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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。
　製品展示会では、大手企業から面談の希望を受けた、選りすぐりの中小企業約120社が一堂に会し、
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28年10月25日（火）　10:00～18:00
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。

入場無料
予約不要

講演者 

特別講演のご案内 テーマ  IOTの動向と新たなビジネスモデル

株式会社 野村総合研究所
コンサルティング事業本部
ICT・メディア産業コンサルティング部長
桑津　浩太郎 氏

時間
10：30～11：30
会場

4階 講演スペース

　近年、急速に普及が進むIoTは、単なる機械のデータ収集
だけではなく、障害検知、運用管理から、顧客側での機械の利
用状況を把握するといった進化をとげ、製造業、運輸、流通と
いった幅広い領域で、新たなサービス、事業開発につながって
います。
　2020年に向けて自動車、ヘルスケア、新たな社会インフラ
などの新領域への更なる拡大と遠隔操作、自動運転など、さ
らに進んだ技術要素、ソリューションの導入によって、単なる
機械化ではなく、ビジネスモデルそのものの見直しの萌芽も
現われつつあります。
　本講演では、これらの先端事例の紹介と新たなビジネスモ
デルの検討と、それにともなう課題を明らかにします。
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与えて、それを求めるかどうかは社員の自主性に任せて
いる。これにより社員同士のモチベーションの向上につな
がり、その成果として国家検定一級機械加工技能士が９
名誕生している。
第二に、取引先からの要求に対し確実に、そして継続

して応えること。品質管理等をテーマに研修を継続的に
実施しており、さらなる技術の向上を目指してノウハウが
蓄積される仕組みが自発的に作られている。これらが高
い技術力の裏付けとなり、顧客からの様々な要求に応
え、機械加工等に関するコメントができる秘訣であり、信
頼につながっている。
第三に、健全な財務体質であること。徹底した合理化

をめざして、業務にムダがないか従業員一人ひとりが
チェック、日々 業務改善に取り組んでいる。これらの努力
の積み重ねにより、経費節減が具現化し、同社を利益体
質へと導いていた。
そんな折、リーマンショックの影響で、売上が半減する

こととなる。
この危機を保険等の内部留保を取り崩すことで、黒字

を維持した。同業他社が、赤字が当然とするなかで、当時
のこの英断は、従業員を安心させるとともに、同社が健
全な財務体質であるという取引先の評価をさらに高めた。
人が自ら育つことで技術力が高められ、また業務効率

化に努めることにより財務体質の強化が実現。すべてが
相乗効果となって、信頼の礎を築いている。

これからのマテリアル

まもなく創業25周年を迎える今、「ものづくりを通じて、
誰かが困っていることを解決して、笑顔にしたい。」との思
いはさらに広がる。

地元の都立高校から継続してインターンシップ受入に
協力し、地域貢献活動も行っている同社だが、地域につ
いて、「人は一人では生きることができない。存在そのも
のがそこに住む人々の心の支えになっているのが地域で
あり、支えてくれたことへの感謝の気持ちを還元していき
たい。」と社長は語る。
その地域の力を結集した「下町ボブスレー」は、ものづ

くりの街・大田区を世界に発信した。細貝社長は同プロ
ジェクトのゼネラルマネージャー兼広報委員長として、講
演等を精力的に行っており、活動の幅がますます拡がっ
ている。
そして、新たな自社製品として“隣の顔が見えるコミュ
ニケーションを重視した、移動式ベンチシート”を開発し
た。スタイリッシュなデザインと温かみのあるシートの絵柄
が特長で、軽量化も実現し移動用にも便利。「このベンチ
シートで東京オリンピック観戦、テーマパーク等へ３世代
での来場などに活用を想定している。“世代をつなぐ”“絆
を深める”アイテムにしたい。」と細貝社長は、今後の製品
化に意欲的だ。
従業員のみならず地域の若者を育て、地域の中小企
業を導き、笑顔にする、“地域への愛”をも形にする会社、
マテリアル。これからも目が離せない企業である。

（設備リース課　土門洋子）

 

マテリアル誕生

株式会社マテリアル（以下同社）は、来年、平成２９年
に創業２５周年を迎える企業である。
細貝社長は定時制高校に通いながら、数々の仕事を

経験した。材料問屋に勤務していたころ「材料を販売す
るだけでなく加工まで一括して行う会社があったら、もっ
と喜んでもらえるのではないか。」ということに気づき勤
務先の社長に進言したものの、即座に却下された。
この思いを実現するためには独立するしかないと決

断し、コツコツ貯めた1,000万円を資金に独立した。社長
と奥様の二人三脚で寝る間を惜しんで働き、一年後の
平成４年、細貝社長が２６歳の時、有限会社マテリアルが
誕生した。
創業時、一日２０時間も働いた・・・と、想像を絶するご

苦労があったと推察されるが、ここまで続けてこられたの
はものづくりが好きだから、と細貝社長は語った。その熱
き思いと、志の高さが同社の成長を支えてきたといえる。
現在は大田区内に４カ所の工場を有し、従業員は３５名
と、金属加工部品の材料調達、部品加工、検査までを一
貫生産できる人員、設備を有する企業へと成長した。

成長とともに歩む公社事業

同社の公社事業の利用は、平成１４年度の“中小企業
テクノフェア（現在は中小企業総合展）”への出展に始ま
り、取引あっせん、ISO取得支援や展示会出展の助成
金、合同商談会等への出展、経営研修の受講と多岐に
わたる。

従業員が増えていく一方、経営者として人を育ててい
くことに限界を感じ、彼らが自ら“育つ”場を模索する中
で、平成１8年度にオーダーメード研修（注１）と出合う。こ
の後、従業員の学びの場を立ち上げる際の土台となった。
また、機械設備に対する投資には、成長産業等設備
投資特別支援助成事業（注２）を利用、「高額な機械な
ので、半分、助成してもらえたのは大変助かりました。設
備投資の機会を逃すことなく導入できました。」と適時、
支援事業を活用している。
平成２６年度は、大型同時５軸マシニングセンタを導

入し、高精度の精密部品加工が短時間で可能となった。
導入当初、試作段階であった航空機関係の部品が、いま
では定期的な取引へと進展している。
さらに、平成２７年度には、レーザースキャニング機能
搭載大型三次元測定機を導入した。「より精緻なデータ
が高速で測定でき、長さ1,600mmまでの大型加工部品
の検査が可能なため、検査工程の効率化や他社との差
別化を図ることができました。」とその効果を実感した。

信頼される企業とは

信頼される企業であるために重要なことは３つあると
いう細貝社長。
第一に、従業員の育成。「経営者に人は育てられない。

人が自ら“育とう”と思わなければ人は育たない。その環
境に投資すること、育つ方向を会社の方針とそろえるこ
とが経営者の仕事。」と語る。
社員教育の場として週1回、技術士を招いて育成の場

を設けている。わからないことを「自分で」聞ける機会を
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株式会社マテリアル

“キラリ企業”の現場から
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１２０回は、材料販売から、設計、精密加工、検査までを一貫して行う株式会社マテリアル（大田区）をご紹介します。
同社には、当公社の「成長産業等設備投資特別支援助成事業」のほか各種助成金や「オーダーメード研修」などを
ご利用いただいています。

代表者 ／ 代表取締役　細貝　淳一
資本金 ／ 2,001万円　　従業員 ／ 35名
所在地 ／ 東京都大田区南六郷3-22-11
TEL ／ 03-3733-3915　FAX ／ 03-3733-3819
URL ／ http://www.material-web.net/

企業
情報

大田区にマテリアルあり～夢をカタチに～

成長産業等設備投資特別支援助成事業を利用して導入した、
大型同時5軸制御可能なマシニングセンタ（左）と1,600mmまで測定可能な三次元測定機（右）

一枚の板から削り出した精密加工部品一枚の板から削り出した精密加工部品 会話も心も弾む！新製品の癒しのベンチシート

細貝　淳一 氏
代表取締役
株式会社マテリアル　

（注１）　オーダーメード研修…
問題解決のためのオリジナル研修を、希望の時間・場所・
内容で予算に応じて実施。人材育成や経営改善、組織の
活性化を支援する事業（有料）。
（注2）　成長産業等設備投資特別支援助成事業 …　
成長産業分野での事業展開等に必要となる機械設備の新た
な導入に要する費用の一部を助成する事業。中小企業等が
対象者の場合は、助成限度額は１億円、助成率1/2、助成対
象期間は１年９ヶ月。
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企業
情報

大田区にマテリアルあり～夢をカタチに～

成長産業等設備投資特別支援助成事業を利用して導入した、
大型同時5軸制御可能なマシニングセンタ（左）と1,600mmまで測定可能な三次元測定機（右）

一枚の板から削り出した精密加工部品一枚の板から削り出した精密加工部品 会話も心も弾む！新製品の癒しのベンチシート

細貝　淳一 氏
代表取締役
株式会社マテリアル　

（注１）　オーダーメード研修…
問題解決のためのオリジナル研修を、希望の時間・場所・
内容で予算に応じて実施。人材育成や経営改善、組織の
活性化を支援する事業（有料）。
（注2）　成長産業等設備投資特別支援助成事業 …　
成長産業分野での事業展開等に必要となる機械設備の新た
な導入に要する費用の一部を助成する事業。中小企業等が
対象者の場合は、助成限度額は１億円、助成率1/2、助成対
象期間は１年９ヶ月。
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【問い合わせ先】　総合支援課　

吉岡・辻総合法律事務所　弁護士　吉岡　桂輔

　当社は、クリーニング工場を営んでおります。このたび、工場の移転にともない、跡地を売却
しようと考えております。知り合いの不動産屋に相談したところ、「土壌の調査が必要かもしれ
ない」と言われました。土壌調査をしなければならないのでしょうか。
　また、調査の結果、土壌汚染が判明した場合はどうなるのでしょうか。教えてください。

