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申請書の提出

【助成対象経費】
○海外展示会等への出展小間料及びそれに付随する経費
○新聞・雑誌等による広告費
【助成対象期間】
平成28年1月1日から平成29年3月31日までの事業実施に必要な期間
【助成限度額】 300万円
【助成率】 助成対象と認められる経費の1／2以内
申請書の提出は事前予約制です
予約期間　　　　　　平成27年9月24日（木）まで
申請書提出期間　　　平成27年10月1日（木）～10月6日（火）　　
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健康、医療、環境、危機管理などの成長産業分野における優れた技術・製品等を有する中小企業
者が自社の技術・製品等の海外販路開拓を行うにあたり必要な経費の一部を助成する事業です。
事業内容の詳細、募集要項及び申請書様式は、公社ホームページをご覧ください。

成長産業分野に属する中小企業者の技術・製品等の海外販路開拓を支援します。

成長産業分野の
海外展開支援事業
成長産業分野の
海外展開支援事業

平成２７年度
新規事業

助成課
TEL:03-3251-7894　FAX:03-3251-7891　E-mail:josei@tokyo-kosha.or.jp
公社トップページ　→　助成金・設備投資　→　助成金（各種）

公社ツイッター @tokyo_kosha
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が、橋本氏の受ける難しい注文には個人の特別な思い
を実現するために用いられる物もある。

海外への布石

同社では手動ウインチの国内シェアを7割ほどに高め、
いよいよ海外への展開を視野に入れて戦略を立てた。海
外市場を攻めるにあたり、小野社長は海外販売を意識し
た準備・投資を3年の時間をかけて入念に行った。
やみくもに海外に打って出るのではなく、まずは国内で
の調査を行った。ｗebサイトの英語化を行い、アクセスロ
グを確認して反応を調べた。さらにweb検索にて他国の製
品を調べ、価格や性能などの比較を行い、自社製品の競
争力を確信した。国内での調査を終え、海外進出のため
に資料を準備した。
ＣＥ規格やＩＳＯ取得といった製品面の準備だけではな

く、海外駐在経験のある若手を新たに採用し、海外営業
担当を新設するといった社内体制の構築、カタログの英
文・現地語化、ウインチに馴染みのない人向けに写真とイ
ラストを多用した非言語での資料も準備した。
さらに、同社の展示で最も目を引くのはＰＲ動画だ。製
品が動いているところを映すだけの動画ではなく、役者や
ＣＧ、ナレーション声優を使うなど非常に手の込んだ作りと
なっている。メイド・イン・ジャパンを売りにした精密な製品
であり、それを伝える為に「日本的なイメージ」を多用したイ
ンパクトのある動画になっている（ＱＲコード参照。You-
tubeが表示されますので、音量にご注意ください）。

販売代理店との密なコミュニケーション

同社は準備した
数々の販促ツールに
より、海外でウインチ
自体の知名度を上げ
る他、同社製品の性
能や魅力を伝え、販
売代理店の獲得に
も成功している。海
外市場を開拓するに
当たり、1ヶ国に2社
以上の販売代理店
を置き、販売代理店
間で競争させること
も狙っている。
同社は公社 国際化支援室などの支援を活用し海外

展示会に出展している。展示会出張時には、現地代理店
の開拓、教育を積極的に行っている。
代理店が出展する展示会にも同社社員が応援に駆け

付け、製品の魅力や顧客への訴求方法を目の前で伝え、
現地担当者への教育を密に行っている。
ただし、積極的な活動がない代理店は、新たに開拓し

た代理店や積極的な代理店候補との切り替えを行う管
理も行っている。海外市場を代理店に任せきりにするので
はなく、積極的にコミュニケーションを取ることにもコストを
かけている。
開拓、教育、管理の結果、現在では5ヶ国に代理店網

を築き、それら代理店への販売は累計数百台、3000万
円以上にまで成長した。海外営業を担当する村田氏は「3
年以内に海外年間売上1億円を目指す」と力強く語って
いる。
同社のように展示会を代理店への教育の場としても活

用している企業は、国際化支援室の支援企業の中でも
数少ない。

今後の海外営業戦略

現在は国内売上に比べ海外売上はまだまだ低いが、
逆転することを目標としている。海外営業を行うに当たり、
国内での営業経験の豊富な橋本氏と、英語力と海外ビ
ジネス経験を有する村田氏が共に行動することで営業力
を強化している。
国内ビジネスとは異なり、海外ビジネスでは人的ネット

ワークを築くことが重要であり、現地で杯を交わし、お互い
の信頼関係を確認することもある。村田氏の営業スタイル
はバイタリティに溢れている。村田氏は商習慣だけではな
く、文化や食習慣も異なる国で接待を受け、度胸試しのよ
うな食事にも付き合い、「ここまで付き合った外国人は初
めてだ」と言わしめ、信頼を勝ち得る程だという。
村田氏は同社海外現地法人設立時には社長に就任

すべく、顧客発掘や市場調査だけではなく、周辺国の代
理店管理を行うため様々な国に出張している。
公社もタイに初の海外拠点を持つことから、タイ拠点か

らも同社の海外展開を支援し、国内外において様々な支
援を継続して行いたいと考えている。

（国際化支援室　中島賢亮）

縦にも横にも使用できるウインチ

ウインチという物に馴染みのない方も多くいるだろう。
ウインチは巻き揚げ機とも呼ばれ、重量物の移動・保持
の現場で使用されている。
ウインチは人が回すハンドルやモータなど、原動機から
の「小さな力」を歯車に伝達・減速し、何倍もの「大きな
力」に変えドラム（巻胴）を回転させる。ドラムにワイヤ
ロープを巻き付け、引っ張ることで引張力を与え、ワイヤ
ロープに接続した物を移動させることができる荷役工具
である。また吊り下げ式のチェーンブロックやホイストと異
なり、本体を固定して使われる。ワイヤロープの引き出し
方向を問わないため、上下左右どこからでもワイヤロープ
を引っ張れ、昇降以外にも牽引といった横引き作業も可
能である。 
マックスプル工業株式会社（以下同社）の製品は動画

などで内部構造を公開して
いるが、すり合わせ技術によ
り模倣が難しくなっている。さ
らに、デザインの中に様々な
性能を高める工夫を複数組
み込み、他社製品とは一目
で違いが分かり、安全性や
機能性などで差別化されている。
同社のウインチは様々な用途で使用され、累計58万台
以上が販売され、手動ウインチ国内市場の7割を占めてい
る。

ウインチに込める思い

同社創業の根幹を成した人物が3名いる。技術畑の
高橋氏、営業畑の大串氏、そして資本家の後藤氏。高
橋氏と大串氏が「理想のウインチを作る」という思いを胸
に、生産機械メーカーを興した後藤氏からの出資を得て

創業に至った。 
現社長の小野社長は創
業者一族でも、生え抜きの
社員でもなく、中途入社し社
長に就任した。小野社長は
外資系機械メーカーに勤め
ていたが、「外資系企業の日
本支社では外国で生産され
た物を販売するだけで面白く
ない、『自分が作った』と言え
る製品に携わりたい」と思い、同社の門戸をたたいた。製
品について理解をするためにセールスエンジニアから始
まり、西日本の営業を統括し、入社10年ほどで社長に就
任した。
小野社長は自身の持つ物作りへの志と、同社創業の

「理想のウインチを作る」という志を引き継ぎ、事業を進めて
いる。

特殊用途で営業力と技術力を発揮

「理想のウインチを作る」という志は今の技術担当・営
業担当にも根付いている。
同社の売上の4割は顧客の用途に合わせて製造され

る特殊ウインチ
である。「顧客の
要望を一緒に叶
えたいと思い難
しい注文を受け、
社内では苦い顔
をされる」と営業
担当の橋本氏は
にこやかに言っ
た。工場や作業
現場など、専門的な人のみが使用すると思われがちだ
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公社の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108回は創業
40年、「理想のウインチ」を追及するマックスプル工業株式会社（葛飾区）を紹介します。同社には公社 国際化
支援室の海外販路開拓支援事業のほか、助成金などの様 な々公社事業をご活用いただいています。

 

企業名 ： マックスプル工業株式会社
代表者 ： 小野　幸一
資本金 ： 1,300万円
本社所在地 ： 東京都葛飾区東金町8-10-13
TEL ： 03-3609-2651　ＦＡＸ ： 03-3609-5369
URL : www.maxpull.co.jp

