上昇」等の回答企業数
Ｙ：「普通」「ほぼ同様」等の回答企業数
Ｚ：「悪い」「減少」「低下」等の回答企業数
従って、　DIのプラスは景況の好転（売上高の増加等）、
マイナスは景況の悪化（売上高の減少等）を表している。

　Ｘ－Ｚ　　DI ＝─────× 100　Ｘ＋Ｙ＋Ｚ　　

（注）調査票回収期間平成 27 年４月１日～４月９日

登録企業情報コーナー このコーナーでは仕事の受注・発注を希望されている企業の
情報を掲載しています。お問合せは各問合せ窓口まで。

お問合せ開始日　　6月17日（水） ＡＭ9時30分から

TEL：03-3251-7883  FAX：03-3251-7888 E-mail：torihiki@tokyo-kosha.or.jp
取引振興課

  

TEL：03-3832-3675　FAX：０３-3832-3679  E-mail:sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp
企業人材支援課　人材支援係　片倉

公社トップページ　→　研修・セミナー・人材育成・社員教育　→　人材確保・育成総合支援

期待効果期待効果

申
し
込
み・

問
い
合
わ
せ
先

中小企業人材確保・育成総合支援事業

人材確保・定着に向けた「職場環境づくり」
 を 人材ナビゲータがサポートします！
　公社では、人材の確保・定着に向けた、働きやすい職場環境づくりに取り組む企業の「仕事と家庭の
両立（ワークライフバランス）」や「女性活躍の推進」を集中的に支援します。
　人材ナビゲータ(※)が事業所に訪問し、現状把握、課題整理、改善計画策定・実施、フォローアップ
等の活動に対し、きめ細かなハンズオン支援を行ないます。
　支援に際しては、東京都、国、公的支援機関等の各種助成制度等の施策を活用するなどし、効率的
かつ効果的な支援を行います。

(※)人材ナビゲータとは・・・製造業、流通業、
サービス業、広告業などの出身で、企業
経営や人事労務分野に長らく従事し、実
務経験や専門知識・ノウハウを有する人
材確保、定着、育成のスペシャリストで
す。

●優秀な人材の確保・定着
●女性の活躍推進
●社員の意欲向上
●長時間労働の削減
●業務の効率化　
●生産性の向上

対　　象：仕事と家庭の両立や女性活躍の推進等の働きやすい職場環境づくりに取り組む都内中小企業。
具体的取り組み（事例）：
●育児・介護両立支援(制度・規程類の整備)
●業務の効率化(管理業務、会議体等の効率化、ICTの導入)
●多様な働き方の実現(在宅勤務、変形労働時間制、モバイル勤務等の導入)
●人材育成の実施(ワークライフバランスの普及啓発に向けた研修等の取組み)等のサポート
支援期間：平成27年6月から28年3月末（継続支援あり）
実施規模：5社程度
利 用 料：無料

　東京都では、都内の中小企業3,875社を対象に、景気動向（業況、生産額、在庫等）を調査し、公表して
います。企業経営の参考にしてください。

調査対象企業数：3,875　回答企業数：1,360　回答率35.1％

◎業況と見通し
３月の都内中小企業の業況DI（業況が「良い」とした企業割合－

「悪い」とした企業割合）は、当月▲35（前月▲35）と横ばいで、昨年11
月（▲35）以降５か月間ほぼ動きがみられません。今後３か月間（４～６
月）の業況見通しDI（当月（３月）に比べて「良い」とした企業割合－
「悪い」とした企業割合）は、当月▲11（前月▲18）と７ポイント増加し、
全業種・全規模で改善への期待が高まっています。
業種別の業況DIをみると、製造業（▲30→▲33）は３ポイントとわず

かに低下し、昨年11月以降４か月間続いた▲30の水準から悪化しま
した。卸売業（▲42→▲41）はほぼ横ばいで、昨年11月以降±２ポイン
ト内のわずかな動きとなっています。小売業（▲48→▲49）もほぼ横ば
いで推移しました。サービス業（▲22→▲24）は２ポイント悪化し、２か
月連続の増加から減少しました
業種別の業況見通しDIをみると、サービス業（▲16→▲６）は10ポ

イントと二桁増加したほか、卸売業（▲19→▲10）、小売業（▲32→▲
23）が９ポイント増加しました。製造業（▲10→▲８）は２ポイントとわず
かに増加しました。

東京都中小企業の景況

～全業種・全規模で改善への期待～

本調査報告の詳細は、東京都産業労働局ホームページで
ご覧いただけます。
また、本調査に協力していただける企業を募集しています。

http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp
東京都産業労働局商工部調整課

業況DI・業況見通しDI（全体） （季節調整済DI）

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。ただし2012年4月の山及び11月の谷については暫定。
＊業況見通しは、「当月に比べ」た今後３か月間の業況の見通し。
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KDIC2558

機械要素技術展(M-Tech)ホームページ　http://www.mtech-tokyo.jp/

取引振興課

TEL：03-3251-7883　FAX：03-3251-7888

来る６月２４日（水）から２６日（金）に「第１９回機械要素技術展」が東京ビッグサイトで開催されます。
公社ブースに出展するきらりと光る技術を持った１６社をご紹介します！　
是非会場に足をお運びください！

＜開催概要＞
会　期 ： ６月２４日（水）～２６日（金）１０：００～１８：００　
　　　　※２６日（金）のみ１７：００終了
会　場 ： 東京ビッグサイト
主　催 ： リード エグジビション ジャパン（株）
※本展示会への入場には招待券が必要です。機械要素技術展ホームページから招待券を入手いただくか、取引振興課までご連絡ください。

