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平成27年10月1日（木）、都庁第一本庁舎５階 大会議
場において「平成27年度 名誉都民顕彰式及び功労者賞
表彰式」が行われました。
科学技術の進歩、産業の発展、都民生活の向上に貢献

された方々を表彰するもので、今年度は284名（うち団
体数26）が受賞されました。
舛添要一東京都知事より感謝状が贈呈され、記念撮影

が行われました。
このうち、公社会員企業から、産業振興功労分野で松
橋 卓司氏（株式会社メトロール 代表取締役社長）、技術
振興功労分野で松岸 則彰氏（精電舎電子工業株式会社 
代表取締役社長）が表彰されました。

公社会員企業が「東京都功労者賞」を受賞!!公社会員企業が「東京都功労者賞」を受賞!!
●産業振興功労賞●産業振興功労賞
株式会社メトロール　　　        代表取締役社長　松橋　卓司 氏株式会社メトロール　　　        代表取締役社長　松橋　卓司 氏

精電舎電子工業株式会社　　　　代表取締役社長　松岸　則彰 氏精電舎電子工業株式会社　　　　代表取締役社長　松岸　則彰 氏
●技術振興功労賞●技術振興功労賞

CO
N
TE

NTS
平成27年度 東京都功労者賞表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
シリーズ“キラリ企業”の現場から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
  （第110回　泰興物産株式会社）
転ばぬ先の法律相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
ＳＲまさこのいきいき職場づくりのススメ・・・・・・・・・・・・・・・・5
海外展開のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
学生デザイナーと中小企業の共同商品開発・・・・・・・・・・・・・・7
中小企業人材育成・育成総合支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
ものづくり中小企業魅力体験受入支援事業・・・・・・・・・・・・・・9
東京都功労者表彰受賞 企業のご紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
事業可能性評価事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

登録企業情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
ビジネスマッチングin東京 発注企業募集・・・・・・・・・・・・・・12
下請取引適正化推進月間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
ＪＯＹＬＡＮＤ®会員募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
メンタルヘルス対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
知的財産シンポジウム開催のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・16
読者のみなさまへ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
セミナー・イベントのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
東京都からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
ここがポイント！事業承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

（左から）公社理事長・井澤 勇治、精電舎電子工業株式会社 代表取締
役社長・松岸 則彰 氏、株式会社メトロール 代表取締役社長・松橋 卓司 
氏、公社専務理事・保坂 政彦

受賞者両社の技術を１０頁でご紹介しています。合わせてご覧ください。

TEL：03-3251-7897　

問
い
合
わ
せ
先

企画課

K

DIC2520

アーガス特色2015 M63.Y95

2015

公社ツイッター @tokyo_kosha 1



K2015

２年目には「事業化実践道場」に参加。こうして開発し
たのが、男性用洗顔ブラシ「de-Sebum」（デ・シーバム）
である。美容に興味のある男性をターゲットに設定。大手
化粧品会社と直接取引している点や、筆職人と長いお
付き合いがある点など、同社の強みを活かして開発に取
り組んだ。洗顔ブラシには高級素材の熊野筆を使用して
おり、やさしい肌触りで肌の汚れや油を落とすことができ
る。
男性用洗顔ブラシの開発後、お客様からの「ハート形

のブラシが欲しい」という要望を受け、女性向けのブラシ
「de-Sebum Hart」（デ・シーバム　ハート）を開発した。
まさにお客様の
ニーズに沿った
商品開発であ
る。これらは現
在デパート等で
販売されてい
る。
同社が積極

的に製品開発
できる背景に
は、３Ｄプリン
ターの活用が
ある。コストをかけず迅速に試作をするために３Ｄプリン
ターを導入し、試作・検証・設計変更を何度も繰り返す。
また用途に応じ、多摩支社の三次元造形支援（注２）
や都立産業技術研究センターも積極的に活用してい
る。公社のコーディネータによるアドバイスをもとに３Dプ
リンターで製造した試作品をお客様のところに持っていく
と、反応がとても良いという。

道場を通じて得たもの

丸田開発部長は、３人の子育てに専念するために10
年ほど仕事を離れていた。もともと現場の仕事をしていた
が、道場への参加を契機に本格的に職場復帰し、経営
側の仕事も行
うようになった。
最初は経営

に関する知識・
経験がなかっ
たため戸惑い
もあったが、最
近では道場の
経験を経て、助
成金、補助金、
経営革新計画
などの申請書
を丸田開発部
長が全て自分で書けるようになった。道場では単に製品
開発の手法を学ぶだけでなく、ＳＷＯＴや３Ｃ、４Ｐなどを用

いて自社の経営環境を何度も考え分析し、事業計画を作
成する。こうした訓練を積み重ねた結果、自力で助成金の
採択や経営革新計画の承認を得られるようになった。現
在は特許の申請にも挑戦している。
道場を卒業した今でも、申請書や製品開発で悩みがあ

る時には、師範や公社職員の意見を聞きに公社を訪ねて
いる。「行動することが一番重要。こちらから働きかけると
親身に相談に乗ってくれる」という。公社の活用において
も、同社の積極性が表れている。
丸田開発部長は「これまでの経験を中小企業の皆さん

に知ってもらい、少しでもお役にたてたら…」という想いか
ら、セミナーの講師等を引き受けている。持ち前のチャレン
ジ＆サービス精神で、今や開発秘話のみならず中小企業
向けの３Ｄプリンター導入アドバイスなども惜しみなく公開
してくれる。

さらなる挑戦

現在、同社は金型の製作に挑戦している。一般的に、
金型製作を行う企業が成形を始めることはあっても、成形
を行う企業が金型を作り始めるケースは少ない。難しい挑
戦であるが、金型への挑戦には理由がある。「会長が苦労
して開発した製品は、今でも取引が続いている。自分たち
が提案して金型をおこしたお客様とは長いお付き合いが
できるのでは。」と丸田開発部長は期待を込めて語る。
円高による危機的状況を契機に、同社は大きく変わり

つつある。職人気質とチャレンジ精神で前進を続ける同社
の今後に期待したい。

（多摩支社　清水美里）

受注生産から自社製品開発へ

昭和50年、会長の中村禧重氏を含む３名が立川市
で泰興物産株式会社（以下同社）を設立し、化粧品容
器などの印刷事業を始めた。その後、樹脂の成形を開始
し、化粧品容器だけでなく工業部品や電子部品へと分
野を広げた。
平成19年には中村会長の長女で開発部長の丸田
智子氏の夫・丸田陽氏が社長に就任。丸田社長は既
存の取引を継続するだけでなく、建築資材など新たな分
野を手掛けるほか、自社製品の開発・販売や金型製作
にも積極的に挑戦している。
現在同社は、プラ

スチックの射出成型
加工を中心に、３Ｄ
プリンターを使用し
た試作から量産まで
お客様に最適なソ
リューションを提供し
ている。

“受け身”からの脱却を決意

会社が順調であった時期に、満を持して中村会長から
丸田社長に代替わりをした。しかしその直後にリーマン
ショックが発生し、売り上げは一気に減少した。
その影響から抜け出せない中、平成23年3月に東日
本大震災が発生。震災の影響で円高が進み、為替相場
は１ドル76円台という史上最高値を記録した。これによ
り、同社はかつてない危機意識を抱くようになる。
幸い同社の工場は停止せずにすんだが、生産拠点を
海外に移転する取引先が増加し、売り上げは大幅に落
ち込んだ。一度海外に移転した企業がすぐに国内に回
帰することはないため、先行きが見えない状態が続いた。

それまでは、待っていてもある程度の受注を確保でき
ていたため受け身の姿勢であったが、「積極的な営業を
しないと仕事が来ない」ことを痛感する。しかし、当時の同
社はすべて受託製造であったため、アピールをしたくとも
発注者以外に自社で作った製品を見せることができな
かった。展示会への出展も検討したが、自社の技術力を
アピールできる展示製品がないのである。この状況を打
開したい、そんな想いから自社製品の開発に向けて動き
始めた。

自社製品開発への挑戦
公社との出会い

公社には、製品開発から事業化までをトータルでサ
ポートする「事業化チャレンジ道場（以下、道場）」があ
る。道場は、デザイン手法を用いた製品開発を体系的に
学べる「売れる製品開発道場」（１年目）と、試作モデル
をベースに、新規事業として立ち上げるまでのプロセスを
支援する「事業化実践道場」（２年目以降）で構成されて
おり、現在は城南支社と多摩支社で開講している。
自社製品を作りたいと考えた同社は、平成23年、道
場に入門。実は、同社にとってこれは２度目の挑戦であっ
た。平成18年度に「ものづくりデザイン道場」（道場の前
身）に漠然と参加したが、この時は「何もできずに終わっ
た」という。こうした反省もあり、今回こそは製品開発にこ
ぎつけたいと「脱下請け」を目指して参加を決意した。
製品開発への強い想いがあったとはいえ、開発までの
道のりは楽ではなかった。道場で毎回課される宿題に
は、従業員全員でアイディアを出し合って取り組んだ。そ
して、道場に参加した後は、“師範”と呼ばれる講師から
のコメントやアドバイスを従業員に報告した。丸田開発部
長は、「師範はいい時は褒めてくれるけど、そうでないとき
は厳しいコメントをはっきり言う。きつかったが、気合いが
入った」と振り返る。
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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１１０
回目は、プラスチックの射出成形加工を行う泰興物産株式会社（立川市）をご紹介します。同社は射出成型の
受託加工が中心ですが、事業化チャレンジ道場、広域多摩イノベーションプラットフォーム（注１）などを活用しな
がら、自社製品の開発・販売にも取り組んでいます。

 

企業名 ： 泰興物産株式会社
代表者 ： 丸田　陽
資本金 ： 1,000万円　従業員数 ： 7名
本社所在地 ： 東京都立川市錦町6-18-1
TEL ： 042-522-7168　ＦＡＸ ： 042-528-1726
URL : http://www.tycoh.co.jp/index.html

「創りたい」　お客様の思いをカタチに

泰興物産株式会社

道場に参加した
丸田智子開発部長

（注1）広域多摩イノベーションプラットフォーム…
中小企業・大手企業・大学・研究機関等が集うプラットフォ
ームを形成し、成長産業分野を中心とした新ビジネスの創
出を目的に企業間連携やビジネスチャンスの拡大を図り、
多摩地域の更なるイノベーションを促進する。

（注２）三次元造形支援…
広域多摩イノベーションプラットフォームの一環として、3D
プリンターの活用を検討している中小企業に対し、その実
践的な活用の場を提供し、試作開発や企業間の技術コラ
ボレーションを促進する。

工場の様子

同社が開発したハート形ブラシ
de-Sebum Hart

No.444 平成27年11月10日アーガス21

K2015

No.444 平成27年11月10日 アーガス21

2

No.444 平成27年11月10日アーガス21

K2015

No.444 平成27年11月10日 アーガス21



K2015

２年目には「事業化実践道場」に参加。こうして開発し
たのが、男性用洗顔ブラシ「de-Sebum」（デ・シーバム）
である。美容に興味のある男性をターゲットに設定。大手
化粧品会社と直接取引している点や、筆職人と長いお
付き合いがある点など、同社の強みを活かして開発に取
り組んだ。洗顔ブラシには高級素材の熊野筆を使用して
おり、やさしい肌触りで肌の汚れや油を落とすことができ
る。
男性用洗顔ブラシの開発後、お客様からの「ハート形

