
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度中小企業実態調査 

（中小企業・小規模事業者・商店街の取組事例に関する調査事業） 
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令和元年 １２月 ２７日 

凸版印刷株式会社 



1.事業実施概要 

 

【事業目的】 

現在、老舗と言われるような長年培ってきた技術やその歴史を有する中小企業・小規模事業

者では事業承継が、また、新しい分野への事業展開やグローバルな競争に挑む事業者では人手

不足が大きな問題となっている。そのような中で、多くの中小企業・小規模事業者は、自社の

生産性の向上をどのように目指せばよいのかを考え、課題を乗り越え、一歩一歩進んでいかな

ければならない。 

そして、このような課題に対し、技術や新製品の開発、サービスの創造、経営の創意工夫等

に積極的に取り組み、成功を収めている中小のものづくり事業者、おもてなし等のサービス事

業者が、日本の経済力の源となっている。また、先進的な手法や個性的な取組により活気ある

街づくりに貢献している商店街も日本各地に多数存在する。 

昨年度には、このような成功した取組を行っている事業者等を、各地方経済産業局(以下「地

方局」という。)及び中小企業・小規模事業者と深い関わりのある団体から推薦いただき、有

識者による厳正なる審査によって特に優れた事業者等を選定した。 

本事業では、選定された事業者等の取組内容について、後進の育成を図る模範的事例となる

ことに加え、選定事業者自身の社会的認知度や労働者等のモチベーション等の向上が図られる

ことから「事例集」とし広く周知するとともに、授賞式の開催を行う。また本制度の改善を目

的とした調査及び取りまとめを行う。 

 

【事業内容】 

(１)取組事例集の作成 

(２)授賞式等の実施 

 ①感謝状の筆耕 

 ②記念品（盾）の作成 

  ③授賞式等の運営 

  ④授賞式等の記念記録等 

  ⑤受賞者を対象としたアンケートの実施 

  ⑥受賞者を対象とした座談会の実施 

 



2.事業実施内容 

(１)取組事例集の作成 

「平成３０年度中小企業実態調査（中小企業・小規模事業者・商店街の取り組み事例に関する

調査事業）」において作成した原稿データを基に印刷を行った。 

 

≪仕様概要≫ 

部数  ：１，３００部 

 色   ：カラー４色 

 頁数  ：４４８頁 

 用紙仕様：表紙裏表紙 古紙配合率７０％再生コート紙 四六判２２０㎏ 

本文等   古紙配合率７０％再生上質紙  Ａ判４４．５㎏ 

 製本仕様：無線綴じ Ａ４判 

 

【表紙】 

 

 



  【掲載中小企業・小規模事業者－１】 

 

掲載順 社名 分野 都道府県
1 株式会社調和技研 生産性向上 北海道
2 網走ビール株式会社 生産性向上 北海道
3 道央メタル株式会社 生産性向上 北海道
4 株式会社釧路製作所 生産性向上 北海道
5 室蘭製綱株式会社 生産性向上 北海道
6 道南伝統食品協同組合 生産性向上 北海道
7 加美電子工業株式会社 生産性向上 宮城県
8 東邦運輸倉庫株式会社 生産性向上 宮城県
9 株式会社秋田今野商店 生産性向上 秋田県
10 丸大機工（株） 生産性向上 秋田県
11 株式会社丸十大屋 生産性向上 山形県
12 進和ラベル印刷株式会社 生産性向上 山形県
13 有限会社高橋工業所 生産性向上 福島県
14 株式会社松竹工芸社 生産性向上 福島県
15 株式会社小野モータース 生産性向上 福島県
16 株式会社伊藤鋳造鉄工所 生産性向上 茨城県
17 株式会社ポテトかいつか 生産性向上 茨城県
18 株式会社大貫工業所 生産性向上 茨城県
19 株式会社ヨシダ 生産性向上 茨城県
20 日冷工業株式会社 生産性向上 栃木県
21 協栄産業株式会社 生産性向上 栃木県
22 株式会社シオダ 生産性向上 栃木県
23 東京オート株式会社 生産性向上 栃木県
24 株式会社丸橋鉄工 生産性向上 群馬県
25 平方木材株式会社 生産性向上 群馬県
26 群馬合金株式会社 生産性向上 群馬県
27 株式会社ボルテックスセイグン 生産性向上 群馬県
28 吉野電化工業株式会社 生産性向上 埼玉県
29 株式会社デサン 生産性向上 埼玉県
30 株式会社ソフケン 生産性向上 千葉県
31 サンレイ工機株式会社 生産性向上 千葉県
32 株式会社DIGLEE 生産性向上 千葉県
33 株式会社マテリアル 生産性向上 東京都
34 株式会社今野製作所 生産性向上 東京都
35 キャリムエンジニアリング株式会社 生産性向上 東京都
36 株式会社ウエマツ 生産性向上 東京都
37 株式会社横引ＳＲ 生産性向上 東京都
38 タマチ工業株式会社 生産性向上 東京都
39 株式会社NISSYO 生産性向上 東京都
40 株式会社コバヤシ精密工業 生産性向上 神奈川県
41 新潟精密鋳造株式会社 生産性向上 新潟県
42 株式会社ヒガシヤマ 生産性向上 石川県
43 株式会社大和 生産性向上 石川県
44 有限会社日の出大敷 生産性向上 石川県
45 株式会社歯愛メディカル 生産性向上 石川県
46 北陸ヒーティング株式会社 生産性向上 福井県
47 すててこ株式会社 生産性向上 福井県
48 株式会社オーテックエレクトロニクス 生産性向上 山梨県
49 山梨銘醸株式会社 生産性向上 山梨県
50 株式会社ミナミサワ 生産性向上 長野県  



 

【掲載中小企業・小規模事業者－２】 

 

掲載順 社名 分野 都道府県
51 一丸ファルコス株式会社 生産性向上 岐阜県
52 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 生産性向上 岐阜県
53 ミズタニバルブ工業株式会社 生産性向上 岐阜県
54 株式会社美光技研 生産性向上 岐阜県
55 鈴覚株式会社 生産性向上 静岡県
56 山梨金属工業株式会社 生産性向上 静岡県
57 株式会社河村工機製作所 生産性向上 愛知県
58 株式会社カンドリ工業 生産性向上 愛知県
59 株式会社ＴＭＷ 生産性向上 愛知県
60 泰東工業株式会社 生産性向上 愛知県
61 榊原工業株式会社 生産性向上 愛知県
62 豊橋木工株式会社 生産性向上 愛知県
63 三河淡水魚株式会社 生産性向上 愛知県
64 有限会社イナテック 生産性向上 愛知県
65 株式会社オティックス 生産性向上 愛知県
66 株式会社八幡ねじ 生産性向上 愛知県
67 中伝毛織株式会社 生産性向上 愛知県
68 株式会社山田製作所 生産性向上 愛知県
69 株式会社ツルタ製作所 生産性向上 愛知県
70 丸藤精工株式会社 生産性向上 愛知県
71 磯貝製作所株式会社 生産性向上 愛知県
72 株式会社ヤマキ 生産性向上 愛知県
73 トーアス株式会社 生産性向上 愛知県
74 淺野運輸倉庫株式会社 生産性向上 滋賀県
75 株式会社ヒロミツ製作所 生産性向上 京都府
76 株式会社菱六 生産性向上 京都府
77 株式会社ライフケア 生産性向上 大阪府
78 サンコーインダストリー株式会社 生産性向上 大阪府
79 ヤスダエンジニアリング株式会社 生産性向上 大阪府
80 柏原計器工業株式会社 生産性向上 大阪府
81 岡山フードサービス株式会社 生産性向上 大阪府
82 有限会社衣笠木工所 生産性向上 兵庫県
83 井上ヒーター株式会社 生産性向上 兵庫県
84 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター 生産性向上 兵庫県
85 株式会社ＷａｖｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 生産性向上 兵庫県
86 菱南電装株式会社 生産性向上 兵庫県
87 株式会社早和果樹園 生産性向上 和歌山県
88 紀和化学工業株式会社 生産性向上 和歌山県
89 有限会社山本精機 生産性向上 鳥取県
90 株式会社田中製作所 生産性向上 鳥取県
91 西本工芸 生産性向上 鳥取県
92 株式会社清水 生産性向上 鳥取県
93 大江ノ郷自然牧場 生産性向上 鳥取県
94 サンライズ工業株式会社 生産性向上 鳥取県
95 有限会社内田縫製 生産性向上 岡山県
96 株式会社計測リサーチコンサルタント 生産性向上 広島県
97 三光電業株式会社 生産性向上 広島県
98 アクト中食株式会社 生産性向上 広島県
99 誠和梱枹運輸株式会社 生産性向上 広島県
100 株式会社弘木技研 生産性向上 山口県  



 

【掲載中小企業・小規模事業者－３】 

 

掲載順 社名 分野 都道府県
101 株式会社シーパーツ 生産性向上 山口県
102 株式会社森川ゲージ製作所 生産性向上 香川県
103 株式会社日本キャリア工業 生産性向上 愛媛県
104 株式会社げんき本舗 生産性向上 愛媛県
105 眞鍋造機株式会社 生産性向上 愛媛県
106 有限会社上田電機 生産性向上 高知県
107 株式会社第一コンサルタンツ 生産性向上 高知県
108 株式会社七洋製作所 生産性向上 福岡県
109 株式会社イシモク・コーポレーション 生産性向上 福岡県
110 村田木型製作所 生産性向上 福岡県
111 株式会社陽和 生産性向上 福岡県
112 株式会社富建 生産性向上 長崎県
113 青紫蘇農場株式会社 生産性向上 熊本県
114 株式会社果実堂 生産性向上 熊本県
115 株式会社九州タブチ 生産性向上 鹿児島県
116 有限会社うえざと木工 生産性向上 沖縄県
117 株式会社柳月 需要獲得 北海道
118 丸共水産株式会社 需要獲得 北海道
119 株式会社有我工業所 需要獲得 北海道
120 日の出交通株式会社 需要獲得 北海道
121 名美興業株式会社 需要獲得 北海道
122 カネショウ株式会社 需要獲得 青森県
123 株式会社八戸酒造 需要獲得 青森県
124 株式会社オカムラ食品工業 需要獲得 青森県
125 合同会社マルカネ 需要獲得 青森県
126 有限会社サンマモルワイナリー 需要獲得 青森県
127 株式会社コンシス 需要獲得 青森県
128 株式会社浅沼醤油店 需要獲得 岩手県
129 ヤグチ電子工業株式会社 需要獲得 宮城県
130 株式会社スガサワ 需要獲得 山形県
131 ケイテック株式会社 需要獲得 山形県
132 株式会社青木商店 需要獲得 福島県
133 株式会社元気アップつちゆ 需要獲得 福島県
134 須賀川瓦斯株式会社 需要獲得 福島県
135 株式会社ひのでや 需要獲得 茨城県
136 相鐵株式会社 需要獲得 茨城県
137 （株）足利フラワーリゾート 需要獲得 栃木県
138 鳥山畜産食品株式会社 需要獲得 群馬県
139 株式会社田園プラザ川場 需要獲得 群馬県
140 株式会社ロブストス 需要獲得 群馬県
141 伊田繊維株式会社 需要獲得 群馬県
142 株式会社岡田製作所 需要獲得 群馬県
143 株式会社コモテック 需要獲得 埼玉県
144 株式会社ベンチャーウィスキー 需要獲得 埼玉県
145 ヨシザワLA株式会社 需要獲得 千葉県
146 株式会社フジタ医科器械 需要獲得 東京都
147 株式会社日本テレソフト 需要獲得 東京都
148 株式会社ケーエムエフ 需要獲得 東京都
149 おかもとポンプ株式会社 需要獲得 東京都
150 株式会社凪スピリッツ 需要獲得 東京都  



 

【掲載中小企業・小規模事業者－４】 

 

掲載順 社名 分野 都道府県
151 株式会社TOOT 需要獲得 東京都
152 三宝ゴム工業株式会社 需要獲得 東京都
153 株式会社アントワークス 需要獲得 東京都
154 株式会社石井製作所 需要獲得 東京都
155 株式会社SSDA 需要獲得 東京都
156 スノーデン株式会社 需要獲得 東京都
157 東阪電子機器株式会社 需要獲得 東京都
158 東京理化器械株式会社 需要獲得 東京都
159 株式会社ガウラ 需要獲得 東京都
160 株式会社エポック社 需要獲得 東京都
161 株式会社代官山ワークス 需要獲得 東京都
162 株式会社ウインライト 需要獲得 東京都
163 株式会社大川印刷 需要獲得 神奈川県
164 横浜電子株式会社 需要獲得 神奈川県
165 ジャパンプローブ株式会社 需要獲得 神奈川県
166 株式会社ベネクス 需要獲得 神奈川県
167 株式会社プロテックエンジニアリング 需要獲得 新潟県
168 藤次郎株式会社 需要獲得 新潟県
169 新和メッキ工業株式会社 需要獲得 新潟県
170 ササゲ工業株式会社 需要獲得 新潟県
171 株式会社ヨシカワ 需要獲得 新潟県
172 株式会社欧州ぶどう栽培研究所 需要獲得 新潟県
173 株式会社タナベ 需要獲得 新潟県
174 株式会社二上 需要獲得 富山県
175 北陸アルミニウム株式会社 需要獲得 富山県
176 北陸テクノ株式会社 需要獲得 富山県
177 株式会社スカイ 需要獲得 富山県
178 前田薬品工業株式会社 需要獲得 富山県
179 石川樹脂工業株式会社 需要獲得 石川県
180 株式会社スギヨ 需要獲得 石川県
181 マイコック産業株式会社 需要獲得 石川県
182 有限会社幸伸食品 需要獲得 福井県
183 株式会社米五 需要獲得 福井県
184 株式会社ＬＯOOＦ 需要獲得 山梨県
185 宮坂ゴム株式会社 需要獲得 長野県
186 ひかり味噌󠄀株式会社 需要獲得 長野県
187 株式会社仙醸 需要獲得 長野県
188 株式会社大野ナイフ製作所 需要獲得 岐阜県
189 株式会社トーヨーイス 需要獲得 岐阜県
190 株式会社サンウエスパ 需要獲得 岐阜県
191 杉本製茶株式会社 需要獲得 静岡県
192 株式会社さの萬 需要獲得 静岡県
193 株式会社一富士製菓 需要獲得 静岡県
194 株式会社日本ベルト工業 需要獲得 静岡県
195 株式会社くればぁ 需要獲得 愛知県
196 株式会社萬乗醸造 需要獲得 愛知県
197 株式会社スギヤス 需要獲得 愛知県
198 株式会社葵製茶 需要獲得 愛知県
199 株式会社ヘリオス・ホールディングス 需要獲得 愛知県
200 株式会社ダイワテック 需要獲得 愛知県  



 

【掲載中小企業・小規模事業者－５】 

 

掲載順 社名 分野 都道府県
201 株式会社INUI 需要獲得 愛知県
202 株式会社酒井製作所 需要獲得 愛知県
203 アジアクリエイト株式会社 需要獲得 愛知県
204 エスツーアイ株式会社 需要獲得 愛知県
205 株式会社五合 需要獲得 愛知県
206 株式会社山一ハガネ 需要獲得 愛知県
207 福井ファイバーテック株式会社 需要獲得 愛知県
208 株式会社中村製作所 需要獲得 三重県
209 株式会社セルミック 需要獲得 滋賀県
210 株式会社オーケーエム 需要獲得 滋賀県
211 トランスブート株式会社 需要獲得 滋賀県
212 大五産業株式会社 需要獲得 滋賀県
213 株式会社伊と幸 需要獲得 京都府
214 株式会社松本機械製作所 需要獲得 大阪府
215 日光化成株式会社 需要獲得 大阪府
216 株式会社ラ・ヴィーニュ 需要獲得 大阪府
217 株式会社スマイリーアース 需要獲得 大阪府
218 大同機械製造株式会社 需要獲得 大阪府
219 竹内電機株式会社 需要獲得 兵庫県
220 日本サロネーゼ株式会社 需要獲得 兵庫県
221 株式会社神戸工業試験場 需要獲得 兵庫県
222 竹森鐵工株式会社 需要獲得 兵庫県
223 別所電線株式会社 需要獲得 兵庫県
224 日乃本食産株式会社 需要獲得 兵庫県
225 株式会社ヴァイオス 需要獲得 和歌山県
226 中紀バス株式会社 需要獲得 和歌山県
227 有限会社米村木工 需要獲得 鳥取県
228 大昌株式会社 需要獲得 島根県
229 アケボノ株式会社 需要獲得 島根県
230 有限会社漂流岡山 需要獲得 岡山県
231 協和ファインテック株式会社 需要獲得 岡山県
232 オカネツ工業株式会社 需要獲得 岡山県
233 晃立工業株式会社 需要獲得 岡山県
234 株式会社レニアス 需要獲得 広島県
235 盛川酒造株式会社 需要獲得 広島県
236 株式会社フェニックスバイオ 需要獲得 広島県
237 株式会社ジツタ 需要獲得 愛媛県
238 道後プリンスホテル株式会社 需要獲得 愛媛県
239 株式会社ジェー・フィルズ 需要獲得 福岡県
240 株式会社篠崎 需要獲得 福岡県
241 株式会社ジャパンシーフーズ 需要獲得 福岡県
242 株式会社東洋硬化 需要獲得 福岡県
243 株式会社エコウッド 需要獲得 福岡県
244 中島物産株式会社 需要獲得 福岡県
245 株式会社アステック入江 需要獲得 福岡県
246 ナチュラルブレスト株式会社 需要獲得 福岡県
247 宮島醤油株式会社 需要獲得 佐賀県
248 佐賀冷凍食品株式会社 需要獲得 佐賀県
249 重家酒造株式会社 需要獲得 長崎県
250 西海陶器株式会社 需要獲得 長崎県  



 

【掲載中小企業・小規模事業者－６】 

 

掲載順 社名 分野 都道府県
251 摂津工業株式会社 需要獲得 熊本県
252 株式会社シークルーズ 需要獲得 熊本県
253 株式会社トライテック 需要獲得 大分県
254 株式会社ワンチャー 需要獲得 大分県
255 株式会社教育情報サービス 需要獲得 宮崎県
256 福山黒酢株式会社 需要獲得 鹿児島県
257 小正醸造株式会社 需要獲得 鹿児島県
258 株式会社ミヤギパッケージ 需要獲得 沖縄県
259 有限会社宮城菓子店 需要獲得 沖縄県
260 ベナスタス株式会社 需要獲得 沖縄県
261 有限会社山内バット製材工場 担い手確保 北海道
262 株式会社インフニットループ 担い手確保 北海道
263 株式会社今野鉄工所 担い手確保 北海道
264 株式会社上町家守舎 担い手確保 岩手県
265 株式会社OLPASO 担い手確保 宮城県
266 株式会社ユーメディア 担い手確保 宮城県
267 株式会社トラパンツ 担い手確保 秋田県
268 ㈱山田鶏卵 担い手確保 山形県
269 青木製作所 担い手確保 栃木県
270 株式会社ティー･アイ･シー 担い手確保 埼玉県
271 株式会社菊屋 担い手確保 東京都
272 （株）ｅ－ｆｌａｔ 担い手確保 東京都
273 向洋電機土木株式会社 担い手確保 神奈川県
274 有限会社長谷川挽物製作所 担い手確保 新潟県
275 株式会社クラスコ 担い手確保 石川県
276 藤精機株式会社 担い手確保 山梨県
277 ジット株式会社 担い手確保 山梨県
278 株式会社平出精密 担い手確保 長野県
279 株式会社関ケ原製作所 担い手確保 岐阜県
280 株式会社山崎製作所 担い手確保 静岡県
281 株式会社山本食品 担い手確保 静岡県
282 株式会社くわこや 担い手確保 愛知県
283 株式会社クラユニコーポレーション 担い手確保 三重県
284 二九精密機械工業株式会社 担い手確保 京都府
285 マイクロニクス株式会社 担い手確保 京都府
286 株式会社アスコット 担い手確保 大阪府
287 株式会社友安製作所 担い手確保 大阪府
288 高石工業株式会社 担い手確保 大阪府
289 株式会社中農製作所 担い手確保 大阪府
290 株式会社大都 担い手確保 大阪府
291 佐藤精機株式会社 担い手確保 兵庫県
292 合同会社ヴァレイ 担い手確保 奈良県
293 株式会社ルビー 担い手確保 奈良県
294 広島管財株式会社 担い手確保 広島県
295 株式会社ときわ 担い手確保 徳島県
296 有限会社広野牧場 担い手確保 香川県
297 油機エンジニアリング株式会社 担い手確保 福岡県
298 株式会社日本ベネックス 担い手確保 長崎県
299 株式会社お菓子の香梅 担い手確保 熊本県
300 株式会社新原産業 担い手確保 宮崎県  



 

