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お買い物は文京区で !!
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ビガー
⃝ 第１期　講演会 ⃝
「若年者の採用これからどうなる？人事は若者になにを求めるのか」
　日　時：平成26年11月22日（土）午後２時～４時
　場　所：文京シビックセンター26階スカイホール
　内　容：�企業動向に精通している講師の基調講演に加え、採用

業務を行っている企業人事担当者の方から、実際の採
用についての考え方や、学生（若者）に求めること、メッ
セージなどをお伝えします。

　対　象：区内在住・在学で29歳以下の方および保護者など
　費　用：無料

⃝ 第２期　就活ゼミ ⃝
　仕事選びと自己分析、エントリーシート対策、面接対策など就
職活動に役立つ知識を、１日集中コースと３日連続コースの２開
催でお伝えします。
・１日集中コース　　平成27年２月６日 (金) 午前10時～午後５時
・３日連続コース　　平成27年２月18日 (水) ～20日 (金)　
　　　　　　　　　　いずれも午後６時～８時
※上記の２コースは同内容となりますので、ご都合がよろしい日程で
ご参加ください。

　場　所：文京シビックセンター地下２階産業とくらしプラザ研修室
　対　象：区内在住・在学で29歳以下の未就職、求職中の方
　費　用：無料

⃝ 第２期　親ゼミ～結（ゆい）～ ⃝
　求職中の若年者の保護者を対象に、現在の就職環境や、子ども
の就職活動へのより良いサポート方法などをお伝えします。
　日　時：平成27年１月17日 (土) 午前10時～正午
　場　所：文京シビックセンター地下２階産業とくらしプラザ研修室
　費　用：無料

⃝ 第３期　Waku Work企業見学ツアー ⃝
　文京区内の中小企業を訪問し、実際に組織で働くということを
体験することで、中小企業で働く魅力を発見する企業見学ツアー
を実施します。
・�平成27年３月頃開催予定。詳細は後日ホームページにて掲載し
ます。

　今後、起業や経営を志望される方を対象に、事業活動に必要不可
欠な知識を、専門の講師が豊富な事例を交えて解説します。

  　起業家支援セミナー　受講生募集12月10日（水）　申込受付開始　 
■ 起業家支援セミナー　スケジュール（予定）
基礎編
回 実施日 時間 場　　　所

1 1/24
（土）

午前９時
から正午

文京シビックセ
ンター地下２階
産業とくらしプ
ラザ研修室

「起業環境の捉え方」「起業に対する心得」
「事業計画の策定における留意点」など
を総合的に講義し、起業に必要不可欠な
知識を習得する

文京区就労支援事業～若者キャリアラボ～
　「就職活動を新たな視点から知る、わかる、考える、感じる、動ける」をコンセプトに、就職活動に役立つ講演会、講座、およ
び区内中小企業ツアーを３期構成で実施します。
　就職を控えた学生の皆さん、29歳以下の求職中の皆さん、ぜひご参加ください！

実践編
回 実施日 時間 場　　　所

1 2/14
（土）

午前９時
から正午

文京シビックセ
ンター地下2階
産業とくらしプ
ラザ研修室

・事業計画の全体フロー解説
・事業プロセス設計
・販売計画策定

2 2/21
（土）

・固定投資・資金計画策定
・起業体験談・意見交流

3 2/28
（土）

・リスク分析
・要員・人件費計画策定
・事業における数値の捉え方

4 3/7
（土）

・初年度損益予測
・�利益計画と現金資金収支計画について

5 3/14
（土）

・利益・資金収支計画策定
・シミュレーションと発表、総まとめ

※内容が一部変更になる場合があります。

【基礎編】
対　　象：�区内在住・在勤・

在学者
定　　員：40人（申込順）
受 講 料：無料
申�込方法：「起業家支援セミ
ナー基礎編」・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号を
明記して郵送またはFAX
にて下記まで。また、経
済課ホームページからも
お申込いただけます。

【実践編】
対　　象：�区内在住・在勤・

在学者で起業を
予定する方

定　　員：30人（申込順）
受 講 料：１万円（全５回分）
申�込方法：「起業家支援セミ
ナー実践編」・住所・氏名
（ふりがな）・電話番号を
明記して郵送またはFAX
にて下記まで。また、経
済課ホームページからも
お申込いただけます。

