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　コモディティ化と戦うためにギフト用途に照準を定めたこと、
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TOKYO逸品
くらフェスから
始まる物語

商品ジャーナリスト・北村 森

アクリルを、舐めてかかってはいけない

toumei 箔coaster
販売価格864円（税込）
季節を感じる和の模様を
手押し器で密着させている。
株式会社益基樹脂
http://toumei.asia/

植物油インキを使用しています。
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東京の粋は、進化する。
「東京手仕事」プロジェクト
08
育成強化を狙いとした設計と運用　
～人事システムの全体最適化～
人材育成最前線！
10
創業の夢、実現をお手伝いします。
TOKYO創業ステーション
12
■ 助成事業の説明会を開催します
　 「製品改良・規格等適合化支援事業」
　 「TOKYOイチオシ応援事業」
■ 都内中小サービス事業者向けの
　 専門家派遣および経費助成による支援を開始します
　 「サービス産業におけるデータ利活用促進支援事業」
■ 2018年度観光経営力強化事業　第1回募集中！
　 観光経営力強化を図る取組みに対して、
　 補助金・アドバイザー支援を行います
■ 第19回「異業種フォーラム2018 in あだち」開催！
■ 第20回「産業ときめきフェア in EDOGAWA」出展企業募集！
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　松崎人形は、ひな人形や五月人形などを手がける足立区の
工房。創業は1920年で、100年近い歴史を誇る老舗だ。
　節句人形は、型に桐塑（とうそ。桐の粉末に生麸糊を混ぜて
つくった粘土）を詰め込んでつくった胴体に溝を彫り、そこに布
生地を差し込む（木目込む）ことでつくられる「江戸木目込人
形」と、ワラなどでつくられた胴体に衣装を着せた「江戸衣裳着
人形」とに大別される。松崎人形は両方を手がけており、これは
業界でもかなり珍しい。
　人形づくりの世界では分業制が敷かれ、頭（かしら）と胴は
別々の工房でつくられるのが普通。しかし、松崎人形は両方を手
がけており、トータルデザインされた人形づくりが特徴だ。
　三代目である社長の松崎光正（幸一光・こういっこう）氏は、
美術大学で彫刻を専攻。大学在学中に二代目だった父が急逝
したことで、松崎人形を継ぐことになった。
「人形の印象を左右するのは、やはり顔。人形の表情は最後に
顔を描き込む作家によって異なります。そのため、人形づくりで
最も難しいのが頭をつくることです。たとえば江戸木目込人形

の場合、木彫りなどでつくった原型から型取りし、素焼き、石膏
などで量産するのですが、多くの工房は他社から購入した頭に
表情を描いて人形をつくるため、どうしても差別化がしづらい
ですね。一方、当社のように原型づくりから手がける工房なら、
個性豊かな頭を生み出せます。人形師で頭の原型をつくる職
人は私を含めて日本に数人しかいませんので、そこが当社に
とって一番の強みかもしれません」（松崎氏）

　高度成長期までは飛ぶように売れていた日本人形だったが、
1980年代に入ると停滞の兆しが見え始めた。そこで松崎氏
は、売れる商品を生み出すためさまざまな努力を重ねてきた。
「たとえば1983年からつくり始めた金太郎人形では、新機軸を
数多く取り入れました。職人にとって裸の人形は難しい素材
で、それまで当社では手がけたことがなかったのですが、ニーズ
があると見込んで、あえて挑戦しましたね。ただし、昼間は通常
業務があるため、新製品の開発に取組む余裕はありません。そ
こで、夜の工房に一人で残ってコツコツ試作を重ねました。この
習慣は、今も続いています。新しいものを自由につくるのは楽し

「原型」づくりの能力が最大の強み

情報感度を高め、新分野にも積極的に挑戦

くて、まったく苦にはなりません」（松崎氏）
　現在、最大のターゲットはひな人形や五月人形の市場。しか
し、新分野の開拓も必要だと松崎氏は考えている。
「ニーズに応じ、節句人形以外の人形を生み出すことも考えて
います。また場合によっては、当社の技術を活かして人形以外
のものをつくることだってあり得るでしょう。そのためには、常に
アンテナを張ってさまざまな情報を得ること。そして、新たな商
品を生み出すための柔軟性を持ち続けることを、普段から心が
けています」（松崎氏）

　今も第一線で活躍する松崎氏だが、年齢は60代半ば。息子
の篤氏など、次代への引継ぎは常に意識している。
「若い人々の感覚はやはり新鮮。先日も、若い女性スタッフたち
に製品づくりについて意見を聞いたのですが、僕には思いつか
ないような提案がいくつも出たのです。この優秀な発想力を活
かさない手はないと、改めて感じました」（松崎氏）
「いずれは父も引退しますが、今の時点ではまだ私が父に取っ
て代われるとは思いません。そこで、経営・営業・技術などの分

次代に技術継承する仕組みを整えたい

野で自分にできることは何かを模索し、徐々に私の領分を増や
さなければと考えています」（四代目・松崎篤氏）
　東京都雛人形工業協同組合の理事長でもある松崎氏は、業
界全体を盛り上げる取組みにも注力したいと目を輝かせている。
「市場が地盤沈下して各社の売上げが縮小すると、せっかくの
技術も途絶えてしまいます。幸い、業界には若手も多い。彼らが
食べていける仕組みを整えることが、我々年配者の仕事だと思
うのです。たとえば、技術を教える学校を設立できれば、後継者
育成にも業界活性化にも役立つでしょう。
　この業界では、多くの人が協力してものづくりをしています。
自社が栄えることばかりを考えていてはダメ。業界全体を盛り
上げる努力が必要だと思うのです」（松崎氏）

伝統に新発想・新技術をプラス

取材後記

キラリ TOKYO
ー輝く企業の現場からー

頭・胴から衣装まですべて手がけているため、
美しいトータルデザインが実現できる

木目込人形の「ことわざざむらい」シリーズ。
現代の暮らしに合う小さなサイズが好評だ

展示会ではさまざまな工夫を盛り込んだ新製品を
出展して、人気を博している

明るくて開放的な工房には、四代目・松崎篤氏を含め若手社員の
姿も多い。技術の継承と、若手の斬新な発想力を伸ばすことが、
松崎人形にとって重要な課題だ

技術を伝える場が必要
若い人の中には、職人になりた
いと考える人がたくさんいます。
行政などと連携し、そういう方々
に技術を伝える学校があれば
いいですね。

［会社概要］
代　表：代表取締役　松崎　光正（松崎　幸一光）氏
業　種：日本人形開発・製造業
資本金：1000万円
従業員：16名（2018年6月現在）
所在地：東京都足立区栗原2-4-6
T E L：03-3884-3884　FA X：03-3884-3886
URL：http://www.koikko.com/

株式会社松崎人形第142回

東京手仕事プロジェクトで開発された「ことわざざむらい」をは
じめとした松崎社長の商品開発は「日常生活で自然に使われ
る製品」を目指し、伝統技術を守りつつ、その技術を活かして、
伝統工芸業界を盛り上げていきたいという心意気を感じまし
た。前向きに開発に取組むその姿勢は、これからも新たな商品
を私たちに見せてくださると思います。（城東支社　堀内優香）
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T E L：03-3884-3884　FA X：03-3884-3886
URL：http://www.koikko.com/

株式会社松崎人形第142回

東京手仕事プロジェクトで開発された「ことわざざむらい」をは
じめとした松崎社長の商品開発は「日常生活で自然に使われ
る製品」を目指し、伝統技術を守りつつ、その技術を活かして、
伝統工芸業界を盛り上げていきたいという心意気を感じまし
た。前向きに開発に取組むその姿勢は、これからも新たな商品
を私たちに見せてくださると思います。（城東支社　堀内優香）
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お問い合わせ　東京手仕事プロジェクト事務局（城東支社内）
TEL：03-5680-4631　E-mail　craft@tokyo-kosha.or.jp
https://tokyoteshigoto.tokyo/

①豊富な原材料、戦略的ロケーション、食品分野の優れた研
究能力と人的資源を有する
②経済は成長しており、またビジネス環境も改善を続けている
③研究開発を支援する豊富なサービス、各種税制の優遇措
置、スマートビザなどの政策が充実している

FoodInnopolisでは、研究開発だけでなく商品開発の支援も
可能です。海外に研究拠点を設ける計画がある企業の皆様は、
タイ国を選択肢の一つに加えてはいかがでしょうか。

［東京手仕事］

東京の伝統工芸品は、進取の精神に富む江戸職人の
匠の技と心意気によって磨かれ、洗練され、庶民に愛
され、連綿と受け継がれてきました。「東京手仕事」
は、そんな伝統の技に光を当てて、匠の繊細な「手仕
事」の魅力を国内外に発信していく取組みです。
その粋な味わい、優れた機能性・日常性を広く知って
いただくとともに、東京らしい感性あふれる新しい工
芸品にもチャレンジし、伝統工芸品に囲まれた潤いあ
る豊かなライフスタイルを提案していきます。

東京の粋は、進化する。

東京手仕事とは
5月29日（火）、日本橋三井ホール（COREDO室町５階）において、「東京手仕事」プロジェクト
商品発表会を開催しました。
「東京手仕事」プロジェクト2017年度開発商品の商品発表および表彰式が行われ、ファイナリ
スト10商品の中から優秀な三賞が選定されました。
第一部では来場したバイヤーに向けて職人から商品の説明があり、第二部では優秀な三賞の
表彰式を行い、小池東京都知事から都知事賞が贈呈されました。