理想を求める姿勢を受け継ぎ続けて40年

マックスプル工業株式会社

Youtubeが表示されます、
音量にご注意ください

代表取締役社長 小野 幸一氏

営業担当の橋本氏（左）、村田氏（右）

代理店スタッフとの風景
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公社の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108回は創業
40年、「理想のウインチ」を追及するマックスプル工業株式会社（葛飾区）を紹介します。同社には公社 国際化
支援室の海外販路開拓支援事業のほか、助成金などの様 な々公社事業をご活用いただいています。

 

企業名 ： マックスプル工業株式会社
代表者 ： 小野　幸一
資本金 ： 1,300万円
本社所在地 ： 東京都葛飾区東金町8-10-13
TEL ： 03-3609-2651　ＦＡＸ ： 03-3609-5369
URL : www.maxpull.co.jp

理想を求める姿勢を受け継ぎ続けて40年

マックスプル工業株式会社

Youtubeが表示されます、
音量にご注意ください

代表取締役社長 小野 幸一氏

営業担当の橋本氏（左）、村田氏（右）

代理店スタッフとの風景

No.442 平成27年9月10日アーガス21

K2015

No.442 平成27年9月10日 アーガス21 No.442 平成27年9月10日アーガス21

K2015

No.442 平成27年9月10日 アーガス21

3



K2015

転ばぬ先の法律相談転ばぬ先の法律相談
吉岡･辻総合法律事務所　弁護士　吉岡桂輔

１　マイナンバーとは
　今回は、マイナンバー制度がどのようなものか、
これからどのように運用されていくのかについて
解説をしていきます。
　まず、マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに
１２桁の個人番号（マイナンバー）を付し、社会保
障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、

複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるこ
とを確認するための制度です。
　この１２桁のマイナンバーは原則として、生涯変わることは
ありません。
　今のところ、マイナンバーの利用方法は、行政手続きに限定
して運用が始まることになっていますが、将来的には、民間企
業の中でもマイナンバー制度の有効利用が考えられており、
現在国会で民間利用を可能にする法律が審議されています。

２　マイナンバーの利用局面
　マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の場面で使われま
す。企業の中で具体的に個人の番号の取り扱いが必要となる
業務は、以下の通りになります。
①社会保障　雇用保険や健康保険、厚生年金関連で行政
機関や健康保険組合などへ提出する諸手続き関連の作
成、提出

②税　源泉所得税に関わる業務、年末調整における源泉徴
収票の作成、提出

3　マイナンバー制度導入の準備
　マイナンバーを含む個人情報をマイナンバー法上、「特定
個人情報」といいます。企業は、マイナンバーを取り扱う「個人
番号関係事務実施者」としてマイナンバーを適切に取り扱わ
なければなりません。
　マイナンバー制度の導入により、行政機関の保有している
情報が管理され、行政の効率化などのメリットもあります。し
かし一方で、特定個人情報が外部に漏えいしてしまうのでは
ないか、また、「なりすまし」等により、特定個人情報が奪われ
るのではないかとの懸念もあります。そのため、マイナンバー
の利用等には、次のような様々な制限が課せられています。
①個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に限っ
て、本人等にマイナンバーの提供を求めることができます。
②番号法で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの
提供を求めてはなりません。

③番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を
提供してはなりません。

④番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を
収集又は保管してはなりません。

　これらの行為に反すると、最大で懲役４年もしくは２００万
円以下の罰金又は併科を課されることになります。

4　マイナンバー制度の導入に当たって
企業は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又

は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な
安全管理措置を講じなければなりません（マイナンバー法１２
条、第３３条）。また、安全管理措置が適切に講じられるように、
従業員に対する必要かつ適切な監督を行う必要があります
（同法３４条）。
安全管理措置は、基本方針及び取扱規定等の策定と、各種
の安全管理措置（組織的安全管理措置・人的安全管理措置・物
理的安全管理措置・技術的安全管理措置）に大別され、経営者
はこれらの措置を定めなければなりません。
例えば、物理的安全管理措置として、特定個人情報を取扱

う区域を明確にし、壁又は、間仕切り等により、特定個人情報
等の情報漏えいを防止することが必要です。
例外的に、事業者のうち従業員の数が１００人以下の事業
者であって、個人番号利用事務実施者（個人番号を取扱う行
政機関などをいいます。）でないものは、安全管理措置が軽減
されています。

5　マイナンバーの取得方法
企業としては、マイナンバー制度の実施に備えて、従業員
のマイナンバーを収集する必要があります。平成２７年１０月
より市区町村から個人番号の通知カードが送付されます。そ
して、平成２８年１月から、社会保障、税、災害対策の行政手続
にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーを使用する直前に収集することになると、通
知カードの紛失等により収集できなくなっている恐れがあり
ますので、マイナンバーの取得は、通知後、出来るだけ早い方
が望ましいでしょう。
また、マイナンバーの取得は、マイナンバーカード等の提示
を受け、マイナンバーを書き留める等の方法により、取得すれ
ば足り、マイナンバーカードの写しを保管する必要はありませ
ん。もっとも、マイナンバーを書きとめた書類は金庫等に保管
して紛失しないように細心の注意が必要です。

6　最後に
マイナンバー制度は、国民一人一人にマイナンバーが指定

され、情報が管理される新しい制度です。そして、マイナン
バー法には、各種の罰則が設けられており、新たな運用が求
められるなど大きな改革を伴いますので、必要な管理システ
ムの構築、従業員に対する指導をし、マイナンバーを適切に管
理できる体制を構築しておくことが必要です。

本年１０月からマイナンバー制度が始まるとニュース等で耳にします。私は株式会社を経営
しているのですが、いったいマイナンバーとはどのようなもので、制度が始まることに備えて
会社としてはどのような準備をしておけばいいのでしょうか。

マイナンバー制度
質
問

回
答

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

東京藝術大学×株式会社西川精機製作所

シンプルかつ高精度の“技術”と多様な“感性”を誘発するデザイン

参加企業の声
モノをつくるとき、作りやすさやコストといった面から考える職人と、形やそのモノのコンセプトから考える

デザイナーが、一緒にイチから商品作りに挑戦する姿は、まさにイノベーションでした。「社風であるアイデア
力」と「弊社固有の技術」に「デザイン」を加えることで新しい価値が生まれると考え、今後も積極的に「デザイ
ン」を取り入れた工業商品を生み出していきたい。このような想いを抱かせてくれた東京藝術大学デザイン科
の皆様に、厚く御礼を申し上げます。

　　　（株式会社西川精機製作所　代表取締役社長　西川 喜久）

イノベーションとは、既成のモノやシステムなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れる新価値創造への挑戦であり、
社会に大きな変化を起こすことを指す。今回のプロジェクトは、企業が保有するコアコンピタンスであるレーザー加工技術の応
用展開が学生に課せられたデザインテーマである。日頃、学生達は個人知の枠内で自己完結型のモノづくりを指向し、技術や加
工の限界域に挑戦する体験は少ない。未体験は既得知に縛られず自由である反面、曖昧さを残す。
提案は、献身的な企業技術のカバーがあって一応カタチとなった。開発は技術と感性のせめぎ合いそのものであり、可能と不
可能を越えたところに、モノづくりは成立することを学生達は垣間見たようである。モノは社会趨勢や顧客ニーズなどを背景とし
つつ、企業・開発理念などに基づく目に見えない事象（コト性＝ソフト面）の価値と、それに対応して具体化される機能・性能・構
造・形体など目に見える物質（モノ性＝ハード面）の価値により形成される。製品開発は、組織力を結集した企業行動の結晶であ
り、技術と感性が示すバランス解のイロイロであることを産学相互が確認したプロジェクトであった。学生達の提案を試し、補って
くれた㈱西川精機製作所の皆様の熱いマインドに感謝致します。

（東京藝術大学　教授　尾登 誠一）

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

ブロック型のつみき
「いまじん」

工場見学 ミーティング 最終プレゼンテーション

光の色で空間を
演出する
「影絵の万華鏡」

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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（東京藝術大学　教授　尾登 誠一）

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

ブロック型のつみき
「いまじん」

工場見学 ミーティング 最終プレゼンテーション

光の色で空間を
演出する
「影絵の万華鏡」

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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国際化支援室では、これから海外市場を目指す、あるいは、海外ビジネスを始めてまだ日が浅いという
中小企業の皆さまに向けて「海外ビジネススタートアップセミナー」を開催しています。今年度第１回目と
なるセミナーを平成27年7月10日に秋葉原ダイビルで開催し、82名の方にご参加いただきました。今
回は、同セミナーの講義内容をご紹介します。