のブラシが欲しい」という要望を受け、女性向けのブラシ
「de-Sebum Hart」（デ・シーバム　ハート）を開発した。
まさにお客様の
ニーズに沿った
商品開発であ
る。これらは現
在デパート等で
販売されてい
る。
同社が積極
的に製品開発
できる背景に
は、３Ｄプリン
ターの活用が
ある。コストをかけず迅速に試作をするために３Ｄプリン
ターを導入し、試作・検証・設計変更を何度も繰り返す。
また用途に応じ、多摩支社の三次元造形支援（注２）
や都立産業技術研究センターも積極的に活用してい
る。公社のコーディネータによるアドバイスをもとに３Dプ
リンターで製造した試作品をお客様のところに持っていく
と、反応がとても良いという。

道場を通じて得たもの

丸田開発部長は、３人の子育てに専念するために10
年ほど仕事を離れていた。もともと現場の仕事をしていた
が、道場への参加を契機に本格的に職場復帰し、経営
側の仕事も行
うようになった。
最初は経営

に関する知識・
経験がなかっ
たため戸惑い
もあったが、最
近では道場の
経験を経て、助
成金、補助金、
経営革新計画
などの申請書
を丸田開発部
長が全て自分で書けるようになった。道場では単に製品
開発の手法を学ぶだけでなく、ＳＷＯＴや３Ｃ、４Ｐなどを用

いて自社の経営環境を何度も考え分析し、事業計画を作
成する。こうした訓練を積み重ねた結果、自力で助成金の
採択や経営革新計画の承認を得られるようになった。現
在は特許の申請にも挑戦している。
道場を卒業した今でも、申請書や製品開発で悩みがあ

る時には、師範や公社職員の意見を聞きに公社を訪ねて
いる。「行動することが一番重要。こちらから働きかけると
親身に相談に乗ってくれる」という。公社の活用において
も、同社の積極性が表れている。
丸田開発部長は「これまでの経験を中小企業の皆さん

に知ってもらい、少しでもお役にたてたら…」という想いか
ら、セミナーの講師等を引き受けている。持ち前のチャレン
ジ＆サービス精神で、今や開発秘話のみならず中小企業
向けの３Ｄプリンター導入アドバイスなども惜しみなく公開
してくれる。

さらなる挑戦

現在、同社は金型の製作に挑戦している。一般的に、
金型製作を行う企業が成形を始めることはあっても、成形
を行う企業が金型を作り始めるケースは少ない。難しい挑
戦であるが、金型への挑戦には理由がある。「会長が苦労
して開発した製品は、今でも取引が続いている。自分たち
が提案して金型をおこしたお客様とは長いお付き合いが
できるのでは。」と丸田開発部長は期待を込めて語る。
円高による危機的状況を契機に、同社は大きく変わり

つつある。職人気質とチャレンジ精神で前進を続ける同社
の今後に期待したい。

（多摩支社　清水美里）

受注生産から自社製品開発へ

昭和50年、会長の中村禧重氏を含む３名が立川市
で泰興物産株式会社（以下同社）を設立し、化粧品容
器などの印刷事業を始めた。その後、樹脂の成形を開始
し、化粧品容器だけでなく工業部品や電子部品へと分
野を広げた。
平成19年には中村会長の長女で開発部長の丸田

智子氏の夫・丸田陽氏が社長に就任。丸田社長は既
存の取引を継続するだけでなく、建築資材など新たな分
野を手掛けるほか、自社製品の開発・販売や金型製作
にも積極的に挑戦している。
現在同社は、プラ

スチックの射出成型
加工を中心に、３Ｄ
プリンターを使用し
た試作から量産まで
お客様に最適なソ
リューションを提供し
ている。

“受け身”からの脱却を決意

会社が順調であった時期に、満を持して中村会長から
丸田社長に代替わりをした。しかしその直後にリーマン
ショックが発生し、売り上げは一気に減少した。
その影響から抜け出せない中、平成23年3月に東日
本大震災が発生。震災の影響で円高が進み、為替相場
は１ドル76円台という史上最高値を記録した。これによ
り、同社はかつてない危機意識を抱くようになる。
幸い同社の工場は停止せずにすんだが、生産拠点を

海外に移転する取引先が増加し、売り上げは大幅に落
ち込んだ。一度海外に移転した企業がすぐに国内に回
帰することはないため、先行きが見えない状態が続いた。

それまでは、待っていてもある程度の受注を確保でき
ていたため受け身の姿勢であったが、「積極的な営業を
しないと仕事が来ない」ことを痛感する。しかし、当時の同
社はすべて受託製造であったため、アピールをしたくとも
発注者以外に自社で作った製品を見せることができな
かった。展示会への出展も検討したが、自社の技術力を
アピールできる展示製品がないのである。この状況を打
開したい、そんな想いから自社製品の開発に向けて動き
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自社製品開発への挑戦
公社との出会い

公社には、製品開発から事業化までをトータルでサ
ポートする「事業化チャレンジ道場（以下、道場）」があ
る。道場は、デザイン手法を用いた製品開発を体系的に
学べる「売れる製品開発道場」（１年目）と、試作モデル
をベースに、新規事業として立ち上げるまでのプロセスを
支援する「事業化実践道場」（２年目以降）で構成されて
おり、現在は城南支社と多摩支社で開講している。
自社製品を作りたいと考えた同社は、平成23年、道
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は、従業員全員でアイディアを出し合って取り組んだ。そ
して、道場に参加した後は、“師範”と呼ばれる講師から
のコメントやアドバイスを従業員に報告した。丸田開発部
長は、「師範はいい時は褒めてくれるけど、そうでないとき
は厳しいコメントをはっきり言う。きつかったが、気合いが
入った」と振り返る。
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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１１０
回目は、プラスチックの射出成形加工を行う泰興物産株式会社（立川市）をご紹介します。同社は射出成型の
受託加工が中心ですが、事業化チャレンジ道場、広域多摩イノベーションプラットフォーム（注１）などを活用しな
がら、自社製品の開発・販売にも取り組んでいます。

 

企業名 ： 泰興物産株式会社
代表者 ： 丸田　陽
資本金 ： 1,000万円　従業員数 ： 7名
本社所在地 ： 東京都立川市錦町6-18-1
TEL ： 042-522-7168　ＦＡＸ ： 042-528-1726
URL : http://www.tycoh.co.jp/index.html

「創りたい」　お客様の思いをカタチに

泰興物産株式会社

道場に参加した
丸田智子開発部長

（注1）広域多摩イノベーションプラットフォーム…
中小企業・大手企業・大学・研究機関等が集うプラットフォ
ームを形成し、成長産業分野を中心とした新ビジネスの創
出を目的に企業間連携やビジネスチャンスの拡大を図り、
多摩地域の更なるイノベーションを促進する。

（注２）三次元造形支援…
広域多摩イノベーションプラットフォームの一環として、3D
プリンターの活用を検討している中小企業に対し、その実
践的な活用の場を提供し、試作開発や企業間の技術コラ
ボレーションを促進する。

工場の様子

同社が開発したハート形ブラシ
de-Sebum Hart
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転ばぬ先の法律相談転ばぬ先の法律相談
吉岡･辻･楠部法律事務所　弁護士　吉岡桂輔

１　著作権とは
　人が作り出した絵画、映画、本などについて、
その成果を保護するため、一定の権利が成立す
ることがあります。その権利がいわゆる「著作
権」です。今回は、この著作権とはなにか、どのよ
うな場合に著作権侵害に当たるかについて解説
を行っています。

 まず、「著作権」とは、思想又は感情を創作的に表現したも
のであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
を指します。
　著作権として法的に保護されるためには、自己の「表現」
と認められるものであって、そこに「創作性」（創作者の個性
が現れていることを指します。）が必要です。この著作権は、
権利を得るための手続きを必要とせず、著作物を創作した
時点で自動的に権利が発生し、以後、保護される権利です。
　しかし、著作権として保護されても、著作権は永遠に保護
されるわけではありません。著作権の存続期間は、各国の
法制により、異なりますが、わが国においては、原則として
著作権者の死亡から５０年です。

2　違反した場合
　他人の著作権を著作権者の許諾を得ないで利用すれば、
著作権侵害に該当し、以下に述べる民事上、刑事上の責任
を負うことになりますので、注意が必要です。また、著作者
に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名
を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行を
行った場合にも、著作者人格権侵害（著作者の人格的な利
益を保護する権利です。）となり、責任を問われることになり
ます。なお、この著作人格権に期間制限はありませんので、
注意が必要です。

ア　民事上の責任請求
　著作権侵害の事実があるときは、著作権者は侵害をし
た者に対し、①侵害行為の差止請求②損害賠償の請求③
不当利得の返還請求④名誉回復などの措置の請求をす
ることができます。

イ　刑事上の責任罰則
　著作権侵害は、被害者である著作権者が告訴すること
で侵害者を処罰することができます。また、法人などが著
作権（著作者人格権を除く。）を侵害した場合は、３億円以
下の罰金となります。

3　二次的著作物とは
　いわゆる二次創作物や絵画などにアレンジを加えて成立
した著作物など既存の著作物を新たに創作して成立した著
作物を二次的著作物といいます。
　この二次的著作物が成立するためには、一次的著作権と
は別に、二次的著作権独自の成立要件を満たす必要があり
ます。
　つまり、二次的著作物の成立のためには、一次的著作物
とは異なる独自の創作性を有することが必要です。
　今回のタイル画を作成するにあたり、モデルとなるのは、
雑誌に記載されている写真であり、このモデルの写真に二
次的著作権が認められる可能性があります。
　しかし、今回の写真は、浮世絵をそのまま撮影したもので
あり、創作性やオリジナリティの発現は認めることはできま
せんので、二次著作権は成立しないでしょう。
　今回とは別に、二次的著作物に該当する場合には、一次
的著作物（二次的著作物の基になった著作物をいいます。）
の著作権に配慮すると共に、二次的著作権についても著作
権侵害を行わないようにすることが求められます。

4　今回の場合
　今回の場合には、　飾北斎は、１８４９年に逝去していま
すので、著作権の存続期間である５０年は経過しています。
また、　飾北斎の絵を写真に収めただけでは先に述べたと
おり、二次著作権の成立は認められず、別個に著作権が生
ずることはありません。
　したがって、今回　飾北斎の浮世絵を拡大したタイル画
を作成し、記念品を、会社のエントランスに飾ったとしても、
法的な問題は生じないでしょう。

私は、株式会社を経営しているのですが、この度、私の経営する会社が創立３０周年を迎え
ることになりました。この創立３０周年を記念して　飾北斎の浮世絵を拡大したタイル画を雑
誌に記載されていた写真をモデルに作成し、会社のエントランスに飾りたいと思っています。
この場合なにか問題が生じることはありませんか。