商品発表会を行いました

東　京　都　知　事　賞

（職人）岡田 雄二
（デザイナー）平田 ことこ、竹本 真実

ゆらぎ盆栽
（江戸木目込人形 造花）

（職人）柿沼 利光
（デザイナー）大野 篤子

まるねこてかがみ
（江戸木目込人形）

東京150周年記念賞

（職人）石塚 洋一郎、石塚 祥二朗
（デザイナー）杉本 国雄

双慶
（東京打刃物）

日本人形を華やかに彩る造花づくりの技術を活かし
見る角度によって異なる趣を鑑賞できる

盆栽をかたどったモビール

刃先から柄まで、鉄と木部が
自然な形で一体化した
新しい形状の包丁

東京都中小企業振興公社理事長賞

（職人）瀧澤 一郎
（デザイナー）平田 ことこ、竹本 真実

東京本染 てぬぐいおくるみ
（東京本染ゆかた・てぬぐい）

縁起の良い小紋柄を表現したおくるみ
付属のキットを用いて
ぬいぐるみへリメイク

（職人）塚田 詠春、塚田 真弘
（デザイナー）松尾 慎

江戸木目込マグネット
（江戸木目込人形）

（職人）穂積 実、穂積 裕子
（デザイナー）片山 典子

Karen
（江戸つまみ簪）

江戸小紋ワイングラスマーカー
{和印和飲}（東京染小紋）

（職人）安宅 信太郎
（デザイナー）杉本 国雄

素椀
（漆塗り）

（職人）宇野 千榮子、宇野 三千代
（デザイナー）春名 麻衣子

雅ブラシ
（東京手植ブラシ）

（職人）中條 康隆
（デザイナー）久保 貴史

（職人）石塚 洋一郎、石塚 祥二朗
（デザイナー）山口 英文

ひづくり
（東京打刃物）

日本橋三井ホールにて（5月29日）

「東京手仕事」ブランドにより東京の伝統工芸品を国内外に発
信する取組みとして、昨年度新たに実施した取組みをご紹介し
ます。

今年度も、国内外展示会出展やさまざまなＰＲ・プロモーショ
ン活動により、東京の伝統工芸品のブランド価値向上と国内
外への普及を支援します。

「歌舞伎と手仕事」イベント HOMI 2018 1月展　初出展

2017年8月1日（火）～3日（木）の3日間、歌舞伎座3階『花篭』にて、
歌舞伎や和装に関係する商品を扱う職人に参加いただき、ワーク
ショップ、伝統工芸品の展示、販売を含むイベントを開催しました。
歌舞伎や落語と伝統工芸にまつわるプログラムが、来場のみなさま
にご好評いただき、今年度も開催することになりました。（下記ご参照
ください）

昨年に続き、「歌舞伎と手仕事」イベント第2弾・第3弾を下記会期で開催
します。伝統工芸と伝統芸能の融合をぜひお楽しみください。

2018年1月26日（金）～29日（月）の4日間、ミラノのfiera milano
にて開催された「HOMI 2018」に、初出展しました。HOMIはデザイ
ンの聖地ミラノから、世界へ向けて最新のライフスタイルを発信する
見本市です。「東京手仕事」ブースでは、職人による実演も行い、多く
のバイヤー等にご来場いただき、商談・成約に結びつきました。
今年度も2019年1月に出展を予定しています。

「歌舞伎と手仕事」イベント第２弾・第3弾　開催決定！

会 　 期

会 　 場
入 場 料
内 　 容

第2弾：8月3日（金）～5日（日）の3日間
第3弾：10月28日（日）・29日（月）の2日間
※各日とも二部制（完全入替え）
歌舞伎座3階『花篭』
一部あたり1人4,500円（税込）※お弁当・お茶付
落語高座、歌舞伎舞台裏話、
職人トークインタビュー、伝統工芸品実演・販売等

出 演 者
お申し込み
（ 第 2 弾 ）

普及促進による新たな取組み

市川右團次、中村橋吾、篠原ともえ　ほか
お電話またはイベントページまで
TEL:03-3545-6820
（歌舞伎座サービス・イベント受付係）
https://kabukiza-tokyo
teshigoto2.peatix.com/
（Peatix購入ページ）
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お問い合わせ　東京手仕事プロジェクト事務局（城東支社内）
TEL：03-5680-4631　E-mail　craft@tokyo-kosha.or.jp
https://tokyoteshigoto.tokyo/

①豊富な原材料、戦略的ロケーション、食品分野の優れた研
究能力と人的資源を有する
②経済は成長しており、またビジネス環境も改善を続けている
③研究開発を支援する豊富なサービス、各種税制の優遇措
置、スマートビザなどの政策が充実している

FoodInnopolisでは、研究開発だけでなく商品開発の支援も
可能です。海外に研究拠点を設ける計画がある企業の皆様は、
タイ国を選択肢の一つに加えてはいかがでしょうか。

［東京手仕事］

東京の伝統工芸品は、進取の精神に富む江戸職人の
匠の技と心意気によって磨かれ、洗練され、庶民に愛
され、連綿と受け継がれてきました。「東京手仕事」
は、そんな伝統の技に光を当てて、匠の繊細な「手仕
事」の魅力を国内外に発信していく取組みです。
その粋な味わい、優れた機能性・日常性を広く知って
いただくとともに、東京らしい感性あふれる新しい工
芸品にもチャレンジし、伝統工芸品に囲まれた潤いあ
る豊かなライフスタイルを提案していきます。

東京の粋は、進化する。

東京手仕事とは
5月29日（火）、日本橋三井ホール（COREDO室町５階）において、「東京手仕事」プロジェクト
商品発表会を開催しました。
「東京手仕事」プロジェクト2017年度開発商品の商品発表および表彰式が行われ、ファイナリ
スト10商品の中から優秀な三賞が選定されました。
第一部では来場したバイヤーに向けて職人から商品の説明があり、第二部では優秀な三賞の
表彰式を行い、小池東京都知事から都知事賞が贈呈されました。

商品発表会を行いました

東　京　都　知　事　賞

（職人）岡田 雄二
（デザイナー）平田 ことこ、竹本 真実

ゆらぎ盆栽
（江戸木目込人形 造花）

（職人）柿沼 利光
（デザイナー）大野 篤子

まるねこてかがみ
（江戸木目込人形）

東京150周年記念賞

（職人）石塚 洋一郎、石塚 祥二朗
（デザイナー）杉本 国雄

双慶
（東京打刃物）

日本人形を華やかに彩る造花づくりの技術を活かし
見る角度によって異なる趣を鑑賞できる

盆栽をかたどったモビール

刃先から柄まで、鉄と木部が
自然な形で一体化した
新しい形状の包丁

東京都中小企業振興公社理事長賞

（職人）瀧澤 一郎
（デザイナー）平田 ことこ、竹本 真実

東京本染 てぬぐいおくるみ
（東京本染ゆかた・てぬぐい）

縁起の良い小紋柄を表現したおくるみ
付属のキットを用いて
ぬいぐるみへリメイク

（職人）塚田 詠春、塚田 真弘
（デザイナー）松尾 慎

江戸木目込マグネット
（江戸木目込人形）

（職人）穂積 実、穂積 裕子
（デザイナー）片山 典子

Karen
（江戸つまみ簪）

江戸小紋ワイングラスマーカー
{和印和飲}（東京染小紋）

（職人）安宅 信太郎
（デザイナー）杉本 国雄

素椀
（漆塗り）

（職人）宇野 千榮子、宇野 三千代
（デザイナー）春名 麻衣子

雅ブラシ
（東京手植ブラシ）

（職人）中條 康隆
（デザイナー）久保 貴史

（職人）石塚 洋一郎、石塚 祥二朗
（デザイナー）山口 英文

ひづくり
（東京打刃物）

日本橋三井ホールにて（5月29日）

「東京手仕事」ブランドにより東京の伝統工芸品を国内外に発
信する取組みとして、昨年度新たに実施した取組みをご紹介し
ます。

今年度も、国内外展示会出展やさまざまなＰＲ・プロモーショ
ン活動により、東京の伝統工芸品のブランド価値向上と国内
外への普及を支援します。

「歌舞伎と手仕事」イベント HOMI 2018 1月展　初出展

2017年8月1日（火）～3日（木）の3日間、歌舞伎座3階『花篭』にて、
歌舞伎や和装に関係する商品を扱う職人に参加いただき、ワーク
ショップ、伝統工芸品の展示、販売を含むイベントを開催しました。
歌舞伎や落語と伝統工芸にまつわるプログラムが、来場のみなさま
にご好評いただき、今年度も開催することになりました。（下記ご参照
ください）

昨年に続き、「歌舞伎と手仕事」イベント第2弾・第3弾を下記会期で開催
します。伝統工芸と伝統芸能の融合をぜひお楽しみください。

2018年1月26日（金）～29日（月）の4日間、ミラノのfiera milano
にて開催された「HOMI 2018」に、初出展しました。HOMIはデザイ
ンの聖地ミラノから、世界へ向けて最新のライフスタイルを発信する
見本市です。「東京手仕事」ブースでは、職人による実演も行い、多く
のバイヤー等にご来場いただき、商談・成約に結びつきました。
今年度も2019年1月に出展を予定しています。

「歌舞伎と手仕事」イベント第２弾・第3弾　開催決定！

会 　 期

会 　 場
入 場 料
内 　 容

第2弾：8月3日（金）～5日（日）の3日間
第3弾：10月28日（日）・29日（月）の2日間
※各日とも二部制（完全入替え）
歌舞伎座3階『花篭』
一部あたり1人4,500円（税込）※お弁当・お茶付
落語高座、歌舞伎舞台裏話、
職人トークインタビュー、伝統工芸品実演・販売等

出 演 者
お申し込み
（ 第 2 弾 ）

普及促進による新たな取組み

市川右團次、中村橋吾、篠原ともえ　ほか
お電話またはイベントページまで
TEL:03-3545-6820
（歌舞伎座サービス・イベント受付係）
https://kabukiza-tokyo
teshigoto2.peatix.com/
（Peatix購入ページ）
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　2016年１月１日から雇用保険の手続き、入社手続きでの資
格取得届や退職時の資格喪失届では、マイナンバーの記載が
必要となっています。これまでは、マイナンバーの記載がない場
合であっても、ハローワークでは処理していましたが、本年５月
１日より取り扱いが変わり、マイナンバーの記載がない場合に
は返戻し再提出を求めることになりました。

　以下の手続きをする際には、書類にマイナンバー記入欄が
ありますので、マイナンバーを記載しなければなりません。

①雇用保険被保険者資格取得届
入社した時や、週20時間以上勤務で雇用保険の加入条件を
満たす働き方をするようになった時などに手続きします。
②雇用保険被保険者資格喪失届
退職した時、役員に就任した時、死亡した時などに手続きします。
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
　（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書
60歳定年後再雇用され、給与が定年前と比較して75％未満
に低下するなどの要件を満たした場合に手続きをすると給付
を受けることができる制度です。
④育児休業給付受給資格確認票・
　（初回）育児休業給付金支給申請書
育児休業している間で給与を受けられない時などに、手続きを
すると給付が受けられる制度です。
⑤介護休業給付支給申請書
介護休業している間で、給与を受けられない時などに、手続き
をすると給付が受けられる制度です。

