
未来を創る技術を体験。
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年頭のご挨拶

2020年　年頭のごあいさつ

　謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
　皆様には、健やかに新年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

県が展開する中小企業・小規模企業支援施策
　我が国の景気は、緩やかに回復しているものの、海外経済の動向や消費税率の引上げ、
相次ぐ自然災害など、社会・経済環境の変化が中小企業・小規模企業の経営に与える影響
には、今後とも十分留意していく必要があります。
　こうした中、県は、昨年４月に「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進計画（第４
期）」をスタートさせ、未病やロボット、エネルギーなど、今後成長が見込まれる産業分
野の振興を図っていくとともに、事業承継や人手不足、働き方改革といった新たな経営課
題にも対応し、中小企業・小規模企業が持続的に発展していけるよう、各種施策を展開し
ています。
　その一環として、県では、経営者の皆様に、経営状況が下降する前にその兆しに気づい
ていただき、早期に必要な対策を講じていただくため、（公財）神奈川産業振興センター
（ＫＩＰ）内に「企業経営の未病相談ダイヤル」を設置するとともに、昨年７月には販路
開拓や生産性向上の取組を支援する補助金を創設するなど、「企業経営の未病改善」の取
組を進めています。

（公財）神奈川産業振興センターとの連携
　こうした施策を推進するためには、県の中小企業支援施策を担う中核機関であるＫＩＰ
との連携・協力が不可欠です。
　「企業経営の未病改善」の取組では、「企業経営の未病ＣＨＥＣＫシート」のアプリの
作成にも、県と連携して取り組んでいただいております。
　また、中小企業・小規模企業の事業承継を促進するため、平成30年６月に策定した「神
奈川県事業承継支援戦略」に沿って、事業承継の早期着手を促す事業承継診断や承継計画
策定支援の取組を進めています。
　こうした取組が着実に成果を上げられるよう、今年も、県とＫＩＰがしっかりタッグを
組んで、中小企業・小規模企業支援に尽力してまいりますので、皆様には、地域経済のエ
ンジンを回す担い手として、より一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、皆様のますますのご発展と、ＫＩＰのますますのご活躍を心から祈念して、新
年のごあいさつといたします。
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年頭のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。
「中小企業サポートかながわ」の読者の皆様におかれましては、
令和になりまして最初の新年を希望に満ちてお迎えのこととお慶び申し上げます。

ＫＩＰ一丸で　トータルサポート
　我が国の少子高齢化・人口減少が進展する中で、中小企業・小規模事業者は、経営者の
高齢化や人手不足の深刻化など、構造的な変化に直面しています。本年も、ＫＩＰは、
県と連携し、中小企業の皆様が直面するこれらの経営課題の解決に向け、役職員や専門ス
タッフなどが一丸となって、トータルサポートをしてまいります。
　受発注商談会など国内外でマッチング機会を積極的に確保するほか、「プロフェッショ
ナル人材」の確保、ＩＴツールの効果的活用の促進などの「生産性の向上」などに重点的
に取り組みます。「企業経営の未病改善」については、専門家派遣による改善支援ととも
に、「未病」のチェックが簡単に出来るアプリを経営者の皆様に積極的に活用していただ
けるよう、取り組んでまいります。
　喫緊の課題である「事業承継」については、県、市町村、商工会・商工会議所、金融機
関、士業団体など、「オール神奈川」で事業承継を支援する「神奈川県事業承継ネット
ワーク」のもとでプッシュ型の事業承継診断や事業承継計画の策定を進めるとともに、事
業承継に精通した専門家によるきめ細かい個社支援を積極的に実施します。また後継者不
在の事業者を対象に、譲受を希望する企業とのマッチング（Ｍ＆Ａ）にも力を入れてまい
ります。

テクニカルショウヨコハマで　お待ちしています
　2月5日から「テクニカルショウヨコハマ２０２０」を開催します。800を超える企業・
団体の参加のもと、最新の技術・製品の展示や、「ロボット」と「ＩoＴ」の特設ゾーンの
設置のほか、会場内の「実演・体験コーナー」では、東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックで採用が決定している世界No.1の認証精度を持つ顔認証システムを体験していた
だけます。また多彩なセミナーも実施しますが、なかでも、「企業が災害から生きのびる
ために～災害リスクを最小限に抑えるための事業継続について～」と題し、近年の自然災
害から企業や従業員を守るための、中小企業の強靭化（防災・減災）対策の緊急セミナー
を開催します。皆様のご来場をお待ちしています。

　本年も、皆様の「信頼のパートナー」として、中小企業の「元気づくり」に取り組んで
まいります。どうぞよろしくお願いいたします。

公益財団法人 神奈川産業振興センター　理事長　北村　明
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特集 テクニカルショウヨコハマ来場者募集

　テクニカルショウヨコハマは、中小企業や小規模企業の優れた技術
やサービスなどが一堂に会した首都圏でも有数の展示会です。６つ
の分野からイノベーションや新たなビジネスを創出する技術や製品
が出展されるこの機会にぜひ、新技術に数多く触れてください。事前
商談予約や、スマートフォン出展者検索などによるスムーズな商談の
機会もご提供しています。皆さまのご来場、お待ちしています。

