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  TEL  ： 03-3733-6284
  E-mail ： dojyo@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　城南支社　経営支援係　

検 索検 索事業化チャレンジ道場

公社ツイッター @tokyo_kosha

★７ページに参加企業の声を掲載しています

事業化チャレンジ道場は、新製品開発を通して新たな事業展開に挑戦する中小企業のための新製
品開発・事業化支援事業です。
約8か月間にわたり講座を受講しながら、自社の強みを生かした新製品の企画を考え、デザイン・試
作品製作に取り組む “売れる製品開発道場”では、体系的な製品開発のステップ・分析手法・デザイン
活用ノウハウなどが身に付きます。
あとに続く “事業化実践道場” では、製品化・量産化・価格設定・販路開拓など、事業化における課
題について各分野の専門家がアドバイスを行うなど、様々なフォローが受けられます。

申込方法
公社ＨＰまたは城南支社まで直接お問い合わせ
ください
募集締切
平成28年5月18日（水）
実施場所
東京都中小企業振興公社城南支社
（大田区南蒲田1－20－20）
東京都中小企業振興公社多摩支社
(昭島市東町3－6－1)

対象
自社技術等を活用して、新製品・自社製品の開発を
目指す都内中小企業
※ソフトウェアやビジネスモデルのみの開発等は対象外
費用　 7万円／1企業               25社

受講期間
平成28年6月～平成29年1月

事業化チャレンジ道場参加企業を募集します！
事業化チャレンジ道場参加企業を募集します！
事業化チャレンジ道場参加企業を募集します！事業化チャレンジ道場参加企業を募集します！
新たな事業展開につながる新製品・自社製品の開発へ、
一緒に挑んでみませんか。

平成28年度

定員
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員に対する教育の内容や期間で違いが出てくる。１週間
程度の研修後に派遣し、満足に働けず数か月で辞める
社員が多い会社もある。そのような状況を踏まえ同社で
は新入社員への教育体制に力を入れており、４か月にわ
たり設計・製図の基礎、３ＤＣＡＤの操作などを教えてきた。
今年からはより研修カリキュラムを充実させるべく、実
際にエンジンをばらしてＣＡＤデータを作成し再び組み立
てる、という内容のものづくり実習を加え６か月とする予
定である。
この研修を通じて、働く楽しさやものづくりの面白さを
知ってもらい、働き始めてからのキャリアを新人社員に考
えてほしい。それが本人の成長にもつながると考えて、気
持ちに火をつけるための期間にするべく研修を充実させ
ている。

社員満足を最重要視

顧客を満足させるなら、それなりの仕事を安く受けれ
ば良い。しかしそれでは売上は落ち、社員にしわ寄せが行
き消耗戦になる、というのが博志氏の考えだ。
派遣でサービスを提供している会社の商品は社員で

ある。社員が満足しなければ顧客先で明るく働けず、良い
仕事ができない。ならば社員満足を最重要視する、という
のが同社の考えだ。派遣社員は正社員と比べて肩身の
狭い思いをする。だが正社員と同等の知識、経験あるい
は賃金があれば劣等感を感じないで済むかもしれない。
その考えに基づき、大手メーカーの正社員と同等の賞与
が出せるようにすることを現在の目標として掲げている。
また、福利厚生の一環として社員旅行を行っており２００人

超の社員が参加している。派遣会社の社員はほとんど派
遣先の会社に常駐するため、派遣元の会社との関係は
希薄になりがちである。そこで同社への帰属意識を高め
てもらうためにも積極的に会社行事を行い、宴席で行う
催し物を部署や地域を越えた社員グループに企画させ
るなど、社員同士のつながりを強める工夫もしている。
最近は派遣社員にも改善の意見を求める顧客企業が
増えてきており、積極的な態度が求められている。そのよ
うな状況をふまえて、遊びの場を提供しつつ、その中で
チームワークを学びコミュニケーション能力を伸ばしても
らうことを同社は期待している。

さまざまな技術に関われる面白み

機械設計業の面白いところは、製造には関われないが
その過程のあらゆる技術に関与できる点であると博志
氏は語る。メーカーが新しいことをするには設備投資や
生産ラインを用意するなど難しい話になるが、同社はパ
ソコンの中で作業を進めていくため、あらゆるものに関与
できる可能性がある。
博志氏の昔の夢は自動車の仕事にかかわることだっ

た。それが叶った今、今度は海や空、宇宙などもっと広い
技術に関わりたい。これは技術系の派遣会社だからこそ
できることだ。あらゆる技術と繋がれる可能性を説く博志
氏の目は希望に満ちている。
派遣業界には今、変化の波が押し寄せている。そのよ

うな中で同社が、社員も顧客も喜ぶ派遣業界の新たな道
しるべとなることを期待したい。

（城南支社　盛澤陽一郎）

 

製造業から分社した機械設計の会社

株式会社ダイテックス（以下同社）の本社はＪＲ蒲田駅
から徒歩５分のオフィスビルの2階にあり、他に大阪（大
阪市中央区）、小松（石川県小松市）、富山（富山県富山
市）、豊田（愛知県豊田市）、小山（栃木県小山市）に拠
点を設置している。
昭和２４年に創業者である阿部五郎氏が自動車部品

を製造する大進工機株式会社を創業。次いで機械設
計・製図請負業務を担う大進工業株式会社を設立した。
その後、製造を担う大進工機は閉じたものの、大進工業
を２代目である阿部顯氏が継ぎ、株式会社ダイテックス
に社名変更。現在は３代目となる阿部博志氏が代表取
締役として経営を行っている。 
同社は各種機械ならびに関連機器の設計・製図・モ

デリング・解析およびＣＡＤ教育、機械設計・製図に関わ
る労働派遣業務を行っている。特に自動車部品の設計・
製図に強みを持ち、顧客先の工場に合わせ全国に拠点
を置いているのが特徴である。また、派遣会社に登録す
る形の登録型派遣ではなく、正社員として直接雇用した
上で企業へ派遣している。
２代目社長である顯氏は公社城南支社が運営を支援

している「経営者交流会」に設立初期から参加していた
だいている。この交流会では経営戦略や人事に対する
考え方、製造業に関する情報など様 な々分野のテーマに
ついて、外部講師や参加者である経営者に講義をして
いただき、意見交換が行われている。古参メンバーであ
る顯氏には積極的な発言をいただくとともに、交流会の
運営にも長年にわたりお力添えをいただいている。

労働者派遣法の改正の影響

平成２７年９月に施行された労働者派遣法の改正によ
り、派遣業界は大きく揺れ動いている。これまでは特定業
種においては派遣期間が無制限とされていたが、この改
正により業種に関係なく非正規雇用者の派遣期間は最
長3年に制限されることになった。
この法改正については解釈の分かれる点もあり、同社
のように正社員雇用して派遣している場合は期間の定
めはないが、派遣先の企業自体がより厳しい受け入れ基
準を設定する場合もある。また届出制から許可制になり
事業所ごとの資産要件を求められるなど、事業者に対す
る資格要件も厳格化された。派遣会社は経営者一人で
も成り立つ事業であったため、同業者は星の数ほど存在
していたが、この法改正を機に事業者間の競争が激化し
淘汰も進むとみられている。資産要件のハードルが高く
なり廃業する業者も出てくるが、それがクリアできていれ
ばＭ＆Ａによりノウハウのない業界にも進出することも容
易であるからだ。
同社は今回の法改正を事業拡大の機会と捉えてお

り、より広い分野に飛び込める状況になったと考えてい
る。将来的には今の主力事業である設計・製図の派遣
事業と同規模の別事業を持つのが同社の目標だ。

充実した新入社員研修
派遣業は派遣会社と派遣社員の関わりが少なく、顧

客企業へ常駐するという業務の性質上、他社との差別
化が難しい業種である。常用型派遣の場合、雇用した社

（注※）経営者交流会…
中小企業者の相互交流の機会を提供し、経営情報の交換
等を目的として東京都中小企業振興公社城南支社が運
営を支援している。毎月１回、開催されており、経営者の報
告や工場、研究施設、展示会等の見学や外部講師を招い
て、情報交換等を行っている。新規会員は随時募集。
問い合わせは城南支社（TEL:03-3733-6284）まで。
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株式会社ダイテックス

顧客満足のために、社員満足を追求する

“キラリ企業”の現場から

実際に手を動かす社員研修

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１１５回は機械設計、製図およびそれらに特化した人材派遣を行う株式会社ダイテックス（大田区）をご紹介します。
同社には経営者交流会（注※）など、様々な公社事業をご利用いただいています。

代表者 ／ 阿部　博志
資本金 ／ 2,500万円　　従業員 ／ 248名
所在地 ／ 東京都大田区蒲田5-44-5 
　　　　  ユニゾ蒲田五丁目ビル2F
TEL ／ 03-5703-0345　　FAX ／ 03-5703-0347
URL ／ http://www.daitex.co.jp/

企業
情報

阿部  博志 氏
代表取締役

株式会社
ダイテックス　

東京本社外観 社員旅行の様子
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知ってもらい、働き始めてからのキャリアを新人社員に考
えてほしい。それが本人の成長にもつながると考えて、気
持ちに火をつけるための期間にするべく研修を充実させ
ている。
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顧客を満足させるなら、それなりの仕事を安く受けれ
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き消耗戦になる、というのが博志氏の考えだ。
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るなど、社員同士のつながりを強める工夫もしている。
最近は派遣社員にも改善の意見を求める顧客企業が
増えてきており、積極的な態度が求められている。そのよ
うな状況をふまえて、遊びの場を提供しつつ、その中で
チームワークを学びコミュニケーション能力を伸ばしても
らうことを同社は期待している。
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同社には経営者交流会（注※）など、様々な公社事業をご利用いただいています。

代表者 ／ 阿部　博志
資本金 ／ 2,500万円　　従業員 ／ 248名
所在地 ／ 東京都大田区蒲田5-44-5 
　　　　  ユニゾ蒲田五丁目ビル2F
TEL ／ 03-5703-0345　　FAX ／ 03-5703-0347
URL ／ http://www.daitex.co.jp/