　上記の③から⑤までの手続きは、要件を満たす事案が発生
した場合に手続きをすることになりますが、①および②の入社、
退社の手続きは多くの会社が該当します。
　特に留意しておくことは、退職時のマイナンバーの記入を忘
れないようにしておくことです。
　マイナンバー導入前に入社している方の資格喪失届には、マイ

手続き書類にマイナンバー記入欄がある場合

手続き書類にマイナンバー記入欄がない場合

「個人番号登録・変更届」による届出

ナンバーの記入欄がありません。この場合には、別の書類として
「個人番号登録・変更届」を添付して手続きすることになります。
　マイナンバーを記入した書類は、提供方法に留意する必要
があります。送付する場合には、書留など送付履歴を追うこと
のできる方法により手続きしましょう。
　また、従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合に
は、事業主には法令上の義務があることなどをまず、従業員に
理解してもらうことが必要ですが、それでも提出していただけ
ない場合には、書類の欄外に「本人事由によりマイナンバー届
出不可」と記載して手続きをします。

　以下の手続きに該当するケースはあまり多くないと思われま
すが、書類にマイナンバー記入欄がないので、マイナンバーが
未届出の場合には、「個人番号登録・変更届」を添付して手続
きすることになります。

①雇用継続交流採用終了届
民間企業から国の機関に採用される「交流採用」が終了する場
合の届出です。
②雇用保険被保険者転勤届
人事異動で転勤があった場合の届出です。
③高年齢雇用継続給付支給申請書
左記③「高年齢雇用継続給付支給申請書」の２回目以降の申
請書です。
④育児休業給付金支給申請書
左記④「育児休業給付金支給申請書」の２回目以降の申請書
です。

　今、勤務している従業員のマイナンバー未提出分について
は、退職などの事案が発生しなくても事前に「個人番号登録・
変更届」で届出することができます。
　お時間のある時にまとめて手続きをしておくと、手続きが発
生した時に処理がスムーズに進みますのでお勧めいたします。

大塚経営労務管理事務所
大塚 昌子

三尾会計事務所
代表　三尾 隆志

A
　社員を早期に戦力化する

　自分の家から会社に行くまでの行程
を表せと言われたら、皆さんはどう表
現するでしょうか。
　玄関を出て、左に向かい、坂を上っ
て丁字路を右に曲がる。その先の橋を
渡り、右に折れ、階段を下りてバス停
で何系統のバスに乗る。　　　　
　このような手順で表現できるでしょ
う。もちろん、玄関を出る前に、定期
や財布を忘れていないか確認すること
は当然です。
　このように、何かをする場合、必ず
そこにはお約束の手順があり、それを
守ることが最も効率がいいので、私た
ちはいつもそうするのです。もちろ
ん、その経路が決まるまで試行錯誤し
ているはずですが、到達した経路は最
も効率のいいものであるはずです。
　それは仕事にも同じことが言えます。
　新人が早く一人前になるための方法
のひとつに、先輩の仕事のやり方を見
て覚えながら、同時に指導を受ける、
というものがあります。これはオン・
ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）と
言い、仕事をしながら技術を習得する
有力なメソッドです。
　しかし、この方法が効果的であるた
めには、先の出勤経路と同じく、会社
として最も合理的な手順が確立されて
いて、それに沿って先輩が指導して初
めて効果があるのです。何度か先輩の
指導に従う訓練をするうちに、新人は
手順を見なくても作業ができるように
なります。

管理するということ

　仕事の手順を記したものをマニュア
ルと言います。
　そもそも何のためにマニュアルが必
要なのでしょうか。
　マニュアル作成のメリットは、
・早期に社員を戦力化する
・一定の品質の仕事を担保する
・教える人の能力に依存しない
・手順どおり作業が進捗していること
　を管理職が把握できる
・手順の確認を通じて業務を管理する
などが考えられます。
　社員の能力の違いによって仕事のス
ピードや品質の差が生まれるというこ
とは、結果的にコストアップにつなが
ります。
　また、管理職が何を管理したらいい
かわからない状態が続くことで、さら
なる非効率を生む可能性もあります。
　どの国、どの地域、誰に対しても、
同一品質の仕事がなされ、社員の早期
の育成を図ることで、さらに新たな仕
事の可能性が生まれます。
　このことは製造現場だけの話ではな
く、多くの人が担っているサービス分
野においても同様のことが言えます。
　営業、配送、経理、総務など、あり
とあらゆる分野で仕事のやり方をマ
ニュアル化することは可能です。
　むしろ、マニュアル化ができないと
いうことは、仕事を人に任せられな
い、管理することができない、管理職
を育成することができないということ
にもなります。

仕事が利益を生むために

　特に営業と製造は会社の利益を生む
核心です。
　営業には、情報の収集、見込客や既
存客との面談の確保、ニーズの聞き取
りなどのプロセスがあります。さら
に、そのプロセスごとに準備すべき書
類があるはずです。
　また、製造現場においても生産管理
や仕事の差配の手順があり、倉庫の棚
卸、発注などにもすべて手順があるは
ずです。
　それらを、個々の社員の能力だけに
依存していれば、会社は組織ではなく
て個人商店の集まりと化してしまい、
会社としての利益や資金確保という目
標の達成を阻害します。
　マニュアルに沿った仕事ができるよ
うになれば、それがどれだけの利益や
資金確保に貢献できるかということ
を、金額ベースで検証できるようにも
なります。
　製品やサービスの納期を優先するた
めには、利益や資金確保は度外視とい
うのでは話になりません。
　そして、仕事である以上、技の習得
に10年もかけてはいられないので
す。3ヵ月で一定のレベルを目指す。
それがマニュアル化です。
　冒頭の出勤経路どおりに出勤すれ
ば、ジャスト1時間で会社に着くとこ
ろを、1時間10分かかると、10分の
ロスタイムになります。10分でも、
年間220日分になると、恐ろしいコス
トになるのです。

中小企業経営の
ツボ

Q

労務管理の
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雇用保険手続き時の

マイナンバー（個人番号）の

提出について

マニュアルが
利益を生む

　先日、退職者の手続きをするためにハローワークに資格喪失届と離職票

を郵送したところ、マイナンバーの記載がないという理由で、書類が返戻され

てきました。退職者からは、離職票を早く欲しいと言われているので困ってい

ます。

　手続きの方法が変わったのでしょうか？
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　2016年１月１日から雇用保険の手続き、入社手続きでの資
格取得届や退職時の資格喪失届では、マイナンバーの記載が
必要となっています。これまでは、マイナンバーの記載がない場
合であっても、ハローワークでは処理していましたが、本年５月
１日より取り扱いが変わり、マイナンバーの記載がない場合に
は返戻し再提出を求めることになりました。

　以下の手続きをする際には、書類にマイナンバー記入欄が
ありますので、マイナンバーを記載しなければなりません。

①雇用保険被保険者資格取得届
入社した時や、週20時間以上勤務で雇用保険の加入条件を
満たす働き方をするようになった時などに手続きします。
②雇用保険被保険者資格喪失届
退職した時、役員に就任した時、死亡した時などに手続きします。
③高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
　（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書
60歳定年後再雇用され、給与が定年前と比較して75％未満
に低下するなどの要件を満たした場合に手続きをすると給付
を受けることができる制度です。
④育児休業給付受給資格確認票・
　（初回）育児休業給付金支給申請書
育児休業している間で給与を受けられない時などに、手続きを
すると給付が受けられる制度です。
⑤介護休業給付支給申請書
介護休業している間で、給与を受けられない時などに、手続き
をすると給付が受けられる制度です。

　上記の③から⑤までの手続きは、要件を満たす事案が発生
した場合に手続きをすることになりますが、①および②の入社、
退社の手続きは多くの会社が該当します。
　特に留意しておくことは、退職時のマイナンバーの記入を忘
れないようにしておくことです。
　マイナンバー導入前に入社している方の資格喪失届には、マイ

手続き書類にマイナンバー記入欄がある場合

手続き書類にマイナンバー記入欄がない場合

「個人番号登録・変更届」による届出

ナンバーの記入欄がありません。この場合には、別の書類として
「個人番号登録・変更届」を添付して手続きすることになります。
　マイナンバーを記入した書類は、提供方法に留意する必要
があります。送付する場合には、書留など送付履歴を追うこと
のできる方法により手続きしましょう。
　また、従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合に
は、事業主には法令上の義務があることなどをまず、従業員に
理解してもらうことが必要ですが、それでも提出していただけ
ない場合には、書類の欄外に「本人事由によりマイナンバー届
出不可」と記載して手続きをします。

　以下の手続きに該当するケースはあまり多くないと思われま
すが、書類にマイナンバー記入欄がないので、マイナンバーが
未届出の場合には、「個人番号登録・変更届」を添付して手続
きすることになります。

①雇用継続交流採用終了届
民間企業から国の機関に採用される「交流採用」が終了する場
合の届出です。
②雇用保険被保険者転勤届
人事異動で転勤があった場合の届出です。
③高年齢雇用継続給付支給申請書
左記③「高年齢雇用継続給付支給申請書」の２回目以降の申
請書です。
④育児休業給付金支給申請書
左記④「育児休業給付金支給申請書」の２回目以降の申請書
です。

　今、勤務している従業員のマイナンバー未提出分について
は、退職などの事案が発生しなくても事前に「個人番号登録・
変更届」で届出することができます。
　お時間のある時にまとめて手続きをしておくと、手続きが発
生した時に処理がスムーズに進みますのでお勧めいたします。

大塚経営労務管理事務所
大塚 昌子

三尾会計事務所
代表　三尾 隆志
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　人事制度の設計においては、事業のあるべき姿や組織運用との連動性に加え、従業員の意
欲・成長に基づき、“将来が見える仕組み（キャリアや役職・賃金水準）”としてオープンにされる
ことが重要です。
　具体的には、会社が求める役割・仕事の遂行基準を定めた資格等級制度、これに基づく評価・
目標管理制度、その結果による人材開発（教育・訓練）制度、処遇としての賃金制度のそれぞれ
が有機的に組合わされることで“常に進化し続ける組織・人材”の実現が理想とされています。
　今回は人材育成強化を軸とした人事制度を導入した事例を紹介します。

