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平成29年の年頭にあたり、謹んでお慶びを申し上げます。平素より、当公社の事業
運営にご理解、ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。
公益財団法人東京都中小企業振興公社は、平成28年7月で創立50周年を迎え
ました。昭和41年に下請取引の適正化等を目指して「財団法人東京都下請企業振
興協会」として設立されてから、この50年の間に、創業から新製品・新技術の創出、
事業承継・再生まで、あらゆるステージに対応する中小企業の総合的な支援機関と
して、事業の充実・拡大に努めてまいりました。
海外販路開拓支援としては、公社初となる海外事務所をタイ王国の首都バンコク
に設置し、ASEAN全域を視野に入れた現地情報の提供、優れた製品や技術のＰＲなどを行っておりま
す。昨年11月にはASEAN最大級の工業製品の展示会「METALEXタイ」に公社として参加し、主催
者と連携して、海外バイヤー等と出展企業15社と、1500件以上の商談を実施いたしました。
また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催とそれ以降を見据え、東京都や各支援機
関と連携して、官民の入札・調達情報を集約した情報ポータルサイト「ビジネスチャンス・ナビ２０２０」を構
築いたしました。本ポータルは、東京２０２０組織委員会の調達情報専用サイトに決定したことに加えて、
東京信用保証協会が、ナビ登録企業を対象とした融資制度を創設しました。ポータルサイトへの登録を
一層促進し、中小企業の受注機会の拡大に繋げてまいります。
その他にも、成長産業分野への参入支援として医療機器産業の分野では、東京都が設置した「東京
都医工連携ＨＵＢ機構」と公社が連携し、昨年11月に日本橋に開設した「東京都医工連携イノベーション
センター」を拠点に、ものづくり中小企業と臨床機関・医療機器メーカー等との連携を進めております。
さらに、都内開業率の向上を目指し、今年1月には、総合的な創業支援拠点を丸の内に開設いたしま
す。新たな拠点では、創業相談体制を充実強化するほか、女性に配慮したキッズスペース、セミナー室や
交流スペースを設けるなど、東京都とともに新たな創業支援モデルを提供してまいります。
このような取組を通じて、都内の中小企業が持続的発展をつづけ、地域経済の発展に一層寄与して
いただくため、公社職員一同、さらに現場力を磨き、次の50年に向けた一歩を皆様とともに着実に踏み出
してまいります。
最後になりますが、皆様の益々のご発展を心より祈念いたしまして、年頭の挨拶とさせていただきます。

理事長　井澤 勇治

あけましておめでとうございます
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株式会社デジタリーフ

“キラリ企業”の現場から
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124回は、Webシステム開発を行うＩＴベンチャー、株式会社デジタリーフ（江戸川区）をご紹介します。
同社には、「医療機器産業参入支援事業」のほか、各種助成金制度などをご利用いただいています。

企業
情報

ＩＴベンチャー企業と大企業の文化を
融合した多国籍カンパニー

和気あいあいとした社内では、常に複数案件が
同時進行中。

４Ｋカメラと画像解析技術を融合し、土砂災害を自動的に検知。
遠隔地にいる管理者等にリアルタイムで通知するシステムを開発中。

（注１）　連携イノベーション促進プログラム助成事業……
東京都が策定する「課題マップ」に沿って、都内中小企業と他企業・大学・
公設試験研究機関等が連携して行う技術開発・製品開発プロジェクトに対
して、その開発に係る経費の一部を助成するもの。（平成27年度より次世
代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業へと改変）
（注2）　ALS（筋萎縮性側索硬化症）……
身体を動かすための神経系が変性し、重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をき
たす病気で、運動ニューロン病の一種。
（注3）　医療機器産業参入支援事業……
ものづくり中小企業が医療機器産業へ参入するにあたり、都が委託する
医工連携HUB機構を通じて医療機器メーカー及び臨床機関、研究機関と
の連携を促進し、都内中小企業による製品開発等を支援。

代表者 ／ 寺島　健一
資本金 ／ 2,000万円　　従業員 ／ 10名
所在地 ／ 東京都江戸川区東葛西6-4-10　第6瀬長ビル2Ｆ
TEL ／ 03-3680-0480　FAX ／ 03-3680-9940
URL ／ http://www.digitaleaf.com寺島　健一 氏

代表取締役社長
株式会社デジタリーフ

的に評価いただける点で非常にありがたい、と寺島社長。
公社との付き合いはそこからスタートし、これまで知的財
産権に関する相談や商談会への出展等、多岐に渡って
いる。

新しいコミュニケーションスタイルの提供と異業種参入

現在、自社製品開発で取り組んでいる介護支援シス
テム「リカナス」は、公社の連携イノベーション促進プログ
ラム助成事業（注１）を活用して開発した製品である。視
線追跡機能を応用し、スマートフォンとタブレットを用いる
ことで、視線移動だけでコミュニケーションが取れるため、
ALS（注２）等の患者や高齢者にとってはコミュニケー
ションによる安心感と安らぎの提供を、介護者や家族に
とってはコミュニケーションの増大と負担の軽減に繋が
る。また、同製品の販売にあたっては、医療機器参入支
援事業（注３）（以下同事業）を利用。これまでは製薬会
社等の下請け業務がメインで、医療業界のエンドユー
ザーとの接点が無かった同社に対し、円滑に異業種への
参入が行えるよう、専門コーディネータによる支援を実
施。販売経路を有する企業とのマッチングが成立した。ま
た、同事業では、円滑に医療機器業界への参入が果た
せるよう、薬機法の解説や、実際に医療機器業界へ参
入した企業の体験談を聴くイベントのほか、病院の先生
が医療の現場で困っていることをニーズとして発表する
イベントも開催している。「現場のニーズを聞くことがで
き、大手企業や製販企業との出会いも支援してくれる
マッチングイベントは非常に貴重な場です。」と、適宜同
事業を活用、イベント等にも積極的に参加し、すでに次の
開発に向けた準備がスタートしている。

今後に向けた取り組み

受託開発によるシステム開発を続けていき、技術を蓄
積していく一方、次 と々新しい製品開発に向けた取り組
みがスタートしている。その内の一つが土砂災害検知シ
ステムである。平成26年、長野県と岐阜県の県境に位
置する御嶽山が噴火。日本における戦後最悪の火山災
害と言われた状況を見て、何か救う手立ては無かっただ
ろうか、という思いから、同製品の開発に着手した。
デジタリーフのビジョンは不変で、「新しいこと、革新的
なことに取り組むこと」「楽しい仕事をすること、仕事を楽
しくすること」「世界を相手にすること」という３つの価値
を具現化することである。
寺島社長は「IT技術はあくまで手段の一つであり、そ

れらの技術を上手く活用していくことで、人 に々付加価値
のあるサービスを提供していくことが我々の使命である」
と言う。社長を筆頭に、多種多様な人材が集まる同社の
今後の開発取り組みが非常に楽しみである。

（取引振興課　藤村和範）

ワールドワイドなＩＴベンチャー企業

株式会社デジタリーフ（以下同社）は技術力、企画力、
海外展開対応力を強みとするＩＴベンチャー企業で、創
業以来、常に採算を意識した経営により、１４期連続黒字
経営を達成している。同社代表の寺島社長は、大学卒
業後、日本電信電話株式会社（現 株式会社ＮＴＴ）のＩ
Ｔ部門にて数々の大規模プロジェクトを担当。その後、兼
ねて希望していた海外勤務を実現するため、米国ＩＴベ
ンチャー企業へと移り、米国企業のアジア進出を支援す
るためのシステム開発に取り組んだ。
国内大手企業と米国ＩＴベンチャー企業の２社を経験

した当時を振り返り、寺島社長は「企業文化の違いには
非常に戸惑ったが、この経験こそが、後に設立した同社
の基盤になっている」という。同社は平成１４年に創業。
業務システムの受託開発をメインに展開する。①日本の
家族的経営スタイル ②多国籍かつ多様な人材の採用 
③ＩＴベンチャーの文化の３つを融合させたハイブリッド
型多国籍カンパニーであり、社内では日本語・中国語・ベ
トナム語・英語が飛び交う中で、日々 システム開発が行わ
れている。

受託開発にこだわった品質管理ノウハウ

一口にシステム開発といっても、顧客の要求レベルや
Ｗｅｂシステムの内容等、開発環境によって標準環境や
開発ルールは異なる。そのため、高い技術を施したエン
ジニア側からだけの視点による開発ではいけない。同社
では、「各プロジェクトレベルで顧客視点に立ち、現実の
様々な制約条件の中から、これが最適と思われる開発ポ