１.  海外ビジネスを始める際、多く寄せられる具体的相談事例
第１部では、公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下公社）国際化支援室・海外ワンストップ相
談員の鈴木忠幸相談員から、実際の相談事例をもとに、海外ビジネスを始めるにあたっての注意点
や、海外ワンストップ相談に多く寄せられる相談内容とその対応方法[マーケティングの方法／取引相
手方の信用調査／契約の内容と交渉方法］について説明しました。

２.  海外展開を始めるにあたり尽力した点、苦労した点
第２部では、有限会社三和トレーディング代表取締役の猪股観自氏より、海外展開を進めるにあたっ
て、猪股社長が経験したリアルな体験談をご講演いただきました。同社では、現在、公社の海外販路開
拓支援事業を活用して、中国市場を中心に海外への販路拡大を進めています。海外へ目を向けるよう
になったきっかけや、上海の展示会出展での体験談、現地市場の情報や海外生産での苦労話など、熱
のこもった講演に、会場からは多くの質問が寄せられました。

３.  ＪＩＣＡのネットワークを活用した中小企業の海外展開
第３部では、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）国内事業部・中小企業支援調査課長の内島光孝氏
より、ＪＩＣＡの「中小企業海外展開支援」の制度や内容について、実際に制度を利用されているさまざま
な企業の事例紹介を交えて具体的にお話しいただきました。併せて、公社・国際化支援室の海外販路
アドバイザー・渡辺修より、ＪＩＣＡ事業を活用した遠隔医療システムの販路開拓実例を紹介しました。

会場では、これから海外へビジネス展開していこうという
方々から、講師の具体的な体験談をひき出すために多くの質問
が寄せられ、活気に満ち溢れたセミナーとなりました。セミナー
にご参加いただきました皆さまをはじめ、海外展開によるステッ
プアップを目指す中小企業の皆さまを、国際化支援室は、これ
からも全力でサポートしてまいります。

ぜひ、海外販路開拓支援事業をご活用ください!

Ｑ．海外展開への興味は高まりましたか？

（参加者アンケートより）

海外販路開拓支援事業
～平成27年度第１回 海外ビジネススタートアップセミナー開催のご報告～

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
TEL：03-5822-7241　E-mail：ttc＠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

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
　収益性については改善がみられました。生産性と安全性につい
ては改善した比率と悪化した比率が同程度となりました。

1  収益性
 総資本回転率(1.7回)が横ばいだった以外は改善がみられまし
た。売上高増加率は増加幅が縮小したものの1.0％とプラスを維
持し、総資本経常利益率(3.6％)は0.3ポイント、売上高総利益
率(78.3％)は5.6ポイント、売上高営業利益率(1.8％)は0.8ポ
イント、売上高経常利益率(3.4％)は1.2ポイントそれぞれ増加
しました。

2  生産性
　従業者1人当たり年間売上高(13,421千円)は307千円、従
業者1人当たり年間売上総利益(5,970千円）は761千円減少
しましたが、従業者1人当たり年間経常利益(586千円)は91千
円増加しました。また比率が低いほど良好としている売上総利益
対人件費比率(52.0％)は5.1ポイント減少し改善しました。

3  安全性
　流動比率(204.8％)は3.8ポイント、当座比率(144.4％)は
4.6ポイント、固定資産回転率(5.6回)は0.5回転それぞれ増加
しましたが、自己資本比率(5.1％)は0.3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(67.0％)は
2.2ポイント増加し、悪化しました。

（新事業創出課　今井秀也）

【調査対象業種（7業種）】
クリーニング、理容、美容、旅行、不動産代理・仲介、旅館、飲食

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7月から8月に調
査を実施しました。平成25年4月から26年3月までに行なわれた決算を調査対象とし3,672社に調査票を郵送、有効回答率は37.4％で
した。この調査結果を5回にわたり紹介しています。
第4回目の今回は生活支援サービス業の各経営比率について解説します。集計企業数は85社、平均従業者数は43人で、黒字企
業は72.9％、赤字企業（経常損益が負）は24.7％でした（経常利益額不明は2.4％）。なお、生活支援サービス業の26年度調査対象業
種は以下に示す7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4回：生活支援サービス業）
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しました。
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4.6ポイント、固定資産回転率(5.6回)は0.5回転それぞれ増加
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１．現地・現場にて継続的支援を受ける
　叶社長は、現場作業と管理業
務を担う管理・リーダー職を社
外研修等に参加させても成長
を実感できない、という悩みを
持ち、重要な経営資源である人
材の育成システムを再構築した
いと考えていました。
　そのような時に、単なる相談
対応だけでなく、企業の現地・
現場にて、具体的な支援を継続
的に受けられる公社事業に魅
力を感じ、支援を依頼することにしました。

２．現在の取り組み
（1）定期的な学習会の実施　～学ぶことからスタート～
　昨年から、管理・リーダー職
を対象に、人材ナビゲータに
よるミニ研修会を月一回開催
しています。叶社長は、受講
者の意識向上を実感し、生産
性向上と利益確保に貢献して
いると感じています。

（２）チャレンジ活動の展開　～目標を持つことの重要性～
　仕事の成果を向上させるた
めに、目標を持ち、自発的に行
動するため、“私のチャレンジ
活動”を展開し、月一回開催の
ミニ研修会で進捗チェックを
行っています。

（３）ランチミーティングの実施　～一体感の醸成～
　一体感を醸成することは重要なことであり、皆で食事をし
ながら、気楽に業務外の話しをするランチミーティングを月
一回開催しています。話題は、社内野球チームの思い出、私
の趣味・あなたの趣味等々です。

３．参加者の声
●ミニ研修会などの公社の支援は、事前の打ち合わせを行
うことにより要望にマッチするようカスタマイズできるこ
とから非常に助かっている
●基礎理論から実践へと丁寧に進めてくれるので、業務の改
善活動に非常に役立つ
●ミニ研修会では、「考え方・気づき」を大事にしてくれるの
で、最初から答えを教えていただくことが少なく、身に付
けられれば実践でも、さほど苦労なく活かせると思う
●楽しみながら参加できる

4．今後の進め方
今後、取り組みをさらに充実し定着させるためには、難し
いことを難しくではなく、シンプルなこと・簡単なことを徹底
することを心掛け、支援の仕組み化（制度化）を図っていきた
いと考えています。
（１）公社の集合研修も活用し、教育の体系化を図る。
（２）目標管理制度等の人事制度と人材育成（ＯＪＴ）をリンク
　 させる。

（人材ナビゲータ　竹中秀夫）

株式会社ケイ・オールは平成２年に4名で創業し、プリント基板実装会社として成長を続け、今年２０周年を
迎えました。創業以来、試作実装を主要業務と定め、お客様と共に技術の研究を重ね、開発・試作実装で必要
なすべてのQCD（品質、コスト、納期）に対応しています。現在、従業員は78名となり、人材育成はお客様に
ご満足をいただくための最重要課題の一つと考え、積極的に取り組んでいます。

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

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

「従業員の意識変革が、企業の成長につながる」
というキーワードを確認

企業名 ： 株式会社ケイ・オール　代表者 ： 叶 一彦
資本金 ： 1,000万円　従業員数 ： 78名
所在地 ： 〒206-0811　東京都稲城市押立1047－1
TEL ： 042-378-2070  ＦＡＸ ： 042-378-2071

中小企業人材確保・育成総合支援事例

叶社長

ミニ研修会の様子

「私のチャレンジ活動」で目標を掲示

鉄道や自動車などに乗った時のことを思い浮かべ
てください。気持ち悪くなったり、不快感を覚えたりし
たことはありませんか。その原因は、振動によって三
半規管が刺激されることで起こると言われています。
　人に対して不快感を与える振動は、製品などに対し
てはどのような影響を及ぼすのでしょうか。今回は乗
り物とは切っても切り離せない「振動」の影響につい
てお話しします。
振動が発生する原因はさまざまです。例えば、鉄道

は線路の繋ぎ目の隙間など、自動車は道路の凹凸な
どによって、車体が振動します。近年の振動低減技術
は非常に進んでおり、車内の私たちが感じる振動は
わずかですが、車体自体が振動にさらされることには
変わりありません。
車両に搭載された製品を構成する金属などの材料

も、振動を受け続けることで疲労し、最悪の場合、破
損にまで至ります。ほかにも、ねじの緩みや機械の誤
動作など、振動によって引き起こされる問題は数多く
存在します。このように、長期間にわたり振動にさらさ
れることで、さまざまな悪影響が生じてしまうことが
あります。「揺れる機械」には、危険が潜んでいるので
す。

