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No.

震災不況に
負けないぞ

写真提供：
「震災の爪痕」
（株）山王プリント・永澤氏

大勢の人手に防災への関心の高さがうかがえた中央区総合防災訓練（9/4 晴海トリトンスクエア前広場）

■ 9月 4日防災訓練（晴海トリトン）取材報告
■事業所の防災対策（中央区 HPより）
／防災 SCOPEのご案内
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中央区の震災対策
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老舗企業に学ぶ①／
「江戸時代から続く老舗の足袋専門店」大野屋總本店

p6～7 企業探訪②／「名刺・封筒など紙製品の鮮度で勝負」株式会社 山櫻

平成 23年度
定期総会が
滞りなく
終了しました
中央区工業団体連合会の平成 23 年度の定

さらに、顧問と相談役の異動、広報委員会

期総会は、6月 8日（水）午後 5時より、銀座ブ

委員及び委員長の選任が承認され、23年度の

ロッサム 7 階・マーガレットにおいて開催さ

事業計画案（森山常任理事）と同収支予算（永

れました。

井会計）も満場一致で承認されました。
また、矢田区長を始め多数の来賓の祝辞を

長谷川副会長の司会で開会、水野会長の挨

いただき、総会は滞りなくいたしました。
その後、懇親会が開かれ小宮山副会長の司
会の下、和気あいあいとした雰囲気の中、こ
れからの工団連の活動を語り合う貴重な時間
を持てたことをご報告申し上げます。

総会で挨拶をする水野会長

拶のあと会長を議長に選出、平成 22 年度の
事業経過報告（森山常任理事）と収支決算報告
（永井会計）、同会計監査報告（山本監事）が承
認されました。

“印刷発祥の地”の誇り

“先進の情報文化”の担い手

“組合結成100年”集積のパワー

東京都印刷工業組合京橋支部

東京都印刷工業組合日本橋支部

東京都製本工業組合京橋支部

会員数：127

会員数：38

会員数：67

支部長

小宮山貴史 ☎ 03-3552-1855

支部長

豊 ☎ 03-5542-2121

長谷川

橋本勝政 ☎ 03-3551-3783

支部長

伝統の技能、いま華開く

省エネ・イノベーションを展開

高品位テクノロジーの追求

東京都製本工業組合日本橋支部

月島工業会

月島金属工業協同組合

会員数：5

会員数：20

会員数：4

支部長

丸山啓一 ☎ 03-3666-2051

伝統の日本文化を育てる

日本橋産業協会
会

長

小川浩一 ☎ 03-3668-2193

会員数：34

2

中條副会長の挨拶で始まった懇親会

会

長

石井宏治 ☎ 03-4455-2500

代表理事

竹林聡明 ☎ 03-3641-7691

“グラフィック・サービス”宣言

美しい町並、強い町づくりを

（社）東京グラフィックサービス工業会
中央支部

特定非営利活動法人

支部長

早坂

会員数：30

淳 ☎ 03-3242-0191

地域の防災と町づくりを研究する会

理事長

吉田 外喜雄 ☎ 03-5651-5621

会員数：25

平成23年4月～平成23年8月

工 団 連 の 動 き

＊ハイテクセンター・
ランチセミナーについては、
10〜11頁に講義内容を掲載

■定期総会
平成 23年 6月 8日（水）銀座ブロッサム マーガレット
議題 平成 22年度事業経過報告・収支決算報告について／会計監査報告について／
平成 23年度事業計画（案）
・収支予算（案）について
●常任理事会
第１回
議題
●企画委員会
第１回
議題
●広報委員会
第１回

平成 23年 5月 17日（火）区役所 8階 第 1会議室
平成 23年度定期総会について 他
平成 23年 8月 25日（木）区役所別館 6階 A会議室
平成 23年度中小企業工業関係者表彰について／平成 23年度宿泊研修について／
平成 24年度予算について／中央区工業団体連合会創立 50周年記念事業について／その他
平成 23年 6月 22日（水）
ハイテクセンター
工団連会報（第 29号）
の企画・編集

第 2会議室

●各種講座・研修
ハイテクセンター・ランチセミナー
別紙掲載のため省略
経営セミナー
区役所 8階 大会議室
（共催）
工業団体連合会、商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部
第１回 平成 23年 4月 21日（木）
「いざ借りる際知っておくべき条件・手続」～平成 23度中央区商工業融資制度について～
講師 中央区経営相談員
山川 美穂子
第２回 平成 23年 5月 27日（金）
「経営革新の意義と効果」
講師 ＫＣＧコンサルティング株式会社 代表取締役 柳 義久
第３回 平成 23年 6月 27日（月）
「知っておきたい！最新労務管理のツボ」～震災対応から労使トラブルまで～
講師 社会保険労務士本間事務所 所長・社会保険労務士 本間 邦弘
◦個別相談・相談員 東京都社会保険労務士会 中央支部所属 社会保険労務士
協力 東京都社会保険労務士会 中央支部
第４回 平成 23年 7月 20日（水）
「お客さま学 “男脳”と “女脳”」～お客さま獲得のマーケティング～
講師 帝京平成大学
准教授
水野 勝弘
第５回 平成 23年 8月 29日（月）
苦境を乗り切れ！金融機関を味方につける社長塾
「社長がするべき現状把握と改善ポイント」～素早くつかみ、打つ手を考える！～
講師 税理士・社会保険労務士・行政書士 田口 操
●事
⑴