人材育成
最前線！
企業が収益・生産性向上を図るための重要なポイントの1つは、

人材の確保・活用・戦力化の仕組みづくりです。特に全体の仕組みとして、

人材スキルの把握、配置、活用、評価・教育、処遇が好循環して、組織力の

強化につながることが重要であり、企業の実態に基づく設計と運用が必要です。（図１参照）

育成強化を狙いとした設計と運用
～人事システムの全体最適化～ 図1 あるべき人事システムの全体像

図2 成長シート（求められる役割・行動の基準書・評価表抜粋）

[ 中小企業人材確保・育成総合支援事業 ]

お問い合わせ　企業人材支援課　人材支援係
TEL：03-3251-7904
FAX：03-3251-7909
E-mail：sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/
shien/jinzai/index.html

　株式会社ライトウェアは、創業時より「経営理念、社是、行動
指針等」を定め、理念経営を重視した運用をしてきました。さら
に各職場で具体的な実践につなげるツール（道具）として「成
長シート」（図２参照）を作成していました。
　しかし、現状では、それらが完全には浸透していませんでし
た。経営者は当公社人材ナビゲータの支援のもと、理念実践活
動の背景にある人事制度を全面的に見直すことにしました。改
定にあたっては、事業環境や多様な価値観への対応はもとよ
り、人材育成強化を軸に検討を開始しました。

　新人事制度では、以下の機能を重視しました。
①資格等級制度…６段階とし、今後上位３等級についてはマ
　ネジメント職（複数の部下を統率）と、専門職（専門スキルに
　基づく組織貢献）等の複線型を検討・試行。
②賃金制度…生計費重視から評価に基づく組織貢献度重視

　に切替え。
　月額給与は安定性を維持しつつも、組織への貢献度につい
　て、賞与で格差のメリハリを図ることができる仕組み。（賃金
　体系における年齢、勤続、家族等の属人要素の廃止）
③評価・目標管理制度…公正処遇に加え、育成機能を強化す
　る観点から、成長シート（担当職務の役割遂行度）と、目標管
　理（仕事の質の向上、納期改善、コスト削減、顧客満足、部下
　指導・自己啓発等の取組状況・結果検証）の２種類で構成。
　そのほか、経営者、従業員双方の相互確認やモチベーション
　向上に配慮し半期ごとの面談を実施。

　新人事制度の導入にあたっては、まずはじめに従業員に対し
て仕組みと運用の説明を行いました。人事制度の運用は、設計と
同レベルで重要であるためです。従業員の理解度、各現場での実
践度をより高めるため、試行し、適合性の検証を行った上で、部
分的に改定を加え、翌年より正式導入することになりました。

改定の背景

改定機能の明確化と設計内容

検証状況（効果）と今後の課題

　また、［評価者としての評価者スキルの習得］や［期初におけ
る目標管理シートの記入］について、目標管理研修、評価者研
修を順次実施するものとしました。

　目標管理研修後、個人の役割（責任）認識や問題意識と仕
事の改善・改良への実践意識は高まっています。これをベース
に、経営理念である「お客様の夢をICT（情報通信技術）を使っ
て実現する」に加え、
社是である
①“継続は力なり”
②“日々新たなり”
③“損得よりも善悪”
④“スピード＆イノベーション”
については、朝礼、会議、面談の機会を通じて、実践するよう働
きかけています。
　一方で職場が分散していることから、研修等への参加に、ば
らつきが発生し、今後は対象・状況に応じたきめの細かい対応

新人事制度の試行、研修の実施
（運用のポイント）

による周知徹底が課題と考えます。
 当公社の人材ナビゲータは経営者・従業員と三位一体となっ
てよりよい人事制度の構築のため、今後も支援を継続していき
ます。

成長要素

重
要
業
務
遂
行

成長基準
1 2 3 4 5

【進捗管理】 定められた
手順・方法に未達

定められた
手順・方法で実行

定められた
手順・方法に
改良を加え実行

定められた
手順・方法に
改善を試行、
組織・会社の
標準化に寄与

■重要業務の判定スキル
■顧客との定期的な接触、
　齟齬摺合わせ
　◆顧客とのコミュニケーション
■時間管理
■PJ管理ツールの利用

実践・実行に至らず

OJT

全社戦略

月額給与 格付け

賃金制度 資格制度

個別課題 個別職務遂行

事業部方針

目標管理制度 人材開発制度 評価制度

賃金水準 資格等級

目標管理
シート

全社人材
育成体系

役割・
職務遂行基準

評価基準
（評価表）

評価結果のフィードバック

昇給・賞与 昇格・昇進 面接

自己啓発

・コース区分
・等級数

株式会社 ライトウェア
代表取締役　平野線治 氏　　
業　種：システム開発、プロダクト・サービス、
　　　　システム・エンジニアリング・サービス
創　立：1990年　　　　　
資本金：4800万円　　　　　
従業員：30名
所在地：〒171-0021 
　　　　東京都豊島区西池袋2-39-6
　　　　池袋ツルミビル5Ｆ　
TEL：03-5396-1433　FAX：03-5396-1434
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　人事制度の設計においては、事業のあるべき姿や組織運用との連動性に加え、従業員の意
欲・成長に基づき、“将来が見える仕組み（キャリアや役職・賃金水準）”としてオープンにされる
ことが重要です。
　具体的には、会社が求める役割・仕事の遂行基準を定めた資格等級制度、これに基づく評価・
目標管理制度、その結果による人材開発（教育・訓練）制度、処遇としての賃金制度のそれぞれ
が有機的に組合わされることで“常に進化し続ける組織・人材”の実現が理想とされています。
　今回は人材育成強化を軸とした人事制度を導入した事例を紹介します。

人材育成
最前線！
企業が収益・生産性向上を図るための重要なポイントの1つは、

人材の確保・活用・戦力化の仕組みづくりです。特に全体の仕組みとして、

人材スキルの把握、配置、活用、評価・教育、処遇が好循環して、組織力の

強化につながることが重要であり、企業の実態に基づく設計と運用が必要です。（図１参照）

育成強化を狙いとした設計と運用
～人事システムの全体最適化～ 図1 あるべき人事システムの全体像

図2 成長シート（求められる役割・行動の基準書・評価表抜粋）

[ 中小企業人材確保・育成総合支援事業 ]

お問い合わせ　企業人材支援課　人材支援係
TEL：03-3251-7904
FAX：03-3251-7909
E-mail：sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/
shien/jinzai/index.html

　株式会社ライトウェアは、創業時より「経営理念、社是、行動
指針等」を定め、理念経営を重視した運用をしてきました。さら
に各職場で具体的な実践につなげるツール（道具）として「成
長シート」（図２参照）を作成していました。
　しかし、現状では、それらが完全には浸透していませんでし
た。経営者は当公社人材ナビゲータの支援のもと、理念実践活
動の背景にある人事制度を全面的に見直すことにしました。改
定にあたっては、事業環境や多様な価値観への対応はもとよ
り、人材育成強化を軸に検討を開始しました。

　新人事制度では、以下の機能を重視しました。
①資格等級制度…６段階とし、今後上位３等級についてはマ
　ネジメント職（複数の部下を統率）と、専門職（専門スキルに
　基づく組織貢献）等の複線型を検討・試行。
②賃金制度…生計費重視から評価に基づく組織貢献度重視

　に切替え。
　月額給与は安定性を維持しつつも、組織への貢献度につい
　て、賞与で格差のメリハリを図ることができる仕組み。（賃金
　体系における年齢、勤続、家族等の属人要素の廃止）
③評価・目標管理制度…公正処遇に加え、育成機能を強化す
　る観点から、成長シート（担当職務の役割遂行度）と、目標管
　理（仕事の質の向上、納期改善、コスト削減、顧客満足、部下
　指導・自己啓発等の取組状況・結果検証）の２種類で構成。
　そのほか、経営者、従業員双方の相互確認やモチベーション
　向上に配慮し半期ごとの面談を実施。

　新人事制度の導入にあたっては、まずはじめに従業員に対し
て仕組みと運用の説明を行いました。人事制度の運用は、設計と
同レベルで重要であるためです。従業員の理解度、各現場での実
践度をより高めるため、試行し、適合性の検証を行った上で、部
分的に改定を加え、翌年より正式導入することになりました。

改定の背景

改定機能の明確化と設計内容

検証状況（効果）と今後の課題

　また、［評価者としての評価者スキルの習得］や［期初におけ
る目標管理シートの記入］について、目標管理研修、評価者研
修を順次実施するものとしました。

　目標管理研修後、個人の役割（責任）認識や問題意識と仕
事の改善・改良への実践意識は高まっています。これをベース
に、経営理念である「お客様の夢をICT（情報通信技術）を使っ
て実現する」に加え、
社是である
①“継続は力なり”
②“日々新たなり”
③“損得よりも善悪”
④“スピード＆イノベーション”
については、朝礼、会議、面談の機会を通じて、実践するよう働
きかけています。
　一方で職場が分散していることから、研修等への参加に、ば
らつきが発生し、今後は対象・状況に応じたきめの細かい対応

新人事制度の試行、研修の実施
（運用のポイント）

による周知徹底が課題と考えます。
 当公社の人材ナビゲータは経営者・従業員と三位一体となっ
てよりよい人事制度の構築のため、今後も支援を継続していき
ます。

成長要素

重
要
業
務
遂
行

成長基準
1 2 3 4 5

【進捗管理】 定められた
手順・方法に未達

定められた
手順・方法で実行

定められた
手順・方法に
改良を加え実行

定められた
手順・方法に
改善を試行、
組織・会社の
標準化に寄与

■重要業務の判定スキル
■顧客との定期的な接触、
　齟齬摺合わせ
　◆顧客とのコミュニケーション
■時間管理
■PJ管理ツールの利用

実践・実行に至らず

OJT

全社戦略

月額給与 格付け

賃金制度 資格制度

個別課題 個別職務遂行

事業部方針

目標管理制度 人材開発制度 評価制度

賃金水準 資格等級

目標管理
シート

全社人材
育成体系

役割・
職務遂行基準

評価基準
（評価表）

評価結果のフィードバック

昇給・賞与 昇格・昇進 面接

自己啓発

・コース区分
・等級数
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所在地：〒171-0021 
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①豊富な原材料、戦略的ロケーション、食品分野の優れた研
究能力と人的資源を有する
②経済は成長しており、またビジネス環境も改善を続けている
③研究開発を支援する豊富なサービス、各種税制の優遇措
置、スマートビザなどの政策が充実している