質 問

回 答 　　　　　 
１ どのような場合に土壌調査をしなければならないか。

土壌汚染対策法（以下、「法」といいます）におい
ては、次の３つの場合に土壌汚染を調査する義務を
定めています。
⑴　有害物質使用特定施設の使用を廃止する場合（法３条１項）
有害物質は、現在、ジクロロエタンやトリクロロエ

チレンなどの揮発性有機化合物、カドミウムや水銀
などの重金属類、有機リン化合物などの農薬等の合
計２５種類の物質が指定されています。
これらの物質を使用している施設を廃止する場

合、施設の土地の所有者等は、土壌汚染の調査を行
い、その結果を都道府県知事等に報告しなければな
りません。
なお、水質汚濁防止法は、クリーニング業の施設

を廃止する際、使用廃止の届出を義務づけています
（水質汚濁防止法１０条）。この届出を契機として、土
壌の調査を促す仕組みになっています。
御社のクリーニング工場を廃止する場合、まず使

用廃止の届出をする必要があります。そして、上記
の有害物質を工場で使用している場合は、土壌の調
査をしなければなりません。
⑵　一定規模以上の土地の形質を変更する場合（法４条１項）
３０００㎡以上の土地の形質を変更しようとする者
は、工事に着手する３０日前までに届出をする義務が
あります。知事等がこの土地に汚染のおそれがある
と認めるときは、土地の所有者等に土壌の調査が命
じられます。
御社のクリーニング工場が有害物質を使用して

いないとしても、工場の敷地面積が３０００㎡以上で
あり、土地の売却にあたって掘削などをする場合は、
工事の着工前に届出をしなければなりません。そし
て、知事等が汚染のおそれがあると認めると、土壌
の調査をしなければなりません。
⑶　健康被害を生ずるおそれがある場合（法５条１項）
知事等が、土壌汚染により人の健康を害するおそ

れがあると判断した場合も、土地の所有者等に土壌
の調査を命じることがあります。

２　土壌汚染が判明した場合はどうするか。
　土壌調査により汚染が判明した場合、知事等は健
康被害のおそれの有無に合わせて、次の２つの区域
指定を行います。
①　要措置区域
土壌汚染により、健康被害が生じるおそれがある

土地（区域）に指定されます。
この区域に指定されると、汚染の除去が必要にな

ります。

②　形質変更時届出区域
土壌汚染が環境基準に適合していませんが、人に

健康被害が生じるおそれがない土地（区域）に指定
されます。
この区域に指定されると、直ちに汚染の除去をし
なければならないわけではありませんが、土地の形
質を変更する際には届出をする必要があります。
御社の工場の跡地が要措置区域に指定されると、

汚染除去のための費用が必要になります。
汚染原因者が不明・不存在の場合は、土壌汚染対

策基金による助成を受けられる場合があります。基
金の管理をしている財団法人日本環境協会にお問
い合わせください。

3　自主的な調査

⑴　調査の必要
法による調査義務がない場合、土壌調査の必要

はないでしょうか。
土壌調査を行わずに土地を売却し、その後で汚染

が見つかった場合、買主などから瑕疵担保責任や不
法行為責任による契約解除や損害賠償を求められ
るおそれがあります。また、周辺住民に多大な健康
被害が生ずるリスクもあります。
こうしたことから、法による調査義務がないとして

も、自主的に土壌調査を行ってから土地を売却する
例が増えています。
⑵　区域指定の申請
　自主的な調査で汚染が判明した場合、知事等に対
し前述した区域指定を行うよう申請することができ
ます（法１４条）。
　区域指定された土地は、公示されます（法６条２項、
法１１条３項）。このため、売却先が見つかりにくくな
る可能性があります。
　しかし、要措置区域に指定されれば、周辺土地に
汚染土壌を保管することが可能になるなど、汚染の
除去が容易になるという利点があります。
　また、形質変更時届出区域に指定されれば、汚染
の除去を行わないで売却できる可能性が生じるとと
もに、契約解除や不法行為責任のリスクを低減する
ことができます。

4　むすび
土地の売買は、代金などの契約条件に目がいきが

ちですが、土地そのものにも気を配る必要があります。
土壌汚染は、周辺環境に甚大な被害を及ぼすお

それがありますので、くれぐれもご注意ください。

土壌汚染
グループリーダーの基礎工事 ～意識をカイゼンするところから始まる～
中小企業人材確保・育成総合支援事例

　エム・ビー・エーインターナショナル株式会社は、iPhoneやiPad、Android用アプリケーシ
ョン開発を行う社員の平均年齢26.5歳という企業です。サービス範囲は、企画立案から設計、開
発、運用はもちろんのこと、AppStoreやGooglePlay(※1)への掲載やアプリ内広告やプロ
モーションまでお客様のご要望に柔軟に対応しています。

1. リーダーの意識をカイゼンする
当社では2020年までの中長期計画を策定してい

ますが、目標達成に向けてはいくつかの問題があり
ました（例えば、請負型の業務でクライアントの事業
所で仕事を行うため、帰属意識が希薄になっている
など）。本来、計画や方針を全社で共有・理解し、全社
員が一丸となって進めるべきですが、そのような雰囲
気は高まっていませんでした。この問題を打破するた
め、形骸化していた組織や人事の仕組みを再構築し、
グループリーダー（以下「ＧＬ」という）がメンバーの
窓口となりコミュニケーションを強化することにしま
した。まず始めに、月1回
開催しているリーダー会
に人材ナビゲータが加わ
り、以下のような問題を
指摘しました。
大切なことは、技術的

スキルや知識ではなく、Ｇ
Ｌとしての役割の意識を
しっかり自覚してもらうこ
とだと社長と確認しました。

2. リーダー会を通じたＧＬの基礎工事(※2)
これまでのリーダー会を人材ナビゲータがファシ

リテートしながら、ＧＬの意識をカイゼンさせるための
基礎工事をすることにしました。ファシリテートするに
あたり以下の3点に重点を置きました。

最初は、仕事の流れを話してもらいながら、そこか
ら見えてくる問題や課題をあげ、それをＧＬが解決し
なければならないということを認識してもらいまし
た。その上で「組織とはどういうものか」ということに
ついてレクチャーを行いました。滑り出しは良さそう

に見えたのです
が、回を重ねるご
とにＧＬは忙しい
ことを理由に、や
るべきことをやっ
てこない、参加し
ないなどの事態
が発生し、効果が
出るどころか、ＧＬ
を降りる人まで
でる状態でした。
この事態を解消するため、新たなＧＬには、ＧＬになっ
た経緯を理解してもらったうえで参加してもらうこと
にし、意識がだいぶ変わってきました。

3. 社長の想いが実現可能に
リーダー会では開催ごとに3つのポイントに重点を
置いています。①発言に質問をぶつける、②社長に想
いを都度話してもらう、③やるべきことを決めて終わ
る。リーダーとしてのスキル研修などもありますが、
まずはその基礎となる力が備わっていなければ、研
修の効果も上がりません。今は、キーマンとなる人が
いることもあり、部下の育成や2020年目標(＊)にも
前向きにＧＬが自ら考えることをしています。

　
　また、上記目標に加え、キャリア・コンサルティング
を利用し、社員個別にキャリア形成支援することを宣
言しています。
　現在は、ＧＬとしての意識がカイゼンされつつあり
ますが、更なる成長に向けサポートをしていきます。
　　　　　　　　　（人材ナビゲータ　吉岡 早苗）
(※1) アプリケーションのダウンロードサービス。
(※2) ここでいう基礎工事とは、技術・スキル以前に必要な

意識と行動を持たせること。

杉橋社長

会社名：エム・ビー・エーインターナショナル株式会社
代表者：杉橋 光博　従業員数：40名
所在地：東京都世田谷区三宿1-8-19　MBAビル
電話：03-5433-9211　FAX：03-5433-7272
フェイスブック：https://www.facebook.com/mbainternational
ホームページ：http://mba-international.jp

  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

①各ＧＬの話が単なる報告に留まり、新しい
　発言、提案がない
②ＧＬがやるべきことのヒントや提案を社長が
　与えてしまうため、ＧＬが自ら考えることを
　していない（依存型になっている）
③社長の想いや会社の方針が正しく伝わってい
　ない

①ＧＬに社長（会社）の想い・方針をしっかり
　理解させること
②「自ら考えること」をさせること
③「行動すること」を決めること

＊「2020年までオリジナルゲームの開発を行い、
ヒットコンテンツを1本生み出し開発メンバーが
雑誌やwebでニュースになる」
◯2020年までに稼働人数100名(技術者)にする
◯組織力(リーダー制度)の向上を図る

リーダー会の様子
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【問い合わせ先】　総合支援課　

吉岡・辻総合法律事務所　弁護士　吉岡　桂輔

　当社は、クリーニング工場を営んでおります。このたび、工場の移転にともない、跡地を売却
しようと考えております。知り合いの不動産屋に相談したところ、「土壌の調査が必要かもしれ
ない」と言われました。土壌調査をしなければならないのでしょうか。
　また、調査の結果、土壌汚染が判明した場合はどうなるのでしょうか。教えてください。

質 問

回 答 　　　　　 
１ どのような場合に土壌調査をしなければならないか。

土壌汚染対策法（以下、「法」といいます）におい
ては、次の３つの場合に土壌汚染を調査する義務を
定めています。
⑴　有害物質使用特定施設の使用を廃止する場合（法３条１項）
有害物質は、現在、ジクロロエタンやトリクロロエ