業
第 27回 中央区商工団体ソフトボ－ル大会
平成 23年 7月 24日（日）
月島運動場
参 加：8チーム（工団連 2チーム、区商連 6チーム）／優

勝：ユニオンズ（区商連）

目次
❷ 平成 23年度定期総会が滞りなく終了しました
❸ 工団連の動き 平成 23年 4月～平成 23年 8月
❹ 中央区の震災対策
■ 9月 4日防災訓練（晴海トリトン）取材報告

■事業所の防災対策（中央区 HPより）／防災 SCOPEのご案内

❺ 新シリーズ／老舗企業に学ぶ 第1回「江戸時代から続く老舗の足袋専門店」大野屋總本店
❻ シリーズ／企業探訪 第2回「名刺・封筒など紙製品の鮮度で勝負」株式会社山櫻
❽ 支部活動報告
❿ ハイテクランチセミナー

平成 23年度

第1回～第 4回講義内容／第 5回～第10回のテーマと講師
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中 央 区 の 震 災 対 策
東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます
3月11日東北地方太平洋沖に起きた大地震と津波により、被災された皆様に心からお
見舞い申し上げます。
東京でも電力不足などライフラインへの影響が出、長期化する心配があります。都内中
小企業の経営にも大きな影響が出ています。私達は、こういう中でこそ、経営の安定と地
域経済の維持、安心・安全な生活のために全力を尽くしてまいります。
写真提供：
（株）山王プリント・永澤氏

中央区総合防災訓練

晴海トリトンスクエア前広場で実演
中央区の総合防災訓練が 9月 4日、月島地区で開催
されました。メイン会場の晴海トリトンスクエア前

ロープで救出する訓練、

広場では、自衛隊、警視庁、東京消防庁をはじめと

水難救助訓練、一斉放水

する防災関係者が一体となった大掛かりな訓練が行

訓練などが次々と実演さ

われ、日曜日の午前中にもかかわらず、数多くの中

れ、参加者の目を釘付け

央区民が参加しました。

にしていました。

防災訓練は、首都直下のマグニチュード 7.3 の地震が
発生し、中央区内は震度 6 強という想定で行われまし
た。月島地区の小学校では、毛布やゴザを使った避難
所の開設、マンホールトイレの設置を体験。晴海ビュー
タワー、マイホームはるみ、地下鉄月島駅など各所で
訓練が行われました。

また、会場内には起震

トリトンスクエア前広場での実演風景

車で震度７を体験できる
コーナー、火災による煙
を疑似体験できるコー
ナーが設けられ、自衛隊

メイン会場のトリトンスクエア前広場は、消防車

による給食訓練では、参

や自衛隊の車両が並ぶ物々しい雰囲気。地震の被害

加者に美味しいカレーラ

を受けた家屋や自動車から被災者を救出する訓練、

イスが配給され、人気を集めていました。

事業所防災対策（中央区HPより）
都心中の都心である
「中央区」は、事業所数4万4千、従業
員数 72万人を抱える文化・商業・情報の一大中心地です。こ
のまちが、ひとたび大地震に襲われれば本区はもとより、国
の内外に計り知れない影響を与えることになります。
地震の発生を防ぐことはできませんが、事業所の防災対策
を進めることにより被害を最小限にとどめることは可能です。
今すぐ地震に対する備えを再確認してください。
『基本的な事業所の防災対策』

◆事務所内の安全確保
パソコン・複写機などの機器の移動防止や、キャビネットな
ど高さのある什器類の転倒防止を行ないましょう。

◆食料や水、救護用品の備蓄
来客者の分も含めて最低でも 3 日分の食料・水や救護用品・
衣料・寝具等を備蓄しておきましょう。
◆災害対策組織の整備
災害時の役割分担を明確にするとともに、行動マニュアルを
作成しておきましょう。

◆継続的な防災訓練の実施
商業施設などでは、来客者も含めた訓練を実施しましょう。
訓練内容は初期消火、避難・誘導、救出・救護、応急救護の
4つが基本です。
◆従業員と家族の安否確認
NTT の「災害用伝言ダイヤル 171」や、携帯電話で安否確認
ができる「iモード災害用伝言板」などを活用しましょう。
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高所に取り残された人を

行列ができた自衛隊のカレーライス

防災 SCOPE のご案内
中央区は23区の中でも最も小さな区ですが、事業所数4
万4千、従業員数 73万人、卸売・小売業の年間販売額が 39
兆円と、文化・商業・情報の一大中心地です。中央区の事業
所がひとたび大地震に襲われれば、区内のみならず、日本全
域もしくは世界中に多大な影響を与えることになります。
SCOPE1に災害心理学の視点から経営者の皆様に理解し
ておいて頂きたいこと
（経営トップとして心得ておくべきことは
何か）を、SCOPE2に管理職の方々に知っておいて頂きたい
こと
（防災対策を考える際の留意点）を、SCOPE3に区で事
業所の皆様向けにご用意している事項
（行政の事業諸支援制
度や防災関係の相談窓口）をとりまとめました。これを契機
に、ご自分の事業所とお客さまと地域を守る防災対策により
一層取り組んでいただきたいと思います。