【掲載商店街】 

掲載順 商店街名 商店街組織名 都道府県

1 札幌狸小路商店街 札幌狸小路商店街振興組合 北海道

2 函館朝市 函館朝市協同組合連合会 北海道

3 釧路駅西商店街 釧路駅西商店街振興組合 北海道

4 富良野中心市街地商店街 ふらのまちづくり株式会社 北海道

5 ひがしかわユニバーサルカード商店街 東川町商工会 北海道

6 シーパルピア女川・地元市場ハマテラス 女川みらい創造株式会社 宮城県

7 七日町通り商店街 七日町通りまちなみ協議会 福島県

8 笠間稲荷門前通り商店街 笠間稲荷門前通り商店街協同組合、大町公園通り商店会 茨城県

9 都立大学５商店街 都立大学商店街連合会 東京都

10 高円寺純情商店街 高円寺銀座商店会協同組合 東京都

11 一ノ木戸商店街 協同組合一ノ木戸商店街 新潟県

12 海野町商店街 海野町商店街振興組合 長野県

13 沼津仲見世商店街 沼津仲見世商店街振興組合 静岡県

14 仲田本通商店街 仲田本通商店街振興組合 愛知県

15 大須商店街 大須商店街連盟 愛知県

16 本町商店街 本町商店街振興組合 愛知県

17 新大宮商店街 新大宮商店街振興組合 京都府

18 ララはしば商店街 橋波商店連合会 大阪府

19 おみぞ筋商店街 小溝筋商店街振興組合 兵庫県

20 塚口笑店街 塚口商店街振興組合 兵庫県

21 うらぶくろ商店街 うらぶくろ商店街振興組合 広島県

22 中の棚商店街 広島市中の棚商店街振興組合 広島県

23 山口市中心商店街 山口市商店街連合会 山口県

24 高松丸亀町商店街 高松丸亀町商店街振興組合 香川県

25 柳井町商店街 柳井町商店街 愛媛県

26 魚町銀天街 魚町商店街振興組合 福岡県

27 川端通商店街 上川端商店街振興組合、川端中央商店街振興組合 福岡県

28 佐世保中心商店街・商業施設 SASEBOまち元気協議会 長崎県

29 名瀬まち商店街 奄美市通り会連合会 鹿児島県

30 瀬長島ウミカジテラス ウミカジテラス・せなまーる会 沖縄県  



 

(２)授賞式等の実施 

 ①感謝状の筆耕 

 

≪仕様概要≫ 

 仕上がり：Ｂ３ 

 製本方法：バラ 

 使用色 ：２色（黒（文字類）・朱（印）） 

 筆耕数量：３３０枚 

 用紙  ：中小企業庁から支給 

 

【感謝状（商店街）】 

  

 

【感謝状（中小企業・小規模事業者）】

  



 

(２)授賞式等の実施 

 ②記念品（盾）の作成 

 

≪仕様概要≫ 

盾（はばたく中小企業・小規模事業者３００選）：３０５個 

盾（はばたく商店街３０選）         ：３０個 

 

【盾（商店街）】 

  
 

【盾（中小企業・小規模事業者）】 

  



(２)授賞式等の実施 

 ③授賞式等の運営 

 

≪開催概要≫ 

名称  ：はばたく中小企業・小規模事業300社 はばたく商店街３０選 授賞式 

開催日時：2019年6月4日(火) 17:00～18:15 

開催場所：経済産業省 本館 地下２階 講堂 

 出席者 ：受賞者・随行者・推薦団体・省庁関係者・来賓・プレス 

 

【スケジュール】 

時間 Lap 項目 内容 登壇者 

16:00 0:50 ■開場 ▶ 各種ご案内アナウンス   

16:50 0:10 ■ご案内アナウンス ▶ 授賞式、写真撮影に関するご案内   

16:58 0:02 ■ステージ転換→主催

登壇者着席 ▶ 転換終了後に下手袖より自席に着席 
経済産業大臣  世耕弘成  

中小企業庁長官  安藤久佳  

中小企業庁経営支援部長  奈須野  太 

17:00 0:01 ■授賞式開会 ▶ 開会アナウンス   

17:01 0:05 ■経済産業省  開会挨

拶 ▶ 演台でのご挨拶 経済産業大臣  世耕弘成 

17:06 0:04 ■ステージ転換 ▶ 演台ハケ→有線マイクセット   

17:10 0:10 ■感謝状・盾の授与 
▶ MC の呼び込みで代表受賞者順に 4 名ご登壇  

・中小企業・小規模事業者代表（3 名） 

・商店街代表（1 名） 

※1 名ずつ表彰 

株式会社新原産業 代表取締役  新原弘二  

株式会社調和技研 代表取締役社長  中村拓哉  

杉本製茶株式会社 代表取締役  杉本博行  

札幌狸小路商店街振興組合  理事長  島口義弘 

17:20 0:05 ■受賞者代表挨拶 
▶ ステージ中央でのご挨拶  

・中小企業・小規模事業者代表（1 名） 

・商店街代表（1 名） 
株式会社新原産業 代表取締役  新原弘二  

札幌狸小路商店街振興組合  理事長  島口義弘 

17:25 0:05 ■授賞式閉会 ▶ 閉会アナウンス→写真撮影ご案内   

17:30 0:45 ■写真撮影 ▶ ステージ上で 8 グループの写真撮影   

18:15 - ■退館 ▶ 退館アナウンス   
 



 

【受賞商店街】※網掛けは欠席 

  

正式（通称）商店街名 正式商店街組織名

札幌狸小路商店街 札幌狸小路商店街振興組合

函館朝市 函館朝市協同組合連合会

釧路駅西商店街 釧路駅西商店街振興組合

富良野中心街５商店街 ふらのまちづくり株式会社

ひがしかわユニバーサルカード商店街 東川町商工会

シーパルピア女川・地元市場ハマテラス 女川みらい創造株式会社

七日町通り商店街 七日町通りまちなみ協議会

笠間稲荷神社門前通り商店街 笠間稲荷門前通り商店街協同組合，大町公園通り商店会

都立大学５商店街 都立大学商店街連合会（とりつじん実行委員会）

高円寺純情商店街 高円寺銀座商店会協同組合

一ノ木戸商店街 協同組合一ノ木戸商店街

海野町商店街 海野町商店街振興組合

沼津仲見世商店街 沼津仲見世商店街振興組合

仲田本通商店街 仲田本通商店街振興組合

大須商店街 大須商店街連盟

本町商店街 本町商店街振興組合

新大宮商店街 新大宮商店街振興組合

ララはしば商店街 橋波商店連合会

おみぞ筋商店街 小溝筋商店街振興組合

塚口笑店街 塚口商店街振興組合

うらぶくろ商店街 うらぶくろ商店街振興組合

中の棚商店街 広島市中の棚商店街振興組合

山口市中心商店街 山口市商店街連合会

高松丸亀町商店街 高松丸亀町商店街振興組合

柳井町商店街 柳井町商店街

魚町銀天街 魚町商店街振興組合

川端通商店街
上川端商店街振興組合
川端中央商店街振興組合

佐世保中心商店街・商業施設 SASEBOまち元気協議会

名瀬まち商店街 奄美市通り会連合会

瀬長島ウミカジテラス ウミカジテラス・せなまーる会
 



 

【受賞中小企業・小規模事業者－１】※網掛けは欠席 

アクト中食 ヴァイオス ガウラ

アケボノ ヴァレイ カネショウ

アジアクリエイト ウインライト カンドリ工業

アスコット うえざと木工 加美電子工業

アステック入江 ウエマツ 果実堂

アントワークス 上田電機 河村工機製作所

秋田今野商店 内田縫製 関ケ原製作所

青紫蘇農場 ＷａｖｅＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 上町家守舎

青木フルーツホールディングス エコウッド 柏原計器工業

青木製作所 エスツーアイ キャリムエンジニアリング

浅沼醤油店 エポック社 紀和化学工業

足利フラワーリゾート SSDA 菊屋

網走ビール オーケーエム 協栄産業

有我工業所 オーテックエレクトロニクス 協和ファインテック

淺野運輸倉庫 オカネツ工業 教育情報サービス

葵製茶 オカムラ食品工業 九州タブチ

イシモク・コーポレーション おかもとポンプ クラスコ

イナテック お菓子の香梅 クラユニコーポレーション

インフィニットループ 欧州ぶどう栽培研究所 くればぁ

伊と幸 岡山フードサービス くわこや

伊田繊維 岡田製作所 釧路製作所

伊藤鋳造鉄工所 重家酒造 群馬合金

衣笠木工所 小野モータース ケイテック

井上ヒーター 大貫工業所 ケーエムエフ

磯貝製作所 大川印刷 げんき本舗

一丸ファルコス 大野ナイフ製作所 計測リサーチコンサルタント

一富士製菓 OLPASO 元気アップつちゆ

石井製作所

石川樹脂工業

ｅ－ｆｌａｔ

INUI

社名

あ

い

か

き

く

う

お

え

け

 



 

【出席者（中小企業・小規模事業者）－２】※網掛けは欠席 

コバヤシ精密工業 シークルーズ ソフケン

コモテック シーパーツ 早和果樹園

コンシス ジェー・フィルズ 相鐵

小正醸造 シオダ ダイワテック

五合 ジツタ 高橋工業所

向洋電機土木 ジット タナベ

幸伸食品 ジャパンシーフーズ タマチ工業

晃立工業 ジャパンプローブ 高石工業

今野製作所 歯愛メディカル 泰東工業

今野鉄工所 七洋製作所 代官山ワークス

神戸工業試験場 篠崎 大五産業

米五 松竹工芸社 大昌

ササゲ工業 新和メッキ工業 大都

さの萬 進和ラベル印刷 大同機械製造

サンウエスパ 清水 第一コンサルタンツ

サンコーインダストリー スカイ 竹森鐵工

サンマモルワイナリー スガサワ 竹内電機

サンライズ工業 スギヤス ＤＡＩＳＥＮ

サンレイ工機 スギヨ 田中製作所

佐賀冷凍食品 すててこ 中紀バス

佐藤精機 スノーデン 調和技研

榊原工業 スマイリーアース
つ

ツルタ製作所

三光電業 杉本製茶 ティー･アイ･シー

三宝ゴム工業 鈴覚 デサン

酒井製作所 須賀川瓦斯 田園プラザ川場

西海陶器 セルミック DIGLEE

誠和梱枹運輸 ＴＭＷ

摂津工業

仙醸

社名

さ

こ し

せ

す

そ

た

ち

て

 

 



 

【出席者（中小企業・小規模事業者）－３】※網掛けは欠席 

東京理化器械 新潟精密鋳造 フェニックスバイオ

道南伝統食品協同組合 日本キャリア工業 福井ファイバーテック

トーアス 新原産業 フジタ医科器械

トーヨーイス 西本工芸 二上

ときわ 日光化成 プロテックエンジニアリング

トライテック 日本サロネーゼ 藤精機

トラパンツ 日本テレソフト 二九精密機械工業

トランスブート 日本ビジネスデータープロセシングセンター 福山黒酢

鳥山畜産食品 日本ベネックス 別所電線

東京オート 日本ベルト工業 ベナスタス

東阪電子機器 日冷工業 ベネクス

東邦運輸倉庫 NISSYO ヘリオス・ホールディングス

東洋硬化 長谷川挽物製作所 ベンチャーウイスキー

藤次郎 八戸酒造 ポテトかいつか

道央メタル 萬乗醸造 ボルテックスセイグン

道後プリンスホテル ヒガシヤマ 北陸アルミニウム

富建 ひかり味噌 北陸テクノ

豊橋木工 ひのでや 北陸ヒーティング

友安製作所 ひよこカンパニー マイクロニクス

TOOT 広島管財 マイコック産業

凪スピリッツ ヒロミツ製作所 マテリアル

ナチュラルブレスト 広野牧場 マルカネ

中村製作所 弘木技研 丸共水産

中伝毛織 日乃本食産 丸橋鉄工

中島物産 日の出交通 丸十大屋

中農製作所 日の出大敷 丸大機工

美光技研 丸藤精工

菱六 松本機械製作所

漂流岡山 前田薬品工業

平出精密 眞鍋造機

平方木材

社名

ほ

へ

ふ

は

ひ

と

な

に

ま

 



 

【出席者（中小企業・小規模事業者）－４】※網掛けは欠席 

ミズタニバルブ工業 ユーメディア

ミナミサワ 湯の児海と夕やけ

ミヤギパッケージ 油機エンジニアリング

宮坂ゴム ヨシカワ

宮城菓子店 ヨシザワLA

宮島醤油 ヨシダ

三河淡水魚 横引ＳＲ

室蘭製綱株 横浜電子

村田木型製作所 吉野電化工業

め
名美興業 米村木工

森川ゲージ製作所 陽和

盛川酒造 ラ・ヴィーニュ

ヤグチ電子工業 ライフケア

ヤスダエンジニアリング 菱南電装

ヤマキ 柳月

山一ハガネ ルビー

山崎製作所 LOOOF

山田鶏卵
れ

レニアス

山田製作所
ろ

ロブストス

山内バット製材工場
わ

ワンチャー

山本食品

山本精機

山梨金属工業

山梨銘醸

大和

八幡ねじ

社名

る

む

も

み

り

ゆ

よ

や

ら

 



 

(２)授賞式等の実施 

 ④授賞式等の記念記録等 

 

【会場の様子】 

 
 

【受付の様子】 

 



 

【会場の様子―１】 

 

 

【会場の様子―２】 

 

 



 

【司会】 

 

 

【関係者】 

 

 



 

【開会挨拶】 

 

 

【代表者（中小企業・小規模事業者、商店街）】 

 

 



 

【代表者挨拶（中小企業・小規模事業者）】 

 

 

【代表者挨拶（商店街）】 

 



 

【記念写真（Ａグループ）】 

 

 

【記念写真（Ｂグループ）】 

 



 

【記念写真（Ｃグループ）】 

 

 

【記念写真（Ｄグループ）】 

 



 

【記念写真（Ｅグループ）】 

 

 

【記念写真（Ｆグループ）】 

 



 

【記念写真（Ｇグループ）】 

 

 

【記念写真（Ｈグループ）】 

 

 



(２)授賞式等の実施 

 ⑤受賞者を対象としたアンケートの実施 

 

【アンケート内容と結果概要（商店街）】 

『はばたく商店街３０選』 アンケート結果概要

0
 

１.貴商店街が抱える課題を認識したのは何がきっかけでしたか？

＜内部での議論を通じて＞

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

不定期に開催される会議

非公式な議論

定期的に開催される会議

（理事会等）

理事会等、定期的に開催される会議体を通じて課題を認識する傾向が強い

全体（n=25） ※複数回答可

1
 

 



１.貴商店街が抱える課題を認識したのは何がきっかけでしたか？

＜外部からのアドバイスを通じて＞

行政機関を中心に、多様な外部関係者から課題を認識するきっかけを得ている

全体（n=25） ※複数回答可

0 2 4 6 8 10 12

その他

支援機関

他商店街の関係者

専門家

（有識者、コンサルタント、等）

行政機関

2
 

１.貴商店街が抱える課題を認識したのは何がきっかけでしたか？

＜各種調査結果から＞

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

その他

外部調査・レポート

自主調査

（通行量、アンケート、ヒアリング調査、等）

ほとんどの商店街では自主的な調査を通じて、課題を認識、特定している

全体（n=25） ※複数回答可

3
 



１.貴商店街が抱える課題を認識したのは何がきっかけでしたか？

『函館朝市は北海道有数の観光地「函館」の代表的な観光スポットであり、国内外からの観光客が圧倒的に多い一方で地元
住民の足は朝市から遠のいておりました。実は、函館朝市は東日本大震災によりエリア全店が浸水被害を受けており、復旧
までに一ヶ月近くかかり、在庫品や什器備品など被害総額は数億円単位となっております。当時は４月１日には営業再開した
もののお客様が一人も歩いていない状況でありましたが、一緒になって復興を手伝ってくれたのは、紛れもなく市民や地域の
方々でした。このように観光ばかりに偏ってしまいますと情勢によっては、０になる危険性もございます。そこで、その教訓か
ら、元々「市民の台所」としてはじまった朝市ですので、もう一度地元の方々に足を運んでもらえないかを常日頃話していたと
ころでございました。』
（北海道／函館朝市協同組合連合会）

『H28年度に国の調査等に関する補助金の支援を受け、ニーズ調査及びマーケティング調査を行い、地域活性化を踏まえた

次世代ポイント制度のあり方について調査研究を進めてきた。この中で、現行のポイント制度にとらわれず、新たなチャレンジ
に前向きに東川町らしいシステムを構築し、ポイント利用者が安心・安全で地域に貢献できる仕組み作りが重要と認識した。」
（北海道／東川町商工会）

『震災津波被害から復興をけん引するため「女川町まちなか再生計画」が策定されました。公民連携による持続可能なまちづ
くりの実現を目指し、民間主導のエリアマネジメントを実現するため、各団体や施設管理運営会社とテナント事業者が一丸と
なり、主に町の基幹産業である水産に特化したイベントや地域のサッカークラブと商店街との販促企画を重ね、活動人口の増
加に努めている。今後は、近隣に建設される震災復興メモリアル公園完成に伴う観光客の動向に期待し、更なる賑わいづくり
と経済活性化へ向けて計画してゆく。』
（宮城県／女川みらい創造株式会社）

『福島大学共生システム理工学類山崎研究室でゼミ学生が七日町の取り組みをテーマに調査研究、分析を実施した。その中
でとくに通りにベンチなどの休める機能が不足している点が指摘された。自主調査では可能な限り各店舗の年間売り上げ高
のヒアリング調査を行った。』
（福島県／七日町通りまちなみ協議会）

＜主な意見①＞

4
 

１.貴商店街が抱える課題を認識したのは何がきっかけでしたか？

＜主な意見②＞

『理事会への参加者低下や街づくり地域事業への参加者の低下が見られるようになって来ました。』
（茨城県／笠間稲荷門前通り商店街協同組合、大町公園通り商店会）

『商店街の役員クラスの問題意識の低さに危機感を覚えた。』
（東京都／都立大学商店街連合会（とりつじん実行委員会））

『地方には、有識者という名ばかりの地域の大学の先生がほとんどだということが大きな問題だと考えている。商店街の課題
を認識するための公式な取り組みとして、地方公共団体が会議を開催するが、内部に名ばかりの有識者が何人もいると、行
政もそちらに配慮する傾向があり、弊害が非常に大きい。建築分野だとか、都市開発についての研究をしていることが、商店
街の発展という分野において必ずしも耳を傾けるべき有識者とは言えない点を行政はよく認識しておいて頂きたい。そういっ
た意味では、全国的に商店街の発展についての有識者や第一人者みたいな方がいない（取り上げ方が弱い）のが、名ばかり
有識者を公式の会議に入れてしまう原因の一つだと考えています。少し本質問の趣旨から外れているかもしれませんが、外
部の方に見て頂ける機会ですので、記載させて頂きます。

また当商店街にとっては、非公式に商店街の内『外』の住民でざっくばらんに集まる機会を増やすことが、課題の認識に有効
でした。』
（愛知県／本町商店街振興組合）

『理事長が就任後、状況の確認をしたところ①ハード面の改修が必要な箇所②空き店舗の増加③来街者の減少④イベントの
不安定な開催等の課題を改めて認識』
（兵庫県／小溝筋商店街振興組合）

『子育て支援施設を誘致したのだが、その前に、NPO団体等の協力を得て商店街のイベント時に試験的に「こども一時預かり
サービス」を実施してみて、利用者の反応や手応えを得た。』
（広島県／広島市中の棚商店街振興組合）

5
 

 



 

２.貴商店街が取組内容（施策・体制）を検討したときに、何を参考にしましたか？

＜内部での議論を通じて＞

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

不定期に開催される会議

定期的に開催される会議（理事会等）

非公式な議論

課題認識は定例会議の場で認識される傾向が強いのに対し、
取組内容の検討は非公式の場で進められる傾向がある

全体（n=25） ※複数回答可
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２.貴商店街が取組内容（施策・体制）を検討したときに、何を参考にしましたか？

＜外部からのアドバイスを通じて＞

他商店街の関係者をはじめ、多様な外部関係者からアドバイスを得ている

全体（n=25） ※複数回答可

0 2 4 6 8 10 12 14

その他

支援機関

専門家（有識者、コンサルタント、等）

行政機関

他商店街の関係者

7
 



 

２.貴商店街が取組内容（施策・体制）を検討したときに、何を参考にしましたか？

＜他商店街の事例＞

多様な媒体から、取組内容についてのヒントを得ている

全体（n=25） ※複数回答可

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

その他

書籍

ＳＮＳ等

事例集

ホームページ

8
 

２.貴商店街が取組内容（施策・体制）を検討したときに、何を参考にしましたか？

『経済産業省から出されている商店街の事例集。
また全国商店街振興組合連合会での交流時に直接現地商店街との情報交換。』
（北海道／札幌狸小路商店街振興組合）

『「おでかけリハビリ」は、２０１６年の全国共同店舗連盟のセミナーに参加して、様々な取り組みをお聞きし、その一つに
「ショッピングリハビリ」があって、それをモチーフに、“函館朝市”で独自に発展させた取り組みでございます。』
（北海道／函館朝市協同組合連合会）

『全国で活発に活動している商店街を参考に、「地域商業自立促進事業」のモデル事例や全国商店街支援センターの商店街
の取組みや運営活動などの情報を参考に検討した。』
（北海道／東川町商工会）

『内部的に、商店街の賑わい・繁盛・おもてなしの為の相互協力を行ない、施設の発展と信用の向上を図る為、相互協力を話
し合う目的の会議を、毎月１回開催している。また、震災支援でつながりのある商業施設運営会社との施設と施設姉妹協定
を締結し、当商店街との交流事業も継続している。』
（宮城県／女川みらい創造株式会社）

『以前、役員会で組織体制について協同組合もしくはＮＰＯなどの法人格を取得するかどうかの話し合いをもった。しかし協議
会には地区外や個人会員が多く、取得には至らなかった。あくまでも任意のまちづくり団体として現在に至っている。』
（福島県／七日町通りまちなみ協議会）

『市で行われる街づくりの勉強会への参画や県の施策街づくり事業の公募を積極的に利活用して行きました。』
（茨城県／笠間稲荷門前通り商店街協同組合、大町公園通り商店会）

＜主な意見①＞
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２.貴商店街が取組内容（施策・体制）を検討したときに、何を参考にしましたか？