■ お問い合わせ
文京区経済課産業振興係
〒112-8555　文京区春日1-16-21
　☎（5803）1173／FAX（5803）1936

・申込は下記申込フォームから
　申込フォーム：http://goo.gl/PnxwGq

お問い合わせ ・若者キャリアラボ事務局：03－6261－5096
・若者キャリアラボ特設ホームページ：「文京区若者キャリアラボ」で検索

※上記日程・内容は変更となる場合があります。
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　区では、企業の課題・要望などを把握し、中小企業振興施策に活かすため、「文京区内中小企業調査事業」を実施します。
対象となる事業所の皆さんのご協力をお願いします。
　なお、調査票にご記入いただいた内容は、利用目的以外に使用することは一切ありません。

	 　区内中小企業の一部
	 　	対象の事業所には、11月以降に調査票を郵送します。また、後日、調査内容等について確認するため、区

から委託された調査員が事業所を訪問することがあります。

お問い合わせ：文京区経済課産業振興係　☎（5803）1173

調査対象
調査方法

文京区内中小企業調査事業にご協力をお願いいたします

　工業統計調査は、工業の実態を明らかにすることを目的に明治42年から経済産業省が毎年実施している調査です。
　対象となる事業所には、年末年始のお忙しい時期での調査になりますが、ご協力よろしくお願いします。

	 　平成26年12月31日
	 　	従業者数４人以上の製造事業所。実際に調査票の記入をお願いするのは従業者数４人以上の製造事業所です

が、従業者数３人以下の事業所を含め全ての製造事業所を、従業者数確認
のため、調査の前に訪問させていただきます。

	 　	平成26年12月下旬から平成27年１月にかけて調査員が調査票の配布・
回収に伺います。

お問い合わせ　〒112-8555	　文京区春日一丁目16番21号
　　　　　　　文京シビックセンター12階南側　文京区区民課調査統計係
　　　　　　　☎（5803）1172　　FAX （5803）1340

調査期日
調査対象

調査方法

平成26年工業統計調査にご協力をお願いいたします。
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　文京区と大田区では、文京区内医療機器関連企業と大田区モノづくり企業との展示商談会・交流会を開催します。
　文京シビックホール小ホールに、大田区の優れた技術をもったモノづくり企業が集結し、文京区内医療機器関連企業
の生産性の向上につながる技術や製品を紹介します。企業間連携や情報収集の場として、この機会にぜひご来場ください。

	 　平成27年１月29日（木）13：00～17：00　（交流会　17：30～）
	 　文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター２階）
	 　大田区研究開発企業等30社程度
	 　無料（交流会参加の場合は、交流会費として5,000円）
	 　展示会　直接会場へお越しください。（申込不要）	
	 　交流会　文京区経済課までお問い合わせください。（申込〆切　平成27年１月22日（木））

主催：文京区・大田区・商工組合日本医療機器協会・（公財）大田区産業振興協会
お問い合わせ：文京区経済課産業振興係　☎（5803）1173

日　時

場　所

出展企業

入場料

申込方法

　「若手社員が輝くためのライフデザイン研修」とは、若手社員が早い時期から自らの将来について考え、健康で豊かな生活を
送ることを目的とした研修です。本研修では、若手社員の方々に対し、心身の健康のために必要なこと、ライフステージに応じ
た健康管理のコツなどの知識、そしてご自分の望むライフデザインを考える機会を提供いたします。
　これからを担う若手社員及び貴社の社員教育のひとつとして、是非ご活用下さい。

第１回文京区・大田区モノづくり技術展示商談会・交流会
【区内医療機器関連企業対象】

「若手社員が輝くためのライフデザイン研修」のご案内

	 	平成26年12月１日（月）　13：30～17：00
	 文京シビックセンター26階　スカイホール
	 文京区内企業在勤の若手社員の皆様
	 30名
	 無料

日　時
場　所
対　象
定　員
料　金

　文京区では、区内在住・在勤の区民に対して、様々な健康づくりの取り組みを進めております。その一環として、文京区
内企業を対象とした「若手社員が輝くためのライフデザイン研修」を下記の日程で開催いたします。