会　　期：2月5日（水）～7日（金）3日間　10：00～17：00
会　　場：パシフィコ横浜展示ホールA・B・C（横浜市西区みなとみらい1−1−1）
開催規模：会場面積：13,300㎡　出展者数：830社・団体　出展小間数：655小間（令和元年12月16日現在）

主　　催：公益財団法人 神奈川産業振興センター、
　　　　  一般社団法人 横浜市工業会連合会、神奈川県、横浜市（順不同）

未来を創る技術を体験しよう！
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特集 テクニカルショウヨコハマ来場者募集

来場事前登録、詳細は、
｢テクニカルショウヨコハマ2020」公式ホームページから！

https://www.tech-yokohama.jp/
検索  テクニカルショウヨコハマ

来場者
受付中入場無料

顔認証による厳格かつスムーズな本人確認でなりすましを防止
展示品：「NeoFace」を活用した顔認証システム
世界No.１の認証精度を有する顔認証AIエンジン「NeoFace」を活用したNECの顔認証システムは、東
京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関係者の会場入場時における本人確認システムとして
も採用決定しており、顔とIDカードを組み合わせた厳格かつスムーズな本人確認を実現します。
カメラを意識せずともIDカードを読み取り機に着券すると即座に顔認証を行う、世界No.１の認証精度
とスピードをご体感ください。

見どころ 実演・体験コーナー
東京2020オリパラを支える最新技術に触れてみよう!!

C B A
B

C

６つの分野
別にブース

が並び、

技術に出会
える確率ア

ップ！

来場事前登
録で

入場がスム
ーズ！

東京2020オリパラで採用決定
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特集 テクニカルショウヨコハマ来場者募集

見どころ２つの特設コーナー
「生活支援」と「ものづくりの現場」の技術革新が一目で分かる！！

 「さがみロボット産業特区」ロボット展

1 ロボット特設ゾーン
生活支援ロボットが一堂に集合！

　「さがみロボット産業特区」ロボット展は、令和元年度公募型「ロボット実証実験
支援事業」や重点プロジェクトを中心に、様々な分野で活躍する生活支援ロボット
などが多数集結します。
　当日は、ロボットの研究開発・販売企業（団体）によるロボット展示やデモンスト
レーション、ミニステージでのプロジェクトの成果報告会などを行います。
　また、その他「さがみロボット産業特区」の取組を紹介していますので、ロボット産
業への参入や「さがみロボット産業特区」への参加に興味をお持ちの方もぜひお越
しください！

　IoT等を活用したビジネス創出に向けた交流、連
携の場となる「IoTオープンイノベーション・パート
ナーズ（I・TOP横浜）」に出展のIT企業から、生産現
場で効果を生むものづくりの生産性向上・収益性向
上のためのソリューションなどをご提案します。

今年度は、横浜ものづくりゾーンと一体的な展示を行う
他、神奈川県情報サービス産業協会に加え、新たに横浜
商工会議所の会員企業からも出展が行われます。

特設セミナー会場で開催！マッチングフォーラム
　「さがみロボット産業特区」の取組の一環として、生活支援ロボットの
実用化や活用を推進するため、企業等のロボット関連産業への参入を
支援するマッチングフォーラムを開催いたします。
　ロボットのユーザーニーズや最新動向等を紹介する講演会、名刺交
換会、ビジネスマッチングを実施します。

〇開催日時：2月7日（金）13：30～17：00 
〇会　　場：会場内 特設セミナー会場
※ マッチングフォーラムは事前申込制です。
　 申込方法など詳細は、神奈川県のHPをご覧ください