『高松丸亀町商店街に商店街再生の成功事例として役員らで訪問をし、意見交換をしたのが非常に有益でした。他は地方で
も盛り上がっている（とHPなどから見えるもの）イベントの調査を行って、当商店街でも効果がありそうなものをカスタマイズし
て行っています。』
（愛知県／本町商店街振興組合）

『参考内容①理事長就任後、色々な商店街・大型店を夫婦で見て回りました。関西圏の状況の把握②次に、その内容を商店
街関係者や姫路を活性化したいと思う人々と話し合い意見交換③最後に、意見を参考にした事業展開』
（兵庫県／小溝筋商店街振興組合）

『西日本新聞関連会社との協議』
（福岡県／魚町商店街振興組合）

＜主な意見②＞
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３.貴商店街の実施体制をどのように構築しましたか？

＜従来の体制活用・新しいプレーヤーの参画＞

従来の体制を活用しつつ、新たなプレーヤーも積極的に巻き込んでいる

全体（n=25） ※複数回答可

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

その他

周辺の商店街

専門家

新たな個人層（若年層、シニア、外国人、等）

商店街以外の団体、企業

従来の体制を活用

11
 



 

３.貴商店街の実施体制をどのように構築しましたか？

『新しい活動の担い手として「店長会」を組織し、新時代の商店街組織運営を目指している。』
（北海道／札幌狸小路商店街振興組合）

『「おでかけリハビリ」は朝市から始まった取り組みではございますが、関係先を巻き込んで２０１７年１０月に協議会を立ち上
げ、現在幅広く推進しているところでございます。』
（北海道／函館朝市協同組合連合会）

『今後は、独立した組織体を設立し、実施主体の基盤強化と加盟店企業個々の独創性と地域経営基盤の強化を十分に発揮
できる体制づくりが急務と感じている。』
（北海道／東川町商工会）

『従来の体制を活用してはいるが、協議会には女性部、青年部を組織し、女性と若い世代の視点からまちづくり活動に関
わってもらっている。』
（福島県／七日町通りまちなみ協議会）

『「かさまのまちと通りのこれからを皆で考える会」という隣接した商店会や地域の人を取り入れた会合を発足して市と連携し
て人を巻き込む手法を取り始めました。
その結果新規店主や商店会の周りの方々が徐々ではありますが、参加する傾向が見受けられました。』
（茨城県／笠間稲荷門前通り商店街協同組合、大町公園通り商店会）

＜主な意見①＞
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３.貴商店街の実施体制をどのように構築しましたか？

『当商店街の場合は、一度解散していたので新たな若年層を掘り起こすしか無かった。人数も少なくなってしまうため、エリア
の拡大も行って新しい商店街として設立した。専門家としては、マーケティングと不動産コンサルタントに参画してもらってい
る。』
（愛知県／本町商店街振興組合）

『士気を高めるための取り組み①時流に乗った話題性のあるイベントの開催（条件：①コストがかからない②TVなどのメディア
が取り上げる内容③当日の運営に人が必要ない④管理が簡単で継続性がある⑤1度来ても楽しめる近隣の人は何度来ても
楽しめる内容）することで、商店街の人が商店街の運営に興味を持ち応援したくなる取り組みで実施体制を構築』
（兵庫県／小溝筋商店街振興組合）

＜主な意見②＞
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４.新しいプレーヤーをどのように巻き込みましたか？

関係者からの紹介等、属人的なルートで新たなプレーヤーを巻き込んでいる傾向がある

全体（n=25） ※複数回答可

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

その他

募集

外部（支援機関等）からの紹介

商店街関係者からの紹介
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４.新しいプレーヤーをどのように巻き込みましたか？

『青年会が中心となり、楽しい仲間づくりの場を作り上げ参画してもらった。』
（北海道／札幌狸小路商店街振興組合）

『説明会を企画し、地元紙などのマスコミにも取り上げていただくことで、広く参加を呼びかけました。』
（北海道／函館朝市協同組合連合会）

『市報や週報やホームページ等を利活用して告知してきました。』
（茨城県／笠間稲荷門前通り商店街協同組合、大町公園通り商店会）

『主にスカウトです』
（静岡県／沼津仲見世商店街振興組合）

『建て替え事業、リノベーション事業をおこなった際、テナントとして入るためには、商店街活動に協力することと賃貸借契約書
に記載したことで、そもそも商店街活動に非協力的な人のスクリーニングができた。一度協力的な人材が複数入ってからは、
加速度的に新しいプレーヤーが増えていった。』
（愛知県／本町商店街振興組合）

『①楽しそうなら参加するが信条②姫路市の産業振興課からの情報で助成金を活用。③助成金活用後、継続事業にするため
助成事業中に事業者を育てることで継続時のコストを下げる。成長できる事業主をイベント内容決定後に数社発掘。その後、
入札。④結果、商店街にかかわると学べると話題になることで情報が収集しやすい環境が作れる』
（兵庫県／小溝筋商店街振興組合）

『理事長所有不動産のテナントだった』
（福岡県／魚町商店街振興組合）

＜主な意見＞
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５.商店街活動を進めていく中での課題や悩みはありますか？

個店の売上増加や訪日観光客の取り込み等、売上拡大に関する課題が最上位を占め、
人員不足や非加盟店舗の増加等、商店街組織力の低下に関する課題がそれに続いている

全体（n=25） ※複数回答可

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

その他

金融機関からの資金調達が困難

行政機関（都道府県、市区町村）との連携不足

支援機関（中央会、全振連）との連携不足

国（中小企業庁、地方経済産業局）との連携不足

専門家による指導・助言

他の商店街との連携・情報共有

空き店舗オーナーと入居希望者とで家賃の折り合い

予算が少ないため行いたい事業ができない

来街者の減少

空き店舗オーナーが店舗を貸す気が無い

商店街区域内の非加盟店舗（加入拒否）の増加

人員が少ないため行いたい事業ができない

訪日外国人観光客の取り込み

来街者の増加を個店の売上げ増加に繋げる取組
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５.商店街活動を進めていく中での課題や悩みはありますか？

『役員の担い手不足』
（北海道／札幌狸小路商店街振興組合）

『昨年受賞したインバウンド（観光）について、新たな事業（サービス）として、～旅を通訳して役に立つ！～「 タビヤク－
TABIYAKU 」（※参照【 https://www.youtube.com/watch?v=fwb_gTfbQsM 】）をスタートさせております。 「タビヤク」とは、「旅

先である観光地や商業施設での通訳サービス」で、通訳をお仕事にしたい個人と通訳をお願いしたい商店や施設をマッチン
グするプラットフォームです。』
（北海道／函館朝市協同組合連合会）

『リーダーとなるべき人材の不足。』
（北海道／ふらのまちづくり株式会社）

『来街者及び外国人観光客は増加傾向にあるが、それを取りこぼすことなく売上の増加につながる取組みの実施と独立し
た組織体の設立及び人材の確保により、積極的な事業の実施と地域経済の活性化を推進することができると感じる。』
（北海道／東川町商工会）

『毎月役員会を開いているが、会員に対する情報の共有化が完全とまでいっていない。末端の会員の意見、提言を積極的
に取り上げるようなさらなる努力が必要だと感じている。またインバウンドに対しては今後積極的に取り組んでいきたいと
思っている。』
（福島県／七日町通りまちなみ協議会）

＜主な意見①＞
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５.商店街活動を進めていく中での課題や悩みはありますか？

＜主な意見②＞

『我々の商店街は鉄道駅が中心となるので、商店街・街を盛り上げるためには鉄道会社との連携が不可欠であるが、ポス
ター一枚貼るのにもハードルが高く交渉や意見交換の場も無い。鉄道会社に限らず地元企業との連携ができるよう官公
庁側からそのような場を定期的に設けて欲しい。』
（東京都／都立大学商店街連合会（とりつじん実行委員会））

『商店街運営に係る若手人材の不足』
（東京都／高円寺銀座商店会協同組合）

『個店のレベルアップ及び、社会的責任意識向上も課題』
（静岡県／沼津仲見世商店街振興組合）

『商店街内に店をやめて居住だけしている世帯の増加が、景観上も商業的な意味でも非常に大きな課題と認識してる。』
（愛知県／本町商店街振興組合）

『昨年末まで、商店街4区間のうち、駅側の1区間が数年間大型ビルの解体撤去・建築。アーケードの一時撤去があり来街
者の減少があった。これからの、取り組みに商店街の強みを生かす方法が必要となっている』
（兵庫県／小溝筋商店街振興組合）

『カラー舗装の老朽化』
（広島県／広島市中の棚商店街振興組合）
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６.最後に、ご要望やご意見があればお聞かせください。

『地方の中小組合は、一般の事務員はパートでも雇うことは出来ても事務局長までは費用面（そもそも必要性を軽視してい
るところもありますが・・・）で配備してないところがたくさんあります。そこで、私自身が勝手に構想しているのですが、事務
局長職をフリー化出来ないものかと思っており、例えば、複数の組合の事務局長職を抱える（顧問税理士のようなイメージ）
などで中小組合の救済が出来ないものかと思っているところでございます。店舗や会社の事業承継の問題はよく耳にしま
すが、案外、組合の事業承継も大きな問題ではないかと思っております。』
（北海道／函館朝市協同組合連合会）

『地方の組織は、商工会などの組織内に事務局を兼務させ運営しているが、商工会及び振興会などの組織体それぞれに
おいて、相互間のフリクションもあり今後の地域活性化に対する方向性を検討するうえでは組織運営等の検討が必要と感
じる。』
（北海道／東川町商工会）

『ベストプラクティスの情報発信を要望します。』
（静岡県／沼津仲見世商店街振興組合）

＜主な意見①＞
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６.最後に、ご要望やご意見があればお聞かせください。

『地方に優秀な人材（専門家含む）がいないのは、仕方がないことであるが、無理して優秀な人材の席を作って、助言を求め
ている体裁を取るような仕組みにしてしまうのは、絶対にやるべきではない。国で商店街活性化の専門家をきちんと認定？
するなどし、地方に国から派遣するような仕組みがあれば、良い取り組みになると思う。地方公共団体では、認定する力が無
く、地域の大学から「それっぽい学者」を派遣するような形となり、実際周囲の商店街からも弊害になっていると聞く。なお、特
定の人物を指しているのではなく、複数の大学から複数の弊害を受けていると感じていることは書いておきたい。県の商店
街関連の座長に選ばれている方でも、研究実績などを見れば、都市部で再生した商店街をインタビュー調査しているだけで
あり、研究実績まで本当に精査できているのか、そもそも県内に妥当な有識者がいるのか、そもそも有識者（学者）が商店街
再生の場に必要なのか、国の方から地方に対して提言できるようして頂きたいと強く要望したい。』
（愛知県／本町商店街振興組合）

『常に「明と暗」があり楽観すれば「明も暗になり」見方を変えれば「暗も明に転じる」がモットーです。今回のような機会もいた
だき、また色々な方のご協力もいただき運営しております。これから益々興味を持っていただける商店街を目指したいと思い
ます。今後とも、宜しくお願い致します。』
（兵庫県／小溝筋商店街振興組合）

＜主な意見②＞
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【アンケート内容と結果概要（中小企業・小規模事業者）】 

『はばたく中小企業・小規模事業者300社』
アンケート結果概要

0
 

1

総回答数：153社
※複数回答可

☐取材や問い合わせが増えた
⇒５３回答

☐営業や商談に活用できた
⇒６０回答

☐社員のモチベーションが上がった
⇒７３回答

１．受賞したことで、貴社にどのような変化がありましたか？

 



 

１．受賞したことで、貴社にどのような変化がありましたか？

『当該の賞についての認知度がまだまだ低いと思われます。消費者については、残念ながらその価値も解らない者が多いと
いう印象です。』

『当社の事業、取組みが国に評価されての受賞であることから、従業員のモチベーションが上がりました。中小企業、特に交
代勤務を伴う製造業への就職希望者は非常に少なく、必要な人員が常に不足している中、苦労をかけている従業員の励みに
なったことに感謝していますし、従業員の苦労に少しでも報いてあげられたのではないかと思っています。』

『金融機関の評価に繋がった。当社は装置産業の側面を有することから、どうしても借入金が多くなってしまっている中、当社
事業の社会的意義を改めて理解頂き、特に政府系金融機関においては、設備投資に対して積極的に支援してくれる姿勢が
鮮明になった。』

『この度の受賞について、お客様が来社する際、受賞について説明をしたり、会話が増え、信用につながっていると思います。
国から賞を頂けることで、社員の意識が変わります。この度弊社を選定いただき心より感謝申し上げます。』

『地元新聞や業界紙などの記者から取材の際、話題となり、記事に取り上げられることがありました。』

『取材依頼が5件あり1件のみ受けました。営業においては受賞のお礼のはがきを顧客に送り、反響がありました。
普段の取り組みが評価されることで、働いている方々のモチベーションが向上しました。』

『受賞した事で、この2～3年で社内の組織改革、会社の成長（売上の拡大）というものが確実に実を結び結果に表れて来た事
を経営者及び社員が実感できた。』

『2紙の新聞社より問合わせを頂きました。また、SNSなどで取引先や知人より多くの祝辞を頂き、信用の向上につなげることが

できたと思います。社員の自信にもつながったと思います。授賞式に参加の多くの企業様につきまして、事例集を読ませて頂
きました。とても素晴らしい取り組みから勇気を頂きました。』

＜自由回答①＞
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１．受賞したことで、貴社にどのような変化がありましたか？

『受賞の活用については積極的な活動は行っていない。お客様からはすごい賞なんだからもっとＰＲした方がいいと言われて
います。今後の課題です。』

『受賞を機に弊社に関心を持った金融機関との新規取引が始まったほか、既存取引先からの信用度も増したと感じている。』

『名刺に300社のロゴを記載することで、対外的な信用向上に大きな効果があった。
対外的な信用向上だけでなく、社員の経営陣を見る目もかわったと感じている。』

『県や行政への認知度が向上しました。』

『WEB上に掲載され、露出が増えることで問い合わせをいただく機会が増加しました。また信用力のアップに繋がったと感じま
す。』

『「はばたく中小企業300社」に推薦いただき、受賞致しましたことは驚きであり、地域未来牽引企業の認定に引き続き、かさね

ての受賞に感謝し、さらなる努力と新しい次の世代（時代）に私どもの業界にとって必要な会社へと脱皮していかなければと責
任を感じております。誠に有難うございました。』

＜自由回答②＞
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２．受賞前に直面した、事例集では伝えきれていない課題・悩み等はありましたか。
また、その課題・悩みに対してどのような取り組みをしましたか。

『伝統的に職人気質の社員が多く、自分固有の仕事として囲い込む風潮があり、弊社も同じような状況にあった。そのため、
良い製品というものは担当する社員の技量に負う面があり、ややもするとその技術がスムーズに継承ができないということが
悩みであった。』

『従業員のモジュベーション向上に関して、平成30年から外部コンサルを雇用し、従業員の資質確認、意識調査、会社の問題

点等を聞き取り、個人面談を通して個人の特性、強みを自覚させると同時に自分をコントロール下においた管理手法を教育し
た。又社報を発行、全従業員に配布し、経営者の意図を発信した。』

『製品の納期遅延に関して、状況、問題の原因を議論解決策のアドバイスを受け、改善活動を実施中であるが困難に直面し
ているのが現状である。』

『世界貿易が不透明さが増し、受注が減っています。大手企業は海外発注や内製化を強化し、中小企業への発注が急激に
減っています。また人材もなかなか確保できない状況です。メディアで流れる大手企業の開発者には出来高制ではあります
が、年収3000万円も夢ではないと報道されますが、私たちは到底支払えません。

この苦境の中、私たち中小企業も、技術力の向上や、社員に対する社会保障、環境整備を強化しています。新規顧客獲得
や、取引先への受注拡大などに取り組んでいます。
お客様も人材も、期待感や信頼できる会社と感じなければ選ばれません。
弊社の取り組みは、ISO9001・ISO14001などを取得・継続することにより、品質の向上、トレサビリティの強化、人材育成、環境
への取り組みなど標準化をし、円滑に業務、能力強化、法令巡視などを徹底しています。近年はJISQ9100を認証取得し、高い

技術力、高い管理能力が不可欠な分野の受注を強化しております。最先端技術を成長させるために、設備力、人材力を向上
させる。しかし中小企業には多大な資金力はありません、中小企業が生き残り、成長するためには、大手企業に選ばれる会
社にならなければなりません。』

＜主な意見①＞
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＜主な意見②＞

『現代表者が保有する普通株式を後継者に引き継ぐ手法につき、ある監査法人や専門コンサル会社に問い合わせする中で、
2年越しで検討を進めておりました。
最終的には、昨年決定した手法により、株式の移動／承継を進めております。
同時に、後継者に対する育成計画も立案し、その内容に沿って育成中です。』

『金属板や樹脂板の表面に研磨で模様を付ける仕事を行っております。

良いと分かっていても情報共有させてもらえない場合もあり、製品の開発・設計部署が弊社の仕事内容を知らなければ土台
にも上がらないことを懸念し、その状況を打破したいと考えました。

まずは認知度を上げる為に、異業種交流展示会に出展致しました。展示会に出す前に来場されたお客様から見て頂けるよう
にホームページもリニューアルし、打ち合わせに進んだ時の為に社内に各種柄サンプルや過去製品を並べたショールームを
作り、環境を整備して展示会に臨みました。そこで異業種の様々な方達にみてもらうことで知名度も上がり、異業種目線から
の課題も見つかったのですが、開発・設計部署の方達に出会うことは少なく直接仕事に繋げる難しさを感じました。

そこで各企業の製品の開発・設計を行っている方が来場されるジャンルを絞った展示会を探し、デザインに特化した展示会に
出展致しました。
すると、各メーカーの開発や設計、デザインの方達と数多くの接点を持つことが出来るようになりました。

多くのメーカーに知ってもらえる機会を増やして環境を整備したことによって、製品の開発段階でご相談を受けることも多くな
り、中間の企業ともより密に情報共有が出来、最近では「弊社だから出来ること」を価値として捉えて頂けるようになっていきま
した。』

『当社の主力製品である、建設機械・自動車・産業機器は、「現地生産、現地販売」を基本方針に、海外生産が増え、国内生
産は減り続けている。その流れの中で、国内同業者通しの競争が激化し、顧客からの品質とコストダウンの要求は一段と厳し
くなっている。国内で生き残る為に、治具開発力、プログラムソフト力、そして長年培った自社オリジナルの加工技術等、他社
を上回る能力を保持しながら、当社独自の特徴を持ち、同業他社と差別化を図り、競争力を強化の取り組みを行っていく。』
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２．受賞前に直面した、事例集では伝えきれていない課題・悩み等はありましたか。
また、その課題・悩みに対してどのような取り組みをしましたか。

 



 

＜主な意見③＞

『職人気質の会社で、その人しか出来ない加工が多く、人が辞めるたびに作業の引継ぎに大変苦労していました。たまたま20

代の女性を採用した時に、職人さんたちが優しく指導していることに気づきました。そこから作業と段取りを分けて考えるように
し、若手女性の採用を積極的に行うことで、作業の標準化・平準化がどんどん進みました。また技能実習生を採用し、そこに
は言葉の壁があるため、言葉がわからない人でも作業できる様、標準化のレベル向上を図りました。さらにその究極として、ロ
ボットによる自動化も行うことが出来るようにもなってきました。』

『事業の拡大に伴い、急激な人員増加やそれに伴う目に見えない庶務的な雑務等も増え、システムを導入したにも関わらず、
中々スムーズに処理が出来ていない悩みがあります。また新しい事業所も開設し、処理の多様性が問われる中、新たにシス
テム開発に取組んで税制の改正等も含め、対応している状態です。』

『海外取引が増えるにつれ2名だった貿易担当者の負担も増えサポート体制を増員し、対応している。ベースは英語で行って
いるが専門知識や専門用語もあり最初は苦労していた。現在出荷手続きは慣れて問題ないが最近はEPA,TPP対応もあり複雑
な手続きに苦慮している。』

『2年前にオープンした「オープンファクトリー」が年間1万人を超す見学者となった。一般客だけでなく各種表彰を受け、などで
行政関係、商工会議所、観光協会経由の来場者も増加した。』

『政府系銀行の入札案件があり、参加するも、ごく基礎的な書類不備で失格となった。中小企業として手探りで海外展開を進
めるにあたり、やはり知識や経験の欠如は常に課題であった。また、当初は誰に助言を求めれば良いかもわからず、紆余曲
折を経て正しいアドバイスが得られるようになるまでにも時間を要した。数年経ち、独立行政法人の事業に係る入札に参加し
た際にも、金融機関から入札保証書面の発行を受ける必要があったが、当時は協力してくれる金融機関は無かった。いずれ
も、諦めずに常に次の手を模索し続けるしか出来ることは無かったが、その甲斐あってか何とか解決に至った。』
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２．受賞前に直面した、事例集では伝えきれていない課題・悩み等はありましたか。
また、その課題・悩みに対してどのような取り組みをしましたか。

 

＜主な意見④＞

『現在の主力事業となっている水処理施設の建設にあたっては、多額の借り入れをしました。建設を決定した理由は、法改正
があって、それまで海に捨てていたものを陸上で処理する必要が発生するというニーズを見越しての投資でした。その当時は
事業が軌道に乗るか不安でしたが、現在では売上はその当時の3倍以上になっており事業を軌道に乗せることができました。

その当時の経験から法改正や時代のニーズを見越して積極的に事業を展開するという社風が生まれ、今回のプラントの独自
開発というメーカーポジションを目指した取り組みも始まりました。』