リシーの取捨選択と柔軟な運用を図っていく」ことを基本
方針としている。そして、この基本方針を支えているの
が、会社設立時より社長がこだわり続けてきた“受託開
発”である。
エンジニアの派遣による開発ではなく、受託での開発

にこだわってきた理由として、寺島社長は、「各エンジニ
アが定期的にレビューを行うことができ、直近のＷｅｂシ
ステム開発を通じて獲得したノウハウを、社員全員が新
たに取り入れる運用体制を取ることが可能になる」とい
う。また、近年の労働者派遣法の改正に伴い、派遣期間
の制限が設けられたことで、システム開発業界の置かれ
る環境は大きく変化すると社長は予測している。それは
同社がこれまで取り組んできた受託開発により地道に蓄
積してきた品質管理ノウハウを活かすことが出来るチャ
ンスになっていくのでは、と経営環境の変化を推測して
いる。

自社製品開発に向けた取り組み

同社の受託開発で中核を担う事業は、顧客企業のシ
ステム開発であるが、これらの業務は年度を通じて平均
的に発生するものではない。同社では、売上の平準化を
図るため、早い段階から自社製品開発に取り組んでき
た。しかし、そこで直面した問題が資金面である。中小企
業白書では、新事業展開に際して直面した課題として、
「自己資金が不足」「資金調達が困難」が上位にあげられ
ている。同社においても、アイデアはあるが資金面につい
てどう解決すれば良いか、という課題に直面し、情報収
集に努めた結果、辿りついたのが公社であった。公社の
助成金制度は企業規模、社歴に関わらず技術力を客観

視線により操作が可能なコミュニケーションシステムRICANUS-リカナス-
手や声を使わずに自分の意思を伝達することができる意思伝達装置。

【観測対象（山間部など）】 【観測ポイント】 【データセンター】

インターネット

4Kカメラ端末

ノートPC
（画像解析アプリケーション）

外付け
ディスク

クラウドサーバー
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ンチャー企業へと移り、米国企業のアジア進出を支援す
るためのシステム開発に取り組んだ。
国内大手企業と米国ＩＴベンチャー企業の２社を経験

した当時を振り返り、寺島社長は「企業文化の違いには
非常に戸惑ったが、この経験こそが、後に設立した同社
の基盤になっている」という。同社は平成１４年に創業。
業務システムの受託開発をメインに展開する。①日本の
家族的経営スタイル ②多国籍かつ多様な人材の採用 
③ＩＴベンチャーの文化の３つを融合させたハイブリッド
型多国籍カンパニーであり、社内では日本語・中国語・ベ
トナム語・英語が飛び交う中で、日々 システム開発が行わ
れている。

受託開発にこだわった品質管理ノウハウ

一口にシステム開発といっても、顧客の要求レベルや
Ｗｅｂシステムの内容等、開発環境によって標準環境や
開発ルールは異なる。そのため、高い技術を施したエン
ジニア側からだけの視点による開発ではいけない。同社
では、「各プロジェクトレベルで顧客視点に立ち、現実の
様々な制約条件の中から、これが最適と思われる開発ポ

リシーの取捨選択と柔軟な運用を図っていく」ことを基本
方針としている。そして、この基本方針を支えているの
が、会社設立時より社長がこだわり続けてきた“受託開
発”である。
エンジニアの派遣による開発ではなく、受託での開発

にこだわってきた理由として、寺島社長は、「各エンジニ
アが定期的にレビューを行うことができ、直近のＷｅｂシ
ステム開発を通じて獲得したノウハウを、社員全員が新
たに取り入れる運用体制を取ることが可能になる」とい
う。また、近年の労働者派遣法の改正に伴い、派遣期間
の制限が設けられたことで、システム開発業界の置かれ
る環境は大きく変化すると社長は予測している。それは
同社がこれまで取り組んできた受託開発により地道に蓄
積してきた品質管理ノウハウを活かすことが出来るチャ
ンスになっていくのでは、と経営環境の変化を推測して
いる。

自社製品開発に向けた取り組み

同社の受託開発で中核を担う事業は、顧客企業のシ
ステム開発であるが、これらの業務は年度を通じて平均
的に発生するものではない。同社では、売上の平準化を
図るため、早い段階から自社製品開発に取り組んでき
た。しかし、そこで直面した問題が資金面である。中小企
業白書では、新事業展開に際して直面した課題として、
「自己資金が不足」「資金調達が困難」が上位にあげられ
ている。同社においても、アイデアはあるが資金面につい
てどう解決すれば良いか、という課題に直面し、情報収
集に努めた結果、辿りついたのが公社であった。公社の
助成金制度は企業規模、社歴に関わらず技術力を客観

視線により操作が可能なコミュニケーションシステムRICANUS-リカナス-
手や声を使わずに自分の意思を伝達することができる意思伝達装置。

【観測対象（山間部など）】 【観測ポイント】 【データセンター】

インターネット

4Kカメラ端末

ノートPC
（画像解析アプリケーション）

外付け
ディスク

クラウドサーバー
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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

回 答
　　　　　 

１ マタハラとは

マタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略で、
法律上の定義はありません。一般的には、女性従業
員の妊娠、出産、育児等による職場での不利益な取
り扱いや嫌がらせのことを意味します。

２　経営者として気をつけること

　それでは、マタハラについて、会社の経営者とし
てどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
⑴　不利益取扱いの禁止
　ア　不利益取扱いとは
男女雇用機会均等法（以下、「均等法」といいます。）

や育児・介護休業法（以下、「育休法」といいます。）
において、事業主は、労働者の妊娠、出産や育児休
業の申し出などを理由として、当該労働者に不利益
な取扱いをしてはならないと定めています。
例えば、女性従業員が妊娠したことを理由として、

会社が解雇や減給することは、原則として不利益な
取扱いにあたります。
　イ　「理由として」の意味
均等法や育休法の定める不利益取扱いは、妊娠、出産

や育児休業などを理由として行われることが要件です。
もっとも、不利益取扱いが、妊娠、出産や育児休業

などを契機として行われた場合、原則として、これら
を理由として行われたものと解されます。　　
例えば、妊娠した女性従業員が軽易業務への転換を

請求した場合（労働基準法65条3項）、これを契機とし
て役職を更迭する措置は、女性従業員の制度利用を理
由として行われたと解され、特段の事情がない限り、違
法となります（最判平成26年10月23日（平成24(受)
第2231号））参照）。
　ウ　御社の経営者として、まず妊娠を報告した女
性従業員の体調を気づかいましょう。
そのうえで、産休や育休など妊娠、出産、育児に関す

る制度を説明し、母子保健法に基づく健康診査を受け
る時間を確保する（均等法12条）など、必要な措置を
講じます。
そして、これを契機として、女性従業員の解雇や減

給、降格などの不利益取扱いをしないよう注意しなけ
ればなりません。
⑵　ハラスメントの防止措置
　ア　平成29年1月1日から、事業主は、妊娠、出
産、育児休業等に関するハラスメントについて、必要
な防止措置を講じることが義務付けられました（均
等法11条の2、育休法25条）。

　

　先ほど述べた不利益取扱いは、事業主によるマタ
ハラですが、このハラスメント防止措置は、上司や同
僚によるマタハラを対象としている点に特徴があり
ます。
　事業主は、上司や同僚からの妊娠、出産、育児休
業等に関する言動により、労働者の就業環境を害す
ることがないよう防止措置を講じなければなりません。
　イ　ハラスメントの内容
マタハラの具体的内容は、制度利用への嫌がら

せと、妊娠、出産そのものへの嫌がらせに分類でき
ます。
制度利用への嫌がらせとは、例えば、深夜業務が

前提となる宿直業務について、妊婦である労働者が
深夜労働の制限を請求したところ（労働基準法66
条3項）、上司が請求を取り下げるよう促し、取り下
げないとやめてもらうことになると言うことなどが考
えられます。
また、妊娠、出産そのものへの嫌がらせは、例え

ば、妊婦の同僚が、「この忙しいのに妊婦は早く帰れ
ていいよな。」、「なんでこんな時期に妊娠するんだよ。」
などと繰り返し言うことなどが考えられます。
　ウ　講ずべき防止措置
　事業主が講じなければならない措置については、厚
生労働大臣の指針（平成28年厚生労働省告示312号、
平成21年厚生労働省告示第509号）が参考になり
ます。
　その指針によれば、①事業主の方針の明確化及びそ
の周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必
要な体制の整備、③職場におけるハラスメントへの事
後の迅速かつ適切な対応、④職場における妊娠・出産
等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解
消するための措置などが考えられます。