I・TOP横浜ブース（昨年の様子）

生産性向上につながる取組（イメージ）

ロボット特設ゾーン（昨年の様子）

 「I・TOP横浜ブース」

2 IoT特設ゾーン
ものづくりの生産性向上・収益性向上ソリューションが一堂に集合！
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特集 テクニカルショウヨコハマ来場者募集

来場者
受付中

検索  テクニカルショウヨコハマ

来場者事前登録で入場がスムーズ！

入場無料

日付 時　間 テ　ー　マ

2/5
（水）

11：00～12：00 （仮称）LINKAI横浜金沢の軌跡

14：00～16：00
企業が災害から生きのびるために 
～災害リスクを最小限に抑えるための
事業継続について～

14：30～16：00 自動車産業のモジュール化とシステム
化による開発、製造の変化

2/6
（木） 15：00～16：30

付加価値を生む設計・加工技術の動向 
～日本機械学会神奈川ブロックコラボ
レーションセミナー～

2/7
（金）

11：00～12：30 欧州流技術開発
―効率的・合理的な開発アプローチ―

13：30～17：00
貴社の技術をロボット産業へ活かして
みませんか？
―「さがみロボット産業特区」神奈川県
マッチングフォーラム―

◆主催者セミナー
日付 時　間 テ　ー　マ
2/5

（水） 14：00～16：00 中小企業のための事業引継ぎ・
Ｍ＆Ａセミナー

2/6
（木）

13：00～16：40 プロが語る「中国・ASEANの知財で
利益を生み出せ！」

14：00～16：30
神奈川県よろず支援拠点
生産性向上事例紹介セミナー

「IT/IoTを活用して、現場の活力アップ！」
2/7

（金） 10：00～11：30 経営者講演会 
「“みんな”の興味がない市場こそ宝の山」

◆併催行事セミナー

見どころ セミナープログラム
自動車、加工技術の未来が見える！！ 事前申込制

来場者事前登録・セミナーのお申込は、公式ホームページから！
｢テクニカルショウヨコハマ2020」

https://www.tech-yokohama.jp/

〈お問い合わせ〉テクニカルショウヨコハマ事務局（取引振興課内）
TEL 045（633）5170　FAX 045（633）5068
info@tech-yokohama.jp

ぜひ
ご利
用くだ

さい
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KIPからのご案内

ビジネス
コンテスト

　かながわビジネスオーディションは、創業や新たな分野に取り組もうとする事業プランを評価するとともに発表の機
会、ビジネスパートナーとの出会いの場を提供することを目的に開催しています。
　今年度は100件のご応募をいただき、その中から選ばれた10件のファイナリストがパシフィコ横浜アネックスホール
で発表します。当日はプレゼンテーションのほか、ファイナリスト企業の展示ブースを設置します。今後、創業や貴社の
事業展開への参考、ビジネスパートナーをお探しの方はぜひご来場ください。

●かながわビジネスオーディション実行委員会事務局（経営支援課内）　TEL 045（633）5203

【神奈川県知事賞】
神奈川の社会・経済に貢献し、ビジネスモデルとして
の完成度が高く、将来の成長が期待されるなど、神
奈川発ニュービジネスとして総合的に評価が最も高
いもの

【イノベーション大賞】
革新性があり、社会貢献が高く、社会に変化をもた
らす可能性を秘めたもの

ファイナリスト一覧 （発表順）

ファイナリストによるプレゼンテーション（昨年度風景）

会場横のフォワイエではファイナリストの展示ブースを設置しています。
製品やサービスを間近でご覧いただけます。（昨年度風景）

かながわビジネスオーディション2020
日　時：2月7日（金） 10：00〜15：30
会　場：パシフィコ横浜アネックスホール
参加費：無料
主　催：かながわビジネスオーディション
　　　　実行委員会

来場者募集!
かながわビジネスオーディション2020

「かながわ」から発信する
ビジネスプランをご自分の
目で確かめてみませんか。

法人名・個人名 ビジネスプラン名

株式会社ワンスレッド パパの子育てから、家族に笑顔を。
子育て応援「パパコソ」事業

inaho株式会社 自動野菜収穫ロボット

株式会社RevComm 電話営業・顧客対応を人工知能で
可視化して生産性を飛躍させるMiiTel

株式会社ハチたま スマートねこトイレ「toletta®/トレッタ」

東京電業株式会社 水さえあれば発電する防災拠点向け
高出力電源装置の事業化

株式会社
イージーディフェンス

離席・着席時のPC自動ロックで
労働時間見える化「iLUTon（イルトン）」

ヨダカ技研株式会社 超微小液量操作が生み出す「次世代
バイオ技術」と「新産業創出事業」

株式会社PacPort 次世代型IoT宅配ボックス

株式会社オオハシ 廃棄物の架橋ポリエチレン樹脂の
リサイクル原料化と事業化

株式会社ニットー 手術医師の負担を軽減する革新的
ウェアラブルチェア「アルケリス」
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イベント

省エネ

KIPからのご案内

県からのご案内

調査結果

令和元年10-12月期 中小企業景気動向調査
業況DIは5.6ポイントの低下
　KIPでは四半期に1度、中小企業景気動向調査を実施しています。今回は、令和元年度第3四半期
（元年11月調査）の調査結果について、お伝えします。 ●経営総合相談課 TEL 045（633）5201

■調査概要
・調査期間(時期)令和元年10-12月期(同年11月)
・調査対象 県内中小企業2,000社
  (製造業550社、建設業250社、商業・サービス業1,200社)

・回答数(率)1,021社(51.1％)
・分析方法 DI(Diffusion Index)※による分析
※業況等について、「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と

回答した企業の割合を引いた数値

■調査結果
　総合の業況DIは、前期比5.6ポイント低下の
▲33.5となりました。業種別では、製造業は同
6.6ポイント低下の▲30.7、建設業は、同1.4ポイ
ント上昇の3.1、商業・サービス業は同7.5ポイン
ト低下の▲44.6となりました。
　今後の総合の業況DIでは、3カ月後は現在比
1.5ポイント上昇の▲32.0を見込み、半年後は同
1.6ポイント低下の▲35.1を見込んでいます。
＊調査結果の詳細はホームページに掲載しています。