著作物の使用
質
問

回
答

　近年、職場におけるパワハラ問題は顕在化してきてお
り、平成２７年６月に厚生労働省より公表されているデー
タでは、民事上の個別労働紛争の相談内容は、「いじめ・
嫌がらせ」が３年連続のトップとなっています。以前は、解
雇についての相談がトップでしたが、入れ替わりとなっ
ています。
　このような状況に対し、会社のパワハラに対する予防
や解決のための取組状況は、企業規模が小さくなるほど
実施されておらず、従業員規模が９９人以下の事業所で
は、「特に取組を考えていない」とする企業が約６割とい
う状況となっています。（厚生労働省：平成２４年度「職場
のパワーハラスメントに関する実態調査」）

１．パワーハラスメントとは

　厚生労働省では、パワハラの予防・解決に向けた取組
実施促進についての事業を実施しており、「あかるい職
場応援団」というサイトを設けています。その中で、職場
におけるパワハラの定義は、以下のように記述していま
す。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係
などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を
悪化させる行為」
　この言葉の中で、留意すべきことは２点です。
　１点目は、職場内での優位性とは、上司と部下の関係
などの職務上の地位のみに限らないということです。人
間関係や経験など様々な優位性が含まれるので、新任
の上司がその職場での経験の豊富な部下からパワハラ
を受けるということがあり得ます。
　２点目は、業務の適正な範囲を超えているかどうかと
いう見極めです。業務指導の一環なのか、パワハラなの
かの違いは紙一重とも言えます。業務上の必要な指示や
注意・指導は、業務の適正な範囲で行われているのであ
れば、パワハラには当たりません。今回のご相談のよう
に実際の事案が発生した場合には、その行為が行われ

た状況や行為が継続して行われているのか、行為を受け
た側の精神的苦痛や身体的苦痛の状況、職場環境の悪
化状況など事実関係を把握し、判断することが求められ
ます。何がパワハラに該当するかについては、「あかるい
職場応援団」のサイトにも動画が掲載されていますので、
参考にされることをお勧めいたします。

２．パワハラ事案への対応

　パワハラ事案が発生したときには、早急に対応するこ
とが求められます。身体的・精神的攻撃の場合には、事実
関係を確認し、パワハラの認定を行います。社内の対応
としては、行為者の懲戒処分や行為者または被害者の配
置転換などを行います。また、話しかけても無視された
り、仲間外れにされるなどへの対応については、先ほど
と同様にパワハラであるかどうかの事実確認、認定後、
行為者からの謝罪や再発防止研修の実施など行う方法
が考えられます。

3．会社として必要な取り組みについて

　実際のパワハラが起こってしまってからでは、何をど
のようにすればよいのかが分からず、対応に追われる事
態となってしまいます。今回の相談がどの程度深刻なの
かは不明ですが、まず、会社の中にパワハラ予防・解決の
ための取組を導入していくことが大切です。
　詳しくは、「あかるい職場応援団」にて紹介しています
が、７つの取組を実施することを推奨しています。その取
組とは、①トップのメッセージ、②ルールを決める、③実
態を把握する、④教育する、⑤周知するという予防措置
と、解決措置として⑥相談や解決の場を設置する、⑦再
発防止のための取組の７つです。
　リスク管理の一環として、まず、体制を整備していくこ
とを始めましょう。
あかるい職場応援団（厚生労働省）
　http://no-pawahara.mhlw.go.jp/

　入社2年目の若手社員から、上司からの度重なるパワーハラスメント（以下パワハラと
いう。）を受けているので、何とかしてほしいという相談を受けています。当社では、パワ
ハラ対策を全く行っていませんがどのように対応すれば良いでしょうか。

いきいき職場づ
くりのススメSRまさこの

大塚経営労務管理事務所　大塚昌子

「パワーハラスメントへの対応」

回　　答

質　　問

社会保険労務士とは
社会保険労務士法に基づ
く国家資格者。企業の健全
な発展と働く方々の福祉
の向上を旨とした労務管理
の専門家。企業経営３要素
のうちの一つ、ヒトの採用
から退職まで諸問題解決
などにあたる。

メ

メ

メ

メ
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大塚経営労務管理事務所　大塚昌子

「パワーハラスメントへの対応」

回　　答

質　　問

社会保険労務士とは
社会保険労務士法に基づ
く国家資格者。企業の健全
な発展と働く方々の福祉
の向上を旨とした労務管理
の専門家。企業経営３要素
のうちの一つ、ヒトの採用
から退職まで諸問題解決
などにあたる。
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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

東京造形大学 × 多摩防水技研株式会社

防水材「リムシート」の新しいデザイン開発

参加企業の声
　学生の方々の真剣な眼差しがとても印象的でした。デザインの組み立てにあたり、考え方を先生から提示し
ていただき、私どもも一緒にレッスンを受けていた気がします。出来上がった開発品は、我々には無い視点や
感性から生まれたもので一瞬ドキッとするものもあり、今後の建設業界において新しい可能性を示すものと確
信しております。ノーマルなデザインと斬新でありながらいつまで見ていても飽きないデザイン。森田先生・学
生の皆さん、ありがとうございました。 　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（多摩防水技研株式会社　代表取締役 草場 清則）

多摩防水技研㈱が開発を進める「リムシート」は、屋上などで使
用される防水材です。50年経っても基本的物性がほとんど変わら
ない画期的な建材で量産化を目指した製品開発です。
製品には0.5ミリの凹凸のなかで、滑りにくく、水捌けが良く、視
覚的なインパクトが求められました。我々があまりなじみのない世
界であり、未知なる開発にチャレンジをするつもりでデザインに取
り掛かりました。床材の調査を基に、標準的なパターン、数理造形
を用いた応用パターン、3Dを用いた有機的なパターン、この3つ
のカテゴリーでデザインを展開し、モデリングによる評価を通して
30種類以上の提案をしました。最終的には製品化に向けた２案の
デザインへと絞り込み、商品化に向けて開発を進めています。
今回の取り組みを通して一過性の提案に終わることなく、企業

との連携がこれからも図れる良きパートナーとして大学が役立て
ることを目指していきます。

（東京造形大学　教授　森田 敏昭）

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

施工例イメージレンダリング
リムシートとは、加水分解しない高強度ウレタンの防水シートです

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。

工場見学

最終提案デザイン（意匠登録出願中）

ミーティング

問
い
合
わ
せ
先

国際化支援室　海外展開に関するご相談・お申込はこちらへ
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
国際化支援室で実施している「海外販路開拓支援事業」では、特に海外展示会を活用した販路開拓が

有効と考えられる企業を支援するため、海外展示会への出展支援を行っています。今回は、平成27年6
月にタイ王国バンコクで開催された生産設備分野の展示会の出展について、ご紹介いたします。

１.  公社海外販路開拓支援事業の魅力 ！ 活用メリット
・支援対象となった商材の魅力を紹介するためのカタログ（日／英）を作成します。
・１社１名の担当（海外販路ナビゲータ:商社･メーカーのＯＢ）が付き、２年間に渡りサポートします。
・海外販路ナビゲータが、担当企業の商材を理解したうえで、商社等との引き合わせを実施します。
・商社が決定した場合には、その協力商社が海外取引の物流等を担います。
　～これらにより、安全・安心な販売促進とマッチングの成功確率の向上に努めています～

2.  Manufacturing EXPO 2015
公社とともに同展示会に出展した企業のブースに
は、タイ国内のみならずマレーシア、シンガポール、イ
ンドなど、アジア各国からバイヤーやメーカー担当者
が訪れ、活発に商談が行われました。
現地企業の中には、日本企業の製品を購入するだけ
ではなく、技術提携等によるビジネス展開を希望する
ケースも多く見受けられ、日本の中小企業への関心の
高さがうかがわれました。

また、今年度からは、展示会出展の効果を高めるための取り組みとして、海外販路ナビゲータと職員
が展示会会期前に現地に出張し、支援製品への興味喚起や展示会場への来場促進する支援をスター
トしました。
同展示会では、事前に製品PRをした現地企業が東京パビリオンへ来場し、その場で成約となる成果
がありました。

3.  出展概要

海外販路開拓支援事業
～展示会出展のご報告～

東京パビリオンの様子

期間
場所
対象分野

来場者数
出展支援企業数

平成27年6月24日から平成27年6月27日まで
Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)　
工作機械、金属加工機械、圧力機器、精密・測定・試験機器、
品質管理、先端技術、新素材等
55,580人
４社（マックスプル工業株式会社／第一合成株式会社／
　　  大和合金株式会社／株式会社日本生工技研）
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　ものづくりの次世代を担う若者に「ものづくり中小企業の魅力」を伝えるインターンシップの促進を図るため、
公社では専門相談員(魅力体験コーディネータ)が都内工業高校、工業高等専門学校等と企業のコーディネート
支援を行っています。インターンシップ生を受け入れた企業に対し、負担軽減のための奨励金(1日１校につき
8,000円)を支給しています。

　今回は、７月に実施した東京都立葛西工業高校のインター
ンシップ（就業体験）をレポートします。葛西工業高校では2年
生時には全員がインターンシップを、3年生時は希望者が
『ワーキングプログラム（長期就業訓練）』を実施する“葛西工
高版デュアルシステム”が制度化されています。
　このプログラムの協力企業である株式会社西川精機製作
所は、江戸川区の工場にて、メッキ用機械の設計・製作を主と
し、それらを構成する金属および樹脂部品の加工から組立、
また単品部品の機械加工依頼にまで幅広く対応しています。

同社では5月から11月にかけての木曜日（計16日間）に実習生を受け入れています。
　今回の実習生である機械科3年生の生徒は、2年生時のインターンシップ3日間においても同社でお世話に
なっており、今回の『ワーキングプログラム』では、より実践的な技術・技能の習得を目的として参加しました。
　実習では、若手社員から指導を受け、メッキ装置に使用するハンガーユニットの組立てを行いました。作業机
上には、機械加工された複数の部品を準備・整列し、作業がしやすいようにそれぞれを配置するなど、作業効率
を考えた工夫が指導されているようでした。
　西川社長は、ご自身の経験・体験を踏まえ、多くの子供たちに、ものづくりの楽しさに
触れてもらいたいと考えており、江戸川区内の子供たちに対するものづくりワーク
ショップを積極的に参画し推進しています。また、若手社員全員が、東京都認定の「東
京ものづくり若匠（東京プレマイスター）」を取得しており、ワークショップ実施時には
子供たちの世話役を自主的に行うなど、社員全員がものづくりを楽しむという雰囲気
を持った企業です。
　インターンシップ生受入の目的を西川社長に伺うと、「人材採用・確保へのつながり
作りとともに、受入活動においては社員が受ける刺激効果も大きく、それによる『職場
の活性化』を期待している」とのことでした。
　実習を受けるに当たり、生徒は、『ものづくりの基礎をきちんと学んで来い』と先生からアドバイスを受けてき
たそうです。昨年、同社でのインターンシップ経験もあり、職場の雰囲気にも容易に入り込むこともできているよ
うで、成果は期待できそうでした。
＜受入企業の概要＞
企業名 ： 株式会社西川精機製作所　　　
代表者 ： 代表取締役 西川喜久
所在地 ： 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-34-3
TEL : 03-3674-3232  FAX : 03-3674-3236
従業員数 ： 10名
事業概要 ： ①鍍金（メッキ）用機械・器具の設計製作
　　　　　②金属・樹脂の切削加工、板金加工、溶接加工
　　　　　③医科/理化学器械の製造・販売
特徴 ： 切削加工業からスタートしたが、アイディア/スケッチ図を基にして
        設計・図面化を行い、部品加工・調達、板金/溶接/組立までもワンストップ
        で対応している。