新シリーズ第 1 回
江戸時代から続く老舗の足袋専門店

大野屋總本店

職人魂で顧客の満足を追求
独自のデザインを考案

注文は 5 足以上だが、それほど高いわけではない。「型
紙を作って手で裁断するのと、金型で抜くという違いだ

大野屋總本店は、腹掛けや股引といった庶民の普段

けで、縫う過程は同じですから」
と、福島社長はオーダー

着や装束の仕立屋として、安政年間（1770年代）
に三田

メイドがそれほど高額にならない理由を説明する。「型

で創業した。その後、江戸時代の終わりには新富町に移

紙はずっと保管しておいて、少しゆったりさせてほしいと

転。明治 5年、近くに新富座という劇場ができたことから、

か、きつくしてほしいというお客様の要望に合わせて調

足袋の製造を中心とした業態へと変わっていった。明治

整させていただいています」
とのことだ。

22 年には歌舞伎座ができ、舞台用の足袋の需要はさら
に高まっていく。

熟練の技術者が縫い上げ、品質の良さも折紙付き。
「丁寧にひとつずつ作ることを心がけています。昔は一

大野屋總本店が足袋の専門店として発展したのは、単

人が 1 つの足袋を作っていましたが、作った人によって

に需要が増えたからだけではない。新富型と呼ばれる斬

若干の違いが出ますので、同じ人がいつも同じ作業をす

新なデザインを考案したことが大きい。

るシステムにしています」
と、分業体制で安定した品質を

「祖父の代に、底を細くして足がすっきり見える新富型
を考案しました。ドイ
ツからミシンを取り

正式な足袋は白地だが、さまざまな生地から自由に色
柄を選ぶことができる。舞台用は見栄えがするように大

り方が進んでいたの

きめの柄が使われているそうだ。紺や白が一般的な底の

で、他の業者と比べ

色も、各種の色を用意している。

に見えたのではない
福島茂雄氏

を作っていることからも、その信頼の高さが伺える。

寄せ、当時としては作

て仕上がりがきれい
▲代表取締役社長

実現している。数多くの舞台役者が大野屋總本店で足袋

でしょうか。良いもの

を作り続けてきたから、ずっと使っていただけたのではな

インターネット販売を模索
福島社長は現在 43歳。この仕事に就いたのは 27歳の

いかと思います」
と語るのは 7代目の福島茂雄社長だ。

ときで、今年 4月に7代目の社長に就任した。「小さい頃

役者のオーダーメイドに対応

社に勤めていたのですが、自分にはこれが向いているの

から親父がやっているのをずっと見てきました。大手商
ではないかと思って、この商売に入りました」
とのこと。

大野屋總本店では、現

現在は、足袋や和装小物、ガーゼのハンカチ、手拭

在も品質にこだわった新

い、湯上がり、寝巻き、パジャマなど一般の人向けの商

富型の足袋を作り続けて

品を自店舗とデパートの催事で販売している程度。あま

いる。形は、特別に細い

り拡販路線はとっていないが、自社のホームページを立

ものからゆったりしたも

ち上げ、インターネット販売を検討している。

のまで 4 種類。それぞれ
5ミリずつ違う大きさを用
意している。普通の人な

「こだわった方に満足していただけるよう品質の高い
▲昔ながらのサイズ表
と新富型（右）

ら、いずれかのサイズがぴったりと合うが、既成のサイ

商品を提供し続けていきたいと考えています。新しいお
客様に合った商品を開拓していくことも重要ですが、今
は親父が続けてきたやり方で、今のお客様を大切にして

ズが合わない人や足元にこだわる人、舞台役者に対して

いきたいですね」
と、福島社長は品質の高い商品の提供

は、型を起こしてオーダーメイドで足袋を作っている。

にこだわる。

価格は、既製品が 1足 3,465円～なのに対し、
オーダー
メイドは 1足 4,200円。型代を取らない代わりに、最初の

大野屋總本店

中央区新富 2-2-1
電話 03-3551-0896

FAX03-3551-1263
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シリーズ第 2 回 株式会社 山櫻

名刺・封筒など紙製品の鮮度で勝負
工場と物流センターを整備して、
生産・物流を効率アップ
東京グラフィックサービス工業会

株式会社山櫻

代表取締役社長

市瀬豊和氏

名刺や封筒など紙製品の製造・販売業者として知
られる株式会社山櫻。今年、創業 80 年を迎えた老

それは単にイメージだけではない。名刺の用紙には
印刷に適した独自開発の用紙を採用。また、物流セ

舗の企業だが、最近では名刺・ハガキ・封筒用イン
クジェットプリンターの販売、インターネットによ
る各種印刷物の受注も手掛けている。

ンターを整備して製造から納品までの時間を縮め、
新鮮な製品を届けることによって、印刷しやすい製
品を提供するように努めている。

山櫻の紙製品は高級品というイメージが強いが、

封筒の売上げ比率が約 6割
山櫻は、昭和 6 年に市瀬社長の
祖父・市瀬邦一氏が 26歳という若
さで創業した会社。当初は名刺、
ハガキ、挨拶状等台紙類の製造・
販売だけを行っていた。昭和 40
年代の前半、封筒の製造・販売を