＜公社が出展を支援する企業製品のご紹介＞東4ホール東55-34に出展しています！

～機械要素、加工技術を一堂に集めた日本最大の専門技術展～

まもなく
開催！ 19

昨年の様子

この春、北陸新幹線、上野東京ラインと新しい路線
の誕生とともに、北斗星の定期運行終了などが話題
となりました。ところで、上野東京ラインを走る通勤
電車は銀色の車体が多いのに、新幹線には銀色の車
両は見当たりません。これはなぜでしょう。
秘密は車両材料にあります。昔の鉄道車両は鉄鋼

材で作られていました。鉄鋼は安価で強度に優れて
いますが、野ざらしにすると錆びるため、定期的な塗
装が必要で、多大な費用がかかっていました。
そこで、錆びにくい材料であるステンレスを使用し

た銀色の車両が誕生しました。ステンレスは鉄鋼材と
比べると高価ですが、塗装が不要なため、最近の電車
の多くがステンレス製となっています。
では、新幹線は何故塗装しているのでしょう。現在

の新幹線車両はアルミニウム合金材で作られていま
す。以前は鉄鋼材で作られていましたが、最高速度の
向上や、降雪地域を走るための耐雪装置の重量増加
などに伴い、車両を軽量化する必要に迫られ、鉄鋼材
よりかなり高価ですが、重さが約1/3と軽いアルミニ
ウム合金が使われるようになりました。
さらに、最近の新幹線車両はアルミサッシと同様の

製法で作られています。下図に示すように、断面がダ
ンボールのような複雑な形状（ダブルスキン構造）の
角パイプ状部材（長さ25m）をつなげて車体が作ら
れています。この構造により、壁や屋根自体で強度を
保つことができ、柱や梁が不要となったため、製法が
簡単になり、車内も広くなりました。しかし、アルミニ
ウム合金自体はそのままでは白く錆びてしまい、溶接
痕も見苦しいため、塗装により、見た目を美しく、錆び
ないようにしています。

このように、最近では軽量化を主目的に鉄の代わり
にアルミニウム合金が使われることが多くなっていま
す。自動車のエンジンも昔は鋳鉄という鉄製でした
が、今ではほぼアルミニウム合金製です。

アルミニウムというとアルミホイルのようなやわら
かい金属を想像しますが、アルミニウム合金は、各種
元素を添加して強度を上げています。この中に不純
物があると、錆びやすくなったり、強度が落ちたり、見
た目が悪くなったりといろいろな不都合が起きます。
製品・試作品の破壊などの製品不良が起きた場合

は、再発防止、改善、顧客の信頼回復のためにも原因
を調べることが必要です。しかし、設計、材料、製法な
ど数多くの要因の中から原因を特定するためには、強
度試験、材料分析、組織解析などの試験が必要とな
り、中小企業だけでは対応しきれない場合もありま
す。特に、アルミニウム鋳造品は海外に生産を委託し
ているケースが増え、壊れた製品・試作品以外に手が
かりがない場合も多く、ますます原因究明が難しく
なっています。
東京都立産業技術研究センターでは、技術相談

や、中小企業が導入困難な高度な試験装置による各
種依頼試験によって、このような製品不良や製品開
発での原因推定を行うなど、問題解決のお手伝いを
しています。

このコーナーでは、東京都立産業技術研究センターで取り組んでいる技術研究・開発を、生活に身近な乗り物の
事例から解説し、ご紹介します。

― 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター ―― 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター ―― 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター ―
乗り物と技術乗り物と技術乗り物と技術

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
〒135-0064　江東区青海２-４-１０
TEL：03-5530-2521（広報室） ホームページ:http://www.iri-tokyo.jp

問
い
合
わ
せ
先

新幹線とアルミサッシの共通点？

ダブルスキン構造

北陸新幹線用車両（E7系）

菱和工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　  http://www.ryowa-kogyo.co.jp
製造業ご支援サービス（設計・試作・部品調達・受託組立）
株式会社静科　　　　　　　　　　　　　　　　  http://www.hitori-shizuka.jp/
薄型軽量防音パネル。体感用防音BOX
株式会社昭洋精機　　　                                  http://www.shoyoseiki.co.jp/
アルミ材に特化したマシニングセンターによる機械部品加工（国内回帰するアルミ加工部品）
株式会社ハシバモールド　　　                          http://www.hashiba-shisaku.co.jp
石膏鋳造品、焼失鋳造品のサンプル品
株式会社ＳＵＧＡ・システムズ　　　                     http://www.sgsystems.jp
国産オリジナル　３Ｄプリンター。ＬＯＧＳＩＴＥ　ＬＳ－３０２
泰興物産株式会社　　　                                  http://www.tycoh.co.jp/
3Dプリンタで作成した樹脂型を射出成形型として使用する短納期試作システム
株式会社アジャスト　　　                                 http://www.adjnet.co.jp
金属・樹脂等の機械加工品　ねじ部品
アロニクス株式会社　　　                               http://www.alonics.co.jp
ろう付けやはんだ付け、焼入れ、鍛造等、加熱工程のための誘導加熱装置
株式会社クライム・ワークス　　　                      http://www.climbworks.co.jp
試作加工の専門メーカーとして金属・樹脂製品の短納期試作加工実例をご紹介いたします。
日工産業株式会社　　　                                  http://www.nikko-bulgeform.co.jp
自動車部品、バルブ関係部品、自転車部品、架線金物、建築金物など。
株式会社ヤマテック　　　                                http://www.yama-tech.com
拡散接合による「冷却流路付金型」、「マイクロヒートシンク」、「メッシュ製品」、「電子部品の治具・パレット」
株式会社ヒキフネ　　　                                   http://www.hikifune.com
装飾めっき、機能めっきのご紹介をさせていただきます。又、素材からめっきまでの一貫生産も可能です。
広島ネームプレート工業株式会社 東京営業所　　　http://www.hiroshima-name.co.jp/
銘板・操作盤・精密エッチング加工・各種シ－ル・点字
長尾工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　http://www.nagao-inck.co.jp/
弊社加工品サンプル
株式会社江北ゴム製作所　　　                          http://www.kouhoku.co.jp/
独自の材料開発力（配合技術）と幅広い加工技術により、お客様のニーズに積極的に対応致します！！
墨田螺子産業株式会社　　　                            http://www.sumidams.co.jp/
NC旋盤・マシニングによる機械加工部品サンプル。自社オリジナル防災笛・ホイッスル
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機械要素技術展(M-Tech)ホームページ　http://www.mtech-tokyo.jp/