さて、実際の走行中にこのような問題が起こっては
困りますので、耐振や振動絶縁といったさまざまな対
策が取られています。
耐振は、振動にさらされても壊れないように頑丈に

することを言います。振動絶縁は、ゴムなどによって
振動が伝わらないようにすることを言います。同じ原

理を利用したものに免震ゴムがありますが、最近
ニュースで耳にした方も多いのではないでしょうか。

いずれの対策も、振動を受けても悪影響が起こら
ないか事前に調べることができれば安心です。そこ
で活躍するのが「揺らす機械」である「振動試験機」で
す。
振動試験機は、振動を発生させる装置です。製品

に対し、鉄道や自動車などでの使用を想定した振動
を与え、その影響を調べます。もちろん、梱包品の輸
送を想定した試験を行うこともできます。
鉄道や自動車では、振動数や加速度など振動の特

性がそれぞれ異なるので、製品が受ける実際の振動
を考えて試験条件を選択することが重要です。
JISにも鉄道なら鉄道、自動車なら自動車に搭載す

る製品に使用できる規格があります。これらに記載さ
れている条件を参考に、振動試験機を用いて製品を
振動させることで、耐久性などを確認します。
東京都立産業技術研究センターでは、振動試験機

を用いた依頼試験や研究開発事業によって、製品開
発や品質管理のお手伝いを行っています。お困りの
ことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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 広報室
〒135-0064　江東区青海２-４-１０
TEL：03-5530-2521 ホームページ:http://www.iri-tokyo.jp
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材の育成システムを再構築した
いと考えていました。
　そのような時に、単なる相談
対応だけでなく、企業の現地・
現場にて、具体的な支援を継続
的に受けられる公社事業に魅
力を感じ、支援を依頼することにしました。

２．現在の取り組み
（1）定期的な学習会の実施　～学ぶことからスタート～
　昨年から、管理・リーダー職
を対象に、人材ナビゲータに
よるミニ研修会を月一回開催
しています。叶社長は、受講
者の意識向上を実感し、生産
性向上と利益確保に貢献して
いると感じています。

（２）チャレンジ活動の展開　～目標を持つことの重要性～
　仕事の成果を向上させるた
めに、目標を持ち、自発的に行
動するため、“私のチャレンジ
活動”を展開し、月一回開催の
ミニ研修会で進捗チェックを
行っています。

（３）ランチミーティングの実施　～一体感の醸成～
　一体感を醸成することは重要なことであり、皆で食事をし
ながら、気楽に業務外の話しをするランチミーティングを月
一回開催しています。話題は、社内野球チームの思い出、私
の趣味・あなたの趣味等々です。

３．参加者の声
●ミニ研修会などの公社の支援は、事前の打ち合わせを行
うことにより要望にマッチするようカスタマイズできるこ
とから非常に助かっている
●基礎理論から実践へと丁寧に進めてくれるので、業務の改
善活動に非常に役立つ
●ミニ研修会では、「考え方・気づき」を大事にしてくれるの
で、最初から答えを教えていただくことが少なく、身に付
けられれば実践でも、さほど苦労なく活かせると思う
●楽しみながら参加できる

4．今後の進め方
今後、取り組みをさらに充実し定着させるためには、難し
いことを難しくではなく、シンプルなこと・簡単なことを徹底
することを心掛け、支援の仕組み化（制度化）を図っていきた
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なすべてのQCD（品質、コスト、納期）に対応しています。現在、従業員は78名となり、人材育成はお客様に
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も、振動を受け続けることで疲労し、最悪の場合、破
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動作など、振動によって引き起こされる問題は数多く
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れることで、さまざまな悪影響が生じてしまうことが
あります。「揺れる機械」には、危険が潜んでいるので
す。

さて、実際の走行中にこのような問題が起こっては
困りますので、耐振や振動絶縁といったさまざまな対
策が取られています。
耐振は、振動にさらされても壊れないように頑丈に

することを言います。振動絶縁は、ゴムなどによって
振動が伝わらないようにすることを言います。同じ原

理を利用したものに免震ゴムがありますが、最近
ニュースで耳にした方も多いのではないでしょうか。
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ないか事前に調べることができれば安心です。そこ
で活躍するのが「揺らす機械」である「振動試験機」で
す。
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に対し、鉄道や自動車などでの使用を想定した振動
を与え、その影響を調べます。もちろん、梱包品の輸
送を想定した試験を行うこともできます。
鉄道や自動車では、振動数や加速度など振動の特

性がそれぞれ異なるので、製品が受ける実際の振動
を考えて試験条件を選択することが重要です。
JISにも鉄道なら鉄道、自動車なら自動車に搭載す

る製品に使用できる規格があります。これらに記載さ
れている条件を参考に、振動試験機を用いて製品を
振動させることで、耐久性などを確認します。
東京都立産業技術研究センターでは、振動試験機

を用いた依頼試験や研究開発事業によって、製品開
発や品質管理のお手伝いを行っています。お困りの
ことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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
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「働く人の心の健康づくり講座」のご紹介

ストレスチェック制度についてストレスチェック制度についてストレスチェック制度について

公社で開催する「働く人の心の健康講座」管理監督者向け（ラインケア）の内容の一部について、
ご紹介します。

一般社団法人日本産業カウンセラー協会
東京支部登録講師

産業カウンセラー/キャリア・コンサルタント
田中　恵子

１．はじめに
平成27年12月から労働者50人以上の事業場では「ストレスチェック制度」が義務化されます。「ストレスチェック

制度」は総合的なメンタルヘルス対策の一つとして位置付けられるものであり、実効性のあるものとするためには
他の施策も同時に行うことが必要です。

２．本制度の目的
職場におけるメンタルヘルス対策は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」、メンタルヘルス不調の早期

発見と適切な対応を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調で休職した労働者の職場復帰を支援する「三次予防」に
分けられます。
「ストレスチェック制度」は、この中の「一次予防」を強化するため、定期的にストレスの状況について検査を行い労
働者のストレスへの気づきを促すものです。検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合は、
医師の面接を受けさせ、必要に応じて就業上の措置を行います。さらに、努力義務ですが、集団ごとの集計・分析に
より職場環境等の把握と改善を行い、職場におけるストレス要因を低減することも目的としています。

３．取り組み方
職場においてメンタルヘルス対策を推進するには、まず初めに「事業者による方針の表明」を行います。事業者が

「事業経営の一環」として積極的にメンタルヘルス対策に取り組む旨を労働者に表明することは、「働きやすい職場
環境をつくり生産性の向上につなげよう」という労働者へのメッセージにもなるでしょう。
次に、メンタルヘルス対策の推進について衛生委員会等で調査審議をして「心の健康づくり計画」を策定します。

計画には、活動方針や目標、推進体制、推進方法などメンタルヘルス対策の全体像を示し、それを労働者に周知し
ます。特に「ストレスチェック制度」に関しては、実施体制や実施方法に加えて、プライバシーの保護、不利益な取扱
いの防止などをわかりやすく示すとともに、労働者に十分な説明をすることが望まれます。また、教育研修や情報提
供を通して全ての労働者がメンタルヘルスケアの重要性を理解するよう働きかけます。
これらの取組みは、労働者50人以上の事業場では衛生委員会等で体制整備をおこないますが、労働者50人未満

の事業場では公的な外部資源などを活用しながら実施可能なところから着実に取組を進めることが望まれます。
例えば、都の委託を受けて公社で開催される無料のメンタルヘルス講座には、一般社員向けのセルフケア講座

や管理監督者向けのラインケア講座などがありますので、労働者の教育研修として活用できるでしょう。また、地域
産業保健センターの保健指導や、厚生労働省のサイト「こころの耳」の情報も積極的に活用するとよいでしょう。

４．まとめ
メンタルヘルス対策を進めるにあたっては、労働者が働きやすい職場環境づくりが不可欠です。それを実現する

ことは労働者の健康を守ると同時に、生産性の向上による事業の発展にもつながります。そのためには、労使が互
いに協力・連携し、できることから取組を進めていくことが重要です。

◆9月講座当日には、本制度の概要（上記内容）をはじめ、管理監督者の役割と留意点についても講義します。

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　　9月17日（木） 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

発注企業様が求める「発注企業情報」が公社ＨＰに掲載されています。該当する技術や製品をお持ち
の企業様は、新規取引先開拓のきっかけづくりや、新たなパートナーづくりに是非ご活用ください。
※産業交流展と併催になります。
開催日時
参 加 費
会 場

