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平成２５年度 主要事業実績 

平成２５年度の日本経済は、円安の影響もあり大手輸出企業においては企業利益も回復し、賃

金の引上げを図る企業も出てきた。中小企業においても、企業倒産件数が低水準にとどまるなど、

景況感は、明るくなっている。また、２０２０年に東京オリンピック・パラリンピック開催が決定するなど、

今後の国内経済に活性化を期待させる出来事があった。 

本年度当協会は、医療機器分野・航空機分野・農工連携などの新産業分野について、医療機器

業界との連携確認書の締結、航空機産業に関わる市場調査や参入セミナー開催などをはじめとす

る新市場開拓への取り組みをおこなってきた。 

海外での取引促進においては、ドイツの医工展示会（COMPAMED）への出展、スイス・ヴォー州

との製造業にかかわる連携、タイのカシコン銀行との大田区とタイ企業におけるビジネスマッチング

を目的とした MOU協定の締結など、一定の成果をあげることができた。 

また、「下町ボブスレー」プロジェクトに関する情報発信の強化により、当プロジェクト等が国の

JAPANブランド育成支援事業に採択されるとともに、各メディアで大きく取り上げられた結果、ものづ

くりに対するプラスイメージを広め、町工場間の新たな連携や新規取引開拓、町工場で働く従業員

のモチベーション向上をもたらしている。 

本協会は、平成２６年２月に中小企業庁から経営革新等支援機関に認定され、今後、中小企業

の身近な相談窓口としての役割を今まで以上に果たしていくことが求められている。  

海外市場開拓戦略：平成２５年度は、新政権の積極的な政策効果により為替相場が反転して円安傾

向となったものの、市場拡大を海外展開に求める区内企業の動きがさらに目立った。例えば中国は、

困難な外交問題を抱えているものの、区内製造業の進出案件が 2 件出て来たのをはじめ、現地で

の展示会に出展し積極的に売り込もうとする等、中国市場に対する消極的な判断に傾く企業の出

ている中、この機会にむしろ積極的に現地販売網を築こうとする傾向が出て来ている。今後は、産

業連携の覚書を交わす上海市、常州市及び台湾、香港とのネットワークをさらに強化して中国ビジ

ネスの支援体制を整備していく。ASEAN 市場については、タイのオオタ･テクノ･パーク第３期工場

に新たに入居した大田区企業 4 社が操業を開始して現地顧客を獲得し順調に売上げを伸ばして

いる他、ＡＳＥＡＮビジネス全体に展開を考える区内企業数社も足掛かりとなる連携先を見つける等、

広くＡＳＥＡＮ市場全体を見渡す拠点が形成がされつつある。さらに年度の重点目標であった欧州

への高付加価値の市場開拓を目指す「イノベーション創出志向型」のビジネス・企業連携への支援

も計画以上に推進できた。スイス・ヴォー州では大田区企業が欧州市場に展開する拠点となる産業

施設が提供されることになり、ドイツ NRW 州では医工展示会の機会に産業交流できる関連機関や

企業との関係構築の基礎固めができた。今後、この２拠点を主軸にして欧州における大田区中小

企業のビジネス展開の可能性を高めていく。 

国内取引拡大戦略：「第６回大田区加工技術展示商談会」は１００社の区内企業及び団体が出展し、

２，１９３名の来場者との間で４，４６９件の商談が行われた。その結果、前回の約２倍となる７，３００

万円を超える取引案件が成立し、展示会規模も含め過去５回のいずれの数値も上回る成果を得た。

また１０月には「受発注商談会」「第３回おおた研究・開発フェア」「研究開発マッチングセミナー」な

ど複数のイベントを同時開催する「おおた拡大ビジネスマッチングフェア」を開催した。２日間の会

期中全体で１，８８９名の来場者を迎え、会場内は大きな賑わいを見せ、様々な形態で目標とする

「イノベーション創出の機会を提供する場」として専門家からも高い評価を得た。この他、大手企業
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の研究開発現場に、直接区内中小企業を引率し紹介する「技術連携による大手企業とのマッチン