チャレンジすることによって、社
員が成長してくれないと、会社の
未来はないと思っています」と市
瀬社長は語る。

製品の鮮度の良さが
刷りやすさの秘密
市瀬豊和氏

開始してから売上げが大きく伸

なるべく在庫を持たず、出来た

び、現在は年商約 130億円という

ての鮮度の良い製品を届けると

は、価格だけで商品を選びがちだ

企業に成長している。20 年近く

いうのが山櫻の特長だ。これに

が、印刷に時間が掛かれば、実際

テレビ CMを流していたこともあ

よって、山櫻の製品は刷りやすい

にはコスト高になってしまう。現

り、
「山櫻名刺」
のブランドイメー

という信頼につながっている。

場の声を聞いた上で、商品を選ぶ

ジが定着したが、売上げの約 6 割

「山櫻の製品が刷りやすいことを

姿勢が大切だろう。

わかっていただけるのは、印刷

都区内は 1 日 3 便配達の体制を

市瀬社長は創業者の孫にあた

会社で印刷機を回しているオペ

確立している。このために重要と

り、1991年の入社以来、名刺プリ

レーターさんだけです。紙は生き

なるのが、製品の生産管理、在庫

ンターの販売を手掛けるなど、新

物と言われるぐらい、長く置いて

管理だ。そこで、2005年に新木場

しい分野への進出を図ってきた。

おけば皺が出たり、跡がついた

に新物流センター「Sakura Cube」

2004 年に 3 代目の社長に就任し

り、いろいろな影響が出ます。そ

を建設した。

てからは、物流センターの整備、

れがない間にお届けして使って

また、昭島工場の老朽化に伴

新工場の建設など、生産・物流の

いただくようにしています。お客

い、2009 年 には 新 工 場 を 建 設。

効率アップに力を注ぐとともに、

様に刷りやすいと言っていただ

物流スピードを考え、都内にこだ

インターネットを活用した事業

ければ、それだけでも差別化にな

わって選んだのが、八王子市みな

にも積極的に取り組んできた。

ります」と、市瀬社長は山櫻製品

み野だ。高台にある工場の周りに

の新鮮さを強調する。

緑の森が広がっていることから、

を封筒が占めている。

「私はラグビー選手だったの
で、どちらかというとチャレン
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ジャーなのです。新しいことに

印刷会社の経営者や営業マン

また紙の材料は木材チップ
（＝森）

から作られていることから、
「八王

組みも早く、ユーザー、印刷会

CSRにもいろいろな形で取り組

子の森工場」
と名づけられた。

社、山櫻をインターネットでつな

んでいる。八王子市みなみ野にあ

「当社の一番の強みのひとつが物

ぎ、ユーザーがパソコンで入力す

る「八王子の森工場」の周りには、

流です。少なくとも東京都区内に

ると名刺が自動組版できる ASP

29種類の山桜を植えている。これ

おける物流スピードは、他社を上

サービスを 10 年前に開始してい

だけの種類の山桜が見られるの

回っています」
。

る。

は、世界でもここだけ。開花の時

小ロットの需要にぴったりの
インクジェット印刷機

日本中どこからでもインター
ネットで入稿でき、それを印刷し
て納める「SAKURA DATA BOX」と

期には地元の人に山桜を楽しん
でもらっているそうだ。
墨田区には、サクラテラスと

いうシステムも立ち上げている。

いう紙製品の博物館兼ショー

市瀬社長が山櫻に入社して、最

これは印刷関連会社を対象にし

ルームを開設している。「トーク

初に取り組んだのが、インキリボ

た会員制のシステムで、名刺、封

ショーを開催して地元の人に来

ンを使った熱転写方式の名刺印

筒以外にクリアファイル、賞状な

てもらったり、ワークショップで

刷機の販売だ。それまで山櫻は紙

ど各種の印刷物を受注している。

子供と一緒に封筒を作ってみた

製品の販売しかしていなかった

会員登録は無料なので、一度、山

り、活版印刷を体験してもらった

が、プリンター、消耗品、紙製品

櫻の営業マンに相談してみると

りしています」と市瀬社長。こう

をトータルで販売する方向を見

いいだろう。

したイベントや企画展の開催に

出した。

ここ数年、印刷会社からの依頼

よって、新たなコミュニケーショ
ンを創造する場になっている。

その後もさまざまな新製品を

で、名刺や封筒の印刷までを請け

発表してきたが、昨年発売したイ

負うケースも増えている。色出し

越前奉書の人間国宝が漉いた

ンクジェットプリンター「カード

の難しい特色の印刷を頼む印刷

紙で名刺や扇子を作り、日本の伝

メイト YJ-G650」は、単面名刺か

会社も多いそうだ。

統文化を残すことにも協力して
いる。

らＡ 4 および長 3 窓付封筒といっ

「物流センターの中で印刷してい

た封筒類、カードなどのカラー印

ますので、全種類の紙製品が揃っ

また、キッザニア東京の「名刺

刷を行うことができる画期的な

ていますし、物を外に出さなくて

屋」というパビリオンに協賛し、

もの。すでに 1,000台以上の納入

よいのですごく効率が良いので

資機材を提供している。名刺の台

実績があるということだ。

す」と市瀬社長は語り、印刷会社

紙には FSC 森林認証紙を使用し、

のさまざまな要望に応える姿勢

子ども向けの絵本を配って環境

を示している。

保全の大切さ、名刺の重要性を伝

今年 8 月には、ハガキサイズか
ら角 2 封筒までを通すことができ
る高速のインクジェットプリン
ター「ASTROJET（アストロジェッ
ト）Ｍ 1」を発売。Ａ 4 フルカラー
で 単 価 2.68 円 と い う コ ス ト パ