チレンなどの揮発性有機化合物、カドミウムや水銀
などの重金属類、有機リン化合物などの農薬等の合
計２５種類の物質が指定されています。
これらの物質を使用している施設を廃止する場

合、施設の土地の所有者等は、土壌汚染の調査を行
い、その結果を都道府県知事等に報告しなければな
りません。
なお、水質汚濁防止法は、クリーニング業の施設

を廃止する際、使用廃止の届出を義務づけています
（水質汚濁防止法１０条）。この届出を契機として、土
壌の調査を促す仕組みになっています。
御社のクリーニング工場を廃止する場合、まず使

用廃止の届出をする必要があります。そして、上記
の有害物質を工場で使用している場合は、土壌の調
査をしなければなりません。
⑵　一定規模以上の土地の形質を変更する場合（法４条１項）
３０００㎡以上の土地の形質を変更しようとする者
は、工事に着手する３０日前までに届出をする義務が
あります。知事等がこの土地に汚染のおそれがある
と認めるときは、土地の所有者等に土壌の調査が命
じられます。
御社のクリーニング工場が有害物質を使用して

いないとしても、工場の敷地面積が３０００㎡以上で
あり、土地の売却にあたって掘削などをする場合は、
工事の着工前に届出をしなければなりません。そし
て、知事等が汚染のおそれがあると認めると、土壌
の調査をしなければなりません。
⑶　健康被害を生ずるおそれがある場合（法５条１項）
知事等が、土壌汚染により人の健康を害するおそ

れがあると判断した場合も、土地の所有者等に土壌
の調査を命じることがあります。

２　土壌汚染が判明した場合はどうするか。
　土壌調査により汚染が判明した場合、知事等は健
康被害のおそれの有無に合わせて、次の２つの区域
指定を行います。
①　要措置区域
土壌汚染により、健康被害が生じるおそれがある

土地（区域）に指定されます。
この区域に指定されると、汚染の除去が必要にな

ります。

②　形質変更時届出区域
土壌汚染が環境基準に適合していませんが、人に

健康被害が生じるおそれがない土地（区域）に指定
されます。
この区域に指定されると、直ちに汚染の除去をし
なければならないわけではありませんが、土地の形
質を変更する際には届出をする必要があります。
御社の工場の跡地が要措置区域に指定されると、

汚染除去のための費用が必要になります。
汚染原因者が不明・不存在の場合は、土壌汚染対

策基金による助成を受けられる場合があります。基
金の管理をしている財団法人日本環境協会にお問
い合わせください。

3　自主的な調査

⑴　調査の必要
法による調査義務がない場合、土壌調査の必要

はないでしょうか。
土壌調査を行わずに土地を売却し、その後で汚染

が見つかった場合、買主などから瑕疵担保責任や不
法行為責任による契約解除や損害賠償を求められ
るおそれがあります。また、周辺住民に多大な健康
被害が生ずるリスクもあります。
こうしたことから、法による調査義務がないとして

も、自主的に土壌調査を行ってから土地を売却する
例が増えています。
⑵　区域指定の申請
　自主的な調査で汚染が判明した場合、知事等に対
し前述した区域指定を行うよう申請することができ
ます（法１４条）。
　区域指定された土地は、公示されます（法６条２項、
法１１条３項）。このため、売却先が見つかりにくくな
る可能性があります。
　しかし、要措置区域に指定されれば、周辺土地に
汚染土壌を保管することが可能になるなど、汚染の
除去が容易になるという利点があります。
　また、形質変更時届出区域に指定されれば、汚染
の除去を行わないで売却できる可能性が生じるとと
もに、契約解除や不法行為責任のリスクを低減する
ことができます。

4　むすび
土地の売買は、代金などの契約条件に目がいきが

ちですが、土地そのものにも気を配る必要があります。
土壌汚染は、周辺環境に甚大な被害を及ぼすお

それがありますので、くれぐれもご注意ください。

土壌汚染
グループリーダーの基礎工事 ～意識をカイゼンするところから始まる～
中小企業人材確保・育成総合支援事例

　エム・ビー・エーインターナショナル株式会社は、iPhoneやiPad、Android用アプリケーシ
ョン開発を行う社員の平均年齢26.5歳という企業です。サービス範囲は、企画立案から設計、開
発、運用はもちろんのこと、AppStoreやGooglePlay(※1)への掲載やアプリ内広告やプロ
モーションまでお客様のご要望に柔軟に対応しています。

1. リーダーの意識をカイゼンする
当社では2020年までの中長期計画を策定してい

ますが、目標達成に向けてはいくつかの問題があり
ました（例えば、請負型の業務でクライアントの事業
所で仕事を行うため、帰属意識が希薄になっている
など）。本来、計画や方針を全社で共有・理解し、全社
員が一丸となって進めるべきですが、そのような雰囲
気は高まっていませんでした。この問題を打破するた
め、形骸化していた組織や人事の仕組みを再構築し、
グループリーダー（以下「ＧＬ」という）がメンバーの
窓口となりコミュニケーションを強化することにしま
した。まず始めに、月1回
開催しているリーダー会
に人材ナビゲータが加わ
り、以下のような問題を
指摘しました。
大切なことは、技術的

スキルや知識ではなく、Ｇ
Ｌとしての役割の意識を
しっかり自覚してもらうこ
とだと社長と確認しました。

2. リーダー会を通じたＧＬの基礎工事(※2)
これまでのリーダー会を人材ナビゲータがファシ
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意識と行動を持たせること。

杉橋社長

会社名：エム・ビー・エーインターナショナル株式会社
代表者：杉橋 光博　従業員数：40名
所在地：東京都世田谷区三宿1-8-19　MBAビル
電話：03-5433-9211　FAX：03-5433-7272
フェイスブック：https://www.facebook.com/mbainternational
ホームページ：http://mba-international.jp

  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

①各ＧＬの話が単なる報告に留まり、新しい
　発言、提案がない
②ＧＬがやるべきことのヒントや提案を社長が
　与えてしまうため、ＧＬが自ら考えることを
　していない（依存型になっている）
③社長の想いや会社の方針が正しく伝わってい
　ない

①ＧＬに社長（会社）の想い・方針をしっかり
　理解させること
②「自ら考えること」をさせること
③「行動すること」を決めること

＊「2020年までオリジナルゲームの開発を行い、
ヒットコンテンツを1本生み出し開発メンバーが
雑誌やwebでニュースになる」
◯2020年までに稼働人数100名(技術者)にする
◯組織力(リーダー制度)の向上を図る

リーダー会の様子
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１．  契約書作成のすすめ

顧客ニーズの高度化や多様化により、新製品・
新技術の企画、開発、製造のそれぞれの段階で外
部との連携が活性化するに伴って、契約の重要性
も従来にも増して大きくなってきています。契約は、
一部の例外を除いて、口頭でも成立しますが、何故
わざわざ契約書を作成する必要があるのでしょうか。
契約書を作成するのは、契約が成立したことを確
認すること、合意内容（権利と義務の内容）を明確
にすること、そして、紛争が起きた時の証拠とするこ
とが第一義的な目的ですが、それに止まらず、その
取引の目的を実現する上でも重要な役割を果たす
ことになります。
つまり、取引の目的を実現する上で障害となる
ファクターを先読みして、予め、その解決策を契約
書に盛り込んでおくことができます。勿論、契約には
相手がありますので、すべて思い通りという訳には
いきませんが、契約書の作成にあたっては、形式に
拘らず、取引の目的を理解し、その実現に向けた内
容とするよう心掛けることが大切です。さもなけれ
ば、「百害あって一利なし」ということになりかねません。

２．  知的創造サイクルと技術契約

知的創造サイクルの創造、保護、活用の各ステッ
プに関係する契約をプロットしたものが図１となりま
す。これらの契約は、知的財産を主な対象として外
部と取り交わすもので、技術契約あるいは知財契
約と呼ばれており（図２参照）、それぞれの契約の
概要は以下の通りです。
企画、開発から事業化に至る各段階で外部を活

用する場合には、その都度、適切な契約を締結し、
自社技術の流出防止と事業化の実現に向けた取り
組みを行うことが望まれます。
（１）　秘密保持契約

公開の発明、ノウハウ、その他の秘密情報を
開示する際に、その内容を第三者に開示又
は漏洩してはならないことを取り決める

（２）　共同研究契約
他社、大学等と共同で新製品・新技術の開
発を行う際に、役割分担、成果の帰属、事業
化等の条件を取り決める

（３）　研究委託契約
新製品・新技術の開発業務の全部又は一
部を他社、大学等に委託する際に、委託業
務、費用負担、成果の帰属等の条件を取り
決める

（４）　技術指導契約
新製品・新技術を開発するにあたり、その技
術分野に精通した有識者にコンサルティング
を委託する際に、業務内容、実施方法、対
価、成果の帰属等を取り決める

（５）　共同出願契約
研究開発の結果生じた発明等を共同名義
で出願する際に、持分比率、費用負担、実施
条件等を取り決める

（６）　特許譲渡契約
特許権（出願中を含む）等を第三者に譲渡
する際に、譲渡対価等の条件を取り決める

経営に活かそう！
知的財産 契約、ノウハウ・

営業秘密

【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

  TEL ： 03-3832-3655　

（７）　実施許諾契約
特許権、ノウハウ等の知的財産を実施して、
特定の製品の製造販売等を行う権利を第
三者に許諾する際に、許諾する権利、許諾す
る製品、実施権の範囲、対価と支払い等を
取り決める