グ会」を５回開催し、各社の技術ニーズに対し最適な取引機会の拡大を図った。また新規事業とし

て、区内中小企業の技術力・開発力を農業機械製造や植物工場ビジネスに展開することを目的と

する「農工連携セミナー」を年４回実施した。 その他、区内食品事業者の商機拡大を目的に百貨

店、スーパー等のバイヤーとの商談の機会を提供する「フード商談会」を初めて実施した。 

企業経営力強化戦略：「ビジネスサポートサービス」事業では、多様化する相談内容に対応するため、

様々な分野におて専門知識を有する支援協力者を充実させ、支援体制の強化を図った。支援回

数は前年度３３３回に比べ５９７回と大幅に増加し、相談企業数も前年度の１５５社から２２７社に増

加した。また、販路開拓、営業力強化を目的として前年度に引き続き「経営塾」を開催した。経営者

および経営者を目指す管理者層に対する支援を行い、経営改革・販路開拓に意欲のある２０名の

参加を得た。「事業承継・モノづくり技術継承事業」においては、専門家による事業承継に関する個

別相談を実施すると共に、事業を円滑に承継するための啓発セミナーを開催した。昨年に引き続き、

「大田の工匠」受賞者の優れた技術・技能を広く次世代の技術者に継承していくため「動画ライブラ

リ」を今年度から新たに一般公開を前提に製作し、公開した。さらに、技能継承を効率的に行えるよ

う、経営者や教育担当者等を対象に、人材育成マネジメントをテーマとした講習会を開催した。 

創業支援・産学連携強化戦略：「創業者支援事業」は、区内の新規創業や第二創業を促進させ、そ

の成長を支援するために、創業相談窓口の設置や、販路拡大支援、賃貸事業所賃料助成等の施

策を講じた。また、「ビジネスプランコンテスト」では、１１件の入賞プランを表彰した。受賞者とビジネ

スサポーターや後援企業等との交流会を開催し、創業の足掛かりをつくるためのプレゼンテーショ

ンの機会を設けた。「産学公連携推進事業」では、区内企業の技術力・開発力の強化を目的に大

学や研究機関との連携を推進し、特に「医工連携」では、工場アパート「テクノ FRONT森ヶ崎」内に

開設した医工連携支援センターを中心に、医療現場のニーズを踏まえた中小企業の新技術・新製

品の開発を支援した。また、文京区の医療機器製造販売業者団体と連携して大田区中小企業の

開発した製品・技術を販売に結び繋げる出口戦略を実施した。 

商店経営支援強化戦略：「繁盛店創出事業」では、課題を抱える１５店舗に経営の専門家を派遣し、

経営相談及び改善提案を行い、１０店舗に店舗改善費用の一部を助成し、一部では即売上増とな

る成果を上げた。「おおた商い（AKINAI）・観光展 2013」では「これ好き、これ見て、おおた自慢！」

をサブタイトルとし、来場者によって大田区の魅力を再発見してもらい、会期後もその魅力を自慢し

てもらうことで、大田区の観光の復興及び出展者の売上増加に資することを基本コンセプトとし実施

した。また、商店向けの情報誌「あきｎｏｗ」を発行し、経営に有益な情報を提供した。本年度で４回

目となる「商店（飲食店）表彰」では、10 店舗を表彰し、５店舗が審査会特別表彰を受賞した。パン

フレット作成や協会ホームページ等を通じて、新たな「OTA！いちおしグルメ店」のＰＲに努めた。 

共済会員加入促進戦略：加入勧奨広報ポスターを区内の公衆浴場に掲出した。また、職員自ら区内

企業を回り、事業所単位での加入促進に努めた。その他の加入促進活動としては、加入広告の地

域情報誌等への掲載や事業案内パンフレットを区内施設等への設置したほか、加入促進キャンペ

ーンや訪問勧誘活動を積極的に実施し新規会員の獲得に努め、加入事業所数、加入会員数共に

増加する結果となった。（加入事業所数：1,604社/前年度末比 5社増、加入会員数：4,173名/前年

度末比 31名増 ※平成 26年 3月末現在） 

産業プラザ利用促進戦略：本年度は、産業プラザの指定管理者３期目（平成２４年度から平成２８年
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度）の２年目となる。利用促進策として什器備品や照明・ＡＶ機器等の更新を行い、施設利用者の

使いやすさの向上を図った。併せて、京急品川駅に広告看板を継続し、新規利用者の獲得を推進

した。また、タイルカーペットの張り替えと館内サインのリニューアルをおこない来館者の利便向上と

施設の機能維持、質感保持に努めた。自主企画展では、「おおた商い（AKINAI）・観光展 201３」は、

大田区の魅力を再発見する場としてだけでなく、東日本大震災の被災地をはじめとする国内外の

地域物産の展示販売や観光情報受発信の場として多くの来場者を集めた。「第 18 回おおた工業

フェア」では、「受け継がれる技術 こだわりの “匠” クオリティ。」と題して、日本の製造業の発展と

新たな価値の創造への先駆けの地域となることを目指し、「大田区の新製品」、「大田区の先端技

術」をアピールした。併せて、「医工連携」を特別テーマとする展示を小展示ホールにおいて開催し

た。 

協会組織強化戦略：当協会定款に基づいて協会運営を行い、理事会６回（うち定款３７条による決議

２回）、評議員会３回（うち定款２１条よる決議２回）と評議員選定委員会２回を開催した。 

また、「大田区外郭団体改革プラン」に基づき確立した昇任・昇格制度を着実に実行し、固有職

員が高いモチベーションを持ち、意欲的に職務に取り組めるよう図った。具体例として、本年度協

会が初めて実施した管理職選考においては、実務的かつ個別具体的な課題解決考査を取り入れ

た採用選考を実施した。 

また昨今の金融資産の運用状況を鑑みて、基本財産を安全かつ効果的に運用できるための指

針として「公益財団法人大田区産業振興協会基本財産運用事務処理基準」を定めた。 

さらには、多角的な視点からの職員育成の一環としてメンター制度（試行）や職層を超えた職員

間での英会話研修など職員間のコミュニケーションを充実することで組織力の向上を目指し、平成

２６年度の事業展開や組織力強化へと繋げている。 
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１ 大田区の産業振興のための情報収集・発信に関する事業【定款第４条（１）関係】

①大田区産業振興普及事業 

【決算額 （補助）403,818円】 

（ア）総合事業案内冊子の配布 

（イ）産業情報冊子（大田区工業ガイド）の作成･配布（日本語版･英語版･中国語版） 

（ウ）視察対応 

国   内 １３団体 １８０人 

海   外 ９団体（１１か国） １７９人 

（エ）産業情報冊子の作成・配布 

 

② 大田ブランド発信事業 
【決算額 （自主）291,635 円 （国補助）324,270 円 （合計）615,905 円】 

平成１８年２月、大田工業連合会、東京商工会議所大田支部、大田区産業振興協会の３団体

で発足した「大田ブランド推進協議会」は９期目を迎え、以下の登録企業ＰＲ事業を実施した。 

（ア）大田ブランド推進協議会 登録企業 PR事業 

 

③ 産業情報誌の発行 

【決算額 （補助）4,331,317円】 

  区内製造業向けに業界動向や支援策の概要を周知するために隔月（奇数月）情報誌を発行。 

「テクノプラザ」 A4 判 各号 6,800部 年 6回発行 （5・7・9・11・1・3月号） 

④ 産業情報受発信事業 

【決算額（補助）14,935,561 円（自主）14,068,584 円（国補助）6,515,696 円（合計）35,519,841 円】 

 区内の産業振興のため新聞や情報誌により外部の情報を収集すると共に、区内企業の動向を

幅広く社会に発信した。 

産業情報の収集と提供 
・産業関連情報誌の購入：78 冊 ・寄贈：168冊  

・新聞購入：3紙 

区内中小企業の情報交換促進 ・区内中小企業の紹介動画を YouTube にて放映 

・PiO-TV 随時発信（http://www.pio-ota.jp/dv/） 

協会ホームページによる情報発信 ・随時発信（http://www.pio-ota.jp/） 

・年間アクセス件数：647,945件 

・年間閲覧ページ数（PV）：1,901,063 件 

大田区製造業ポータルの運営 ・登録企業数：1,707件（平成 26年 3 月末現在） 

（http://www.ota-tech.net/） 

交流会 1 回：平成 25年 11月 26日 

講演会 1 回：平成 25年 11月 26日 

展示会出展 ・第 17回Ｍ-ｔｅｃｈ機械要素技術展 

・産業交流展 2013（10月 30 日～11 月 1日） 

・東京国際航空宇宙産業展 2013（10月 2～4日）、他展示会 9 回 

広報活動 ・大田ブランド登録企業冊子の作成 ・ニュースの配信 

・ホームページへピックアップ企業の掲載 

http://www.ota-tech.net/
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下町ボブスレープロジェクトの支援 ・日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟との 2 号