『弊社製品は、病院や健診施設で利用されているが、使用する人が限定されているため世間での商品の認知度や、会社の知
名度が低いという事が悩みである。また日本では、大手メーカーが国内シェアの９割を占めており、弊社のような小規模事業
者が如何に参入していくかも課題である。

これらの課題を解決するため様々な助成事業などにアプローチを行い、交流会への参加や国内外の展示会に積極的に出展
するなど、弊社および製品のプロモーションの機会を得るための取り組みを行ってきた。今回の「はばたく中小企業300社」の

受賞も、弊社にとっては多くの方に知っていただく良い機会になり、さらには企業としての取り組みを評価していただいたことで
自信にも繋がった。』

『会社の成長期を迎えたのが10年くらい前です。便利の良い総合的な体制、特注加工、メンテナンス体制に空調改善のため
の実例が業界誌で連載の依頼が評判になった事などがプラス要因になったと思います。
鳥インフルエンザ等、厳しい状況が続きながらも国産の食肉需要は手堅く、畜舎は20～30年経過したリフォーム需要も現在ま
で続いていますが、TPP貿易協定対策としてのクラスター補助金とアフリカ豚コレラの発生により中国の富裕層が米国産の豚
肉供給が日本から中国へと流れが変わってきました。

その結果、日本の食肉相場が高騰して日本の豚肉相場が一挙にバブル化し、節税もかねてヨーロッパメーカーの全自動シス
テム畜舎の新築及び建て替え需要の大きな流れへの変化が起こり、全自動のコンピューター化された海外メーカーの国内代
理店との競合の中で、国産のAI,IOT等の自動化の研究を一昨年度から始め、関連して特許取得した商品の開発が始まってい
ます。』
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２．受賞前に直面した、事例集では伝えきれていない課題・悩み等はありましたか。
また、その課題・悩みに対してどのような取り組みをしましたか。

 



 

＜主な意見⑤＞

『企業としての生産能力や構造的なキャパには限界があり、超えられない壁の存在を意識していました。

そこで今までライバル会社として競合してきた同業他社をパートナー企業として連携することに繋がっていった訳ですが、当初
は警戒もされるし、手の内や本心を隠したままの連携でした。

そこで当社から従業員を派遣し、技術の伝承を繰り返し行い、積算基礎となる生産力の向上のためのノウハウを存分に披露
していきました。さらにはかつてのライバル会社から出向で技術者を受け入れ、当社の技術を全て伝えていくことで徐々に信
頼を得、ライバル会社から協力会社へと変化していき、企業としての生産能力や受注のキャパを超えていくことが可能となり、
売上げも順調に推移していくようになりました。』

『再生PET樹脂の製造技術開発に取り組み始め、約10年の期間を有した。
技術確立後、各飲料メーカーに声掛けをするも、安全性の観点などから否定された。
そうした中、Ａ社が声をかけてくれたが、Ａ社の品質要求は高く、大変な困難を伴った。

しかし資源のない日本にとって、また、環境問題を解決する有効な手段であるという思いの中、一丸となって取り組んだ結果、
世界でも類を見ない過酷な安全基準に照らし合わせても、不純物の完全除去が確認された。

その後、「安全性の確認が出来たので、飲料ボトルに使いたい」と厚労省に説明に行ったところ、担当者から、｢前例がない」と
言われた。

しかし、｢一度工場に来て、我々のリサイクル工程を確認して、使えるか使えないか判断して欲しい！｣と訴えたところ、視察に
来てくれた。

視察では高い評価を頂き、すぐ省内にワーキンググループが発足。当社もメンバーとして参加し、実証試験や工程管理の内
容を提供したところ、それらが盛り込まれガイドラインが実現した。
その後、上記知見を背景に技術の確立に取組み、4年間の期間を有したが、技術的課題や安全性の確保についての検証を
重ね、2018年より商業生産を開始することができた。』
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２．受賞前に直面した、事例集では伝えきれていない課題・悩み等はありましたか。
また、その課題・悩みに対してどのような取り組みをしましたか。

 

＜主な意見⑥＞

『２００３年に始まった首都圏の「ディーゼル車規制」が一段落すると、黒煙除去に関する需要が激変することは明白でした。弊
社製品はディーゼルエンジンを使用しているどのような機械にも使用できるメリットがあったが、最初は用途が分かりませんで
した。
そこで「現場」にあたり、自ら需要をつくっていきました。
①非常用発電機用ＤＰＦ

当初はどこに当たっても「これまで非常用発電機の点検時に黒煙による騒ぎや近隣住民の苦情が出たことはなく、黒煙除去
装置の需要は期待できない」というそっけないものでしたが、「現在なくても必ず需要を作り出す」という信念で販売活動を行
い、黒煙で困っているという自動車メーカの現場にたどりつきました。ここが第一号になりました。
②建機レンタル用ＤＰＦ

購買や、設計や、企画部署などの頭の部署ではなく、営業やサービスなどの現場にあたりました。レンタルを開始すると「住民
に菓子折りを持って謝り行かなくてもよくなった」「住民の苦情で工事ストップがなくなった」「総合評価制度にＤＰＦを入れ、入札
できた」等々いろいろな感謝の声を聴くことができました。

また、２０１５年１月にモンゴルのＵＢ市を訪問し、大気汚染の酷さを体感しました。自分たちで何ができるかを相談するため、
在モンゴル日本大使館に相談したところ「いろいろ支援制度があるから調べたらどうか」とのアドバイスをいただきました。早速
「案件化調査」を申請し、無事採択され、その後の「普及・実証事業」に繋がりました。

これらの実績が切っ掛けで、台湾の商社から声がかかり販売契約を結び、ＵＮＩＤＯの「環境技術データベース」に記載され、ま
たＴＶ東京の番組ではウランバー市での活動状況が放送されました。』
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２．受賞前に直面した、事例集では伝えきれていない課題・悩み等はありましたか。
また、その課題・悩みに対してどのような取り組みをしましたか。

 



 

＜主な意見⑦＞

『耐火物の下請け加工を中心として創業したが、2008年のリーマンショックで受注が大幅に減少。加工業務だけでは不景気の

ときに会社が成り立たないことを痛感し、自社製品の開発に着手する。しかしインターネット等での情報収集や飛び込みで営
業をするも、顧客から本当に困っていることの相談など来るはずもなく、相談があるとしても賃加工の依頼ばかり。
ある日、特許公報の存在を知り、今まで弊社が知りたくても知れなかった情報が山のように記載されていることを知る。

特許には、発明の内容だけでなく、「背景技術」という項目があり、そこには企業がどのようなことで困っているのか、今までど
のような解決方法があったのか、という詳細な記述があり、読み進めるうちに、ある程度業界の課題がわかるようになり、共通
する課題も見えてくるようになった。そのうえで、顧客に問い合わせし話を聞くようにすると、技術的な情報の蓄積があるため、
顧客からもある程度の本音が聞き出せるようになる。
こうして新製品開発に最も必要な、顧客の問題を知ることができるようなり、自社製品開発の第一歩を踏み出した。

しかし、実際に開発した製品をもっていっても、今まで下請け加工だけを行っていた弊社には、実績がない。話をしてくれるよう
になっても、カタログもなければ、自社のホームページもないような会社の製品を使ってくれるところは存在しない。

そこで、製品のデータだけでも客観的な根拠を示すようにするために、公的試験場でデータをとるようにした。自社が測定した
データです。ではなく、愛知県の試験場で取ってきたデータです。と話すことでデータに信用性を持たせ、現状から一歩前に進
めるのではないかと考えた。足繁く、試験場に通っているうちに試験担当者とも話すようになり、自社が行っていることや、自
社の技術について興味をもってもらえるようになった。ある時試験場の担当者から共同研究をしてみませんか？という言葉あ
り、そこが弊社の大きな分岐点だったと思う。

県と共同開発した製品を取引先に進めていくうちに、製品の評価結果だけでなく、どのような原理・しくみで製品が成り立って
いるのですか？という学術的な解明が求められることが多くなった、

この時期に名古屋工業大学との共同研究が始まる。教授や大学のイメージは、外から見ていた権威的な印象とは違い、親身
になって相談にのってくれる人たちがたくさんいた。大学を通じて、製品の原理を解明して頂けることになり、論文を書いてもら
うことができるようになると、今まで門前払いをされていたような、最先端の分野でも提案ができるようになった。産学官の連携
が始まったこの瞬間が、弊社にとって第二の分岐点だと思う。

多くの人に支えられ、支援をうけることができたといった幸運に恵まれた一面はあるが、下請けから脱却する方法としては、多
くの企業に適用できる、汎用性のある道ではないかと思う。』
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２．受賞前に直面した、事例集では伝えきれていない課題・悩み等はありましたか。
また、その課題・悩みに対してどのような取り組みをしましたか。

 

３．現在、貴社はどのような課題・悩みに直面していますか。
また、どのような取り組みを行っていますか。

『時代の変化に伴い、食の在り方や家庭での調理スタイルが変わったことによって、家庭向け醤油の消費量は減少傾向の一
途である。弊社は家庭向け商品が主体であり、現状を打破するには製品の間口を広げ、より簡単で便利な製品を開発しなけ
ればならないと考えている。レトルトパウチ製品への取組やアンテナショップの開設はその一端であり、地元素材を活かした
製品を県外に向け発信していきたい。』

『金属部品加工は切削から単発プレス、単発プレスからトランスファープレス、さらにはIoT,ＡＩ化に進み、弊社もIoTまでの段取
りは課題として捉えている。これらはサポインを通して開発実行中である。
生産性向上が実現されたとしても、売上拡大（付加価値向上）は課題として残る。

売上拡大（付加価値向上）に関しては現在のプレス単品からプレス部品同士を溶接する複合化により、より付加価値の高い
製品を供給出来るよう、川下企業とともに技術を開発中である。』

『海洋ゴミによる環境汚染が世界共通の課題となる中、再生原料100％を実現した当社の技術力、製品に対する需要が急増
しており、その需要にどう対応するかで以下の大きな課題に直面している。
・人材面
当社のような中小企業、特に交代勤務を伴う製造業(工場)への就職希望者は極めて少なく、必要な人員が確保できない状況
が続いている。様々な媒体を使って、また、学校回りも含めて採用活動に注力しているが、改善する気配がない。

マンツーマンリーダー制度や各種研修会への参加、資格取得支援などを実施しているが、世の中が当社を必要としているス
ピードに人材育成が追い付いていかない状況になりつつある。新たな取組みとして、大手企業で工場長を務めた方を顧問や
技術アドバイザーとして契約するなどして人材育成に注力しているが、人員不足もあり、思うように進んでいない。
・資金
取引先からの受注増加に対応するためには、工場新設も含めた新たな設備投資が必要であるが、1工場建設に多額の費用

を必要とする設備投資ができるだけの体力がない。補助金があることは理解しているが、金額的に十分でないこと、また、制
約も非常に多いことから、活用は極めて限定的になってしまいます。』

＜主な意見①＞
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『2019年に設備投資を行いました。高価な工作機械は、まともに買えば、損益分岐点が大きくなり設備をするだけで、赤字に

なります。一定以上の費用が掛かる機械は、損益分岐点をできるだけ上げないように補助金の活用をしています。補助金は
ありがたいです。

人材の定着のために、工場を綺麗にしたり、有休をとりやすく、教育面でも、外部技術コンサルティングを活用しています。中
小企業にとって人材が大切です。やる気になる環境づくり、安心できる会社づくりを心掛けています。』

『長期ビジョンとして、「10年後の売上と利益目標」を掲げておりますが、これに関する手段として具体的な事業戦略がまだ確
立しておりません。

現在、①既存の有力製品の海外展開や、②ＯＥＭ等の新規事業への展開を進めておりますが、①については具体的支援策
が見えず、②は事業規模が小さく、上記の長期ビジョンに対する有力な事業戦略といえるレベルのものではない、物足りない
と思われた。
そこで、本年4月より、次世代の幹部候補生（各部門の次長・課長クラス）による集合研修を企画し、その中で取りまとめられる
「10年後を見据えた事業戦略案」を12月までに完成させ、役員会で承認後、来期以降の経営計画に採用したいと考えており

ます。どのような内容となるか、まだこれからですが、今後の当社のさらなる飛躍へのターニングポイントになればと期待して
おります。』

『板材に対して模様付けを行っているのですが、展示会などに出展して外部から様々な要望が出る中で、解決しなければなら
ない課題は「形状の付いた物に対して模様付けが出来ないか」ということと「模様を付けることで機能が付与出来ないか」の２
点が直近の課題としてあります。

「形状の付いた物に対して模様付けが出来ないか」については、やはり板の状態ではなく、プレス加工後や切削加工などで既
に形の付いた立体物に研磨柄が付けられれば、客先工程の中で組みやすい手順となる為、実現出来れば新たな販路が開け
るのではないかと考えております。今年の２月に新規で加工機械を導入し、新しい試みとして試作を続けております。

「模様を付けることで機能が付与出来ないか」については、意匠が優れているのは分かったけどどんな機能があるの？と言わ
れることもあり、現在解決策を模索中です。まだ取り組みとして着手出来ていませんが今後取り組んでいく予定です。』

＜主な意見②＞
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３．現在、貴社はどのような課題・悩みに直面していますか。
また、どのような取り組みを行っていますか。

 

『当社は鋳物部品に特化しその中でも難易度の高い複雑異形部品、薄物部品を得意として発展してきたが、鋳物部品は現在
減少傾向にある。その理由は、鋳物はアルミに比べ、3倍の比重があることである。その為に、駆動系の産業から、重く、燃費

が悪いと敬遠されてしまっている。また、近年アルミ素材は耐熱性、強度が鋳物と同等になり、鋳物を使用するメリットが減っ
てしまった。

当社においても加工品が鋳物から、アルミへと変更になった部品も多数ある。このような状況下で、今後とも当社が発展して
いくためには、一部アルミ加工に転換を図り、その中でも付加価値が高く、当社の加工技術も応用できる、ＦＡアルミ部品の新
規受注することで、経営の安定化を計り、今後も発展していく事が、当社としての経営課題である。このような環境の中におい
て、当社得意先より新規受注を獲得する為に活動を展開する。』

『現在は、IoTによる納期・生産等の可視化であったり、国内・海外(ヨーロッパ)への展示会の出展であったり、アプリ開発で

あったり加工のみでなく、「サービス」を意識しております。行政の会合に参加し、そこに参加されている皆様のアドバイスを受
けることで、意識改革・人脈構築等を行っている段階です。

今後ですが、更なる標準化・平準化を進めます。しかし簡単に標準化できない領域もあります。そこは競合他社と差別化でき
る自社の強みとして磨き続けるつもりです。
またロボットのシステムインテグレーター（SIer、エスアイアー）機能も自社で担い、ロボットシステムの構築など“頭を使う仕事”
を従業員に任せていく予定です。』

『コンピュータシステムについては、前記で述べた通り改良を最優先に取組んでおりますが、せっかくＩＴツールで効率化を図っ
てもそれ以上の仕事量になって来ているので、人材の確保、育成にもウエイトを置いて取り組まなければ近い将来対応が出
来なくなる。

求人等も有名企業から先取りされて行き、人材確保にも苦労していますが、今回の受賞の事や、会社の取り組みなどをア
ピールし、中小企業ならではのフットワークを生かし幅広く求人して行く取組を行っています。とかく運送会社は女性にもあまり
人気の無い職業と思われがちですが、会社のロゴマークを明るいものに変えたり、制服等も若い人に受け入れられる工夫を
したり、若い社員の意見をどんどん取り入れて運送会社としてもイメージチェンジを図って行く取組を行っています。』

＜主な意見③＞

13

３．現在、貴社はどのような課題・悩みに直面していますか。
また、どのような取り組みを行っていますか。

 



 

『国内では、非常用発電機用及び建機レンタル用以外の需要はあまり期待できない中で、今後は大きく海外へ進出してかな
い限り発展は望めません。

今後海外進出が本格化するにつれ、資金繰りが最大の問題となると思っています。金融機関からは、ケースバイケースで考
えるとの回答をいただいていますが、今後も資金繰りについては厳しい状況が続くと思っています。』

『売上げも順調に増え社員数も増加し若い社員が増えたが今後は技術の伝承が課題。職人仕事が多い刃物製造工程におい
て熟練工から若手社員への指導方法など今後色々な取り組みをしていく予定。とりあえず現場でのOJT以外に社内勉強会と
して新入社員向け研修、入社２～3年目研修など行っている。今後は現場だけではなく座学による専門知識の講習も積極的
に行い早く一人前になれるように進めて行く。』

『ブランディングに当たり国内において従来販売先は地元商社が多かったがネット販売の普及により地元卸の場合末端販売
先が不透明となり折角弊社でブランディングを進め付加価値販売を進めて行っても弊社では把握していないネット販売先が
安売りを始め、値崩れの原因となった為、代理店制度に変更し販売先を絞った。

しかし代理店制度を組んでも解消には至らず地元卸しを中止し代理店向け別ブランドを作り地元商社向けとして現在販売し
ている。ブランドＡは現在、海外を中心に販売し国内においては弊社において末端販売先が把握できるルートのみ販売してい
る。今後新製品を投入し代理店向けブランドとの差別化を図っていく。』

『バングラデシュにおける実績を評価いただき、受注前では考えられないほど、多くの企業・関係者から様々な機会を得られる
ようになった。しかし、その機会を活かすための組織作り、体制構築が間に合っていないというのが現在の正直な課題である
と感じている。従業員一人ひとりの裁量に任せざるを得ないことも増えているが、それをいい機会と捉え社内人材の育成に力
を入れている。』

＜主な意見④＞

14

３．現在、貴社はどのような課題・悩みに直面していますか。
また、どのような取り組みを行っていますか。

 

『事業拡大に伴い、人材が必要だが募集に対して応募が少ない。といった問題を抱えていた。

以前は能力があり、時間的制約の少ない人材を求めていたが、それでは応募が少なく、人材獲得に対して、大手企業との競
争になってしまう。
そこで能力があるが働くにあたって、「65歳以上かつ週2～4日の勤務を希望する方」や「主婦」と言った、時間的制約のある人
たちに募集を絞り、その人たちでも業務が回るようにしたところ、多くの募集があり人手の問題は解決した。

しかしフルタイムで働く人たちと違い、顔を合わせる機会や、従業員同士互いに連携して仕事をすることが少ないため、組織
力や職場ロイヤリティには、多くの課題が残っている。

働く場所や時間、従事する仕事内容などの労働条件について、何らかの制約をもつ社員に組織力や、ウチの会社という言葉
に代表される、帰属意識を持ってもらうようにすることが、現在の課題。』

『現在では、メタン発酵に関する事業活動を加速するべく、国内にとどまらず国外でも販売活動を積極的に行っています。設
置した国内のプラントの管理や顧客からの高度化の要望ニーズへの対応、海外案件の取り纏めなどができる高度人材を必
要としており、その確保が課題となってきています。』

『採血管準備装置に関連して採血後の検体を搬送する自律自走式ロボットを開発中であり、技術的な課題の克服や、マーケ
ティングの難しさに直面している。技術的な課題については、大学のご協力のもと研究・改良を行っている。

自律自走なロボットは走行技術が確立すれば、病院だけでなく見回り介護やセキュリティなど様々な分野で応用が可能だと
考えられるが、どのような需要があるか、という調査が十分に行えておらず、どこにターゲットを絞って展開するかが弊社内で
も曖昧になっている。
今後もエラー率の極めて低い安定走行を目指し、並行して市場調査・ニーズ調査を行う中で、販路を見出していきたい。』

＜主な意見⑤＞
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３．現在、貴社はどのような課題・悩みに直面していますか。
また、どのような取り組みを行っていますか。

 



 

『現在、当社では既存の技術を水平展開可能なジャンルへの進出を積極的に進めており、特に大学や研究機関との産学連
携を柱として国や県の補助金を活用しながら事業拡大に向けた取り組みを行っております。

しかしながら第二創業ともいえるこうした取り組みには人的なパワーだけでなく、財務的にも甚大なパワーが必要であり、いわ
ゆるデスバレーと呼ばれる苦しみにも直面しております。行政の担当の方々には多大なるご支援をいただきながら一歩一歩
前に進んでいる状況ですが、これからはVC等の支援等幅広い施策を模索しながら大きく羽ばたいていきたいと考えておりま
す。』

『今まで中小企業は特に顧客の多様なニーズに応えていくには、一人で２役、３役やらなければ業容は広がっていかないとい
う考え方では、すでに弊社では成長できなくなっています。専任をおかなくては次の新しいチャレンジが出来ない所にきていま
すが、弊社には体制がないことと、なかなか人を増強できないという状況もあり、特にマイクロコンピューターによるAI化自動

制御システムの開発について国立高等専門学校との共同研究を社内でバックアップする機運、海外メーカーシステム活用に
よる活性化の方向に社内がなかなか向かっていかない厳しさがありました。一般的なインバータ等を使用した制御盤（外部製
作）等の体制と関連部品等の取り扱い体制は整っているにも関わらず、前に進まない苦しみを抱えていました。

しかし外部からの支援等が整うことで、会社で決めた経営計画に基づき、社内の協力体制も少しずつ動き始めたと思います。
タイミングよく、市内の会社が整理することになり、当社に一部の人材が入社してITと外国語（英語）の堪能なスタッフ３名とさ

らに別からの依頼で計４名の増員となり、良い意味の変化が社内変革のイノベーションになっていけばと考えています。外部
環境を含めた機運が高まると社内にも変化が起こり始めています。幹部会において、外部依存主体で製作していた電気制御
盤を自社で開発、製造まで一貫で製作しようとの意見が出され動き出そうとしています。人材が必要なモチベーションを持って
動き始めると、中小企業でも変革を起こし、さらなる高い目標に向かって行動できるのではと考えています。』