お問い合わせ　文京保健所保健サービスセンター
☎（5803）1807　　FAX （5803）1371

	 	１．年齢に伴う心身の変化、心と身体の健康管理について
	 　　　講師　渋谷橋レディースクリニック
	 　　　　　　　　　　院長　久保春海先生

	 ２．ライフデザインについて考える（グループワーク）
	 　　　講師　NTTグループ　テルウェル・ライフアシスト
	 　　　　　　　　　　ライフデザイン講師　荒砥和兄先生
	 ※今回の研修は30歳未満の方向けの内容です

	 文京区のHPよりお申込み下さい。
	 	http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_hokenservicecenter_

kakusyukouenkai_happybabyseminar.html

内　容

申込み
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　経験豊富な診断員が事業所を訪問して、エネル
ギー使用状況を調査します。
　電気代・燃料費のさらなる削減余地を発見し、
事業所にあった省エネ・節電対策を提案します。

～受診した事業者の声～
・�わかりやすい報告書をいただき、課題がよく
わかりました。
・�診断報告書をもとに省エネ対策を実施したと
ころ、使用電力量が削減できました。

【お問い合わせ・お申込み】
公益財団法人 東京都環境公社
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）省エネ推進チーム
TEL：03-5388-3439　FAX：03-5388-1384
URL：http://www.tokyo-co2down.jp/check/company/

＜無料＞　省エネルギー診断のすすめ
～事業所の光熱水費削減をお手伝いします～

●光熱水費を削減したい事業者
●既に省エネ・節電対策を実施しているが、行き詰っている事業者
●省エネ対策に興味はあるが、何から始めればよいかわからない事業者

＜無料＞ 省エネルギー診断をご活用ください!!

【日　時】　平成27年１月22日（木）
 13：30～16：00
【会　場】　パナソニック東京汐留ビル
 港区東新橋1-5-1
 都営大江戸線汐留駅 徒歩２分
  JR新橋駅 徒歩５分
【講　師】　池田　博義（いけだ　ひろよし）
【受講料】　無料
【定　員】　30名
【締　切】　平成27年１月16日(金)必着　
【申込方法】FAXからお申し込みください。
【お問い合わせ、お申込み】
 文京区経済課産業振興係
 ☎　（5803）1173　FAX（5803）1936

　本セミナーでは、省エネによるコスト削減を達成す
るために、どのように社内で意識改革を図り、取り組
みをどう実践すれば良いかなど、多くの省エネ診断を
通して蓄積されたノウハウで、中小事業所の皆様に必
ず役立つ情報を提供します。
　また、後半のセッションでは、平成26年度中小企業
エコ・サポート事業に認定された企業が、省エネ改修
の事例発表を行います。

経営を効率化するための「省エネセミナー」
～省エネルギー化への取り組みを支援します～

参 加 事 業 所 募 集

　東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金をお借入する際、『保証人』となることで資
金調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。

【お問い合わせ】東京信用保証協会 上野支店 台東区元浅草２-６-７ マタイビル５階　TEL 03(3847)3171

中小企業の事業資金調達をサポート！　東京信用保証協会のご案内

【保証制度ご利用のメリット】
◆無担保でのご利用が可能です
　�保証付き融資の９割以上が無担保でのご利
用です
◆�短期から長期まで、ニーズに応じた資
金調達が可能です

　�１年未満の短期運転資金から、最長20年の
設備資金など希望に応じて選択できます
◆様々な融資制度をご利用いただけます
　�協会独自の制度だけでなく、文京区・東京
都の「制度融資」もご利用いただけます

さまざまな
保証メニューを
ご用意しています！
詳しくは、

当協会ホームページを
ご覧ください

創 業 保 証
これから創業したい、
創業して間もない方へ

当座貸越根保証
資金ニーズに合わせた
お借入、ご返済を
希望される方へ

流動資産担保融資保証（ABL）
「売掛金・棚卸資産」を
活用し資金調達を行う方へ

セーフティネット保証
取引先の倒産、災害、取引
金融機関の破綻などにより
経営の安定に支障が
生じている方へ

特定社債保証（私募債）
資本市場から直接
資金調達を行う方へ
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清水　信哉 氏