FSC森林認証を取得
CSRにも力を注ぐ

えている。
これからの戦略について市瀬
社長は、「山櫻という名刺で知っ
ていただいているブランド力に

フォーマンスの良さ、毎分 60 枚

環境問題への取り組みにも力

さらに磨きをかけようと思って

というハイスピード、バリアブル

を入れ、FSC 森林認証を取得して

います。これは世の中で名刺、封

印刷が可能なことなどが魅力と

適切な森林管理が行われている

筒と言えば山櫻を選んでもらえ

なっている。

木材を利用するとともに、日本の

るような企業を作るということ

森林整備を支援するため、間伐材

です。商品、サービスを磨くのは

紙も積極的に活用している。

当たり前ですが、ブランドは企業

購入されたお客様のメンテナ
ンスは全て自社で行っていると
いうことで、アフターサービスの
良さにも定評がある。

印刷業者の需要に応える
SAKURA DATA BOX
インターネット事業への取り

「古紙配合率偽装の問題で、当社

の信頼力ですから、信頼を構築す

もユーザーから大きな非難を受

る中で、それを支えている社員が

けました。その結果として、全面

信頼されなければダメです。人

的に FSCに切り替えたのです。今、

材の問題とロゴマークなどのビ

ウチの主力紙製品のラインナッ

ジュアル、そして社会貢献・CSR

プのほとんどには、FSC 森林認証

に力を入れていきたいと思って

紙を使ったものがあります」。

います」と語る。
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製本組合
東印工組

日本橋支部

京橋支部

○支部活動報告
★ 5月 26日

日本橋支部納涼会開催

銀座ブロッサムにおいて総会が行

「日本橋老舗めぐり」で
日本橋文化を再発見

われ、橋本支部長就任 2 年目がス
タートしました。
★ 6月 17日
組合本部会館において「節電セミ
ナー」が開催され、満員の盛況で

去る平成 23 年 8月5日
（金）
、日本
橋支部納涼会を開催いたしました。

伺うことができました。100 年以上

組合員の関心の深さをうかがわせ

続く老舗ならではのブランドを守る

ました。支部からは 7 名が出席し

今回は、恒例のマンダリンオリエ

大切さと苦労を感じることができま

ました。

ンタル東京での食事会と日本橋文化

した。移動の間には、川崎さんが周

★ 7月 29日

を再発見するという試みで「日本橋

辺の店舗や通りの説明を面白く話し

人形町「玉ひで」において役員親

老舗めぐり」を実施しました。日本

てくださり、参加者のみなさんは興

和会暑気払いが開催されました。

味深く聞き入っていました。

新旧の役員が集い、支部員の減少

＜豪華お土産も頂きました＞

する中、今後の支部運営について

八木長：かつおせんべい、神茂：日
本橋老舗マップ、山本海苔店：極吟
味海苔、千疋屋：完熟バナナ
恒例となったマンダリンオリン
エンタル「ケシキ」での納涼会では、

▲日本橋巡り

長谷川支部長の挨拶・乾杯で始まり、

東日本大震災により
変更・中止となりま

橋めぐりの会／川崎さんの案内で、

38F からの日本橋の展望を楽しみな

日本橋の老舗５店舗（八木長、鮒佐、

がら夏らしくアレンジされたディ

神茂、山本海苔店、千疋屋）をまわ

ナーコースを楽しみました。回を増

りました。各店では試食などのご準

すごとに参加者も増え、各世代から

今年度の事業主表彰で 30 年にわ

備をいただきまして、創業からの歴

広くご参加いただきましたことに加

たりビル経営をされております「指

史や商品の製造に関する詳しいお話

え、今回はご夫婦でのご参加も多く

田次郎」さんが晴れの受賞をされま

を店主あるいはそれに準ずる方から

みられたことが印象的でした。

した。おめでとうございます。

東印工組／京橋支部・日本橋支部共催講演会

今こそ！「中小企業の危機管理」
～危機管理とリーダーの条件～

9月26日
（月）
、新富町の日本印刷会
館において、東印工組 / 京橋支部・日
本橋支部の共催で講演会が催されま
した。
講師に
「危機管理」
の第一人者である佐々
敦 行 氏 を お 迎 えし、
東日本大震災以降ク
ローズアップされてい
る非常事態における
リーダーの役割についてお話をいただ
きました。
佐々氏は言わずと知れた国の治安・
防衛・外交に長年携わってきた第一人
者です。政治の現場での数々の体験
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日本橋産業協会

震災の犠牲者・被害者の方々への
義援金を、中央区長にお届けいたし
ました。
5 月 28 日に、平成 22 年度の総会
を人形町「魚久」にて中央区長を始
めご来賓の方々をお迎えして開催、
通常の事ながら事業経過報告・収
支決算報告、平成 23 年度事業計画
（案）
・収支予算（案）を審議いただき、
満場一致にて承認いただきました。

を踏まえ、これからの日本はどうあら
ねばならないのかという大きな視点、
更にはリーダーとはどのような資質が
求められ役割を果たしていかねばなら
ないのかという熱い思いをお聞かせい
ただきました。