●県環境計画課　TEL 045（210）4083

●県中小企業支援課 団体指導グループ
 TEL 045(210)5553

　「どうやって省エネ対策を進めたらいいの？」「どん
な対策が有効なの？」など、事務所や工場の省エネ・
地球温暖化対策を進める上でお困りのことはありま
せんか？本セミナーでは、今話題の「行動科学」を活用
した省エネ対策の事例や使用エネルギー・CO2排出
量の大幅な削減につながった事例などをご紹介しま
す！（参加費無料、事前申込制）

日時：2月13日（木）13：30～16：30（受付13：00～）
場所：横浜市開港記念会館 講堂
　　（横浜市中区本町1丁目6番地）
プログラム
・講演「行動科学を活用した省エネ推進の事例・アイデア」
（講師：(一財)電力中央研究所 木村上席研究員）
・事例紹介（(株)白洋舎、日本発条(株)、日本電気(株)）ほか
申込：2月6日（木）までに、ホームページから、または専用
申込書を県環境計画課FAX045（210）8952宛に送付

期間：2月1日（土）～29日（土）
会場：県内各地域
※ イベント等の日程は各実施団体で配布するパンフレットや県のホームページに
掲載します。なお、各イベント等の詳細については、実施団体に直接ご確認ください

事業活動省エネルギー対策
セミナーを開催！

省エネのヒントが見つかるかも！？
（主催：神奈川県、横浜市、川崎市）

検索 神奈川県　省エネ対策セミナー

検索 活性化推進月間

２月は中小企業・小規模企業
活性化推進月間です

　神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進条例に
基づき、県では毎年2月を神奈川県中小企業・小規模
企業活性化推進月間と定めています。
　神奈川県下最大級の工業技術・製品に関する総合
見本市であるテクニカルショウヨコハマや、各種イベ
ントやセミナー、各商工会・商工会議所で開催される
確定申告相談会等、中小企業・小規模企業の経営者・

従業員、創業希望者の方に役立つ企画が満載です。
　ぜひ「神奈川県中小企業・小規模企業活性化推進月間」
期間中に各団体が実施するイベント等をご活用ください。

問合せ先（事業全体について）

 業況DIの推移
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資金調達

立地支援

県からのご案内

●県金融課　TEL 045（210）5695

これから開業する方、
開業後５年未満の方へ

神奈川県中小企業制度融資・
創業支援融資をご活用ください

検索 神奈川県　制度融資

融資対象者  ①現在、事業を行っていない開業前の個人で、1
カ月以内に個人事業を開業予定もしくは2カ月以内に法人事
業を開業予定の方  ②事業を行っていない個人が事業を開始
し、開業後5年を経過していない中小企業者
資金使途  運転資金・設備資金
融資限度額  3,500万円
融資期間  1年超10年以内
融資利率（固定金利）  年1.8%以内
保証料率  0.4%（県信用保証協会の保証が必要）
※ 創業支援機関（KIP等）の経営指導を受けた方、国の認定
した市町村の特定創業支援等事業を利用した方は融資利率
1.6%以内・保証料負担なし 
お申込み  取扱金融機関の窓口へ直接お申込みください。

●県金融課 資金貸付グループ　TEL 045（210）5681

超長期・低利による企業立地支援
～企業立地促進融資～
「セレクト神奈川NEXT」の支援メニュー
の１つ、企業立地促進融資のお知らせ

　県内に事業所等を新設・増設する中小企業・中堅企業の皆
さまを対象に、土地購入や建物整備等に必要な資金を取扱金
融機関が県の定めた条件で融資します。

対 象 業 種：製造業、電気業（発電所に限る）、情報通信業、卸売業（ファブレス企業に限る）、小売業（デューティーフ
リーショップに限る）、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業（ホテル・旅館に限る）、娯楽業（テーマ
パークに限る）

対 象 産 業：未病（食品その他の心身の状態の改善に資するものに関する事業）・ロボット ・エネルギー ・観光・先
端素材 ・先端医療・IT/エレクトロニクス・輸送用機械器具・地域振興型産業（横須賀・三浦地域、県
西地域における食料品・飲料製造業に限る）

投 資 要 件：＊最低投資額 5,000万円以上　＊雇用要件 常用雇用10人以上
融 資 期 間：20年以内（据置き2年以内を含む）
融資限度額：最大10億円で事業費の80％以内
融 資 利 率：（固定金利）：年0.9％以内～1.7％以内
※ 詳しくはお問い合せください　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5779/

検索 企業立地促進融資
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県からのご案内

●県中小企業支援課　TEL 045（210）5556

県は、独自の工夫により付加価値額や経常利益を増
加させた中小企業からの申請により38者を「神奈川
がんばる企業」として認定し、その中でもビジネスモ
デルの独創性や地域貢献度などが特に優れた10者
を「神奈川がんばる企業エース」に認定しています。