＜主な意見⑥＞
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３．現在、貴社はどのような課題・悩みに直面していますか。
また、どのような取り組みを行っていますか。

 



(２)授賞式等の実施 

 ⑥受賞者を対象とした座談会の実施 

 

≪開催概要（商店街）≫ 

Ⅰ.日時・場所： 

日時 2019年6月5日（水）10：00～12：00 

場所 ＡＰ虎ノ門 11階 会議室A 

 

Ⅱ.出席者（敬称略）： 

商店街関係者（都道府県順） 

札幌狸小路商店街  理事長    島口 義弘 

函館朝市   事務局長   松田 悌一 

富良野中心市街地商店街 代表取締役社長 西本 伸顕 

    専務取締役   湯浅 篤 

    取締役    大玉 英史 

七日町通り商店街  幹事    照島 敏明 

都立大学５商店街  アートディレクター 増沢 隆樹 

    広報    三室 茂 

高円寺純情商店街  専務理事   吉田 善博 

一ノ木戸商店街  マネージャー   中川 裕稀 

    スタッフ   今井 将智 

沼津仲見世商店街  理事長    渡井 篤紀 

本町商店街   理事長    田中 粋人 

    理事長代理  田中 大造 

ララはしば商店街  事業企画部長   稲葉 亜純 

    事務局員   鈴木 さおり 

おみぞ筋商店街  理事長代理   蓑畑 久恵 

    青年部    蓑畑 采 

中の棚商店街  常務理事   山下 茂男 

高松丸亀町商店街  理事長    古川 康造 

魚町銀天街   理事長    梯 輝元 

 

ファシリテーター（五十音順） 

学習院大学大学院政治学研究科 非常勤講師 新 雅史 

神戸大学   名誉教授   石井 淳蔵 

一般財団法人 日本経済研究所 常務理事 大西 達也 

 

推薦機関（都道府県順） 

北海道経済産業局  室長補佐   西村 学 

東北経済産業局  係長    原竹 敏裕 

    係員    佐藤 知世 

中部経済産業局  室長    三浦 紀子 

    総括係    藤田 康佑 

 

沖縄総合事務局  係長    安慶田 知志 



 

事務局 

中小企業庁 商業課 課長    小島 暢夫 

中小企業庁 商業課 課長補佐   高橋 達也 

中小企業庁 商業課 係長    兵藤 嵩彰 

中小企業庁 商業課 係長    鈴木 宏章 

中小企業庁 商業課 係長    安達 悠治 

 

Ⅲ.配布資料：  

【資料１】 議事次第 

【資料２】 出席者名簿 

【資料３】 座席表 

【資料４】 座談会出席商店街概要 

【資料５】 事前アンケート結果概要 （終了後回収） 

添付資料 はばたく商店街３０選 概要・事例集 

   商店街活性化・観光消費創出事業（概要資料） 

軽減税率・キャッシュレス対応推進フェアin東京 

 

【議事概要】 

 

①開会・趣旨説明 

 

【凸版印刷 大嶺】 

開会宣言および資料確認 

 

【中小企業庁 小島課長】 

開会の挨拶 

 

【凸版印刷 大嶺】 

出席者の紹介 

 

【中小企業庁 兵藤係長】 

アンケート結果概要の説明 

 

②テーブルディスカッション 

 

≪テーブルＡ≫ 

【ファシリテーター】 

それぞれの活動の特色をお話頂きたい。 

 

【富良野中心街市街地商店街】 

富良野はもともと観光地としての人気はあるが、観光客は国道を通り、商店街を素通り

していた。また、地域センター病院が移転してしまい、それまで商店街に来ていた病院関

係者や患者さんたちが減ってしまった。 

そこで、新たに人を呼びよせようとマルシェをつくった。今では年間１２０万人が来る



ようになり、それが町にも流れてきて、地域の人にも愛されるようになった。 

これまで、点の集まりを線にすることを意識して活動してきた。郊外の施設も集めるよ

うにしたし、民間事業、幼稚園も誘致した。また、イベント空間もつくり、お年寄りが冬

でも楽しめるスペースにした。イベントは年間５０回ぐらいに行っている。さらに、多言

語対応などのイノベーションにも力を入れている。 

これらの活動の結果として、１０年間で店舗数が４０店増え、地価もあがってきた。 

 

【ララはしば商店街】 

昭和３２年頃は人が沢山いたが、だんだんさびれて、今では商店主が３代目ぐらいにな

り、高齢化が進んできた。商店街が賑わうのが年金の日ぐらいになってしまっていた。 

そこで何かを手を打とうと、地域の大学生やおばさんに協力してもらってお祭りやイベ

ントを開催すると、人が集まってくることが分かった。 

また、大阪府の協力で『５時から招店街』という取り組みも行った。その時は手数料と

して売上を１０％徴収して、広告費などの経費に充てるようにした。 

また、子どもたちに繰り返し来てもらうために、１０月のハロウィンや１００円商店街

など、子ども向けイベントにも取り組んだ。子どもが来ると、友達がくる、親が来るとい

う好循環を生み出すことができる。 

さらに、商店街が駅から離れているので、やる気地蔵というシンボルをつくって集客を

図った。これらの取組は、「ためしてがってん」などテレビでも取り上げてもらった。 

 

【中の棚商店街】 

商店を３４年やっているが、広島市の中央は１０個ぐらいの商店街がある。これらの周

辺にはイオンなどの大きなモールができているが、田舎には来ないようにして欲しい。 

中の棚商店街は、海からお堀に向かう街道から取って「中の棚」という名前になってい

る。昔からの名前は変えたくない。 

町の中心の大きな駐車場を買い取り、中の棚商店街に来たお伽さんに安く提供している。 

集客のためのイベントは大きなものを年に２回行っている。 

４年前に稲荷神社に因んで、ゆるキャラの「九尾のキツネ」をつくった。このキャラク

ターを使用したグッズなどをつくり、あたたかい町づくりを目指している。 

ライブな音楽会なども開催したいのが、なかなか警察がOKしてもらえない。 

街中にある狭い商店街なので車を止めるところも少ないが、子どもを預かってもらえる

コーナーをつくった。 

 

【高円寺純情商店街】 

商店街は東京の杉並区にあり、最寄りの高円寺駅は１日１０万人乗り入れのある駅であ

る。ただ、商店街の自営業者は大手チェーン店も催し物店舗のような位置付けになってし

まっており、オリジナルの催し物が必要だと考えていた。 

そこで、平成２３年に地域活性化のための提案を若手にお願いした。 

そこで多くの企画が実現し、例えばＬＥＤの街灯で年間２５０万円のコスト削減を実現

した。また、フットサルチームの応援スポンサーになって、商店のイベントに来てもらう

ことも行った。 

全国的にも有名になった阿波踊りは２日間で７０万人が来る一大イベントになってい

る。 

さらに、お米やビールなど、高円寺ブランドを冠した商品づくりにも取り組んでいる。 

これからは、２０２０年の東京オリパラ大会に向けた外国人向け対応として、民泊や多



言語化にも取り組んでいきたい。 

 

【ファシリテーター】 

東京も含めて次世代に対して活動を理解してもらうかがポイントだと思う。 

ところで行政との関わりなど、他に何か課題はあるか？ 

 

【富良野中心街市街地商店街】 

補助金支援や道路交通法といったところで関わりはある。 

道路のイベントに関しては神戸の花火大会での事故があって以降、警察が厳しくなって

きた。そこで区域内道路をたくさん作った。規制が無い道を作ったので、イベントがしや

すくなった。 

もちろん商店街だけでつくることができるものでも無いので、行政と連携して実現した。 

 

【ファシリテーター】 

 商店街を支える人をどう育てるのかが重要な課題となっている。 

 

【ララはしば商店街】 

商店街を支える担い手の確保という意味では、大学生のアルバイトを積極的に採用して

いる。ただし友達や後輩が集まったりするという効果はあるが、継続的な取組にしていく

のは難しい。 

 

【高円寺純情商店街】 

最初は若い人がやることに高齢者の方が反対していたが、若い人が文化祭を勝手にやっ

たら人が来た。 

そしたら「若い人が企画した方が人が来る」ということが分かり、ようやくまちづくり

を任せてもらえるようになった。 

まちづくりで大切なのは、学生などの若い人をまちぐるみで巻き込むことだと思う。 

 

【富良野中心街市街地商店街】 

赤ちゃんカフェをつくりたい。高齢者が赤ちゃんのお守をして、その間、お母さんはゆ

っくり買い物できるような場にしたい。 

 

≪テーブルＢ≫ 

【ファシリテーター】 

以前、活気のある商店街を調査して本にまとめた事があるが、商店街は５年位の周期で

熱が冷めてしまう。会社などと違い、商店街の運営は難しいと感じている。 

そういった苦労も含めて、30選に選ばれた道のりを話して欲しい。 

 

【函館朝市】 

朝市はインバウンドを含め観光地化し活況だが、周辺の商店街は決してそうではない。 

東日本大震災後、活況だった朝市も大きなダメージを受け、観光客の足が遠のいた時に

地元や地域の方々に助けて頂いたので、その恩返しをしたいというのがきっかけだった。 

ただ、小さなお子さんからご年配の方全てを対象に取り組む事は出来ないので、対象を

絞る事にした。 

鳥取県の事例（ショッピングリハビリ）を参考にして、ご年配の方を対象とする事に決



定した。まず、最初に介護施設の方々やご年配の方に来場して頂けるよう、車椅子対応の

トイレやバリアフリー化に取り組んだ。このような状況を組合が説明会を行うにあたり、

行政には介護タクシー事業者や介護施設などに人集めの声掛け、告知などをして頂き、組

合が場所を提供し説明会を行い、賛同頂いた事業者と協業を開始した。 

去年までは月1回程度の来場だったが、3年目の取り組みになる今年は月3回程度の開催

で1回あたり20～30人程度、参加頂けるようになった。 

今後は対象や取り組み内容を変えて客層を増やしていきたい。 

 

【七日町通り商店街】 

隣の神明商店街は東北初のアーケードで当時の長さとしては東北一だった。 

お客の呼び込み増を狙って近年アーケードをリニューアルしたが、お店はそのままの状

態で残っているので人通りが少なくなっている。 

せっかくアーケードをリニューアルしたのだからお店も改装するとか、新しいお店に入

れ替えるなどの工夫が必要だと思った。 

市内４つの商店街がかじ取りをして景観条例を制定してもらい、補助金を出してもらえ

るようになった。七日町通りでは古さは残しつつ内装をリニューアルするなど会津若松の

歴史と伝統・文化にマッチする街作りを始めたところ、今まで空き店舗だったスペースに

も新規の店舗が入り、今ではほとんど空き店舗がなくなった。 

商店街に面している店舗だけでなく、奥行きのある七日町パティオというスペースにお

客を誘導する為、景観条例の補助金を活用し古い建物をリノベーションして賑わいの場と

する事が出来た。 

協議会では年に１回、全国各地の商店街に研修旅を実施している。毎回２５名程度、貸

切バスで1泊２日の行程である。 

市内にある会津大学はコンピューターやIT系の大学なので今どきの若者がたくさんい

る。 

会津の歴史ある城下町と何か一緒に出来ないか、協議会と大学でコラボして若者の誘客に

繋げたい。 

 

【一ノ木戸商店街】 

三条つばめ市は日本でも有数の金属加工・物づくりの街である。我々の会社も親会社は

金型の会社で、商店街から業務委託を受け商店街活性化のお手伝いをしている。 

一番の課題は働き手不足、後継者不足で首都圏等への若者の流出を何とか止めたい。 

中心市街地拠点施設にチャレンジショップというシステム（店を出したいという人達に空

き店舗を貸すなどの支援を行う）を導入したが、元々人もおらず周辺も空き店舗が多い為、

失敗した。 

そこで我々がハンバーガーショップのレストランをオープンさせた。若い人に目を向け

地域に住んでもらいたい、発展させたいという思いである。そこは夜はダイニングバーと

しても展開している。 

また、今流行りのグランピングを意識した店作り（店内にテントを張ったりハンモック

などを用意）にして、積極的にSNSで発信したところ、若いお客が来店するようになった。

お客の７割方が２０代女性という事もあり、隣にエステ店や本格的な蕎麦屋の新規出店も

出来た。 

副業でカメラマンをしている若者が多いので、何でも良いのでSNSで発信してもらい、

街を知ってもらえる努力をしている。 

今、一緒に仕事をしているメンバーの１人は幼稚園からの幼馴染で、そういった友人と



も仕事が出来るというモデルプランも若者に伝えたい。 

 

【本町商店街】 

本町商店街は豊川稲荷のおひざ元の商店街である。バブル前は正月３日間だけで３００

万人、年間７００万人の来街者があったが、バブル崩壊後は1/3以下に落ち込んでしまい、

組合は一度解散した。 

豊川稲荷だけに頼らない街作りを行いたいという想いから、地元向けのお客誘客にも目

を向けた。特に駅周辺は夜になるとほとんど人通りが無い為、飲食店や居酒屋の誘致を始

めた。豊川稲荷が持っている借家にどいてもらい、賃料を下げるなどして飲食店に６店舗

入店して頂いた。そのおかげで夜でも人の波が少しずつ戻ってきた。 

地域の若者に夜の飲食店に来店してもらう為、本町ナイトという７００円５枚綴りの３，

５００円のチケットを作成・販売したところ、非常に良く売れた。結果、若者が店舗を回

遊するようになった。 

本町ナイトは今年で５回目になるが一時販売停止になるほどの人気になった。店舗も順

調に増え、今では空き店舗もほとんどなくなり新規店舗を出したいという人が空き店舗を

待つ状態になった。 

昼間の商店街の課題としては豊川稲荷の参拝客の滞在時間が短い事である。駅下車後、

参拝してすぐに帰ってしまうケースもあるので、参拝客をどうやって商店街に滞在させ回

遊させるかの施策が必要である。 

 

【魚町銀天街】 

北九州市がアジア初の『ＳＤＧｓ推進に向けた世界のモデル都市』に選定されたのでフ

ードロスやプラスチック削減などにも取り組んでいる。 

物を売るだけの商店街ではなくアートフェスティバルや様々なセミナーを開催するな

ど、地域の人との交流の場にもなれる事を目指している。 

商店街内にある『北九州まなびとＥＳＤステーション』では、市民団体や大学などに来

て頂き、様々な講座を開催している。ステーションの利用者は年間２万人を超えており、

人材育成の場にもなっている。 

 

≪テーブルＣ≫ 

【ファシリテーター】 

それぞれ自己紹介と簡単に取組の紹介をお願いします。 

 

【札幌狸小路商店街】 

商店街は札幌の中心部。都心型で皆様と課題が異なるかもしれない。 

近年はインバウンドが大事な取り組みである。また安心安全にも心掛けている。熊本に

視察に行ったが客引きが多く、治安が悪い印象だった。札幌では自主見回り組織運営や、

警察消防ボランティアに協力を求めながら、自主的ルールを総会で決めて、警察にも具体

的な依頼をし、動いてもらった。その結果、商店街での違法行為は減った。 

インバウンドのお客様に買い物だけではない満足さを感じてもらう策として、夜のエン

ターテイメント。外部から交通費支給で招聘し自由にパフォーマンスで稼いでもらうよう

な取り組みをしている。商店街の歩きやすさ、安全はやはり大事。 

 

【沼津仲見世商店街】 

エリア的には富士山、駿河湾があり温暖な土地柄。『ラブライブ！サンシャイン!!』の



聖地で全国全世界から訪問者がいる。ラブライブオリジナルのマンホールが５つあり、そ

れを見に来る目的で訪れてくれ人も多い。ただ課題は山積だと認識しており、商店街の総

合戦略を立てて、個別個店の対策にとどまらないようにしている。未来に向けてビジョン

を設定し、ミッションをクリアしていくことが大事。 

ビジョンは「差別化された個店の集合体」。それを達成する方法としては９つの目標と

３３の項目（アクションプラン）を設定している。 

出店にあたってのサポートを不動産と連携して商店街で行っている。 

商店街のオムニチャネル化を図り、商品やショッピング情報を紹介するＷＥＢサイトを

作った。実際に来店してもらう事につなげるためのリアルとバーチャルを使い分けている。 

結果、ラブライブファンが多いフランスからのアクセスも多くなった。WEBだとアクセス解

析ができ、顧客分析できている。 

行政の担当とも連携をとっている。サポートしてくれている方が非常に多く、環境とし

て恵まれている。 

 

【都立大学５商店街】 

目黒区の５つの商店街が集まり、とりつじんプロジェクトを行っている。空き店舗やシ

ャッター店はあまり無いが、自由が丘や中目黒など周りのエリアに競合は多い。とりつじ

んプロジェクトは若手の発案で企画し６年目を迎えた。まずガイドブックを何種類も作製

した。中身は単なる基本情報の羅列ではなく、読み物として面白いものとした。都立大学

自体は他のエリアに比べて観光名所が少ないが、特徴として個人経営の店が多く、キャラ

クターの強い店主さんが多かったため、商店街で働く魅力的な人にフォーカスした。写真

ではなくイラストで紹介。イラストレーターも別々にして個人を深く取材して冊子にまと

めた。子供にも喜んでもらえている。総計して３万部発行されており、地元の人にも認知

されて来ている。配るだけで終わらないようにクイズやスタンプラリー要素を入れたり、

各種体験教室やイベントも仕掛けとして用意している。 

５商店街同士の連携・交流を促している。意見交換会を頻繁に行い、街を好きになって

もらうように気にしている。 

 

【おみぞ筋商店街】 

姫路は独特な土地柄。１５の商店街からなっている。青年部も高齢化し、以前は経営も

苦しかった。姫路の商店街は狭く大きい通りの並びにある。商店街連合会から外れるかを

理事会で話し合ったこともあった。電気は暗く、シャッター街化していたので、助成金で

ＬＥＤ化し、まずは明るくして人が集まりやすくした。下から水が湧き出る土地柄で各所

劣化が進んでいたが、タイルを貼り防止した。安心安全の面では防犯カメラを設置し、ま

ずはハード面から整えた。 

個店の頑張りも推奨したが、まずは全体として人が集まってくれるようにして、お店側

のモチベーション創出を図った。 

警察の指導による制約や資金面、スペースなどの条件も多く、思い切った取組が出来な

いこともあった。商店街に来た人が自ら発信できるように、狭いことを逆に生かしてトリ

ックアートを取り入れた集客を行った。これは産業振興課と助成金を申請し、助成事業と

して実施した。大きな業者任せにせず、一緒に成長を図れる会社と組んで企画を進めてい

った。 

パンフレットは簡易な仕様のものに変えた。脱出ゲームも企画した。商店街の事を全て

理解してもらうような内容にした。 

こどもたちのサポートも行い、短期、中長期の２つの視点でいろいろな施策を考えてい



る。 

新たな取り組みとして「おでん飯」企画も実施した。 

 

【高松丸亀町商店街】 

エリアマネージメントを意識している。今まではそれぞれ個人個店での取り組みになっ

ており、統制の取れない烏合の衆団になっていた。 

商店街で共同出資会社を作り、所有権と利用権を分けた。商店街の道路は市の道路で以

前はイベント集客に際し警察からＮＧが出ていたが、道路の所有者を民間（商店街）にし

て制約を除外した。 

イベントによる町おこしでは、集客、売上に繋がらなかった。そこで広場を作り、希望

者が自由に活動できる場所を用意した。また休憩所も設置した。 

市民、企業、各諸団体などから自主企画された２５４のイベントが実施された。これら

のイベントで自由に使える広場が用意されている。 

 

【ファシリテーター】 

ここからは課題の共有をしたい。場所や規模、目指している理想も違うが、この機会を

生かしてそれぞれの状況を聞きたい。 

 

【おみぞ筋商店街】 

商店街に自転車が通り駐輪所が遠く、自転車が多数止まってしまい、危ない。 

 

【札幌狸小路商店街】 

積雪が多く自転車の保有率は低い。啓蒙活動は徹底的に行っている。地道に行う。愛媛

県松山市ではシルバー人材をボランティアでガードマンとして活用している。 

 

【高松丸亀町商店街】 

駐輪は法律で禁止されている。自転車規制すると集客に影響もあると思ったが、詳細に

調べると自転車は商店街を通り抜けていくので、規制が売り上げに影響ないことが分かっ

た。子供にも安全な商店街を目指すには勇気をもって取り組む。法律上は比較的重い罰に

なるので商店街自ら申し出てよい。 

民間から市に上申し、そこから警察に申し出る。３か月程度のテスト稼働を行い、問題

ない場合は本格稼働。市民とのハレーションを起こすリスクはある。決定後も誰から発表

するかで揉めた。責任を受け取ってあげることで市や警察とはスムーズに事が運んだ。 

広場でのイベント運営の責任に関しても明確化する。基本的には自由にかつ希望するイ

ベントに制約は設けない。ただし魅力のないイベントは自然に淘汰される。 

 

【東北経済産業局】 

とりつじんプロジェクトのイラストレーターを使ったガイドブック施策で、運営上問題

は無かったか？ 

 

【都立大学５商店街】 

初回に各店舗に企画意図を説明し、５，０００円の参加費を支払ってももらったうえで

運用しており、多少イラストの好みもあったが基本的には賛同を得ている。助成金も活用

し、イラストレーターも実績のある人に依頼している。 

その後のつながりも生まれた。イラストレーター自身が街を好きになったり、作品とし



て展示会などへの出展も開催された。都立大学在住のイラストレーターが、自ら作画を希

望してきたこともあった。 

 

【ファシリテーター】 

「アーティストインレジデンス」という言葉もある。その場所で絵を書いてもらい、さ

らにイベント性や収穫を高めていくという展開もあると思う。 

 