懇親会では相談役の鶴巻さんのお
得意の民謡をご披露いただき、和や
かなうちに総会を無事に閉会いたし
ました。
7 月 31 日には名橋「日本橋」橋洗
いの清掃行事があり、日本橋をきれ

月島金属工業協同組合
話し合われました。

○近況
当組合は昭和 37 年に任意団体か

○今後の日程

ら、金融事業の為協同組合に改組し
て、現在に至っております。

★ 9月 16日

して、現在内部整理で中央会、銀行
等の指導で任意団体に改組すべく努
力しています。
懇話会等の名も出ていますが、任
意団体なら仲間も気楽に入会できま

時代の変化により、移転・廃業・

すし、来年 3 月までに改組すべく

大会が開催されます。

脱退等で現在 4 社になり幹部の高

各方面の知恵をかり、工業団体とし

スローガンは「Web の活用により

齢等で役員の選出もできず、また出

て恥ずかしくない会の設立に向けて

新たな需要を創生し製本業の発展

資金が取引銀行の民営化で株に変化

努力しています。

品川プリンスホテルにおいて全国

文責

齋藤善五郎

を図ろう」です。400 人規模の大
会となり、支部からは 23 名が参
加する予定です。
★ 10月 21日
隣接の 5 支部による研修会が京橋

NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会

支部主催により箱崎のロイヤル

当法人は、平成 20 年 3 月 21 日に

パークホテルにて開催されます。

中央区工業団体連合会の一員であり

（山本雅夫

記）

係る活動支援に関する協力等を行う
事となりました。

ました中央建設業協会を発展的に解
散し、東京都中央区を中心に防災・
耐震等を会員で研究し、区民の皆様
に安全な町づくりの情報を提供する
NPO法人です。中央区民その他一般
市民の安全と災害に伴う防災の対策

様々な年中行事が
した

等やそれに伴う町づくりを研究し、
それに関連する情報等を一般市民及
び公共機関に提供する事業や、建物

防災協定締結式
（中央区長と吉田 NPO 法人理事長）

等構造物の豊富な知識を活かし、安

協定に基づき 6 月 5 日から 7 月 17 日

いにすべく気持ちよく参加いたしま

全な施設等の管理運営業務の事業の

の日曜日に開催された ｢ 中央区防災

した。

立ち上げ、一般市民の気持ちを大事

フェア ｣ では 21 防災拠点に於いて、

8 月 6 日は恒例のバーベキュー大

にしたサービスを心がけ、安全な社

9 月 4 日の中央区総合防災訓練では

会を開催。暑い日差しの下で汗を拭

会の実現に寄与することを目的とし

晴海トリトンに於いて、転倒防止器

き拭き生ビールを片手に自称名コッ

ます。

具等の取付相談を実施いたしまし

クさんが作る自慢料理を堪能し、皆

上記をふまえ、本研究会は、江戸

の笑顔で楽しいひとときを充分楽し

文化 400年の歴史をひもとき、世界

む事ができ、買い出しの苦労も笑い

史上類をみないエコ社会を作り上げ

話となりました。

た原点を見直し、地球に優しい町づ

た。

くりを主な研究テーマとし、防災活

○今後の日程
■ 10月 22日〜 23日

動、安全活動、ボランティア活動等
の啓蒙及び実行を心がけて区民の目
線に立った町づくりを目指すこと

今年も自前のコースを設定して

と、建設技術のノウハウを生かした

「ビラ本栖」
に宿泊研修旅行に出かけ

公共施設等の維持管理運営業務を行

ます。今回も参加者全員が多くの貴

うことを目的として設立いたしまし

重な収穫を得られる研修、そして名

た。

物料理を味わう研修旅行ができると
期待しております。

中央区防災フェア会場

これからの主な活動としましては
3 月 11 日の東日本大震災を教訓に、

本年 4月 12日に中央区と「防災協

区内建物の耐震診断・耐震補強の促

定」
を締結し、区内の防災力の向上、

進に中央区と協力して啓蒙復旧活動

災害時における地域の迅速な回復に

を実施する予定です。
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ハイテクセンター

ランチセミナー
ハイテクセンター・ランチセミナーは、好評のうちに開講 8年目を迎え、5月25日の第1回を皮切りに9月14日ま
で4 回のセミナーが開かれました。また、第 3 回の7月27日のセミナーは夕方 6 時から開かれ、終了後、講師の桐
山先生と共に懇親会も催され楽しい交流のひとときとなりました。
平成 23年度としては、来年の 3月28日まであと6回のセミナーが予定されています。毎回、多種多様なテーマと
豊富な講師の方々をお呼びし、大勢の参加者がランチのあとの講師のお話に聞き入りとても盛り上がった会が催さ
れております。
各回の簡単なご紹介をご参照いただき、次年度の企画にもたくさんの会員の方々のご参加をお待ちしております。

第1回

幕末の人物と思想 — 徳川慶喜 —

2011年 5月25日
（水）
12：00〜
講師

佐藤 能丸 氏

（早稲田大学講師）

今、震災や
原発の事故等
をどのように
切り抜けるか、
政治の指導力
が問われてい
る一方で、政府も野党も
「政局
（＝人
事の駆け引き）
」の問題で揺れてい
る。徳川慶喜もまた、揺れる政局
の渦中にいた人物だった。
セミナー
では、13代将軍家定の継嗣問題に
おける騒動から、15 代将軍として