（８）　オプション契約
特許譲渡契約や実施許諾契約等を締結す
るかどうかの選択権を与える際に、選択期
間、対価等の条件を取り決める

（９）　製造委託契約
自社が販売する製品の製造を第三者に委託
する際に、受発注、対価と支払い、品質保証
その他の取引条件を取り決める

３．  秘密情報の保護と契約との係わり

秘密情報は、契約による保護と不正競争防止法
（以下「不競法」という）による保護を受けることがで
きます。（図３参照）

契約による保護とは、秘密保持契約書自体や共
同研究契約書等に守秘義務条項がある場合には、
秘密情報の受領者がそれらに違反して秘密情報を
第三者に開示又は漏洩すれば、債務不履行として、
損害賠償や差止を請求することができるというもの
です。
一方、不競法による保護は、秘密管理性、有用
性、非公知性の要件すべてを充足した「営業秘密」
（不競法上の用語で技術情報を含みます）に適用さ
れます。不競法では「営業秘密」の不正な取得・使
用・開示に対して、民事上の差止請求権、損害賠償
請求権、信用回復請求権に加えて、懲役及び罰金
等の刑事罰も課せられるなど、より強力な保護を享
受することができます。
しかし、秘密保持契約書等によって守秘義務を課
すことなく、秘密情報を外部に開示すると秘密管理
性の要件が否定される恐れがありますので、注意が
必要です。この秘密管理性は最もハードルが高い
要件とされてきましたが、平成２７年１月に経済産業
省が「営業秘密管理指針」を改訂し、中小企業にも
対応可能なレベルに緩和されましたので、本年２月
に経済産業省より発行された「秘密情報の保護ハ
ンドブック」を参考にしながら、できるところから秘密
管理措置の構築に取り組むことが肝要と考えます。

以上の通り、契約書は自社の競争の源泉である
ノウハウ、技術等を守り、ビジネスを成功に導くツー
ルでもあるので、ビジネスステップに応じた契約書を
タイムリーに締結することが望まれます。

（知的財産アドバイザー　瀧口賢治）

図１

図2

図3
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【問い合わせ先】　国際事業課

  TEL ： +66-（0）2-611-2641　　E-mail ： thai-branch@tokyo-kosha.or.jp
  タイ事務所ＨＰ ： http://www.tho.tokyo-trade-center.or.jp/jp/

  TEL ： 03-5822-7241　　E-mail ： ttc@tokyo-kosha.or.jp
  （タイ事務所）

  （国内窓口）

  Facebook ： www.facebook.com/TokyoSME.TH/

講師：カシコン銀行カシコンリサーチセンター　取締役副社長　ピモンワン マハッチャリヤウォン  氏 

　カシコンリサーチセンターが収集・分析した様々な資料・統計データを元に　
ASEAN諸国の経済動向について解説があり、インフラ及び民間投資がプラ　
スに転換したことから、今年のタイのGDP成長率は３％との予測が述べ　
られました。また、ASEAN全体のGDP成長率は、回復傾向で４.３～５.１％と述　
べ、なかでもカンボジア、ラオス、ミャンマーは高成長が期待できるとの見通し
が示されました。　
　最後に、タイは海外からの投資を推奨しており、タイ進出にあたってはクラ
スター政策等の経済政策を利用してはどうかと結びました。

１　タイ経済とＣＬＭＶの動向

タイ事務所では、タイ及びASEAN諸国周辺国に展開する都内中小企業の皆さまを支援しています。
今回は、情報交換・商談スペース提供等のサポートについてご案内します。
このスペースでは商談や事務作業を行うためのWi-Fiやプリンターが無料でご利用いただける他、
各種資料（新聞・雑誌・統計データ等）を取り揃えています。顧客訪問の合間にご活用ください。

 情報交換・商談スペース利用者にインタビューしてみました ！
Q ：利用のきっかけは？     A ：HPを見て利用しようと思いました。
Q ：利用の目的は？            A ：現地法人を立ち上げるために、出張でタイを訪れており、

その情報整理に活用させていただいております。
Q ：利用してみてどうですか？　  A ：ロケーションが非常によく、満足しています。

他の方にも利用をおすすめしたいと思います。

海外展開
Step to Success

～Tokyo SME Support Center Thailand Branch Office～

タイ事務所活動報告 vol.2

情報交換・商談スペース提供等のサポート事業内容の
ご案内

後援：ジェトロバンコク事務所、東京ＴＹフィナンシャルグループ東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京
去る７月２２日（金）タイに進出している日系企業を対象に、カシコン銀行ラーブラナ本店においてセ

ミナーを開催しました。
本セミナーは、タイの日系企業１３０名にご参加をいただき、タイ及びＣＬＭＶ（カンボジア・ラオス・

ミャンマー・ベトナム）の経済動向、タイにおける事業経営の留意点等の情報提供のほか、パネルディ
スカッションを通してタイプラスワンの最新動向から現状と将来性について活発な議論が行われました。

成長市場を取り込むためのタイプラスワンの現状と将来セミナー
開催報告

講師：公社タイ事務所　矢島　洋一マッチングアドバイザー

　第２部は、経営の現地化、経営管理、労務管理、知的財産、危機管理の分野につ
いて講演しました。
　矢島マッチングアドバイザーは、経営の現地化を進めるには、権限委譲を行
い、日本本社のやり方を押し付けず、日本企業の良さとタイ現地実情に合わせた
ハイブリットな経営が重要であると説明。
　労務管理においては、タイでは報酬体系や人事評価に合理性と客観性が求め
られることから、日本人しか役員になれない「ガラスの天井」を排除することについて説明がありました。
　講演終了後の質疑応答では「日本人マネージャーとしてタイ人から尊敬されるには？」といった質問に、タイ人
は上司を良く見ているのでまず服装から整えること、仕事とプライベートの区別をつけること等のアドバイスが
あり、聴講者は熱心に耳を傾けていました。

2　タイにおける事業経営の留意点

3　パネルディスカッション「今までのタイプラスワン、これからのタイプラスワン」
司会（コーディネーター）：JBLメコングループ　代表取締役社長　藪本　雄登 氏
パネリスト：テクノパークポイペト（豊田通商グループ）　副社長　丹崎　太郎 氏

ニッセイミズキ　副社長　ポーケオ　ピラパンデ 氏
パナソニック株式会社　エコソリューションズ社　パワー機器ビジネスユニット長　小笠原　卓 氏
南アジア・オセアニア日本通運株式会社　自動車産業部長　扇谷　美廣 氏

－ 物流企業からみた市場について
　扇谷氏より、ＡＥＣ（ASEAN経済共同体）の関税の撤廃により生産拠点の統廃合、ＡＳＥＡＮ全体でサプライ
チェーンが広がるのではないかという指摘がありました。
－ 各国の通関分野について
　丹崎氏より、カンボジアでは通関に苦労しており、税制についてよく調査した
上で進出を検討すべきというアドバイスがありました。
　ラオスについてはポーケオ氏より、進出当初（2009年）、生産品を輸出する
際、部品の使用目的が税関に理解されず苦労したが、実績を重ねてスムーズに
進むようになったとの経験談が語られました。
　扇谷氏は、AEC発足によりASEAN全体で通関業務がワンストップとなる可
能性があり、今後はより簡単になるのではないかとの見通しを示しました。
－ 物流コストと人件費について
　CLMV諸国は、人件費が安価であるが、製造業が集積していないことから、
物流コストが高い傾向がある。進出企業が増えると人件費が増加するが、積荷
を効率的に運ぶことができるため、物流コストは反比例して下がるとの議論が
されました。
－ 結びとして
　司会の藪本氏より、経営判断は合理的に行われるものであるが、CLMV諸国
への進出にあたっては様々な問題が発生することが予想され、ときには非合理的な判断が求められるとの考え
方を述べられました。
　セミナー参加者は熱心に聞き入り、また実態に即した質問が寄せられるなど非常に実りあるディスカッションと
なりました。
　１０月号では、ＣＬＭ諸国の進出比較セミナーに係る報告を掲載予定です。
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においに関連する製品は年々増加しています。例え
ば、衣料用柔軟仕上げ剤（以下、柔軟剤）のようにさま
ざまなにおいを付加する製品や、においを吸着・分解
して消臭する製品など、実際に使用されている方も多
いのではないでしょうか。
このように、においに関連する機能を付加した製品

が開発されているなかで、その性能を把握することが
必要です。におい識別装置（図1）では、においの強さと
質を数値化することができます。

ヒトの嗅覚は個人差が大きい感覚であり、同じにお
いを嗅いだとしても、においを強く感じる人もいれば
弱く感じる人もいます。におい識別装置は、このような
個人間のばらつきをなくし、客観的なデータが得られ
ることが大きな特徴です。ここでは本装置を使った測
定事例をご紹介します。
①柔軟剤のにおいの強さと質の比較
市販の柔軟剤を使い、洗濯後のタオルに付着したに

おいの強さと質を比較しました。
においの強さ（臭気指数相当値）を示した図2から、
柔軟剤の種類により付着するにおいの量の違いを数
値化することができます。また、図3は各柔軟剤同士の
においの質の違いを比較したデータです。スパイシー
系の柔軟剤Dは他の柔軟剤と比べて特徴的なにおい
であることが確認できました。このように、サンプル間
を比較したにおいの強さと質を数値化することができ
ます。
②消臭効果の検証
消臭機能をもつ製品を臭気用サンプリングバックに

入れ、模擬臭を加えて一定時間置いた前後のにおい
の強さを測定し、その結果からにおいの減少率を算出
することができます（図4）。

　この試験方法では、国際規格に準拠した模擬汗臭、
模擬加齢臭、模擬排泄臭を使った試験ができるほか、
焼肉のにおいやタバコ臭などを使った検証もできるこ
とから、より使用時に近い条件下での評価が可能です。