取引振興課

TEL：03-3251-7883　FAX：03-3251-7888

来る６月２４日（水）から２６日（金）に「第１９回機械要素技術展」が東京ビッグサイトで開催されます。
公社ブースに出展するきらりと光る技術を持った１６社をご紹介します！　
是非会場に足をお運びください！

＜開催概要＞
会　期 ： ６月２４日（水）～２６日（金）１０：００～１８：００　
　　　　※２６日（金）のみ１７：００終了
会　場 ： 東京ビッグサイト
主　催 ： リード エグジビション ジャパン（株）
※本展示会への入場には招待券が必要です。機械要素技術展ホームページから招待券を入手いただくか、取引振興課までご連絡ください。

＜公社が出展を支援する企業製品のご紹介＞東4ホール東55-34に出展しています！

～機械要素、加工技術を一堂に集めた日本最大の専門技術展～

まもなく
開催！ 19

昨年の様子

この春、北陸新幹線、上野東京ラインと新しい路線
の誕生とともに、北斗星の定期運行終了などが話題
となりました。ところで、上野東京ラインを走る通勤
電車は銀色の車体が多いのに、新幹線には銀色の車
両は見当たりません。これはなぜでしょう。
秘密は車両材料にあります。昔の鉄道車両は鉄鋼

材で作られていました。鉄鋼は安価で強度に優れて
いますが、野ざらしにすると錆びるため、定期的な塗
装が必要で、多大な費用がかかっていました。
そこで、錆びにくい材料であるステンレスを使用し

た銀色の車両が誕生しました。ステンレスは鉄鋼材と
比べると高価ですが、塗装が不要なため、最近の電車
の多くがステンレス製となっています。
では、新幹線は何故塗装しているのでしょう。現在

の新幹線車両はアルミニウム合金材で作られていま
す。以前は鉄鋼材で作られていましたが、最高速度の
向上や、降雪地域を走るための耐雪装置の重量増加
などに伴い、車両を軽量化する必要に迫られ、鉄鋼材
よりかなり高価ですが、重さが約1/3と軽いアルミニ
ウム合金が使われるようになりました。
さらに、最近の新幹線車両はアルミサッシと同様の

製法で作られています。下図に示すように、断面がダ
ンボールのような複雑な形状（ダブルスキン構造）の
角パイプ状部材（長さ25m）をつなげて車体が作ら
れています。この構造により、壁や屋根自体で強度を
保つことができ、柱や梁が不要となったため、製法が
簡単になり、車内も広くなりました。しかし、アルミニ
ウム合金自体はそのままでは白く錆びてしまい、溶接
痕も見苦しいため、塗装により、見た目を美しく、錆び
ないようにしています。

このように、最近では軽量化を主目的に鉄の代わり
にアルミニウム合金が使われることが多くなっていま
す。自動車のエンジンも昔は鋳鉄という鉄製でした
が、今ではほぼアルミニウム合金製です。

アルミニウムというとアルミホイルのようなやわら
かい金属を想像しますが、アルミニウム合金は、各種
元素を添加して強度を上げています。この中に不純
物があると、錆びやすくなったり、強度が落ちたり、見
た目が悪くなったりといろいろな不都合が起きます。
製品・試作品の破壊などの製品不良が起きた場合

は、再発防止、改善、顧客の信頼回復のためにも原因
を調べることが必要です。しかし、設計、材料、製法な
ど数多くの要因の中から原因を特定するためには、強
度試験、材料分析、組織解析などの試験が必要とな
り、中小企業だけでは対応しきれない場合もありま
す。特に、アルミニウム鋳造品は海外に生産を委託し
ているケースが増え、壊れた製品・試作品以外に手が
かりがない場合も多く、ますます原因究明が難しく
なっています。
東京都立産業技術研究センターでは、技術相談

や、中小企業が導入困難な高度な試験装置による各
種依頼試験によって、このような製品不良や製品開
発での原因推定を行うなど、問題解決のお手伝いを
しています。

このコーナーでは、東京都立産業技術研究センターで取り組んでいる技術研究・開発を、生活に身近な乗り物の
事例から解説し、ご紹介します。

― 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター ―― 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター ―― 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター ―
乗り物と技術乗り物と技術乗り物と技術

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
〒135-0064　江東区青海２-４-１０
TEL：03-5530-2521（広報室） ホームページ:http://www.iri-tokyo.jp