FoodInnopolisでは、研究開発だけでなく商品開発の支援も
可能です。海外に研究拠点を設ける計画がある企業の皆様は、
タイ国を選択肢の一つに加えてはいかがでしょうか。

あなたが思い描く創業アイデアを実現可能なビジネスにするた
め、創業支援に熟練したプランコンサルタントが担任制でビジ
ネスプランの作成をサポートいたします。

創業したいと考えている方から創業まもない方を対象に、創業に必要な知識を
学べるセミナーを多数開催する他、創業支援に熟練したコンサルタントの支援
を受けながらビジネスモデルの構築・ビジネスプランの作成を進めるプランコン
サルティング、創業に必要な手続きに関する専門相談、金融機関の現役職員に
よる融資相談等、創業準備状況に応じたさまざまなサービスを実施しています。
当月号より4回にわたり、当ステーションが実施するサービスをご紹介いたします。
今月は、当ステーションの看板メニュー「プランコンサルティング」のご紹介です。

今回は、当ステーションで昨年秋に事業計画書を作成し、今年2月に江東区でパン屋
を開業された保要信勝さんに創業のきっかけやプランコンサルティングの感想を伺い
ました。

創業の夢、実現をお手伝いします。

原 賢治
プランコンサルタント
毎週木曜日担当

TOKYO創業ステーション（創業ワンストップサポートフロア）は、
（公財）東京都中小企業振興公社が運営する創業支援をトータルで行う拠点です。

プランコンサルティングとは？

プランコンサルタントの紹介

TOKYO創業ステーション創業ワンストップサポートフロア

プランコンサルティング　～創業アイデアを実現可能なビジネスに～

創業しようと思った時、何もかも１人
でやろうとするのは大変です。
１人でやっていると、頭の中が堂々巡
りになって、不安だけが大きくなって
いくものなのです。
悩んでいないで、まずは相談にいらし
てください。口に出して話すだけで、

不安や悩みも整理できるものです。
私たちは創業に向けての皆様の伴走
者です。時にはペースメーカー、時に
はメンターとして、創業者の方の背中
を押す存在でいたいと思っています。
1人で悩まずに、一緒に創業に向けて
頑張っていきましょう！

利用者の紹介

　イタリア・ミラノで、路地裏の小さなパン屋さんに偶然立ち寄った際、食べたパンがすご
く美味しかったんです。また、売り方も日本のようなセルフスタイルではなく、店主と対面
式でコミュニケーションを大切にしていました。もともとパンが好きだったこともあり、「こ
のパン屋のようなお店がやりたい！」と、パン職人を目指しました。

創業のきっかけは、イタリア・ミラノのパン屋さん
サッカー選手のマネージャーから一転パン職人に

　夕方でもパンを焼きます。近くに保育園がありお子さんを迎えにきたお母さんたちや、仕
事帰りの会社員には、喜んでいただいています。中には、売り切れないか心配で駅から
走ってきてくれるOLさんもいるんです。対面式だからこそ、お客さんの反応がよくわかる
し、すぐに改善ができる。この手応えがモチベーションになっています。

夕方でも焼き立てを提供！
素材・製法までこだわり抜いたパンに、ファンが定着

　オープン前のプロモーションは、お店のインスタグラムで告知しただけでした。その代わ
り心理作戦を行ったんです。オープン２週間前にも関わらず、あえて看板を隠すことで、近
所の方からの注目度を高めました。オープン当日は、悪天候にも関わらず店の前には行列
ができるほどの盛況でした。

集客は工夫次第！ 口コミが最強の広告！

　想定以上のお客さんに来ていただき、現状、夫婦ふたりでは人手が足りていません。閑
散期である夏場の状況を見て、従業員を雇うべきか慎重に判断していきたいと思います。
　今後の展望は、やはり世界中の人に私のパンを食べてもらいたいですね！ 東京オリンピッ
ク2020の会場の多くがここ江東区にありますし、民泊利用者が多く見込まれるので、ぜ
ひこのチャンスを活かしたいです！

今の課題は人手不足。展望は、オリンピックに向け外国人観光客にも来てもらうこと

ご利用の流れ

ご来所いただき、「利用者登録シート」をご記入い
ただきます。登録完了後、相談予約のＩＤを発行
し、予約システムの操作方法などをお伝えいたしま
す。

利用登録

さまざまな得意分野、専門分野のコンサルタント
21名より担任を選んでいただきます。選定はスタッ
フもお手伝いさせていただきます。

担任選定

事業計画書の完成後、「事業計画策定支援終了
証」をお渡しさせていただきます。事業計画書完成
後も事業化に向けて継続してご利用いただけます。

事業計画書
策定終了

ご希望する相談日の前日までに、インターネット上
の予約システムよりご予約いただきます。相談予約

相談は、個別ブースで行いま
す。相談は何度ご利用いただ
いても無料です。また、税理
士、司法書士等による専門
相談、金融機関との融資相
談もご利用いただけます。

創業には、行動力、精神
力、さまざまな方とのご
縁が必要です。私にとっ
てこの根底は「サッ
カー」にあります。いつ
の間にか、コックコート
の下に、毎日サッカーの
ユニフォームを着るよう
になりました。

相談開始

お店で一番人気のクロワッサン

保要 信勝 さん

Boulangerie 
MAISON NOBU
（ブーランジェリー・メゾンノブ）

所 在 地
営 業 時 間
ア ク セ ス
創 業 年 月
事 業 概 要

東京都江東区森下3-14-1
毎週水～日曜日　9:00～18：00
都営新宿線「菊川駅」徒歩8分　　　　　
2018年2月
パン・菓子製造販売

Favorite Items
～「サッカーユニフォーム」～

プランコンサルティングを利用して感じたこと

　担当のコンサルタントから、毎週改善点を指摘してもら
い、修正していくというリズムで、数字面や伝わりやすい文言
を教えてもらい事業計画書をつくりました。この計画書を
持って金融機関に融資を相談したところ、希望する全額の
融資を受けることができました。また、見込み顧客を調査す
るようコンサルタントよりアドバイスを受け、店舗近辺の駅に
1日中張り付き、駅利用者の動線を追う等、徹底的にリサー
チを行いました。約1年かけて作った事業計画書は、本当に
いいものになりました。

少し先に創業した先輩より創業予定者のみなさまへ

　私は「夢」を「目標」に置き換えました。
　「目標」は、自らの意思と努力次第で達成できるからです。
創業まもない小さなお店ですが、計画を立て、着実にやれ
ば、「目標」を達成できると実感しています。
　ご自身の意思を事業計画書として整理し、事業の道標と
して活用されることを、オススメいたします。

　周囲への感謝と尊敬する心はいつまでも大切に！

創業に向けて必要なステップを記載した
「創業羅針盤」をもとに、創業準備を進め
ていきます。クリアされたステップにはスタ
ンプが押され、ご自身の準備状況を把握
でき、やるべきことが明確になります。

特
徴
2

それぞれ得意分野が異なる専門を持つプ
ランコンサルタント21名が在籍しており、
プランコンサルタント間で連携を取りなが
ら、全力でサポートいたします。

特
徴
1

女性プランコンサルタントが常駐する女性
相談ブースを完備。子育て中の方は1Ｆ
Startup Hub Tokyoの一時保育サービス
をご利用いただくこともできます。（事前予
約制）

特
徴
3

平日

水曜 夜間

第2、第4土曜日

10：00～17：00（受付は16：00まで）

17：00～20：00（受付は19：00まで）

10：00～16：00（受付は15：00まで）

営業
時間

〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1　明治安田生命ビル低層棟2階
プランコンサルティングのお問い合わせは
創業相談係　TEL：03-5220-1141
http://www.tokyo-kosha.or.jp/station/

アク
セス

1974年生まれ。神奈川県出身。
プロサッカー選手のマネージャーを経て、
神奈川県内のベーカリーカフェに入社。
渡米し、数店のパン屋の再建と立ち上げに
着手。
2007年カリフォルニアレーズンパンレシピ
コンテスト「審査員特別賞」受賞
2018年2月「Boulangerie　MAISON　
NOBU」を開店
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①豊富な原材料、戦略的ロケーション、食品分野の優れた研
究能力と人的資源を有する
②経済は成長しており、またビジネス環境も改善を続けている
③研究開発を支援する豊富なサービス、各種税制の優遇措
置、スマートビザなどの政策が充実している

FoodInnopolisでは、研究開発だけでなく商品開発の支援も
可能です。海外に研究拠点を設ける計画がある企業の皆様は、
タイ国を選択肢の一つに加えてはいかがでしょうか。

あなたが思い描く創業アイデアを実現可能なビジネスにするた
め、創業支援に熟練したプランコンサルタントが担任制でビジ
ネスプランの作成をサポートいたします。

創業したいと考えている方から創業まもない方を対象に、創業に必要な知識を
学べるセミナーを多数開催する他、創業支援に熟練したコンサルタントの支援
を受けながらビジネスモデルの構築・ビジネスプランの作成を進めるプランコン
サルティング、創業に必要な手続きに関する専門相談、金融機関の現役職員に
よる融資相談等、創業準備状況に応じたさまざまなサービスを実施しています。
当月号より4回にわたり、当ステーションが実施するサービスをご紹介いたします。
今月は、当ステーションの看板メニュー「プランコンサルティング」のご紹介です。

今回は、当ステーションで昨年秋に事業計画書を作成し、今年2月に江東区でパン屋
を開業された保要信勝さんに創業のきっかけやプランコンサルティングの感想を伺い
ました。

創業の夢、実現をお手伝いします。

原 賢治
プランコンサルタント
毎週木曜日担当

TOKYO創業ステーション（創業ワンストップサポートフロア）は、
（公財）東京都中小企業振興公社が運営する創業支援をトータルで行う拠点です。

プランコンサルティングとは？

プランコンサルタントの紹介

TOKYO創業ステーション創業ワンストップサポートフロア

プランコンサルティング　～創業アイデアを実現可能なビジネスに～

創業しようと思った時、何もかも１人
でやろうとするのは大変です。
１人でやっていると、頭の中が堂々巡
りになって、不安だけが大きくなって
いくものなのです。
悩んでいないで、まずは相談にいらし
てください。口に出して話すだけで、