見えないものを見る技術

「におい」を数値化する

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

このコーナーでは、東京都立産業技術研究センターで行っている技術支援、研究開発について、
「通常では見えない物」を見るための取組事例を解説し、ご紹介します。

図1　におい識別装置

図3　柔軟剤同士のにおいの質の比較

図4　消臭機能の検証

管理監督者向けラインケア講座　（１０月４日（火）開催 13:00～17:00）

社 員 向 け セ ルフケア 講 座 　（１０月5日（水）開催 13:00～17:00）

（メンタルヘルス）のご案内
働く人の心の健康づくり講座

　当公社では、メンタルヘルスに関する基礎知識や予防あるいは対応方法に関する講
座を開催しています。
　今回は本講座ラインナップのうち、管理監督者向けラインケア講座と社員向けセルフ
ケア講座を多摩地域（立川商工会議所第３会議室）で実施します。
　なお、本誌に10月開催講座のご案内チラシを同封していますので、ご覧ください。

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

  TEL ： 03-3832-3678　

　都内中小企業の管理監督や人事労務担当等の方を対象に、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。
◆メンタルヘルスの基礎知識
◆職場におけるメンタルヘルスケア（４つのメンタルヘルスケア）
◆ストレスについて
◆管理監督者の役割
◆ストレスチェック制度について

受講者の
・たいへん参考になりました。
・ためになる、分かり易いセミナーでした。持ちかえって社内で実行できる様にしたいです。

　都内在住または在勤で中小企業にお勤めの方を対象に、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。管理監督者ご自身のストレスコント
ロールにも役立ちます。
●メンタルヘルスの基礎知識
●メンタル不調の早期発見と対処
●メンタル不調の予防
※セルフケアについては、管理監督者ご自身のために
受講されても構いません。

受講者の
・即活かせる内容が多くとても勉強になりました。
・とても勉強になりました。日頃の小さなことでも、見逃さず、自分自身をはじめ
職場や家族にも伝えて行けたらと思いました。

図2　タオルに付着したにおいの強さの比較

図4　消臭機能の検証
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  〒135-0064　東京都江東区青海2-4-10
  TEL ： 03-5530-2521（広報室）　　ホームページ ： http://www.iri-tokyo.jp

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

【問い合わせ先】　地方独立行政法人　東京都立産業技術研究センター
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公益財団法人東京都中小企業振興公社は、昭和41年7月に財団法人東京都下請企業振興協会として発
足し、本年7月をもちまして創立50周年を迎えました。
そこで、7月28日（木）・29日（金）に、東京都立産業貿易センター台東館において創立50周年記念式典や
展示商談会など、関連イベントを開催いたしました。
おかげさまをもちまして、盛況なイベントとなりました。この場をお借りし、当日の様子をご報告いたします。

東京都中小企業振興公社創立50周年記念式典
7月28日（木）16時より創立50周年記念式典を開催いた

しました。
式典においては、公社に関わりある方々をご招待し、公社
紹介映像を上映するとともに、ご来賓を代表して、東京都副
知事中西充様、東京都議会議長川井しげお様、都議会経済・
港湾委員会委員長島﨑義司様、都議会オリンピック・パラリ
ンピック等推進対策特別委員会委員長髙島なおき様及び東
京ブラインド工業株式会社代表取締役社長櫻井武志様から
ご祝辞をいただきました。

東京都中小企業振興公社中小企業表彰　表彰式
式典に引き続き、公社中小企業表彰表彰式を開催いたしました。
公社は50周年を機に、公社の様々な事業を利用されている中小企業を顕彰する新たな表彰制度を創設
いたしました。本表彰には、「功労賞」と「奨励賞」の2部門を設け、各審査会により4社を決定いたしました。
「功労賞」は、長年に渡り公社の事業運営にご協力いただき、その功績が顕著であり、東京都の産業振興や地
域経済の活性化に貢献された中小企業を表彰する賞です。また、「奨励賞」は、優れた製品・技術・サービスや
事業プランを持ち、今後も公社を継続的に利用されることによって、さらなる成長が期待される中小企業を
表彰する賞です。

 功労賞  （2社）　東京都伝統工芸品指定 東京銀器のタンブラーを贈呈いたしました。

 奨励賞  （2社）　奨励金を贈呈いたしました。

公社50周年記念イベントを開催しました ！！

主催者挨拶
東京都中小企業振興公社理事長 井澤勇治

株式会社今野製作所（足立区）
代表取締役　今野　浩好 様

油圧機器の設計製作や板金加工、
身体障害者向けの運転補助装置の開発

株式会社米山製作所（瑞穂町）
代表取締役　米山　俊臣 様
相談役　　　米山　堅持 様

ウォータージェットによる受託加工

株式会社マークス（世田谷区）
代表取締役　髙城　和彦 様

上質なデザインをまとったステーショナリーの企画販売

株式会社神田技研（千代田区）
代表取締役　西野　元章 様

仮想空間・バーチャルリアリティのコンテンツ制作

（左から）公社専務理事 保坂政彦、株式会社神田技研
 代表取締役 西野元章様、株式会社マークス 代表取締役
 髙城和彦様、株式会社米山製作所 相談役 米山堅持様、
 同社 代表取締役 米山俊臣様、株式会社今野製作所
 代表取締役 今野浩好様、公社理事長 井澤勇治

表彰式後の記念撮影

50周年記念講演
式典・表彰式終了後、東京大学名誉教授及び学習院大学国際社会科学部教授の伊藤元重氏による記念講
演を開催いたしました。伊藤氏は、「ワールドビジネスサテライト」コメンテーターなどでもおなじみのエコノ
ミストで、当日は「中小企業の未来について」をテーマに、中小企業を取り巻く環境の変化に伴い、情報技術
の進展、労働力不足、グローバル化などの企業経営を揺さぶる変化にいかに対応するのか、こうしたピンチ
をチャンスに変えるために何が必要なのか、についてご講演いただきました。

50周年記念展示商談会「未来を担う東京の中小企業市」
　7月28日（木）・29日（金）の２日間にわたり展示商談会を開催し、「機械・金属」、「医療・健康」、「IT」、「危機
管理・防災」、「環境・エネルギー」の5テーマに対応する製品や周辺技術を有する都内中小企業100社に出
展いただきました。当日は約1,500名の方々にご来場いただきました。出展者の皆様は、今後のビジネスに
つなげるため、来場された方々へ自社の優れた製品や技術を積極的にＰＲされていました。

50周年記念パネルディスカッション「未来を創る中小企業」
7月28日（木）10時45分より「50周年記念パネルディスカッション」を開催いたしました。公社支援企業4
社の経営者の皆様より、後継者の育成や海外進出についてお話しいただき、定員を上回る来場者にご聴講
いただきました。

講師の伊藤元重氏 熱心に聴講される会場の様子

[パネリスト]
株式会社マテリアル　代表取締役社長　細貝 淳一 氏
株式会社浜野製作所　代表取締役　　　浜野 慶一 氏
株式会社今野製作所　代表取締役　　　今野 浩好 氏
株式会社メトロール　代表取締役社長　松橋 卓司 氏
[モデレーター]
公益財団法人　東京都中小企業振興公社
経営戦略課　新事業創出係長　大場 順二

展示商談会 商談スペース 出展者プレゼンテーション

（左から）細貝社長、浜野社長、今野社長、松橋社長
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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 9月16日（金） 9時30分から

  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　

ビジネスフロンティア・フェア
東京2020大会等を契機に開発された
創意あふれる製品・サービスを一堂に展示
ぜひ、お越しください

ビジネスフロンティア・フェア　4つのポイント
東京2020大会等を契機とするビジネスチャンス到来 ! 大手企業出身のビジネスナビゲータによるきめ細かい商談サポート

1 ビジネスフロンティア　展示ゾーン 2 東京プレミアム商談会
ビジネスチャンス獲得を多数の講演でサポート ! 名刺交換など新たな交流で広がる新たなビジネスチャンス

3 ビジネスチャンス・セミナー 4 ビジネスフロンティア交流会

出展分野

詳細はこちら　https://www.sekai2020.tokyo/frontier/

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】　ビジネスフロンティア・フェア運営事務局［（株）日経ピーアール内］

  TEL ： 03-6812-8685

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】　ビジネスチャンス・ナビ2020運営事務局

  URL ： https://www.sekai2020.tokyo/bcn

  TEL ： 0570-009-777　
  ご利用には新規ユーザー登録が必要です。下記ＵＲＬから直接行ってください。

　　「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」は、東京２０２０大会等を契機とする中長期のビジネスチャンスに向けた受
発注取引のマッチング（商談）を支援するサイトです。無料でご利用いただける本サイトは、開設から4か月で、
2,800社の企業登録があり、既にサイトを通じた様々な受発注取引が始まっています。

ビジネスチャンス・ナビ2020」を是非ご活用ください ！
～東京2020大会等を契機とした商機（ビジネスチャンス）はこのサイトから ～

■まずはユーザー登録を
　ユーザー登録（無料）をしていただき、サイトをご活用ください ！

■「発注」企業の皆様へ
　多様な業種の企業が登録されており、貴社の発注案件に対して、
　技術力のある中小企業とのマッチングが可能となっています。
　ぜひ案件掲載をご検討ください。

■「受注」企業の皆様へ
　自社ＰＲ情報を登録することで、技術力のある中小企業を探して
　いる発注企業からの問い合せにつなげることができ、新たな取引
　先の開拓ができます。

８月に登録されていた発注案件（例）
［入札案件］
・有明体操競技場新築工事
・ロンドンオリンピック・パラリンピック
レガシー英国視察支援業務委託
［民間発注案件］
・会社パンフレットの企画・作成
・商品アピールのためのパンフレット
制作と印刷依頼
・ＬＥＤ照明の劣化診断に関する技術
（技術ニーズ）

スポーツ・健康

バリアフリー

環境

観光・おもてなし

安心・安全、防災

文化・教育・その他

登録企業情報

  