3　結び

　マタハラは、被害者が肉体的、精神的な被害を受
け、加害者は不法行為責任による損害賠償責任を負
うほか、会社も使用者責任や安全配慮義務違反によ
る損害賠償責任を負うおそれがあります。
　被害者、加害者ともに会社の従業員なので、マタ
ハラは、会社にとって、大きな損失となってしまいます。
　マタハラを引き起こす社会的背景や、均等法、育
休法等の制度の正しい理解を促進し、妊婦等の従業
員が制度を利用しやすくするとともに、他の従業員
の負担が過大にならないようにするなど、会社や社
会全体でマタハラの防止に向けた取り組みを行うこ
とが求められています。

マタニティ・ハラスメント

　当社の女性従業員から妊娠したと報告を受けました。「マタハラ」にならないために、経営者と
してどのようなことに気をつければよいでしょうか。

質 問

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

  

中小企業人材確保・育成総合支援事例

人材育成は計画的に、そして継続して行う
　株式会社ニチリョーは昭和19年に設立され、医療化学機器及び医療機器の製造販売を行っています。
主な顧客は製薬会社や大学の研究所ですが、ノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学iPS細胞研究
所所長の山中伸弥教授が使用する「ピペット」を製造している企業としても有名です。

  TEL ： 03-3832-3675  FAX ： 03-3832-3679 

【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

      

E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

　ここ数年の顕著な競争の激化、国内市場における少子高齢化の影響、文教費予算・科学研究費予算の縮小
と集中化傾向、海外市場における円高の影響等を受けながらも、広い市場においてのブランド浸透をいか

に進めていくかを課題と認識し、平成42年（2030年）までに会社規模を現在の
倍にすることを目標とした「VISION’30」を社内で立ち上げました。
　本来、その中心となるのは次世代を担う中間管理職のはずですが、彼らは個々
の専門的能力を保有しつつも、組織デザイン（開発）や部下指導等を含むマネジ
メント能力については、これまでの会社の教育不足もあり、まだまだ不十分と認
識されていました。そのため、中間管理職が企業理念を真に理解し、率先垂範し
て部門・所属員へと浸透させていくことが成功のポイントであるととらえ、「中間
管理職のマネジメント強化」を「VISION’30」達成のための目下の急務である
と、支援目標に設定しました。

１．人材育成について相談した背景・理由

　同社の相談内容は明確かつ具体的でしたので、対象者を選出し、スケジュールを確定して勉強会を定期
的に開催するまでとてもスムーズに進みました。過去のナビゲータ活動において、検討を重ねながらも実
施に至らない事案も何例かあった事を考えると、同社への支援は非常に円滑にスタートできたといえます。
課題は、忙しいライン長である彼らを大阪営業所のメンバーも含めて、毎月集める事でしたが、メンバーが
参加する会議に合わせて、毎月９０分を勉強会に充てる形で開催することになりました。
　開始前に彼らが認識している「マネジメントの現状」についての調査を書面にて行い、各々が自己認識し
ている「理想のマネジメント像と現状」「ギャップとその原因」について棚卸しをしました。このギャップから
課題を抽出し、具体的に解決する行動計画を作成、１ヵ月でＰＤＣＡサイクルを回すことが勉強会の内容とな
りました。この勉強会は毎月継続し、平成28年12月末には20回を数えました。

２．人材ナビゲータの具体的な支援内容

　管理職勉強会を継続開催しつつ、全社員を対象とする集合研修を
開催しました。公社のオーダーメイド研修事業を利用し、今期は日頃
あまり触れることのない「ものの見方、考え方」を深化、整理すること
をテーマに、「新価値創造の方法論」と題し、基礎編、応用編と２コー
スを終了しました。研修中の闊達なグループ討議や発表などに参加
者の限りない可能性を感じると同時に、管理職が勉強会の成果とも
言える「メンバーに寄り添い、考えを引き出すマネジメント手法」を
確実に身に付けてきたことを実感できたのは大きな収穫でした。こ
の研修の続編（上級編）は来期開催の予定です。
　人材育成は一朝一夕に成果が表れるものではありません。社員一
人ひとりの適性、将来の希望等を把握して育成計画を策定し、地道に
実行することこそが成功の秘訣であると考えます。

（人材ナビゲータ　上野陽一）

３．初の全社員研修開催と今後の方向

株式会社ニチリョー
代表取締役社長　伊東隆義
資本金：3,000万円　　従業員数：80名　　　　  URL：http://www.nichiryo.co.jp/
東京営業本部：東京都千代田区神田錦町1-10-1　サクラビル3階 TEL：03-6273-7651
越谷本社工場：埼玉県越谷市西方2760番地1    TEL：048-989-1301

伊東隆義 社長

勉強会の様子
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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

回 答
　　　　　 

１ マタハラとは

マタハラとは、マタニティ・ハラスメントの略で、
法律上の定義はありません。一般的には、女性従業
員の妊娠、出産、育児等による職場での不利益な取
り扱いや嫌がらせのことを意味します。

２　経営者として気をつけること

　それでは、マタハラについて、会社の経営者とし
てどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
⑴　不利益取扱いの禁止
　ア　不利益取扱いとは
男女雇用機会均等法（以下、「均等法」といいます。）

や育児・介護休業法（以下、「育休法」といいます。）
において、事業主は、労働者の妊娠、出産や育児休
業の申し出などを理由として、当該労働者に不利益
な取扱いをしてはならないと定めています。
例えば、女性従業員が妊娠したことを理由として、

会社が解雇や減給することは、原則として不利益な
取扱いにあたります。
　イ　「理由として」の意味
均等法や育休法の定める不利益取扱いは、妊娠、出産

や育児休業などを理由として行われることが要件です。
もっとも、不利益取扱いが、妊娠、出産や育児休業

などを契機として行われた場合、原則として、これら
を理由として行われたものと解されます。　　
例えば、妊娠した女性従業員が軽易業務への転換を

請求した場合（労働基準法65条3項）、これを契機とし
て役職を更迭する措置は、女性従業員の制度利用を理
由として行われたと解され、特段の事情がない限り、違
法となります（最判平成26年10月23日（平成24(受)
第2231号））参照）。
　ウ　御社の経営者として、まず妊娠を報告した女
性従業員の体調を気づかいましょう。
そのうえで、産休や育休など妊娠、出産、育児に関す

る制度を説明し、母子保健法に基づく健康診査を受け
る時間を確保する（均等法12条）など、必要な措置を
講じます。
そして、これを契機として、女性従業員の解雇や減

給、降格などの不利益取扱いをしないよう注意しなけ
ればなりません。
⑵　ハラスメントの防止措置
　ア　平成29年1月1日から、事業主は、妊娠、出
産、育児休業等に関するハラスメントについて、必要
な防止措置を講じることが義務付けられました（均
等法11条の2、育休法25条）。

　

　先ほど述べた不利益取扱いは、事業主によるマタ
ハラですが、このハラスメント防止措置は、上司や同
僚によるマタハラを対象としている点に特徴があり
ます。
　事業主は、上司や同僚からの妊娠、出産、育児休
業等に関する言動により、労働者の就業環境を害す
ることがないよう防止措置を講じなければなりません。
　イ　ハラスメントの内容
マタハラの具体的内容は、制度利用への嫌がら

せと、妊娠、出産そのものへの嫌がらせに分類でき
ます。
制度利用への嫌がらせとは、例えば、深夜業務が

前提となる宿直業務について、妊婦である労働者が
深夜労働の制限を請求したところ（労働基準法66
条3項）、上司が請求を取り下げるよう促し、取り下
げないとやめてもらうことになると言うことなどが考
えられます。
また、妊娠、出産そのものへの嫌がらせは、例え

ば、妊婦の同僚が、「この忙しいのに妊婦は早く帰れ
ていいよな。」、「なんでこんな時期に妊娠するんだよ。」
などと繰り返し言うことなどが考えられます。
　ウ　講ずべき防止措置
　事業主が講じなければならない措置については、厚
生労働大臣の指針（平成28年厚生労働省告示312号、
平成21年厚生労働省告示第509号）が参考になり
ます。
　その指針によれば、①事業主の方針の明確化及びそ
の周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必
要な体制の整備、③職場におけるハラスメントへの事
後の迅速かつ適切な対応、④職場における妊娠・出産
等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解
消するための措置などが考えられます。