魅力体験コーディネータから
　西川精機製作所様では、夏休み期間中
には同校2年生をインターンシップ生とし
て受入れ、板金加工・溶接作業の要素を取
り入れたサッカーボール模型（半球）の模
擬製作の実習を行いました。ものづくり人
材の育成に真摯に向き合う同社での実習
は、ものづくりの楽しさを体験できること
を含め、社会生活における貴重な経験とな
ると感じました。
　　　（魅力体験コーディネータ　近藤哲生）

ものづくり中小企業
魅力体験受入（インターンシップ）支援事業 現場レポー

ト

問
い
合
わ
せ
先 　 　 　公社トップページ　→　研修・セミナー・人材育成・社員教育　→　インターンシップ受入れ支援

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

１．人材ナビゲータ活用の背景
　タイ現地法人工場を立ち上げ、
軌道に乗せるため、経営トップの
斉藤社長は海外長期出張で国内
が留守になる状況でした。その国
内工場では、社員の質の充実、組
織活性化という課題解決に向け
て人材育成と定着に力を注ぐ必
要性がありました。そこで、国内
の管理運営を預かる経営管理部
長の小野氏が公社を訪れ、相談を持ちかけたことが
人材ナビゲータ活用のきっかけとなりました。

２．「従業員意識調査」で社員の本音を探る
　人材ナビゲータは、まず初めに現状分析を行うた
め同社が過去実施したことのなかった「従業員意識
調査」を提案しました。目的は、社員の本音を吸い上
げ、工場全体の働く環境のどこかに問題がないかを
掴むこと、その結果分析から課題を整理し、改善施策
を立案、可能なところから着実に進めて行くことでし
た。調査は全従業員を対象に、所属や年齢などの属
性を問わない無記名とし、約３０項目の多岐にわたる
質問と自由意見の記述という構成で実施しました。

3．社員への完全フィードバックと改善施策の実行
　人材ナビゲータの助言から、調査結果は全てオー
プンにし、その一つ一つの「回答書」として全員に配
布、会社から忌憚のない説明、職場環境改善への意
志表明がされました。具体的な施策の一つとして実
行した『カイゼン提案箱』の設置による現場意見の募
集では、提案数が約半年間で計６８件、その内５６件を
即時採用しました。他にも経営陣と現場の意志疎通
を高める組織運営、設備改善、教育研修等の実行に
着手しました。その結果、社内の空気は少しずつ好転
していき、社員の意欲向上や風土改善効果が出始め
ました。

4．経営トップの「右腕人材」をサポートする
　 人材ナビゲータ
　現段階では斉藤社長はタイ常駐状況にあり、国
内の現場は技術的支柱である菊地専務と、管理運
営面が小野部長に一手に任されているといっても
過言ではありません。この環境で人材ナビゲータ
は、組織・人材分野での課題解決に向けて経営トッ
プの「右腕」をサポートしています。具体的には、各
種施策活用法の支援、評価制度に関する設計・運用
の具体化、定期的勉強会、中期的教育計画策定等
を通して、国内工場の人材育成・定着のための多面
的パートナー関係を構築しています。

（人材ナビゲータ　下山誠美）

株式会社シルベックは、コネクタ部品、デジタル機器部品や産業機器部品等へのメッキ加工、化成
処理を事業展開し、設立53年目を迎えました。多くのお客様からメッキ技術の高い評価を受け、平成２３
年にタイ現地法人を設立し、海外にも活躍の場を広げています。４年目を迎え各ラインの量産が始ま
り、軌道に乗りつつあります。人材面では、当初から国内工場とタイ現地法人工場との間で交流を行
い、相乗効果をもたらしています。

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

経営トップの「右腕人材」をサポートし、
風土改善を推進！

中小企業人材確保・育成総合支援事例

執行役員経営管理部長
小野隆氏

「従業員意識調査」
結果報告書

カイゼン提案箱

西川喜久社長

実習風景（メッキ用ハンガー部品の組立）

　公社ではインターンシップ受け入れにご協力いただける企業を募集しています。社会貢献や地域貢献、人材の確保、
従業員のOJTとしてインターンシップ制度をぜひご活用ください。

企業名 ： 株式会社シルベック
代表者 ： 代表取締役社長　斉藤晴久
資本金 ： 5,500万円　従業員数 ：41名
本社／工場 ： 埼玉県八潮市浮塚879－3
TEL ： 048-994-5931（代表）
東京支店 ： 東京都荒川区西尾久7－20－13
TEL ： 03-3800-3166
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『ワーキングプログラム（長期就業訓練）』を実施する“葛西工
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＜受入企業の概要＞
企業名 ： 株式会社西川精機製作所　　　
代表者 ： 代表取締役 西川喜久
所在地 ： 〒132-0031 東京都江戸川区松島1-34-3
TEL : 03-3674-3232  FAX : 03-3674-3236
従業員数 ： 10名
事業概要 ： ①鍍金（メッキ）用機械・器具の設計製作
　　　　　②金属・樹脂の切削加工、板金加工、溶接加工
　　　　　③医科/理化学器械の製造・販売
特徴 ： 切削加工業からスタートしたが、アイディア/スケッチ図を基にして
        設計・図面化を行い、部品加工・調達、板金/溶接/組立までもワンストップ
        で対応している。

魅力体験コーディネータから
　西川精機製作所様では、夏休み期間中
には同校2年生をインターンシップ生とし
て受入れ、板金加工・溶接作業の要素を取
り入れたサッカーボール模型（半球）の模
擬製作の実習を行いました。ものづくり人
材の育成に真摯に向き合う同社での実習
は、ものづくりの楽しさを体験できること
を含め、社会生活における貴重な経験とな
ると感じました。
　　　（魅力体験コーディネータ　近藤哲生）
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軌道に乗せるため、経営トップの
斉藤社長は海外長期出張で国内
が留守になる状況でした。その国
内工場では、社員の質の充実、組
織活性化という課題解決に向け
て人材育成と定着に力を注ぐ必
要性がありました。そこで、国内
の管理運営を預かる経営管理部
長の小野氏が公社を訪れ、相談を持ちかけたことが
人材ナビゲータ活用のきっかけとなりました。

２．「従業員意識調査」で社員の本音を探る
　人材ナビゲータは、まず初めに現状分析を行うた
め同社が過去実施したことのなかった「従業員意識
調査」を提案しました。目的は、社員の本音を吸い上
げ、工場全体の働く環境のどこかに問題がないかを
掴むこと、その結果分析から課題を整理し、改善施策
を立案、可能なところから着実に進めて行くことでし
た。調査は全従業員を対象に、所属や年齢などの属
性を問わない無記名とし、約３０項目の多岐にわたる
質問と自由意見の記述という構成で実施しました。

3．社員への完全フィードバックと改善施策の実行
　人材ナビゲータの助言から、調査結果は全てオー
プンにし、その一つ一つの「回答書」として全員に配
布、会社から忌憚のない説明、職場環境改善への意
志表明がされました。具体的な施策の一つとして実
行した『カイゼン提案箱』の設置による現場意見の募
集では、提案数が約半年間で計６８件、その内５６件を
即時採用しました。他にも経営陣と現場の意志疎通
を高める組織運営、設備改善、教育研修等の実行に
着手しました。その結果、社内の空気は少しずつ好転
していき、社員の意欲向上や風土改善効果が出始め
ました。

4．経営トップの「右腕人材」をサポートする
　 人材ナビゲータ
　現段階では斉藤社長はタイ常駐状況にあり、国
内の現場は技術的支柱である菊地専務と、管理運
営面が小野部長に一手に任されているといっても
過言ではありません。この環境で人材ナビゲータ
は、組織・人材分野での課題解決に向けて経営トッ
プの「右腕」をサポートしています。具体的には、各
種施策活用法の支援、評価制度に関する設計・運用
の具体化、定期的勉強会、中期的教育計画策定等
を通して、国内工場の人材育成・定着のための多面
的パートナー関係を構築しています。

（人材ナビゲータ　下山誠美）

株式会社シルベックは、コネクタ部品、デジタル機器部品や産業機器部品等へのメッキ加工、化成
処理を事業展開し、設立53年目を迎えました。多くのお客様からメッキ技術の高い評価を受け、平成２３
年にタイ現地法人を設立し、海外にも活躍の場を広げています。４年目を迎え各ラインの量産が始ま
り、軌道に乗りつつあります。人材面では、当初から国内工場とタイ現地法人工場との間で交流を行
い、相乗効果をもたらしています。
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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

経営トップの「右腕人材」をサポートし、
風土改善を推進！

中小企業人材確保・育成総合支援事例

執行役員経営管理部長
小野隆氏

「従業員意識調査」
結果報告書

カイゼン提案箱

西川喜久社長

実習風景（メッキ用ハンガー部品の組立）

　公社ではインターンシップ受け入れにご協力いただける企業を募集しています。社会貢献や地域貢献、人材の確保、
従業員のOJTとしてインターンシップ制度をぜひご活用ください。

企業名 ： 株式会社シルベック
代表者 ： 代表取締役社長　斉藤晴久
資本金 ： 5,500万円　従業員数 ：41名
本社／工場 ： 埼玉県八潮市浮塚879－3
TEL ： 048-994-5931（代表）
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貴社の新規事業プラン、しっかり軌道に乗せませんか？事
業
可
能
性
評
価
事
業

都内の、新規事業を立ち上げる中小企業、創業を目指す個人の方の事業プランを評価しアドバイス
します。成長性が高い事業の場合には、継続的に支援していきます。

販路拡大・インターネットショップ開業なら
インターネットショッピングモール「匠テラス」へ
「匠テラス」とは、 「中小企業活性化」をコンセプトに弊社がインターネット販売経験で蓄積し
た成功ノウハウを駆使し、お客様のご負担を最小限に抑えた中小企業様向けのインターネッ
トショッピングモールです。

本事業の特徴は以下の4点です。
①プロモーション手段としてのアフィリエイトを安価で提供
②商品企画や価格設定・リスク管理など精査・見直しをしたり、アフィリエイターが
　扱いやすい商品にすることを目的としたチェックシートを提供
③商品を弊社指定の場所に送っていただくだけで、アフィリエイトの管理や専門知識・
   ITスキルが必要な作業・商品の受注、発送業務などを全て弊社で代行
④リスクを共有しながら、販売の成功を目標に両社の協力体制で運営
　利益が出るまでは販売手数料は不要

事業可能性評価を利用するにあたり、事業計画及び計画書作成について具体的かつ適切
なアドバイスをいただき、その結果、事業可能性評価の認定をいただくことができました。
また、認定の評価をいただいた後も継続的なアドバイスやフォローアップ・熱心な支援をい
ただき、大変感謝しております。

ご利用者の声

事業戦略支援室　事業化支援係
TEL：03-5822-7232　FAX：03-5822-7233
公社トップページ　→　創業　→　新しい事業プランの評価・事業化支援