機製作共同記者会見 

・おおた工業フェアなどでの実機展示 

・寄付の受領（9,772,449 円/平成 26年 3 月末現在） 

・寄付に基づく下町ボブスレー合同会社の活動経費に対す

る助成（10,000,000 円） 

・新事業分野への進出コーディネート及び事業の広報効果

測定を行い報告書作成（補正予算 5,694,000 円） 

 

 

２ 区内中小企業の経営支援に関する事業        【定款第４条（２）関係】 

①  中小企業情報化支援 
   【決算額 （補助）5,212,785 円 （自主）1,478,130 円 （合計）6,690,915 円】 

IT 導入支援セミナー 

初心者向けホームページ作成＆活用セミナー

（平成 25年 12 月 11日） 
受講者数：16名 

Google アナリティクス活用セミナー体験編

（平成 26年 3月 6 日） 
受講者数：10名 

Google アナリティクス活用セミナー活用編

（平成 26年 3月 13日） 
受講者数：13名 

デザイン相談 
ホームページ・カタログ作成支援サービス 

（毎週火・水・金実施 ※1区分 1時間 45分） 

新規利用者数：23社  

相談件数：305件 

 

②  事業承継・モノづくり技術継承事業 

【決算額 （補助）2,348,259 円】 

事業承継問題を抱える中小企業を対象に、公認会計士や中小企業診断士による個別相談

を実施した。また、技術継承を広く推し進めるために、継承のノウハウ等に係る最新情報

を提供するセミナーおよび技能継承講習会を開催した。 

 

（ア）事業承継セミナー  

実施日 テーマ・講師 参加数 

平成 25年 12月 18日 
「10年スパンで考える相続税・事業承継対策」 

講師：ミレニア総合会計事務所 代表 税理士 甲田 義典 氏 
13名 

平成 26年 2月 13日 

「最近の傾向と円滑にすすめるためのポイント」 

講師：東京中小企業投資育成株式会社 公認会計士 中野 威人 氏 

（第 18回おおた工業フェア併催） 

20名 
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（イ）技能継承セミナー 

実施日 テーマ・講師 参加数 

平成 26年 2月 14日 

「高い顧客価値を生む技能・技術者の育て方」 

講師：①戦略人材育成オフィス代表 中崎 博明 氏 

②㈱笹川製作所 代表取締役 笹川 典一 氏 

14名 

 

（ウ）公認会計士による個別相談件数 

相談件数  １4 件 

 

 

（エ）大田のモノづくり技能ライブラリ   

大田区の表彰制度「大田区ものづくり優秀技能者（大田の工匠 100 人）」受賞者の協力

を得て、加工作業など実際の現場を撮影し、次世代の技術者に伝承するための教材を作成

した。 

ＤＶＤ作成数  1人当たり約 5分の動画を 10人分作成し 1枚のＤＶＤに収録 

 

 

③ ビジネスサポートサービス 

【決算額 （補助）11,449,082 円（自主）793,592 円 （合計）12,242,674 円】 

（ア）支援協力者派遣 

中小企業や個人が抱える経営上の様々な課題に、専門家（支援協力者）を派遣する相談

事業を実施した。平成 25 年度は、国の「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等

支援補助金」申請をはじめとする各種補助金申請に関する相談が増加した。 

派遣回数 ５９７回 支援協力者登録数  ９６名 

 

 

（イ） 経営改善セミナー 

実施日 テーマ・講師 参加数 

平成 25年 12月 5日 
「現場定着！ 中小企業にとっての 5S・生産管理」 

講師：島コンサルティングオフィス 代表 島 秀樹 氏 
19名 

平成 26年 2月 13日 

「加工業がおさえるべき引合いが集まる Webサイトの秘訣とは」 

講師：株式会社コスモブレインズ  宮本 栄治 氏 

（第 18回おおた工業フェア併催） 

19名 

（ウ）経営塾 

   大田区中小企業の営業力向上、経営力強化を目的とした経営塾を開催した。 
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実施日 テーマ・講師 

平成 25年 9月 19日、

10 月 4 日、10 月 17

日、11 月 1 日の 4 日

間 

 

テーマ ：「№１戦略経営塾 知識（戦略）と工夫（実で顧客を

増やす！～少ない販売費用で多くのお客様に選ばれる方法」                

講 師 ：株式会社 NNA 代表取締役 佐藤 元相 氏 

 

④ 中小企業知的財産戦略支援 

 【決算額 （補助）186,830円】 

（ア） 知的財産総合相談事業  

特許相談件数  ４６件 

 

（イ）セミナー等啓発事業 

実施日 テーマ・講師 参加数 

平成 25年 11月 29日 

知的財産セミナー 

「中小企業の知的財産！そのリスクと活用」 

講師：ＴＭＩ総合法律事務所  弁護士  松山 智恵 氏 

               弁理士  澤井 光一 氏 

22 名 

平成 26 年 2 月 14日 

おおた工業フェア併催知財セミナー 

「企業経営に直結し、真に役立つ知的財産を取得する!!」 

講師：ＮＩＭ国際特許事務所  弁理士  三田 大智 氏 

   仁科特許事務所     弁理士  仁科 勝史 氏 
（第 18回おおた工業フェア併催） 

20 名 

⑤  環境配慮型経営への取組み支援 

   【決算額 （補助）1,075,960 円】 

（ア）セミナー等啓発事業 

実施日 テーマ・講師 参加数 

平成 25年 6月 20日 

大田区省エネルギー対策セミナー 

「経営に直結した省エネ対策で、企業価値の向上と利益拡大

を!!」 

講師：東京都地球温暖化防止活動推進センター 常慶 隆一 氏 

                         他３名 

74 名 

平成 26年 2月 13日 

中小企業のための環境経営導入セミナー 

「環境経営を実践して企業経営を盤石化する!!」 

講師：JEMAS 理事長 東京工業大学特任教授 

              小山 富士雄 氏 外２名 

 （第 18回おおた工業フェア併催） 

25 名 

平成 26年 2月 14日 

企業の発展を目指すためのＣＳＲ・ＣＳＶセミナー 

「企業としての社会的責任を果たし、社会との共通価値の創造を

図る!!」 

講師：JEMAS 理事長 東京工業大学特任教授 

               小山 富士雄 氏 外２名 

 （第 18回おおた工業フェア併催） 

34 名 
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（イ）エコアクション２１・エコステージ認証取得助成金の交付 