【おみぞ筋商店街】 

沼津仲見世商店街ではホームページで販売をどのように行っているか？ 

 

【沼津仲見世商店街】 

ホームページの専任者が運営している。販売はWEBでは苦戦のため、ヤフーショッピン

グと連携している。出店料はゼロで売上に係る手数料も安く、手軽に取り組める。最終的

には実際の店舗に来てもらう事につなげたい。 

 

 

③ディスカッション内容の共有 

≪Ａグループ≫ 

後継者や行政連携など課題もあったが、前向きな話として、商店街の拠点づくりをどう

広げていくか、子供や母親の方が気軽に立ちよれるような空間づくりが大事。 

『５時から招店街』、若い人が様々な取組が出来るように資金援助、地元でとれた食材

のレストラン利用、など、現在の居場所を安心できる空間にという意見もあった。 

 

≪Ｂグループ≫ 

拠点が大事。それを軸に活動を広げていく。また多様なステークホルダーを築く必要が

ある。 

エーザイの例が参考になる。営業の位置づけを変え、顧客は医者ではなく患者と定め、

健やかな町や社会づくりを最終目標とした。商店街も、特定の顧客にしぼらず、広い視野

で既成概念を打ち破るイノベーションを生み出していってもらいたい。 

 

≪Ｃグループ≫ 

大道芸人やアニメファン、イラストレーターなど、商店街以外の人とのかかわりや巻き

込みの話があった。また、広場を活用して発表の場とするという話もあった。課題として

は自転車規制の例が上がった。安心安全を求める中で売り上げ拡大との両立の問題は出て

くるが、行政や警察との連携が大事。リスクはある程度商店街で負う事で企画をスムーズ

に進行できる。 

総論としては、安全、明るさ、楽しさ、がポイントになる。 

 

 

④閉会 

【中小企業庁 小島課長】 

人口が減少し、お客さんの変化している中で、商店街にも臨機応変な対応が求められる。

インバウンドへの対応もその一つだと思うが、昨年実態調査を行ったところ8.6%しかイン

バウンドへの対応をとっていなかった。 

一方で、これからは地域住民をしっかり取込む必要もある。イオンなど大型流通競争相



手も苦しんでいる。 

また、事業継承が進んでいない実態もあるが、法整備自体は各種整えているので、積極

的に進めて欲しい。事業承継に限らず、様々な支援や補助制度を用意している。商店街支

援センターなどもあまり知られてはいないが、ぜひ活用して欲しい。 

 

【凸版印刷 大嶺】 

閉会宣言 

 

 

【開催概要（東京）（中小企業・小規模事業者）】 

日時：2019年12月11日（火）13:00～16:00 

場所：経済産業省 本館2回西3共用会議室 

配布資料：  

【資料１】 議事次第 

【資料２】 出席者名簿 

【資料３】 座席表 

【資料４】 座談会出席中小企業・小規模事業者概要 

【資料５】 事前アンケート結果概要 （終了後回収） 

 

【議事概要】 

≪Ａテーブル≫ 

 

①出席者 

ファシリテーター  中小企業診断士  高島芳樹 

藤次郎株式会社  代表取締役社長  藤田進 

協栄産業株式会社  代表取締役社長  古澤栄一 

株式会社大貫工業所  代表取締役社長  大貫啓人  

株式会社OLPASO  取締役   山田友里 

株式会社浅沼醤油店  代表取締役  浅沼宏一 

  
 

②議事内容 

【ファシリテーター】 

それぞれ自己紹介と簡単に会社での取り組みや課題をお話頂きたい。  

 

【株式会社浅沼醤油店】 

岩手県の会社で大正3年創業。地元の素材を使って醤油を生産している。業務用のたれ、

納豆のたれ、充てん設備を使い調味料周りの事業を行っている。今は醤油がメインではな

く、大豆や豆を使ったえごまの搾りかすを使って醤油を作っている。海外への輸出も行っ

ており、フランスのミシュランレストランへも調味料を卸している。  

 

【株式会社OLPASO】 

仙台から来た。2009年創立で10周年を迎える。5人の小規模で営業している。メインは

医療現場における自動化システム、採血管循環装置の製造販売を行っている。業務用製品

のため、認知度が低いのが課題。大手メーカーが9割のシェアを占めているため、海外を

メインにしたい。 

 

【株式会社大貫工業所】 



茨城県日立市から来た。日立製作所のお膝元だが製造は日立市で行わない方針となり、

２代目の現社長が海外展開、ドイツ、カナダ、と直接取引を進めた。イタリアからも引き

合いがある。働き方改革などへの対応をしながらの生産性向上に取組んでいくことが課題。 

 

【協栄産業株式会社】 

ペットボトルのリサイクルを行っている。石油資源を次世代に繋げていく事を考えて、

リサイクルの取り組みを進めていった。最初はユニクロのフリースの素材商品からスター

ト。ファストファッションもリサイクルで対応していく。石油製品からの不純物を取り除

いたリサイクル方法ではなく、洗浄したフレークからダイレクトにペットボトルを作り技

術を開発した。国内では1社しか対応できないため、業績は伸びている。  

 

【藤次郎株式会社】 

新潟の燕三条から来た。包丁を作っている。外人のインバウンド需要が増えている。輸

出比率が2％から40％、売上高が100億から200億へと拡大している。洋食器は逆に減って

いる。日本の伝統的な文化を形にしている事業が認められている。50社くらいと取引をし

ている。オープンファクトリーで一般の人でも工場見学を行えるようにしているが、包丁

生産では珍しいと思う。 

 

【ファシリテーター】 

各社の課題への取り組みを共有して頂きたい。  

 

【協栄産業株式会社】 

石油資源の枯渇への課題認識が最初のきっかけ。ペットボトルリサイクルを通じて、ユ

ニクロのフリース、作業服、カーペット、そういったものへの原料供給を行っている。当

初は廃棄物からのリサイクルペットボトルを消費者は飲むわけがないと、批判が多かった。

前例がないと厚労省からも指摘された。銀行からの融資も非常に苦労した。しかしペット

ボトルtoペットボトルの新しいやり方を考えた。  

ペットボトルを回収して、ペレットにし、プリフォームを作り、ペットボトル製造、と

いうフローを踏んでいたが、ペレットから直接ペットボトル製造をなし得た。その内容が

評価され今回の授賞に至った。  

 
 

【株式会社大貫工業所】 

AI、IOTの導入は二の足を踏んでいる。1品1品の管理が難しい。人の手を介さない自動

化フローを開発。外注せず社内でフローを構築している。技術力の向上、技術の継承が生

産性向上には大事だと思っている。金型やプレスは将来半分くらいになることが想定され

る。 

古澤さんに質問したいのだが、プラントの開発は資金が非常にかかるのでは？  

 

【協栄産業株式会社】 

シンクタンクと組んで調査を行い、銀行を説き伏せた。データをもって需要がある事を証

明した。 

 

【株式会社大貫工業所】 

装置を導入する必要があるが費用がすごくかかる。経産省の補助事業は金額が少なく活

用は難しい。億単位で費用が掛かる。また結果もすぐには出ない。人材はとしてミャンマ

ー人を4人初めて採用した。大卒以上は10年以上雇用できる。中小企業においては海外に

工場を建てて、海外生産するメリットが無い。  

 

【株式会社浅沼醤油店】 

商品の低コスト化が求められる。新しい事業はなかなか認知が拡がっていかない。大き



な広告をしなくても、県内の商談会発信で海外にアピールでき、発注が掛かるようになっ

た。海外からは品質担保のため、ペットボトルではなく瓶を求められる。環境問題などへ

の意識は国によってかなり異なるためケースバイケースの対応が必要。また、瓶だと割れ

やすいため1人1本の購入が前提となる。 

 

【協栄産業株式会社】 

一部の外国ではあまり理解されていないが、ペットボトルは最終的にまたペットボトル

に戻るため、認知・周知をしっかりすれば理解してもらえると思っている。JICAなどから

も多くの方が見学に来る。日本ではペットボトルは色付きが認められていないので、透明

の物だけに絞った。 

 

【株式会社浅沼醤油店】 

多品種少量は開発コストがかかるが需要はある。充填などは機械化できるが、製造のフ

ローは人手の残業や労務調整が難しい。  

 

【株式会社OLPASO】 

前例がないことへの取組みに苦労した。業界が大きく無いため、大手メーカーのやり方

がスタンダードになっている。大規模病院も大手メーカーの物を導入していた。弊社は小

規模な病院に小型化した同様の能力を持った商品の使い方をプレゼンしていたが、実績や

認知度が無く導入を見送られることが多かった。今は中国の得意先が多くなっている。大

規模ではなく小型でコンパクトに使う事が中国の市場では認められた。日本は考え方が前

例や実績を重視しすぎており、新しいものを開発する際の足かせとなっていると感じてい

る。今後はタイなどの東南アジア向け輸出を検討している。  

国内市場は飽和状態だが、一方でリプレイスのタイミングでもあるので、今がチャンス

でもあると考えている。 

 

【藤次郎株式会社】 

輸出はヨーロッパがメインだったがアメリカとなり、今は中国がメインとなっている。

彼らはスピード感が違う。 

中国の輸出が増えた要因は、個社で海外の展示会に対応してもうまくいかなかったため、

代理店と一緒になって対応をしたことが良かった。オリンピックまでは日本のインバウン

ド需要は安心だが、ヨーロッパやロシアなど需要は既に若干落ちてきている。  

 

【ファシリテーター】 

生産性を上げる取り組みについてはどのようなものがあるか？  

 

【藤次郎株式会社】 

職人をいかに育てていくかが大事。また、求人募集も効果的で、包丁を作ってみたい人

は多い。工場見学も自由にできるため、人手確保には効果があるが、同業他社も見に来る

ことがある。中国の工場も観に行くが、設備などは圧倒的に差をつけられていると感じる。

そのため、人手の工程で付加価値を付けたい。  

技術継承という点では、マイスター制度を取り入れている。ただ画一的には出来ない。

手作りの工場と量産用の工場は分けている。  

 

【株式会社大貫工業所】 

パワハラの問題は無いか？ 

 

【藤次郎株式会社】 

ストレスチェックなどを行い、人間関係などの良し悪しはみているが、工程が多いため

問題があった場合は別工程へ異動させる。パワハラ研修なども行っている。オープンファ

クトリーは一般の人に見られることを意識するため、パワハラ対策にもなるとも思う。  



 

【ファシリテーター】 

事業継承はどのように取り組んでいるか？  

 

【協栄産業株式会社】 

非常に重要な課題だと考えている。廃棄物処理とリサイクルをどう理解してもらうかは

考えている。工場は見学ルートを作り、社内風紀を保つのと、事業への理解・イメージの

向上を推し進めた。また新しい人がなかなか入ってこない。ベトナムから16人を採用して

不足を補っている。モチベーションも高く非常によく働いてくれる。  

 

【ファシリテーター】 

インターンシップなどの受け入れはどうか？  

 

【藤次郎株式会社】 

燕市も受け入れ施設を作り、環境を整えている。 

 

【株式会社大貫工業所】 

授業などで1年間のインターンシップ制度もあるが、就職にまで至るのは難しい。  

大企業の場合だと、日本はサラリーマン社長が多いが、海外だとオーナー社長が多い。

だから決定権のある商談ができる。醤油などの商品の海外輸出は非常に展望があると思う。 

 

【株式会社浅沼醤油店】 

付加価値をどうつけるか。アメリカのキッコーマンの工場が醤油生産量世界一。えごま

の醤油もまだ需給のマッチングが取れていない。ちょうどいい規模の製造量と販売価格の

設定がまだまだ課題。供給が見えてきたら製造量を拡大することも考えられる。 

承継については熱意のあるなしも含めて、継いでいくのが難しいのではないかと考える。 

 

【ファシリテーター】 

販路について課題があるとの事だが、展示会等、望ましい手法はあるか？  

 

【株式会社OLPASO】 

弊社は小規模のため、販売代理店などと連携することが大事になる。今後東南アジアな

どを市場としていこうとする際に、展示会などへの出展も費用が掛かるため、JETROや補

助金などをうまく活用したい。事業継承、技術の継承については課題が多い。創業10年に

なる会社のため人も少ない。特に技術者設計者の考えている事を共有することは非常に課

題になっている。 

 

【ファシリテーター】 

海外の展示会についてのメリットは？  

 

【藤次郎株式会社】 

出展後すぐに受注に繋がるので非常に有益だと思う。ドイツの展示会に15年前から出展

しているが、当時は数社だったが現在は20社程出展している。レスポンスが非常に速い。

展示会には代理店や卸も集まるのでネットワーク構築の場としても効果的。日本の展示会

とは位置づけが違うと思う。入場料も高い。  

 

【株式会社大貫工業所】 

うちも出展したが中東・イラン・ロシアの企業が多かった。  

 

【藤次郎株式会社】 

ロシアは親日らしいが契約をしっかりしないと知財流出などのリスクがある。製品やホ

ームページなどを似せて作り込むような事がなされる。  



 

【株式会社大貫工業所】 

ドイツは不景気。特に自動車関連では需要過渡期となっている。EV、水素自動車など、

動向を注視する必要あり。また、アジア、特に中国とのビジネスは慎重にしたい。  

 

【株式会社OLPASO】 

中国企業との仕事が多いが、信頼できる相手と巡り会えたと思っている。会社への出資

も行ってもらっている。資金繰りなどで助けられている。  

 

【藤次郎株式会社】 

海外とのやり取りは前金をルールとしているが、中国は途中から３：７の割合に先方主

導で変えてくることがある。なので、直貿はやめて、いまは中国の商社を間に入れて請求・

入金の問題をクリアにしている。1国1代理店をルールにしていたが、国によって複数置く

事が良い循環となることもある。  

 

【株式会社浅沼醤油店】 

国内の展示会に出品し、積極的に輸出などを行っている会社に一緒に海外に紹介しても

らっている。自社でも海外出展に取り組みたい気持ちはあるが、費用対効果を考えて取り

組みたい。 

 

【協栄産業株式会社】 

リサイクルの取り組みについて知ってもらうために国内の展示会に出展・展示をし、海

外の人や化粧品業界など新しい活用方法のある業界などに向けて情報提供している。サッ

カーのユニフォームも自社の技術を使ってペットボトルから作られている。  

リサイクルと言っても石油製品と同等品質のため、商品にした際に安価にはしていない。 

海外事業についてはやはり慎重に行う必要があると思う。海外貿易は絶対に前金で行って

いる。 

 

【ファシリテーター】 

技術承継や教育などはどう行っている？  

 

【協栄産業株式会社】 

社外の技術者や製造系の職人のＯＢを顧問として活用している。新しい社員も採用して

いる。 

 

【ファシリテーター】 

国の専門家の派遣などの制度を活用することについてはどう思うか？  

 

【協栄産業株式会社】 

マッチングする人材がいるのであれば検討はしてみたいと思う。ＯＢなどの顧問は10人

ほどいるのでそれ以外の技術を補填したい。  

 

【株式会社大貫工業所】 

国の支援は質が下がっていると思う。技術的な視点が不足していると思う。  

 

【藤次郎株式会社】 

正直、技術的なアドバイスはあまり当てにはしていない。  

 

【ファシリテーター】 

技術的な支援は難しいが、財務や経営のアドバイスは活用していくのが良いと思う。 

 

【株式会社浅沼醤油店】 



醤油をつくる技術と、それを販売する、会社を経営する能力は違う。海外の文化、ＩＴ、

ＥＣ、デザイン、広報などについての情報はとても貴重だと思う。ものづくり補助金など

も制度も活用している。セミナーも人数を限ってはいるが参加活用している。社内の人材

教育はどうしたらよいか分からないことが多かったが、ISO21000取得を目指したことで意

識するようになった。 

 

【株式会社OLPASO】 

会社は小規模だが社内製造している。ＯＥＭ供給もしているが、宮城県の会社に製造委

託もしている。 

即戦力を求めているので、人材育成はあまり出来ていない。  

新しい商品（デリバリーロボット）を開発しているが、その際に県のアドバイザーから

情報を頂いている。 

 

【藤次郎株式会社】 

伴奏型支援という制度を活用している。幹部へのヒアリング行い、フィードバックをも

らう。技術的な視点ではなくマーケティングやブランディング等の支援を受けている。  

 

【株式会社大貫工業所】 

付加価値の向上について言うと、日本は物価が低いので、基盤産業にとって環境が厳し

い。海外の単価に比べて非常に低い。製造業の生き残りは物価単価の見極めが大事。国も

努力をして物価支援して欲しい。  

 

【ファシリテーター】 

生産性向上、販路開拓、担い手確保のテーマで話したが、はばたく３００選に選ばれた

だけあり、成功事例や課題の共有など非常に興味深いが多かった。積極的に国の制度や支

援を気軽に使って欲しい。 

 

 

＜Bテーブル＞ 

 

①出席者 

ファシリテーター   中小企業診断士 弘田智成 

株式会社青木製作所  代表取締役  青木圭太 

株式会社コモテック  代表取締役  小森正憲 

株式会社ﾍﾘｵｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役  小野田成良 

株式会社マテリアル  代表取締役  細貝淳一 

株式会社丸十大屋   代表取締役  佐藤利右衛門 

 

②議事内容 

【ファシリテーター】 

それぞれ自己紹介と簡単に会社での取り組みや課題をお話頂きたい。  

 

【株式会社ﾍﾘｵｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ】 

愛知県に所在。バングラデシュのダッカでプリペイド式のガスメーターを販売。インド

ネシア、メキシコ、コロンビアで展開。タニタ健康プログラムや食堂プログラムの海外展

開を取り扱っている。 

 

【株式会社マテリアル】 

東京大田区で製造業を営む。航空防衛産業を中心に景気に左右されない事業を展開。昨

今はF35のように予算状況が経営にも影響してきている。従業員35名だが今後も拡大路線

はあまり考えず地の利を生かした事業をしたい。日本中の中小企業の社長さんを相手にし



てきたなかで、大田区だけでなく青森など全国的に展開をしている。タニタ様も懇意であ

る。IT活用は人材が減っていく中では活用をすべきだと思っており、ソフトウェア開発を

AI活用で手掛ける取り組みもしている。利益追求ではなく働き方改革など総合的な視点で

進めていく。 

 

【株式会社丸十大屋】 

山形で醤油・味噌の醸造、大半はつゆを手掛けている。創業175年、当初はベニバナ酒

を手掛けたところから金融・生糸など変遷をして現在は醸造業界に関わっている。調味料

は非常に厳しい状況で使用量が減っている。調味料から離れた取り組みを始めている。山

形県は人口減少が著しいのでなるべく県外を志向するが東京マーケットにこだわると、価

格競争に巻き込まれたりする。また、海外展開をしようとしても価格競争に直面する、と

いった中でもがいているので皆さんから色んな情報をお伺いしたい。  

 

【株式会社コモテック】 

ディーゼルエンジンの黒煙除去装置を販売。大手メーカーでディーゼルエンジンの研究

開発を手掛けた中で装置の社内ベンチャーを提案したが却下された。新車に後付けをする

パーツはメーカーの関心対象外であったため会社を抜けて独立をした。我々は予想もしな

かったが石原都知事のパフォーマンス等もあり環境規制で需要が生まれることを実感した。

ただ規制で発生する需要は低下していくもので、需要喚起のための情報収集を地道に続け

ている。建設機械の現場など、黒煙対策需要は確実にある。途上国ではディーゼルエンジ

ンの排ガス問題は依然として大きく、JICAのプロジェクトでモンゴルで実証事業が終了し

たばかりであるが、他にも大気汚染問題がある市場で取り組みを続けている。中国韓国の

模倣品で安かろう悪かろうの製品との競合が厳しく、それをなんとかしないと途上国ビジ

ネスはうまくいかないのが悩み。需要はあるが価格競争をなんとかしないといけない。  

 

【株式会社青木製作所】 

栃木県の真岡市に所在。製造業で、マテリアル社と同様自動車関連の製造ラインで車体

組み立ての自動化装置を主に手掛ける。自動車だけでは波が激しいので現在は食品・医療

など様々な業界の自動化・標準化装置をてがけるようになっている。人材派遣業に連携し

たり、地場で学生を社長にするコンテストを手掛け地域を支援している。自社商品を生み

出したいという意欲はあるがハードルが高いので皆様のお知恵を参考にした。  

 

【ファシリテーター】 

生産性向上と需要獲得、担い手確保・人材獲得も含む問題をどう対応するか、この3点

について課題出しをお願いしたい。また、現状どう取り組んでいるか、またはやりたくて

もできていない事などをお聞かせいただきたい。  

 

【株式会社ﾍﾘｵｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ】 

商社なのでものは作っていないがバングラデシュでガスメーター設置をしていて、整理

整頓など日本では当たり前のことができていないのでそこの徹底。また対中国、対ヨーロ

ッパの戦いになるので、教育を徹底する。靴を片付ける、ユニフォーム着用・はだし禁止

の徹底、作業後の部品や道具の片づけ、部品員数の徹底など地道な管理を続ける。取り組

みはバングラデシュ政府からも評価を頂き、事業でも成果を見え始めており今後従業員が

増えていく段階でも変わらず取り組む。  

 

【ファシリテーター】 

日本とは異なる文化の中で、当たり前のことを当たり前に取り組むことが難しいか。  

 

【株式会社ﾍﾘｵｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ】 

中国など外国企業からは馬鹿にされることもあるが、1件ずつコツコツ取り組むことが

評価を頂く大事なことかと思う。  



 

【ファシリテーター】 

システムに完全に依存するのでなく、アナログなアプローチも組み合わせて生産性向上

に取り組んでいる事例を拝見したが、色んな取り組みをお聞かせいただきたい。  

 