検 索

  TEL ： 03-5320-4652  URL ： http://hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/mental/campaign.html

【問い合わせ先】　東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

　東京都では、経営者による職場内におけるメンタルヘルス対策の取組を促進し、働くすべての人
が心も身体も健康で、いきいきと充実して働ける職場づくりを実現することを目的に、9月～11月
に「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」を実施します。期間中は、労使団体をはじめとし
た各協力団体において、キャンペーン協力セミナーとして、メンタルヘルス対策支援セミナー等を
多数実施します。また、11月17日にはシンポジウム＆相談会を開催します。各協力セミナー及びシ
ンポジウム＆相談会の詳細はＨＰをご覧ください。

公益財団法人東京都中小企業振興公社　後援事業

職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーンを実施します ！
～働くみんなが活力にあふれ、生産性の高い企業を目指す！それが“ポジティブメンタルヘルス”です ！～

9月1日～11月30日

■時　間
■対　象
■定　員
■内　容

13：30～17：00
経営者、管理監督者、人事労務担当者等
600名（事前申込制／下記HPより）
【基調講演】
「職場のポジティブメンタルヘルス：
健康でいきいきと働ける職場に向けて」
島津　明人氏（東京大学大学院 准教授）
【パネルディスカッション】
「健康でいきいきと働ける職場づくり：
経営学と取組事例から考える」

ポジティブメンタルヘルスシンポジウム＆相談会 ■日　時　　平成28年11月17日（木） 13：00 開場
■場　所　　日経ホール（千代田区大手町1-3-7）

シンポジウム＜参加無料＞

内容・お申込方法等の詳細はホームページをご覧ください。

■時　間
■定　員

17：10～18：40
18社（1社／40分）

産業カウンセラー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等についてご相談に応じます。
≪予約相談会≫　※事前申込制／下記HPより

■時　間 13：00～18：30（当日先着順で受付）
≪当日相談コーナー≫　※予約不要

相談会＜相談無料＞ ※シンポジウムと併せてお申込ください

職場のメンタルヘルス対策推進事業 検索

■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.00043872

 文京区
1,000万円

5人

海外進出サポート
（北米、アジア）
海外出張代行（同行）サービス

海外販路開拓、新規取引先開拓、
海外営業人材育成のお手伝い
現地視察、展示会視察、買付などの
代行もしくは同行

22 年
取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888
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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 9月16日（金） 9時30分から

  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　

ビジネスフロンティア・フェア
東京2020大会等を契機に開発された
創意あふれる製品・サービスを一堂に展示
ぜひ、お越しください

ビジネスフロンティア・フェア　4つのポイント
東京2020大会等を契機とするビジネスチャンス到来 ! 大手企業出身のビジネスナビゲータによるきめ細かい商談サポート

1 ビジネスフロンティア　展示ゾーン 2 東京プレミアム商談会
ビジネスチャンス獲得を多数の講演でサポート ! 名刺交換など新たな交流で広がる新たなビジネスチャンス

3 ビジネスチャンス・セミナー 4 ビジネスフロンティア交流会

出展分野

詳細はこちら　https://www.sekai2020.tokyo/frontier/

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】　ビジネスフロンティア・フェア運営事務局［（株）日経ピーアール内］

  TEL ： 03-6812-8685

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】　ビジネスチャンス・ナビ2020運営事務局

  URL ： https://www.sekai2020.tokyo/bcn

  TEL ： 0570-009-777　
  ご利用には新規ユーザー登録が必要です。下記ＵＲＬから直接行ってください。

　　「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」は、東京２０２０大会等を契機とする中長期のビジネスチャンスに向けた受
発注取引のマッチング（商談）を支援するサイトです。無料でご利用いただける本サイトは、開設から4か月で、
2,800社の企業登録があり、既にサイトを通じた様々な受発注取引が始まっています。

ビジネスチャンス・ナビ2020」を是非ご活用ください ！
～東京2020大会等を契機とした商機（ビジネスチャンス）はこのサイトから ～

■まずはユーザー登録を
　ユーザー登録（無料）をしていただき、サイトをご活用ください ！

■「発注」企業の皆様へ
　多様な業種の企業が登録されており、貴社の発注案件に対して、
　技術力のある中小企業とのマッチングが可能となっています。
　ぜひ案件掲載をご検討ください。

■「受注」企業の皆様へ
　自社ＰＲ情報を登録することで、技術力のある中小企業を探して
　いる発注企業からの問い合せにつなげることができ、新たな取引
　先の開拓ができます。

８月に登録されていた発注案件（例）
［入札案件］
・有明体操競技場新築工事
・ロンドンオリンピック・パラリンピック
レガシー英国視察支援業務委託
［民間発注案件］
・会社パンフレットの企画・作成
・商品アピールのためのパンフレット
制作と印刷依頼
・ＬＥＤ照明の劣化診断に関する技術
（技術ニーズ）

スポーツ・健康

バリアフリー

環境

観光・おもてなし

安心・安全、防災

文化・教育・その他

登録企業情報

  

検 索

  TEL ： 03-5320-4652  URL ： http://hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/mental/campaign.html

【問い合わせ先】　東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

　東京都では、経営者による職場内におけるメンタルヘルス対策の取組を促進し、働くすべての人
が心も身体も健康で、いきいきと充実して働ける職場づくりを実現することを目的に、9月～11月
に「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」を実施します。期間中は、労使団体をはじめとし
た各協力団体において、キャンペーン協力セミナーとして、メンタルヘルス対策支援セミナー等を
多数実施します。また、11月17日にはシンポジウム＆相談会を開催します。各協力セミナー及びシ
ンポジウム＆相談会の詳細はＨＰをご覧ください。

公益財団法人東京都中小企業振興公社　後援事業

職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーンを実施します ！
～働くみんなが活力にあふれ、生産性の高い企業を目指す！それが“ポジティブメンタルヘルス”です ！～

9月1日～11月30日

■時　間
■対　象
■定　員
■内　容

13：30～17：00
経営者、管理監督者、人事労務担当者等
600名（事前申込制／下記HPより）
【基調講演】
「職場のポジティブメンタルヘルス：
健康でいきいきと働ける職場に向けて」
島津　明人氏（東京大学大学院 准教授）
【パネルディスカッション】
「健康でいきいきと働ける職場づくり：
経営学と取組事例から考える」

ポジティブメンタルヘルスシンポジウム＆相談会 ■日　時　　平成28年11月17日（木） 13：00 開場
■場　所　　日経ホール（千代田区大手町1-3-7）

シンポジウム＜参加無料＞

内容・お申込方法等の詳細はホームページをご覧ください。

■時　間
■定　員

17：10～18：40
18社（1社／40分）

産業カウンセラー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等についてご相談に応じます。
≪予約相談会≫　※事前申込制／下記HPより

■時　間 13：00～18：30（当日先着順で受付）
≪当日相談コーナー≫　※予約不要

相談会＜相談無料＞ ※シンポジウムと併せてお申込ください

職場のメンタルヘルス対策推進事業 検索
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【問い合わせ先】　

会 場回 日 時 定 員

第5回 成長産業等設備投資特別支援助成事業
説明会のご案内

公社　本社
東京都産業労働局秋葉原庁舎3階第一会議室
（千代田区神田佐久間町1-9）

公社　多摩支社
2階大会議室（昭島市東町3-6-1）
公社　城南支社
2階東京都研修室（大田区南蒲田1-20-20）

H28年10月3日（月）
14:30～16:30
H28年10月4日（火）
14:30～16:30
H28年10月5日（水）
14:30～16:30
H28年10月6日（木）
14:30～16:30

第1回

第2回

第3回

第4回 ８０名

１00名

10０名

  TEL ： 03-3251-7884　http://www.tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　設備リース課

□こんなときにご利用ください

♪ご出産の準備に
出産のための医療費や入院・マタニティー用品、退院後のベビー用品の費用などにご
利用になれます。

♪お子様の子育て費用に
保育園や幼稚園に関する費用、おけいこごとの費用、制服や教科書代、部活動や修学
旅行費用などにご利用になれます。

♪育児・介護休業中の生活費に
育児休業や介護休業中の生活費の補てんにご利用ください。

♪介護に必要な費用に
介護に要する医療費、介護サービス利用料、介護のための住宅改修費などにご利用に
なれます。

□お申し込みの条件　（全ての条件を満たしている方がお申し込みいただけます）

・中小企業にお勤めの方　　　
・東京都に在住または在勤である方　　　
・現在のお勤め先に６か月以上勤めている方
・現在のお住まいに３か月以上住んでいる方　　　
・住民税を滞納していない方
・妊娠中の方、子育て期間中の方、又は介護休業中の方、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：２０歳までのお子様の養育期間）

□年利 ： １．５％（平成２８年４月１日現在）　※保証料は全額東京都が負担します ！
□融資限度額 ： １００万円

□返済期間・方法 ： 元利均等月賦返済、５年以内
〔ご返済方法の一例（年利1.5％）〕

公社は、都内中小企業が行う、成長産業分野での事業展開に必要となる機械設備等や高
付加価値などに取り組むために必要となる先端機械設備等の新たな導入に要する経費の
一部を助成する事業を行っています。
平成26年度から実施している本事業の募集は、今回で最終回となります。
下記のとおり説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。

子育て・介護支援融資
～すくすく・ささえ～ 保証料全額東京都負担

　東京都の安心・低利ローン

※説明会の参加には事前のお申し込みが必要です。公社ホームページよりお申し込みください。
※受付票は発行しませんので、そのままご来場ください（名刺をご持参ください）。
※先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。
　なお、申し込み多数の場合、助成対象である中小企業者等を優先させていただきます。

年利１．５％

お借り入れ金額

返
済
回
数

30万円 50万円 70万円 100万円
25,203円
12,696円
8,527円

21,160円
14,212円

29,624円
19,897円

42,320円
28,424円
21,477円
17,309円

- - -12回
24回
36回
48回
60回

- - -
- - -

※ご返済額が多少異なる場合もございます。
※返済回数は窓口でご相談ください。

○生活費・住居費などにご利用いただける個人融資～さわやか～もあります。詳細は下記HPをご覧ください。

東京都産業労働局労働環境課
TEL： 03-5320-4653　  
中央労働金庫
TEL： 0120-86-6956　  
（一社）東京都信用組合協会（子育て・介護支援融資のみ）
TEL： 03-3567-6211　  

お気軽にご相談ください !