第2回

の中で生きて
きたとの思い
を持つのでは
と、現代の話
にまで広がっ
ていった。

宇宙資源 — 鉄とレアメタル —

2011年 6月22日
（水）
12：00〜
講師

宮本 英昭 氏

（東京大学准教授）

今回は、小
惑星探査機は
やぶさのプロ
ジェクトにも
かかわった惑
星学の宮本講
師に、
「宇宙資
源」
についてのお話を伺った。
鉄は、宇宙の中に非常に多く存
在する特異な元素であり、地球を
構成する元素の中でも
（中心核ま
で含めると）
3分の1を占める。人類
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行った幕府の構造改革、晩年の趣
味にふけった生活まで、各時代に
おける慶喜の生き方を追っていっ
た。政治家としての前半生、蟄居
生活を送った後半生。慶喜に限ら
ず幕末に生きた人々は、福沢諭吉
の言う
「一身にして二生
を経る」という感慨を
持つことだろう。
そして講義は、今の
70 代後半以上の方は
軍国主義・戦後の民主
主義・高度経済成長期
を経験し
「一身にして
三生を経る」
、すなわち
三つの価値観の変化

は地球に豊富に存在す
る鉄を利用し、文明を築
いてきた。
一方で白金などのレア
メタルは、非常に少ない
量しか産出できない。こ
の白金族が、小惑星探
査機はやぶさが探査した
「イトカワ」タイプの小惑
星には、高い濃度で存在
する。はやぶさの成功で、
我々には小惑星に行ける技術があ
るとわかった。まだ夢物語ながら、
将来は小惑星を地球軌道まで運
び、レアメタルを採取することも不
可能ではないかもしれない。
「…と

いうのはきわめてあやしい話です」
と笑いつつ、講師は
「はやぶさ」の
撮影した写真や奇跡の帰還の話も
交え、惑星探査の可能性と面白さ
を伝えてくださった。

平成23年度：5～10回のテーマと講師予定
23年度

開 催 日

講

師

テーマ／タイトル

第⑤回

10月 26日
（水） 鶴松 房治（池波正太郎記念文庫指導員）

池波正太郎と江戸

第⑥回

11月16日
（水） 岡戸 敏幸（早稲田大学講師）

浮世絵の鑑賞

第⑦回

12月 7日
（水） 野上 忠興（政治ジャーナリスト）
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第⑧回

平成 24年１月25日
（水） 岩田 英義（養生文化協会代表）
（
（株）
珈琲工房 HORIGUCHI
俊英 代表取締役）

第⑨回

２月22日
（水） 堀口

第⑩回

３月28日
（水） 吉村 誠（駒沢大学准教授）

第3回

コーヒーの新しい世界
ブッダの人生哲学

江戸しぐさに学ぶリーダーシップ — 高田屋嘉兵衛にみる—

2011年7月27日
（水）
18：00〜19：00
講師

桐山 勝 氏

（NPO法人江戸しぐさ
副理事長）

高田屋嘉兵
衛は、江戸中
期から後期に
かけて活躍し
た 豪 商。12
歳で奉公に出
て、やがて自
分で船を持ち、函館を拠点に海運
業を営むようになる。30 代になる
と蝦夷から択捉までの航路を調
査し、蝦夷地常雇船頭として活躍
した。

第4回

「経路動功」
健康法

この頃、 幕 府がロ
シア船ディアナ号艦長
ヴァーシリー・ゴローニ
ンを幽囚。その報復と
してロシア艦隊に捕え
られた嘉兵衛は、人質
でありながらも、共に
捉えられた水夫たちを
統率し、ロシア語を習
得し、次第にロシア人
からも一目置かれる存
在となった。最後は幕府との交渉
の仲立ちをして、自らとゴローニン
を交換、ロシアと日本の危機回避
に多大な貢献をした。
高田屋嘉兵衛の時代、江戸では

チャレンジ精神旺盛な商人たちが
時代を創っていった。講師は、
今こ
そこのような人物を知り、リーダー
の器とは何かを考えるきっかけに
してほしいと力強く語った。

エネルギー政策の転換と日本経済

2011年 9月14日
（水）
12：00〜
講師

大西 良雄 氏

（経済ジャーナリスト）

福島の原発
事故以来、今
後電力をどう
確保していく
かが問題と
なっている。注
目されている
のは再生可能エネルギーだが、太
陽光発電はコストが高い上、今あ
る原発
（54基）すべての電力をまか
なうには埼玉県一県分の敷地が
必要になる。風力発電もまた、香

川県10県分の面積が必要だ。さら
に
「再生可能エネルギー特別措置
法」
の成立で、電力を買い取るため
のコストは大きなものになりそう
だ。これは電力料金や税金にはね
かえる。電力は高い、税金は高い、
円は高い、自由貿易協定は進んで
ない……ということに
なれば、日本の競争力
はどんどん落ち韓国
やタイなど競争国に
負けてしまうだろう。
講師は、現実的な
対応としては
「当面は
天然ガスによる火力
発電を充実させ、そ

の間に再生可能エネルギーの技術
開発をすすめる」ことだと主張し
た。その上で、スマートグリッド
（次
世代送電網）などの新技術への投
資が新しい産業の創出につなが
ると、将来への展望を語ってセミ
ナーをしめくくった。
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商工業融資制度
中央区商工業融資一覧（抜粋）
制