企業
情報

阿部  博志 氏
代表取締役

株式会社
ダイテックス　

東京本社外観 社員旅行の様子

あきら
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有限会社篠原刃型のレザープラネット
CAD／CAMシステム・自動裁断機の受注を増やす

ための取り組みが事業化へとつながった。
切り込みを細部にまで入れた複雑な１枚革加工に

よる“指でつくるレザーアニマル”を開発。多品種・小
ロット生産を強みとする数少ない企業となった。

商品開発

昭和54年に篠原雄二氏により設立され、30数余年
にわたり革の打抜型を製造してきた。5年前に
CAD/CAMシステムによる自動裁断機を導入し、複雑
な加工ができる革裁断システムをもとに小ロットの受
託加工を開始している。
レザープラネットは、CAD/CAMシステムでの受託

加工を増やすための認知度向上のために始まったが、
商品化したところ平成24年度「TASKものづくり大賞」
を受賞するなど反響が大きかったことから、手応えを
感じ本格的な事業化に踏み切った。

逸品のこだわり

レザープラネットは、サファリ、ドッグ、恐竜、海シリー
ズなど幅広いが、1枚革を加工して作ることに共通点
がある。形状から分かるように、1枚の革を加工して立
体物へと形を変えるためには、どういった加工が可能
か、材質の特性を理解しているだけでなく、立体を平
面化できる設計力を要する。また、水と指で成形するう
えで、使用できる革の種類が限られており、同社では
価格の高い天然のヌメ革を使用している。

逸品ポイント

一般的なレザークラフトは、道具を複数使用する必
要があり、初心者はイメージ通り作ることが難しい。し
かし、レザープラネットは、指と水さえあれば本格的な

革の「皮膚感」を持った自分だけの動物を作ることがで
きる。一般的に販売されている動物の玩具の多くは、
金型による定型的な形状のため工夫の余地は少ない。
一方、同商品はユーザーの感性に基づいて作り込める
ところに面白味がある。また、革の特性として、2回程
度であれば水をつけて修正が可能なため、手先の器用
さに不安を持つユーザーにも楽しみながら安心して
触ってもらえる。

未来展望

現在、ワークショップによる販促や当公社「ニュー
マーケット販路開拓支援事業」を活用し販路開拓を積
極的に実施し事業化を推進している。レザープラネット
は、幅広い年齢層に向けて提供できる商品ではある
が、社長としては1枚革から立体的で、リアル質感の造
形物を作り出す過程を大人の“限られた自由時間”で
じっくり味わってもらいたいと考えている。単品でも楽
しんでもらえるが、今後も次々と拡充を予定している
シリーズから、是非「大人買い」してもらい自分だけの
生態系（ストーリー）を創造してもらうのが夢だ。

企業
DATA

企業名：有限会社篠原刃型
代表：篠原 雄二
所在地：東京都足立区千住緑町3-2-2
TEL：03-3881-0716
URL: http://yu-factory.com/

支援企業の逸品
公社支援企業の優れた商品をご紹介します。

オリジナルのジオラマも提供可能（在庫限り）

篠原雄二社長と篠原佳介事業部長

 

中小企業経営のツボ
仕事を確保することが最も重要な課題

三尾会計事務所　代表 三尾 隆志

相性のいいお客様とは、末永くいい関係が続くもの

会社の経営課題の中で最も重要なことは、仕事を確保することです。
そのためには、お客様がいること、お客様と出会える仕組みがあること、販売する商品があること、
販売する商品を提供できる仕組みがあること、販売する商品を開発し続けられること、それに販売した 
商品から確実に利益を出せることが必要です。

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

無理をしても長くは続かない

事業を遂行する中で出会う多くのお客様で、皆さん
の会社と長く付き合い、利益をもたらし続けてくれる
お客様は必ずいます。
お互いが切磋琢磨し、お互い喜んで儲けを分け合

えることに何の疑念も持たないと感じられる良好な関
係です。
確かに会社の技術力、開発力、優秀な人材・設備な

ど、会社の持つ経営資源を評価し信頼して、仕事を依
頼するお客様がたくさんいるのは事実です。
しかし、そういったハードやソフトという会社が持つ

技術的な評価以上に、お客様との関係でもっと重要な
のは、いつまでも一緒にビジネスをしていて飽きない
関係ではないでしょうか。それをひと言で言うと、相性
が合うか否かということのように感じます。
人と人との関係と同じく、誰しも馬が合う、合わない

ということはあるもので、すべての人と八方美人的に
付き合うことは不可能です。無理をしていてもいずれ
馬脚を現すものです。
そのことは、お客様との関係についてもいえること

です。いつでもこちらの都合を考えず、ギリギリになっ
て注文を出してきて困ったものだと思いつつ、何とか
やってみようと思わせるような関係です。
自社と相性が合うお客様、それがどのようなお客様

なのか、それが見えれば前に進めるのです。ただ、この
関係の見え方は、経営者と社員とでは、大きく異なるこ
とだけは覚えておいた方がいいと思います。経営者は
すべてのリスクを背負う覚悟ができていますが、社員

はそうではないという立ち位置の違いです。
それは、会社の先行きに対する目線の違いであり、

会社に対する責任の有無から生じるため、永久に溝は
埋まらないでしょう。

シャイな経営者でも仲間は見つかる

中小企業の経営者で、外交的でいろんな会合や集
まりに参加しても、自ら名刺交換し積極的に人間関係
を構築していかれる方は少数派のように感じます。
これに対して、技術や開発することに関しては寝食
を忘れ、何時間でも費やせても、人との関係はそうは
いかないというのが、私が感じる平均的な中小企業経
営者像です。
そんな寡黙な経営者でも、ひとたび仕事のこととな

ると一気に饒舌になり、新たなことにチャレンジする、
そして同じ空気を感じる人や会社とは不思議と違和感
なく溶け合えるのです。
そこで、改めて仕事を確保し続けるためには、こちら

の持っている仕事に対する姿勢やマニアックなこだわ
りを感じ取ってくれそうな人や会社に向け、情報発信
をし続けるということに尽きます。
仕事を確保し続けることなしに、会社の永続的な発

展はあり得ません。中小企業経営者は、営業が苦手な
のはわかっています。だからこそ仕事を確保するため、
相性のよさそうな人や会社に向けて、ダイレクトに情
報を発信し続けることに時間とコストをかけられる技
術革新が起こっているのです。
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有限会社篠原刃型のレザープラネット
CAD／CAMシステム・自動裁断機の受注を増やす

ための取り組みが事業化へとつながった。
切り込みを細部にまで入れた複雑な１枚革加工に

よる“指でつくるレザーアニマル”を開発。多品種・小
ロット生産を強みとする数少ない企業となった。

商品開発

昭和54年に篠原雄二氏により設立され、30数余年
にわたり革の打抜型を製造してきた。5年前に
CAD/CAMシステムによる自動裁断機を導入し、複雑
な加工ができる革裁断システムをもとに小ロットの受
託加工を開始している。
レザープラネットは、CAD/CAMシステムでの受託

加工を増やすための認知度向上のために始まったが、
商品化したところ平成24年度「TASKものづくり大賞」
を受賞するなど反響が大きかったことから、手応えを
感じ本格的な事業化に踏み切った。

逸品のこだわり

レザープラネットは、サファリ、ドッグ、恐竜、海シリー
ズなど幅広いが、1枚革を加工して作ることに共通点
がある。形状から分かるように、1枚の革を加工して立
体物へと形を変えるためには、どういった加工が可能
か、材質の特性を理解しているだけでなく、立体を平
面化できる設計力を要する。また、水と指で成形するう
えで、使用できる革の種類が限られており、同社では
価格の高い天然のヌメ革を使用している。

逸品ポイント

一般的なレザークラフトは、道具を複数使用する必
要があり、初心者はイメージ通り作ることが難しい。し
かし、レザープラネットは、指と水さえあれば本格的な

革の「皮膚感」を持った自分だけの動物を作ることがで
きる。一般的に販売されている動物の玩具の多くは、
金型による定型的な形状のため工夫の余地は少ない。
一方、同商品はユーザーの感性に基づいて作り込める
ところに面白味がある。また、革の特性として、2回程
度であれば水をつけて修正が可能なため、手先の器用
さに不安を持つユーザーにも楽しみながら安心して
触ってもらえる。

未来展望

現在、ワークショップによる販促や当公社「ニュー
マーケット販路開拓支援事業」を活用し販路開拓を積
極的に実施し事業化を推進している。レザープラネット
は、幅広い年齢層に向けて提供できる商品ではある
が、社長としては1枚革から立体的で、リアル質感の造
形物を作り出す過程を大人の“限られた自由時間”で
じっくり味わってもらいたいと考えている。単品でも楽
しんでもらえるが、今後も次々と拡充を予定している
シリーズから、是非「大人買い」してもらい自分だけの
生態系（ストーリー）を創造してもらうのが夢だ。

企業
DATA

企業名：有限会社篠原刃型
代表：篠原 雄二
所在地：東京都足立区千住緑町3-2-2
TEL：03-3881-0716
URL: http://yu-factory.com/
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公社支援企業の優れた商品をご紹介します。

オリジナルのジオラマも提供可能（在庫限り）

篠原雄二社長と篠原佳介事業部長

 

中小企業経営のツボ
仕事を確保することが最も重要な課題

三尾会計事務所　代表 三尾 隆志

相性のいいお客様とは、末永くいい関係が続くもの

会社の経営課題の中で最も重要なことは、仕事を確保することです。
そのためには、お客様がいること、お客様と出会える仕組みがあること、販売する商品があること、
販売する商品を提供できる仕組みがあること、販売する商品を開発し続けられること、それに販売した 
商品から確実に利益を出せることが必要です。

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

無理をしても長くは続かない

事業を遂行する中で出会う多くのお客様で、皆さん
の会社と長く付き合い、利益をもたらし続けてくれる
お客様は必ずいます。
お互いが切磋琢磨し、お互い喜んで儲けを分け合