3　結び

　マタハラは、被害者が肉体的、精神的な被害を受
け、加害者は不法行為責任による損害賠償責任を負
うほか、会社も使用者責任や安全配慮義務違反によ
る損害賠償責任を負うおそれがあります。
　被害者、加害者ともに会社の従業員なので、マタ
ハラは、会社にとって、大きな損失となってしまいます。
　マタハラを引き起こす社会的背景や、均等法、育
休法等の制度の正しい理解を促進し、妊婦等の従業
員が制度を利用しやすくするとともに、他の従業員
の負担が過大にならないようにするなど、会社や社
会全体でマタハラの防止に向けた取り組みを行うこ
とが求められています。

マタニティ・ハラスメント

　当社の女性従業員から妊娠したと報告を受けました。「マタハラ」にならないために、経営者と
してどのようなことに気をつければよいでしょうか。

質 問

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

  

中小企業人材確保・育成総合支援事例

人材育成は計画的に、そして継続して行う
　株式会社ニチリョーは昭和19年に設立され、医療化学機器及び医療機器の製造販売を行っています。
主な顧客は製薬会社や大学の研究所ですが、ノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学iPS細胞研究
所所長の山中伸弥教授が使用する「ピペット」を製造している企業としても有名です。

  TEL ： 03-3832-3675  FAX ： 03-3832-3679 

【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

      

E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

　ここ数年の顕著な競争の激化、国内市場における少子高齢化の影響、文教費予算・科学研究費予算の縮小
と集中化傾向、海外市場における円高の影響等を受けながらも、広い市場においてのブランド浸透をいか

に進めていくかを課題と認識し、平成42年（2030年）までに会社規模を現在の
倍にすることを目標とした「VISION’30」を社内で立ち上げました。
　本来、その中心となるのは次世代を担う中間管理職のはずですが、彼らは個々
の専門的能力を保有しつつも、組織デザイン（開発）や部下指導等を含むマネジ
メント能力については、これまでの会社の教育不足もあり、まだまだ不十分と認
識されていました。そのため、中間管理職が企業理念を真に理解し、率先垂範し
て部門・所属員へと浸透させていくことが成功のポイントであるととらえ、「中間
管理職のマネジメント強化」を「VISION’30」達成のための目下の急務である
と、支援目標に設定しました。

１．人材育成について相談した背景・理由

　同社の相談内容は明確かつ具体的でしたので、対象者を選出し、スケジュールを確定して勉強会を定期
的に開催するまでとてもスムーズに進みました。過去のナビゲータ活動において、検討を重ねながらも実
施に至らない事案も何例かあった事を考えると、同社への支援は非常に円滑にスタートできたといえます。
課題は、忙しいライン長である彼らを大阪営業所のメンバーも含めて、毎月集める事でしたが、メンバーが
参加する会議に合わせて、毎月９０分を勉強会に充てる形で開催することになりました。
　開始前に彼らが認識している「マネジメントの現状」についての調査を書面にて行い、各々が自己認識し
ている「理想のマネジメント像と現状」「ギャップとその原因」について棚卸しをしました。このギャップから
課題を抽出し、具体的に解決する行動計画を作成、１ヵ月でＰＤＣＡサイクルを回すことが勉強会の内容とな
りました。この勉強会は毎月継続し、平成28年12月末には20回を数えました。

２．人材ナビゲータの具体的な支援内容

　管理職勉強会を継続開催しつつ、全社員を対象とする集合研修を
開催しました。公社のオーダーメイド研修事業を利用し、今期は日頃
あまり触れることのない「ものの見方、考え方」を深化、整理すること
をテーマに、「新価値創造の方法論」と題し、基礎編、応用編と２コー
スを終了しました。研修中の闊達なグループ討議や発表などに参加
者の限りない可能性を感じると同時に、管理職が勉強会の成果とも
言える「メンバーに寄り添い、考えを引き出すマネジメント手法」を
確実に身に付けてきたことを実感できたのは大きな収穫でした。こ
の研修の続編（上級編）は来期開催の予定です。
　人材育成は一朝一夕に成果が表れるものではありません。社員一
人ひとりの適性、将来の希望等を把握して育成計画を策定し、地道に
実行することこそが成功の秘訣であると考えます。

（人材ナビゲータ　上野陽一）

３．初の全社員研修開催と今後の方向

株式会社ニチリョー
代表取締役社長　伊東隆義
資本金：3,000万円　　従業員数：80名　　　　  URL：http://www.nichiryo.co.jp/
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勉強会の様子
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海外展開
海外展開の形態に応じて講じるべき
知財の対応と留意事項

 

１．  海外展開

（１）海外展開の目的
海外展開の目的には、自社の事業拡大のために
国内市場での既存事業を海外で拡大する、国内と
は異なる新規事業を海外で展開する等があげられ
ます。
企業の海外展開には製品輸出、技術輸出、現地
での製造・販売等、展開するビジネスモデルに応じ
て具体的にはいろいろな方法が考えられます。ま
た、自社の単独事業、あるいは他社との共同事業と
して、ということもあるでしょう。 ライセンスのみの許
諾による進出も考えられます。 　
いずれにしても、事業規模、事業計画、事業展開
方法、事業成果等のそれぞれについて十分に検討
のうえ、海外展開の目的を明確にしておく必要があ
ります。
（2）海外展開する国、進出形態に合わせた備え
海外への展開方法としては、輸出する場合でも
自社で販売するのか、代理店を通じて販売するの
か、または現地で製造する場合でも子会社なのか、
合弁会社なのか、あるいは現地の会社にライセンス
して製造を委託するのか等、展開やパートナーの選
び方によっていろいろな形態が考えられます。 
これらの形態に基づき、国内・海外の商社利用に
よる輸出、販売、自社の現地法人設立による販売、
現地生産会社の設立、製造委託、技術供与等、具
体的体制や契約が必要となってきます。
また、これらを総合的に俯瞰しながら現地の事業
を推進するために最適の人材を現地に配置するこ
とが極めて重要になります。
（3）海外展開する国の選び方
国の選択は重要な問題です。狭い意味での進出

国の選択としては、自社製品を販売する国、技術供
与する国となります。また国内の取引先の進出国、
すでに取引のある海外取引先からの誘い、海外か
らの売り込み等による選択も考えられます。
その他競合企業の存在、市場の大きさ・成長性、
係争等発生時の権利行使のしやすさや政情不安
等による国としてのリスクも検討する必要があります。

２．  海外展開に応じた知的財産の対応

（1）海外での事業展開に必要な知的財産の出願と登録
海外での事業展開に応じて現地で製造・販売さ
れる自社製品の保護が不十分だと、侵害品・模倣
品が出回るリスクが生じます。逆に、知的財産の出
願をして権利をしっかりと確保しておけば、これらの
侵害品・模倣品を排除することができます。
（2）第三者の知的財産権の調査
事業展開国における第三者の知的財産権に対
する注意を怠ると、第三者の知的財産権を侵害し
て市場からの撤退を余儀なくされたり、米国など国
によっては巨額の損害賠償をしなければならなくな
るリスクが生じますので、しっかりと調査を行う必要

経営に活かそう！
知的財産

【問い合わせ先】　東京都知的財産総合センター

  TEL ： 03-3832-3655　

があります。その結果、問題が発生しそうな第三者
の知的財産権が見つかった場合には、研究開発や
製品の製造・販売の中止、研究開発の方向転換、
製品仕様・設計の変更等を検討して権利侵害とな
らないような措置を講じる必要があります。また、場
合によって権利者側にライセンスを申し入れて許諾
を得ることも考えられます。
その他に、企業秘密や技術が無断で外部に流出
するリスクもあります。

3．  海外における知的財産管理上の留意事項

（１）他社及び市場情報の収集 　
競合する他社を特定し、その企業の情報をホー
ムページ、業界新聞・ 雑誌、インターネット検索等に
より収集します。 市場については、業界新聞・雑誌、
インターネット等での調査や調査会社に企業や市
場の調査依頼をすることもあります。 　
（２）現地の知的財産に関する情報の収集 　
自社の知的財産を十分に活用するためには、