株式会社 鹿浜製作所

代表者 ： 代表取締役社長　松橋　卓司
本社所在地 ： 東京都立川市高松町1-100
                  立飛リアルエステート 25号棟 5階
TEL ： 042-527-3278　FAX ： 042-528-1442
URL ： www.metrol.co.jp
【公社との関わり】
新製品・新事業開発のための助成金事業を利用、
中小企業実務体験研修（公社新入職員の受入れ）

代表者 ： 代表取締役社長　松岸　則彰
本社所在地 ： 東京都荒川区西日暮里2-2-17
TEL ： 03-3802-5101　FAX ： 03-3807-6259
URL ： http://www.sedeco.co.jp/
【公社との関わり】
知財戦略導入支援事業（ニッチトップ育成支援）修了、
グローバルニッチトップ助成活用、知的財産交流会参加

平成27年度 東京都功労者表彰 受賞　両社の技術をご紹介します！
産業振興功労賞　株式会社メトロール      　代表取締役社長　松橋　卓司 氏
技術振興功労賞　精電舎電子工業株式会社　代表取締役社長　松岸　則彰 氏

株式会社メトロール

松岸氏が代表取締役社長を務める精電舎電子工業（株）は、プラスチックの溶断・溶着機の製造・販売を行って
おり、国内トップシェアを誇ります。
今回の受賞は、「バルーンカテーテル・カテーテルチューブ溶着装置の研究・開発の育成」によるものです。
カテーテルの特注仕様への対応や共同開発を目的とし、長年、日本のカテーテル溶着装置メーカーの存在が待ち
望まれていました。同社は60年間培ってきたプラスチック加工技術をベースに日本で初めて「レーザ溶着装置（バ
ルーンカテーテル）」、「高周波誘導加熱溶着装置（カテーテルチューブ）」の開発に成功しました。この製品は、①患
者の血管を傷つけないよう安全性確保がなされ、②従来品より40％速い操作性を有し、③不用意な液体の流出を
防ぐ効率性、④従来品より小型で安価、といった特徴を持ち、高精度なカテーテルの製造を可能にしました。手術が
しやすくなる点や低価格でカテーテルを提供できるため、患者の経済的負担の軽減につながるなど、都民・国民の
医療と健康維持に大いに貢献する発明です。

松橋氏が代表取締役社長を務める（株）メトロールは、工作機械に組み込まれる高精度の精密位置決めスイッチ
の専門メーカーで、世界トップシェアを誇ります。
今回の受賞は、松橋氏独自の経営により新たな市場開拓および人材の確保・育成に取り組み、功績を挙げたこと
によるものです。
松橋氏は、EC（電子商取引）サイトを海外向けに立ち上げ、海外顧客との迅速かつ安価な取引を可能にし、現在
64ヵ国、2000社以上の海外企業と電子決済を通じて直接取引を行っています。また、中国、台湾に販売拠点を設
け、年率110％の伸長率で業容と雇用を拡大し市場開拓に成功しました。
同社では、女性パートを多能工技術者として育成すべく、組立手順・工程などをマニュアル化し、完成品の在庫を
持たない「少量、多品種、短納期」の受注生産システム構造を実現しました。「気づき提案」制度を導入し、製造工
程を継続的に改善することで120名の社員のうち、65％が女性社員となっています。「多能職教育制度」が評価さ
れ、東京都より、「中小企業ものづくり人材育成大賞　奨励賞」を受賞し、グローバル化への対応が迫られる都内中
小企業の目標・規範となっています。

精電舎電子工業株式会社
世界最小「精密位置決めスイッチ」

バルーンカテーテルレーザ溶着機

《評価対象事業》 中小製造業向けネット販売支援事業

≪可能性評価事業を利用して≫

貴社 消費者匠テラス

匠テラスの概要 情報・物の流れ
金の流れ

※２     有名モールに同時出店を推奨します。

有名モール

販売チャネルA

販売チャネルB

販売チャネルC ※2

商品情報

注文C

商品発送

注文B

アフィリエイト集客
ブログ

WEB広告等
注文A

在庫商品

商品情報

初期費用

月額利用料

発送費

商品代金※1

手数料

アフィリエイト企業

商品代金

商品発送

※１     利益が出た際は、商品代金から利益折半分と広告費を差し引いた金額になります。
　　      利益が出るまでは売上手数料は掛かりません。

初期費用

売上手数料

月額利用料
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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　　11月17日（火） 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

～「防災・防犯」「環境・省エネ」「健康・福祉・医療」「生活」～
上記事業分野を中心に高い技術力や品質、ノウハウを保有する協力･外注企業の新規開拓や将来の
発注に向けた情報収集をご希望の企業様は是非お申し込みください。
*ライフサポートフェア2016との併催になります。

開催日時
参 加 費
会 場

募 集 数
商談方法

申込方法

申込期限

平成２8年１月28日（木）１3：００～１７：００　
無料
東京都立産業貿易センター台東館５階展示室（南側）
（台東区花川戸２－６－５）
http://www.tokyo-kosha.or.jp/
発注企業１５社程度
事前に商談スケジュールを組み合わせした発注企業と受注企業による個別
面談形式（１商談２０分を予定）
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。
発注企業・・・１１月２０日（金）１７：００まで
※但し、募集数に達し次第締め切ります。
（受注企業は１１月下旬以降、HP上にて募集する予定です。）

第4回「ビジネスマッチングin東京」第4回「ビジネスマッチングin東京」
“発注側参加企業”募集中！“発注側参加企業”募集中！

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

　下請センター東京では、経験豊富な専門相談員と弁護士が下請取引等の紛争解決をサ
ポートしています。昨年度は、363件の相談が寄せられ、「代金回収に関する紛争」（42.7％）
及び「取引契約をめぐる紛争」（38.6％）で8割を占める結果となりました。代金回収に関する
紛争では、「発注書を発行せずに口頭で注文を出しながら、納品後に書面の発行がないこと
を理由に代金を支払わない」、取引契約をめぐる紛争では「支払サイトの延長を一方的に実施
させられたうえ、協力費として長年代金の数パーセントを減額させられた」などの事例があり
ました。
　こうしたトラブルを未然に防ぐためには、契約書・注文書などの書面を取り交わして、紛争
原因となりやすい「支払条件」「検収方法」「不良品の処理」「瑕疵担保責任」等についても明記
することが必要です。
　中小企業庁と公正取引委員会では毎年１１月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請取
引の適正化を推進するため、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」といいます。）の的確
な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守の指導等を
行っています。

【こんなときはお気軽にご相談ください。】
　 ○ 発注を取り消された
　 ○ 代金を支払日に払ってもらえなかった
　 ○ 注文を受けた後に値引きされた
　 ○ 納品したものを返品された
　 ○ 発注はいつも口頭で契約書を取り交わしてもらえない　　など

　下請法では親事業者に対して４つの義務と１１の禁止事項を
定めています。公社では専門相談員や弁護士が毎日相談に応
じています。「下請法に違反しているのでは？」と思ったら、お気
軽にご相談ください。また、企業に講師を派遣して下請代金支
払遅延等防止法講習会も行っています。ご相談・講師派遣とも
無料です。

１１月は
下請取引適正化推進月間です。

１１月は
下請取引適正化推進月間です。

１１月は
下請取引適正化推進月間です。

≪ 押しつけず 叩かず決めよう 適正価格 ≫

下請センター東京（公益財団法人東京都中小企業振興公社）
本　　社　TEL：03-3251-9390　
多摩支社　TEL：042-500-3909　

■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　他 経験

年数 問合せ窓口

1 No.00043117
町田市

300万円
4人+外部

スタッフ4人
設計業務一式 auto-cad 20 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.00043097
新宿区

1,0００万円
１０人

シャフト・ピン
（各数種）

切削加工
小物中心。サイズは

長さ２０ミリ以下、直径
１０ミリ以下中心。

ＳＵＳ
快速鋼 ＮＣ加工機

1000

5000
個程度

２０日締め
翌月末日
現金支払

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

2 No.00043118
町田市

300万円
4人+外部

スタッフ4人

機械設計 
（省力機械） 設計業務一式 - cad - 打合せ

による
取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888
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問
い
合
わ
せ
先

　下請センター東京では、経験豊富な専門相談員と弁護士が下請取引等の紛争解決をサ
ポートしています。昨年度は、363件の相談が寄せられ、「代金回収に関する紛争」（42.7％）
及び「取引契約をめぐる紛争」（38.6％）で8割を占める結果となりました。代金回収に関する
紛争では、「発注書を発行せずに口頭で注文を出しながら、納品後に書面の発行がないこと
を理由に代金を支払わない」、取引契約をめぐる紛争では「支払サイトの延長を一方的に実施
させられたうえ、協力費として長年代金の数パーセントを減額させられた」などの事例があり
ました。
　こうしたトラブルを未然に防ぐためには、契約書・注文書などの書面を取り交わして、紛争
原因となりやすい「支払条件」「検収方法」「不良品の処理」「瑕疵担保責任」等についても明記
することが必要です。
　中小企業庁と公正取引委員会では毎年１１月を「下請取引適正化推進月間」と定め、下請取
引の適正化を推進するため、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」といいます。）の的確
な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守の指導等を
行っています。

【こんなときはお気軽にご相談ください。】
　 ○ 発注を取り消された
　 ○ 代金を支払日に払ってもらえなかった
　 ○ 注文を受けた後に値引きされた
　 ○ 納品したものを返品された
　 ○ 発注はいつも口頭で契約書を取り交わしてもらえない　　など

　下請法では親事業者に対して４つの義務と１１の禁止事項を
定めています。公社では専門相談員や弁護士が毎日相談に応
じています。「下請法に違反しているのでは？」と思ったら、お気
軽にご相談ください。また、企業に講師を派遣して下請代金支
払遅延等防止法講習会も行っています。ご相談・講師派遣とも
無料です。

１１月は
下請取引適正化推進月間です。

１１月は
下請取引適正化推進月間です。

１１月は
下請取引適正化推進月間です。

≪ 押しつけず 叩かず決めよう 適正価格 ≫

下請センター東京（公益財団法人東京都中小企業振興公社）
本　　社　TEL：03-3251-9390　
多摩支社　TEL：042-500-3909　
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メンタルヘルス対策
～はじめてのストレスチェック制度の実施手順について～～はじめてのストレスチェック制度の実施手順について～

企業人材支援課
TEL：０３-3832-3678

本誌10月号では、ストレスチェック実施の準備段階として、衛生委員会でどんなことを審議しなければならないのかを
ご紹介しました。
今号では、ストレスチェック制度全体の実施手順についてご紹介します。

実施に当たっては、衛生委員会で調査審議の上、決定した実施体制の構築が重要となります。
【実施体制の例】
○制度全体の担当者
　事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
○ストレスチェックの実施者
　ストレスチェックを実施する者で医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中か
　ら選ぶ必要があり、外部委託も可能
○ストレスチェックの実施事務従事者
　実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当。外部委託も
　可能
○面接指導を担当する医師
　※一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です。
【参考：厚生労働省「ストレスチェック制度　簡単！導入マニュアル」より】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/　参照
ストレスチェック制度に関する問い合わせは、下記サポートダイヤルをご活用ください。
●産業保健総合支援センター（独立行政法人労働者健康福祉機構）