募 集 数

募集対象
商談方法

申込方法

申込期限

平成２７年１１月２０日（金）　13：00～17：00
無料
東京ビッグサイト・レセプションホール（江東区有明３－１１－１）
http://www.bigsight.jp/access/transportation/
１５０社程度
※募集数に達し次第締め切ります。
東京都内に事業所のある企業様
事前に商談スケジュールの組み合わせをした企業同士による個別面談形式の商談会です。
（１商談２０分を予定）あらかじめ発注企業と受注企業の意向を聞いているのでミスマッチが
少ない商談方式です。
※双方の商談希望を確認の上マッチングを行うため、商談会に必ず参加出来るとは限りません。
公社ＨＰより申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご入力の上、bm@tokyo-
kosha.or.jp　宛に送信してください。
平成２７年１０月９日（金）予定

第3回「ビジネスマッチングin東京」第3回「ビジネスマッチングin東京」
“受注側参加企業”を募集します！“受注側参加企業”を募集します！

企業人材支援課　福利厚生係
TEL：０３-3832-3678 TEL：03-3251-7883　E-ｍａｉｌ：bm@tokyo-kosha.or.jp　URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/

取引振興課
問
い
合
わ
せ
先

No.442 平成27年9月10日アーガス21

K2015

No.442 平成27年9月10日 アーガス21

10

No.442 平成27年9月10日アーガス21

K2015

No.442 平成27年9月10日 アーガス21



KDIC2558

「働く人の心の健康づくり講座」のご紹介

ストレスチェック制度についてストレスチェック制度についてストレスチェック制度について

公社で開催する「働く人の心の健康講座」管理監督者向け（ラインケア）の内容の一部について、
ご紹介します。

一般社団法人日本産業カウンセラー協会
東京支部登録講師

産業カウンセラー/キャリア・コンサルタント
田中　恵子

１．はじめに
平成27年12月から労働者50人以上の事業場では「ストレスチェック制度」が義務化されます。「ストレスチェック

制度」は総合的なメンタルヘルス対策の一つとして位置付けられるものであり、実効性のあるものとするためには
他の施策も同時に行うことが必要です。

２．本制度の目的
職場におけるメンタルヘルス対策は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」、メンタルヘルス不調の早期

発見と適切な対応を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調で休職した労働者の職場復帰を支援する「三次予防」に
分けられます。
「ストレスチェック制度」は、この中の「一次予防」を強化するため、定期的にストレスの状況について検査を行い労
働者のストレスへの気づきを促すものです。検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合は、
医師の面接を受けさせ、必要に応じて就業上の措置を行います。さらに、努力義務ですが、集団ごとの集計・分析に
より職場環境等の把握と改善を行い、職場におけるストレス要因を低減することも目的としています。

３．取り組み方
職場においてメンタルヘルス対策を推進するには、まず初めに「事業者による方針の表明」を行います。事業者が

「事業経営の一環」として積極的にメンタルヘルス対策に取り組む旨を労働者に表明することは、「働きやすい職場
環境をつくり生産性の向上につなげよう」という労働者へのメッセージにもなるでしょう。
次に、メンタルヘルス対策の推進について衛生委員会等で調査審議をして「心の健康づくり計画」を策定します。

計画には、活動方針や目標、推進体制、推進方法などメンタルヘルス対策の全体像を示し、それを労働者に周知し
ます。特に「ストレスチェック制度」に関しては、実施体制や実施方法に加えて、プライバシーの保護、不利益な取扱
いの防止などをわかりやすく示すとともに、労働者に十分な説明をすることが望まれます。また、教育研修や情報提
供を通して全ての労働者がメンタルヘルスケアの重要性を理解するよう働きかけます。
これらの取組みは、労働者50人以上の事業場では衛生委員会等で体制整備をおこないますが、労働者50人未満

の事業場では公的な外部資源などを活用しながら実施可能なところから着実に取組を進めることが望まれます。
例えば、都の委託を受けて公社で開催される無料のメンタルヘルス講座には、一般社員向けのセルフケア講座

や管理監督者向けのラインケア講座などがありますので、労働者の教育研修として活用できるでしょう。また、地域
産業保健センターの保健指導や、厚生労働省のサイト「こころの耳」の情報も積極的に活用するとよいでしょう。

４．まとめ
メンタルヘルス対策を進めるにあたっては、労働者が働きやすい職場環境づくりが不可欠です。それを実現する

ことは労働者の健康を守ると同時に、生産性の向上による事業の発展にもつながります。そのためには、労使が互
いに協力・連携し、できることから取組を進めていくことが重要です。

◆9月講座当日には、本制度の概要（上記内容）をはじめ、管理監督者の役割と留意点についても講義します。

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　　9月17日（木） 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

発注企業様が求める「発注企業情報」が公社ＨＰに掲載されています。該当する技術や製品をお持ち
の企業様は、新規取引先開拓のきっかけづくりや、新たなパートナーづくりに是非ご活用ください。
※産業交流展と併催になります。
開催日時
参 加 費
会 場

募 集 数

募集対象
商談方法

申込方法

申込期限

平成２７年１１月２０日（金）　13：00～17：00
無料
東京ビッグサイト・レセプションホール（江東区有明３－１１－１）
http://www.bigsight.jp/access/transportation/
１５０社程度
※募集数に達し次第締め切ります。
東京都内に事業所のある企業様
事前に商談スケジュールの組み合わせをした企業同士による個別面談形式の商談会です。
（１商談２０分を予定）あらかじめ発注企業と受注企業の意向を聞いているのでミスマッチが
少ない商談方式です。
※双方の商談希望を確認の上マッチングを行うため、商談会に必ず参加出来るとは限りません。
公社ＨＰより申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご入力の上、bm@tokyo-
kosha.or.jp　宛に送信してください。
平成２７年１０月９日（金）予定

第3回「ビジネスマッチングin東京」第3回「ビジネスマッチングin東京」
“受注側参加企業”を募集します！“受注側参加企業”を募集します！

企業人材支援課　福利厚生係
TEL：０３-3832-3678 TEL：03-3251-7883　E-ｍａｉｌ：bm@tokyo-kosha.or.jp　URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/

取引振興課
問
い
合
わ
せ
先

■受注情報
整
理
番
号

受注案件 No.
所在地区 従業員数 希望する仕事又は自社 PR 主要設備　他 経験

年数 問合せ窓口

1 No.00042909
北区 2人 挽物加工等 シチズンピーターＬ２０　他 47 年

取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888

■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 数量 支払条

件 問合せ窓口

1 No.00042908
葛飾区

1,0００万円
21人

建築用金物
用金型

プレス金型1m×0.5ｍ
重量 500～700ｋｇ

(金型材料）
DC53

（部品材料）
ザムSS400カラ－鋼板

ワイヤ－放電
加工機旋盤

その他
年2～3 相談

取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888
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K2015

　としまものづくりメッセは、豊島区内を中心とした企業・団体が優れた製品やサービス、高い技術を一
堂に展示する池袋副都心の産業見本市です。昨年度来場者数は20,000人を超えました。地域や業種を
越えた企業間交流の場として、また自社製品やサービスの発信の場としてぜひご利用ください。

日　　時
会 場

募集締切
出展対象
出展分野
出 展 料

申込方法

平成28年3月3日(木)～5日(土)　10：00～17：00（最終日は16：00まで）
サンシャインシティ展示ホールB（文化会館４F）（豊島区東池袋3-1-4）

平成27年11月6日(金)まで
企業、団体など
製造、環境・エネルギー、医療・健康・福祉、情報・サービス、食・文化など
①標準小間（間口約3m×奥行約2m×高さ2.4ｍ）　54,000円（税込）
②ミニ小間（間口約1m×奥行約0.5m×高さ2.4m）32,400円（税込）
申込用紙をホームページからダウンロードし、FAXまたは郵送でお申し込みください。
また、電話でも資料請求を受け付けています。

TEL：03-4566-2742　FAX：03-5992-7088
E-ｍａｉｌ：A0029099@city.toshima.lg.jp　HP:http://www.toshima-messe.jp

としまものづくりメッセ実行委員会事務局（豊島区生活産業課商工係内）

第9回としまものづくりメッセ 出展募集第9回としまものづくりメッセ 出展募集

申
し
込
み・

問
い
合
わ
せ
先

〈出展募集〉

女性の活躍実現のための
製造業向けセミナー（全３回）

いま、女性の雇用や活躍が叫ばれています。本セミナー
では、女性のパートタイマーを最大限活用して、現場の生
産性を高めている製造業の取組を体系化させました。女
性パートを貴重な戦力として、企業の生産性（利益）アッ
プにつなげるにはどうするか。その秘訣をお伝えします。