現地の知的財産に関する法制度、その適用、裁判
制度等の情報を正確に認識しておく必要がありま
す。 途上国、特にアセアン地域では法改正が頻繁
に行われ、国際条約への加盟意欲も強くなっていま
すが、タイ等の国では、審査の遅延により特許は出
願しても権利化するまで１０年以上かかることや、商
標の登録の可否の判断基準が日本と大きく異なる
国もありますので、随時これらの情報を入手して事
業展開に支障のないようにしておく必要がありま
す。 
（３）海外展開後の現地で生まれた発明の扱い
各国における法制度の中で、従業員就業規則、
発明・考案取扱規定等の発明奨励の仕組みを構
築し、知的財産を経営戦略の一つとして認識し、知
的財産を重要な資源・資産として位置付ける必要
があります。 特に現地で生まれた発明は現地で最
初に出願しなければならない米国や中国のような
国もありますので、要注意です。
（４）現地で紛争が起きた場合の対応
法律の内容は各国により大きな差はないものの、
行政手続きや司法判断等の運用部分では各国の
特異性が見受けられる場合が多いので、現地の弁
護士等の専門家の意見を確認しながら紛争処理に
当たることが好ましいです。また、アセアン等の途上
国では法制度の整備が日本や米国に比べて遅れ
ているため訴訟が起きても結果の予測が難しいの
で、慎重に対処する必要があります。
詳細については、知的財産総合センター編集の
「海外知的財産マニュアル」
（http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/man
ual/list.html）をご参照ください。

（知財戦略アドバイザー　村石起佐夫）

　企業が海外展開する際、製品を輸出するのか、現地で製造するのか、販売においては代理店を置くのか、
子会社を設立するのか等のビジネス形態により生じる知的財産のリスクにいかに備えるべきかをまとめました。
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  TEL ： 03-5822-7239　　https://www.sekai2020.tokyo/bcn/

【問い合わせ先】　中小企業世界発信プロジェクト事務局

海外展開
Step to Success

　本展示会は、欧州やアジア諸国などが国レベルで大きな
ブースを出展しており、公社は視認性を高めるために、出展
者の中では最大級のスペースを確保して特徴的な装飾を施
しました。ブース入口のモニターでは出展製品の動画も放映
し、来場者の注目を集めました。

大規模ブースでの出展

　出展企業の製品説明の動画は1分程度のコンパクトな内
容で制作し、ＡＳＥＡＮにおける有力なＰＲツールであるFace-
bookでの展開も行い、現地への浸透を図りました。

ＳＮＳによる集客活動

　本展示会の１か月程前に職員がタイに出張し、タイ企業へ
出展製品の事前ＰＲを行いました。また、東京の国際事業課
とタイ事務所をＴＶ会議システムでつなぎ、東京にいる出展
企業が、バンコクにいるバイヤー約30名に向けて製品を紹
介しました。
　展示会期間中には、主催者と連携して別途マッチング会も
実施し、出展15社がバイヤー50社以上と商談を行いました。

　こうした事前準備や動画・ＳＮＳを活用した集客活動に注力
した結果、１小間あたりの商談件数は従来の展示会の約２倍
になりました。今後は、成約につながるように、国際事業課グローバルナビゲータやタイ事務所の
マッチングアドバイザーを中心に、入念なフォローを行っていきます。

展示会のための入念な“仕込み”

ＴＨＥ  ＧＲＡＮＤ  ＭＥＴＡＬＥＸ  ２０１６　出展報告
ＡＳＥＡＮ   最大級のものづくり展示会

　公社国際事業課とタイ事務所では、都内の中小企業の海外販路開拓を後押しするため、11月
23日から26日の４日間、タイ王国バンコク郊外で開催されたASEAN最大級のものづくり展示会
「THE GRAND METALEX 2016」に、都内中小企業15社と共に出展しました。

東京パビリオン

TV会議システムによるプレゼンテーション

『動画の制作からマッチング会まで手厚い支援があり出展し
て良かったです。おかげ様で、新しい具体的な案件も、いくつ
かいただきました。 早々に現地代理店がフォローするとのこ
とですので、期待しております。』　
株式会社コスモ計器様 　 出展製品／エアリークテスター

出展企業の声

METALEXとは………世界50ヵ国から約3,300ブランドが出展するASEAN最大級の製造業の展示会。
来場者90,516人（2016年）。

  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・お申し込みはこちらへ

検 索検 索　　　　  Facebook Tokyo SME Support

国際事業課Facebookページはこちらから

公社トップページ → 海外展開 → 国際事業課
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      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 ： 03-3832-3675  FAX ： 03-3832-3679 

【問い合わせ先】　企業人材支援課　人材支援担当

→ →公社トップページ 研修・セミナー・人材育成・社員教育 インターンシップ受入支援E-mail ： sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

 

　ものづくりの次世代を担う若者に「ものづくり中小企業の魅力」を伝えるインターンシップの促進を図る
ために公社では専門の相談員(魅力体験コーディネータ)が都内工業高校、高等専門学校等と企業のコー
ディネートを行っています。インターンシップ生を受け入れた企業に対し、負担軽減のための受入奨励金
(１日１名あたり8,000円・最大10日間）を支給しています。 
　今回は、8月から９月に実施した東京都立産業技術高等専門学校（以下「同校」）のインターンシップ(就業
体験)をレポートします。同校では４年生時の希望者が学校の夏休み期間中に10日間のインターンシップ
に参加しています。
　このプログラムの受入に協力した電子磁気工業株式会社（以下同社）は、国内トップクラスの磁気応用
設備機器のメーカーです。同社では２週間、実習生を受け入れました。
　今回の実習生である品川キャンパス4年生の学生は、10日間の実習期間のうち、前半８日間に磁気の特
性を計る精密機器に対する実験を実施し、残りの２日間で実験結果に対するレポートを作成しました。実験
実習では、同じような計測作業を繰り返しますが、計測不良があると、再度、計測のために周辺回路のセッ
ティングしなければならないため、一回一回の計測を丁寧に行うことが重要です。
　実習期間中は、開発部開発課の方々から指導を受けました。学校で習っていない専門用語や専門知識
はノートに書き留め、指導担当者からのアドバイスを
受けながら実習がすすめられました。
　実習受入にあたって、同社担当係長の野口氏は「こ
れから技術者を目指す学生さんに、インターンシップ
を通じて、自分のやりたいことを見つけてもらうきっか
けを与えることができれば嬉しいです。楽しんで学ん
でもらえるように、実習生が理解できないような難しい
専門用語はできるだけ避けることを心がけて指導して
います。」と語られました。
　実習生からは「電磁気については学校でも学んでい
ますが、授業内容には含まれていない製品への応用に
ついて担当の方から一対一で教えていただきました。
計測したのは実際の製品だったので、責任感を持って
実習に臨み、企業で働くという雰囲気がよく理解でき
ました」と感想がありました。

受入企業の概要
電子磁気工業株式会社　
代表取締役　児島隆治
所在地／〒115-0051 東京都北区浮間５-６-２０
TEL／０３-５９７０-８６８１　　
資本金／3,600万円　　従業員数／80名
URL／http://www.emic-jp.com/
事業概要／非破壊検査装置、着磁装置、磁気計測評価装置等の磁気関連
　　　　　装置の研究開発および製造・販売
特徴／製品の9割が受注生産品の為、受注品も開発要素が強い業務内容と
　　　なっています。
　　　お客様は一部二部上場企業や官公庁で、幅広い業界からのニーズが
　　　あります。

魅力体験コーディネータから
今回お世話になった電子磁気工業株式
会社様では、高専生以外にも夏休み期間
中に大学生等のインターンシップの受入
も行われており、学生が馴染みやすい
仕組み・環境が整っていると感じました。
学生が職場において、社員の方々と接し
ながら、実際の仕事を体験することができ、
「ものづくり中小企業」に関心を持つ貴重
な機会となりました。
 （魅力体験コーディネータ　新保　友恵）

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

実習作業風景

ものづくり中小企業
魅力体験受入（インターンシップ）支援事業

ものづくり中小企業
魅力体験受入（インターンシップ）支援事業

現場
レポート

  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　

平成29年度 募集開始！

【問い合わせ先】　企画課

  TEL ： 03-3251-7897　E-mail ： kikaku@tokyo-kosha.or.jp

費用を抑えながら継続して自社広告ができます

登録企業情報コーナー
このコーナーでは仕事の受注・発注を希望されている企業の情報を掲載しています。お問い合せは各問合せ窓口まで。

お問い合せ開始日 1月16日（月） 9時30分から
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■受注情報
整
理
番
号