【株式会社マテリアル】 

生産性向上のため、という意識で取り組んだことはない。 ITを使えば生産性が上がると

いう考えは全く違っていて、まずは担当者がラインの仕組みやシステムを理解する事から

教育している。営業も戦略を練るために価格競争で戦える分岐点を突き止める努力をする。

やはり大事なのは分析。中小企業は予算が厳しいので補助金も活用しつつ損益分岐点を下

げる取り組みをする。国際競争力に関しても価格だけに注力するのでなく総合的に考えて

対策を練る。手間のかかることはIT化していけばよい。給与計算などもAI活用など有効だ

ろう。人の感情を入れてはいけない分野とそうでない分野がある。社長の配慮は最後のス

パイス程度でよい。お金の問題は人の感情をなるべく関与減らすべき。  

 

【株式会社丸十大屋】 

調味料は東京はそうでもないが地方では以前は1.8リットル単位だった。それがどんどん

減ってきている。従来は1.8リットル・1リットル容器を前提にしたラインは小型容器のニ

ーズに合っておらず、生産性向上はそのまま適用できない。働き方改革がポイント。5日

間有給取得奨励の影響もあり、有給取得は増えている。このままでは回らなくなるため、

1人五役くらいにしないと回らない。機械にできることは機械にやってもらおう、という

検討をしている。例えば最終検査はカメラで代行できれば人は休める、といった事。平成

１２～３年ごろに搬出に機械を入れて効果があったので、省力化＋生産性が上がる機械だ

けを入れるようにしている。どこの醸造メーカーでもそうだと思うが、設備の老朽化が問

題。麹づくりなどの主要装置は４０～５０年の経過をしており容易に更新はできず、毎年

メンテをしながら使い続けている。これらをAIとくっつけて高度化できるかといえば難し

い。いまやっていることはマニュアル化をして誰でも装置を扱えるようにすること。職人

技・勘でやっている部分を標準化する。よりオールマイティに誰でも作業できるよう標準

化を進めないと将来的に生産維持に不安がある。  

 

【株式会社コモテック】 

行動指針を最近策定した中で、装置の電子部品を作っている会社とコラボして、自社の

製品にくみこんだ。ウランバートルのプロジェクトで15～6台を当社工場で製造したが、

従来自前で部品の組み込みをしていてものすごく時間がかかったところを部品会社にまる

ごと委託した結果、相手が調達になれているので効果としてコストダウン及び相手の生産

性向上が見られた。部品会社には今後見込まれる装置台数を案内してしまい、思ったほど

追加注文ができていないことは悩み。  

 

【ファシリテーター】 

他社と生産コラボする際、需要の増減などリスクの共有など苦労はあるか。  

 

【株式会社コモテック】 

運命共同体として納得して頂くしかない部分もある。  

 

【株式会社青木製作所】 

リーマンショックまでは営業しなくても発注に対して低コストで作っていれば売れた

が、発注が来なくなり営業をする必要が生じた。営業活動により売上は30倍にまで増やし

た過程で同業他社を巻き込み体制を強化する事も取り組み会社も拡大しているが、中の仕

組みが追い付いておらず、一人当たりの稼ぐ力は落ちており、危機感を覚えている。色々

なコンサルの方にも相談しながら従業員の動作分析を続けているが、人によって4倍ほど

の開きがある事も分かってきている。この差を縮める指導も容易ではなく、稲盛氏のフィ



ロソフィーも参考に取り組んでいる。長らく自身がトップ営業でやっていたので二番手が

育たない。現在キーエンスOBの方に顧問になって頂き業務改革を取り組んでいる。アポ取

りの仕方一つとっても数字で迫るので成果が視覚化しやすい。国内で加工作業を圧倒的ス

ピードで実現している会社等も積極的に探索し、指導をお願いしたりしている。現在加工

指導を月1回程度でお願いしている。できないと思っていたことができるようになってい

る。 

 

【ファシリテーター】 

できる人・できない人にどれだけ差があるかをどのように分析しているのか？ 

 

【株式会社青木製作所】 

動作はいくつかに分かれるので単純作業でも数倍の差が生じる。その動作分析をしない

と無駄なポイントは分からない。できない人も遅い・無駄な動きとは思っていないので。  

 

【ファシリテーター】 

外部のコンサルタントを活用しているか？  

 

【株式会社青木製作所】 

仕組みの根幹は自分で考えている。  

 

【ファシリテーター】 

海外展開など需要獲得に関してそれぞれの会社の成果や課題についてお聞かせいただ

きたい。 

 

【株式会社ﾍﾘｵｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ】 

海外事業が中心で、バングラデシュでもガスメーターを付けるとガス漏れ警報機やコン

ロなど様々な商機がある。家庭にも何回も訪問して面識ができるので、味の素さんなどの

商品も販売したりしている。地道に足を運び、お客様からヒアリングをしてニーズをつか

むのが大事。 

 

【株式会社マテリアル】 

新しい製品づくりやソリューションづくりは国内で取り組んでいる。モノを作る以外の

ビジネス創造を目指している。モノづくりで国内に残れるメーカーは限られている。シン

ガポールやインドネシアの企業と組んで準備中。うまくいくかどうかは分からない。二本

目、三本目の柱を作る必要あり。 

 

【ファシリテーター】 

別事業を考える発想法は？ 

 

【株式会社マテリアル】 

自分自身でこれがあったらいいな、という事が主体。青木氏のキーエンス活用の話もそ

うだが、数字管理の根底にあるのは「これが猛烈に欲しい」というニーズの把握力。  

すべては会話から生まれると思う。何が正解か、は私自身見通せていないかもしれない。

会社はどうやって競争力・魅力を増しながら人を定着されられるか。社員には行き場が

あればとも思って全員一級技能士にしている。  

 

【株式会社丸十大屋】 

営業部隊がお客様から「こんなものを作れないか」という相談を受けて開発部門と一緒

に対応を考えるという取り組みを続けてここ数年引き合いが増えてきた。現地で価格競争

にならないような対応も重要。ハラル対応など。現地からの情報を得て専用ラインを作る

など。設備を入れる際に、「これで何ができる」という価値の明確化が大事。大手に頼む

とPBでも何万食のオーダーが必要なところを、当社であれば数千食から受けられるなど。  



ただ、PBだけ見ていては社員が疲弊するだけなので、やはり自社製品の付加価値化が大

事。 

らーめん用スープでいえば「山形名物」の要素など。業務用調味料は基礎調味料の中で

も伸びている分野であり、そこで何とかしようと考え方を変えつつある。  

 

【株式会社コモテック】 

JICAのPJTをする前は中国向け販売を志向したことがあったが、現地販売代理店を通じ

て事業をしたものの、情報が有用されてコピー品を作られた失敗経験がある。全部真似し

て特許まで抑えらえる被害に遭った。モンゴルから中小企業展に視察にきた現地企業に製

品へ関心をもってもらったが、JICAの研修生が当社に来た際にウランバートルで当社製品

を普及させたいと言ってくれて事業が始まった。現地では密閉空間で排ガスを吸いこんで

しまう公害が社会問題化しつつあった。モンゴルで直接話を聞こうということになり、

JETROの海外展開支援制度を利用してリサーチし、モンゴルの大気汚染の深刻さを実感し

た。現地の日本大使館に事業展開を相談したところ、JICAでそうした事業展開の支援メニ

ューがあるという事を教わり、実証に着手できた。JICAは2年プロジェクトで2017～2019

年、バス4台に装置を取り付けての実証が終了し、製品調達の本番待ち。入札は何回か流

れていてうまくいっていないが、機会を待っている。モンゴルに続き、台湾とも代理店契

約を締結し事業を始めている。またモンゴルで展開したことをタイにも展開したいと思い

現地を調査。タイも大気汚染がひどく30年くらい使い続けているケースもある。装置のニ

ーズは確実にあるが、事業の具体化はこれから考える段階。  

 

【株式会社青木製作所】 

大手の仕事が多く、口座がないと取引も始められない。関東電気工業会に加盟して大量

に口座開設した企業と役員交換をしてその企業の口座を使えるようにするなど工夫してい

る。商品開発についてはインフルエンサーと組んで取り組んでいる。ニーズに対していく

つかの答えを用意しておくことが重要と考える。省人化等もしかり。また人材育成につい

てはベトナムの団体と提携して教育を施し、人材派遣ができるような体制も構築中。  

 

【ファシリテーター】 

大手企業との口座開設もしにくい代わりに役員を相互交換、というのは？  

 

【株式会社青木製作所】 

日経で採り上げられたりしたが、「相互交流」を推進している。商社経由でないと取引

できないことが一気に直接やり取りができるなど効果は出ている。  

 

【ファシリテーター】 

3つ目のテーマである担い手の確保についてお願いしたい。人材育成であるとか技能の

継承など。 

 

【株式会社ﾍﾘｵｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ】 

問題に直面しているのはナンバー２の育成。自分以外に任せるのができない。他から人

員を引っ張ってきても難しい。現場レベルは単純作業の積み重ねなので教育で対応できる

が、経営戦略になると別。海外は現地ごとに組むのは大手だが、組織力は明らかに劣る。

チームを作ることが一番の課題。  

 

【ファシリテーター】 

社長から見てこれはと思うナンバー２が見えないということか。  

 

【株式会社ﾍﾘｵｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ】 

いるにはいるが、自分の分身として機能するまでには至らない。待遇の問題もあるので

大企業出身で即戦略の方を雇うのも限界がある。現在自分がトップダウンで回してしまっ



ているのも後継が育ちづらくしている面はあるが。  

 

【株式会社マテリアル】 

後継は息子を想定している。代表として気を付けているのは「我慢」する事。自分と比

べてもどうしようもないし、会社の状況を考えて適宜アドバイスするようにしている。新

入社員は一流大学を出てきているわけでもないし、工業高校出身の子を率先して採用して

いる。残業はしない会社づくり。働き方改革どうこうよりも、社員から「休みをもらわな

いと良い働きができない」という意見があったので推進したが結果生産性が向上した。最

近は「考える」社員が増えていることにより、自分が得意先に顔を出す事も少なくなり、

社員それぞれが外に出て対応している。大幅な拡大路線は取らないが、常に安定して成長

していけるような成長イメージは社員と共有するようにしている。  

 

【ファシリテーター】 

人材マップを策定していらっしゃるが。  

 

【株式会社マテリアル】 

最近の従業員は合わないとすぐ辞めてしまう傾向があるので、社員を辞めさせない会社、

を志向している。外から講師を呼んで私塾も開いており、技能・知識・メンタル向上を支

援するとともに、人材育成・キャリアアップのロードマップを示すようにしている。なる

べく従業員とのコミュニケーションは取るようにしている。  

 

【ファシリテーター】 

採用に関しては社長自らが行っているのか？  

 

【株式会社マテリアル】 

極力自分で高校・大学に行く。進路相談も受けてその後当社に来てくれたりすることも

採用確保につながっている。 

 

【株式会社丸十大屋】 

新卒は採っていない。中途が基本。出身の専門分野によって皆能力・考え方は違ってい

るのである程度平準化のために年2回外部講師による研修会を全員参加で実施している。

パートも採らない。ハローワーク等でパート募集すると応募はあるが、正社員になりたい

という目的ありきで来てそれ以外が無いので続かない。もっと昇給などについて意欲があ

って欲しいが。財務・経理分野の人材も重要で、銀行から出向・転籍の方を受入れている。  

社長自らが言えないような事を財務・経理の方から伝えるなど役立ってくれている。自

分の息子も後を継がない可能性があるが、息子が承継するしないに関わらず、いまは自分

がしっかりやるしかない。銀行からも後継に関して言われてはいるが。  

 

【株式会社マテリアル】 

家族への事業承継に関して、株式の問題さえなんとかなればいいのだが。株式は評価さ

れて課税されるのは問題。中小企業庁・国に対してモノ申したい。これからは成長させた

事業を大企業などに買ってもらい、さらに成長してもらうバイアウトも増えていくだろう。 

 

【株式会社コモテック】 

担い手確保については皆さんとは異質で、いきさつも異なると思うが、当時会社を設立

したときは不況でリストラも多く、自身も辞めた会社から人がリストラされて流入してき

た。あとは、工業高校で講師をしていたときに知り合った子が自動車メーカー（いすゞ）

に就職後体調を崩して当社に転職してきて、現在は自身が辞めた会社出身が4名、自動車

メーカー出身が2名。典型的なシルバー産業。若い人を入れたらとも言われるが余力もな

く、むしろシルバー産業としてよりよい職場を作れるようにしたい。幸い職場は明るく、

仕事に集中するときと皆で明るく触れ合う時間の分別がついている雰囲気が好きである。



知識・経験を持ちながら能力を活かせず単純労働（清掃など）に従事しているシルバー世

代は勿体ないと思う。シルバーを有効活用できる会社が合ってもよいと思い、自社はそれ

を結果としてではあるが志向している。いまシルバーを活用した新しい事業を立ち上げて

おり、日本でパン作りを学んでモンゴルで普及させるための会社を設立している。  

 

【ファシリテーター】 

若い人ありきということは全く無いので、シニアを活用して雰囲気づくりをされている

取り組みは参考になる。 

 

【株式会社青木製作所】 

最初は５～６名の町工場だったが、実は時給1500円という好待遇に錯覚してバイトを始

めた。始めて見ると他で働く気にならない。経験も積むうちに高校・大学を経てこの会社

に就職もした。最初は自身の収入向上のために年間の増収計画も立てたりしたが、仕事が

楽しくなったのはお客様から認められるようになってから。若いうちは自身の提案が社長

に認められず、決定権もなくストレスはたまったが、「如何に決定権をものにするか」と

いうハングリー精神も培われた気がする。現在は実力主義をとっていて外から採った人材

でも上へあがれる評価をしている。自分より若い30代以下のメンバーと、定年が近い職人

に人材が2極化していて、中間層がほとんどいない。コミュニケーションもある期間は従

業員に任せた結果、生産性は下がってしまった。仕組みを創る前に人を増やしてしまう事

の反省をした。100人規模になると仕組みが必要になる。いま慌てて整備しているところ。

優秀な若手人材を取る際、中堅ベテランと合わなくてつぶれてしまう事を避けるため、特

殊な部署を設けるなど配慮をしている。最近ではeスポーツプレーヤーなど職人気質な人

たちは空間把握能力が高く、ものを覚えるのが早いなど案外にコミュニケーション能力が

早くて面白い。ゲーム専門では食べていけない人たちの受け皿になっていると思う。  

 

【株式会社マテリアル】 

当社もロボコンに出場するなど支援している。  

 

【株式会社青木製作所】 

試験採用期間も3か月と長期間設定して、なるべく幅広い部門を経験してもらって内容

への興味や関心を深めてもらう。対価を設定してやりがいをみつけてもらう。  

 

【ファシリテーター】 

細貝社長のところでは「考える人が増えている」という話があったが。  

 

【株式会社マテリアル】 

会議にいちいち口出しを細かくすることはしないが、従業員とは合間を見て、立ち話的

に進捗などを意見交換し、決めつけすぎない程度にアドバイスしたりしている。2年目の

若手でも業務改革提案する子は出てくるが、古い考え方の上の層につぶされないように調

整は必要。上の層などは資格取得などに抵抗がある。  

 

【株式会社青木製作所】 

本質的に大切なことを教育する前にツールを与えてしまうと良く無いので、教育を徹底

するようにする。部門間のコミュニケーションギャップは難しい問題。当社では加工部門

が品質部門より強く、品質部門の若手がつぶれて会社に来なくなってしまうなどの残念な

事象もあったりする。 

 

【株式会社マテリアル】 

難しい問題。当社では品質保証部門が強く、製造部門が不満を持つことが多い。  

 

 



３．ディスカッション内容の共有 
 

＜Bテーブル＞ 

生産性向上について。 

仕事のやり方そのものを変えていく事が出来ないか、見直して欲しいという意見が出た。

また外部連携によって生産性を上げるという視点もある。餅は餅屋。ものづくりの効率化

を改めて見直したい。工場内でのスキルの開きを客観的且つ定量的に見ていくフローを構

築したい。 

需要獲得について。 

現状接点のあるお客さんからニーズの情報を引き出す必要があるという意見が出た。生

産設備投資限りがあるため、補助金などの制度整備が望まれている。  

担い手確保について。 

社内でＮＯ２の人材を育てる重要性を踏まえ、教育や継承に取り組んでいるという話が

出た。外部の専門化などを呼んで人材教育を行い、ベーススキルアップを図っている会社

も多い。明るい雰囲気の職場づくり。組織が大きくなった際に仕組みを構築してマネジメ

ントなどを円滑に行っていきたい。  

 
 

＜Aテーブ＞ 

生産性向上について。 

世の中のためになる商品だという事を世間に知らしめるために時間が掛かったが、シン

クタンクなどと一緒に調査しデータを提示することでその必要性を説いたという話があっ

た。人の技能、人材育成、人材採用。海外の人材を確保している事例があった。オープン

ファクトリーを取り入れて製造工程を見せることによって会社のイメージが上がった例も

あった。 

また、専門家派遣や補助金制度を活用している。技術面では難しいが、経営財務面で有

用だと思える。海外の展示会への出展も事例として多かった。商談会を通じたマッチング。

付加価値創造。消費物価単価の向上が製造業においては求められる。  

 

 

【開催概要（大阪）（中小企業・小規模事業者）】 

日時：2019年12月11日（水）12:50～15:50 

場所：大阪駅前ＡＰルーム Ａ 

配布資料：  

【資料１】 議事次第 

【資料２】 出席者名簿 

【資料３】 座席表 

【資料４】 座談会出席中小企業・小規模事業者概要 

【資料５】 事前アンケート結果概要 （終了後回収） 

 

【議事概要】 

≪Ａテーブル≫ 

 

①出席者 

ファシリテーター   中小企業診断士  高島芳樹 

一丸ファルコス株式会社  代表取締役社長  安藤芳彦 

株式会社ヴァイオス  代表取締役社長  吉村英樹 

誠和梱枹運輸株式会社  代表取締役社長  畦淳造 

株式会社新原産業   代表取締役   新原弘二 



株式会社山田製作所  代表取締役   山田英登   

 

②議事内容 

【ファシリテーター】 

それぞれ自己紹介と簡単に会社での取り組みや課題をお話頂きたい。  

 

【一丸ファルコス株式会社】 

岐阜の会社。化粧品原料の開発生産製造販売を行っている。  

 

【株式会社ヴァイオス】 

和歌山市で営業。廃棄物関連。汚水処理のメンテナンスなど。  

新しい新規事業を検討している。  

 

【誠和梱枹運輸株式会社】 

トラックの運送。倉庫・物流の幅広い展開を検討している。  

日本全国25カ所の倉庫があり、ネットワークを活用している。物流業界は人手不足が常

態化、特に若い人の採用が無いため、若い人の育成が課題となっている。  

 

【株式会社新原産業】 

創業43年。畜産設備の総合取扱会社。ステンレス加工を行っている。  

畜産設備・備品の卸。海外からの輸入なども行っている。建設なども。農業の業界もか

なり変わってきている。自動化や制御などネットワークのノウハウが必要となっている。  

 

【株式会社山田製作所】 

農業用の機械製造。精密部品など。30名中18名が女性。 

ロボットやＩＯＴを積極的に取り入れている。  

 

【ファシリテーター】 

今日のテーマは生産性向上、需要獲得、担い手確保について各社の成功事例、取り組み

や課題を共有して頂きたい。 

 

【一丸ファルコス株式会社】 

天然物を素材に使った研究開発型の会社である。売上が微増で、堅実且つ人も増やさな

い時期もあったが、数年前のインバウンド増大の影響で、売上が大幅に増えた際に、事業

拡大を視野に入れ設備投資を行った。現在の3代目社長は今の状況を分岐点と捉えて、海

外戦略や人材などについての取り組みを検討している。人材は東京に集中しているが、海

外への進出も検討している。いずれ国内市場は鈍化すると思われるので、準備を整える必

要がある。社内でも意見が割れている。  

国内市場は堅調。健康食品市場も高齢化社会に比例して好調。特許が250種ほどあるた

め、他社との差別化が図れている。1,000品種のうち2割が8割の売り上げ比率になる。ま

た、年に2~3件の一般品新規開発。企業との共同開発の専門品もある。  

製造ラインが過充足の為、国内で新工場を検討している。ハラルへの商品対応も行って

いきたいが、そのための人材が足りない。  

 

【株式会社ヴァイオス】 

メタン発酵で再生可能エネルギーの売電を行っているが、スタートはし尿処理施設から

始まっている。先進7か国で適用されているロンドン条約によって、廃棄物は日本から海

外に出しては行けないことになっている。そこで、し尿処理を法律に合わせた形で、水処

理している。行政から浄化槽の清掃、メンテナンス等を受託している。農地活用などにも

利用している。そのような事業展開の中、ラボ施設で実験・検討を経て、汚泥をメタン発

酵し、原料化して売電できるようになった。  



開発は自社で行っている。技術者も抱えている。独自技術であり、競合もいないが、現

在は赤字。農業は注力。社員は50名程。開発者は4名。技術の承継は課題。廃棄物業界は

海外人材活用はＮＧ。ベトナム人はファームに採用し、エフォート50％未満として、本業

開発にも関わらせ、技術伝承をしている。ゆくゆくは海外展開も視野に入れている。  

 