えることに何の疑念も持たないと感じられる良好な関
係です。
確かに会社の技術力、開発力、優秀な人材・設備な

ど、会社の持つ経営資源を評価し信頼して、仕事を依
頼するお客様がたくさんいるのは事実です。
しかし、そういったハードやソフトという会社が持つ

技術的な評価以上に、お客様との関係でもっと重要な
のは、いつまでも一緒にビジネスをしていて飽きない
関係ではないでしょうか。それをひと言で言うと、相性
が合うか否かということのように感じます。
人と人との関係と同じく、誰しも馬が合う、合わない

ということはあるもので、すべての人と八方美人的に
付き合うことは不可能です。無理をしていてもいずれ
馬脚を現すものです。
そのことは、お客様との関係についてもいえること

です。いつでもこちらの都合を考えず、ギリギリになっ
て注文を出してきて困ったものだと思いつつ、何とか
やってみようと思わせるような関係です。
自社と相性が合うお客様、それがどのようなお客様

なのか、それが見えれば前に進めるのです。ただ、この
関係の見え方は、経営者と社員とでは、大きく異なるこ
とだけは覚えておいた方がいいと思います。経営者は
すべてのリスクを背負う覚悟ができていますが、社員

はそうではないという立ち位置の違いです。
それは、会社の先行きに対する目線の違いであり、

会社に対する責任の有無から生じるため、永久に溝は
埋まらないでしょう。

シャイな経営者でも仲間は見つかる

中小企業の経営者で、外交的でいろんな会合や集
まりに参加しても、自ら名刺交換し積極的に人間関係
を構築していかれる方は少数派のように感じます。
これに対して、技術や開発することに関しては寝食
を忘れ、何時間でも費やせても、人との関係はそうは
いかないというのが、私が感じる平均的な中小企業経
営者像です。
そんな寡黙な経営者でも、ひとたび仕事のこととな

ると一気に饒舌になり、新たなことにチャレンジする、
そして同じ空気を感じる人や会社とは不思議と違和感
なく溶け合えるのです。
そこで、改めて仕事を確保し続けるためには、こちら

の持っている仕事に対する姿勢やマニアックなこだわ
りを感じ取ってくれそうな人や会社に向け、情報発信
をし続けるということに尽きます。
仕事を確保し続けることなしに、会社の永続的な発

展はあり得ません。中小企業経営者は、営業が苦手な
のはわかっています。だからこそ仕事を確保するため、
相性のよさそうな人や会社に向けて、ダイレクトに情
報を発信し続けることに時間とコストをかけられる技
術革新が起こっているのです。
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大成樹脂工業株式会社
五感で楽しむ自立支援食器・ＩＲＯＨＡ(いろは)

大型を中心とした射出成形や、主にアミューズメント業界向けの電機組立を行っています。
「売れる製品開発道場」に参加した当時、親御さんの介護をしている社員がいました。「身体の自由が利かず、
食事がつまらない」「機能食器はいかにも福祉という感じがして使いたくない」といった親御さんの悩みを聞い
たことをきっかけに、手助けが必要な方にも自ら食事を楽しむ意欲を持ってもらえるような食器の開発を始め
ました。
器の底面に設けた環状のくぼみとスプーンの輪郭を合わせることでペースト状の介護食を集めやすくし、底

と土台を特に厚くした低重心の器、滑り止め処理を施したトレイの組合せで、食べ終わりまで片手で食事をすく
えるようにしたほか、外観は塗物仕上により高級感を演出しました。
平成２７年度の「グッドデザイン賞」を受賞。これまで福祉関係の展示会に出展し、今年からは一般シニア向け
の市場へも進出すべく活動中です。

売れる製品開発道場・事業化実践道場への参加を通じて新製品を開発し、
現在は販売に取り組んでいる大成樹脂工業株式会社（文京区）をご紹介します。

すくいやすい機能性とデザインを両立させた
福祉・シニア向け食器

開発部次長　宮崎仁芳氏の感想
自社製品が無い下請け業務のみの現状を脱却できればという思いから「事業化チャレンジ道場」に参加

しました。製品企画の一連の流れを体験でき、参加前に抱いていた不安は経験とノウハウに変わりました。
販路拡大への活動方法も習うことができ、まさに事業化の実践ができる道場です。

ほぼ垂直

底面周囲のくぼみ 底と土台が厚い低重心設計

トレイ両面の滑り止め

【問い合わせ先】　城南支社　経営支援係

  TEL ： 03-3733-6284　E-mail ： dojyo@tokyo-kosha.or.jp

相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くもの過去1年間は東アジアの経済統合にとって節目の年でした。特に、2015年10月の環太平洋パートナーシップ
（TPP）大筋合意と2016年2月の署名、2015年末のASEAN経済共同体（AEC）の発足が御社のビジネスにどう
影響を与えるか、気にされている方も多いと思います。大まかには、AECもTPPも日本が今まで数多く結んでき
た自由貿易協定（FTA※１）の一種で、基本的な考え方や使い方は同じです。これまでのFTAと違うのは、対象と
なる地域・内容が「より広く」（特にTPP）、関税の撤廃が「より深くまで徹底」されているということです。「広がり」
と「深さ」をキーワードに、御社製品を輸出する場合を例に取って、その効果をみてみましょう。

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

執筆　ジェトロ海外調査部アジア大洋州課　蒲田　亮平　氏
2005年にジェトロ入構。2010年から約4年間タイに駐在し、ASEAN域内での経済産業協力に携わる。
2014年から現職において、タイ・メコン地域、FTA等を中心に担当。
同テーマについて、当公社主催の「平成27年度第２回海外ビジネススタートアップセミナー」（2016年2月24日開催）
でご講演いただきました。

事業化チャレンジ道場参加企業紹介

企業DATA
  TEL ： 03-5822-7241　E-mail ： ttc@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　国際事業課　海外展開に関するご相談・お申込みはこちらへ　

→ →公社トップページ 国際事業課海外展開

「広域経済圏」ができると「できる」こと
～AECとTPPがもたらす中小企業への効果～

【前編】

日・ASEAN包括的経済連携（AJCEP）を除き、
これまで日本が結んできたFTAは日本とタイの
ような二カ国間のものでした。これらの二国間
FTAとAECやTPPのような広域FTAとの違いは、
地域的な広がりの有無です。二国間FTAを使う場
合、それぞれのFTAで「使用上のルール（原産地
規則）」が異なっており、またその二カ国間でのみ
関税撤廃に有利な条件（特恵関税率）を定めるの
で、複数のFTAを組み合わせて使うことができな
い、という制約があります。特に原産地規則を調
べ、それに従って書類を準備する作業は、中小企
業の方にとって大きな負担になってきました。
それに対し広域FTAの場合、①加盟国の間で

同一の原産地規則が適用されるため、同じものを
A国とB国に輸出する際は同じ書類を整えればよ
い、②加盟国間であれば「累積」という仕組みを使
い、複数国間でFTAを使うことが可能になる、と
いうメリットがあります。特にTPPの場合、「完全累
積制度」が導入されており、より使いやすい制度
設計になっています。

ASEAN地域に日本から輸出をする場合、使う
ことが出来るのは①ASEAN先進6カ国およびベ
トナムとの二国間FTA、②日・ASEAN包括的経済
連携（AJCEP）、③今後発効した場合にはTPP（ブ
ルネイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム）の3
つになります。
A E C（正確にはA S E AN物品貿易協定

（ATIGA））はASEAN10カ国のFTAですので、日
本からの輸出には使うことはできません。それで
もAECが注目を集めるのは、2015年6月時点で
6千社（※２）を超える日系企業がASEAN地域に
進出している現在、ASEAN域内での商売の拡大
にATIGAの利用が必要不可欠であるためです。

◆地域の「広がり」がもたらすビジネスチャンス

※1　FTA（Free Trade Agreement）　ある国や地域との間で、関税をなくし、モノやサービスの自由な貿易を
                                                      一層進めることを目的とした協定のこと。（外務省HPより）
※２　2015年6月時点で6,500社を超える日系企業がASEAN地域の商工会議所に登録
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大成樹脂工業株式会社
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つになります。
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6千社（※２）を超える日系企業がASEAN地域に
進出している現在、ASEAN域内での商売の拡大
にATIGAの利用が必要不可欠であるためです。
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※1　FTA（Free Trade Agreement）　ある国や地域との間で、関税をなくし、モノやサービスの自由な貿易を
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※２　2015年6月時点で6,500社を超える日系企業がASEAN地域の商工会議所に登録

海外展開
Step to Success

7

アーガス 21　No.449　平成 28年 4月号



K2016

 

相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くもの

経営意欲あふれる小売店・飲食店・サービス業の皆さまを対象に、平成28年度「商人大学校・基
礎」を開催します。受講料は、無料です。
今回募集の受講生は、≪基礎講座≫にて、売上ＵＰに直結する基礎的なマーケティング手法や接

客サービス、技術などを学ぶことができます。さらに、店舗の具体的なお悩みの解決方法や、店舗経
営の新たな視点を学ぶ≪特別講座≫も受講することができます。

【問い合わせ先】　設備リース課

  TEL ： 03-3251-7889　FAX ： 03-3251-7891

【問い合わせ先】　経営戦略課　若手商人育成事業担当

  TEL ： 03-5822-7237　E-mail ： shonin@tokyo-kosha.or.jp

開講期間
≪基礎講座≫６月１４日（火）～８月２３日（火）　　全５回
  講義テーマ：販売技術／店頭ボード／ＰＯＰなど
≪特別講座≫８月３０日（火）～１１月１５日（火）　 全５回
  講義テーマ：事業承継／食の科学／笑いなど
※特別講座は、興味のある講義をいくつでも選択・受講できます
※「商人大学校・上級」は、別途募集を行います（６月予定）
講義日
下記の公社ホームページに記載されたカリキュラム参照
（講義日・コースによって会場及び開催時間が異なります）
コース
次のいずれか１コースを選択
◇  飲食店コース（基礎）　　　　　　   （１３：３０～１６：３０）
◇  小売・サービス業（基礎）／昼コース  （１３：３０～１６：３０）
◇  小売・サービス業（基礎）／夜コース  （１８：００～２１：００） 
対象者
東京都内に店舗をもつ小売店、飲食店、サービス業の経営者、
後継者、従業員の方 
定員
６０名（各コース２０名、定員を超えた場合は抽選）
会場
（公財）東京都中小企業振興公社　秋葉原庁舎３階会議室 
受講料
無料
詳細・申込方法
公社HP内商人大学校ページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/shonin/
daigakko.html
お申し込みは、同ページ内の入力フォームにて受け付けています。
申込期限
平成２８年５月１６日（月）
抽選結果
お申込みいただいた方全員に５月19日（木）にメールにてお知らせします。
※Gmail受信可能なメールアドレスのご登録をお願いします。