受注案件 No.
所在地区

資本金
作業員数

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.00044090

 葛飾区
1,000万円

3人
アルミ押出形材の切断・穴明け加工や
アルミ丸棒や引き抜き管の切断加工

切断機、ボール盤、バフ研磨機、
ラム型フライス盤、プレス機 47 年

城東支社
TEL 03-5680-4631
FAX 03-5680-0710

■発注情報
整
理
番
号

発注案件 No.
所在地区

資本金
従業員数

発注品名 加工内容 材質 必要設備　他 金額
数量

支払
条件 問合せ窓口

1
No.00044089

 新宿区
9,035万円

60人

監視モニター筐体各種
電源装置筐体各種
大型シミュレーション
筐体各種

曲げ、打抜
き、レーザ
－加工、溶
接、メッキ、
塗装

SECC、
A5052P、
SUS316

ベンダー、タレパン、
レーザー加工機メッキ、
塗装は外注可
QCD を守ってくれる
企業さん
特に仕上げは重要

30／月
応相談 相談

取引振興課
TEL 03-3251-7883
FAX 03-3251-7888
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人気の臨海副都心で創業 ！
インキュベーションオフィス「タイム２４」

インキュベータ
オフィス
スモール
オフィス

創業前
起業5年未満
創業前

起業3年未満

17.57～
64.11㎡27室 81,783円～

298,418円
13.77～
29.73㎡38室 44,166円～

95,359円

　公社では創業を目指す方に、低廉な家賃でのスペースの提供
とインキュベーションマネージャーによるアドバイスを行うイン
キュベーションオフィスを運営しています。今回は臨海副都心に２
タイプのオフィスを持つ「タイム２４」を紹介します。

  

部屋タイプ 資格要件 面積室数 賃貸料・共益費
（月額／税込）

●インキュベーションマネージャーが入居者ごとに
　アドバイスを実施
●入居者ニーズに合わせた独自セミナーや相談会を実施
●公社等公的支援機関の事業紹介
●家賃を公社が半額補助

支援内容

　「日本における新薬申請の品質とスピード向上に貢献したい」。それがタイム24に入居している株式
会社データドリブン（以下同社） 秋谷一平社長の創業の動機であった。前職では約10年に渡り医薬品
開発事業に従事、CDISC（※）関連業務にも多数の実績を有する。業界動向の最先端を経験する中で、
IT化の困難な業界特性にビジネスチャンスを見出した。同社では、医薬品メーカーや医薬品開発支援
を行う企業に対し、CDISC対応を中心としたコンサルティング、ソフトウェア開発、データ実装等をサ
ービスとして提供している。平成28年から、新規医薬品の製造承認申請に際し、主要な臨床試験デー
タをCDISC標準に則った形式で提出することが求められた。医薬品開発業界では、こうした世界的な
標準に適合した臨床試験データを扱うことで、新薬の開発及び承認審査の期間短縮に資するとともに、
一日も早く新薬を待ち望む患者のもとへ届けることにも繋がる。そこで、社名は、「適時的確なデータ
に基づく意思決定を支援する」という意味を込めて「Data Driven（データ主導型の意）」とした。
　タイム24では、2名のインキュベーションマネージャーから人材採用や資金調達等に関するアドバ
イスを受けている。その他、ビジネス英会話等、タイム24で開催する独自セミナーも受講している。
　単なる知識のみならず、ITや統計解析等に関する高度な知識と経験により、CDISC関連業務を進め
ていくために必要なサービスをワンストップで提供できる。それが同社の強みである。米国で開催さ
れるカンファレンス等にも積極的に参加、世界標準の最新情報収集に努めるとともに、業界動向をい
ちはやくキャッチしたビジネス展開を行っている。業界の過渡期の中、揺るぎない信念で事業を推進す
る秋谷社長を、引き続き応援したい。

入居者
募集中 ！

入 居 企 業 の
ご 紹 介

株式会社データドリブン　秋谷 一平 氏

代　表：秋谷 一平　　　法人設立：平成27年1月
所在地：東京都江東区青海2-4-32
　　　　タイム24ビル 4階 E-13号室
U  R  L ：http://www.datadriven.jp
タイム２４入居：平成27年10月
事業概要：データスタンダードを用いた臨床試験データ解析
                       支援サービス　

  TEL ： 03-5531-0145　E-mail ： time@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　タイム24

→公社トップページ インキュベーションオフィス情報

株式会社データドリブン

  〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32　タイム２４ビル４階

施設概要・資格要件等

※起業日：個人事業主は開業届受理日、法人は法人登記日
※１年間の定期建物賃貸借契約

患者に最良 の医療 を
より早く提供することをめざす  ！

（※）Clinical Data Interchange Standards Consortiumの略。医薬品の臨床試験データ等の国標準を確立し、医学研究やヘルスケア研究の質の
      向上を目指すための団体

      

東京の伝統工芸品が一堂に会するビッグイベントを、今年も開催します

 

  URL ： http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1611/0006.html
  城東支社　TEL ： 03-5680-4631　

  東京都産業労働局商工部経営支援課　TEL ： 03-5320-4659

【問い合わせ先】　

職人の道をめざしたきっかけや、職人の日常、製品へのこだわり
など職人が熱く語るトークショーを開催します。
◆実 施 日：19日（木）、23日（月）18：30頃から。

所要時間45分程度　
◆参加方法：当日18：20頃にインフォメーションコーナー前に

お集まりください。

■職人トークショー［申込不要・参加無料］

会場を回り、職人へのインタビューを交えながら、工芸品のみ
どころをご紹介します。どなたでもご参加いただけます。
◆実 施 日 ：会期中毎日2回（13：00～、16：00～）

所要時間30分程度
◆参加方法：当日、インフォメーションコーナー前にお集まり

ください。

■ブースツアー［申込不要・参加無料］

◆参加方法：当日インフォメーションコーナーでお申込み
　ください。
◆ 1日3回開催（11：30～、14：00～、16：30～）
　※１  ☆印の工芸品は18：00からも開催します。
　※２  工芸品によっては、これ以外の時間に開催する

場合があります。
◆各回定員があります（工芸品により5～10名様）

■製作体験コーナー

期間中、一回のお買上げ税込5,000円以上のお客様に、江戸切
子の箸置きをプレゼントします。
◆東京の伝統工芸品「江戸切子」の品です。
◆先着600名様限定

■お買上げプレゼント

主催：　東京都
後援：　東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会　東京都伝統工芸士会
東京都伝統工芸品産業団体青年会
運営事務局：　（公財）東京都中小企業振興公社
（注）職人の実演は、工芸品により実施しない場合がございます

☆

☆

☆

☆

☆
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人気の臨海副都心で創業 ！
インキュベーションオフィス「タイム２４」
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オフィス
スモール
オフィス

創業前
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創業前

起業3年未満

17.57～
64.11㎡27室 81,783円～
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IT化の困難な業界特性にビジネスチャンスを見出した。同社では、医薬品メーカーや医薬品開発支援
を行う企業に対し、CDISC対応を中心としたコンサルティング、ソフトウェア開発、データ実装等をサ
ービスとして提供している。平成28年から、新規医薬品の製造承認申請に際し、主要な臨床試験デー
タをCDISC標準に則った形式で提出することが求められた。医薬品開発業界では、こうした世界的な
標準に適合した臨床試験データを扱うことで、新薬の開発及び承認審査の期間短縮に資するとともに、
一日も早く新薬を待ち望む患者のもとへ届けることにも繋がる。そこで、社名は、「適時的確なデータ
に基づく意思決定を支援する」という意味を込めて「Data Driven（データ主導型の意）」とした。
　タイム24では、2名のインキュベーションマネージャーから人材採用や資金調達等に関するアドバ
イスを受けている。その他、ビジネス英会話等、タイム24で開催する独自セミナーも受講している。
　単なる知識のみならず、ITや統計解析等に関する高度な知識と経験により、CDISC関連業務を進め
ていくために必要なサービスをワンストップで提供できる。それが同社の強みである。米国で開催さ
れるカンファレンス等にも積極的に参加、世界標準の最新情報収集に努めるとともに、業界動向をい
ちはやくキャッチしたビジネス展開を行っている。業界の過渡期の中、揺るぎない信念で事業を推進す
る秋谷社長を、引き続き応援したい。