【誠和梱枹運輸株式会社】 

リーマンショック前の原油価格上昇の際に、運送業業界全体低迷して、利益が出なくな

った。そこで自社のトラックに依存しない事業を検討した。その一つが倉庫事業で、もう

一つが車両・配送マッチング事業。  

倉庫事業は、地方にあるメーカー在庫が都心部に集約されてしまったが、ネット通販の

出荷取りまとめを担っており、入出荷のデータ処理が倉庫業のメインになっている。  

車両・配送マッチング事業もコールセンターのような形態に変え、専門家ではなく女性オ

ペレーターなどを活用している。問い合わせをデータで取りまとめて配車係がマッチング。

積み荷や配車も一覧で共有できるシステムを作成した。自社の規模を変えず、売り上げを

拡大できた。 

自社トラックも400台ある。使い分けのコントロールを行っている。アマゾンやヤマト

と業務内容自体は同じ。 

メーカーも人手不足のため、専業分業を提案。製造以降の工程を請負っている。  

配車システムのＩＴ化によって人手不足を解消した。  

 

【株式会社新原産業】 

畜産総合設備については、鹿児島、宮崎の2県で全国の３０％占めている。全国の農家

数が減っていて、12万から3千になり、寡占化が進んでいる。生産性向上は現場主義のた

め事例が多い。海外の事例をそのまま輸入しているところが多いが、自社は現場課題を聞

き個別に対応している。ステンレス加工での設備を推奨している。付加価値を集中して、

採算を取っている。鉄物はステンレス需要が高い。  

高度人材活用制度ではバングラディッシュの人材を採用している。生産設備の自動化シ

ステム構築で技術利用している。  

 

【誠和梱枹運輸株式会社】 

東京の商社からの情報で鳥取に養豚所を作る手伝いをしたことがあるが、建屋用の資材

の量が膨大だった。豚肉を中国へ輸出するために養豚場需要が多い。  

 

【株式会社新原産業】 

餌も汚水処理も環境管理もすべて自動化になってきている。建物自体が生産的に非常に

効率化されていて、未対応の厩舎も対応が必要であるし、対応済みであってもメンテナン

スの必要がある。競合として異業種（イワタニ）なども参入してきている。大手にカバー

できない分野で活路を見出している。  

畜産業では保守メンテンナンスが重要なので、現場主義のノウハウで大手に差別化を図

っている。工場は過充足気味だが、プランニングのみを請け、他社と連携している。  

 

【株式会社山田製作所】 

精密機械を扱っているため、人に依存する部分が多く、技術の伝承がなされていない状

況だった。特に標準化が非常に課題だった。 

自分しかできないことが美徳とされていたが、女性を多く雇う事によって技術の棚卸を

行った。ただ若手のみに依存しないように、海外人材も活用した。言葉や文化など様々な

問題があったが、コミュニケーションを積極的に図らせることで円滑になった。ロボット

やＩＯＴの導入も標準化に寄与している。  

会社の魅力を伝えるために、商品や専門性を伝えているわけではなく、雰囲気、会社の

個性を伝えるような求人にしている。  

ベトナム人も雇用しており、3年と期限があるが、平準化できる業務を当てている。な



るべく人に依存しないように全体を設計している。職人気質な考え方や感覚を極力なくし

ていくように話し合いを重ねている。製品は特注部品がほとんど。品質は機械化しても人

手での対応もほぼ変わらないため、生産性を考えると機械化することのメリットが大きい。

ただ標準化しすぎて業務へのモチベーション低下を図らないように、創造力や考える内容

を重視したような研修をしている。また会社が若くなりすぎて職人等が居づらくないよう

な雰囲気作りに気を付けている。  

一極集中しないように事業の分散も行っている。  

 

【一丸ファルコス株式会社】 

新製品開発は常に行っている。研究開発者の採用やベンチャービジネス、大学、学会、

ファンド系企業などとの連携も積極的に行っている。研究開発には多額に投資をしている

が、採算は取れている。 

化粧品において価格差による品質の差はほとんど無い。人口の多い国によって化粧品市

場が形成されている。高齢化が進んでいる国ではサプリなどの需要が上がる。海外展開に

際しては国ごとに代理店制を敷いている。今後は直接的な流通網を形成したい。中国上海

は販売支社を設けている。 

 

【ファシリテーター】 

海外展示会をもっと活用してもよいのでは？商談に結び付く可能性が高い。海外展示会

への出展補助金制度もある。 

 

【一丸ファルコス株式会社】 

競合他社分析をしているが、商社を通じて海外展開していることが多い。中国韓国への

対応策は検討していかなくてはならない。  

 

【株式会社ヴァイオス】 

一般廃棄物の中間処理が強み。水処理して流して残った分が自社の利益となる。農業は

今や社会貢献事業になっている。汚泥を処理して活用している。農業法人は減っていくが、

国から農地を買い取り、耕作を行っていきたい。6次産業化を視野に入れている。  

農業法人は流通を自社でコントロールできるところが黒字化のポイントと考える。 

 

【誠和梱枹運輸株式会社】 

海外展開は考えていないが、国内で後継者問題などで廃業となっている会社が多いため、

引継ぎによる業務量の拡大がある。得意先の人手不足はアウトソーシングを提案すること

で対応している。 

Ｍ＆Ａの情報も多数入ってくる。お菓子業界でも同じような状況になっていると聞く。 

 

【株式会社新原産業】 

JETROに依頼して輸入に力を入れようとしている。特許を取った商品があるが、海外で

部品を作り国内で組み立てを行っていきたい。日本では大手メーカーが畜産用部品も作っ

ているケースが多いが、海外では畜産用の部品を作っている専属メーカーが存在している

ため、部品利用にメリットがある。  

生産者には高齢者が多く、パソコンも使えない。だから工程の標準化を図っていく必要

がある。バングラディッシュはコンピューター系の知識が非常に高いため、人材を活用す

ることで社内への技術標準化を図っていきたい。その波及効果で会社のレベルを上げ、国

内人材の獲得へも繋げていきたい。海外人材の賃金や知識量のメリットを非常に感じてい

る。 

 

【株式会社山田製作所】 

愛知県という地域柄、製造業の親子関係が強固だが、自社は内製化を9割以上にしてい

る。農業器具は既存ルートを崩すのが難しいが、商社などを通さずにメーカー直で営業を



している。エンジニアに海外技能実習生の人材を活用している。海外展開においてもヨー

ロッパ向けのサイト（英語・フランス語）を作っている。その国に合わせた表現が求めら

れるため、凝り過ぎずシンプルにしている。海外展示会への出展も日本文化との見せ方を

工夫し、連携企業と一緒に展開している。  

 

【株式会社新原産業】 

高スペックを持つ人材に企画職等を行わせて、適材適所を図っている。将来的には経営

も任せ、社長交代に際してサポートさせたいと考えている。外部の人をうまく活用したい。  

事業承継の準備は出来ている。  

 

【ファシリテーター】 

事業承継税制にも課題があるため、全体を見ながら国と企業と一体になって調整をして

いかなければいけないと考えている。  

皆さんから様々な意見を頂いたが、参考にし、共有していきたいと思う。  

 
 

＜Bテーブル＞ 

 

①出席者 

ファシリテーター   中小企業診断士 弘田智成 

有限会社イナテック  専務取締役  稲吉利彦 

株式会社INUI   取締役   大野大輔 

合同会社ヴァレイ   代表社員  谷英希   

株式会社トーヨーイス  代表取締役  伊藤友美 

株式会社美光技研   代表取締役社長 和田昇悟 

 

②議事内容 

【ファシリテーター】 

それぞれ自己紹介と簡単に会社での取り組みや課題をお話頂きたい。  

 

【株式会社美光技研】 

金属の画材、板材の表面に模様をつける会社である。  

キズの付け方で光の方向性を変え、見え方を変えていく技術。  

例えばスピン研磨加工はデジカメに使われる。また、トラックのボディの魚の鱗のよう

な模様もうちで加工している。ニッチな分野で特化しているが、やはり下請けからの脱却

に苦労している 

 

【株式会社トーヨーイス】 

椅子をつくっている。様々な場所にうちが生産した椅子が入っていて、ほとんどの方が

見ていると思う。 

ただし、OEM生産が９０％以上で、自社の名前ではなかなか売れない。  

売り込む方法を考えるための時間がなかなか取れない。  

元々は父親から受け継いで社長をはじめた。笑顔をモットーにしている。  

 

【合同会社ヴァレイ】 

縫製工場の経営をしている。 

洋服の国内自給率２．５％と斜陽産業となっている。ミシンが並んでいて、縫子さんが

並んでいるイメージ。その現状を変えたいと思い、起業した。  

職人さんの自宅を小さな工場として全国展開している。今では１２０箇所以上と契約し

ている。 

少ロットに徹し、年間４万枚の製造を行っている。  

 



【株式会社INUI】 

耐火物の寿命を延ばすコーティング剤をつくっている。  

２００６年に創業して、下請け脱却を目指している。  

 

【有限会社イナテック】 

鋳物加工に特化している。 

ものづくり補助金を活用して設備投資を行ってきた。  

初期投資が大きくて、回収期間が長期に渡るので十分な需要が無いと投資もしにくい。 

 

【ファシリテーター】 

生産性向上についてお話頂きたい。  

 

【株式会社美光技研】 

ものづくり補助金を使って新しい機械を入れた。 

これまで板材にしか加工ができなかったが、形がついたものに加工することが出来るよ

うになり、付加価値を高めることができた。  

一方でマシニングセンターを導入しているが、加工の順番はプログラムで指定しないと

いけないので難しい。 

外注してくれるところがなく、内製しているが、とても手間がかかる。  

 

【株式会社トーヨーイス】 

機械を導入しても最終的に人が見ないといけない  

機械がやったことを人が見て、次の工程に回すことになる。  

ヒトの手を省く訳にはいかず、機械化できない部分は残る。そのバランスが重要。  

無理に生産台数を増やそうとすると、品質が落ちる。  

月に１回、がんばった人に賞を与えるなどして従業員のモチベーション向上に努めてい

る。 

 

【合同会社ヴァレイ】 

縫製業界は人の手がかなり残る。機械化は数パーセントの生産性向上にしか寄与しない。

でもその単位では事業としてやってはいけず、２０～３０％は上げないといけない。  

国内で差があるのは物価の差。だから地方の自宅で縫製を行って頂くようにした。地方

で安くつくって、都会で高く売るということを徹底している。  

その結果、粗利はこれまでは１０％程度だったのが、５０％を残すようになってきた。 

また、子育て中のママや介護中など、時間のある方を活用することを徹底している。服

作りはかなり分業化されているので、それができる。  

職人さん向けのサポート（バックアップチーム）体制もつくった。  

ITの活用を進めている。ITといってもLINEのことだが、職人さんにはまずはLINEの使い

方から教えた。 

内職だが月３０万近く稼いでいる方もいる。  

 

【株式会社INUI】 

瓦を焼く工業炉は１年間に６億円ほどのランニングコストがかかるが、うちが開発した

熱に強い接着剤を利用すると、熱の洩れが少なくなり、省エネ効果がある。 

しかし、導入経費が高く、なかなか採用されなかった。そこで初期コストを無料にする

ゼロプランをつくった。 

出来高で1,000万くらい削減できたら500万もらうというプランにした。  

そのためにはほんとに削減できたかどうかを調べないといけないので、ガス流量計をつ

くって、測ったし、天井部分に温度センサーもつけた。  

一度売るとメンテナンスとして継続的にお金が入ってくる仕組みをつくることができ

た。 



今考えているのは、流量計に拡張性（品質に関係するようなデータ）を持たせようとす

ることだが、入口として燃費が下がるというメリットを提供しているので、入りやすいよ

うだ。 

 

【有限会社イナテック】 

もともとトヨタのおひざ元として、工場の改善のための意識は高い。ただ、業務管理の

効率化はあまり進んでいない。  

「付加価値向上」については、プログラムの見直しも随時行っている。大手からの下請

けのため、一度契約が決まると単価向上は難しい。下請け企業集約化によって、付加価値

提供というよりも生き残りに必死というところ。  

「技術革新」については、中小企業が自社で技術革新することは困難。特に職人技で支

えられてきたので、会社では共有されない。自社にとって簡単なものが他社にとっては難

しいのだろうが、それが客観視できない。それを目利きする専門員が必要かもしれない。  

「IT活用」の重要性も認識しているが、ITを活用しようにも、データ入力する人材がい

ない。 

また、データの取り方に様々なバリエーションがあるので難しい。  

ITの利活用という点では、ミラサポといった制度を使うことも考えられるが、本当にフィ

ットした専門家が来るかは難しい。  

 

【ファシリテーター】 

需要獲得についてお話頂きたい。  

 

【株式会社美光技研】 

得意先が元請けに弊社の存在を隠すということもあり、会社や仕事内容自体がほとんど

知られていなかった。 

そこで、メッセ名古屋という展示会に出したが、技術力の高さにそれなりの反響はあっ

た。 

しかし「何に使うの？」と言われ、なかなか目的の人と会う事が出来なかった。  

次に表面処理に特化した展示会があり、そこでメーカーさんに会う事ができた。  

その後は思ってもないところから話がくることも増え、既存のお客からの反応もよくな

った。 

人数が少なく営業部隊がいない。社長である自分一人で動いている。  

 

【株式会社トーヨーイス】 

展示会に出している。うちもメッセ名古屋に出した。中央会の枠で岐阜県の企業と一緒

に出た。異業種交流会なので、絞った方が効果は高い。  

補助金・助成金は極力利用している。  

展示会を出すと既存のお客さんも来てくれる。営業手間が減る。  

 

【合同会社ヴァレイ】 

完全に少ロットに特化している。その上で、会社でできることをウェブやSNSを通じて

オープンにしている。 

結果的には大きなロットも受注できるようになった。少ロットというのが入口として入

りやすいと思う。 

今考えているのが、入口を究極に広げ切るということ。服を作れる仕組み自体をオープ

ンにして、お客様に考えてもらう。  

そうすると、例えば「犬の服をつくれませんか？」「着物のリメイクができませんか？」 

といった引き合いが飛び込んでくる。お客の方ができることを勝手に想像してくれる。  

自分で商品を決めない。自社の可能性を自社で狭めている可能性が高い。  

 

【株式会社INUI】 



自動車産業に特化していた。自動車以外の食い物を増やしていかないといけない、自社

製品をつくって開拓していこう、ということで産官学を活用した。  

自社製品だと利益率が高いので少なくてすむ。何よりも、嫌な奴に頭を下げなくていい。 

うちの会社はお客さんが１社だけから始まった。 

お客様の課題といったものもなく、QTCしか求められなかった。下請けに行くほど課題

に気づきにくい。 

しかし、特許公報を利用できることを知り、変わった。特許を要求するためには、どん

なことに困っているのか課題が書かれている。課題の方だけを読んでいくと見えて来る。  

得意先の特許申請書を読むと見えて来る。  

例えば、名刺交換してくれた企業の特許情報を調べて話をすると、すごく喜ばれる。  

 

【有限会社イナテック】 

例えば、公的機関のマッチングを活用し、新たな取引先を開拓する。新聞広告を出して

いるような会社にメールで営業をかける。既存得意先に常に情報は発信している、等。い

ろいろ営業活動を行っている。  

海外からの研修生の採用には柔軟な対応をする。  

設備投資の不安は常にあるが、まずは本業をがんばっていきたい。  

台風１９号で千曲川がストップし、建設機械。建機メーカーがストップしている。  

商工会議所経由で中小企業診断士の方が定期的に入っている。  

 

【株式会社INUI】 

ヴァレイさんへ聞きたいが、間口を広くすると、とんでもない依頼が来たりしないか？  

 

【合同会社ヴァレイ】 

よく来る。中には断ることもある。ただ、若い子たちのアイデアは極力断らないことに

している。 

例えばマンガに出て来る洋服がキレイなので実現化したいという依頼があり、それをつ

くった事があった。そういう依頼は粗利が多く取れる。  

若い子は仕組み（組み合わせ）を考えるのは得意。でもモノづくりはしない。  

コストを出してでもやりたいという依頼がある。年間６００万を出した外国人のお客様も

いた。 

うちは入口を広くするため、FB、Twitter、インスタグラム、ラジオ、紙、等、多様な媒

体を利用している。 

いわゆるアパレルメーカーからの問い合わせは少ない。ファッションデザイナーを目指

している学生が多い。 

 

【株式会社INUI】 

産官学を進める際には、ある程度、課題が詰めてから行政に相談する。  

そうするとコーディネーターによって先生も特定される。  

課題→テスト→官→大学という順番で行くのがいい。  

 

【ファシリテーター】 

担い手確保についてお話頂きたい。  

 

【株式会社美光技研】 

そもそも、わざわざ地方の工場に働きに来る人はいない、というのが前提になる。普通

にやっても来ることはない。そこでハローワークでの募集の書き方を変えた。国内唯一無

二の〇〇という書き方をしたら、若い子から問い合わせがあった。  

自社はどこが特徴で何が強みか詳しく書いて、見える化した。  

従業員の教育という点では、スキルマップを作っている。ただ、同じ仕事だけでは無い

ので、なかなかデータを取れず、成長の度合いが見えないという悩みはある。  



 

【株式会社トーヨーイス】 

面接に来る方はホームページを見てくることが多い。  

だから会社の雰囲気が分かるような情報はHPを更新している。たくさんの情報を載せる

ようにしている。 

その結果なのか、離職率が低下していて、誰も辞めない。  

単純作業はベトナム人の実習生に頼っているが、今ではメリットが少ない。  

中学校の職場体験を受け入れている。その時に子が働きたいと言ってきた。  

職人さんは頭の中で全部覚えている。そこで、仕事の時間内で紙資料をつくってもらう

ようにした。 

 

【合同会社ヴァレイ】 

働けなくなった方にもう一度働いてもらうという事に取り組んでいる。  

うちの会社の就業ルールはすごくフレキシブルだからそれが出来る。何時に働いても、

何時に終わってもいい。子連れ出勤もOKにしている。 

ドイツで提唱されているホラクラシーという仕組みで運営している。  

従業員全て水平関係。役割だけ決めて、自走するようにする。私自身も社長だが、経営

部の代表に過ぎない。 

うちは個人評価を行っていない。チーム評価にしている。  

教育の期間をコストではなく利益として捉える。  

子ども達にミシンを教える塾として開放している。  

 

【株式会社INUI】 

女性用作業服を導入した 

近隣にある新日鉄が中途採用で正社員を取るようになり、大手でも人手不足なのか、と

危機感を覚えた。 

女性社員は、例えば「ゴムの手袋が嫌」だとか、いろんな問題がある。それを地道に潰

していっている。 

狙い目は退職する大手企業の社員。６５歳限定で求人を出すこともある。彼らはやる気

になって働いてくれる。一から十まで説明しなくていい。転職の可能性も少ない。彼等を

どう活かし切るかが重要。そこはあまり競争にならない。  

 

【有限会社イナテック】 

４０年離職者がいない。 

事業承継については、後継者は既に入社している。現経営者の老後の保証の問題はある。 

ダイバーシティ活用しているが、障害者の活用はなかなか難しい。  

人材育成はもっとも難しい課題。地域で業界単位での取り組みが重要。  

４０年間離職者ゼロを維持しているのは、人にやさしい会社だからではないかと思う。

ノルマもないし、多能工化を進めている。声がけを日常的なレベルで行っている。特別な

ことをしているという意識は無い。  

地域に迷惑をかけるのでボランティア活動を行っている。  

 

【株式会社トーヨーイス】 

昇給していくと給料を上げていかないといけない。  

辞める人がいないというのは、会社としてはきつくないか？  

 

【有限会社イナテック】 

設備を刷新して、利益率が高いものを受注できているので、給料を毎年上げていけてい

る。鋳物は加工するところが少なくなっていて、各社で後継者問題が出てきている。  

だから生き残ったところが得をしているという面はあるかもしれない。  

 



 

３．ディスカッション内容の共有 
 

＜Bテーブル＞ 

生産性向上について。 

金属加工において、付加価値を付与して提供しているが、外部委託が難しく自社対応。

新しい設備の都導入に際して、付加価値をつけていくには人手により設計が必要だが、効

率と品質向上でトレードオフのバランスが難しい。  

需要獲得について。 

メーカーと直接接点を設けたいが、間に商社が入り会社のアピールが難しい。展示会を

活用しているが、参加者属性はしっかり見定めて出展したい。自社で出来る事はしっかり

提示して問い合わせを受ける窓口を用意する。自社の可能性を必要以上に狭めないように

心掛けている。 

担い手確保について 

工程の見える化は図っているが、データ取得の仕組みづくりは行っていく必要がある。

近隣の学校に職場体験を行っている会社もあり、成功事例としては共有したい。採用も難

しいが時間や環境に制約がある人も働けるような勤務体系を設けている。離職者が出ない

工夫として、多能工化が有効だったと思う。  

 

＜Aテーブル＞ 

生産性向上について。 

海外展開を見据えている好調な企業があったが、ハラル対応など見据えて工場の新規増

設も検討。その際に海外人材の雇用も検討している。  

し尿処理施設から循環型の事業として農業まで展開している。メタン発酵による売電も

新規事業の柱としていくうえで、ノウハウ継承や人手不足の課題への対応。  

物流業は配車ノウハウの継承がおおｋなわれていなかったがＩＴによって可能にした。 

畜産業部品製造では、分業専業の線引きを明確にすることで効率の良い業務フローを構築

している。 

精密加工業での能力伝承はプロセスを明示化して標準化をうまく図ってきた。産業分散

化もポイント。 

需要獲得について。 

海外展開に際して代理店への委託ではなく、販売会社を買収して自社で行っていきたい

と考えている。 

物流業界による廃業が多いが業務と引継ぎによって拡大もあり得る。  

精密機械の会社も海外展開向けにホームページを作成している。  

担い手確保いついて。 

人材不足を補うために、海外人材の活用、技術の標準化も積極的に行っている。  

 

 