問
い
合
わ
せ
先

新幹線とアルミサッシの共通点？

ダブルスキン構造

北陸新幹線用車両（E7系）

菱和工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　  http://www.ryowa-kogyo.co.jp
製造業ご支援サービス（設計・試作・部品調達・受託組立）
株式会社静科　　　　　　　　　　　　　　　　  http://www.hitori-shizuka.jp/
薄型軽量防音パネル。体感用防音BOX
株式会社昭洋精機　　　                                  http://www.shoyoseiki.co.jp/
アルミ材に特化したマシニングセンターによる機械部品加工（国内回帰するアルミ加工部品）
株式会社ハシバモールド　　　                          http://www.hashiba-shisaku.co.jp
石膏鋳造品、焼失鋳造品のサンプル品
株式会社ＳＵＧＡ・システムズ　　　                     http://www.sgsystems.jp
国産オリジナル　３Ｄプリンター。ＬＯＧＳＩＴＥ　ＬＳ－３０２
泰興物産株式会社　　　                                  http://www.tycoh.co.jp/
3Dプリンタで作成した樹脂型を射出成形型として使用する短納期試作システム
株式会社アジャスト　　　                                 http://www.adjnet.co.jp
金属・樹脂等の機械加工品　ねじ部品
アロニクス株式会社　　　                               http://www.alonics.co.jp
ろう付けやはんだ付け、焼入れ、鍛造等、加熱工程のための誘導加熱装置
株式会社クライム・ワークス　　　                      http://www.climbworks.co.jp
試作加工の専門メーカーとして金属・樹脂製品の短納期試作加工実例をご紹介いたします。
日工産業株式会社　　　                                  http://www.nikko-bulgeform.co.jp
自動車部品、バルブ関係部品、自転車部品、架線金物、建築金物など。
株式会社ヤマテック　　　                                http://www.yama-tech.com
拡散接合による「冷却流路付金型」、「マイクロヒートシンク」、「メッシュ製品」、「電子部品の治具・パレット」
株式会社ヒキフネ　　　                                   http://www.hikifune.com
装飾めっき、機能めっきのご紹介をさせていただきます。又、素材からめっきまでの一貫生産も可能です。
広島ネームプレート工業株式会社 東京営業所　　　http://www.hiroshima-name.co.jp/
銘板・操作盤・精密エッチング加工・各種シ－ル・点字
長尾工業株式会社　　　　　　　　　　　　　　　http://www.nagao-inck.co.jp/
弊社加工品サンプル
株式会社江北ゴム製作所　　　                          http://www.kouhoku.co.jp/
独自の材料開発力（配合技術）と幅広い加工技術により、お客様のニーズに積極的に対応致します！！
墨田螺子産業株式会社　　　                            http://www.sumidams.co.jp/
NC旋盤・マシニングによる機械加工部品サンプル。自社オリジナル防災笛・ホイッスル
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東京都からのお知らせ

　産業交流展2015は、首都圏の個性あふれる中小企業の優れた製品や技術を一堂に展示する、国内
最大級の見本市です。今回で18回目を迎えるこの展示会では、販路開拓や企業間連携の実現に向けた
情報収集・交換の場を求める元気な中小企業のみなさまの出展を募集しています。

産業交流展2015 出展企業募集第18回

募集期間

対 象

出 展 料

平成27年6月1日（月）～7月31日（金）
※申込を受付次第、順次審査
（予定小間数に達し次第、受付終了）

首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川
県）に事業所を有し、以下のいずれかの
分野に属する中小企業・団体など
① 情報　② 環境　
③ 医療・福祉　④ 機械・金属　

54,000円　（1小間（約9㎡）あたり）

開催期間
会 場
主 催

出展規模
来場規模
特別企画

同時開催

平成27年11月18日（水）～11月20日（金）
東京ビッグサイト 西1･2ホール
産業交流展2015実行委員会
東京都、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、
東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、
(株)東京ビッグサイト、(公財)東京都中小企業振興公
社、(地独)東京都立産業技術研究センター
920企業・団体（予定）
50,600人（予定）
基調講演／特別講演などのステージイベント、
出展者交流などの企画を予定
東京都ベンチャー技術大賞表彰式
東京都経営革新優秀賞表彰式ほか

TEL：03-3503-7320　http://www.sangyo-koryuten.tokyo/
産業交流展2015運営事務局

【開催概要】 【募集概要】

申
し
込
み
先

・

問
い
合
わ
せ
先

TEL：03-5822-7237
新事業創出課　担当：若手商人育成事業

申
し
込
み
先

・

問
い
合
わ
せ
先

インターネットで簡単予約　http://yoyaku.tokyo-kosha.or.jp/

会議室利用のご案内会議室利用のご案内会議室利用のご案内
　商店街で開業・起業したいという強い意思をお持ちの方を対象に、少人数制による講義とグループ討議
で、店舗コンセプトを作り込み、専門家によるアドバイスを通じて事業計画書の完成度を高めていきます。
また、最終的には商店街の空き店舗で、受講生に一日お店を開いていただき店舗運営の現場体験をしてい
ただきます。

商店街でお店を開きたい方を募集します！
～「商店街起業促進サポート事業」受講生募集～

　中小企業の皆様の会議や勉強会・セミナーなどの会場として、会議室を貸し出しています。大切なご商談・研
修・イベント・幹部会など、目的に応じてスペースの調整、オプション設備もありますので、多様にご利用いただ
けます。ご案内の２つの施設は、最寄駅より徒歩１分の利便性に富んだ立地です。ぜひ、ご活用ください。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。　http://www.tokyo-kosha.or.jp/　→　貸会議室・展示室

設備（料金別途）　プロジェクター／マイク一式／インターネット回線
◆土・日・祝日は、17：00までとなります
〈申し込み・問い合わせ先〉 1階受付 ＴＥＬ：03-3257-0741 ＦＡＸ：03-3257-0742