入居者
募集中 ！

入 居 企 業 の
ご 紹 介

株式会社データドリブン　秋谷 一平 氏

代　表：秋谷 一平　　　法人設立：平成27年1月
所在地：東京都江東区青海2-4-32
　　　　タイム24ビル 4階 E-13号室
U  R  L ：http://www.datadriven.jp
タイム２４入居：平成27年10月
事業概要：データスタンダードを用いた臨床試験データ解析
                       支援サービス　

  TEL ： 03-5531-0145　E-mail ： time@tokyo-kosha.or.jp

【問い合わせ先】　タイム24

→公社トップページ インキュベーションオフィス情報

株式会社データドリブン

  〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32　タイム２４ビル４階

施設概要・資格要件等

※起業日：個人事業主は開業届受理日、法人は法人登記日
※１年間の定期建物賃貸借契約

患者に最良 の医療 を
より早く提供することをめざす  ！

（※）Clinical Data Interchange Standards Consortiumの略。医薬品の臨床試験データ等の国標準を確立し、医学研究やヘルスケア研究の質の
      向上を目指すための団体

      

東京の伝統工芸品が一堂に会するビッグイベントを、今年も開催します

 

  URL ： http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1611/0006.html
  城東支社　TEL ： 03-5680-4631　

  東京都産業労働局商工部経営支援課　TEL ： 03-5320-4659

【問い合わせ先】　

職人の道をめざしたきっかけや、職人の日常、製品へのこだわり
など職人が熱く語るトークショーを開催します。
◆実 施 日：19日（木）、23日（月）18：30頃から。

所要時間45分程度　
◆参加方法：当日18：20頃にインフォメーションコーナー前に

お集まりください。

■職人トークショー［申込不要・参加無料］

会場を回り、職人へのインタビューを交えながら、工芸品のみ
どころをご紹介します。どなたでもご参加いただけます。
◆実 施 日 ：会期中毎日2回（13：00～、16：00～）

所要時間30分程度
◆参加方法：当日、インフォメーションコーナー前にお集まり

ください。

■ブースツアー［申込不要・参加無料］

◆参加方法：当日インフォメーションコーナーでお申込み
　ください。
◆ 1日3回開催（11：30～、14：00～、16：30～）
　※１  ☆印の工芸品は18：00からも開催します。
　※２  工芸品によっては、これ以外の時間に開催する

場合があります。
◆各回定員があります（工芸品により5～10名様）

■製作体験コーナー

期間中、一回のお買上げ税込5,000円以上のお客様に、江戸切
子の箸置きをプレゼントします。
◆東京の伝統工芸品「江戸切子」の品です。
◆先着600名様限定

■お買上げプレゼント

主催：　東京都
後援：　東京都伝統工芸品産業団体連絡協議会　東京都伝統工芸士会
東京都伝統工芸品産業団体青年会
運営事務局：　（公財）東京都中小企業振興公社
（注）職人の実演は、工芸品により実施しない場合がございます
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☆

☆
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人事評価制度を導入したものの運用が上手くいっていな
い、これから制度を導入したいがどのように進めていいかわ
からない、自社に適した制度を構築したい等で悩まれている
方に最適な内容です。自社の人事評価制度の構築・運用を
検討する上で重要なポイントを理論とワークショップでご紹
介します。
※各回２日間のコースで同一内容です。

社員一人ひとりが活躍できる組織づくりに向けて、課題
解決に取り組む、システム・インスツルメンツ(株) 濱田社
長と(株)西尾硝子鏡工業所 西尾社長を講師にお招きし、
経営実務に役立つ具体的取り組みや経営者の想いなど
についてお話しいただきます。

新入社員の早期退職防止と段階的な成長のカギは、身
近な上司・先輩の言動です。「いまさら」かもしれません
が、改めて自分自身のビジネスマナーと仕事への心構え
を振り返ることができる研修です。

指導・育成の悩みは尽きないもので、お悩みの方は大勢
いらっしゃいます。部下・後輩（時には上司・先輩）との「関
わり方」のポイントを整理し、意識と行動を変えるキッカ
ケを掴む研修です。

新入社員受け入れ環境づくり研修
～上司・先輩のビジネスマナーを再確認する～

部下・後輩との「関わり方」研修
～部下・後輩のモチベーションを上げるために～

人材戦略セミナー（全４回シリーズ）
第4回 人材がよく育つ ！ 組織づくりの3つのポイント
～人材・組織の成長に向けた取り組み事例～

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

第１回
平成29年1月25日（水）・2月1日（水）
13：00～17：00
第2回
平成29年2月22日（水）・3月1日（水）
13：00～17：00
無料
ＡＰ秋葉原 会議室
（台東区秋葉原1-1　秋葉原ビジネスセンター）
各４０名（先着順）
株式会社あしたのチーム
取締役　江竜　寛之 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成２９年２月２４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）
新入社員を受け入れる上司・先輩の方
20名（先着順）
株式会社ビジネスグランドワークス　
リーダー講師　井町　泰成 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成２９年３月３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）
部下・指導にお悩みの経営者・管理者・
リーダーの方
20名（先着順）
株式会社ビジネスグランドワークス　
リーダー講師　井町　泰成 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

募集人数
講 師

平成29年1月27日（金）
13：30～16：45（受付13：00～）
無料
新宿エステック情報ビル　２１階 会議室Ａ
（新宿区西新宿1-24-1）
４０名（先着順）
システム・インスツルメンツ株式会社
取締役社長　濱田　和幸 氏
株式会社西尾硝子鏡工業所
代表取締役　西尾　智之 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

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。 

貿易実務初級者向けの講座です。海外との取引にあたっ
て難しいとされる書類（売買契約書、信用状、インボイス、
保険、通関等）の書き方・見方等について、取引の流れに
沿って初心者にもわかるようにやさしく説明します。
前回の受講者からは「表面的にしか理解できていなかっ
た内容を深堀して学ぶ事が出来ました。（30代女性　実
務経験：輸出2年）」「今まであやふやだった部分がはっき
りしました。（20代女性　実務経験無）」「わかりやすい説
明でした。説明される際に細かいバックグランドまで言及
されていたので理解が深まりました。(20代男性　実務
経験：輸出２ヵ月)」と感想をいただきました。

世界初の全自動衣類折りたたみ機「laundroid」（ランドロイ
ド）など、次々と世の中にないモノを作り出している「阪根信
一」氏の特別講演ほか、おもちゃ大賞受賞の「高橋晋平」氏
など、それぞれの事業で成功している「つなげ屋」を招き、パ
ネルディスカッションを開催します。その他、IoT・社内起業・
スポーツビジネスなど、豪華講師陣によるセミナーを4本用
意しています。詳しくは、公式ホームページをご確認ください。
ぜひご来場ください。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成29年3月9日（木）・10日（金）(２日間）
10:00～16:00
１５，０００円
エッサム神田ホール２号館
（千代田区内神田3-24-5）
40名（先着順）
貿易ビジネス・コンサルタント
高橋　靖治 氏

日 　 時

入 場 料
会 　 場

主 催

平成29年2月14日（火）・15日（水）
10：00～17：00
無料
東京国際フォーラム　ホールE1
（千代田区丸の内3-5-1）
葛飾区・東京商工会議所葛飾支部

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

問い合わせ先

日 　 時

入 場 料
会 　 場

平成29年1月26日(木)・27日(金)　
10：00～18：00（27日は17：30終了）
無料（来場者に記念品をプレゼント）
シアター1010
(足立区千住3-92
 北千住駅西口マルイ10 ・ 11階)

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

問い合わせ先

ISO14001：2015内部監査員養成講座
（２日間）

第６回 足立区産業展示会 あだちメッセ
～下町の技術と全国の企業が
マッチングする展示商談会～

貿易実務者養成講習会
貿易取引の実務(初級)
－書類の書き方・見方－

貿易実務者養成講習会
基礎から学ぶ輸出実務（初級）

セ
ミ
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ー
・
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ト

 

町工場見本市2017運営事務局
TEL 03-3263-8695　FAX 03-3263-8693
URL http://machikouba.jp/

問い合わせ先

人材実務セミナー
中小企業が成功する「人事評価制度」の構築と運用

～人事評価制度を通じた人材育成と業績アップの秘訣～

第３回町工場見本市2017 
かつしか　匠の技、ここにあり

葛飾区及び近隣地域のものづくり企業が一堂に会し、
展示・実演などを通じて確かな技術、まじめな“ ものづく
り ”を広域的に情報発信します。東京理科大学のコーナー
や勝間和代氏、植松努氏、坂口孝則氏をゲストにお迎え
し講演会も予定しています。新規ビジネスパートナーの
発掘、販路拡大のためのシーズ発見の場として、この見
本市をぜひご活用ください。ご来場をお待ちしています。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成29年3月8日（水）・9日（木）
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