シリーズ：【新たな文京を作るリーダーたち】

第18回
「魔法のインクで電子回路を描く」
株式会社AgIC　代表取締役社長　清水　信哉 氏

誰もが電子回路を手軽に作れる時代に
　AgIC（エージック）は、銀のナノ粒子を含んだ特殊な
導電性インクを用いた製品の開発を行っています。これに
よって一般の人でも高度な電子回路を簡単に作ることが可
能になります。
　従来、電子回路は試作が難しいとされていました。業者
に制作委託すると１週間ほどかかり、費用も１万円以上で
した。しかし、市販プリンタに当社の導電性インクをセッ
トすると、電子回路が２～３分で完成し、コストも数百円
程度に抑えられます。
　海外に競合他社がいますが、性能はAgICの方が乾きや
すく、書きやすいという点で優れています。耐久性は低く、
量産には向いていないものの、誰もが手軽に電子回路の試
作ができるため、ものづくりが一層身近なものになります。

大学発ベンチャーのモデルになりたい
　大学時代は、電気電子工学科に所属し、「いつかは自分
でプロダクトを創りたい」とエンジニアを志していたので
すが、大企業では企画から販売まで全てを経験するのは難
しいと考え、コンサルティング会社に就職しました。
　コンサルタントとして、ボストンで勤務していた頃、学
生の多くが当たり前のように起業していく文化を目の当た
りにして、大学の持つ優れた技術を事業化したいという気
持ちが強くなりました。
　そんなとき、東京大学の川原圭博准教授が開発した銀ナ
ノインクによる回路印刷技術に出会い、「これならいける
のではないか」と直感し、平成26年１月にAgICを設立し
ました。東京大学の学生は大企業志向がまだまだ強いので、
自分が大学発ベンチャーのロールモデルになりたいと思い
ます。
　ベンチャーは大企業に比べると、経営資源が乏しいので、
スピードを重視することを心がけています。

ワークショップで子どもの創造力発揮
　当社の導電性インク入りマーカーを使えば、早く安く直
感的に電子回路を作ることができるので、科学教育など知
育玩具としても期待されています。
　子ども向けのワークショップとして、回路を自由に描い
て、その上にLEDや電池を乗せ、紙を折って電気を流し、
LEDを光らせるというものを実施しました。ブレスレッ
トや王冠、メッセージカードといった回路を作る子どもた
ちの創造性には驚くばかりでした。

　ワークショップを通じて、「なぜ光るのだろう」と、子
どもたちが科学に関心をもつきっかけになればと思いま
す。まずは体験することが大事で、あとから理論を学ぶほ
うが物事を理解しやすいはずです。魔法のインクを用いる
ことで、子どもたちが「小さな科学の魔法使い」になって
くれればと思います。
　今後は、LED以外に、スピーカーやモーター付きの紙
飛行機など、電子回路を活用した様々なペーパークラフト
のキットを開発していく予定です。

世界中の人が使うプロダクトを目指して
　AgICのプロダクトを通じて、科学を一般の方にとって
身近な存在にし、文系と理系のギャップを縮め、お互いが
理解できるようになればと思います。
　科学教育の分野は、これから国内だけでなく、アジアを
はじめとした海外市場も伸びていくと考えています。どの
国の教育現場においても、一度は見たことがあると言われ
るぐらいのプロダクトを目指します。

家庭用プリンタで印刷した電子回路

メッセージカードが光る
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文京区今期の特徴点 平成26年７月～９月
調査時期　26年９月中旬
調査方法　面接聴取

有効回答事業所数
製造業	 102
卸売業	 22
小売業	 35
サービス業	 34
不動産業	 11

スポット君
景気予報

好調 普通 不調

製造業は厳しさが多少和らぎ、サービス業は明るさが見え始めている。一方、卸売業は非常に低
迷し、小売業は厳しさを増している。不動産業は好調感が大きく縮小している。

製造業
　製造業の業況は厳しさが多少和らいでいる。個別に見ると、売上額は幾分持ち直し、収益は回復の兆しが見られる。
業種別にみると、精密機械器具の業況は非常に大きく上向いている。繊維工業、衣服・その他の繊維製品の業況は極端
に低迷している。出版・製本業の業況は明るさが幾分見えており、印刷・製版業の業況は改善している。
　販売価格は下降傾向が改善し、原材料価格は上昇傾向をわずかに強めている。在庫数量は過剰感がやや強まっている。
資金繰りは厳しさが多少和らぎ、借入難易度はわずかに改善している。
　経営上の問題点は「売上の停滞・減少」が１位、「同業者間の競争の激化」が２位、「利幅の縮小」が３位となっている。