不安や悩みも整理できるものです。
私たちは創業に向けての皆様の伴走
者です。時にはペースメーカー、時に
はメンターとして、創業者の方の背中
を押す存在でいたいと思っています。
1人で悩まずに、一緒に創業に向けて
頑張っていきましょう！

利用者の紹介

　イタリア・ミラノで、路地裏の小さなパン屋さんに偶然立ち寄った際、食べたパンがすご
く美味しかったんです。また、売り方も日本のようなセルフスタイルではなく、店主と対面
式でコミュニケーションを大切にしていました。もともとパンが好きだったこともあり、「こ
のパン屋のようなお店がやりたい！」と、パン職人を目指しました。

創業のきっかけは、イタリア・ミラノのパン屋さん
サッカー選手のマネージャーから一転パン職人に

　夕方でもパンを焼きます。近くに保育園がありお子さんを迎えにきたお母さんたちや、仕
事帰りの会社員には、喜んでいただいています。中には、売り切れないか心配で駅から
走ってきてくれるOLさんもいるんです。対面式だからこそ、お客さんの反応がよくわかる
し、すぐに改善ができる。この手応えがモチベーションになっています。

夕方でも焼き立てを提供！
素材・製法までこだわり抜いたパンに、ファンが定着

　オープン前のプロモーションは、お店のインスタグラムで告知しただけでした。その代わ
り心理作戦を行ったんです。オープン２週間前にも関わらず、あえて看板を隠すことで、近
所の方からの注目度を高めました。オープン当日は、悪天候にも関わらず店の前には行列
ができるほどの盛況でした。

集客は工夫次第！ 口コミが最強の広告！

　想定以上のお客さんに来ていただき、現状、夫婦ふたりでは人手が足りていません。閑
散期である夏場の状況を見て、従業員を雇うべきか慎重に判断していきたいと思います。
　今後の展望は、やはり世界中の人に私のパンを食べてもらいたいですね！ 東京オリンピッ
ク2020の会場の多くがここ江東区にありますし、民泊利用者が多く見込まれるので、ぜ
ひこのチャンスを活かしたいです！

今の課題は人手不足。展望は、オリンピックに向け外国人観光客にも来てもらうこと

ご利用の流れ

ご来所いただき、「利用者登録シート」をご記入い
ただきます。登録完了後、相談予約のＩＤを発行
し、予約システムの操作方法などをお伝えいたしま
す。

利用登録

さまざまな得意分野、専門分野のコンサルタント
21名より担任を選んでいただきます。選定はスタッ
フもお手伝いさせていただきます。

担任選定

事業計画書の完成後、「事業計画策定支援終了
証」をお渡しさせていただきます。事業計画書完成
後も事業化に向けて継続してご利用いただけます。

事業計画書
策定終了

ご希望する相談日の前日までに、インターネット上
の予約システムよりご予約いただきます。相談予約

相談は、個別ブースで行いま
す。相談は何度ご利用いただ
いても無料です。また、税理
士、司法書士等による専門
相談、金融機関との融資相
談もご利用いただけます。

創業には、行動力、精神
力、さまざまな方とのご
縁が必要です。私にとっ
てこの根底は「サッ
カー」にあります。いつ
の間にか、コックコート
の下に、毎日サッカーの
ユニフォームを着るよう
になりました。

相談開始

お店で一番人気のクロワッサン

保要 信勝 さん

Boulangerie 
MAISON NOBU
（ブーランジェリー・メゾンノブ）

所 在 地
営 業 時 間
ア ク セ ス
創 業 年 月
事 業 概 要

東京都江東区森下3-14-1
毎週水～日曜日　9:00～18：00
都営新宿線「菊川駅」徒歩8分　　　　　
2018年2月
パン・菓子製造販売

Favorite Items
～「サッカーユニフォーム」～

プランコンサルティングを利用して感じたこと

　担当のコンサルタントから、毎週改善点を指摘してもら
い、修正していくというリズムで、数字面や伝わりやすい文言
を教えてもらい事業計画書をつくりました。この計画書を
持って金融機関に融資を相談したところ、希望する全額の
融資を受けることができました。また、見込み顧客を調査す
るようコンサルタントよりアドバイスを受け、店舗近辺の駅に
1日中張り付き、駅利用者の動線を追う等、徹底的にリサー
チを行いました。約1年かけて作った事業計画書は、本当に
いいものになりました。

少し先に創業した先輩より創業予定者のみなさまへ

　私は「夢」を「目標」に置き換えました。
　「目標」は、自らの意思と努力次第で達成できるからです。
創業まもない小さなお店ですが、計画を立て、着実にやれ
ば、「目標」を達成できると実感しています。
　ご自身の意思を事業計画書として整理し、事業の道標と
して活用されることを、オススメいたします。

　周囲への感謝と尊敬する心はいつまでも大切に！

創業に向けて必要なステップを記載した
「創業羅針盤」をもとに、創業準備を進め
ていきます。クリアされたステップにはスタ
ンプが押され、ご自身の準備状況を把握
でき、やるべきことが明確になります。

特
徴
2

それぞれ得意分野が異なる専門を持つプ
ランコンサルタント21名が在籍しており、
プランコンサルタント間で連携を取りなが
ら、全力でサポートいたします。

特
徴
1

女性プランコンサルタントが常駐する女性
相談ブースを完備。子育て中の方は1Ｆ
Startup Hub Tokyoの一時保育サービス
をご利用いただくこともできます。（事前予
約制）

特
徴
3

平日

水曜 夜間

第2、第4土曜日

10：00～17：00（受付は16：00まで）

17：00～20：00（受付は19：00まで）

10：00～16：00（受付は15：00まで）

営業
時間

〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1　明治安田生命ビル低層棟2階
プランコンサルティングのお問い合わせは
創業相談係　TEL：03-5220-1141
http://www.tokyo-kosha.or.jp/station/

アク
セス

1974年生まれ。神奈川県出身。
プロサッカー選手のマネージャーを経て、
神奈川県内のベーカリーカフェに入社。
渡米し、数店のパン屋の再建と立ち上げに
着手。
2007年カリフォルニアレーズンパンレシピ
コンテスト「審査員特別賞」受賞
2018年2月「Boulangerie　MAISON　
NOBU」を開店
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Information
助成事業
「製品改良・規格等適合化支援事業」「TOKYOイチオシ応援事業」の
説明会を開催します

都内中小サービス事業者向けの専門家派遣および経費助成による支援を開始します
「サービス産業におけるデータ利活用促進支援事業」

2018年度観光経営力強化事業　第1回募集中！
観光経営力強化を図る取組みに対して、
補助金・アドバイザー支援を行います

都内中小企業者等を対象とした以下2つの助成事業の説明会を開
催いたします。
説明会は事前予約制です。
事業の詳細、説明会への参加申込み等は公社WEBサイトよりご確
認ください。

顧客データ等の利活用により、顧客生涯価値の最大化、新規顧客の
開拓、サービス改善等に取組む中小サービス事業者を対象に、ＩＴ
ツールの導入やデータ収集・分析、課題解決に向けた対応策の実
行等を支援します。

観光関連事業者の経営力向上を図り、東京の観光産業
の活性化につなげることを目的として、ICT化・設備導入
による生産性向上や観光分野における新サービス・商
品の開発等を支援する事業を実施いたします。

お問い合わせ　＜申請・審査に関すること＞
                           東京都 産業労働局 観光部 受入環境課　

TEL：03-5320-4674

                           ＜支援内容に関すること＞
                           （公財）東京観光財団 地域振興部
                           観光インフラ整備課　

TEL：03-5579-8463

第19回「異業種フォーラム2018 inあだち」開催！
「他企業と情報交換・タイアップがしたい」と考えているアナタ！ 毎年
多くの参加者が集い連携しビジネスにつながっている異業種フォー
ラムを今年も開催します。

日 時
会 場

参 加 費

８月２５日（土）　12：30～17：30
シアター1010ギャラリー
（北千住駅西口　マルイ11階）
無料

お問い合わせ　足立区役所　産業経済部産業振興課　ものづくり振興係
TEL：03-3880-5869　FAX：03-3880-5605
https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/
igyousyu2.html

お問い合わせ　産業ときめきフェア実行委員会事務局
　　　　　　   （江戸川区 生活振興部産業振興課内）

TEL：03-5662-0525　FAX：03-5662-0812
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/tokimeki/

支 援 対 象 者

支 援 予 定 件 数
募 集 期 間
支 援 内 容

支 援 期 間

主たる事業がサービス産業に属する都内中小
企業者等
※支援対象者は審査により決定します。
20社
７月13日（金）～８月10日（金）
・ワークショップの実施
・専門家による現地診断および助言
 （最大10回まで）
・データ収集・分析支援ツール等導入助成
 （助成限度額100万円、助成率1/2以内）
2018年10月１日から１年間

開 催 日 時
会 場

７月13日（金）　14：00～17：00
AP秋葉原、5階会議室ABC

＜事業内容＞
◆データ利活用促進セミナー

◆顧客データ等利活用モデル創出事業
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お問い合わせ　経営戦略課　データ利活用促進 支援事業担当
TEL：03-5822-7232
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/servicekaizen/
model.html

お問い合わせ　助成課
TEL：03-3251-7895
E-Mail：josei@tokyo-kosha.or.jp

製品改良・規格等適合化支援事業
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kairyo.html

TOKYOイチオシ応援事業
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/ichioshi.html

支 援 対 象 者

支 援 対 象 事 業

支　援　内　容

都内の中小企業者で観光関連事業を営む者（予定も含
む）
新たに実施する、ICT化・設備導入による生産性向上
の取組み、新サービス・商品開発や集客・販路開拓に
よる消費拡大など、観光関連事業の経営力強化を目
的とした取組み
     [具体例]
・宿泊施設にサービスロボットを導入することにより、生産
性の向上、ブランド力向上による集客拡大を図る
・地元の大学と共同で、地域資源を活用した特産品を開発
し、旅行者向けの販売拡大を図る

（１）経費の補助
補助対象経費の２分の１以内。１事業者あたり
1,500万円を限度（下限100万円）
[補助対象経費]①機械設備導入費、②ICT化経費、
③専門家指導費、④新サービス・商品開発費、
⑤集客・販路開拓費
※⑤は④の新サービス・商品開発がある場合のみ対象