            助成金交付企業数 

エコアクション２１ 7社 

エコステージ 2社 

 

 

⑥  繁盛店創出事業 

    【決算額 （補助）3,482,116 円】 

（ア）小売店及びサービス事業者の抱える課題解決のため、店舗経営の専門家による経営相談 

及び改善提案を行うほか、店舗の改装や宣伝広告などに要する改善費用の一部を助成した。 

 

相談及び提案件数 店舗改善費用助成 

１５件 １０件 

（イ）あきない経営事例研究会       

実施日 テーマ・内容 参加数 

平成 26年 3 月 13日 

「羽田空港で学ぶ お店に効く！アイデアの発想法」 

・中小企業診断士 高田泰弘氏によるお店づくりのヒントにな

る発想法紹介 

・3-4 人のグループを組み羽田空港を見学。発想法を実践する 

・グループでの実践内容発表、高田氏による事例紹介 

１０名 

（ウ）商業情報誌の発行 

「あきｎｏｗ」発行 
Ａ４判 年１回 
（９，０００部） 

商店（個店）向けの情報誌を発行し、商店街

を中心に区内の店舗に配布した。 

 

 

⑦ 創業者支援事業 
    【決算額 （補助）15,898,918 円（自主）810,067 円 （合計）16,708,985 円】 

区内における新規創業者の定着、成長促進のため支援を実施した。 

創業相談窓口定期設置 相談件数 ３７件 

賃貸事業所賃料助成 １２社 

販路拡大支援助成 ９社 

 

ビジネスプランコンテスト 

 
申込件数 ５１件  表彰 １１件 

表彰名 プラン名 表彰企業等 

最優秀賞 
家族の帰宅を待つワクワク感を提
供するカエル家電 

増田 貴之 

優秀賞 
福祉×美容！外出できない高齢者
の方に笑顔をお届けする訪問美容
サービス 

㈱カラーズ 
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奨励賞 

自分史でみんな元気に マイ・ヒストリー 

「Find Sitter」～ベビーシッター
マッチングによる保育問題の解決
～ 

羽根田 里志 

つなぐ、つながる ラ・フェット 立花 舞 

協
賛
先
特
別
賞 

さわやか信用金庫

賞 

音を可視化し、空間を彩る小型照
明「Isle」の製造・販売 

ゼロバイゼロ 

ナムコ賞 
新しいお祝い文化「感歴」祝いの
創造と感歴プランナー育成による
地域雇用・活性化プラン 

㈱感歴プロジェクト 

日本工学院賞 先生評価サイト『センセイテン』 センセイテン 

城南信用金庫 
和のデザインをまとった家電・『和
家電』 

和家電 Projects 

共立信用組合賞 
アートで地域振興。ローカル文化
誌『街の手帖』 

コトノハ㈱ 

かわしん賞 
ソーシャルビジネスとしての｢訪
問理美容事業｣の展開 

㈱はーとびーと 

 

⑧ 工場表彰制度 

   【決算額 （補助）2,127,000 円 （自主）106,062 円 （合計）2,233,062 円】 

申込企業 12 社 

実地調査 平成 25年 9月 11日、12日、13日 

審 査 会 平成 25年 11月 6日 

認   定 

認定 12工場、うち表彰 6工場 

① 総合部門賞：4社 

・㈱西尾硝子鏡工業所 ・㈱西村製作所 ・㈱マテリアル ・睦化工㈱ 

②人に優しい部門賞：1社 

・電化皮膜工業㈱ 

③まちに優しい部門賞：1社 

・高輪ヂーゼル㈱ 

④認定工場：6社 

・㈱桂川精螺製作所 ・嵯峨電機工業㈱ ・㈱志村精機製作所 

・信和パーツ㈱ ・㈱タカハシ抜型製作所 ・富士セイラ㈱ 

表  彰 平成 26年 2 月 13日「第 18 回おおた工業フェア」にて認定・表彰 

累  計 206社（平成 26年 3月末現在） 

⑨  商店（飲食店）表彰制度 

【決算額 （補助）3,754,172 円 （自主）1,680円 （合計）3,755,852 円】 

申込企業 27 社 

実地調査 平成 25年 6 月下旬～8 月上旬 

審 査 会 平成 25年 8 月 7日 
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表  彰 

①表彰店舗：10 店舗 
・うなぎ 仙見 ・petit restaurant tomy ・山王 CAFÉ 
・レストラン アンドセジュール ・とんかつ 自然坊 ・コピラ 
・日本料理 佐とう ・うなぎ 藍の家亭 ・かみもっちうどん ・日本料理 和郷 

②審査会特別表彰店舗：5店舗 
・たか濱 ・洋食酒場 Nin忍 ・Jalisco ・美彩旬感 そそ ・親親一家人 

表 彰 式 平成 25年 10月 19 日「おおた商い・観光展」にて表彰 

３ 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業     【定款第４条（３）関係】 

① 受・発注相談 

【決算額 （補助）30,898,706 円 （自主）2,696,585 円 （合計）33,595,291 円】 

（ア）相談業務 

成立件数・金額 相談件数 巡回件数 

２３３件 受注 発注 
３６３件 

１１９，３７９千円 １８件 １，１３５件 

※（公財）東京都中小企業振興公社への企業登録 区内登録数(平成 26年３月末) ２，５３１社  

（イ）発注開拓 

発注開拓員及び担当職員による主に区外の大手優良企業への発注開拓 

訪問先 １０５件 

活動成果 
発注案件：１１件 

受注金額：43,002千円 

（ウ）受・発注商談会 

      
実施日 

参加企業 

（人数） 
商談件数 

第 1回 
第４７回モノづくり受発注商談会 in 大田 

平成 25年 10月 4日 

２５９社 

（４０３名） 
７９０件 

第 2回 
第４８回モノづくり受発注商談会 in大田 

平成 26年 2 月 14日 

２５０社 

（４０８名） 
７８０件 

（エ）誌上見本市 

掲載産業誌 掲載回数 掲載企業数 

工業製品情報誌「Product Navi」 １回 10 社 

（オ）おおた拡大ビジネスマッチングフェア 

実施事業名 来場者数、参加企業数、商談件数 

第３回研究・開発フェア 

出展者数    88団体 

来場者数   ３日（木）：707名 商談件数 2,847件 

４日（金）：964名 商談件数 2,921件 

合  計        1,671名       5,768件 
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国際取引商談会 in 大田 