会議室

第１会議室
第２会議室
第３会議室
（全室）
第３会議室
（半室）
第４会議室

最多収容人員
（教室型）

108名
48名
28名

16名
48名

午前
9：00～12：00
15,660円
5,290円
10,580円

5,290円
5,620円

午後
13：00～17：００

20,840円
7,130円
14,040円

7,020円
7,560円

通し
9：00～17：00
36,500円
12,420円
24,620円

12,310円
13,180円

夜間
18：00～21：00

29,270円
9,940円
19,760円

9,880円
10,580円

広さ
（㎡）
188
64
127

63.5
68

８階
会議室

９階・講堂
Ａ室
Ｂ室
Ａ＋Ｂ室
Ｃ室

最多収容人員

130名
20名
20名
40名
40名

午前
9：00～12：00
27,320円
7,670円
7,670円
15,340円
15,340円

午後
13：00～17：００

33,700円
9,610円
9,610円
19,220円
19,220円

通し
9：00～17：00
61,020円
17,280円
17,280円
34,560円
34,560円

夜間
18：00～21：00

35,100円
10,150円
10,150円
20,300円
20,300円

広さ
（㎡）
183＋49

34
34
68
73

設備（料金別途）　プロジェクター／マイク一式／インターネット回線
◆土・日・祝日は、17：00までとなります　◆日・祝日は、上記料金の20％増しとなります
〈申し込み・問い合わせ先〉 1階受付 ＴＥＬ：03-3542-0121 ＦＡＸ：03-3541-7030

利便性抜群！
駅から徒歩１分

秋葉原庁舎
ＪＲ秋葉原駅から１分
千代田区神田佐久間町1-9

中小企業会館
東京メトロ
銀座一丁目駅から１分
中央区銀座2-10-18

開催日時

開催場所

受 講 料
定 員
募集締切

：

：

：
：
：

平成27年9月17日・10月8日・22日・11月5日・19日・12月3日・17日
平成28年1月21日・2月4日・3月3日（全10回／いずれも木曜日）
１８：００～２１：００　※現場体験・現場視察等は別の時間帯となります
東京都中小企業振興公社本社会議室（講義）
※視察等は別途決定します
無料（但し、現場体験は費用負担があります）
15名程度（面接のうえ決定します）
平成27年7月22日（水）　消印・受信有効

秋葉原庁舎

（料金は税込）
料金

料金
（料金は税込）

No.439 平成27年6月10日アーガス21

K2015

No.439 平成27年6月10日 アーガス21

12

No.439 平成27年6月10日アーガス21

K2015

No.439 平成27年6月10日 アーガス21



KDIC2558

東京 都からのお知らせ

　産業交流展2015は、首都圏の個性あふれる中小企業の優れた製品や技術を一堂に展示する、国内
最大級の見本市です。今回で18回目を迎えるこの展示会では、販路開拓や企業間連携の実現に向けた
情報収集・交換の場を求める元気な中小企業のみなさまの出展を募集しています。

産業交流展2015 出展企業募集第18回

募集期間

対 象

出 展 料

平成27年6月1日（月）～7月31日（金）
※申込を受付次第、順次審査
（予定小間数に達し次第、受付終了）

首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川
県）に事業所を有し、以下のいずれかの
分野に属する中小企業・団体など
① 情報　② 環境　
③ 医療・福祉　④ 機械・金属　

54,000円　（1小間（約9㎡）あたり）

開催期間
会 場
主 催

出展規模
来場規模
特別企画

同時開催

平成27年11月18日（水）～11月20日（金）
東京ビッグサイト 西1･2ホール
産業交流展2015実行委員会
東京都、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、
東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、
(株)東京ビッグサイト、(公財)東京都中小企業振興公
社、(地独)東京都立産業技術研究センター
920企業・団体（予定）
50,600人（予定）
基調講演／特別講演などのステージイベント、
出展者交流などの企画を予定
東京都ベンチャー技術大賞表彰式
東京都経営革新優秀賞表彰式ほか

TEL：03-3503-7320　http://www.sangyo-koryuten.tokyo/
産業交流展2015運営事務局

【開催概要】 【募集概要】

申
し
込
み
先

・

問
い
合
わ
せ
先

TEL：03-5822-7237
新事業創出課　担当：若手商人育成事業

申
し
込
み
先

・

問
い
合
わ
せ
先

インターネットで簡単予約　http://yoyaku.tokyo-kosha.or.jp/

会議室利用のご案内会議室利用のご案内会議室利用のご案内
　商店街で開業・起業したいという強い意思をお持ちの方を対象に、少人数制による講義とグループ討議
で、店舗コンセプトを作り込み、専門家によるアドバイスを通じて事業計画書の完成度を高めていきます。
また、最終的には商店街の空き店舗で、受講生に一日お店を開いていただき店舗運営の現場体験をしてい
ただきます。

商店街でお店を開きたい方を募集します！
～「商店街起業促進サポート事業」受講生募集～

　中小企業の皆様の会議や勉強会・セミナーなどの会場として、会議室を貸し出しています。大切なご商談・研
修・イベント・幹部会など、目的に応じてスペースの調整、オプション設備もありますので、多様にご利用いただ
けます。ご案内の２つの施設は、最寄駅より徒歩１分の利便性に富んだ立地です。ぜひ、ご活用ください。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。　http://www.tokyo-kosha.or.jp/　→　貸会議室・展示室

設備（料金別途）　プロジェクター／マイク一式／インターネット回線
◆土・日・祝日は、17：00までとなります
〈申し込み・問い合わせ先〉 1階受付 ＴＥＬ：03-3257-0741 ＦＡＸ：03-3257-0742