《　募　集　要　項　》 <昨年度の講義風景>

１　初期費用の抑制
２　低廉なリース料
３　金融機関の融資枠を温存

要件、対象設備等の詳細はＨＰからご覧いただけます。
以下のようなご相談はお気軽にお電話ください。
　・融資や割賦等の調達手段と比較したい
　・購入しようとしている設備が対象になるか知りたい
　・具体的なリース料を試算してほしい
　・申込方法、審査、設備導入までのスケジュールを知りたい

生産設備　ＣＮＣ自動旋盤、マシニングセンタ、各種試験検査機器、攪拌機
　　　　　印刷機、大型プリンター、抜き加工機、断裁機、工業用ミシン等
事務機器　デスクトップＰＣ、サーバ、プリンター等
　　　　　※ＣＡＤ等の汎用ソフトウェアは一定の条件の元で対象となります。
店舗設備　厨房機器（オーブン、冷蔵庫等）、ＰＯＳシステム等
上記は実際にご利用があった設備の一例です。他にも多数設備が対象となります。
リース期間は設備の法定耐用年数によって３～７年からの選択になります。

事前相談（随時）

検 索検 索公社リース

申込受付
（毎月25日締切）

現地診断

審査（毎月第3金曜日）

契約・設備発注

設備納品・検収

支払開始

中小企業設備リース事業
経営基盤強化のための設備導入をサポート

特徴

導入設備例

利用の流れ

３年～７年

都内の自社事業所内に設置する新品の機械設備

100万円以上１億円（創業１年未満は3千万円）
※別途、審査による制限があります

都内に主たる事業所を持つ中小企業者等

利用条件

リース期間

５年リースの場合の料率1.798％リース料率

対象設備

利用限度額

対象者

『商人大学校・基礎』
開講のお知らせ

平成２８年度

若手商人育成事業Facebookページ　https://www.facebook.com/wakateshonin
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相性のいいお客様とは末永くいい関係が続くもの

経営意欲あふれる小売店・飲食店・サービス業の皆さまを対象に、平成28年度「商人大学校・基
礎」を開催します。受講料は、無料です。
今回募集の受講生は、≪基礎講座≫にて、売上ＵＰに直結する基礎的なマーケティング手法や接

客サービス、技術などを学ぶことができます。さらに、店舗の具体的なお悩みの解決方法や、店舗経
営の新たな視点を学ぶ≪特別講座≫も受講することができます。

【問い合わせ先】　設備リース課
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【問い合わせ先】　経営戦略課　若手商人育成事業担当
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開講期間
≪基礎講座≫６月１４日（火）～８月２３日（火）　　全５回
  講義テーマ：販売技術／店頭ボード／ＰＯＰなど
≪特別講座≫８月３０日（火）～１１月１５日（火）　 全５回
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※特別講座は、興味のある講義をいくつでも選択・受講できます
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対象者
東京都内に店舗をもつ小売店、飲食店、サービス業の経営者、
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お申込みいただいた方全員に５月19日（木）にメールにてお知らせします。
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３　金融機関の融資枠を温存

要件、対象設備等の詳細はＨＰからご覧いただけます。
以下のようなご相談はお気軽にお電話ください。
　・融資や割賦等の調達手段と比較したい
　・購入しようとしている設備が対象になるか知りたい
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　　　　　※ＣＡＤ等の汎用ソフトウェアは一定の条件の元で対象となります。
店舗設備　厨房機器（オーブン、冷蔵庫等）、ＰＯＳシステム等
上記は実際にご利用があった設備の一例です。他にも多数設備が対象となります。
リース期間は設備の法定耐用年数によって３～７年からの選択になります。

事前相談（随時）

検 索検 索公社リース

申込受付
（毎月25日締切）

現地診断

審査（毎月第3金曜日）

契約・設備発注

設備納品・検収

支払開始

中小企業設備リース事業
経営基盤強化のための設備導入をサポート

特徴

導入設備例

利用の流れ

３年～７年

都内の自社事業所内に設置する新品の機械設備

100万円以上１億円（創業１年未満は3千万円）
※別途、審査による制限があります
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利用条件

リース期間

５年リースの場合の料率1.798％リース料率
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【問い合わせ先】　助成課

    TEL ： 03-3251-7894・7895　E-mail ： josei@tokyo-kosha.or.jp

【新事務所移転のお知らせ】
この度(公財)東京都中小企業振興公社助成課は、下記住所に移転いたしました。
皆様にはご不便等をおかけいたしますが、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
※申請書の提出先は事業によって異なりますので、募集要項や公社からのメール等をご確認ください。

所在地
〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
　　　　　　  （1階プロント・セブンイレブン）　　　
電話番号
03-3251-7894・7895（変更なし）
FAX番号
03-3253-6250（変更なし）
アクセス
ＪＲ「秋葉原駅」中央口徒歩2分
都営新宿線「岩本町駅」A3出口徒歩6分
東京メトロ銀座線「末広町駅」1番出口徒歩6分

平成28年度助成事業募集のご案内

事業名 事業内容 助成限度額
助成率 申請受付期間

1 製品開発着手
支援助成事業

開発の初期段階のアイデアや構想の技
術検証を行う都内中小企業者に対し、
本格開発に着手する前の事前検証に要
する経費の一部を助成します。

100万円
（申請下限額
10万円）
1/2以内

※HPからの申請予約はありま

平成28年4月18日
～5月13日
（締切日必着）

2

地域中小企業
応援ファンド

（地域資源活用
イノベーション
創出助成事業）

東京の魅力向上や課題解決に向け、都内
中小企業者等が取り組む新商品･新サー
ビス開発･販路開拓に要する経費の一部
を助成するほか、「地域応援ナビゲー
タ」が事業の立上げから事業化まで一貫
してきめ細かくサポートします。

800万円
1/2以内

申請書類提出日申込期間

現在受付中！
平成28年5月13日まで

申請受付期間

平成28年5月23日
～5月27日

3 先進的防災技術
実用化支援事業

先進的防災技術の普及による都市防災
力の向上と産業の活性化を図るため、
都内中小企業者等が、自社で開発・製
造した都市の防災力を高める優れた技
術、製品、試作品の実用化及び販路開
拓にかかる経費の一部を助成します。

（1）改良・
実用化等の
経費助成
1,000万円
2/3以内

（2）先導的
ユーザーへ
の導入費用
助成
200万円
1/2以内

（3）展示会
出展・広告費
の助成
150万円
10/10以内

申請書類提出日申込期間

平成28年4月11日
～6月24日

申請受付期間

平成28年7月1日
～7月8日

現在、公社では下記の助成事業の申請予約(一部事業を除く)を受け付けています。
申請をご検討の方は、お早めにお申し込みください。
この機会に、ぜひ助成事業の活用をご検討ください。

せん。下記期間中に申請書
類を公社までご郵送ください。
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【問い合わせ先】　助成課

    TEL ： 03-3251-7894・7895　E-mail ： josei@tokyo-kosha.or.jp

【新事務所移転のお知らせ】
この度(公財)東京都中小企業振興公社助成課は、下記住所に移転いたしました。
皆様にはご不便等をおかけいたしますが、今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
※申請書の提出先は事業によって異なりますので、募集要項や公社からのメール等をご確認ください。

所在地
〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
　　　　　　  （1階プロント・セブンイレブン）　　　
電話番号
03-3251-7894・7895（変更なし）
FAX番号
03-3253-6250（変更なし）
アクセス
ＪＲ「秋葉原駅」中央口徒歩2分
都営新宿線「岩本町駅」A3出口徒歩6分
東京メトロ銀座線「末広町駅」1番出口徒歩6分

平成28年度助成事業募集のご案内 事業名 事業内容 助成限度額
助成率

申請書類提出日申込期間
（電話受付）

4
商店街

パワーアップ
基金事業

都内の中小企業やNPO法人等が商店街
と協定を結び商店街活性化のためのプ
ロジェクト事業を行う場合や、商店街の
会員がこれらの事業を行うために、都内
に法人を設立する場合、経費の一部を助
成します。

2,000万円
1/2以内

現在受付中！
平成28年5月27日まで

申請受付期間

平成28年6月2日・3日

5
小売商業
後継者育成・
開業支援事業

都内商店街で開業等する個人または中
小企業者の開業等に必要な店舗新装・改
装工事、宣伝・広告及び技能習得等に要
する経費の一部を助成します。

【店舗改装費等】
100万円
1/2以内

【研修受講費】
6万円

10/10以内

申請書類提出日申込期間
（電話受付）

現在受付中！

申請書・資金計画書の作成に当たっては、募集要項や記入例をよくお読みください。募集要項や申請書、記入
例は公社ＨＰよりダウンロードできます。

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/index.html
公社トップページ 助成金・設備投資 助成金（各種）→ →
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経営革新計画の策定を支援します！
中小企業新事業活動促進法に基づく