前期

サービス業
　サービス業の業況は明るさが見え始めている。個別に
見ると、売上額はわずかに改善しているが、収益は減少
を強めている。料金価格は前期同様の低下基調で、材料
価格はほぼ横這いである。資金繰りは厳しさが増し、借
入難易度は厳しさがわずかに和らいでいる。
　経営上の問題点は、「売上の停滞・減少」が１位、「同
業者間の競争の激化」が２位である。重点経営施策は、「販
路を広げる」が１位、「経費を節減する」が２位である。

卸売業
　卸売業の業況は非常に低迷している。個別に見ると、
売上額は大きく改善し、収益も大幅に持ち直し、販売価
格は好転しているが、仕入価格は上昇が非常に強まって
いる。在庫数量は過剰感がわずかに強まっている。資金
繰りは厳しさがかなり増している。借入難易度は前期同
様の容易な状況である。
　経営上の問題点は、「売上の停滞・減少」が１位、「同
業者間の競争の激化」が２位である。重点経営施策は、「販
路を広げる」が１位、「経費を節減する」が２位である。

前期 前期

不動産業
　不動産業の業況は好調感が大きく縮小している。個別
に見ると、売上額は増加から減少に極端に転じ、収益も
非常に伸び悩んでいる。販売価格は大きく好転している
が、仕入価格は上昇傾向を強めている。在庫数量は前期
並の不足感が続いている。資金繰りは大幅に改善してお
り、借入難易度は厳しさがかなり和らいでいる。
　経営上の問題点は、「大手企業との競争の激化」が１位、
「同業者間の競争の激化」が２位である。重点経営施策は、
「情報力を強化する」が１位、「経費を節減する」「宣伝・
広報を強化する」が同率２位となっている。

小売業
　小売業の業況は厳しさを増している。個別に見ると、
売上額は減少を非常に強め、収益もかなり低迷している。
業種別にみると、衣服・呉服・身の回り品の業況は明る
さがかなり見えている。飲食料品の業況は大幅に低迷し
ている。家電・家庭用機械の業況は厳しさが増している。
　販売価格は上昇から下降へと大幅に転じ、仕入価格は
上昇が弱まり落着きを見せている。在庫数量は過剰から
品薄へと大きく転じている。資金繰りは厳しさが若干増
しており、借入難易度は前期同様の厳しさである。経営
上の問題点は、「売上の停滞・減少」が１位、「大型店と
の競争の激化」が２位である。重点経営施策は、「経費
を節減する｣が１位、｢品揃えを改善する｣が２位、「宣伝・
広告を強化する」が３位である。

前期 前期
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特別調査「中小企業における『成長戦略』への期待について」

本調査結果の特徴
　政府の『成長戦略』のアベノミクス効果について、中小企業は実感として、「あまり実感していない」「まったく実感していない」が全体の70.6％を占め
ている。「法人税率の軽減」「代替財源として課税範囲の拡大・見直し」について「歓迎している」「心配している」の問について、「どちらでもない」が
36.7％と一番高くなっている。積極的な設備投資のための条件についての問では、「そもそも積極的な設備投資を行うつもりはない」が45.5％と一番高く、
設備投資の要件は、外部的状況変化以外にあることが想定される。人手不足の状況については、「人手は適正」が78.4％と一番高くなっている。外国人との
関わりの増加への期待感に対しては、「特に期待していない」が62.1％と最も高くなっている。

（特別調査データ）
【問１】�　本年６月に政府が打ち出した新たな『成長戦略』では、いわゆるアベノミクス効果について「日本経済はあらゆる面で上昇局面に向かっている」と

しています。貴社では、アベノミクス効果をどのように捉えていますか。これまでの実感について１～５より１つお答えください。また、今後の期待感に
ついて６～０より１つお答えください。