会議室

第１会議室
第２会議室
第３会議室
（全室）
第３会議室
（半室）
第４会議室

最多収容人員
（教室型）

108名
48名
28名

16名
48名

午前
9：00～12：00
15,660円
5,290円
10,580円

5,290円
5,620円

午後
13：00～17：００

20,840円
7,130円
14,040円

7,020円
7,560円

通し
9：00～17：00
36,500円
12,420円
24,620円

12,310円
13,180円

夜間
18：00～21：00

29,270円
9,940円
19,760円

9,880円
10,580円

広さ
（㎡）
188
64
127

63.5
68

８階
会議室

９階・講堂
Ａ室
Ｂ室
Ａ＋Ｂ室
Ｃ室

最多収容人員

130名
20名
20名
40名
40名

午前
9：00～12：00
27,320円
7,670円
7,670円
15,340円
15,340円

午後
13：00～17：００

33,700円
9,610円
9,610円
19,220円
19,220円

通し
9：00～17：00
61,020円
17,280円
17,280円
34,560円
34,560円

夜間
18：00～21：00

35,100円
10,150円
10,150円
20,300円
20,300円

広さ
（㎡）
183＋49

34
34
68
73

設備（料金別途）　プロジェクター／マイク一式／インターネット回線
◆土・日・祝日は、17：00までとなります　◆日・祝日は、上記料金の20％増しとなります
〈申し込み・問い合わせ先〉 1階受付 ＴＥＬ：03-3542-0121 ＦＡＸ：03-3541-7030

利便性抜群！
駅から徒歩１分

秋葉原庁舎
ＪＲ秋葉原駅から１分
千代田区神田佐久間町1-9

中小企業会館
東京メトロ
銀座一丁目駅から１分
中央区銀座2-10-18

開催日時

開催場所

受 講 料
定 員
募集締切

：

：

：
：
：

平成27年9月17日・10月8日・22日・11月5日・19日・12月3日・17日
平成28年1月21日・2月4日・3月3日（全10回／いずれも木曜日）
１８：００～２１：００　※現場体験・現場視察等は別の時間帯となります
東京都中小企業振興公社本社会議室（講義）
※視察等は別途決定します
無料（但し、現場体験は費用負担があります）
15名程度（面接のうえ決定します）
平成27年7月22日（水）　消印・受信有効

秋葉原庁舎

（料金は税込）
料金

料金
（料金は税込）
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K2015

「新技術創出交流会」参加企業募集のご案内
～出会いの機会を広げませんか？～

平成27年度広域多摩イノベーションプラットフォーム

本交流会は、優れた技術・製品を有する中小企業と大手メーカーとの出会いの場を提供し、オープンイ
ノベーションによる技術連携の実現に向けたきっかけ作りを支援する取り組みです。大手メーカーに自社
の技術・製品をアピールする機会としてご活用ください。
また、今年度は特に、「健康・福祉」「環境」「危機管理」の各成長分野での開発ニーズを持つ大手メーカー
が数多く参加します。この分野への参入・技術提案を希望する企業の皆様は積極的にご応募ください。

ＩＨＩ
石垣
栄研化学
ＮＥＣネッツエスアイ
オリンパス
オリンパスメディカルシステムズ
共和電業
コニカミノルタ　インクジェット事業部
コニカミノルタ　生産本部
コニカミノルタテクノプロダクト
コニカミノルタヘルスケア
ＪＵＫＩ
住友重機械工業

ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ
タニタ
東芝セミコンダクター＆ストレージ社
東芝燃料電池システム
東芝　府中事業所
東芝三菱電機産業システム
日本電子
日立アロカメディカル
日立製作所　中央研究所
日立超ＬＳＩシステムズ
富士ゼロックス　研究技術開発本部
富士ゼロックス　生産本部
富士ゼロックス　デバイス開発本部

富士ゼロックス　モノ作り技術本部
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー
富士電機　技術開発本部
富士電機　東京事業所
富士フイルムオプティクス
松田産業
ミヤコシ
ユニオンツール
横河メータ＆インスツルメンツ
リオン

等　全38社・部門

※50音順。敬称・法人格は省略させていただきます

製品展示会 個別面談会

一般公
開!!

情報交換会

城東支社 平成２７年度第１回 産業セミナー
輝く中小企業になるための体質強化の処方箋

～次世代に希望を持てる企業になる秘訣～

貿易実務初級者向けの講座です。海外との取引にあたっ
て難しいとされる書類（売買契約書、信用状、インボイ
ス、保険、通関等）の書き方・見方等について、取引の流
れに沿って初心者にもわかるようにやさしく説明します。

貿易実務者養成講習会
貿易取引の実務(初級)ー書類の書き方・見方ー

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成27年8月6日（木）・7日（金）　
10:00～16:00
15,000円
東京都立産業貿易センター浜松町館　
中3階会議室
貿易ビジネス・コンサルタント
高橋　靖治 氏
40名（先着順）
国際化支援室
TEL 03-3438-2038   ＦＡＸ 03-3433-7164
6月22日（月）から
TEL 03-5822-7243   ＦＡＸ 03-5822-7240

：

：
：

：

：
：

デザイナーに相談したい案件を持つ中小企業が、デザイ
ナーと出会える場として「デザインマッチング会」を開催
します。デザイナーとの協働をスムーズにはじめられる
よう公社がサポートします。
参加を希望される中小企業の方は、下記問合せ先までご
連絡ください。

デザインマッチング会
自社に合うデザイナーを探せ！

日 　 時

参 加 費 
会 　 場
対 象

問合せ先 

平成27年9月17日（木）
13:30～17:00(予定)
無料
東京都産業労働局秋葉原庁舎1階会議室
①新商品のプロダクトデザイン(新商品開発)
②現行商品を刷新するためのプロダクトデザイン
(大幅な商品改良)
③商品の訴求力を強化するためのデザイン
(パッケージ・カタログ等販売促進に係るデザイン)
事業戦略支援室
TEL 03-5822-7232   ＦＡＸ 03-5822-7233

：

：
：
：

：

区からのお知らせ

長い歴史と風土の中で育まれ受け継がれてきた足立の
伝統工芸品を一堂に集め展示販売します。９人の職人に
よる「匠の技」を目の前で見られる製作実演コーナー
や、銀の指輪に模様を付けて「世界に一つだけの指輪づ
くり」、籐を使って「かわいい小物入れづくり」など製作
体験コーナーもあります。足立のものづくりの魅力を身
近に感じられるこの催しへぜひご来場ください。
※各日、先着１００名様に東京本染め手ぬぐいをプレゼ
　ント！