「職場の良好な上下関係づくり」を推進する
中小企業人材確保・育成総合支援事例

中小企業が取り組む「新たな事業活動」に「実現性がある数値目標」を具体的に定めた中期的な
経営計画書です。経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて、経営の向上に努力する中小企業を
応援する施策です。公社では、東京都内に本店登記のある中小企業の計画策定のご相談や、審査
会に向けた申請書のブラッシュアップのお手伝いをさせていただきます。

　三木工業株式会社は、保育園や幼稚園の園児用の机、イスをメインに三輪車やワゴン、ベビー
ベットなど教育分野で利用する用品・什器・備品などの企画・開発と製造・販売を行い活躍してい
る企業です。教育現場のニーズを確実にとらえ永い経験とノウハウを十分にいかし、21世紀を担
う子供達のため安全で夢のある楽しい製品作りを目指しています。

企業DATA

経営革新計画とは

経営革新計画に係る承認申請の主な流れ

中小企業

中小企業

公社

東京都

東京都

書類作成

申請書の提出

申請書の受理

月末まで

審査会

翌月20日頃

結果の通知

翌々月初旬

ワンストップ総合相談窓口で、中小企業診断士に
無料で相談できます。

経営革新計画の専門相談員が、東京都で行われる
審査会に向けて申請書のブラッシュアップをサポー
トさせていただきます。

まとめる過程が大切です！

申請書の修正

Q1 申請はいつまでにすれば良いのですか？

Q3 経営革新計画の承認を受けるとどのようなメリットがあるのですか？
日本政策金融公庫による低利融資制度や中小企業信用保険法の特例などの施策が用意されています。
（注）経営革新計画の承認は、各施策の利用を保証するものではありません。

各施策を利用する場合には、承認とは別に、各施策実施機関の定めた審査があります。

A3

毎月末までに受理した申請を翌月に審査し、翌々月の初旬までに結果を通知します。
初回提出から複数回修正したうえで受理となるケースが殆どですので、初回は月の初めにご提出ください。A1

Q2 経営革新計画の承認により、「商品」や「サービス」が承認されたことになるのですか？
経営革新計画の承認は、申請書に記載されている「商品」や「サービス」を、都が承認するものではありません。
また、他企業及び一般個人に対する商取引を、都が推薦するものではありません。A2

利用者の声
◆計画・アイディアを申請書に書くことで頭の中
　が整理できて、事業の課題が見えてきた。
◆東京都からの承認により、社員のモチベーション
　がアップした。
◆新しい事業に積極的に取り組む姿勢をＰＲする
　ことで、取引先（金融機関）からの信頼向上に
　繋がった。

  TEL ： 03-3251-7881

【問い合わせ先】　総合支援課　

→ →公社トップページ 経営革新計画に係る申請書の受付経営相談
検 索検 索東京都　経営革新

※必ず事前に申請要件をご確認ください

1. 組織の上下関係は今までと同じでいいのか

同社は、昭和25年創業で現青柳社長の父が溶
接工場として立ち上げ、自転車のハンドル、オート
バイのフレームなどを製造していました。その後、
時代の流れとともに製品は家庭の食堂用テーブ
ル、イスから学校用の用品・什器等へと幅を広げ
てきました。
青柳社長は「ここまで来ら

れたのは、時代の流れをしっ
かりと捉え、それに対応して
きたこと、豊富な経験とノウ
ハウの蓄積が大きい。そして
何より長年にわたり頑張って
くれた社員の存在が一番大
きかった。」と振り返ります。
その口調は穏やかで終始笑
顔が絶えません。このような
社長のもと、職場は明るく和
やかな雰囲気であろうと想
像できます。しかし、青柳社長は、その職場の人間
関係に少し懸念を持っていました。「職場の上下
関係」です。「昔のように部下に教えたり叱ったり
しにくくなりましたね。」としみじみ話します。上司
の熱心さが部下には強い叱責に感じられたり、時
にはパワハラを受けていると捉えることもあるよ
うです。上司、部下、どちらが悪いということでは
なく、上下関係も時代とともに変わることが必要
で、とにかく社員全員が気持ち良く働ける職場を
つくりたいというのが青柳社長の願いでした。

2. 何がパワハラなのか全社員が共通認識を持つ

青柳社長の懸念を
払しょくするため、「職
場の良好な上下関係
づくり」について支援
することになり、①パ
ワーハラスメント防止
対策と②部下の指導
育成手法の研修会を
計画しました。

①パワーハラスメント防止対策では3つの施策
を実施しました。１つ目は「パワハラ研修」です。管
理者向けはもちろんのこと、一般社員にも実施し
ました。被害者になるだろう一般社員に、なぜ実
施したかというと、パワハラとはどういう発言や行
為が該当するのか全社員に共通認識を持っても
らいたかったからです。叱責などすべてがパワハ
ラになるわけではありません。２つ目はパワハラ
相談担当者の選任、３つ目はパワハラ行為者の懲
罰規定の策定を行いました。

3. 部下の「ほめ方」「叱り方」もスキルが必要

全社員にパワハラ研修を受けてもらった後は、
管理者向けに②部下の指導育成手法の研修を２
回実施しました。受講した11人ほどの管理者は
各々仕事上のキャリアとスキルを持っています
が、部下のマネジメントとなると特別に勉強した
わけではないので心許ないところがあります。そ
れを研修で習得していただきました。ベースには
マグレガ―のいう「Y理論」の「人間は条件さえ整
えれば生来働くことが好きだ」を共通認識として、
具体的に部下の「ほめ方」「叱り方」のスキル、エゴ
グラムでの自己分析・他者分析で部下との人間
関係を良好にする等を実践的に学習してもらいました。
上記①②を実施した結果、職場内で次のような
変化が起こりました。
◆パワハラ云々という声が聞かれなくなった
◆部下の呼び方がやさしくなった
◆頭ごなしに叱りつけることが少なくなった
今回の取り組みにより、気持ちよく働ける職場
環境づくりに向けた「良好な上下関係づくり」への
一歩を踏み出すことができました。　　　　　

(人材ナビゲータ　青木勝一)

青柳社長

研修会の様子

企業名：三木工業株式会社
代表者：青柳勝目男
従業員数：39名
所在地：〒120-0015東京都足立区足立3丁目7番地18号
電話：03-3889-1611（代）FAX：03-3849-5062
URL：http://www.miki-kk.com/

  TEL ： 03-3832-3675　FAX ： 03-3832-3679
  E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　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

検 索
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経営革新計画の策定を支援します！
中小企業新事業活動促進法に基づく

「職場の良好な上下関係づくり」を推進する
中小企業人材確保・育成総合支援事例

中小企業が取り組む「新たな事業活動」に「実現性がある数値目標」を具体的に定めた中期的な
経営計画書です。経営革新計画は、「新事業」の実施を通じて、経営の向上に努力する中小企業を
応援する施策です。公社では、東京都内に本店登記のある中小企業の計画策定のご相談や、審査
会に向けた申請書のブラッシュアップのお手伝いをさせていただきます。

　三木工業株式会社は、保育園や幼稚園の園児用の机、イスをメインに三輪車やワゴン、ベビー
ベットなど教育分野で利用する用品・什器・備品などの企画・開発と製造・販売を行い活躍してい
る企業です。教育現場のニーズを確実にとらえ永い経験とノウハウを十分にいかし、21世紀を担
う子供達のため安全で夢のある楽しい製品作りを目指しています。

企業DATA

経営革新計画とは

経営革新計画に係る承認申請の主な流れ

中小企業

中小企業

公社

東京都

東京都

書類作成

申請書の提出

申請書の受理

月末まで

審査会

翌月20日頃

結果の通知

翌々月初旬

ワンストップ総合相談窓口で、中小企業診断士に
無料で相談できます。

経営革新計画の専門相談員が、東京都で行われる
審査会に向けて申請書のブラッシュアップをサポー
トさせていただきます。

まとめる過程が大切です！

申請書の修正

Q1 申請はいつまでにすれば良いのですか？

Q3 経営革新計画の承認を受けるとどのようなメリットがあるのですか？
日本政策金融公庫による低利融資制度や中小企業信用保険法の特例などの施策が用意されています。
（注）経営革新計画の承認は、各施策の利用を保証するものではありません。

各施策を利用する場合には、承認とは別に、各施策実施機関の定めた審査があります。

A3

毎月末までに受理した申請を翌月に審査し、翌々月の初旬までに結果を通知します。
初回提出から複数回修正したうえで受理となるケースが殆どですので、初回は月の初めにご提出ください。A1

Q2 経営革新計画の承認により、「商品」や「サービス」が承認されたことになるのですか？
経営革新計画の承認は、申請書に記載されている「商品」や「サービス」を、都が承認するものではありません。
また、他企業及び一般個人に対する商取引を、都が推薦するものではありません。A2

利用者の声
◆計画・アイディアを申請書に書くことで頭の中
　が整理できて、事業の課題が見えてきた。
◆東京都からの承認により、社員のモチベーション
　がアップした。
◆新しい事業に積極的に取り組む姿勢をＰＲする
　ことで、取引先（金融機関）からの信頼向上に
　繋がった。

  TEL ： 03-3251-7881

【問い合わせ先】　総合支援課　

→ →公社トップページ 経営革新計画に係る申請書の受付経営相談
検 索検 索東京都　経営革新

※必ず事前に申請要件をご確認ください

1. 組織の上下関係は今までと同じでいいのか

同社は、昭和25年創業で現青柳社長の父が溶
接工場として立ち上げ、自転車のハンドル、オート
バイのフレームなどを製造していました。その後、
時代の流れとともに製品は家庭の食堂用テーブ
ル、イスから学校用の用品・什器等へと幅を広げ
てきました。
青柳社長は「ここまで来ら