参加企業数 46社 

 （発注側 17 団体、受注側 29社（うち大田区企業 24社）） 

商談件数  56件 

中小企業お役立ちセミナー 来場者数 162名（うち区内 53名） 

 

（カ）農工連携セミナー〔新規〕     

      実施日時 参加人数 

第 1回 5 月 16日（木）14:00～17:00 39名 

第 2回 7 月 11日（木）14:00～17:00 43名 

第 3回 9 月 12日（木）14:00～17:00 45名 

第 4回 11 月 28日（木）14:00～17:00 44名 

     

（キ）第 1回フード展示商談会 in大田（個別商談会＋交流・展示会の２部制）〔新規〕 

日時 平成 26年 2月 28日（金）14：30～18：30 

参加企業 42 社（大手食品バイヤー12 社、中小食品事業者 30 社） 

商談件数 個別商談件数 88件＋交流・展示会でのフリー商談 13 件 

 

 

②  海外取引相談 

【決算額（補助）16,228,926 円（自主）693,150 円（国補助）748,331円（合計）17,670,407 円】 

（ア）海外取引相談 

（ａ）海外取引相談（中国を除く） （ｂ）中国取引相談 

４１３件 ３６５件 

（イ）海外取引セミナー 

実施日 テーマ・講師 
参加 

人数 

平成 25年 4 月 5日 欧州経済セミナー 

「大田区モノづくり企業はＥＵを目指せ!」 

 講師： JETRO関東貿易情報センター 調査員 前田篤穂氏 

        日欧産業協力センター 副事務局長 ムラ氏 

４２名 

平成 25年 8 月 2日 中国経済セミナー 

「海外進出の目的とリスク」 

講師: パナソニックエクセルインターナショナル㈱ 

国際経営顧問 喜多 忠文 氏 

４１名 

平成 25年 10月 16 日 中国経済セミナー 

「リーマンショック後の中国経済」 

講師:みずほ銀行 中国営業推進部長 大門 栄城 氏 

６３名 
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平成 26年 2 月 13日 

アジア投資セミナー 

「ものづくり拠点を移さない海外進出とは」 

講師：㈱タンケンシールセーコウ 顧問 渡邊敏廣氏  

「アジア投資環境動向」 

講師：アセンダス日本代表事務所 代表 相川洋子 

３０名 

平成 26年 2 月 13日 欧州投資セミナー 

「欧州経済を牽引するドイツ・ＮＲＷ州」 

講師： ㈱NRWジャパン 代表取締役社長 Ｇ・ロエル氏 

３０名 

（ウ）外国語文書翻訳 

文書翻訳サービス ５７件 

 

（エ）中国（台湾含む）市場開拓及び産業交流 

（ａ）中国との産業交流 

交流日 相手先 内 容 

平成 25年 4 月 16日 上海中小企業発展服務ｾﾝﾀｰ 

職員 1名を派遣し、6月開催の「上海国

際中小企業精品展」、及び 9 月開催の「大

田区企業のプレゼン大会(上海)」に関す

る協力要請を行った。 

平成 25年 5 月 16日 台湾工業技術研究院（ITRI） 

BIOメディカル研究所長がテクノ FRONT

を視察し、入居企業や東京労災病院院長

と情報交換した 

平成 25年 5 月 24日 江蘇省南通市蘇通科技産業区 
同産業区職員が来訪。大田区企業の中国

展開支援に関する情報交換 

平成 25年 5 月 27日 台湾産業情報研究院 
同院職員が来訪し、企業間連携と産業支

援に関する意見交換を行った 

平成 25年 6月 4日～8

日 
上海市中小企業発展服務ｾﾝﾀｰ 

無料での出展を打診された「第 1 回中国

上海（国際）中小企業精品展示会」に出

展。協会ブースにて大田区の産業を紹介 

平成 25年 6 月 12日 
台湾(財)金属工業研究発展セ

ンター 

同センター職員３名が来訪。双方の企業

交流を促進するため情報交換 

平成 25年 7 月 24日 台湾工業技術研究院(ITRI) 
同院職員が来訪し、企業連携および産業

支援について意見交換した 

平成 25年 7 月 25日 三一重工有限公司 

中国最大の建機メーカーである三一重工

の日本支社を訪問し、大田区産業を PR

した。 

平成 25年 9 月 11日 上海市中小企業発展服務ｾﾝﾀｰ 

協会職員を現地に派遣し、同センターの

大会議室にて「大田区企業のプレゼン大

会」を開催。 

平成 25年 9 月 12日 
江蘇省常州市武進国家高新 

技術産業開発区 

協会職員が区内企業を引率し同開発区を

視察。投資環境を確認した 

平成 25年 9月 25～29

日 
台湾金属工業研究発展ｾﾝﾀｰ 

協会職員を現地に派遣し、同センターを

視察。協会主催の「おおた研究・開発フ

ェア」への会員企業出展を依頼した。 

平成 25年 10月 3日 台湾金属工業研究発展ｾﾝﾀｰ 
同センターの職員が来訪し、当協会が開

催する「研究・開発フェア」に出展した。 
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平成 25年 10月 22 日 
常州市武進国家高新技術産業

開発区 

同区の職員が来訪し、双方の産業支援策

や投資環境につき情報交換を行った 

平成 25年 11月 26 日 常州市江影臨港経済開発区 
同区の職員が来訪し、双方の産業支援策

や投資環境につき情報交換を行った 

平成 25年 12月 6日 
江蘇省張家港市東京駐在事務

所 

同所の職員が来訪し、双方の産業支援策

や投資環境につき情報交換を行った 

平成 26年 3月 4日～7

日 
台湾金属工業研究発展ｾﾝﾀｰ 

当協会職員を派遣し、中国市場展開に向

けた連携事業の可能性について協議 

平成 26年 3 月 28日 
台湾区電機電子工業同業公会 

（TEEMA） 

理事長を始め会員企業幹部の経営陣が

40 名来訪。区内企業 10 社がミニ展示会

方式で自動化技術を PRした 

（ｂ）中国市場勉強会 

開催数 
６回 

（原則２ケ月に 1回） 
参加区内企業 １５社（２０名） 

 