第２３回 足立伝統工芸品展

日 　 時

参 加 費 
会 　 場

問合せ先 

平成２７年６月２０日（土）・２１日（日）
１０：００～１７：００
入場無料
東京芸術センター　２１階　天空劇場
足立区千住一丁目４番1号
足立区産業振興課工業係
TEL 03-3880-5869   ＦＡＸ 03-3880-5605
Email sangyo@city.adachi.tokyo.jp
URL http://www.city.adachi.tokyo.jp/

：

：
：

：

企業体質を改善し、環境の変化に対応する企業作りのコ
ツをわかりやすくお伝えします。

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成２７年６月１９日（金）
１４：３０～１７：００
無料
東京都城東地域中小企業振興センター
２階会議室（葛飾区青戸７－２－５）
三尾会計事務所
代表　三尾　隆志 氏
（公認会計士・税理士）
５０名（先着順）
城東支社
TEL 03-5680-4631 ＦＡＸ 03-5680-0710

：

：
：

：

：
：

■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■海 外 ビ ジ ネ ス

詳しいご案内・お申し込みは、公社ホームページまたは各問合せ先まで
公社トップページ　→　研修・セミナー・人材育成・社員教育　→　研修・セミナー

■ ■■ ■経 営 セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

＜交流会当日の様子＞

開催概要

＜平成２６年度 大手メーカー参加実績＞

多摩支社　　担当：望月・内田・中野
TEL：０４２-５００-３９０１ FAX：０４２-５００-３９１５　E-mail：tama-event@tokyo‐kosha.or.jp

開催日時
会　　場

構　　成

募集対象
参加費用

申込手順

申込締切

注意事項

平成２７年１０月２７日（火）１１:００～１８:００
パレスホテル立川（ＪＲ立川駅北口　徒歩3分）　立川市曙町2-40-15
第１部 「製品展示会」（技術・製品をＰＲ）
第２部 「個別面談会」（各ブースで時間割当て制の個別面談）
第３部 「情報交換会」（参加者の情報および名刺交換）
都内に事業所を有する中小企業
５，０００円（税込）
公社ＨＰの申込フォームに必要事項をご記入の上、送信ください。併せて、貴社の概要と技術・製品の
特長を記載した「技術アピールシート」を作成のうえ、tama-event@tokyo-kosha.or.jp（電子
メール）に送信願います。
平成２７年７月１５日（水）
技術ニーズが合わず、大手メーカーから面談希望がない場合はご参加いただくことができません。
予めご了承ください。

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■デ ザ イ ン
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K2015

「新技術創出交流会」参加企業募集のご案内
～出会いの機会を広げませんか？～

平成27年度広域多摩イノベーションプラットフォーム

本交流会は、優れた技術・製品を有する中小企業と大手メーカーとの出会いの場を提供し、オープンイ
ノベーションによる技術連携の実現に向けたきっかけ作りを支援する取り組みです。大手メーカーに自社
の技術・製品をアピールする機会としてご活用ください。
また、今年度は特に、「健康・福祉」「環境」「危機管理」の各成長分野での開発ニーズを持つ大手メーカー
が数多く参加します。この分野への参入・技術提案を希望する企業の皆様は積極的にご応募ください。

ＩＨＩ
石垣
栄研化学
ＮＥＣネッツエスアイ
オリンパス
オリンパスメディカルシステムズ
共和電業
コニカミノルタ　インクジェット事業部
コニカミノルタ　生産本部
コニカミノルタテクノプロダクト
コニカミノルタヘルスケア
ＪＵＫＩ
住友重機械工業

ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ
タニタ
東芝セミコンダクター＆ストレージ社
東芝燃料電池システム
東芝　府中事業所
東芝三菱電機産業システム
日本電子
日立アロカメディカル
日立製作所　中央研究所
日立超ＬＳＩシステムズ
富士ゼロックス　研究技術開発本部
富士ゼロックス　生産本部
富士ゼロックス　デバイス開発本部

富士ゼロックス　モノ作り技術本部
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー
富士電機　技術開発本部
富士電機　東京事業所
富士フイルムオプティクス
松田産業
ミヤコシ
ユニオンツール
横河メータ＆インスツルメンツ
リオン

等　全38社・部門

※50音順。敬称・法人格は省略させていただきます

製品展示会 個別面談会

一般公
開!!

情報交換会

城東支社 平成２７年度第１回 産業セミナー
輝く中小企業になるための体質強化の処方箋

～次世代に希望を持てる企業になる秘訣～

貿易実務初級者向けの講座です。海外との取引にあたっ
て難しいとされる書類（売買契約書、信用状、インボイ
ス、保険、通関等）の書き方・見方等について、取引の流
れに沿って初心者にもわかるようにやさしく説明します。

貿易実務者養成講習会
貿易取引の実務(初級)ー書類の書き方・見方ー

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成27年8月6日（木）・7日（金）　
10:00～16:00
15,000円
東京都立産業貿易センター浜松町館　
中3階会議室
貿易ビジネス・コンサルタント
高橋　靖治 氏
40名（先着順）
国際化支援室
TEL 03-3438-2038   ＦＡＸ 03-3433-7164
6月22日（月）から
TEL 03-5822-7243   ＦＡＸ 03-5822-7240

：

：
：

：

：
：

デザイナーに相談したい案件を持つ中小企業が、デザイ
ナーと出会える場として「デザインマッチング会」を開催
します。デザイナーとの協働をスムーズにはじめられる
よう公社がサポートします。
参加を希望される中小企業の方は、下記問合せ先までご
連絡ください。