れたのは、時代の流れをしっ
かりと捉え、それに対応して
きたこと、豊富な経験とノウ
ハウの蓄積が大きい。そして
何より長年にわたり頑張って
くれた社員の存在が一番大
きかった。」と振り返ります。
その口調は穏やかで終始笑
顔が絶えません。このような
社長のもと、職場は明るく和
やかな雰囲気であろうと想
像できます。しかし、青柳社長は、その職場の人間
関係に少し懸念を持っていました。「職場の上下
関係」です。「昔のように部下に教えたり叱ったり
しにくくなりましたね。」としみじみ話します。上司
の熱心さが部下には強い叱責に感じられたり、時
にはパワハラを受けていると捉えることもあるよ
うです。上司、部下、どちらが悪いということでは
なく、上下関係も時代とともに変わることが必要
で、とにかく社員全員が気持ち良く働ける職場を
つくりたいというのが青柳社長の願いでした。

2. 何がパワハラなのか全社員が共通認識を持つ

青柳社長の懸念を
払しょくするため、「職
場の良好な上下関係
づくり」について支援
することになり、①パ
ワーハラスメント防止
対策と②部下の指導
育成手法の研修会を
計画しました。

①パワーハラスメント防止対策では3つの施策
を実施しました。１つ目は「パワハラ研修」です。管
理者向けはもちろんのこと、一般社員にも実施し
ました。被害者になるだろう一般社員に、なぜ実
施したかというと、パワハラとはどういう発言や行
為が該当するのか全社員に共通認識を持っても
らいたかったからです。叱責などすべてがパワハ
ラになるわけではありません。２つ目はパワハラ
相談担当者の選任、３つ目はパワハラ行為者の懲
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青柳社長

研修会の様子

企業名：三木工業株式会社
代表者：青柳勝目男
従業員数：39名
所在地：〒120-0015東京都足立区足立3丁目7番地18号
電話：03-3889-1611（代）FAX：03-3849-5062
URL：http://www.miki-kk.com/

  TEL ： 03-3832-3675　FAX ： 03-3832-3679
  E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　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

検 索
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メンタルヘルス講座のご案内
厚生労働省では昨年12月に「第2回産業医制度の在り方に関する検討会」が行わ

れ、求められる労働衛生管理について専門委員から意見が述べられた。概要も公表さ
れており、産業医に期待される役割や事業者との関係について、検討されている。
（厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000107729.html参照）

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として同月に施行され
たストレスチェック制度では、産業医の役割が大きくなっています。
しかし、従業員50名以下の小規模企業においては、その産業医の選任状況は５０％

未満となっており、対策の実効性が担保できない状況です。
公社では、小規模企業者にも役立つ、メンタルヘルスに関する基礎知識や予防、対

応方法に関する講座を開催しています。
本誌に５月開催のメンタルヘルス推進リーダー養成講座のご案内を同封していま

すので、ご一読いただければ幸いです。

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

【問い合わせ先】　企業人材支援課福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）

働く人の心の健康づくり講座公社のメンタルヘルス講座を
ご紹介します ！

【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係

  TEL ： 03-3832-3678　

福利厚生サービスＪＯＹＬＡＮＤ®

会員募集中！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、低コス
トで充実、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のＪＯＹＬＡ
ＮＤをご活用ください。

安さだけではなく、メニューも充実しています。アミューズメントパークやスポーツクラブ、リラクゼーショ
ン、エンターテイメントなど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。併せて、ホテルやゴ
ルフ、生活サポートなど全国5,000施設・2000種類を超える多彩なメニュー満載の「ライフサポート倶楽部」
が優待料金にてご利用いただけます。

注１：東急ハーヴェスト共通宿泊権料とは公社へお支払いただくものです。
注２：施設利用料とは現地施設（ハーヴェスト）における清掃代や浴衣・シーツ等の使用料です。
注３：上記料金に食事は含まれていません。施設内レストラン（１食（夕）10,000円前後）をご利用の場合は、別途お支払ください。
◎その他、条件等がありますので、ご利用方法の詳細は会員専用ＨＰをご覧ください。

【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

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

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

サービスメニューの一例

充実したサービスの中から、会員制のリゾート施設
のご紹介です。
全国28か所に施設を保有する会員制高級リゾート

施設「東急ハーヴェストクラブ」。
公社が、東急ハーヴェストクラブのオーナーとなり、

ＪＯＹＬＡＮＤ会員様にお手軽な価格で提供しています。
リゾート施設と聞くと個人向けのリラクゼーション

施設を想像しますが、それだけではありません。社内
研修や社員旅行にも、きめ細やかなサービスと上質な
ホスピタリティで企業を強力にサポートします。社員研
修などのご利用でもきっとご満足いただけます。

東急ハーヴェスト共通宿泊権料（1泊1名）
1,080円～4,320円
支払先：公社

施設利用料（1泊1名）
2,808円～4,536円
支払先：ハーヴェスト

＋

東急ハーヴェストクラブ　【ご利用料金】

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

【問い合わせ先】　企業人材支援課　福利厚生係（ＪＯＹＬＡＮＤ事務局）　

検 索検 索福利厚生なび

資料請求・ご入会は、ホームページから！

（軽井沢高原）

管理監督者向け （ラインケア）(半日)　6・8・10月開催（予定）
〈対象〉都内中小企業の管理監督や人事労務担当等の方
メンタルに関する基礎知識や職場内の予防・早期発見と関係者との連携方法など、管理監督者として踏ま

えておくべき事柄を、専門家による講義を中心にグループ討議を交えて効果的に学びます。
<例>メンタルヘルスの基礎知識、メンタル予防と早期発見・関係者との連携方法、職場復帰支援の

具体的取り組み方、ストレス対処方法など

一般社員向け （セルフケア）(半日)　6・8・10月開催（予定）
〈対象〉 都内在住または在勤で中小企業に勤務の方
メンタルに関する基礎知識やメンタル不調の予防と気づき、早期対処法など、自分自身でストレスをコント

ロールする術を、専門家による講義を中心にグループワークを交えて実践的に学びます。
<例>メンタルヘルスの基礎知識、メンタル不調の予防と対処法、不調の気づきと早期対処、

上司や周囲との良好なコミュニケーションの取り方、ストレス対処方法など

対策推進リーダー養成講座 (２日間)　5・7・9・11・12月開催（予定）
〈対象〉都内中小企業の管理監督や人事労務担当等の方のうち、企業内でメンタルヘルス対策を

推進するリーダーを目指す方（受講申込みには、上司の推薦が必要）
メンタルヘルスに関して、法律・医学・マネジメントそれぞれの専門家から講義を行い、職場におけるメンタ

ルヘルスに関する基本知識を網羅することができます。また、先進的に取り組む企業の担当者から苦労話や失
敗談をお話しいただき、グループ討議による事例研究など、実践的に学びます。
<例>法律（弁護士）過重労働をめぐる社会情勢・知っておきたい法制度や判例

医学（医学博士等）精神疾患（うつ病等）に対する知識
    マネジメント（産業カウンセラー・社会保険労務士等）
    予防と疾患者の休職前・中・復職後の対応方法など
    企業事例（担当者）実際の取り組み状況
    事例研究（社会保険労務士等）取組み方法についてグループ討議

※詳しくは、本誌または公社ホームページにてご案内します
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著作権制度や著作権契約のポイントなど、これだけは押
さえておきたい著作権の基礎知識について、判例を交え
ながら分かりやすく説明します。

１日目は実務者に不可欠な売買契約書・信用状等具体的
な書類を介して輸出入貿易を学びます。
２日目は、1日目の講習をふまえて、TPP関連等にも触れ
ながら最新の輸出入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。

生産管理の“ごく基本的な事項（初歩）をまず理解した
い方”を対象として、生産管理に求められる初歩的な知
識、手法をわかりやすく学習します。
※電卓をご持参ください

初めて財務・経理部門で働く方を対象に、経理業務って
何？ということから、簿記一巡の流れまでを分かりやすく
ご説明します。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数

講 師

平成28年5月11日（水）
14：00～17：00　（受付：13：40～）
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）
都内中小企業の方で、これから著作権に
ついて学びたい方
60名
※当センターのホームページより
　お申し込みください
東京都知的財産総合センター
知財戦略アドバイザー　田島　英行 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年6月3日（金）
10：00～17：00
8,000円
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）
生産管理を初歩レベルから学びたい方
20名（先着順）
『モノづくり』経営コンサルタント
茶谷　昭 氏

東京都知的財産総合センター　担当：セミナー担当
TEL 03-3832-3655　FAX 03-3832-3659

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年6月1日(水) ・ 2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３階
第1会議室
(千代田区神田佐久間町1-9)
40名(先着順)
1日目：公社　専門相談員

櫻井　正文 氏
2日目：東海大学海洋学部特任教授

石原　伸志 氏

国際事業課
TEL 03-5822-7243　FAX 03-5822-7240

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成２８年６月９日（木）
１０：００～１７：００
８，０００円
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）
財務・経理の基本スキルを学びたい方
２０名（先着順）
株式会社大原キャリアスタッフ
水流　英智 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

これだけは押さえておきたい!!
著作権の基礎知識

業務革新のための生産管理研修
（入門編）

財務・経理入門研修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)
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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。お問い合せは各問合せ窓口まで。

お問い合せ開始日 4月15日（金） 9時30分から

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
【問い合わせ先】　東京都産業労働局商工部調整課

  http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp　

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

【問い合わせ先】　取引振興課　

東京都中小企業の景況
　ー先行き懸念ー　業況と見通し

１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▲34（前月▲31）と３ポ
イント減少し、３か月連続で悪化しました。今後３か月間（２～４
月）の業況見通しDI（当月（１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▲23（前月▲19）と４ポ
イント減少、やや後退し先行きが懸念されます。
業種別の業況DIをみると、小売業（▲44→▲49）と卸売業

（▲34→▲39）はともに５ポイント減少とやや悪化したほか、
製造業（▲28→▲30）は２ポイント減少とわずかに悪化しまし
た。一方、サービス業（▲22→▲23）は２か月連続して、ほぼ
横ばいで推移しました。
業種区分別の業況DIをみると、製造業では「住宅・建物関