  

福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®会員募集中！福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®会員募集中！福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®会員募集中！

TEL：03-3832-3678
E-mail : fukuri@tokyo-kosha.or.jp
URL：http://www.fukuri-navi.jp

企業人材支援課福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）
資料請求・
ご入会は、ホームページから！

検 索

（ＪＯＹＬＡＮＤは、都内中小企業で働く従業員とそのご家族を対象とした公社が運営する都内中小企業向けの福利厚生サービスです）

　企業にとって人材は重要な経営資源です。人材確保や従業員の定着率アップのアシストにＪＯＹＬ
ＡＮＤをご活用ください。
　ＪＯＹＬＡＮＤは低コスト・充実したサービスで、経営者・従業員とその同居家族のみなさまにもご満
足いただけるサービス内容です。

利用提携施設の中から、今回は「スパリゾートハワイアンズ」をご紹介します。
スパリゾートハワイアンズは創業50周年を迎え、東京ドーム６個分の敷地
に、いわき湯本温泉の豊富な湧出量に支えられた５つの温泉テーマパークで
構成されています。
今年７月にはウォーターパーク内の流れるプールが全面改装され、日本初の
流れるアクアリウムプール“フィッシュゴーランドが誕生しました（右写真）。
そのほか、フラガールショーや大露天風呂、エステ・エクササイズやゴルフな
ど「遊ぶ・観る・楽しむ」を満喫できる施設です。
宿泊ホテルも充実しており、食事も旬の味覚を堪能できます。
家族（親子・３世代）、夫婦、友人同士、カップルなどでご利用いただいてもきっとご満足いただけます。

　安さだけではなく、メニューも充実しています。100以上の施設・サービスが割引料金でご利用いただけま
す。また併せて、ホテルやゴルフ、生活サポートなど全国4,000ヵ所以上・多彩なメニュー満載の「ライフサ
ポート倶楽部」がご利用いただけます。

～利用提携施設の一例～

【ご入会条件】

業  種
製造業･建設業･運輸業･その他

卸売業
小売業
サービス業

資本金･出資金の総額
３億円以下
１億円以下
５千万円以下
５千万円以下

従業員数
300人以下の法人･個人事業主
100人以下の法人･個人事業主
50人以下の法人･個人事業主
100人以下の法人･個人事業主

【ご利用料金】

大人（中学生以上）
小人（小学生）
幼児（3歳～）

一般入場料
3,240円
2,060円
1,450円

JOYLAND価格

1,030円

従業員数
10人以下
11～30人
31～100人
101～300人
301人～

年会費（１企業あたり）
19,800円
21,000円
33,000円
42,000円
84,000円

※ライフサポート倶楽部とは、リゾートソリューション株式会社が運営している会員制の福利厚生サービスで、
　JOYLAND会員の方は追加費用の負担をしないで全国規模のサービスをご利用いただけます。

注：ホテルに宿泊の場合、別途宿泊料が必要となりますが、ＪＯＹＬＡＮＤ会員の場合、割引があります。
◎その他、条件等がありますので、ご利用方法の詳細は下記専用サイトをご覧ください。

都内に事業所を持つ中小企業等が対象で、下表の資本金か
従業員数の一方に該当すればOK！

【年会費】（入会金不要！）
※年会費は4月～翌年３月の一年間です。
※税法上「損金」として処理できます。

ストレスチェック制度の実施手順

導入前の準備（実施方法など社内ルールの策定）

質問票の配布・記入　※ITシステムを用いて実施することも可能

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止！

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

本人に結果を通知

本人から面接指導の申出

医師による面接指導の実施 職場環境の改善

就業上の措置の実施

就業上の措置の要否・内容に
ついて医師から意見徴収

個人の結果を一定規模の
まとまりの集団ごとに

集計・分析

【ストレスチェック制度サポートダイヤル】

ナビダイヤル　０３-3832-3678 （相談は無料ですが通話料金はかかります）
産業医、保健師などストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者などから
のストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談を受付けております。

ストレスチェック
（全員）

集団分析
※努力義務

面接指導
（ストレスが高い人）

福利厚生なび
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メンタルヘルス対策
～はじめてのストレスチェック制度の実施手順について～～はじめてのストレスチェック制度の実施手順について～

企業人材支援課
TEL：０３-3832-3678

本誌10月号では、ストレスチェック実施の準備段階として、衛生委員会でどんなことを審議しなければならないのかを
ご紹介しました。
今号では、ストレスチェック制度全体の実施手順についてご紹介します。

実施に当たっては、衛生委員会で調査審議の上、決定した実施体制の構築が重要となります。
【実施体制の例】
○制度全体の担当者
　事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理する者
○ストレスチェックの実施者
　ストレスチェックを実施する者で医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中か
　ら選ぶ必要があり、外部委託も可能
○ストレスチェックの実施事務従事者
　実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当。外部委託も
　可能
○面接指導を担当する医師
　※一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です。
【参考：厚生労働省「ストレスチェック制度　簡単！導入マニュアル」より】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/　参照
ストレスチェック制度に関する問い合わせは、下記サポートダイヤルをご活用ください。
●産業保健総合支援センター（独立行政法人労働者健康福祉機構）

  

福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®会員募集中！福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®会員募集中！福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®会員募集中！

TEL：03-3832-3678
E-mail : fukuri@tokyo-kosha.or.jp
URL：http://www.fukuri-navi.jp

企業人材支援課福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）
資料請求・
ご入会は、ホームページから！

検 索

（ＪＯＹＬＡＮＤは、都内中小企業で働く従業員とそのご家族を対象とした公社が運営する都内中小企業向けの福利厚生サービスです）

　企業にとって人材は重要な経営資源です。人材確保や従業員の定着率アップのアシストにＪＯＹＬ
ＡＮＤをご活用ください。
　ＪＯＹＬＡＮＤは低コスト・充実したサービスで、経営者・従業員とその同居家族のみなさまにもご満
足いただけるサービス内容です。

利用提携施設の中から、今回は「スパリゾートハワイアンズ」をご紹介します。
スパリゾートハワイアンズは創業50周年を迎え、東京ドーム６個分の敷地
に、いわき湯本温泉の豊富な湧出量に支えられた５つの温泉テーマパークで
構成されています。
今年７月にはウォーターパーク内の流れるプールが全面改装され、日本初の
流れるアクアリウムプール“フィッシュゴーランドが誕生しました（右写真）。
そのほか、フラガールショーや大露天風呂、エステ・エクササイズやゴルフな
ど「遊ぶ・観る・楽しむ」を満喫できる施設です。
宿泊ホテルも充実しており、食事も旬の味覚を堪能できます。
家族（親子・３世代）、夫婦、友人同士、カップルなどでご利用いただいてもきっとご満足いただけます。

　安さだけではなく、メニューも充実しています。100以上の施設・サービスが割引料金でご利用いただけま
す。また併せて、ホテルやゴルフ、生活サポートなど全国4,000ヵ所以上・多彩なメニュー満載の「ライフサ
ポート倶楽部」がご利用いただけます。

～利用提携施設の一例～

【ご入会条件】

業  種
製造業･建設業･運輸業･その他

卸売業
小売業
サービス業

資本金･出資金の総額
３億円以下
１億円以下
５千万円以下
５千万円以下

従業員数
300人以下の法人･個人事業主
100人以下の法人･個人事業主
50人以下の法人･個人事業主
100人以下の法人･個人事業主

【ご利用料金】

大人（中学生以上）
小人（小学生）
幼児（3歳～）

一般入場料
3,240円
2,060円
1,450円

JOYLAND価格

1,030円

従業員数
10人以下
11～30人
31～100人
101～300人
301人～

年会費（１企業あたり）
19,800円
21,000円
33,000円
42,000円
84,000円

※ライフサポート倶楽部とは、リゾートソリューション株式会社が運営している会員制の福利厚生サービスで、
　JOYLAND会員の方は追加費用の負担をしないで全国規模のサービスをご利用いただけます。

注：ホテルに宿泊の場合、別途宿泊料が必要となりますが、ＪＯＹＬＡＮＤ会員の場合、割引があります。
◎その他、条件等がありますので、ご利用方法の詳細は下記専用サイトをご覧ください。

都内に事業所を持つ中小企業等が対象で、下表の資本金か
従業員数の一方に該当すればOK！

【年会費】（入会金不要！）
※年会費は4月～翌年３月の一年間です。
※税法上「損金」として処理できます。

ストレスチェック制度の実施手順

導入前の準備（実施方法など社内ルールの策定）

質問票の配布・記入　※ITシステムを用いて実施することも可能

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止！

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。

本人に結果を通知

本人から面接指導の申出

医師による面接指導の実施 職場環境の改善

就業上の措置の実施

就業上の措置の要否・内容に
ついて医師から意見徴収

個人の結果を一定規模の
まとまりの集団ごとに

集計・分析

【ストレスチェック制度サポートダイヤル】

ナビダイヤル　０３-3832-3678 （相談は無料ですが通話料金はかかります）
産業医、保健師などストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者などから
のストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談を受付けております。

ストレスチェック
（全員）

集団分析
※努力義務

面接指導
（ストレスが高い人）
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公社からのお知らせ

公社ホームページで
セミナー・研修情報を
チェックできます！！
公社では、さまざまな研修やセミナーを開催し
ています。ページの都合上「アーガス21」に掲
載しきれなかったセミナーなどもあります。最新
の開催予定や募集状況の確認、詳しいカリキュ
ラムなど、公社ホームページをご覧ください。

公社
↓
研修・セミナー・
人材育成・
社員教育
↓
研修・セミナー

公社広報誌「アーガス21」をご愛読いただき、誠にありがとうございます。
公社では、今後の誌面づくりにおいて、より役立つ情報をご提供できるよう、読者の皆様の率直で貴重なご意見・ご感想を募集いたします。
アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で20名様に、公社支援企業の製品をプレゼントいたします。
お忙しいところお手数をおかけいたしますが、同封のアンケートへの回答にご協力をお願いいたします。

ご愛読あ
りがとう

ございま
す。 みなさまの『声』をお聞かせください！

【回答・返信方法】
ファックスでの返信◆同封のアンケート用紙にご記入のうえ、FAX番号 03-3251-7796へご返信ください
ホームページからの回答◆公社HP「広報誌アーガス21」ページからご回答のうえ、ご送信をお願いします
【締切日】平成27年12月7日（月）
【プレゼント】 

企画課 
TEL：03-3251-7897　FAX：03-3251-7796　E-mail：kikaku@tokyo-kosha.or.jp
公社HP　→　販路開拓　→　ビジネス情報誌アーガス21

第３回人材戦略セミナー
若手リーダーの戦力化による事業基盤づくり

「製品別損益の見える化」「タブレット端末による工程管
理」等、新たなことにチャレンジする(株)ミューテクノ　
谷口専務をお招きし、様々な制約がある中での“人材戦
力化に向けた創意工夫”についてお話しいただきます。
人材育成をお考えの企業様、ふるってご参加ください。