� 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業

（これまでの実感）
　１．大いに実感している － － － － － －
　２．やや実感している 4.3 2.0 4.5 5.7 － 27.3
　３．どちらともいえない 23.7 16.8 40.9 31.4 23.5 27.3
　４．あまり実感していない 38.4 39.6 27.3 37.1 38.2 36.4
　５．まったく実感していない 32.2 41.6 27.3 25.7 29.4 9.1
（今後の期待感）
　６．大いに期待している 2.4 3.0 4.5 － － 9.1
　７．やや期待している 12.3 11.9 13.6 11.4 5.9 27.3
　８．どちらともいえない 29.4 27.7 27.3 28.6 32.4 36.4
　９．あまり期待していない 30.3 33.7 40.9 28.6 17.6 18.2
　０．まったく期待していない 20.4 20.8 9.1 22.9 32.4 9.1

【問２】�　政府が掲げる『成長戦略』では、「法人税率の軽減」と「代替財源として課税範囲の拡大・見直し」が提唱されています。貴社では法人税制改正案
についてどのように捉えていますか、次の１～７より１つお答えください。

� 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業

１．歓迎している 6.2 4.0 9.1 － 5.9 27.3
２．やや歓迎している 13.8 9.0 40.9 8.6 11.8 18.2
３．やや心配している 11.0 12.0 13.6 11.4 2.9 18.2
４．心配している 4.8 2.0 9.1 8.6 5.9 9.1
５．どちらでもない 36.7 42.0 18.2 45.7 38.2 18.2
６．当社には関係がない 8.1 11.0 4.5 8.6 2.9 －
７．わからない 19.5 20.0 4.5 17.1 32.4 9.1

【問３】�　政府はこれまで、『成長戦略』の中で企業の設備投資を促しています。こうしたなか、貴社では、どのような状況になれば積極的な設備投資を開始
しますか。次の１～０より１つお答えください。

� 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業

１．先行き不透明感の払拭 16.3 11.9 38.1 20.6 14.7 18.2
２．設備投資税制優遇や助成金等の拡充 4.3 6.9 － － 2.9 9.1
３．設備の陳腐化・老朽化 11.0 9.9 9.5 11.8 11.8 9.1
４．金融機関の貸出態度緩和 1.9 1.0 4.8 2.9 2.9 －
５．顧客・取引先からの受注増加 18.7 22.8 19.0 14.7 11.8 －
６．機械化投資の必要性増大 0.5 1.0 － － － －
７．業種転換 － － － － － －
８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　） － － － － － －
９．すでに積極化している 1.9 2.0 － － 2.9 9.1
０．そもそも積極的な設備投資を行うつもりはない 45.5 44.6 28.6 50.0 52.9 54.5

【問４】�　一部の地域や業種を中心に人手不足が深刻化していますが、貴社における人材の現況はどうなっていますか。人手不足の方は、人手不足にどう対応し
ているかについて最も当てはまるものを１～８より１つお答えください。また、人手は適正という方は９と、人手は過剰という方は０とお答えください。

� 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業

（人手不足への対応　以下１～８）
　１．給与・賞与の引き上げ 4.9 2.0 － 3.1 14.7 9.1
　２．正社員の採用基準緩和 3.4 3.1 4.8 － 5.9 －
　３．非正規社員の採用拡大 1.0 1.0 － － 2.9 －
　４．女性・高齢者の活用 2.5 2.0 － － 2.9 18.2
　５．機械化の推進 1.0 2.0 － － － －
　６．下請け等へのアウトソーシング 1.5 1.0 － 3.1 － －
　７．仕事量の調整（受注絞込み等） 2.0 2.0 － － － 9.1
　８．対応不能（従業員の努力等） 2.5 2.0 － 3.1 － 9.1
　９．人手は適正 78.4 81.6 90.5 90.6 67.6 54.5
　０．人手は過剰 2.9 3.1 4.8 － 5.9 －

【問５】�　政府の『成長戦略』では、訪日外国人の増加や外国人技能実習制度の見直しなど、外国人との関わりを増やすような政策が提唱されています。貴社
では、外国人との関わりの増加にどのような期待感を持っていますか。次の１～０より１つお答えください。