連」（▲12→▲29）が17ポイント減少と大幅に悪化しました。
一方、「電気機器」（▲25→▲４）が21ポイント増加と非常に
大幅な改善となったほか、「一般・精密機械等」（▲18→▲
18）が横ばいとなりました。卸売業では「食料品」（▲30→▲
47）が17ポイント減少、「衣料・身の回り品」（▲33→▲48）
が15ポイント減少し、ともに大幅に後退しました。一方、「機械
器具」（▲39→▲28）が11ポイント増加と大幅に改善しまし
た。小売業では「衣料・身の回り品」（▲45→▲65）が20ポイ
ント減少と非常に大幅に悪化し、１年ぶりに▲60台となったほ
か、「耐久消費財」（▲35→▲45）が10ポイント減少し、大幅
な増減が継続しています。一方、「食料品」（▲43→▲34）が９
ポイント増加し、２か月ぶりに改善しました。サービス業では
「個人関連サービス」（▲34→▲32）が２ポイント増加し、わず
かに改善したほか、「企業関連サービス」（▲18→▲18）が横
ばいで、昨年11月以降わずかな動きで推移しています。
業種別の業況見通しDIをみると、卸売業（▲15→▲23）は

８ポイント減少、製造業（▲13→▲19）は６ポイント減少した
ほか、小売業（▲28→▲31）は３ポイント減少と、わずかに悪
化しました。一方、サービス業（▲22→▲20）は２ポイント増加
し、わずかに上向きました。

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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◇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 28 年２月１日～２月９日

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。
＊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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登録番号（26）251

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。

調査対象企業数：3,875　
回答企業数：1,408　　　　　回答率：36.3％

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。

■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.00043442
中央区

1,500万円
18人

原価管理システム『SHIN』の販売、
IT導入コンサルティング

『SHIN』は原価管理＋BIツールに会計士の導入コンサ
ルティングがついたオールインワンパッケージです。 25年

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

2 No.00043441
新宿区

1,500万円
１０人

お客 様 の 売 上アップや集 客に
役立つホームページおよびネット
ショップの制作

お客様のお悩みを伺い、課題を整理し、解決策を検討
し、安い価格で高性能なホームページ・ネットショップを
提供します。

10年
取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888

3 No.00043440
町田市

300万円
14人

ＮＣフライス・旋盤・研削加工、 治具
加工、溶接加工を試作～量産まで

ＣＮＣタッピングセンタ・旋盤・自動旋盤ピーターマンタ
イプ、ＭＣ、テーブルメイト、汎用フライス盤 14年

城南支社
TEL 03-3733-6245
FAX 03-3733-6246
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著作権制度や著作権契約のポイントなど、これだけは押
さえておきたい著作権の基礎知識について、判例を交え
ながら分かりやすく説明します。

１日目は実務者に不可欠な売買契約書・信用状等具体的
な書類を介して輸出入貿易を学びます。
２日目は、1日目の講習をふまえて、TPP関連等にも触れ
ながら最新の輸出入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。

生産管理の“ごく基本的な事項（初歩）をまず理解した
い方”を対象として、生産管理に求められる初歩的な知
識、手法をわかりやすく学習します。
※電卓をご持参ください

初めて財務・経理部門で働く方を対象に、経理業務って
何？ということから、簿記一巡の流れまでを分かりやすく
ご説明します。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数

講 師

平成28年5月11日（水）
14：00～17：00　（受付：13：40～）
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）
都内中小企業の方で、これから著作権に
ついて学びたい方
60名
※当センターのホームページより
　お申し込みください
東京都知的財産総合センター
知財戦略アドバイザー　田島　英行 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年6月3日（金）
10：00～17：00
8,000円
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）
生産管理を初歩レベルから学びたい方
20名（先着順）
『モノづくり』経営コンサルタント
茶谷　昭 氏

東京都知的財産総合センター　担当：セミナー担当
TEL 03-3832-3655　FAX 03-3832-3659

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年6月1日(水) ・ 2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３階
第1会議室
(千代田区神田佐久間町1-9)
40名(先着順)
1日目：公社　専門相談員

櫻井　正文 氏
2日目：東海大学海洋学部特任教授

石原　伸志 氏

国際事業課
TEL 03-5822-7243　FAX 03-5822-7240

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成２８年６月９日（木）
１０：００～１７：００
８，０００円
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）
財務・経理の基本スキルを学びたい方
２０名（先着順）
株式会社大原キャリアスタッフ
水流　英智 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

これだけは押さえておきたい!!
著作権の基礎知識

業務革新のための生産管理研修
（入門編）

財務・経理入門研修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)

セ
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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。お問い合せは各問合せ窓口まで。

お問い合せ開始日 4月15日（金） 9時30分から

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
【問い合わせ先】　東京都産業労働局商工部調整課

  http://www.sangyou-rodo.metro.tokyo.jp　

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

【問い合わせ先】　取引振興課　

東京都中小企業の景況
　ー先行き懸念ー　業況と見通し

１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▲34（前月▲31）と３ポ
イント減少し、３か月連続で悪化しました。今後３か月間（２～４
月）の業況見通しDI（当月（１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▲23（前月▲19）と４ポ
イント減少、やや後退し先行きが懸念されます。
業種別の業況DIをみると、小売業（▲44→▲49）と卸売業

（▲34→▲39）はともに５ポイント減少とやや悪化したほか、
製造業（▲28→▲30）は２ポイント減少とわずかに悪化しまし
た。一方、サービス業（▲22→▲23）は２か月連続して、ほぼ
横ばいで推移しました。
業種区分別の業況DIをみると、製造業では「住宅・建物関

連」（▲12→▲29）が17ポイント減少と大幅に悪化しました。
一方、「電気機器」（▲25→▲４）が21ポイント増加と非常に
大幅な改善となったほか、「一般・精密機械等」（▲18→▲
18）が横ばいとなりました。卸売業では「食料品」（▲30→▲
47）が17ポイント減少、「衣料・身の回り品」（▲33→▲48）
が15ポイント減少し、ともに大幅に後退しました。一方、「機械
器具」（▲39→▲28）が11ポイント増加と大幅に改善しまし
た。小売業では「衣料・身の回り品」（▲45→▲65）が20ポイ
ント減少と非常に大幅に悪化し、１年ぶりに▲60台となったほ
か、「耐久消費財」（▲35→▲45）が10ポイント減少し、大幅
な増減が継続しています。一方、「食料品」（▲43→▲34）が９
ポイント増加し、２か月ぶりに改善しました。サービス業では
「個人関連サービス」（▲34→▲32）が２ポイント増加し、わず
かに改善したほか、「企業関連サービス」（▲18→▲18）が横
ばいで、昨年11月以降わずかな動きで推移しています。
業種別の業況見通しDIをみると、卸売業（▲15→▲23）は

８ポイント減少、製造業（▲13→▲19）は６ポイント減少した
ほか、小売業（▲28→▲31）は３ポイント減少と、わずかに悪
化しました。一方、サービス業（▲22→▲20）は２ポイント増加
し、わずかに上向きました。

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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◇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 28 年２月１日～２月９日

＊網掛けは、内閣府設定の景気後退期。
＊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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登録番号（26）251

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。

調査対象企業数：3,875　
回答企業数：1,408　　　　　回答率：36.3％

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。
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2015年9月15日にISO9001のInternational 
Standard：国際規格が発行されました。本講座では、
認証機関の講師より、ISOマネジメントシステムの共通
枠組みである「ISO/IEC専門業務用指針」附属書SLの
内容も踏まえ、2008年版から2015年版への変更点の
説明、解釈上のポイント、今後の審査に与える影響等を
学びます。
※公社の研修は中小企業向けです。講師と同業、コン
　サルタントの方はご遠慮ください

 

東 京 都 か ら の お 知 ら せ

「製造業防災対策事業」参加企業の募集
耐震診断・耐震設計・耐震補強の費用を補助します！

http://www.sangyo-rodo.metro.
tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/
taishin/

東京都では、行政機関等の支援事業に
よりＢＣＰを策定し、建築物の耐震化の必
要性をBCPに盛り込む中小企業等に対
し、耐震化に係る費用の一部を補助します。

【問い合わせ先】
東京都産業労働局商工部　経営支援課　

  TEL ： 03-5320-4783

ビジネスマッチングin東京

“発注側参加企業”募集中! !
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、ぜひお申し込みください。
※公社50周年記念イベント（展示会など）との併催です

“～「機械・金属」「IT」「環境・エネルギー」「医療・健康」「危機管理・防災」～”

【問い合わせ先】　取引振興課

  TEL ： 03-3251-7883　E-mail ： bm@tokyo-kosha.or.jp　

第２回

商談方法
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）
申込方法
公社ＨＰより申込書をダウンロード、必要事
項をご記入の上、bm@tokyo-kosha.or.jp
宛に送信

※受注企業は、5月下旬より公社HPにて募集開始
   の予定です

開催日時
平成28年7月29日（金） 13：00～17：00（予定）
会場
台東区立台東区民会館9階ホール　（台東区花川戸2-6-5）
※都立産業貿易センター台東館と同じ建物です
参加費　 無料　　　　　　　 20社程度　（先着順）

申込期限
平成28年5月20日（金）17：00まで
※ただし、募集数に達し次第締め切る場合があります

募集数

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年6月28日（火）
１０：００～１７：００
8,000円
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）
管理責任者、内部監査員、事務局メンバー
の方など
20名（先着順）
ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部
トレーニングサービスグループ
講師　吉野　定治 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

ISO9001：2015規格要求事項解説講座

◆募集期間◆ 

①平成２８年４月6日（水）～5月10日（火）
②平成２８年５月16日（月）～7月15日（金）

◆補助内容◆

[補　助　率]　２／３以内
[補助限度額]  ①耐震診断    2００万円

②耐震設計    ７００万円
③耐震補強 １，４００万円

◆支援要件◆

支援要件等、詳細は東京都産業労働局
ホームページをご覧ください。
ＨＰ　

ISO14001:2015規格要求事項を丁寧に解説します。
2015年版の規格の目的・ねらいを中心に、旧版（2004
年版）との違い、また2015年版への移行へのポイントや
スケジュールについても説明します。
※公社の研修は中小企業向けです。講師と同業、コンサ
   ルタントの方はご遠慮ください