※融資にあたっては金融機関による審査があります。
※詳細は　<TOKYOはたらくネット>　
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/index.html

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】　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グループ内）

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

　としまものづくりメッセは、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21,000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。

開 催 日
出 展 料

会 場

申込方法

申込期限

平成29年3月2日(木)～4日(土)
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）
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）
申込み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。
平成28年11月4日(金)まで

出展募集 第10回としまものづくりメッセ
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【問い合わせ先】　

会 場回 日 時 定 員

第5回 成長産業等設備投資特別支援助成事業
説明会のご案内

公社　本社
東京都産業労働局秋葉原庁舎3階第一会議室
（千代田区神田佐久間町1-9）

公社　多摩支社
2階大会議室（昭島市東町3-6-1）
公社　城南支社
2階東京都研修室（大田区南蒲田1-20-20）

H28年10月3日（月）
14:30～16:30
H28年10月4日（火）
14:30～16:30
H28年10月5日（水）
14:30～16:30
H28年10月6日（木）
14:30～16:30

第1回

第2回

第3回

第4回 ８０名

１00名

10０名

  TEL ： 03-3251-7884　http://www.tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　設備リース課

□こんなときにご利用ください

♪ご出産の準備に
出産のための医療費や入院・マタニティー用品、退院後のベビー用品の費用などにご
利用になれます。

♪お子様の子育て費用に
保育園や幼稚園に関する費用、おけいこごとの費用、制服や教科書代、部活動や修学
旅行費用などにご利用になれます。

♪育児・介護休業中の生活費に
育児休業や介護休業中の生活費の補てんにご利用ください。

♪介護に必要な費用に
介護に要する医療費、介護サービス利用料、介護のための住宅改修費などにご利用に
なれます。

□お申し込みの条件　（全ての条件を満たしている方がお申し込みいただけます）

・中小企業にお勤めの方　　　
・東京都に在住または在勤である方　　　
・現在のお勤め先に６か月以上勤めている方
・現在のお住まいに３か月以上住んでいる方　　　
・住民税を滞納していない方
・妊娠中の方、子育て期間中の方、又は介護休業中の方、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：２０歳までのお子様の養育期間）

□年利 ： １．５％（平成２８年４月１日現在）　※保証料は全額東京都が負担します ！
□融資限度額 ： １００万円

□返済期間・方法 ： 元利均等月賦返済、５年以内
〔ご返済方法の一例（年利1.5％）〕

公社は、都内中小企業が行う、成長産業分野での事業展開に必要となる機械設備等や高
付加価値などに取り組むために必要となる先端機械設備等の新たな導入に要する経費の
一部を助成する事業を行っています。
平成26年度から実施している本事業の募集は、今回で最終回となります。
下記のとおり説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。

子育て・介護支援融資
～すくすく・ささえ～ 保証料全額東京都負担

　東京都の安心・低利ローン

※説明会の参加には事前のお申し込みが必要です。公社ホームページよりお申し込みください。
※受付票は発行しませんので、そのままご来場ください（名刺をご持参ください）。
※先着順で定員になり次第締め切らせていただきます。
　なお、申し込み多数の場合、助成対象である中小企業者等を優先させていただきます。

年利１．５％

お借り入れ金額

返
済
回
数

30万円 50万円 70万円 100万円
25,203円
12,696円
8,527円

21,160円
14,212円

29,624円
19,897円

42,320円
28,424円
21,477円
17,309円

- - -12回
24回
36回
48回
60回

- - -
- - -

※ご返済額が多少異なる場合もございます。
※返済回数は窓口でご相談ください。

○生活費・住居費などにご利用いただける個人融資～さわやか～もあります。詳細は下記HPをご覧ください。

東京都産業労働局労働環境課
TEL： 03-5320-4653　  
中央労働金庫
TEL： 0120-86-6956　  
（一社）東京都信用組合協会（子育て・介護支援融資のみ）
TEL： 03-3567-6211　  

お気軽にご相談ください !

※融資にあたっては金融機関による審査があります。
※詳細は　<TOKYOはたらくネット>　
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/index.html

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】　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グループ内）

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

　としまものづくりメッセは、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21,000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。

開 催 日
出 展 料

会 場

申込方法

申込期限

平成29年3月2日(木)～4日(土)
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）
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）
申込み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。
平成28年11月4日(金)まで

出展募集 第10回としまものづくりメッセ
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中小企業が抱える、人材育成の7つの課題（①時間がない 
②指導する人材が不足 ③教育ノウハウの不足 ④若年社員
の意欲のなさ ⑤金銭的余裕がない ⑥育成しても辞める 
⑦鍛えがいのある人材が集まらない）について、㈱ケイアイ 
北島社長、㈱トーコン 櫻井社長をお招きし、解決への具体的
取組みをお話しいただきます。

大地震や火災・洪水等の非常時だけではなく、平時にも
役立つ事業承継計画（ＢＣＰ）の講座です。1日の研修で基
本を学び、貴社の基本形となるＢＣＰを作成します。なお、
参加いただいた企業には、ＢＣＰ作成に関する専門家を３
回無料で派遣できます。ぜひこの機会にご利用ください。

人材戦略を達成し経営力を向上させるためには、職場の
活性化を図り、従業員が能力を最大限発揮できる職場を
作ることが必要です。第１部は、「人にとって幸せを感じる
ということはどういうことか」と題し、人としての「こころ
の健康学」を精神科医の立場から解き明かします。第2部
は、「笑顔の循環がもたらす離職率２％の理念経営」と題
し、従業員の「こころ」に真正面から向き合い、明るく働き
やすい職場作りを実践する経営者の考え方と具体策を
紹介します。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まであ
と4年。公社では、中小企業の皆様にとり、どのようなビ
ジネスチャンスが予想されるのか等、ロンドン大会時の
事例を踏まえ、ご紹介するセミナーを開催します。

人材定着セミナー（全４回シリーズ）
第2回　中小企業経営者とこころの健康学

～東京オリンピック・パラリンピックを
契機にビジネスチャンスを掴もう ！～
ビジネスチャンス獲得セミナー

会社・従業員を守る「事業継続計画のはじめの一歩
第７回BCP策定講座

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年9月27日（火）
13：30～16：55　（受付 13：00～）
無料
東京都立中央・城北職業能力開発センター
4階 多目的実習室
（文京区後楽1-9-5）
４０名
株式会社ケイアイ
代表取締役　北島　伸高 氏
株式会社トーコン
代表取締役　櫻井　誠健 氏
進行：（公財）東京都中小企業振興公社

人材ナビゲータ　上野　陽一

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年10月11日（火）
13：30～16：30　（受付 13：00～）
無料
秋葉原ＵＤＸ　6階　カンファレンスＦ
（千代田区外神田4-14-1）
４０名
【第１部】杏林大学医学部

精神神経科学教室専任講師
医学博士　菊地　俊暁 氏

【第２部】エス・エー・エス株式会社
代表取締役　青山　秀一 氏

進行：（公財）東京都中小企業振興公社
人材ナビゲータ　下山　誠美

日 　 時

会 　 場

募集人数

受 講 料
講 師

①平成２８年１０月７日（金）
　１５：００～１７：００
②平成２８年１０月２４日（月）
　１５：００～１７：００
①公社城東支社２階
　（葛飾区青戸７-２-５）
②公社秋葉原庁舎３階
　（千代田区神田佐久間町１-９）
①５０名(先着順)
②８０名（先着順）
無料
株式会社日経ＢＰ社
日経トップリーダー編集長
伊藤　暢人 氏

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

問い合わせ先

総合支援課　ＢＣＰ策定支援事業事務局
TEL 03-3251-7882　FAX 03-3251-7888

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場
対 象
募集人数
講 師
申込方法

平成28年9月28日（水）
10：00～17：00　（受付 9：45～）
無料
中野サンプラザ　8階研修室1
都内に主たる事業所を有する中小企業
２０社（４０名）
中小企業診断士グループ
公社のホームページよりお申し込みくだ
さい。
※講師と同業やコンサルタントの方は、
　お断りさせていただく場合があります

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

問い合わせ先

総合支援課
TEL 03-3251-7881　FAX 03-3251-7888

問い合わせ先

入社後半年～1年程度が経過して仕事の理解も進み、様
々な意味で環境に慣れてきた新入社員の方を対象に、多
様な角度からの検証による「節目」を作り、より柔軟に大
きく成長して頂くことを目的としています。 

ISO14001:2015内部監査員としての基本知識及び監
査技法を習得する講座です。組織戦略レベルでのEMS、
リーダーシップ、リスクと機会、パフォーマンス重視、ライ
フサイクル視点などの本規格が要求している目的等を踏
まえ、組織の環境リスクの改善サイクルを主体とした内
部監査手法を学びます。2日間の受講が必須です。内容
の理解度が確認できた方に「ISO14001:2015内部監
査員養成講座修了証」を発行いたします。