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

進 行

募集人数
問合せ先 

平成27年11月25日（水）
14：00～16：30（受付13：30～）
無料
新宿エステック情報ビル２１階　会議室A
（新宿区西新宿1-24-1）
(株)ミューテクノ
取締役専務　谷口　栄美子 氏
(公財)東京都中小企業振興公社　
人材ナビゲータ　赤堀　新一
40名
企業人材支援課　人材支援担当
TEL 03-3832-3675   ＦＡＸ 03-3832-3679

：

：
：

：

：

：
：

■ ■■ ■経 営

今回の講師は、自らの経験をもとに創出した「ＭＰＤＰ理
論」に基づき、ヒット商品を次々生み出している（株）エン
ジニア代表・髙崎充弘氏。機能だけでなくデザイン性も
高く評価されている「ネジザウルス」を事例に、デザイン
を取り入れた商品開発の裏側をお話しいただきます。

第３回 東京都デザイン導入支援セミナー
トップが語る「デザインを取り入れた製品開発」

～「ネジザウルス」はなぜ250万丁も売れているのか～

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先

平成27年11月27日（金）
13:30～15:30（13:00開場）
無料
東京都産業労働局秋葉原庁舎3階　第１会議室
（千代田区神田佐久間町1-9）
株式会社エンジニア　
代表取締役社長　髙崎　充弘 氏
50名（先着順）
事業戦略支援室
TEL 03-5822-7232   ＦＡＸ 03-5822-7233

：

：
：

：

：
：

一日目に輸出入取引における貿易実務について、取引
の形態、関係機関の業務内容、貿易書類の種類や役割、
流れを説明します。
二日目には、特に最近の輸出入通関の現状を踏まえた通
関手続きを学ぶと共に、国際物流における通関の重要
性、ＡＥＯ制度等について、基礎から具体的なわかりやす
い事例をもとに学びます。

貿易実務者養成講習会
輸出入貿易実務と通関手続き (基礎)

■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■海 外 ビ ジ ネ ス

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■デ ザ イ ン

日 　 時

受 講 料 
会 　 場

講 師

募集人数
問合せ先 

平成28年1月20日(水) ・ 21日(木)(2日間)
10：00～16：00
15,000円
東京都中小企業会館　9階講堂
（中央区銀座2-10-18）
一日目：木村雅晴事務所
　　　 貿易講師　木村　雅晴 氏
二日目：東海大学海洋学部
　　　 教授　　　石原　伸志 氏
40名(先着順)
国際化支援室
TEL 03-5822-7243   ＦＡＸ 03-5822-7240

：

：
：

：

：
：

東京都中小企業知的財産シンポジウム開催！東京都中小企業知的財産シンポジウム開催！東京都中小企業知的財産シンポジウム開催！

　市場のグローバル化が進むASEAN、輸出入ともに日本の主要貿易国である中国。いずれもアジアの重要市場であ
り、同時に知的財産関係の実態が外からは見えにくい地域でもあります。中小企業がASEAN及び中国へ進出し、継続的
に事業を展開・成長させる上で必要となる知的財産の備えは何か？
　本シンポジウムは、進出企業や現地実務家の具体的なお話を交えながら、この点についてみなさんと考えていきます。
　専用サイトからお申込みの上、是非ご参加ください。

アジアとともに未来へ向かう　～中小企業のグローバル展開と知的財産～

【開催日時】
【会　　場】
【参 加 費】
【プログラム】

【相談コーナー】

平成27年12月11日（金）　13：30～16:30（開場12:50／相談コーナーは17:30まで開設）
有楽町朝日ホール（千代田区有楽町2-5-1　有楽町マリオン11Ｆ）
無料
13：35～14：35

14：45～16：20

16：20～16:30

基調講演　「アジアにおける事業展開に必要な知的財産の備え」
　渡部　俊也 氏
　東京大学政策ビジョン研究センター教授／一般社団法人日本知財学会会長

パネルディスカッション　
　「ASEAN・中国における中小企業の知財戦略」

知的財産総合センター事業紹介
　波多江　重人（東京都知的財産総合センター所長）

専用サイト（申し込み先）　http：//www.chizaisympo-tokyo2015.jp

TEL：03-3832-3655
東京都知的財産総合センター

　　　　　　　会場内の相談コーナーでは、知的財産に関する相談をお受けします。（12:50～17:30）

KATACHI.（格子／千本／斜紋）シリーズより１点
＊模様は指定いただけませんので、あらかじめご了承ください
　松徳硝子株式会社

　東京都指定伝統工芸品　江戸硝子

　住所：東京都墨田区錦糸4-10-4　TEL：03-3625-3511
　URL: http://www.stglass.co.jp/index.html
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公社からのお知らせ

公社ホームページで
セミナー・研修情報を
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公社では、さまざまな研修やセミナーを開催し
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↓
研修・セミナー・
人材育成・
社員教育
↓
研修・セミナー
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アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で20名様に、公社支援企業の製品をプレゼントいたします。
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りがとう
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企画課 
TEL：03-3251-7897　FAX：03-3251-7796　E-mail：kikaku@tokyo-kosha.or.jp
公社HP　→　販路開拓　→　ビジネス情報誌アーガス21
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谷口専務をお招きし、様々な制約がある中での“人材戦
力化に向けた創意工夫”についてお話しいただきます。
人材育成をお考えの企業様、ふるってご参加ください。
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有楽町朝日ホール（千代田区有楽町2-5-1　有楽町マリオン11Ｆ）
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13：35～14：35

14：45～16：20
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基調講演　「アジアにおける事業展開に必要な知的財産の備え」
　渡部　俊也 氏
　東京大学政策ビジョン研究センター教授／一般社団法人日本知財学会会長

パネルディスカッション　
　「ASEAN・中国における中小企業の知財戦略」

知的財産総合センター事業紹介
　波多江　重人（東京都知的財産総合センター所長）

専用サイト（申し込み先）　http：//www.chizaisympo-tokyo2015.jp

TEL：03-3832-3655
東京都知的財産総合センター

　　　　　　　会場内の相談コーナーでは、知的財産に関する相談をお受けします。（12:50～17:30）

KATACHI.（格子／千本／斜紋）シリーズより１点
＊模様は指定いただけませんので、あらかじめご了承ください
　松徳硝子株式会社

　東京都指定伝統工芸品　江戸硝子
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　１人でも多く東京ゆかりの選手がパラリンピック競技大会に出場できるよう、「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」を実
施します。
　対象者は、東京在住・在学・在勤のいずれかであり、平成27年度時点で小学５年生以上の、本事業で展開する競技や種目に該当
する障害のある人です（視覚障害者、肢体不自由者、知的障害者が対象。ただし、障害により出場できる競技が異なります。）。
　是非みなさんもパラリンピックを目指してみませんか？

実 施 日 程

会 場
実 施 競 技

定 　 　 員
申 込 締 切
申込・問い合わせ先

主 催

①ステップ１　平成28年１月11日（月・祝）
②ステップ２　平成28年２月11日（木・祝）、20日（土）
東京都障害者総合スポーツセンター（北区十条台一丁目２番２号）
アーチェリー、陸上競技、バドミントン、ボッチャ、自転車競技、ゴールボール、柔道、パワーリフティング、ボート、
水泳、卓球、トライアスロン、車椅子バスケットボール、車いすフェンシング、車いすテニス（2020年東京
パラリンピック正式競技のうち、以上15競技）
100名程度
平成27年11月30日（月）（消印有効）
「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」事務局
㈱三菱総合研究所　人間・生活研究本部内
（〒100-8141　東京都千代田区永田町2-10-3）まで
所定の様式に記入の上、郵送　ＴＥＬ：03-6705-6152

東京都
（公社）東京都障害者スポーツ協会

東京都 パラリンピック選手発掘プログラム東京都 パラリンピック選手発掘プログラム

E-mail ofc@sangyo-koryuten.tokyo　http://www.sangyo-koryuten.tokyo/

産業交流展2015運営事務局
TEL：03-3503-7320

第18回　中小企業による国内最大級のトレードショー

産業交流展2015
魅力的な首都圏中小企業が集結！

■高度技術の結集であるロボットを展示する「次世代ロボットゾーン」やファッション･
伝統工芸品･コンテンツ･日本食の分野から、優れた技術・製品を持つ企業等が集ま
った「クールジャパンゾーン」など、魅力的な企画を多数実施！
■著名な講師陣による講演会やセミナーも多数開催！

11/18(水)～11/20(金)
10:00～18:00(最終日17:00終了)

東京ビッグサイト西1・2ホール

入場料無料

都内の中小・ベンチャ
ー企業が開発事業化
した、革新的な技術や
製品を表彰します。
ノミネートされた企業
の出展もございます
ので、是非ご覧になっ
てください。

舛添要一東京都知事
が出席します。

東京都ベンチャー技術大賞表彰式
11月18日(水)11:00～11:30
同時開催

【第55回(2014年度)エコノミスト賞受賞】
独立行政法人 経済産業研究所　上席研究員

後藤 康雄 氏
中小企業は、日本の雇用の約7
割、付加価値の約半分を占める
巨大セクターです。日本経済の本
格的な回復には、中小企業部門
の活性化が欠かせません。しか
し、近年、その活力が失われつつ
あるようにみえます。本講演で
は、日本経済全体の視点から、中
小企業の現状を整理し、先行きを
展望します。

日本経済と中小企業
11月18日(水)13:00～14:30
基調講演

非営利型まちづくり株式会社
地域協働推進機構　代表取締役

藤倉 潤一郎 氏
地域社会の再生・活性化が喫緊の課
題とされる中、ビジネスフロンティ
アとして新しい公共空間を切り拓く
イノベーティブな社会的企業の事
例を通じて、中小企業が取り組むべ
き経営革新のヒントを探ります。社
会課題の解決に焦点をあて、地域の
総合力を企業の成長力に活かす経
営手法を提言します。

社会のチカラを経営革新に活かす
11月19日(木)15:00～16:00
経営革新セミナー

～失われつつあるダイナミズムと再生への道筋～ ～社会的企業に学ぶ地域・経済の革新～

開催期間 ： 平成２７年１１月１７日（火）
会　　場 ： 新宿駅西口広場イベントコーナー
内　　容 ： 無料法律相談・無料家計相談コーナー、パネル展示、キャンペーングッズの
　　　　　配布等

TEL：０３-５３２０-４７９３　
東京都産業労働局　金融部　貸金業対策課

ヤミ金融は犯罪です！ ～甘い融資話にはご注意を～

東京都では１１月をヤミ金融被害防止月間とし、ヤミ金融被害の防止のため啓発キャンペーンを実施します。
お気軽に会場へお越しください。

ヤミ金融被害防止キャンペーンのお知らせ

TEL：03-5320-7829
東京都オリンピック・パラリンピック準備局 スポーツ推進部障害者スポーツ課

※さわやか、すくすく・ささえいずれも、融資にあたり金融機関による審査があります。審査の結果により、ご希望にそえないことがあります。

東京都では、都内に在勤又は在住の中小企業従業員の方に生活資金を低利で融資しています。

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課　TEL：０３-５３２０-４６５３
TOKYOはたらくネット ホームページ  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/index.html

転居費用、レジャー費用、その他生活費に 子育て・介護に要する費用、子育て・介護休業中の生活資金など

○お勤め先の会社が下表のいずれかに該当している方

○現在の勤務先に6か月以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方
○年間収入（税込み）が800万円以下の方
○住民税を滞納していない方