日 　 時

テ ー マ

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成２７年１０月５日（月）（第１回）・
１０月１９日（月）（第２回）・１１月４日（水）（第３回）
※時間は、毎回 １４：００～１７：００（予定）です。
第１回   　ものづくり女性社員向け人づくりと生産現場活性化のツボ
第２回   　やる気を引き出す
　　　 「事例で学ぶ女性パートのモチベーション向上策」
第３回   　女性の活躍に取り組む企業による講演
※取組効果を最大限にするため、全ての回に参
　加されることをお勧めします。
無料
パナソニックエコソリューションズ創研株式会社
東京研修所
（新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階）
パナソニックエコソリューションズ創研株式会社
上席コンサルタント　斉藤　好夫 氏
（第1～3回）
〈第３回／企業事例の講演〉
株式会社メトロール　代表取締役　松橋　卓司 氏
菱和工業株式会社　  課長　大木　聡 氏
３０名
企業人材支援課
TEL 03-3832-3675   ＦＡＸ 03-3832-3679

：

：

：
：

：

：
：

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

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

「あの時、きちんとした契約書を作っておけば」などと後悔
しないためにも、中小企業が身を守っていくために必要な
契約や取引に関する知識、コンプライアンスに関する知識
などについて、トラブル事例を中心に解説します。また、民
法改正を巡る状況についても、解説を予定しています。

法務基礎
～中小企業が身を守るために必要な法律知識～

対 象
日 　 時
受 講 料 
会 　 場

講 師
募集人数
問合せ先 

経営者、法務担当者等
平成27年11月19日（木）　10：00～17：00
８，０００円
（公財）東京都中小企業振興公社　セミナールーム
（台東区台東１－３－５　反町商事ビル６階）
法律事務所アルシエン　武内　優宏 氏
２０名（先着順）
企業人材支援課
TEL 03-3832-3675   ＦＡＸ 03-3832-3679

：
：
：
：

：
：
：

必要最小限のコストで、効果の上がる設備保全を実現さ
せるためのポイントを現場で故障した実物、企業での故
障事例等を通じて具体的に学習します。また、技能伝承
の基本である技能チェックシートの作成スキルをグルー
プ学習により具体的に学びます。

リーダーのための技能伝承(活用編) 
～稼ぐ“計画保全”のスキルを学び、伝える～

対 象
日 　 時
受 講 料 
会 　 場

講 師
募集人数
問合せ先

生産・製造関係の管理職、リーダーの方
平成27年11月17日（火）　10：00～17：00
8,000円
（公財）東京都中小企業振興公社　セミナールーム
（台東区台東１－３－５　反町商事ビル６階）
高度ポリテクセンター　竹野　俊夫 氏
14名（先着順）
企業人材支援課
TEL 03-3832-3675   ＦＡＸ 03-3832-3679

：
：
：
：

：
：
：

多摩の医療機関から集めた「薬事法上のリスクの低い医
療周辺ニーズ」をヒントに、新たな事業展開を支援する
“多摩発”看工連携支援。「看工連携とは何か？」について
他県の事例も含め、今後の取組みなどをご案内します。

～医療周辺ニーズを拾え！～

“多摩発”看工連携支援セミナー

日 　 時
対 象
受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成２７年１０月２日（金）　１３：３０～１７：００
都内に事業所を有する中小ものづくり企業
無料
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社　
２階大会議室
特定非営利活動法人医工連携推進機構
　客員研究員　松下　勇 氏
メディカルバイオコーポレーション（株）
　医工連携推進事業部長　森田 朝子 氏（看護師）
【事例企業】
（株）柴田合成（群馬県甘楽郡甘楽町）
甲府商工会議所医療関連ものづくり交流会
（上野電子（株）（山梨県韮崎市））
50名（先着順）
多摩支社
TEL 042-500-3901   ＦＡＸ 042-500-3915

：
：
：
：

：

：
：

輸出取引の仕組みや売り申込み、為替、採算、契約、貿易
条件、代金決済、通関、保険等目的達成のための具体的
なプロセスを学びます。

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務 (初級)

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成27年11月11日(水)・12日(木) 
（2日間） 10:00～16:00
15,000円
東京都産業労働局秋葉原庁舎　会議室
（千代田区神田佐久間町1-9）
（株）ヒロ・インターナショナル　
代表取締役　樋口　壽男 氏
40名（先着順）
国際化支援室
TEL 03-5822-7243   ＦＡＸ 03-5822-7240

：

：
：

：

：
：

新技術創出交流会 展示ブースを一般公開！！
　新技術創出交流会は優れた技術・製品を有する中小企業と、
成長産業分野等での開発ニーズを持つ大手企業が数多く参加
するマッチングイベントです。
　今回、大手企業が商談を希望した、選りすぐりの中小企業約
120社を一堂に会し、展示ブースを設けます。多摩地域をはじ
めとする都内中小企業の技術力をぜひともご覧ください。

展示テーマ
加工、電気・電子・光
学、材料、評価・検査、
システム・ソフトウエ
ア、環境・省エネ、健康・
福祉、危機管理・インフ
ラメンテナンス、その他

日時 ： 平成27年10月27日（火）　11:00～16:40
場所 ： パレスホテル立川 4階
　　  （立川市曙町２－４０－１５ JR立川駅徒歩3分）
※当日、直接会場にお越しください。

特別講演のご案内 入場無料
予約不要

講演者 

時間

テーマ
金属３Ｄプリンタの技術動向と
中小企業の活用について

近畿大学
次世代基盤技術研究所
・3D造形技術研究センター長
教授　京極　秀樹 氏

13:00～14:00
次世代産業用３Ｄプリンタ開発の国家プロジェク
ト（TRAFAM）でプロジェクトリーダーを務める京
極教授。現状、金属３Ｄプリンタは大半が海外製
ですが、本年6月に国産金属プリンタの試作機が
５台製作され、いま注目を集めています。今回は、
医療や航空分野への応用など「次世代３Ｄプリン
タの今後の展望」について、ご講演いただきます。
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K2015

　としまものづくりメッセは、豊島区内を中心とした企業・団体が優れた製品やサービス、高い技術を一
堂に展示する池袋副都心の産業見本市です。昨年度来場者数は20,000人を超えました。地域や業種を
越えた企業間交流の場として、また自社製品やサービスの発信の場としてぜひご利用ください。

日　　時
会 場

募集締切
出展対象
出展分野
出 展 料

申込方法

平成28年3月3日(木)～5日(土)　10：00～17：00（最終日は16：00まで）
サンシャインシティ展示ホールB（文化会館４F）（豊島区東池袋3-1-4）

平成27年11月6日(金)まで
企業、団体など
製造、環境・エネルギー、医療・健康・福祉、情報・サービス、食・文化など
①標準小間（間口約3m×奥行約2m×高さ2.4ｍ）　54,000円（税込）
②ミニ小間（間口約1m×奥行約0.5m×高さ2.4m）32,400円（税込）
申込用紙をホームページからダウンロードし、FAXまたは郵送でお申し込みください。
また、電話でも資料請求を受け付けています。

TEL：03-4566-2742　FAX：03-5992-7088
E-ｍａｉｌ：A0029099@city.toshima.lg.jp　HP:http://www.toshima-messe.jp

としまものづくりメッセ実行委員会事務局（豊島区生活産業課商工係内）

第9回としまものづくりメッセ 出展募集第9回としまものづくりメッセ 出展募集

申
し
込
み・

問
い
合
わ
せ
先

〈出展募集〉

女性の活躍実現のための
製造業向けセミナー（全３回）

いま、女性の雇用や活躍が叫ばれています。本セミナー
では、女性のパートタイマーを最大限活用して、現場の生
産性を高めている製造業の取組を体系化させました。女
性パートを貴重な戦力として、企業の生産性（利益）アッ
プにつなげるにはどうするか。その秘訣をお伝えします。

日 　 時

テ ー マ

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成２７年１０月５日（月）（第１回）・
１０月１９日（月）（第２回）・１１月４日（水）（第３回）
※時間は、毎回 １４：００～１７：００（予定）です。
第１回   　ものづくり女性社員向け人づくりと生産現場活性化のツボ
第２回   　やる気を引き出す
　　　 「事例で学ぶ女性パートのモチベーション向上策」
第３回   　女性の活躍に取り組む企業による講演
※取組効果を最大限にするため、全ての回に参
　加されることをお勧めします。
無料
パナソニックエコソリューションズ創研株式会社
東京研修所
（新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階）
パナソニックエコソリューションズ創研株式会社
上席コンサルタント　斉藤　好夫 氏
（第1～3回）
〈第３回／企業事例の講演〉
株式会社メトロール　代表取締役　松橋　卓司 氏
菱和工業株式会社　  課長　大木　聡 氏
３０名
企業人材支援課
TEL 03-3832-3675   ＦＡＸ 03-3832-3679