� 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業

１．国内での顧客層の拡大（売上拡大） 10.7 11.1 9.5 12.1 － 45.5
２．海外拠点展開の担い手 1.5 － 4.8 － 5.9 －
３．職場の活性化・グローバル化 2.4 2.0 9.5 － － 9.1
４．新たな技術・ノウハウの獲得 1.0 1.0 4.8 － － －
５．現場の労働力 13.6 17.2 4.8 15.2 11.8 －
６．会社中枢を担う人材の確保 1.9 2.0 － － － －
７．地元経済の活性化 3.9 3.0 － 12.1 2.9 －
８．文化交流の促進 1.9 2.0 － 3.0 2.9 －
９．その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 1.0 － － － 2.9 9.1
０．特に期待していない 62.1 61.6 66.7 57.6 73.5 36.4
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お買い物は文京区で !! 資源有効活用のため再生紙を使用しています
文京区印刷物番号 E011401

　（公財）東京都中小企業振興公社では、平成26年度より、大地震や新型インフルエンザ等の災害時に、都内中小
企業の活力減退を防ぎ、東京の産業基盤を維持することを目的として、東京都内に事業所を有する中小企業を対象
に、セミナー、専門家派遣等によりBCP（事業継続計画）策定を支援します。

～本事業のポイント～
　　①１日の研修で「事業継続計画」の基本習得ができます。
　　②同業種中小企業の事例を参考に計画雛形の作成ができます。
　　③セミナー後専門家派遣（無料）による策定支援ができます。

１　セミナー
日　　時：平成26年11月27日（木）10時～17時
会　　場：中野サンプラザ（中野区中野4-1-1）
定　　員：各回20社（先着順）
講座内容：�事例研究・事業継続計画の基本的な考え方

講義・BCP（簡易版）策定・個別相談会

２　セミナー終了後の専門家派遣
　平成27年3月までは、BCP策定支援講座の受講企業
を対象に専門家を3回まで無料で派遣し、現地にて
BCP策定支援を行います。

３　フォローアップセミナー
　既にBCPを策定している企業に対して、策定後の自

主点検や定着化を目的とした模擬訓練の実施等、実効
性の高いBCPへの改定や組織活動としての定着化を目
指します。
開催時期：平成26年12月5日（金）
　　　　　13時30分～16時30分
場　　所：エッサム神田ホール（JR神田駅徒歩5分）

詳しい内容（参加申込書）は、下記URLをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/
bcp/sakutei.htm

お問い合わせ
BCP策定支援事業　事務局（総合支援課）
TEL：03-3251-7881／FAX：03-3251-7888

平成26年度第３期　BCP策定支援講座【参加無料！】

　フルード工業㈱　代表取締役社長　鈴木�一大さんが、
ロータリーバルブ開発の実用新案による考案を通じて、
産業の発展と都民生活の向上に貢献したとして技術振興
功労表彰を受賞されました。
　同社は、昭和45年創業で、当初はエンジニアリング業
として技術提供をしていましたが、時代の多様なニーズ
に応える過程で、空気輸送装置や集塵装置に加え、現在
ではロータリーバルブなども製造・販売しています。混
相流体技術（※）を駆使し、輸送・供給・排出・流動化・
分離などの独自技術を構築し、食品・医薬・機械・化学・
鉱工業など幅広い分野の製造ラインの効率化と改善に貢
献してきました。
　超ライトタイプのロータリーバルブを開発したことによ
り、集塵機のトータルコストを下げ、ユーザーが環境改
善を目的に機器を導入しやすくなりました。また、省エネ、
省資源の取り組みを行った結果、多くの企業の集塵機に
標準装備として組み込まれ環境改善に一役買っています。
　「明るく、元気に、前向きな楽しさの中で！」を掲げ、
フルードと取引して良かったと言っていただける企業を
目指し、感謝とご恩返しの心を忘れずにチャレンジを積
み重ねていきたいとのことです。
※�空気などの流体と粉などの粒子との混ざった状態の多層流体を扱
う技術を混相流体技術と総称します。同社では微粉から大豆サイ
ズ位までを扱っています。

平成26年度東京都功労者表彰を
フルード工業株式会社　鈴木 一大 氏が受賞

フルード工業㈱
〒112-8700　東京都文京区小日向4-6-19  共立会館ビル
TEL：03-3944-7111
URL http://www.fluideng.co.jp/

鈴木　一大　氏

ロータリーバルブ
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