エース企業に認定された貴社の独自の取組
を教えてください。

特殊印刷を行うことができる人材、特殊印刷の
道具や作業についてのノウハウ、デジタル印刷機
を使用したフルカラー印刷技術と長年培ったシル
クスクリーン印刷技術を併用できる技術力、の3
点を活かし、“日本初”の防水かつ高輝度・長時間
残光蓄光顔料の印刷技術を確立して、付加価値の
高い印刷物の製造に取り組みました。

新規販路開拓に取り組んだきっかけを教え
てください。

震災をきっかけに、当社独自の機能性（蓄光・導
電機能など）のある顔料を印刷する技術を活かそ
うと考え、展示会に出展しました。展示会への出
展は、暗闇の中でも長時間光る蓄光印刷を施すこ
とで、震災以降ニーズのある、災害や危険の注意
喚起用の表示板など、防災用の屋外看板や誘導
標の受注を目的としていましたが、発注先として
想定していなかった釣具メーカーからの引き合い
がありました。

認定された感想、反響を教えてください。
社員全員でがんばった結果、多くの企業の中か

ら2度「エース企業」に選ばれたことを喜ばしく思
いますし、社員の仕事に対するモチベーションも
上がりました。また、2017年に「エース企業」に認
定された際、新聞に記事が掲載され、地域住民や
取引先企業の方から応援や祝福のメッセージを
いただき、会社の信頼度も向上しましたので、今
回の認定で、益々そうなることを期待しています。

株式会社 ツジマキ

釣具メーカーが認めた
蓄光☆防水の印刷技術！

1

代表取締役：辻巻 晋輔    創業：1916年（大正5年）
事業内容：印刷・同関連業
所在地：横浜市南区大岡3-13-12　TEL：045(741)4856

神奈川がんばる企業エースに認定されると… ※ 令和元年度の場合

①知事から認定証および楯が交付されます！
②新聞や就職情報誌等のマスメディアを活用して、 県が積極的に情報発信します！

見てくれ、神奈川の企業力!

神奈川がんばる
企業2019エース

避難経路など避難経路など

特殊顔料を均等な膜厚で印刷する特殊顔料を均等な膜厚で印刷する

印刷の作業風景印刷の作業風景 印刷動作印刷動作
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海外情勢

県からのご案内

着実な経済成長が進む
ミャンマー

神奈川県東南アジア事務所
シンガポール駐在員　戸ヶ里 庸介

　ミャンマーは、ASEANの中でもここ数年で急速に注目を
集めている国です。5,000万人を超える人口と日本の1.8倍の
国土を抱えており、高い潜在力を有するとともに、ここ数年の
GDP成長率が約6～8％と、順調な経済成長が続いています。
　軍事政権から民政に移管した2011年より積極的な対外開
放政策を進めていることから、日系企業の進出も加速してお
り、2019年5月にはトヨタ自動車株式会社が新工場設立を発
表しました。ミャンマー日本商工会議所の加盟企業は400社を
超え（2019年9月現在）、民政移管時から約8倍に増加していま
す。今回は、経済成長が続き、注目が集まるミャンマーの現地
投資環境や県内企業の取組みをレポートします。
官民あげてのプロジェクト・ティラワ経済特区
　日本・ミャンマーの両政府と民間企業が一体となって開発を
進めるティラワ経済特区は、ヤンゴン市中心部から南東約25
キロメートルに位置しています。約2,400haの広大な敷地は、
電力、給排水、通信等のインフラが整備されているとともに、日
本政府の援助による周辺地域の発電所や道路、港湾などの整
備も進んでいます。
　上記の敷地一帯が経済特区（SEZ）に指定されており、外資
規制の緩和や税制面の優遇、投資許認可手続きの簡便化など
のインセンティブを受けられることも相まって、2015年の開業
以降、日本（55社）やタイ（16社）など18の国・地域から、109社
が進出を決めています。（2019年9月現在）
チャイナ・プラスワンとして進出（株式会社キュート販売）
　ぬいぐるみの製造を手掛ける株式会社キュート販売（横浜
市）は、2015年に現地法人のCUTE MYANMAR THILAWA 
CO.,LTDを設立して、ティラワ経済特区に進出しました。同
社の佃 智子 代表取締役は、「従来は中国で生産していたが、
ASEAN地域での新たな展開を考えていたところ、人件費を初
めとするコストの面からミャンマーへの進出を決めた」と進出
に至るプロセスについて話してくれました。また、「ぬいぐるみ
は1つ1つが手作りなので、作り手の心持ちが製品に現れる。
ミャンマー人は心穏やかな人が多く、優しい印象のぬいぐるみ
を作ることができることもあって、工場稼働後も順調に生産が
拡大している」と話してくれました。
　県やKIPでは、ミャンマーを含むASEANへの進出を検討し
ている県内中小企業の皆さまに向けて、様々な支援策を用意
しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

現地投資環境と進出県内企業を紹介します

●県企業誘致・国際ビジネス課　TEL 045(210)5565

日本・ミャンマーの両政府と民間企業が開発を進
めるティラワ経済特区

CUTE MYANMAR THILAWA CO.,LTD外観

CUTE MYANMAR THILAWA CO.,LTD
工場内の様子
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店舗表彰