：

：

：
：

：

：
：

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

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

「あの時、きちんとした契約書を作っておけば」などと後悔
しないためにも、中小企業が身を守っていくために必要な
契約や取引に関する知識、コンプライアンスに関する知識
などについて、トラブル事例を中心に解説します。また、民
法改正を巡る状況についても、解説を予定しています。

法務基礎
～中小企業が身を守るために必要な法律知識～

対 象
日 　 時
受 講 料 
会 　 場

講 師
募集人数
問合せ先 

経営者、法務担当者等
平成27年11月19日（木）　10：00～17：00
８，０００円
（公財）東京都中小企業振興公社　セミナールーム
（台東区台東１－３－５　反町商事ビル６階）
法律事務所アルシエン　武内　優宏 氏
２０名（先着順）
企業人材支援課
TEL 03-3832-3675   ＦＡＸ 03-3832-3679

：
：
：
：

：
：
：

必要最小限のコストで、効果の上がる設備保全を実現さ
せるためのポイントを現場で故障した実物、企業での故
障事例等を通じて具体的に学習します。また、技能伝承
の基本である技能チェックシートの作成スキルをグルー
プ学習により具体的に学びます。

リーダーのための技能伝承(活用編) 
～稼ぐ“計画保全”のスキルを学び、伝える～

対 象
日 　 時
受 講 料 
会 　 場

講 師
募集人数
問合せ先

生産・製造関係の管理職、リーダーの方
平成27年11月17日（火）　10：00～17：00
8,000円
（公財）東京都中小企業振興公社　セミナールーム
（台東区台東１－３－５　反町商事ビル６階）
高度ポリテクセンター　竹野　俊夫 氏
14名（先着順）
企業人材支援課
TEL 03-3832-3675   ＦＡＸ 03-3832-3679

：
：
：
：

：
：
：

多摩の医療機関から集めた「薬事法上のリスクの低い医
療周辺ニーズ」をヒントに、新たな事業展開を支援する
“多摩発”看工連携支援。「看工連携とは何か？」について
他県の事例も含め、今後の取組みなどをご案内します。

～医療周辺ニーズを拾え！～

“多摩発”看工連携支援セミナー

日 　 時
対 象
受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成２７年１０月２日（金）　１３：３０～１７：００
都内に事業所を有する中小ものづくり企業
無料
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社　
２階大会議室
特定非営利活動法人医工連携推進機構
　客員研究員　松下　勇 氏
メディカルバイオコーポレーション（株）
　医工連携推進事業部長　森田 朝子 氏（看護師）
【事例企業】
（株）柴田合成（群馬県甘楽郡甘楽町）
甲府商工会議所医療関連ものづくり交流会
（上野電子（株）（山梨県韮崎市））
50名（先着順）
多摩支社
TEL 042-500-3901   ＦＡＸ 042-500-3915

：
：
：
：

：

：
：

輸出取引の仕組みや売り申込み、為替、採算、契約、貿易
条件、代金決済、通関、保険等目的達成のための具体的
なプロセスを学びます。

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務 (初級)

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成27年11月11日(水)・12日(木) 
（2日間） 10:00～16:00
15,000円
東京都産業労働局秋葉原庁舎　会議室
（千代田区神田佐久間町1-9）
（株）ヒロ・インターナショナル　
代表取締役　樋口　壽男 氏
40名（先着順）
国際化支援室
TEL 03-5822-7243   ＦＡＸ 03-5822-7240

：

：
：

：

：
：

新技術創出交流会 展示ブースを一般公開！！
　新技術創出交流会は優れた技術・製品を有する中小企業と、
成長産業分野等での開発ニーズを持つ大手企業が数多く参加
するマッチングイベントです。
　今回、大手企業が商談を希望した、選りすぐりの中小企業約
120社を一堂に会し、展示ブースを設けます。多摩地域をはじ
めとする都内中小企業の技術力をぜひともご覧ください。

展示テーマ
加工、電気・電子・光
学、材料、評価・検査、
システム・ソフトウエ
ア、環境・省エネ、健康・
福祉、危機管理・インフ
ラメンテナンス、その他

日時 ： 平成27年10月27日（火）　11:00～16:40
場所 ： パレスホテル立川 4階
　　  （立川市曙町２－４０－１５ JR立川駅徒歩3分）
※当日、直接会場にお越しください。

特別講演のご案内 入場無料
予約不要

講演者 

時間

テーマ
金属３Ｄプリンタの技術動向と
中小企業の活用について

近畿大学
次世代基盤技術研究所
・3D造形技術研究センター長
教授　京極　秀樹 氏

13:00～14:00
次世代産業用３Ｄプリンタ開発の国家プロジェク
ト（TRAFAM）でプロジェクトリーダーを務める京
極教授。現状、金属３Ｄプリンタは大半が海外製
ですが、本年6月に国産金属プリンタの試作機が
５台製作され、いま注目を集めています。今回は、
医療や航空分野への応用など「次世代３Ｄプリン
タの今後の展望」について、ご講演いただきます。
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～公益財団法人　東京都中小企業振興公社　　後援事業～

TEL：０３-５３２０-４６５２
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

 

9月1日～11月30日は
「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」期間です！

9月1日～11月30日は
「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」期間です！

9月1日～11月30日は
「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」期間です！

TEL：０３-５３２０-７７２３　〒163-8001　新宿区西新宿二丁目８番１号
ホームページ　http://www.sports-tokyo.info/company/

東京都オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部調整課企画調整係申
し
込
み・

問
い
合
わ
せ
先

東京都スポーツ推進企業を募集します!
社員のスポーツ活動の推進やスポーツ分野における社会貢献活動を実施している

東京都スポーツ推進企業認定制度を今年度新たに創設しました

　東京都は、今年度新たに「東京都スポーツ推進企業認定制度」を創設しました。社員のスポーツ活動を
推進する取組や、スポーツ分野における社会貢献活動を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企
業」として認定します。
　さらに、東京都スポーツ推進企業として認定された企業のうち、特に社会的な影響や波及効果の大き
い取組をしている企業等を「東京都スポーツ推進モデル企業」として選定、表彰します。たくさんの御応募
をお待ちしています。

　働くすべての人が心もからだも健康で、いきいきと充実して働く職場をつくり、組織を活性化するため
には、経営者の方々による積極的なメンタルヘルス対策への取組が必要です。そこで、東京都では「職場
のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」（平成27年度：9月1日～11月30日）を実施します。
　11月18日（水）にはシンポジウム及び相談会を開催します。是非ご来場ください。

【主な内容と取組例】
①社員の「する」「みる」「支える」スポーツを推進している企業等
　○朝の体操など、社員が身体を動かす時間を設定
　○自社企業スポーツの応援ツアーを実施
　○地域のスポーツイベントに社員がボランティアとして参加　など
②スポーツ分野における社会貢献活動を実施している企業等
　○障害者スポーツの支援
　○アスリートの雇用の促進
　○自社のスポーツ施設を地域に開放　など

１　募集期間　　平成２７年１１月３０日（月）まで
２　募集対象　　都内に本社、事業所を置く企業、社団法人、財団法人、NPO法人等
３　応募方法
（１） 応募書類の入手方法
　   オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部ホームページ「スポーツＴＯＫＹＯインフォメーショ
　   ン」からダウンロード。 http://www.sports-tokyo.info/company/　
（２） 応募書類の提出
　　応募様式等に必要事項を記載し、代表者印を押印の上、下記宛先まで郵送又は持参。
４　東京都スポーツ推進企業の公表等
（１） 東京都スポーツ推進企業
　　認定証及び認定ステッカーを交付するほか、都HPやSNSで社名等を公表します。
（２） 東京都スポーツ推進モデル企業
　　表彰するほか、都HPやSNSのほか都スポーツイベントで取組内容を公表します。

※申請書や詳細はＨＰをご覧ください。

職場のメンタルヘルス対策シンポジウム＆相談会
■日   時　平成27年１１月18日（水）　（13:00開場）
■場   所　日経ホール　（千代田区大手町1-3-7　日経ビル（ホール入口：3階））