（オ）タイ市場開拓及び産業交流 

交流日 相手先 内 容 

平成 25年 5月 14日～

18 日 

タイ投資委員会、ＪＥＴＲＯ、 

ＡＭＡＴＡ社､カシコン銀行、 

泰日工業大学､現地会計事務

所､オオタ・テクノ・パーク入

居企業等 

タイ国際展示場で開催された中小企業総

合展(SUBCON-THAILAND)を視察した。併催

の商談会では大田区企業 7 社が計４０商

談を行い、３件が成約した。更に OTP や

連携機関に職員 2 名が区内企業を引率し

事業展開を支援 

平成 25年 6 月 21日 タイ投資委員会(ＢＯＩ) 

東京ビッグサイトで開催された機械要素

技術展のタイミングに合わせ、「タイ国

＆大田区中小企業商談会及び交流会」を

BOI と共同主催した(今年度で 4 回目)。

タイ側 20社と大田区側 9社が参加し、計

38 商談行った。積極的な企業交流が見ら

れ、業務連携に進展した企業もあった 

平成 25年 7 月 16日 

～20日 

弁護士事務所、ＪＥＴＲＯ、Ａ

ＭＡＴＡ社､カシコン銀行、現

地会計事務所､オオタテクノパ

ーク入居企業等 

職員 1 名が、区内企業 2 社を現地引率し

OTP 視察をはじめ連携機関等を訪問して

事業展開の支援を実施 

平成 25年 9 月 5日 

～7日 

タイ投資委員会、ＨＩＤＡ、Ｊ

ＥＴＲＯ、カシコン銀行 

職員１名が、区内企業１社を現地引率し

OTP 視察をはじめ連携機関等を訪問して

事業展開の支援を実施 

平成 25年 11月 22 日 タイ・サイエンスパーク 
協会幹部等 2 名が、現地研究機関を訪問

し同国の最新技術の状況を調査 

平成 26年 2 月 16日 

～19日 

ＡＭＡＴＡ社､会計事務所、冨

士 ENVIRO、ＪＥＴＲＯ、Bangkok 

Expo2014 

職員 1 名が、区内企業１社を現地引率し

BOI 申請書類の不備・不具合の案件を調

整。また展示会を視察。 

（カ）ＡＳＥＡＮ諸国の現地調査 

派遣日 国名 内容 

平成 25年 9 月 2日 

～5日 
ベトナム 

職員 2名を派遣し、ビンズン省におけるｵｵﾀ･ﾃｸ

ﾉ･ﾊﾟｰｸの FS 調査を実施 
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平成 26年 2 月 19日 

～26日 
インド 

職員 1 名を派遣し、現地の電機電子展示会、

JETRO,日系大手企業、工業団地等にて現地調査

を実施 

平成 26年 3 月 17日 

～22日 
インドネシア 

職員 1名を派遣し、大田区企業および JETRO等

産業支援機関及び企業を訪問し現地調査を実

施。また、開催中の展示会を視察 

 

（キ）諸外国との産業連携の構築 

交流日 国 名 内 容 

平成 25年 4 月 18日 韓国 
浦項市の幹部が来訪し、現地の市場性や投資環

境について説明を受けた 

平成 25年 5 月 13日 スイス 

ヴォー州の経済開発局長が来訪し、区内企業３

社を訪問後、区長と面談。産業連携に関する覚

書を当協会と取り交わした 

平成 25年 5 月 23日 ＥＵ 

日欧産業協力センターの事務局長が来訪。イン

ターネットを利用したビジネスマッチング事

業「EEN」に関する覚書を取り交わした 

平成 25年 6 月 11日 ドイツ 

ＮＲＷ州の東京事務所長と面談。同地の市場性

や投資環境、および出展する COMPAMED 展に関

する情報を入手 

平成 25年 7 月 10日 韓国 
KOTRA 職員と面談。全羅北道のセマングム産業

団地について情報を入手 

平成 25年 7 月 28日 

～8月 3日 
スイス 

協会職員 1名が区内企業 4社を引率しスイス・

ヴォー州を訪問。研究開発型の企業育成と市場

開拓のため、産業連携を推進するヴォー州政府

の支援により企業間交流を実施 

平成 25年 8 月 21日 韓国 
サムスン横浜研究所の研究員と面談し、光電子

技術や表面処理関連に関する需要を確認 

平成 25年 10月 18 日 ベトナム 
ベトナム共産党中央委員会事務局長ら約 30 名

が来訪。区内企業 2社への視察を引率 

平成 25年 10月 25 日 ベトナム 
ホーチミン市工業団地運営委員会がテクノコ

アを視察 

平成 25年 11月 13 日 アメリカ 

テキサス州のベアー郡およびサンアントニオ

市より 10 名来訪。同地の産業集積状況や投資

環境について区内企業同席の上、情報収集 

平成 25年 12月 6日 フランス 
モゼール州の日本担当部長が来訪。同地の投資

環境や市場性について情報入手 

平成 26年 1 月 31日 カナダ 

エドモントン開発局の職員が来訪。同地の投資

環境や市場性のほか、産業支援施策に関して情

報交換 

平成 26年 3 月 12日 アメリカ 

オレゴン州日本事務所長と面談。同州の投資環

境に関する情報を入手したほか、「おおた研究

開発フェア」への出展が決定 

 

③ 大田区加工技術展示商談会 

【決算額 （補助）9,596,206 円 （自主）1,569,236 円 （合計）11,165,442 円】 

開催日：平成 25年 6月 14日 10:00～17:00 
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参加社 来場者 商談件数 取引成立金額 