県からのご案内

●県商業流通課 商業まちづくりグループ 
　TEL 045（210）5612

神奈川県優良小売店舗表彰
－2019「あなたのまちの、いいお店。」－

　神奈川県では毎年、県内で中小小売業及び飲食店を営む店舗
の中から、真心尽くしたサービスと味や技が自慢の店舗を優良
小売店舗として表彰しています。1976年から、一般社団法人神奈
川県商工会議所連合会及び神奈川県商工会連合会との共催に
より実施しているもので、今回で44回目になります。
　11月14日（木）に、かながわ労働プラザ3階多目的ホールBで表
彰式が開催され、選ばれた34店舗の代表者の方へ、主催者を代
表して、中島副知事から表彰状が手渡されました。

神奈川県知事・神奈川県商工会連合会会長表彰(9店舗) 

・洋食 ふたみ（逗子市）
・髙橋米店（伊勢原市）
・にのみやフルーツ（二宮町）
・寿々喜菓子舗（愛川町）
・コーヒーノート（座間市）

　お一人お一人に中島副知事から表彰状が手渡されるとともに、記
念品として県章入りのプレートが贈呈されました。過去に表彰され
たお店の中には、店内にプレートを飾ってくださるお店もあり、大変
喜ばれているようです。
　今回の表彰店舗の中に、皆さんの知っているお店はありますか？
地元のお店や、訪れたことのあるお店が受賞されると嬉しいもので
す。まだ訪れたことのないお店もこの機会にぜひ訪ねて、お気に入り
のお店を探してみてください。
　2月頃には、今回の表彰店舗を紹介する冊子が、県内各地で配布
されますので、そちらもご期待ください。
　受賞されたお店の皆さん、誠におめでとうございます。

検索 神奈川県優良小売店舗表彰

神奈川県知事・
一般社団法人神奈川県商工会議所連合会会頭表彰(25店舗) 

・Optical Tomorrow（横浜市旭区） 
・Cafe & Bar T'amo（横浜市栄区）
・健康・野草茶センター（横浜市中区）
・三好種苗（横浜市緑区）
・YOU SHOP マルヤス港南（横浜市港南区）
・大西家具店（川崎市川崎区）
・ブラッスリー ほっぺ（川崎市幸区）
・青木萬吉商店（川崎市宮前区）
・からあげ専門店すごいっ手羽 相模大野本店（相模原市南区）
・パティスリースーリール（相模原市中央区）
・クラシゲ宝飾（横須賀市）
・プリモ ケイ（横須賀市）
・市川宝石店（藤沢市）
・藤沢とちぎや（藤沢市）

・パティスリーirodori（綾瀬市）
・長尾チキン（南足柄市）
・灯 -akari-（相模原市緑区）
・フレッシュ＆リカー なかみせ（相模原市緑区）

・花政 本店（小田原市）
・金指ウッドクラフト（箱根町）
・Onda cucina italiana（平塚市）
・アートギャラリー能勢（平塚市）
・南蛮屋本店（厚木市）
・鎌倉肉の石川本店（鎌倉市）
・B-grotto（茅ヶ崎市）
・生鮮ショップ旬（秦野市）
・三崎館支店 はな（三浦市）
・カスタード洋菓子店（大和市）
・串揚ダイニング 電撃坊主（海老名市）
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KISTECからのご案内

K I S T E C 企画部 の
事 紹

業 介
KISTEC＊は、技術相談や試験計測、研究開発、事業
化支援、人材育成、連携交流などを通じて、県内中小
企業等のイノベーション創出を支援する機関です。こ
こではそれらの取組や成果をご紹介します。
＊（地独）神奈川県立産業技術総合研究所

今回のクローズアップ！

多数のご来場、誠にありがとうございました。
Innovation Hub 2019も盛況裡に終了!

本イベントは企業や大学、KISTECなどの研究者・技術者等の交流を促し、
中小企業の新製品開発、技術力向上につなげる場として開催しています。

ここが
ポイント！

海老名会場では、技術分野別のフォーラムや学生中心の
ポスター発表を開催

今年度は海老名会場と溝の口会場の２拠点で実施

溝の口会場では、「新川崎・創造のもり」見学ツアーを開催

　KISTEC Innovation Hub 2019を、10月30日（水）
～11月1日（金）に海老名本部で、11月7日（木）に溝の口
支所でそれぞれ開催しました。ご来場いただきました皆
様、誠にありがとうございました。 
　海老名会場では、日ごとに「IoTとロボット関連」「研
究プロジェクトの成果発表、製品・材料の分析・評価」

「ものづくり要素技術および製品化支援」をテーマとし
て開催し、3日間通じ約700名の方にお越しいただきま
した 。中でも10月30日の『IoTフォーラム』や10月31日の