（２）アドバイザーによる支援
事業計画のブラッシュアップや事業計画
の実行支援を実施

支 援 予 定 件 数
申請書提出の予約期間

予 約 の 方 法

申請書提出方法

U R L

5件程度（年間10件程度を予定）
2018年９月7日（金）まで[土・日・祝日を除く]
※第2回募集の予約期間は2018年10月以
　降を予定しています。
必要事項をご記入の上、上記予約期間内に、
東京都産業労働局 観光部受入環境課
S0290603＠section.metro.tokyo.jpに
メールを送信ください。
上記予約後の連絡で指定された日時・会場に
て申請書を受付けます。
詳細は下記URLの募集要項をご覧ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/
tourism/kakusyu/management/

募 集 人 数
申 込 方 法

申 込 期 限

150名（先着順）
足立区WEBサイトの申込フォームから。
あるいはチラシ裏面の参加申込書をFAX
（03-3880-5605）してください。
8月1日（水） まで

第20回「産業ときめきフェア in EDOGAWA」出展企業募集！
製造業を中心とした企業が一堂に会し、展示・実演等を通じて優れ
た製品や技術力を紹介する「産業ときめきフェア」を今年も開催しま
す。ご出展いただき、新たな販路拡大や同業種との情報交換にご活
用ください。

日 時

出 展 料

11月16日（金）　10：00～17：00
11月17日（土）　10：00～16：00
1ブース（2m×2m） 　15,000円～

会 　 場

募 集 数
申 込 方 法

申 込 期 限

タワーホール船堀　
1階展示ホール・2階イベントホールほか
（江戸川区船堀4-1-1）
130社（先着順）
WEBサイトから、あるいはお電話でお申込み
ください。
7月31日（火）まで

事業名

1 製品改良・規格等適合化支援事業

2 ＴＯＫＹＯイチオシ応援事業

概要

国内外の新たな販路開拓を目指す都内中小企業者に対し、自社製品の改
良や規格適合・認証取得（ＩＳＯ・ＩＥＣ・ＣＥマーキング等）に要する経費
の一部を助成します。

日時

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

120名

100名

100名

120名

70名

７月19日（木）　13:30～16：00

７月20日（金）　13:30～16：00

７月23日（月）　13:30～16：00

７月24日（火）　13:30～16：00

７月26日（木）　13:30～16：00

秋葉原庁舎　３階　第１会議室(千代田区神田佐久間町1-9)

多摩支社　２階　大会議室（昭島市東町3-6-1）

中小企業会館　９階　講堂(中央区銀座2-10-18）

秋葉原庁舎　３階　第１会議室(千代田区神田佐久間町1-9）

城南支社　２階　東京都研修室（大田区南蒲田1-20-20）

会場（住所） 定員

都内中小企業等が行う「地域資源」（地域の産物・技術・観光資源等）を活
用した新製品・新サービスの開発・改良に対し、経費の一部を助成します。
また、地域応援アドバイザーによるハンズオン支援を行います。

東京都　公社　助成金

http://www.tokyo-kosha.or.jp/
support/josei/index.html
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お問い合わせ　経営戦略課　データ利活用促進 支援事業担当
TEL：03-5822-7232
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/servicekaizen/
model.html

お問い合わせ　助成課
TEL：03-3251-7895
E-Mail：josei@tokyo-kosha.or.jp

製品改良・規格等適合化支援事業
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kairyo.html

TOKYOイチオシ応援事業
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/ichioshi.html

支 援 対 象 者

支 援 対 象 事 業

支　援　内　容

都内の中小企業者で観光関連事業を営む者（予定も含
む）
新たに実施する、ICT化・設備導入による生産性向上
の取組み、新サービス・商品開発や集客・販路開拓に
よる消費拡大など、観光関連事業の経営力強化を目
的とした取組み
     [具体例]
・宿泊施設にサービスロボットを導入することにより、生産
性の向上、ブランド力向上による集客拡大を図る
・地元の大学と共同で、地域資源を活用した特産品を開発
し、旅行者向けの販売拡大を図る

（１）経費の補助
補助対象経費の２分の１以内。１事業者あたり
1,500万円を限度（下限100万円）
[補助対象経費]①機械設備導入費、②ICT化経費、
③専門家指導費、④新サービス・商品開発費、
⑤集客・販路開拓費
※⑤は④の新サービス・商品開発がある場合のみ対象

（２）アドバイザーによる支援
事業計画のブラッシュアップや事業計画
の実行支援を実施

支 援 予 定 件 数
申請書提出の予約期間

予 約 の 方 法

申請書提出方法

U R L

5件程度（年間10件程度を予定）
2018年９月7日（金）まで[土・日・祝日を除く]
※第2回募集の予約期間は2018年10月以
　降を予定しています。
必要事項をご記入の上、上記予約期間内に、
東京都産業労働局 観光部受入環境課
S0290603＠section.metro.tokyo.jpに
メールを送信ください。
上記予約後の連絡で指定された日時・会場に
て申請書を受付けます。
詳細は下記URLの募集要項をご覧ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/
tourism/kakusyu/management/

募 集 人 数
申 込 方 法

申 込 期 限

150名（先着順）
足立区WEBサイトの申込フォームから。
あるいはチラシ裏面の参加申込書をFAX
（03-3880-5605）してください。
8月1日（水） まで

第20回「産業ときめきフェア in EDOGAWA」出展企業募集！
製造業を中心とした企業が一堂に会し、展示・実演等を通じて優れ
た製品や技術力を紹介する「産業ときめきフェア」を今年も開催しま
す。ご出展いただき、新たな販路拡大や同業種との情報交換にご活
用ください。

日 時

出 展 料

11月16日（金）　10：00～17：00
11月17日（土）　10：00～16：00
1ブース（2m×2m） 　15,000円～

会 　 場

募 集 数
申 込 方 法

申 込 期 限

タワーホール船堀　
1階展示ホール・2階イベントホールほか
（江戸川区船堀4-1-1）
130社（先着順）
WEBサイトから、あるいはお電話でお申込み
ください。
7月31日（火）まで

事業名

1 製品改良・規格等適合化支援事業

2 ＴＯＫＹＯイチオシ応援事業

概要

国内外の新たな販路開拓を目指す都内中小企業者に対し、自社製品の改
良や規格適合・認証取得（ＩＳＯ・ＩＥＣ・ＣＥマーキング等）に要する経費
の一部を助成します。

日時

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

120名

100名

100名

120名

70名

７月19日（木）　13:30～16：00

７月20日（金）　13:30～16：00

７月23日（月）　13:30～16：00

７月24日（火）　13:30～16：00

７月26日（木）　13:30～16：00

秋葉原庁舎　３階　第１会議室(千代田区神田佐久間町1-9)

多摩支社　２階　大会議室（昭島市東町3-6-1）

中小企業会館　９階　講堂(中央区銀座2-10-18）

秋葉原庁舎　３階　第１会議室(千代田区神田佐久間町1-9）

城南支社　２階　東京都研修室（大田区南蒲田1-20-20）

会場（住所） 定員

都内中小企業等が行う「地域資源」（地域の産物・技術・観光資源等）を活
用した新製品・新サービスの開発・改良に対し、経費の一部を助成します。
また、地域応援アドバイザーによるハンズオン支援を行います。

東京都　公社　助成金

http://www.tokyo-kosha.or.jp/
support/josei/index.html



　月　　　   日にち　 セミナータイトル 担当部署時間 会場

ピックアップセミナー

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/event/

本コーナーは「社長の○○」と題して、企業経営を行う上で大切にしている言葉やおススメの図書・映画などをご紹介いただきます。

社長の

一冊

公社主催のセミナーをお届けします ！
詳細・最新情報はホームページをご覧ください。

　月　　　   日にち　 セミナータイトル
担当
部署時間 会場 費用

登録企業情報コーナー 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。
お問い合わせは各窓口まで。

無料

無料

15,000円

無料

無料

無料

無料

無料

8,000円

8,000円

8,000円

8,000円

15,000円

8,000円

14：00～16：40

14：00～17：00

10：00～16：00

13：00～17：00

14：00～17：00

13：30～15：30

7月23日（月）

7月23日（月）

７月25日（水）

７月27日（金）

7月30日（月）

８月17日（金）

８月24日（金）

９月  3日（月）

９月  5日（水）

９月  6日（木）

９月 ７日（金）

９月13日（木）

13：30～17：45

13：30～16：30

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

７月25日（水）
  ～26日（木）
＜２日間＞

第1回　働く人の心の健康づくり
［セルフケア～新入社員向け］

三鷹産業プラザ　
701 会議室

第１回
新サービス創出事業普及・啓発セミナー
～サービス視点で進化系企業へ～

エステック情報ビル
21階 A会議室
（新宿区）

企業
人材

企業
人材

企業
人材

アメリカ特許セミナー 秋葉原庁舎
３階 第1会議室

ISO45001規格要求事項解説講座

業務革新のための生産管理研修［入門］

知
財

知
財

平成30年　貿易実務者養成講習会（第４回）　
「基礎から学ぶ輸入実務」 （初級） 台東区民会館 国

際

模倣品対策の基本と税関での
輸入差止申立手続き

第２回　人材実務セミナー（全２回シリーズ）
「社員が納得する人事制度設計の実務」
※ハンドブックセミナー同時開催

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

第２回　人材実務セミナー（全２回シリーズ）
「最低限おさえておきたい労務知識」

機械・電気保全のポイントと技能伝承研修
［基礎］

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

第2回　東京都デザイン導入支援セミナー
バイヤーに「買いたい！」と思わせる
商品のつくり方、売り方

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第2会議室

ISO9001：2015規格要求事項解説講座

ISO14001：2015内部監査員養成講座

法務研修［基礎］

秋葉原庁舎
１階 大会議室

秋葉原庁舎
１階 大会議室

秋葉原庁舎
３階 第4会議室

秋葉原庁舎
３階 第4会議室

経営
戦略

8月10日（金）

城南支社　第２回　産業セミナー
「学習する組織による経営戦略と推進！」
自社のビジョンを軸とした「人材」の戦略的な
育て方
～BSC（バランス・スコアカード）を活用した
人材育成～