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。受講者からは、「ここ数年、物流に大きな
ウエイトを占める仕事に携わる様になり、初めて学ぶことも
多く、今回の講習会を受講し、改めて物流の難しさを再認識
しました。併せて、自分の勉強不足を痛感させられ、尚一層
の勉強が必要である事を自覚しました。良いきっかけとなり
ました。」という感想をいただきました。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年11月15日（火）・16日（水）
10：00～17：00
１５，０００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）
これからISO14001内部監査員になる方
ISO14001推進・運用推進メンバー、
管理責任者など
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

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年11月18日（金）
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）
生産・製造関係のリーダーの方など
１４名（先着順）
高度ポリテクセンター　竹野　俊夫 氏

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

問い合わせ先
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
募集人数
講 師

平成28年11月15日(火)・16日(水) （2日間）
10:00～16:00
15,000円
エッサム神田２号館　会議室
40名（先着順）
株式会社ヒロ・インターナショナル　
代表取締役　樋口　壽男 氏

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

問い合わせ先

新入社員フォローアップ研修（２日間） 貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務（初級）

ISO14001：2015内部監査員養成講座
（２日間）

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務（初級）
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企業人材支援課
TEL 03-3832-3675　FAX 03-3832-3679

問い合わせ先

人材戦略セミナー（全４回シリーズ）
第2回  人材育成の7つの課題 その解決への取組み実践事例

機械・電気保全の技術伝承研修　（活用編）
～稼ぐ“計画保全”のスキルを学び、伝える～

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。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年11月8日（火）・9日（水）
10：00～17：00
12,000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）
入社後1年未満の方
36名（先着順）
株式会社アイムサプライ
代表取締役　伊豆田　功 氏
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中小企業が抱える、人材育成の7つの課題（①時間がない 
②指導する人材が不足 ③教育ノウハウの不足 ④若年社員
の意欲のなさ ⑤金銭的余裕がない ⑥育成しても辞める 
⑦鍛えがいのある人材が集まらない）について、㈱ケイアイ 
北島社長、㈱トーコン 櫻井社長をお招きし、解決への具体的
取組みをお話しいただきます。

大地震や火災・洪水等の非常時だけではなく、平時にも
役立つ事業承継計画（ＢＣＰ）の講座です。1日の研修で基
本を学び、貴社の基本形となるＢＣＰを作成します。なお、
参加いただいた企業には、ＢＣＰ作成に関する専門家を３
回無料で派遣できます。ぜひこの機会にご利用ください。

人材戦略を達成し経営力を向上させるためには、職場の
活性化を図り、従業員が能力を最大限発揮できる職場を
作ることが必要です。第１部は、「人にとって幸せを感じる
ということはどういうことか」と題し、人としての「こころ
の健康学」を精神科医の立場から解き明かします。第2部
は、「笑顔の循環がもたらす離職率２％の理念経営」と題
し、従業員の「こころ」に真正面から向き合い、明るく働き
やすい職場作りを実践する経営者の考え方と具体策を
紹介します。

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催まであ
と4年。公社では、中小企業の皆様にとり、どのようなビ
ジネスチャンスが予想されるのか等、ロンドン大会時の
事例を踏まえ、ご紹介するセミナーを開催します。

人材定着セミナー（全４回シリーズ）
第2回　中小企業経営者とこころの健康学

～東京オリンピック・パラリンピックを
契機にビジネスチャンスを掴もう ！～
ビジネスチャンス獲得セミナー

会社・従業員を守る「事業継続計画のはじめの一歩
第７回BCP策定講座

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年9月27日（火）
13：30～16：55　（受付 13：00～）
無料
東京都立中央・城北職業能力開発センター
4階 多目的実習室
（文京区後楽1-9-5）
４０名
株式会社ケイアイ
代表取締役　北島　伸高 氏
株式会社トーコン
代表取締役　櫻井　誠健 氏
進行：（公財）東京都中小企業振興公社

人材ナビゲータ　上野　陽一

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成28年10月11日（火）
13：30～16：30　（受付 13：00～）
無料
秋葉原ＵＤＸ　6階　カンファレンスＦ
（千代田区外神田4-14-1）
４０名
【第１部】杏林大学医学部

精神神経科学教室専任講師
医学博士　菊地　俊暁 氏

【第２部】エス・エー・エス株式会社
代表取締役　青山　秀一 氏

進行：（公財）東京都中小企業振興公社
人材ナビゲータ　下山　誠美

日 　 時

会 　 場

募集人数

受 講 料
講 師

①平成２８年１０月７日（金）
　１５：００～１７：００
②平成２８年１０月２４日（月）
　１５：００～１７：００
①公社城東支社２階
　（葛飾区青戸７-２-５）
②公社秋葉原庁舎３階
　（千代田区神田佐久間町１-９）
①５０名(先着順)
②８０名（先着順）
無料
株式会社日経ＢＰ社
日経トップリーダー編集長
伊藤　暢人 氏

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

問い合わせ先

総合支援課　ＢＣＰ策定支援事業事務局
TEL 03-3251-7882　FAX 03-3251-7888

問い合わせ先

日 　 時

受 講 料
会 　 場
対 象
募集人数
講 師
申込方法

平成28年9月28日（水）
10：00～17：00　（受付 9：45～）
無料
中野サンプラザ　8階研修室1
都内に主たる事業所を有する中小企業
２０社（４０名）
中小企業診断士グループ
公社のホームページよりお申し込みくだ
さい。
※講師と同業やコンサルタントの方は、
　お断りさせていただく場合があります

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

問い合わせ先

総合支援課
TEL 03-3251-7881　FAX 03-3251-7888

問い合わせ先

入社後半年～1年程度が経過して仕事の理解も進み、様
々な意味で環境に慣れてきた新入社員の方を対象に、多
様な角度からの検証による「節目」を作り、より柔軟に大
きく成長して頂くことを目的としています。 

ISO14001:2015内部監査員としての基本知識及び監
査技法を習得する講座です。組織戦略レベルでのEMS、
リーダーシップ、リスクと機会、パフォーマンス重視、ライ
フサイクル視点などの本規格が要求している目的等を踏
まえ、組織の環境リスクの改善サイクルを主体とした内
部監査手法を学びます。2日間の受講が必須です。内容
の理解度が確認できた方に「ISO14001:2015内部監
査員養成講座修了証」を発行いたします。

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。受講者からは、「ここ数年、物流に大きな
ウエイトを占める仕事に携わる様になり、初めて学ぶことも
多く、今回の講習会を受講し、改めて物流の難しさを再認識
しました。併せて、自分の勉強不足を痛感させられ、尚一層
の勉強が必要である事を自覚しました。良いきっかけとなり
ました。」という感想をいただきました。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成28年11月15日（火）・16日（水）
10：00～17：00
１５，０００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）
これからISO14001内部監査員になる方
ISO14001推進・運用推進メンバー、
管理責任者など
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

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年11月18日（金）
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）
生産・製造関係のリーダーの方など
１４名（先着順）
高度ポリテクセンター　竹野　俊夫 氏

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

問い合わせ先
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
募集人数
講 師

平成28年11月15日(火)・16日(水) （2日間）
10:00～16:00
15,000円
エッサム神田２号館　会議室
40名（先着順）
株式会社ヒロ・インターナショナル　
代表取締役　樋口　壽男 氏

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

問い合わせ先

新入社員フォローアップ研修（２日間） 貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務（初級）

ISO14001：2015内部監査員養成講座
（２日間）

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務（初級）

セ
ミ
ナ
ー
・
イ
ベ
ン
ト

 

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

問い合わせ先

人材戦略セミナー（全４回シリーズ）
第2回  人材育成の7つの課題 その解決への取組み実践事例

機械・電気保全の技術伝承研修　（活用編）
～稼ぐ“計画保全”のスキルを学び、伝える～

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。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成28年11月8日（火）・9日（水）
10：00～17：00
12,000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）
入社後1年未満の方
36名（先着順）
株式会社アイムサプライ
代表取締役　伊豆田　功 氏
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植物油インキを使用しています。

K

〒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。

 わ
せ
先

 

【問い合わせ先】　助成課

  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（新サービススクール担当）

◆実践的なカリキュラム
◆少人数制による参加型
ワークショップでは受講生がめざすビジネステーマ(分野)に応じ、5名程度に1名の講師が担当します

◆個別支援できめ細かくフォロー
受講生の事業所に訪問するなど、個別支援を行います

◆実務経験豊富な講師陣

東京発の「新たなサービスモデルの創出」や「サービス分野での生産性向上」を図ることができる人
材を育成するため、9月30日にスクールを開講します。
受講生は、<基本講座>にて基本的な知識や理論を学び、顧客の視点に立って問題を認識する「問題

発見力」を、<実践講座>では先進事例の研究や新たなサービスの開発手法を学び、ビジネスモデルを
描く「課題解決力」を身につけることができます。
また、個別支援により、顧客に付加価値をもたらす新サービスを創り出す「価値創造力」を身につけ、
課題解決を図っていきます。

東京都新サービス創出スクール
（第１期生）を募集します ！

スクールの特徴

平成28年9月30日(金)～平成29年3月4日(土)　

講　義　日 ▶ 公社ＨＰに記載されたカリキュラム参照。

受　講　料 ▶ 5万円（税込）/１企業
申 込 方 法 ▶

開 講 期 間 ▶

公社ＨＰまたは、企業人材支援課まで直接お問い合わせください。

対　象　者 ▶ 新たなサービスの創出や製造業におけるサービス分野への展開をお考えの
都内中小企業事業者。

定　　　員 ▶ 20社（1社2名まで参加可能）
※応募者が定員を超えた場合は、選考会を開催し受講生を決定します。

会　　　場 ▶（公財）東京都中小企業振興公社　反町商事ビル6階セミナールーム
（台東区台東１-３-５）

＜基本講座＞　全７回 ＜実践講座＞全１０回

募集要項
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