新人や若手が育つ“OJT”とは？新人や若手の育成に悩
まれている企業担当の方は必須！育てるために上司、先
輩はもとより管理者はどのように関われば良いのかな
ど、OJTの本質と育つ（＝育成する）ための知識・スキル
を修得します。
※公社の研修は都内中小企業向けです。講師と同業、
   コンサルタントの方はご遠慮ください

人事労務担当スタッフの仕事は、企業で働く従業員に
とって働きがいのある職場を作ることです。人事労務担
当スタッフとして、業務スキルの向上を目的に人事労務
業務について解説します。

現場での実務経験が大変豊富な講師より、生産設備に
使用されている機械・電気関係の部品、装置について、
可能な範囲で実習や実際に故障した実物の電動機等を
活用して、基本となる要素技能を学習します。

ISO14001:2015規格要求事項解説講座 人事・労務基礎
～働きがいのある職場作りの基礎～

機械・電気保全のポイントと
技能伝承研修（入門）

新人・若手社員の定着・育成に向けた
「ＯＪＴリーダーセミナー（全３回）」

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年6月14日（火）
１０：００～１７：００
8,000円
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）
・ ISO14001:2015の新規取得をご検討中の
企業の方
・ ISO14001:2015の移行審査を予定されて
いる企業の方
・ ISO14001:2004内部監査員の資格を持つ
方で、2015年版監査員への資格の移行をさ
れる方
20名（先着順）
株式会社シスウエイ　エグゼクティブコンサルタント
CEAR環境審査員補　山口　勝則 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料

会 　 場

対 象
募集人数
講 師

第1回　平成28年6月15日（水）
第2回　平成28年7月13日（水） 
第3回　平成29年2月  8日（水）
24,000円

※お申込みの際には、第1回・第2回の受講料16,000円の振込
　についてご案内します。第3回の受講料8,000円の振込につ
　いては、別途、ご案内します。

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）
中小企業で新人・若手育成を担う係長、管理職の方など
24名（先着順）
株式会社EHR
代表取締役社長　兼松　正 氏

いずれも
10：00～17：00

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年6月17日（金）
10：00～17：00
８，０００円
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）
担当業務の向上に取り組む人事労務担当スタッフ
20名（先着順）
川端薫社会保険労務士事務所
川端　薫 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年6月24日（金）
10：00～17：00
8,000円
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）
保全技術、技能伝承を初歩から学びたい方
14名（先着順）
高度ポリテクセンター　竹野　俊夫 氏
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2015年9月15日にISO9001のInternational 
Standard：国際規格が発行されました。本講座では、
認証機関の講師より、ISOマネジメントシステムの共通
枠組みである「ISO/IEC専門業務用指針」附属書SLの
内容も踏まえ、2008年版から2015年版への変更点の
説明、解釈上のポイント、今後の審査に与える影響等を
学びます。
※公社の研修は中小企業向けです。講師と同業、コン
　サルタントの方はご遠慮ください

 

東 京 都 か ら の お 知 ら せ

「製造業防災対策事業」参加企業の募集
耐震診断・耐震設計・耐震補強の費用を補助します！

http://www.sangyo-rodo.metro.
tokyo.jp/chushou/shoko/keiei/
taishin/

東京都では、行政機関等の支援事業に
よりＢＣＰを策定し、建築物の耐震化の必
要性をBCPに盛り込む中小企業等に対
し、耐震化に係る費用の一部を補助します。

【問い合わせ先】
東京都産業労働局商工部　経営支援課　

  TEL ： 03-5320-4783

ビジネスマッチングin東京

“発注側参加企業”募集中! !
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、ぜひお申し込みください。
※公社50周年記念イベント（展示会など）との併催です

“～「機械・金属」「IT」「環境・エネルギー」「医療・健康」「危機管理・防災」～”

【問い合わせ先】　取引振興課

  TEL ： 03-3251-7883　E-mail ： bm@tokyo-kosha.or.jp　

第２回

商談方法
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）
申込方法
公社ＨＰより申込書をダウンロード、必要事
項をご記入の上、bm@tokyo-kosha.or.jp
宛に送信

※受注企業は、5月下旬より公社HPにて募集開始
   の予定です

開催日時
平成28年7月29日（金） 13：00～17：00（予定）
会場
台東区立台東区民会館9階ホール　（台東区花川戸2-6-5）
※都立産業貿易センター台東館と同じ建物です
参加費　 無料　　　　　　　 20社程度　（先着順）

申込期限
平成28年5月20日（金）17：00まで
※ただし、募集数に達し次第締め切る場合があります

募集数

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年6月28日（火）
１０：００～１７：００
8,000円
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）
管理責任者、内部監査員、事務局メンバー
の方など
20名（先着順）
ビューローベリタスジャパン株式会社
システム認証事業本部
トレーニングサービスグループ
講師　吉野　定治 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

ISO9001：2015規格要求事項解説講座

◆募集期間◆ 

①平成２８年４月6日（水）～5月10日（火）
②平成２８年５月16日（月）～7月15日（金）

◆補助内容◆

[補　助　率]　２／３以内
[補助限度額]  ①耐震診断    2００万円

②耐震設計    ７００万円
③耐震補強 １，４００万円

◆支援要件◆

支援要件等、詳細は東京都産業労働局
ホームページをご覧ください。
ＨＰ　

ISO14001:2015規格要求事項を丁寧に解説します。
2015年版の規格の目的・ねらいを中心に、旧版（2004
年版）との違い、また2015年版への移行へのポイントや
スケジュールについても説明します。
※公社の研修は中小企業向けです。講師と同業、コンサ
   ルタントの方はご遠慮ください

新人や若手が育つ“OJT”とは？新人や若手の育成に悩
まれている企業担当の方は必須！育てるために上司、先
輩はもとより管理者はどのように関われば良いのかな
ど、OJTの本質と育つ（＝育成する）ための知識・スキル
を修得します。
※公社の研修は都内中小企業向けです。講師と同業、
   コンサルタントの方はご遠慮ください

人事労務担当スタッフの仕事は、企業で働く従業員に
とって働きがいのある職場を作ることです。人事労務担
当スタッフとして、業務スキルの向上を目的に人事労務
業務について解説します。

現場での実務経験が大変豊富な講師より、生産設備に
使用されている機械・電気関係の部品、装置について、
可能な範囲で実習や実際に故障した実物の電動機等を
活用して、基本となる要素技能を学習します。

ISO14001:2015規格要求事項解説講座 人事・労務基礎
～働きがいのある職場作りの基礎～

機械・電気保全のポイントと
技能伝承研修（入門）

新人・若手社員の定着・育成に向けた
「ＯＪＴリーダーセミナー（全３回）」

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年6月14日（火）
１０：００～１７：００
8,000円
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）
・ ISO14001:2015の新規取得をご検討中の
企業の方
・ ISO14001:2015の移行審査を予定されて
いる企業の方
・ ISO14001:2004内部監査員の資格を持つ
方で、2015年版監査員への資格の移行をさ
れる方
20名（先着順）
株式会社シスウエイ　エグゼクティブコンサルタント
CEAR環境審査員補　山口　勝則 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料

会 　 場

対 象
募集人数
講 師

第1回　平成28年6月15日（水）
第2回　平成28年7月13日（水） 
第3回　平成29年2月  8日（水）
24,000円

※お申込みの際には、第1回・第2回の受講料16,000円の振込
　についてご案内します。第3回の受講料8,000円の振込につ
　いては、別途、ご案内します。

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）
中小企業で新人・若手育成を担う係長、管理職の方など
24名（先着順）
株式会社EHR
代表取締役社長　兼松　正 氏

いずれも
10：00～17：00

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年6月17日（金）
10：00～17：00
８，０００円
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）
担当業務の向上に取り組む人事労務担当スタッフ
20名（先着順）
川端薫社会保険労務士事務所
川端　薫 氏

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年6月24日（金）
10：00～17：00
8,000円
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）
保全技術、技能伝承を初歩から学びたい方
14名（先着順）
高度ポリテクセンター　竹野　俊夫 氏
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植物油インキを使用しています。

大成樹脂工業株式会社
五感で楽しむ自立支援食器ＩＲＯＨＡ(いろは)　

～暮らしをうるおし、ゆたかにするための新たな「伝統工芸品」を創出する。～

伝統工芸職人×デザイナー
「東京手仕事」プロジェクト発信

  TEL ： 03-5680-4631　E-mail ： craft@tokyo-kosha.or.jp
  オフィシャル・ウェブサイト ： http://tokyo-craft.jp/

【問い合わせ先】　城東支社　「東京手仕事」プロジェクト事務局

平成27年度 伝統工芸品の商品開発プロジェクト
「東京手仕事展」のお知らせ

K

「東京手仕事」プロジェクト（伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業）では、伝統工芸の技術を
活かしながら、東京の伝統工芸職人とデザイナー等との共同制作による商品開発を行ってきました。
初年度となる今回のテーマは、「TOKYO ギフト ～心をつなぐ贈り物～」。
決定した支援商品を皆さまに広く知っていただくための商品展示会を開催します。
この機会に選出された開発チームの新商品を是非ご覧ください。

「東京手仕事」プロジェクトとは
江戸より伝わる伝統工芸の技に光を当て、匠の繊細な「手仕事」の魅力を国内へ、世界へ、発信して
いく取り組みです。

◆東京手仕事展◆
　会　場　  伊藤忠青山アートスクエア
　期　間　  平成28年4月23日（土）から4月30日（土）
 　　 11時から19時まで（最終日のみ17時まで）
　入場料　  無料
　主　催　（公財）東京都中小企業振興公社

◆商品発表会◆
・会場：東急プラザ銀座6階切子ラウンジ　・開催日：平成28年4月21日（木）
　「東京手仕事展」の開催に先立ち、バイヤー、報道関係者向けの「東京手仕事」商品発表会を開催します。

〒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。

（工房見学会） （マッチング会） （開発会議）
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