14：00～16：30 無料

東京都城南地域
中小企業振興センター
（大田区産業プラザPiO）
2階 東京都研修室

城
南

9月11日（火）
～12日（水）

9
月

＊公社の研修は中小企業向けのため、講師と同業・コンサルタントの方はご遠慮ください
東京都知的財産総合センター知

財 国際事業課国
際

企業人材支援課企業
人材 城南支社城

南

経営戦略課経営
戦略

株式会社松崎人形　代表取締役　松崎光正

『職人衆昔ばなし』　斎藤隆介著  文春文庫

受注情報
整理
番号

経験
年数

希望
地域

主要設備　他受注番号
所在地区

希望する仕事又は自社PR 問い合わせ窓口資本金
作業員数

1 40年 関東
No.00045333
品川区

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

300万円
3人

センターレス研磨専業。φ
1.5～φ25まで対応可。短
納期・高精度で納品でき
ます。

センターレス研磨装置（通過用・２台、停
止用・２台）
シャフト、ピン、パイプ等
１個から量産まで受けられます。

2 30年

東京
都内
及び
近郊

No.00045334
大田区

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

300万円
3人

ＮＣ旋盤による高精度加
工が得意、ロット100個以
上を希望。

ＮＣ旋盤、加工寸法はφ20～φ200、材
料は鉄・非鉄に対応

　この本は私がまだ30代の頃、ちょうど今の仕事を生

業とする決心がついた頃に出会った本で、以後、「おも

しろいから読んでみたら」と、人に勧めたり贈ったりして

きた、私にとっての大切な一冊です。

　大学4年の夏に父が亡くなって、否応なく家業の人

形製造の道に入らざるを得なかったこともあり、私は仕

事にあまり興味を持てずにおりました。

　父からは仕事のことを何も受け継ぐことができず、父

が残してくれた人形の頭の木彫りの原型が唯一の先生

でした。美大で彫刻を学んだこともあり何とか少しずつ

頭ができるようになり、仕事のおもしろさがわかって来

た頃、この本と出会ったように思います。

　初版は1967年なので、私が手にしたのは文庫に

なってからの重版です。明治から大正、昭和を生き抜い

た職人たちの、仕事に対する心意気が生き生きとした

気持良い文体で書かれており、ワクワクして読んだこと

を今でもよく覚えています。

　今の世ではとても通用しない前時代的な丁稚奉公や

徒弟制の話ですが、誤解を恐れずに言うならば明治期

の27人の職人衆の話一つひとつに仕事に対峙する本

来の姿を感じることができました。

　古き良き時代の話ではありますが、この本には、人間

が本来持っている、物をつくり出す歓びや楽しみ、苦し

みながらつくり出してゆく過程、道具に対する熱い気持

ち、そして、つくり出された多くのすぐれた作品（品々）な

ど、これからも忘れてはいけないとても大切な気持ち、

心意気が面々と綴られてい

ます。

　今を生きる我々が後世に、

前人たちの歩みも含めて、ど

のように伝えてゆくことがで

きるかが、私たちの果たす責

任であると感じている今日こ

の頃です。

かしら

7
月

8
月

東京中小公社　セミナー
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　月　　　   日にち　 セミナータイトル 担当部署時間 会場

ピックアップセミナー

http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/event/

本コーナーは「社長の○○」と題して、企業経営を行う上で大切にしている言葉やおススメの図書・映画などをご紹介いただきます。

社長の

一冊

公社主催のセミナーをお届けします ！
詳細・最新情報はホームページをご覧ください。

　月　　　   日にち　 セミナータイトル
担当
部署時間 会場 費用

登録企業情報コーナー 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。
お問い合わせは各窓口まで。

無料

無料

15,000円

無料

無料

無料

無料

無料

8,000円

8,000円

8,000円

8,000円

15,000円

8,000円

14：00～16：40

14：00～17：00

10：00～16：00

13：00～17：00

14：00～17：00

13：30～15：30

7月23日（月）

7月23日（月）

７月25日（水）

７月27日（金）

7月30日（月）

８月17日（金）

８月24日（金）

９月  3日（月）

９月  5日（水）

９月  6日（木）

９月 ７日（金）

９月13日（木）

13：30～17：45

13：30～16：30

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

10：00～17：00

７月25日（水）
  ～26日（木）
＜２日間＞

第1回　働く人の心の健康づくり
［セルフケア～新入社員向け］

三鷹産業プラザ　
701 会議室

第１回
新サービス創出事業普及・啓発セミナー
～サービス視点で進化系企業へ～

エステック情報ビル
21階 A会議室
（新宿区）

企業
人材

企業
人材

企業
人材

アメリカ特許セミナー 秋葉原庁舎
３階 第1会議室

ISO45001規格要求事項解説講座

業務革新のための生産管理研修［入門］

知
財

知
財

平成30年　貿易実務者養成講習会（第４回）　
「基礎から学ぶ輸入実務」 （初級） 台東区民会館 国

際

模倣品対策の基本と税関での
輸入差止申立手続き

第２回　人材実務セミナー（全２回シリーズ）
「社員が納得する人事制度設計の実務」
※ハンドブックセミナー同時開催

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

企業
人材

第２回　人材実務セミナー（全２回シリーズ）
「最低限おさえておきたい労務知識」

機械・電気保全のポイントと技能伝承研修
［基礎］

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

第2回　東京都デザイン導入支援セミナー
バイヤーに「買いたい！」と思わせる
商品のつくり方、売り方

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第1会議室

秋葉原庁舎
３階 第2会議室

ISO9001：2015規格要求事項解説講座

ISO14001：2015内部監査員養成講座

法務研修［基礎］

秋葉原庁舎
１階 大会議室

秋葉原庁舎
１階 大会議室

秋葉原庁舎
３階 第4会議室

秋葉原庁舎
３階 第4会議室

経営
戦略

8月10日（金）

城南支社　第２回　産業セミナー
「学習する組織による経営戦略と推進！」
自社のビジョンを軸とした「人材」の戦略的な
育て方
～BSC（バランス・スコアカード）を活用した
人材育成～

14：00～16：30 無料

東京都城南地域
中小企業振興センター
（大田区産業プラザPiO）
2階 東京都研修室

城
南
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～12日（水）

9
月

＊公社の研修は中小企業向けのため、講師と同業・コンサルタントの方はご遠慮ください
東京都知的財産総合センター知

財 国際事業課国
際

企業人材支援課企業
人材 城南支社城

南

経営戦略課経営
戦略
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1 40年 関東
No.00045333
品川区

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

300万円
3人

センターレス研磨専業。φ
1.5～φ25まで対応可。短
納期・高精度で納品でき
ます。

センターレス研磨装置（通過用・２台、停
止用・２台）
シャフト、ピン、パイプ等
１個から量産まで受けられます。

2 30年

東京
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及び
近郊

No.00045334
大田区

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

300万円
3人

ＮＣ旋盤による高精度加
工が得意、ロット100個以
上を希望。

ＮＣ旋盤、加工寸法はφ20～φ200、材
料は鉄・非鉄に対応

　この本は私がまだ30代の頃、ちょうど今の仕事を生

業とする決心がついた頃に出会った本で、以後、「おも

しろいから読んでみたら」と、人に勧めたり贈ったりして

きた、私にとっての大切な一冊です。

　大学4年の夏に父が亡くなって、否応なく家業の人

形製造の道に入らざるを得なかったこともあり、私は仕

事にあまり興味を持てずにおりました。

　父からは仕事のことを何も受け継ぐことができず、父

が残してくれた人形の頭の木彫りの原型が唯一の先生

でした。美大で彫刻を学んだこともあり何とか少しずつ

頭ができるようになり、仕事のおもしろさがわかって来

た頃、この本と出会ったように思います。

　初版は1967年なので、私が手にしたのは文庫に

なってからの重版です。明治から大正、昭和を生き抜い

た職人たちの、仕事に対する心意気が生き生きとした

気持良い文体で書かれており、ワクワクして読んだこと

を今でもよく覚えています。

　今の世ではとても通用しない前時代的な丁稚奉公や

徒弟制の話ですが、誤解を恐れずに言うならば明治期

の27人の職人衆の話一つひとつに仕事に対峙する本

来の姿を感じることができました。

　古き良き時代の話ではありますが、この本には、人間

が本来持っている、物をつくり出す歓びや楽しみ、苦し

みながらつくり出してゆく過程、道具に対する熱い気持

ち、そして、つくり出された多くのすぐれた作品（品々）な

ど、これからも忘れてはいけないとても大切な気持ち、

心意気が面々と綴られてい

ます。

　今を生きる我々が後世に、

前人たちの歩みも含めて、ど

のように伝えてゆくことがで

きるかが、私たちの果たす責

任であると感じている今日こ

の頃です。

かしら

7
月

8
月

東京中小公社　セミナー
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　樹脂加工というのは、コモディティ化（品質ではもはや差別
化できない段階に達して、価格面によってのみ比較される現
象）が著しいジャンルだと、私自身、早合点していました。
　実はそんなことはないと実感できたのが、アクリルで作られ
た、このコースターなんです。1枚864円と安くはない。いや、正
直高い。でも、当初見通しの5倍も売れていると聞きました。
　どうして？　手に取ればわかります。アルミの箔を熱圧着し
ているのですが、透け感が絶妙にいい。箔を使ってあしらってい
るのは、「朝顔」「わたげ」など、和の絵柄12種類。
　開発段階では「コースターなど、売れるのか」と訝しがる声が
挙がり、発売直後には「これ、アクリルなんでしょ」と揶揄する向
きもあったそう。でも、ヒットしています。
　ブランドの名は「toumei」といいます。担当者はこう語ってい
ました。「アクリルって、そもそも高級な素材なんですよ」。

　アート的なアプローチには、天然素材よりもむしろアクリル
のほうが向いている、とも……。そうか、素材をちゃんと生かせ
ば、奥行きをも感じさせる、こんな逸品ができるのですね。
　コモディティ化と戦うためにギフト用途に照準を定めたこと、
また、イメージが膨らむ商品なことも勝因か。コースターであり
ながら、可憐な上生菓子をそのまま乗せても映えそうですから。

TOKYO逸品
くらフェスから
始まる物語

商品ジャーナリスト・北村 森

アクリルを、舐めてかかってはいけない

toumei 箔coaster
販売価格864円（税込）
季節を感じる和の模様を
手押し器で密着させている。
株式会社益基樹脂
http://toumei.asia/

植物油インキを使用しています。
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