『事業化促進フォーラム』、『ファブラボ・フォーラム』、お
よび11月1日の『第9回オープンテクノフォーラム』に多く

の方が参加されました。ポスター発表では、今年度から
学生によるショートプレゼンも行い、活気のある発表と
なりました。
　また、溝の口会場では、「新川崎・創造のもり」見学ツ
アーや『未来医療ロボットシンポジウム』が事前申込み
で締切日前に満席になるほど人気があり、ポスターセッ
ション会場内に設置された“遠隔リアルタイム力触覚伝
送デモ”に見入る方を多く見かけました。さらに「ヘルス
ケア・ニューフロンティア先導プロジェクト」における研
究成果の発表も多くの方に参加いただき、溝の口会場
も盛況裡に終えることができました。

海老名会場 総合受付 溝の口会場 研究発表風景

KISTECは2月5日～7日開催の
「テクニカルショウヨコハマ2020」
に出展します。
KISTECブースにぜひお越しください！

●（地独）神奈川県立産業技術総合研究所　企画部 連携広報課
　海老名市下今泉705-1　TEL 046（236）1500（代表）　https://www.kistec.jp
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生産委託先は「運命共同体」
　3.11。メーカーズシャツ鎌倉の縫製委
託先11工場のうち、7割を生産していた
福島の工場。縫い手たちが被災し、物流
はストップ。海外研修生たちは全員引き
上げた。「生地に放射線が付着している
のでは」という風評も出始める。発注元の
中には、手を引くところもあった。「工場
は稼働し続けないと、元に戻れない」。貞
末氏は、決断した。平均1,100円だった縫
製技術者たちの時給を500円近く上乗
せできるよう援助し、新人の定着にも協力

（持ち出しは3,000万円になった）。被災
地と歩むスタンスを表明するため、「東北
から、ありがとう」のタグをシャツにつけ
て販売を始めた。福島で生産したシャツ
が、数日後には首都圏の店舗に並ぶ。共
感したお客さまが次々と購入した。「運命
共同体である福島の工場を動かし続け
ることに必死だった」。
25歳。“バンカラ男”がVANに入社
　貞末氏は1964年、千葉工業大学電気
工学科卒。電気メーカーに就職するも、

「芽が出る気がしない」と2年で辞めた。
実家が山口で代々続く呉服屋だった縁
を頼りに、石津謙介氏率いる（株）ヴァン
ヂャケット［VAN］に入社する。アパレル
を目指す誰もが憧れの職場はおしゃれな

イケメン揃い。「営業部に配属されるが外
に出すにはダサすぎると、2日で倉庫係
に回された」。同期より2歳年上。2年分、
遅れを取っている、1秒たりとも無駄にせ
ず働くと決めていた。生産管理や物流の
合理化、マーケティングに邁進する。「商
品企画やPRといった派手なことはほと
んどしていない」。1974年、VANは売上
高450億円に達するも、営業マンが杜撰
な発注を繰り返すなどし、業績が下降。
そんな中、労働組合が組織され経営陣と
の対立が深まる。1978年、倒産。「それで
も、VANで商品企画をやっていたと嘘を
言えば再就職先はいくらでもあった」が、
貞末氏は本音で生きた。ヤオハンの社長
から声が掛かり静岡へ。その後も2つの
アパレルを渡り歩くが、現在も残ってい
る企業は、ない。
倒産しない構造を10年考え抜いて
　「ファッション産業は、今年は何が売
れるかといった“競馬の予想”みたいな
ことをやっている限り、つぶれる宿命に
ある」――。93年にメーカーズシャツ鎌倉
を起業するまでの10年間は、存続できる
ファッション産業の構造を考え続けた。
見えてきたのは、売る量と作る量のバラ
ンスを成立させるシステム＝SPA（製造
小売り）モデルだった。ビジネスマンの

必需品であり消耗品、大きく流行に左右
されず、ロスの生みにくいシャツに注目
した。半面、手作業の工程が多い分、職
人の腕の良し悪しがあからさまになる。

「私に金はなかったが、信用だけがあっ
た」。取引先イジメやウソと無縁の貞末氏
の30年近い仕事ぶりに、百貨店のドレス
シャツを作っているような福島の縫製工
場がSPAに賛同してくれたのだ。身体の
カーブに沿うよう3㎝間に23針入れる縫
製（通常は16～18針）は、高級シャツに見
られる製法。メイドインジャパンの高品
質、かつ価格は1枚4,900円と決めた。
ニューヨーク店は8年目、昨年秋には上海
店をオープン
　商品企画から製造、物流、販売までを
一貫して手がけるローコスト経営を追求
し、現在、神奈川に6店、ほか丸の内など
国内に22店、海外2店を運営。売上高は
ネット販売等も含めると55億円超となっ
た。日本人がスーツを着用して150年。鎌
倉シャツは昨年9月、世界的メンズファッ
ション誌『GQ』の米国ウェブ版で、ベスト
白シャツに選ばれた。紹介文を引用する
――「この四半世紀、高品質かつアメリカ
よりアメリカらしいシャツを作ってきたの
は鎌倉シャツでした。」