度

名

資金使途

運転資金融資

継
続
支
援
資
金
融
資

小
口
資
金
融
資

限度額差額融資
小規模企業資金融資

設備資金融資
設備資金
小規模企業資金融資

一 般

1,800 万円

区 民

2,000 万円

一 般

1,200 万円

区 民

1,400 万円

一 般

2,600 万円

区 民

3,000 万円

公害・三品・エコ 3,000 万円
一 般

1,200 万円

区 民

1,400 万円

運転資金

300 万円

小規模企業特例緊急
運転資金融資

運転資金

300 万円

運転資金融資／
限度額差額融資

運転資金

小規模企業資金融資
設備資金融資
小規模企業資金融資
運転資金
および
設備資金

緊急景気対策特別資金融資／
限度額差額融資

運転資金
および
設備資金

経営改善支援資金融資

運転資金
および
設備資金

災害復旧資金融資

団体資金融資

運転資金
および
設備資金
共同事業
資金
近代化
設備資金

緊急景気対策特別資金融資
限度額差額融資

区融資一本化資金融資

運転資金
設備資金
経営改善支援資金
1,250 万円

設備資金

経営改善支援資金融資／
限度額差額融資

運転資金
および
設備資金

運転資金

融資利率

借受時利用額と
限度額との差額

年末特別資金融資

限度額差額融資

応
援
資
金
融
資

運転資金

区分 / 限度額

小規模企業資金
850 万円
緊急景気対策特別資金
1,250 万円
一 般

1,300 万円

区 民

1,500 万円

借受時利用額と
限度額との差額
一 般

1,000 万円

区 民

1,200 万円

法 人

3,000 万円

任 意

1,500 万円

法 人

5,000 万円

任 意

2,500 万円

★お問合せ先

区民部商工観光課相談融資係
電話 （３５４６）5 3 3 3

〈注〉東京信用保証協会の無担保保証枠は、保証合計残高が 8,000 万円まで
ですのでご注意ください
：下表の「区民」とは、代表者が中央区民のことをいいます。

利子補給利率 借受人負担利率
（ ）内の利率は、優遇利率適用の場合

年：1. 1％
（1. 0％）

年：1. 7％
（1. 8％）

年：0. 5％
（0. 4％）

小規模企業資金
全 額

年：1. 1％
（1. 2％）

年：1. 1％
（1. 0％）

3 分の 2

年：1. 7％
（1. 8％）

2,000 万円
（融資残額と
新規資金 500 万円の
合計額の範囲内）

3 分の 2

7 年以内
（据置 6 カ月を含む）

9 年以内
年 0. 5％
（0.4％）
（据置 6 カ月を含む）
年：0. 5％
（0. 4％）

公害・三品・エコ / 全額
小規模企業資金
全 額

年：1. 5％
（1.6％）

年：0. 7％
（0.6％）

11 カ月
（据置 1 カ月を含む）

全

額

年：2 . 1％

年：0. 1％

2 年以内
（据置 3 カ月を含む）

全

額

年：1. 1％
（1. 2％）

年：1. 1％
（1. 0％）

公害防止・三品・エコ
年：1. 7％（1. 8％）

公害防止・三品・エコ
年：0. 5％（0. 4％）

小規模企業：
年：1.7％（1.8％）

小規模企業：
年：0.5％（0.4％）

年：1. 7％
（1.8％）

運転資金：７年以内
設備資金：9 年以内

運転資金融資
設備資金融資：
3 分の 2

（据置 6 カ月を含む）

公害・三品・エコ
小規模企業資金
全 額

年：0. 5％
（0.4％）

7 年以内
（据置 6 カ月を含む）

一般
区民

年：2.1％

年：0.1％

7 年以内
（据置 6 カ月を含む）

年：1. 7％
（1. 8％）

年：0. 5％
（0. 4％）

7 年以内
（据置 6 カ月を含む）

一般
区民

3 分の 2
全 額

年：1. 7％
（1. 8％）

年：0. 5％
（0. 4％）

7 年以内
（据置 6 カ月を含む）

一般
区民

3 分の 2
全 額

6 年以内
（据置 6 カ月を含む）

3 分の 2
全 額

全

額

年：1. 3％

年：0.9％

年：2.1％

年：0.1％

7 年以内
（据置 6 カ月を含む）

全

額

年：1. 1％

年：1. 1％

7 年以内
（据置 6 カ月を含む）

な

し

2,000 万円
借受時利用額と
限度額との差額

保証料補助

年：1. 1％
（1. 2％）

年：1. 7％
（1.8％）

年２.2％

返済期間

10 年以内
（据置 6 カ月を含む）

全

額（法人）

※優遇利率適用の範囲：工団連・区商連・観光協会・町会・自治会・防災区民組織に加入している事業所および区、町会・自治会・防災区民組織と災害
時支援協定を締結している 事業所、ならびに高齢者雇用の促進に貢献している事業所など。
※小規模企業資金融資の複数利用はできません。 ※ 小口資金融資は、国の全国統一保証制度を適用するもの。

★『出張経営相談 』を ご利用ください★ 区役所の開庁時間に来庁することが困難な事業主の方に対して、
中小企業診断士を派遣して経営相談をお受けする《出張経営相談》を実施しています。どうぞご利用ください。