デザインマッチング会
自社に合うデザイナーを探せ！

日 　 時

参 加 費 
会 　 場
対 象

問合せ先 

平成27年9月17日（木）
13:30～17:00(予定)
無料
東京都産業労働局秋葉原庁舎1階会議室
①新商品のプロダクトデザイン(新商品開発)
②現行商品を刷新するためのプロダクトデザイン
(大幅な商品改良)
③商品の訴求力を強化するためのデザイン
(パッケージ・カタログ等販売促進に係るデザイン)
事業戦略支援室
TEL 03-5822-7232   ＦＡＸ 03-5822-7233

：

：
：
：

：

区からのお知らせ

長い歴史と風土の中で育まれ受け継がれてきた足立の
伝統工芸品を一堂に集め展示販売します。９人の職人に
よる「匠の技」を目の前で見られる製作実演コーナー
や、銀の指輪に模様を付けて「世界に一つだけの指輪づ
くり」、籐を使って「かわいい小物入れづくり」など製作
体験コーナーもあります。足立のものづくりの魅力を身
近に感じられるこの催しへぜひご来場ください。
※各日、先着１００名様に東京本染め手ぬぐいをプレゼ
　ント！

第２３回 足立伝統工芸品展

日 　 時

参 加 費 
会 　 場

問合せ先 

平成２７年６月２０日（土）・２１日（日）
１０：００～１７：００
入場無料
東京芸術センター　２１階　天空劇場
足立区千住一丁目４番1号
足立区産業振興課工業係
TEL 03-3880-5869   ＦＡＸ 03-3880-5605
Email sangyo@city.adachi.tokyo.jp
URL http://www.city.adachi.tokyo.jp/

：

：
：

：

企業体質を改善し、環境の変化に対応する企業作りのコ
ツをわかりやすくお伝えします。

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成２７年６月１９日（金）
１４：３０～１７：００
無料
東京都城東地域中小企業振興センター
２階会議室（葛飾区青戸７－２－５）
三尾会計事務所
代表　三尾　隆志 氏
（公認会計士・税理士）
５０名（先着順）
城東支社
TEL 03-5680-4631 ＦＡＸ 03-5680-0710

：

：
：

：

：
：

■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■海 外 ビ ジ ネ ス

詳しいご案内・お申し込みは、公社ホームページまたは各問合せ先まで
公社トップページ　→　研修・セミナー・人材育成・社員教育　→　研修・セミナー

■ ■■ ■経 営 セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

＜交流会当日の様子＞

開催概要

＜平成２６年度 大手メーカー参加実績＞

多摩支社　　担当：望月・内田・中野
TEL：０４２-５００-３９０１ FAX：０４２-５００-３９１５　E-mail：tama-event@tokyo‐kosha.or.jp

開催日時
会　　場

構　　成

募集対象
参加費用

申込手順

申込締切

注意事項

平成２７年１０月２７日（火）１１:００～１８:００
パレスホテル立川（ＪＲ立川駅北口　徒歩3分）　立川市曙町2-40-15
第１部 「製品展示会」（技術・製品をＰＲ）
第２部 「個別面談会」（各ブースで時間割当て制の個別面談）
第３部 「情報交換会」（参加者の情報および名刺交換）
都内に事業所を有する中小企業
５，０００円（税込）
公社ＨＰの申込フォームに必要事項をご記入の上、送信ください。併せて、貴社の概要と技術・製品の
特長を記載した「技術アピールシート」を作成のうえ、tama-event@tokyo-kosha.or.jp（電子
メール）に送信願います。
平成２７年７月１５日（水）
技術ニーズが合わず、大手メーカーから面談希望がない場合はご参加いただくことができません。
予めご了承ください。

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■デ ザ イ ン
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植物油インキを使用しています。

支援します! 公社は企業のパートナー
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎
TEL 03-3251-7897　FAX 03-3251-7796　HP http://www.tokyo-kosha.or.jp/
「アーガス21」は毎月10日に発行し、 公社会員企業様に無料でお届けしている情報誌です。

総合支援課　TEL：03-3251-7881
問
い
合
わ
せ
先

公社トップページ　→　事業の承継、経営の改善・継続　→　BCP策定支援事業

連載第1回・2回の地震・地盤災害に続き、第3回は水害です。床
上、床下浸水も含めると水害は、小規模であれば経験したことのあ
る方も多いのではないでしょうか。しかし、近年発生した規模の水害
をもってその危険性を論じてはいけません。というのも、内閣府は
専門調査会を設置し『首都圏水没～被害軽減のために取るべき対
策とは～』というタイトルの報告書を2010年にまとめているので
す。そうです。首都圏は“水没する”恐れがあるのです。
下図は河川と街の標高の模式図です。いくつもの河川が街より高
いところを流れているのがわかります。大河川である荒川、江戸川
が氾濫または決壊してしまったら、“水没”するのが一目瞭然です。さ
らには、かつて広範囲にわたる浸水被害を起こした利根川という危
険因子もあるわけです。また、河川の近くでなくても水害は起こる
可能性があります。「ゲリラ豪雨」と呼ばれる局長的な集中豪雨で
す。短時間の強雨により河川や下水道の整備基準を上回ってしまっ
た場合ビルの地下入口に濁流となって流れ込む、そんな水害もあり
ます。ビルの地下にある機械室の電気設備が浸水により停電するこ
ともあります。こうしたゲリラ豪雨の発生回数は、この30年間で増
加傾向にあるそうです。
このように東京はいつ水害が起こってもおかしくない都市といえ
ます。都内で事業を継続するためにも水害対策は必要不可欠では
ないでしょうか。

（総合支援課）

見落としがちな災害想定～水害編～連載第3回
ここがポイント！BCP（事業継続計画）

街より川が高いところを流れる東京（『河川事業概要2007』（国土交通省）より引用）
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