「服装は相手への礼儀」という貞末会長。身だしなみのコツは、「自分のサイズにぴったりと合った“ジャストサイズを着ること”」「服装は相手への礼儀」という貞末会長。身だしなみのコツは、「自分のサイズにぴったりと合った“ジャストサイズを着ること”」

メーカーズシャツ鎌倉 株式会社  取締役会長メーカーズシャツ鎌倉 株式会社  取締役会長 https://www.shirt.co.jp/https://www.shirt.co.jp/貞末 良雄貞末 良雄  氏氏（79）（79）

タグに「東北から、ありがとう」タグに「東北から、ありがとう」
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KIPからのご案内

下請法上の相談事例

かけこみ寺和尚が
ズバッと回答 今月のかけこみ事業者

容器組立A社
（資本金1,000万円）

桐布 和尚
神奈川県出身。中小企業者
の下請問題に寄り添うこと
10年、大きな悩みになる前
の身近な相談者として年間
600件の相談に当たる。好き
な言葉は「秘密厳守」「相談
無料」「匿名相談可能」。

中小企業診断士

［相談内容］
　私の会社（A社：資本金1,000万円）
は、B社(資本金3億円超)から無償で
支給された部品を使用して化粧品容
器の組立作業を受注しました。 
①作業単価は、従業員の賃金価格の
みで諸経費分を認めてくれない。
②B社に納品した荷物の積降や分別
等の作業をA社に要求してくることか
ら、社員を派遣しているが、その費用
を支払ってくれない。
③納品時の受入検査をA社にさせ、
良品についてはB社が検査費用を支
払うが、不良品の場合は検査費用を
支払わない。
　以上の3点について、B社のいいな
りにならざるを得ないのでしょうか。 

［ズバッと回答］
　A社とB社の取引は、資本金基準*
を満たしており、無償で支給された部
品を使用して化粧品容器の組立作業
をする業務は「製造委託」に該当する
ことから、下請代金法が適用される
取引と考えられます。
　まず、A社とB社の契約内容を確認
してください。
①契約に定めが無い場合、作業単価
については、単価が通常支払われる
対価に比べて著しく低い額を不当に
定め、価格改定の交渉に応じない場
合、下請代金法の「買いたたき」に該
当するおそれがあります。
②③社員の派遣問題と検査費用の問
題については、B社の利益のために、

作業を無償で行うことを強要させて
いるとすれば、下請代金法の「不当な
経済上の利益の提供要請」に該当す
るおそれがあります。
　B社に下請代金法に違反するおそ
れがあることを伝え、交渉してはいか
がでしょうか。 

これって下請代金法違反？
下請かけこみ寺 0120-418-618

*親事業者の資本金が3億円超の場合、下請
事業者の資本金は3億円以下（個人事業者を
含む）に該当

KIP

マークのあるイベントの詳細・お申し込みは

※ 予定情報につき、詳細はこちらでご確認ください
http://www.kipc.or.jp

EVENT

https://www.kanagawa-iri.jp/

ライフサイエンス・ヘルスケア分野におけるＡＩ技術・
ＡＩビジネスに対する特許の基礎と権利化の勘所

  

セ
ミ
ナ
ー ▶開催日時：1月23日（木）13：30～16：30 

▶場　　所：かながわサイエンスパーク
▶講　　師：河野特許事務所　所長　河野 英仁 氏
▶定　　員：40名

経営総合相談課：soudan@kipc.or.jp

中小製造業によるIoT導入 ハンズオン体感セミナー
工場で役立つIoTツールの組立てを体感

  
セ
ミ
ナ
ー ▶開催日時：1月17日（金）14：00～16：00

▶場　　所：神奈川中小企業センタービル
▶講　　師：アムニモ（株）　原崎 芳加 氏
▶定　　員：20名程度（1社1名）

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

〈生産性向上〉
製造原価を把握して、利益が出る経営基盤を作る！

  

セ
ミ
ナ
ー ▶開催日時：1月27日（月）15：00～16：30

▶場　　所：ユニコムプラザ さがみはら
▶講　　師：神奈川県よろず支援拠点　清見 哲郎 氏
▶定　　員：50名

国際課：kokusai@kipc.or.jp

ベトナムビジネス勉強会［第４回］
ベトナムビジネスの鍵となる人材活用と最新の現地事情

  

セ
ミ
ナ
ー ▶開催日時：2月13日（木）14：00～16：30

▶場　　所：神奈川中小企業センタービル
▶講　　師：GAコンサルタンツ（株） 他
▶定　　員：20名

https://www.kanagawa-iri.jp/

経営と技術の総合支援フォーラム
RoHS指令等の環境規制と分析技術の最新動向

  

セ
ミ
ナ
ー ▶開催日時：2月14日（金）13：30～17：00

▶場　　所：KISTEC海老名本部
▶講　　師：（株）日立ハイテクサイエンス　並木 健二 氏 他
▶定　　員：40名

1月 2月