70万円以内
特例 100万円以内（医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅の増改築費にご利用の場合） 100万円以内

固定金利　1.8%　（平成27年4月1日現在） 固定金利　1.5%　（平成27年4月1日現在）

3年以内（借入額が70万円超の場合は5年以内）

据置期間後5年以内
＊据置期間
○子が1歳6か月に達するまでの育児休業期間
　＊ 産後休暇中に引き続いての育児休業が承認済であれば、
　   産後休暇中も据置期間に含むことができます。
○介護休業期間（12か月を限度）

○お勤め先の会社が下表のいずれかに該当している方

○現在の勤務先に6か月（育児休業・介護休業を要件とする場合は
　1年）以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方
○妊娠から子育て期間（＊）中の方、育児・介護休業中の方、要介護認定
　又は要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方
＊子育て期間：妊娠期から子が20歳に達した年度の3月31日まで
○住民税を滞納していない方

個人生活資金融資（さわやか） 子育て・介護支援融資（すくすく・ささえ）
用
途

融
資
額

中央労働金庫（TEL 0120-86-6956）
（一社）東京都信用組合協会（TEL 03-3567-6211）中央労働金庫（TEL 0120-86-6956）申

込

年
利

返
済
期
間

お
申
込
み
条
件

会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金　 又は　 従業員数
5千万円以下　　又は　  50人以下
5千万円以下　　又は　100人以下
1億円以下　　　又は　100人以下
3億円以下　　　又は　500人以下

会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金　 又は　 従業員数
5千万円以下　　又は　  50人以下
5千万円以下　　又は　100人以下
1億円以下　　　又は　100人以下
3億円以下　　　又は　500人以下

東京都中小企業従業員生活資金融資制度

詳しくは、「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」ホームページまで
http://www.para-athlete.tokyo

スポーツ推進部障害者スポーツ課
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　１人でも多く東京ゆかりの選手がパラリンピック競技大会に出場できるよう、「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」を実
施します。
　対象者は、東京在住・在学・在勤のいずれかであり、平成27年度時点で小学５年生以上の、本事業で展開する競技や種目に該当
する障害のある人です（視覚障害者、肢体不自由者、知的障害者が対象。ただし、障害により出場できる競技が異なります。）。
　是非みなさんもパラリンピックを目指してみませんか？

実 施 日 程

会 場
実 施 競 技

定 　 　 員
申 込 締 切
申込・問い合わせ先

主 催

①ステップ１　平成28年１月11日（月・祝）
②ステップ２　平成28年２月11日（木・祝）、20日（土）
東京都障害者総合スポーツセンター（北区十条台一丁目２番２号）
アーチェリー、陸上競技、バドミントン、ボッチャ、自転車競技、ゴールボール、柔道、パワーリフティング、ボート、
水泳、卓球、トライアスロン、車椅子バスケットボール、車いすフェンシング、車いすテニス（2020年東京
パラリンピック正式競技のうち、以上15競技）
100名程度
平成27年11月30日（月）（消印有効）
「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」事務局
㈱三菱総合研究所　人間・生活研究本部内
（〒100-8141　東京都千代田区永田町2-10-3）まで
所定の様式に記入の上、郵送　ＴＥＬ：03-6705-6152

東京都
（公社）東京都障害者スポーツ協会

東京都 パラリンピック選手発掘プログラム東京都 パラリンピック選手発掘プログラム

E-mail ofc@sangyo-koryuten.tokyo　http://www.sangyo-koryuten.tokyo/

産業交流展2015運営事務局
TEL：03-3503-7320

第18回　中小企業による国内最大級のトレードショー

産業交流展2015
魅力的な首都圏中小企業が集結！

■高度技術の結集であるロボットを展示する「次世代ロボットゾーン」やファッション･
伝統工芸品･コンテンツ･日本食の分野から、優れた技術・製品を持つ企業等が集ま
った「クールジャパンゾーン」など、魅力的な企画を多数実施！
■著名な講師陣による講演会やセミナーも多数開催！

11/18(水)～11/20(金)
10:00～18:00(最終日17:00終了)

東京ビッグサイト西1・2ホール

入場料無料

都内の中小・ベンチャ
ー企業が開発事業化
した、革新的な技術や
製品を表彰します。
ノミネートされた企業
の出展もございます
ので、是非ご覧になっ
てください。

舛添要一東京都知事
が出席します。

東京都ベンチャー技術大賞表彰式
11月18日(水)11:00～11:30
同時開催

【第55回(2014年度)エコノミスト賞受賞】
独立行政法人 経済産業研究所　上席研究員

後藤 康雄 氏
中小企業は、日本の雇用の約7
割、付加価値の約半分を占める
巨大セクターです。日本経済の本
格的な回復には、中小企業部門
の活性化が欠かせません。しか
し、近年、その活力が失われつつ
あるようにみえます。本講演で
は、日本経済全体の視点から、中
小企業の現状を整理し、先行きを
展望します。

日本経済と中小企業
11月18日(水)13:00～14:30
基調講演

非営利型まちづくり株式会社
地域協働推進機構　代表取締役

藤倉 潤一郎 氏
地域社会の再生・活性化が喫緊の課
題とされる中、ビジネスフロンティ
アとして新しい公共空間を切り拓く
イノベーティブな社会的企業の事
例を通じて、中小企業が取り組むべ
き経営革新のヒントを探ります。社
会課題の解決に焦点をあて、地域の
総合力を企業の成長力に活かす経
営手法を提言します。

社会のチカラを経営革新に活かす
11月19日(木)15:00～16:00
経営革新セミナー

～失われつつあるダイナミズムと再生への道筋～ ～社会的企業に学ぶ地域・経済の革新～

開催期間 ： 平成２７年１１月１７日（火）
会　　場 ： 新宿駅西口広場イベントコーナー
内　　容 ： 無料法律相談・無料家計相談コーナー、パネル展示、キャンペーングッズの
　　　　　配布等

TEL：０３-５３２０-４７９３　
東京都産業労働局　金融部　貸金業対策課

ヤミ金融は犯罪です！ ～甘い融資話にはご注意を～

東京都では１１月をヤミ金融被害防止月間とし、ヤミ金融被害の防止のため啓発キャンペーンを実施します。
お気軽に会場へお越しください。

ヤミ金融被害防止キャンペーンのお知らせ

TEL：03-5320-7829
東京都オリンピック・パラリンピック準備局 スポーツ推進部障害者スポーツ課

※さわやか、すくすく・ささえいずれも、融資にあたり金融機関による審査があります。審査の結果により、ご希望にそえないことがあります。

東京都では、都内に在勤又は在住の中小企業従業員の方に生活資金を低利で融資しています。

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課　TEL：０３-５３２０-４６５３
TOKYOはたらくネット ホームページ  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/index.html

転居費用、レジャー費用、その他生活費に 子育て・介護に要する費用、子育て・介護休業中の生活資金など

○お勤め先の会社が下表のいずれかに該当している方

○現在の勤務先に6か月以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方
○年間収入（税込み）が800万円以下の方
○住民税を滞納していない方

70万円以内
特例 100万円以内（医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅の増改築費にご利用の場合） 100万円以内

固定金利　1.8%　（平成27年4月1日現在） 固定金利　1.5%　（平成27年4月1日現在）

3年以内（借入額が70万円超の場合は5年以内）

据置期間後5年以内
＊据置期間
○子が1歳6か月に達するまでの育児休業期間
　＊ 産後休暇中に引き続いての育児休業が承認済であれば、
　   産後休暇中も据置期間に含むことができます。
○介護休業期間（12か月を限度）

○お勤め先の会社が下表のいずれかに該当している方

○現在の勤務先に6か月（育児休業・介護休業を要件とする場合は
　1年）以上勤務している方
○現住所に3か月以上居住し、勤務先又は住所が都内にある方
○妊娠から子育て期間（＊）中の方、育児・介護休業中の方、要介護認定
　又は要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方
＊子育て期間：妊娠期から子が20歳に達した年度の3月31日まで
○住民税を滞納していない方

個人生活資金融資（さわやか） 子育て・介護支援融資（すくすく・ささえ）
用
途

融
資
額

中央労働金庫（TEL 0120-86-6956）
（一社）東京都信用組合協会（TEL 03-3567-6211）中央労働金庫（TEL 0120-86-6956）申

込

年
利

返
済
期
間

お
申
込
み
条
件

会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金　 又は　 従業員数
5千万円以下　　又は　  50人以下
5千万円以下　　又は　100人以下
1億円以下　　　又は　100人以下
3億円以下　　　又は　500人以下

会社等の業種
小売業
サービス業
卸売業

上記以外の業種

資本金・出資金　 又は　 従業員数
5千万円以下　　又は　  50人以下
5千万円以下　　又は　100人以下
1億円以下　　　又は　100人以下
3億円以下　　　又は　500人以下

東京都中小企業従業員生活資金融資制度

詳しくは、「東京都 パラリンピック選手発掘プログラム」ホームページまで
http://www.para-athlete.tokyo

スポーツ推進部障害者スポーツ課

No.444 平成27年11月10日アーガス21

K2015

No.444 平成27年11月10日 アーガス21 No.444 平成27年11月10日アーガス21

K2015

No.444 平成27年11月10日 アーガス21

19



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

長い間、自分の歴史と共に生き続けてきた会社は、まさに自分の人
生そのもの。会社を大事に思うあまり、自分の意思を引き継いでくれる
方に承継したいと考えるのは当然のことです。
それでは、将来、どなたに会社を継がせるか、決めていますか。後継
者（候補者）とは直接、話をされていますか。事業承継は、会社の関係
者（親族、従業員等）からは切り出しにくい話題です。それは「事業承継
＝相続＝社長の死」を連想してしまうからです。そのため、社長自らが承
継を準備するという姿勢を示さないと、なかなか前には進みません。
「後継者と考える親族の能力が不安」「継がせたいと思う従業員がい
ない」そのような声を公社への相談の中でもお聞きします。中小企業
庁による調査結果では、後継者の決定に際し重視することについて、
「親族であること」という以外に、自社の事業・業界に関する知識・理
解、リーダーシップ、経営意欲などが高い割合を占めています。しかし、
こうした資質、能力を最初からすべて兼ね備えている方はいません。ぜ
ひ息子、娘と腹を割って話し合ってみてください。社長が思うより会社
の将来を考えているかもしれません。また、社長は自社の従業員を過
小評価してしまう傾向もあるようです。従業員との積極的なコミュニ
ケーションを取って、その方の本質を見極めてください。
後継者が明確になっていれば、取引先や従業員の安心につながりま

す。そして、社長と後継者として向き合い、お互いの考えに耳を傾け、
じっくり育成していくことが必要です。社長をバトンタッチした後もしば
らく後方支援をする、そう考えると5～10年間という幅で事業承継を
考えていくべきでしょう。
　　　　　　 （総合支援課）

「現経営者へ ～会社の未来を後継者に託してみよう ！ ～」連載第2回
ここがポイント！ 事業承継
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中小企業白書2013　第2-3-17図より全体の上位7位を抜粋

図1 規模別の後継者を決定する際に重視すること（複数回答）
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