職場のメンタルヘルス対策シンポジウム≪入場無料≫
■時   間　13：30～17：00
■対   象　経営者・管理監督者・人事労務担当者等
■内   容　・基調講演「メンタルヘルス対策がもたらす生産性の向上について」
　　　　　　【講師】佐藤　隆 氏（臨床心理士・精神保健福祉士）
　　　　   ・講演「ストレスチェック制度を活用した職場環境改善」
　　　　　　【講師】吉川　徹 氏（（独）労働安全衛生総合研究所、医学博士）
　　　　　※ 都合により講師が変更になることがございます。ご了承ください。
　　　　　・パネルディスカッション「職場の活性化を主としたメンタルヘルス対策について」
　　　　　　企業の取組事例をご紹介します。
　　　　　　【コーディネーター】佐藤　隆 氏
  　　　　　【パネリスト】吉川　徹 氏、中央物産株式会社、株式会社WSP
■申込方法　下記ホームページからお申込ください。
■定　員　　600名程度（先着順）

職場のメンタルヘルス対策相談会≪相談無料≫
　産業カウンセラー、社会保険労務士等の専門家が職場のメンタルヘルス対策の具体的な進め方や個
別事例への対応方法をアドバイスします！
■予約相談会（先着順） 　※要事前申込：下記ホームページからお申込ください。
　・時間：1回目17:10～17:50、２回目18:00～18:40※1社当たり40分まで。2回に分けて実施します。
　・定員：両回あわせて18社まで受け付けます。
■当日相談コーナー　※予約不要（当日先着順でご案内）
　・時間：13:00～18:30　※専門家が常駐して相談を受け付けます。

　使用者団体、労働組合等の協力団体でも、9月から11月にかけて、メンタルヘルス対策関連のセミナー等を
多数実施します。セミナー情報等の詳細は下記ホームページからご覧ください。

詳細は「職場のメンタルヘルス対策推進事業」HPをご覧ください。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/mental/index.html

東京都「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」協力事業

検索職場のメンタルヘルス対策推進事業
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社員のスポーツ活動の推進やスポーツ分野における社会貢献活動を実施している

東京都スポーツ推進企業認定制度を今年度新たに創設しました

　東京都は、今年度新たに「東京都スポーツ推進企業認定制度」を創設しました。社員のスポーツ活動を
推進する取組や、スポーツ分野における社会貢献活動を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企
業」として認定します。
　さらに、東京都スポーツ推進企業として認定された企業のうち、特に社会的な影響や波及効果の大き
い取組をしている企業等を「東京都スポーツ推進モデル企業」として選定、表彰します。たくさんの御応募
をお待ちしています。

　働くすべての人が心もからだも健康で、いきいきと充実して働く職場をつくり、組織を活性化するため
には、経営者の方々による積極的なメンタルヘルス対策への取組が必要です。そこで、東京都では「職場
のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」（平成27年度：9月1日～11月30日）を実施します。
　11月18日（水）にはシンポジウム及び相談会を開催します。是非ご来場ください。

【主な内容と取組例】
①社員の「する」「みる」「支える」スポーツを推進している企業等
　○朝の体操など、社員が身体を動かす時間を設定
　○自社企業スポーツの応援ツアーを実施
　○地域のスポーツイベントに社員がボランティアとして参加　など
②スポーツ分野における社会貢献活動を実施している企業等
　○障害者スポーツの支援
　○アスリートの雇用の促進
　○自社のスポーツ施設を地域に開放　など

１　募集期間　　平成２７年１１月３０日（月）まで
２　募集対象　　都内に本社、事業所を置く企業、社団法人、財団法人、NPO法人等
３　応募方法
（１） 応募書類の入手方法
　   オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部ホームページ「スポーツＴＯＫＹＯインフォメーショ
　   ン」からダウンロード。 http://www.sports-tokyo.info/company/　
（２） 応募書類の提出
　　応募様式等に必要事項を記載し、代表者印を押印の上、下記宛先まで郵送又は持参。
４　東京都スポーツ推進企業の公表等
（１） 東京都スポーツ推進企業
　　認定証及び認定ステッカーを交付するほか、都HPやSNSで社名等を公表します。
（２） 東京都スポーツ推進モデル企業
　　表彰するほか、都HPやSNSのほか都スポーツイベントで取組内容を公表します。

※申請書や詳細はＨＰをご覧ください。

職場のメンタルヘルス対策シンポジウム＆相談会
■日   時　平成27年１１月18日（水）　（13:00開場）
■場   所　日経ホール　（千代田区大手町1-3-7　日経ビル（ホール入口：3階））

職場のメンタルヘルス対策シンポジウム≪入場無料≫
■時   間　13：30～17：00
■対   象　経営者・管理監督者・人事労務担当者等
■内   容　・基調講演「メンタルヘルス対策がもたらす生産性の向上について」
　　　　　　【講師】佐藤　隆 氏（臨床心理士・精神保健福祉士）
　　　　   ・講演「ストレスチェック制度を活用した職場環境改善」
　　　　　　【講師】吉川　徹 氏（（独）労働安全衛生総合研究所、医学博士）
　　　　　※ 都合により講師が変更になることがございます。ご了承ください。
　　　　　・パネルディスカッション「職場の活性化を主としたメンタルヘルス対策について」
　　　　　　企業の取組事例をご紹介します。
　　　　　　【コーディネーター】佐藤　隆 氏
  　　　　　【パネリスト】吉川　徹 氏、中央物産株式会社、株式会社WSP
■申込方法　下記ホームページからお申込ください。
■定　員　　600名程度（先着順）

職場のメンタルヘルス対策相談会≪相談無料≫
　産業カウンセラー、社会保険労務士等の専門家が職場のメンタルヘルス対策の具体的な進め方や個
別事例への対応方法をアドバイスします！
■予約相談会（先着順） 　※要事前申込：下記ホームページからお申込ください。
　・時間：1回目17:10～17:50、２回目18:00～18:40※1社当たり40分まで。2回に分けて実施します。
　・定員：両回あわせて18社まで受け付けます。
■当日相談コーナー　※予約不要（当日先着順でご案内）
　・時間：13:00～18:30　※専門家が常駐して相談を受け付けます。

　使用者団体、労働組合等の協力団体でも、9月から11月にかけて、メンタルヘルス対策関連のセミナー等を
多数実施します。セミナー情報等の詳細は下記ホームページからご覧ください。

詳細は「職場のメンタルヘルス対策推進事業」HPをご覧ください。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/mental/index.html

東京都「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」協力事業

検索職場のメンタルヘルス対策推進事業
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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

災害時の対応や、災害後の事業復旧手順を取り決めておくBCP
（事業継続計画）は、取引先に対する信頼の向上もありますが、「業
務の流れや社員の役割を明確にし、トラブルに迅速に対応する体制
を構築出来る」「業務効率化を図れる」という大きなメリットもありま
す。
例えば、社内のシステムがサイバー攻撃を受けたり、経営に携わ

る方が急に長期不在になったりと、トラブルは突然やってくるもので
す。そして、いざ何か起こったときには、経営者はもちろん、社員一
人一人が、迅速かつ適切に動くことが求められますので、災害時で
なくてもBCPは多いに役立つでしょう。
また、BCP 策定により、日常業務の効率が上がった、という声を
よく聞きます。事業の優先順位や対応方法等を各部門と話し合い決
めていくので、部門の垣根を越えたコミュニケーションのきっかけ
になったり、資源の一つが使えなくなった場合に備えてバックアップ
の方法を考えたりと、BCP 策定は業務改善の足掛かりとなること
が多いのです。
このように、BCP の策定は、社員の成長や組織力強化につなが
る可能性を秘めているのです。
公社では、BCP 策定支援メニューとして「BCP 策定講座」や、講
座参加企業への「専門家派遣」を行っています。講座は少人数制で
行っており、BCPを策定するにはどうしたらよいのか、策定企業の
生の声等を聞きながら理解を深めていただきます。また、講師のア
ドバイスを受けながら簡易版 BCPを策定しますので、BCPをまっ
たく知らない方でも取り組むことができます。その後、簡易版 BCP
をもとに、専門家の現地派遣により、企業の実態に即したBCPを策
定し、実効性を高めていただきます（専門家派遣は3回まで無料）。
また、既にBCPを策定している中小企業を対象に「フォローアッ

プセミナー」を開催しています。BCP のブラッシュアップと社内で
の模擬訓練の進め方を講義・ワークで学び、「活きたBCP」を目指
していきます。
公社の BCP 策定支援を利用して、あなたの会社もパワーアップ

しませんか？
（BCP 普及啓発プロジェクト　小宮奈緒美）

「BCPのメリットと公社の支援」連載第6回
ここがポイント！ BCP（事業継続計画）
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