あだちメッセ運営事務局
TEL 050-5804-1761　
URL http://www.adachi-messe.org/

問い合わせ先
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人事評価制度を導入したものの運用が上手くいっていな
い、これから制度を導入したいがどのように進めていいかわ
からない、自社に適した制度を構築したい等で悩まれている
方に最適な内容です。自社の人事評価制度の構築・運用を
検討する上で重要なポイントを理論とワークショップでご紹
介します。
※各回２日間のコースで同一内容です。

社員一人ひとりが活躍できる組織づくりに向けて、課題
解決に取り組む、システム・インスツルメンツ(株) 濱田社
長と(株)西尾硝子鏡工業所 西尾社長を講師にお招きし、
経営実務に役立つ具体的取り組みや経営者の想いなど
についてお話しいただきます。

新入社員の早期退職防止と段階的な成長のカギは、身
近な上司・先輩の言動です。「いまさら」かもしれません
が、改めて自分自身のビジネスマナーと仕事への心構え
を振り返ることができる研修です。

指導・育成の悩みは尽きないもので、お悩みの方は大勢
いらっしゃいます。部下・後輩（時には上司・先輩）との「関
わり方」のポイントを整理し、意識と行動を変えるキッカ
ケを掴む研修です。

新入社員受け入れ環境づくり研修
～上司・先輩のビジネスマナーを再確認する～

部下・後輩との「関わり方」研修
～部下・後輩のモチベーションを上げるために～

人材戦略セミナー（全４回シリーズ）
第4回 人材がよく育つ ！ 組織づくりの3つのポイント
～人材・組織の成長に向けた取り組み事例～

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

第１回
平成29年1月25日（水）・2月1日（水）
13：00～17：00
第2回
平成29年2月22日（水）・3月1日（水）
13：00～17：00
無料
ＡＰ秋葉原 会議室
（台東区秋葉原1-1　秋葉原ビジネスセンター）
各４０名（先着順）
株式会社あしたのチーム
取締役　江竜　寛之 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象
募集人数
講 師

平成２９年２月２４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）
新入社員を受け入れる上司・先輩の方
20名（先着順）
株式会社ビジネスグランドワークス　
リーダー講師　井町　泰成 氏

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成２９年３月３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）
部下・指導にお悩みの経営者・管理者・
リーダーの方
20名（先着順）
株式会社ビジネスグランドワークス　
リーダー講師　井町　泰成 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

募集人数
講 師

平成29年1月27日（金）
13：30～16：45（受付13：00～）
無料
新宿エステック情報ビル　２１階 会議室Ａ
（新宿区西新宿1-24-1）
４０名（先着順）
システム・インスツルメンツ株式会社
取締役社長　濱田　和幸 氏
株式会社西尾硝子鏡工業所
代表取締役　西尾　智之 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

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。 

貿易実務初級者向けの講座です。海外との取引にあたっ
て難しいとされる書類（売買契約書、信用状、インボイス、
保険、通関等）の書き方・見方等について、取引の流れに
沿って初心者にもわかるようにやさしく説明します。
前回の受講者からは「表面的にしか理解できていなかっ
た内容を深堀して学ぶ事が出来ました。（30代女性　実
務経験：輸出2年）」「今まであやふやだった部分がはっき
りしました。（20代女性　実務経験無）」「わかりやすい説
明でした。説明される際に細かいバックグランドまで言及
されていたので理解が深まりました。(20代男性　実務
経験：輸出２ヵ月)」と感想をいただきました。

世界初の全自動衣類折りたたみ機「laundroid」（ランドロイ
ド）など、次々と世の中にないモノを作り出している「阪根信
一」氏の特別講演ほか、おもちゃ大賞受賞の「高橋晋平」氏
など、それぞれの事業で成功している「つなげ屋」を招き、パ
ネルディスカッションを開催します。その他、IoT・社内起業・
スポーツビジネスなど、豪華講師陣によるセミナーを4本用
意しています。詳しくは、公式ホームページをご確認ください。
ぜひご来場ください。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

募集人数
講 師

平成29年3月9日（木）・10日（金）(２日間）
10:00～16:00
１５，０００円
エッサム神田ホール２号館
（千代田区内神田3-24-5）
40名（先着順）
貿易ビジネス・コンサルタント
高橋　靖治 氏

日 　 時

入 場 料
会 　 場

主 催

平成29年2月14日（火）・15日（水）
10：00～17：00
無料
東京国際フォーラム　ホールE1
（千代田区丸の内3-5-1）
葛飾区・東京商工会議所葛飾支部

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

問い合わせ先

日 　 時

入 場 料
会 　 場

平成29年1月26日(木)・27日(金)　
10：00～18：00（27日は17：30終了）
無料（来場者に記念品をプレゼント）
シアター1010
(足立区千住3-92
 北千住駅西口マルイ10 ・ 11階)

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

問い合わせ先

ISO14001：2015内部監査員養成講座
（２日間）

第６回 足立区産業展示会 あだちメッセ
～下町の技術と全国の企業が
マッチングする展示商談会～

貿易実務者養成講習会
貿易取引の実務(初級)
－書類の書き方・見方－

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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町工場見本市2017運営事務局
TEL 03-3263-8695　FAX 03-3263-8693
URL http://machikouba.jp/

問い合わせ先

人材実務セミナー
中小企業が成功する「人事評価制度」の構築と運用

～人事評価制度を通じた人材育成と業績アップの秘訣～

第３回町工場見本市2017 
かつしか　匠の技、ここにあり

葛飾区及び近隣地域のものづくり企業が一堂に会し、
展示・実演などを通じて確かな技術、まじめな“ ものづく
り ”を広域的に情報発信します。東京理科大学のコーナー
や勝間和代氏、植松努氏、坂口孝則氏をゲストにお迎え
し講演会も予定しています。新規ビジネスパートナーの
発掘、販路拡大のためのシーズ発見の場として、この見
本市をぜひご活用ください。ご来場をお待ちしています。

日 　 時

受 講 料
会 　 場

対 象

募集人数
講 師

平成29年3月8日（水）・9日（木）
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

あだちメッセ運営事務局
TEL 050-5804-1761　
URL http://www.adachi-messe.org/

問い合わせ先
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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。
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　機械要素技術展（Ｍ－Ｔｅｃｈ）は、軸受・ベアリング・ねじ・ばねなどの機械要素
や金属・樹脂に関する加工技術を一堂に集めた専門技術展です。
　毎年、設計・開発、製造・生産技術部門を中心とした製造業ユーザーが多数来
場し、出展企業と商談を行っています。
　この機会にぜひお申込みいただき、貴社の事業発展にお役立てください。

 

《開催・募集概要》
開催日程
及び会場

出展スペース

募集企業数
出展料金

募集対象

選定方法

申込期限

平成29年6月21日（水）～ 23日（金）
東京国際展示場「東京ビッグサイト」

およそ1.8ｍ×1.8ｍ
（ブース全体レイアウトにより出展スペースが変更になる可能性があります。
　あらかじめご了承ください）
商談スペース及びストックヤードは共用になります
１６社※1

205,000円（税込）※2

都内に主たる事業所を持ち、機械要素技術展に関連した製品及び部品の製造・加工を
行っている企業

出展申込み多数の場合、昨年度出展されていない企業を優先とします。
それでも決まらない場合は、抽選となります。

平成29年2月17日（金）

公社ブース出展企業を
募集します！

第21回　機械要素技術展

※１）公社事業ＰＲと出展企業１６社を合わせた集合体としての出展になります。
※２）カーペット・パラペット（看板）・社名カッティング文字・蛍光灯・電源コンセントが含まれます。

詳細は右記ホームページをご覧ください　「第21回機械要素技術展」　http://www.mtech-tokyo.jp/

過去出展企業様からこんな声をいただきました ！
提案アプローチができる来場者が多く、
その場で具体的な商談につながった。

後日訪問してみたいという方との出会い
があり、商談約束もできた。

調達・購買部門以外の、普段あまり関わり
のない設計・開発分野のお客様と名刺交換
ができ、今後の事業展開のヒントを得ること
ができました。

昨年度実績

の大規模展示会！

出展者
2,318社

来場者
87,285名

【申し込み・問い合わせ先】　取引振興課

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