１００社 ２，１９３名 ４，４６９件 ７３，５６８千円 

④ 国内見本市への出展支援 

【決算額 （補助）22,065,628 円 （自主）4,764,350 円 （合計）26,829,978 円】 

展示会名 会期及び会場 成果 出展企業 

MEDTEC Japan 2013 
平成 25年 4 月 24日～25日 

2 日間 東京ビッグサイト 

引合 693 件 

成約見込 69 件 
５社 

第 17 回機械要素技術展 
平成 25年 6 月 19日～21日 

3 日間  東京ビッグサイト 

引合 1162 件 

成約見込 115件 
11 社 

北洋銀行ものづくり 

テクノフェア 2013 

平成 25年 7 月 24日 

1 日間  札幌コンベンション

センター 

引合 123 件 

成約見込 12 件 
３社 

危機管理産業展 2013 
平成 25年 10月 2日～4日 

3 日間  東京ビッグサイト 

引合 144 件 

成約見込 22 件 
３社 

SEMICON Japan2013 
平成 25年 12月 4日～6日 

3 日間  幕張メッセ 

引合 378 件 

成約見込 55 件 
３社 

第 6回次世代照明技術展 
平成 26年 1 月 15日～17日 

3 日間  東京ビッグサイト 

引合 256 件 

成約見込 53 件 
３社 

ASTEC2014 

第９回先端表面技術展・会議 

平成 26年 1月 29日～31日 

３日間 東京ビッグサイト 

引合 434 件 

成約見込134件 
５社 

中部ものづくり基盤技術展 
平成 26年 2 月 18日～19日 

２日間 吹上ホール 

引合 186 件 

成約見込 13 件 
５社 

建築・建材展 2014 
平成 26年 3月 4日～7日 

４日間 東京ビッグサイト 

引合 250 件 

成約見込96件 
３社 

⑤ 海外見本市への出展支援（併催：商談会、交流会及び視察） 

【決算額（補助）8,257,376 円（自主）4,448,074 円（国補助）8,325,500 円（合計）21,030,950 円】 

展示会名 会期及び会場 成果 参加企業 

日中ものづくり＠上海 2013 
平成 25年 9 月 11日～12日 

2 日間 上海世貿商城 

引合     156 件 

成約見込    22 件 
１３社 

台北国際発明＆テクノマート 

(無料招待) 

平成 25年 9 月 25日～29日

4 日間 台北世界貿易ｾﾝﾀｰ 

引合       108 件 

成約見込     5 件 
２社 

COMPAMED2013 
平成 25年 11月 20日～22日 

3 日間  ﾒｯｾ･ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ 

引合       112 件 

成約見込    21 件 
６社 

タイ・メタレックス２０１３ 

平成 25年 11月 20日～23日 

4 日間 ﾊﾞﾝｺｸ国際貿易展示

場 

展示会： 

引合  516件 

成約見込 88 件 

展示会:6 社 

商談会： 

大田区 13社 
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11月 21日(商談会＆交流

会：展示場内大会議室⇒視

察） 

商談会： 

商談  52件 

引合  4件 

タイ 15社 

交流会:100

名 OTP ﾊﾞｽ視

察：5社 28名 

日中ものづくり＠広東 2013 
平成 25年 11月 21日～23日 

2 日間 琶洲国際会展中心 

引合   75 件 

成約見込 16 件 
７社 

⑥ 自主企画展示会（産業フェア） 

【決算額 （補助）22,043,480 円 （自主）5,630,414 円 （合計）27,673,894 円】 

（ア）「おおた商い(AKINAI)・観光展 2013」 

～これ好き、これ見て、おおた自慢！～ 

会      期 出展者数 入場者数 

平成 25年 10月 19 日～20日 2 日間 １２８社（団体） ８，４６５人 

概 
 

要 

コ
ン
セ
プ
ト 

・大田区の観光産業および区内商店、商品を紹介。区内はもとより国内外の地域物

産や観光情報の交換により大田区の魅力を再発見する場として開催。 

・NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」放映、「下町ボブスレー」など、大田区に高

い関心が集まる中、「これ好き、これ見て、おおた自慢！」をサブタイトルとし、

大田区にある数々の魅力を「おおた自慢」と表現し、出展者・来場者が再発見で

きる展示会とすることを基本コンセプトとした。 

出
展
内
容 

・「自慢の味覚コーナー」「おしゃれコーナー」「匠の技コーナー」「にぎわいコ

ーナー」「がんばれ東日本応援コーナー」「『おおたから世界へ』コーナー」「ふ

るさとの味覚コーナー」「大田区商店街連合会」のエリアに分け、名品や伝統工

芸、現代の匠の技など、大田区の魅力を広く紹介。 

・東日本大震災で被災した、宮城県石巻市、岩手県、福島県及び茨城県の「自然の

恵み豊かな食品」などの展示即売を実施。 

集
客 

・下町ボブスレー1 号機の実機の展示 

・出展者による「お子さんと楽しめるワークショップ」の実施 

会
期
後
の 

売
上
増
策 

・売上アップを目指すセミナーを 2 回開催（平成 25 年 6 月 20 日開催「初めての売

上アップ広告宣伝チラシ作りセミナー」臼田克紀氏（15 名）・9 月 4 日開催「売

上げアップ！おおた商い観光展出展活用術」髙田泰弘氏（30名）） 

・いいね！グランプリ、地図入り出展ガイドなどの工夫を行った。 

19 

日 

表彰式 

・「おおたの逸品」認定表彰式（大田区商店街連合会） 

・「大田区飲食店表彰事業 OTA! いちおしグルメ」表彰式 

 （(公財)大田区産業振興協会） 

シネパラ蒲田 

～第 1回蒲田映画祭 

・映画上映（幕末太陽傳（18 日上映：75人）・競輪上人行状記（120

人））及びトークショー (出光真子氏ほか（40人）) 

(観光課･大田観光協会) 

「富士山」描写実演 銭湯背景画絵師 丸山清人氏 

まち歩きツアー 
ボランティアガイドと行くまち歩きツアー 

歴史探訪＆魅力発見！羽田さんぽ（大田観光協会：32人） 

シンポジウム 
おおたアーティスト・イン・レジデンス シンポジウム 

「モノづくり×アートへの挑戦」（50人） 
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ステージイベント ドラムスコーズ（ｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞﾊﾞﾝﾄﾞ）・Y&M Soul Factory（ゴスペル） 

20 

日 

表彰式 「いいね！グランプリ」（(公財)大田区産業振興協会） 

シネパラ蒲田 

～第 1回蒲田映画祭 

・映画上映（「エロ事師たち」より人類学入門（125人）） 

・東京ビデオフェスティバル優秀作品＆上映「記憶と記録」（93人） 

(観光課･大田観光協会) 

まち歩きツアー 
ボランティアガイドと行くまち歩きツアー（大田観光協会：10 人） 

小沢昭一さんの愛した映画のまち 蒲田ヒストリー 

ステージイベント 
・荏原流れ太鼓・花水木・T-PASSION（ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ）・Team 幻（よ

さこい）） 

両
日 

子どもたちの 

ポスター展覧会 

子どもたちのポスター展覧会～商店街通りの活用事業～ 

（大田区商店街振興組合連合会） 

お子さんと楽しめ

るワークショップ 

・家族で楽しむ磁石でコミュニケーション（58人） 

・たくさんの積木で遊ぼう（130 人） 

ﾃﾝﾄｽﾍﾟｰｽ出展 ①野菜果物②東京大田汐焼きそば③大田・花とみどりのまちづくり 

 

（イ）第 18回「おおた工業フェア」－高度技術・技能展－ 

     ～受け継がれる技術 こだわりの“匠”クオリティ。～ 

会      期 出展者数 入場者数 

平成 26年 2 月 13日～15日 3日間 １１３社(団体) ３，２６５人 

概 
要 

区内中小企業の取引促進・販売拡大、情報の交換と技術交流の推進を目的に開催。 

テ
ー
マ
展
示 

医療機関と工業関係者が連携して新しい発想の医療機器を開発する「医工連携」をテ

ーマ展示とし、大田区が進める医工連携支援事業と、実際に医工連携に取り組んでいる

病院、大学、区内その他の中小企業を紹介した。また、以下のような催事を通して医工

連携に関する大田区の先進的な取組みを内外に訴求した。 

13 日 医工連携をテーマとした基調講演の開催 

14 日 医療関連産業の連携に関わる協力関係構築調印式 

15 日 医工連携セミナー開催 

13 

日 

表
彰
式 

・第 25回大田区中小企業新製品・新技術コンクール表彰式 

・平成 25年度大田区優工場表彰式 

講
演 

基調講演「厚生労働省における医療機器産業政策と中小企業」（155人） 

厚生労働省医政局経済課医療機器政策室 室長 関野 秀人氏 

セ
ミ
ナ
ー 

第 25 回大田区中小企業新製品・新技術コンクール受賞企業ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 

加工技術セミナー～バリ取りを中心として～（51 人） 

 ①「ものづくりの基盤技術としてのバリ取り・エッジ仕上げ技術と今後の方向」 

  関西大学教授 北嶋弘一氏 

 ②「高速ミーリングによる面性状の最適化」芝浦工業大学教授 安齋正博氏 

 ③「バリ取り・研磨の自動化」㈱ｼﾞｰﾍﾞｯｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 代表取締役社長 住吉慶彦氏 

海外セミナー 

 ①「ものづくり拠点を移さない海外進出とは」（30人）  

  ㈱タンケンシールセーコウ 顧問 渡邊俊廣氏 

 ②「ヨーロッパ経済を牽引するドイツ－ドイツノルトライン・ヴェストファーレン

（NRW）州」（27人）㈱エヌ・アール・ダブリュージャパン (NRW 州経済振興公社日

本法人) 代表取締役社長 ゲオルグ・K・ロエル氏 
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ビジネスサポートセミナー「加工業がおさえるべき引合いが集まる Web サイトの秘訣

とは」（19人） ㈱コスモブレインズ Webディレクター 宮本栄治氏 

環境経営セミナー「環境経営を実践して企業経営を盤石化する!!」（25人） 

 JEMAS 理事長 東京工業大学特任教授 小山富士雄氏・技術士事務所「芦ヶ原環境ｴ

ﾈﾙｷﾞｰ開発企画」代表 芦ヶ原治之氏・富士通ｴﾌｱｲﾋﾟｰ㈱ 環境システム部課長・ｴｺ

ｽﾃｰｼﾞ主任評価員 伊藤泰志氏 

事業承継セミナー 中小企業の事業承継～「最近の傾向」と「円滑にすすめるための

ポイント」（20 人） 

 東京中小企業投資育成㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ部 公認会計士・税理士 中野威人氏 

中小企業のための BCP策定セミナー（20人） ﾆｭｰﾄﾝ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役社長 副

島一也氏・㈱ﾌﾙﾊｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表取締役 國廣愛彦氏 

14 

日 

併
催 

・第 48回モノづくり受発注商談会 in 大田 

・全日本製造業コマ大戦大田区場所 

・おおた少年少女発明クラブ作品展（2/14～2/15 ） 

セ 材料技術セミナー「ナノファイバー技術の現状と今後の展望」（28人） 

 東京工業大学 大学院理工学研究科 有機・高分子物質専攻 准教授 松本英俊氏 

ミ 

知的財産セミナー「企業経営に直結し、真に役立つ知的財産を取得する!! 

～大田区特許相談における相談例を踏まえて～」（20人）  

 弁理士 三田大智氏・弁理士 仁科勝史氏 

ナ 
技能継承セミナー「高い顧客価値を生む技能・技術者の育て方～人材から人財へ～」 

（14人）戦略人材育成ｵﾌｨｽ代表 中崎博明氏・㈱笹川製作所代表取締役 笹川典一氏 

ー 

CSR･CSV セミナー「企業としての社会的責任を果たし、社会との共通価値の創造を図

る!!～大手企業の事例も挙げて幅広く解説します～」（34人） 

 JEMAS理事長 東京工業大学特任教授 小山富士雄氏 

 JEMAS理事 ㈱KAZコンサルティング 代表取締役社長 鈴木和男氏 

 JEMAS副理事長 ㈲システム経営研究所 代表取締役 山科謙一氏 

15 

日 

併
催 

・大田工業ガイドツアー（16 人） 

・おおた少年少女発明クラブ作品展（2/14～2/15 ） 

講
演 

特別講演「創造的なツナガリの築きかた☆」（69 人） 

 znug design(ツナグデザイン)  代表 ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ､ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ 根津孝太氏 

セ
ミ
ナ
ー 

モノづくりのための健康講座～あなたの会社を支えるのは働く皆様の健康です(60 人) 

 ①鶴見大学歯学部 

  ア 「歯のホワイトニングについて」 保存修復学講座 助教 大森かをる氏 

  イ 「健康長寿につながる噛むこととは」ｸﾗｳﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ補綴学講座助教 井川知子氏 

 ②東京労災病院 脳神経外科「脳神経外科の最先端治療について」 

  脳神経外科部長 氏家弘氏 

 ③東京労災病院 勤労者予防医療センター「がんの治療と就労支援事業について」 

  職場復帰両立支援研究センター ビデオ上映 

４ 区内中小企業の人材の育成・確保の支援に関する事業 【定款第４条（４）関係】 

①  求人企業ガイド 

【決算額 （補助）1,548,284 円 （自主）1,677,375 円（合計）3,225,659 円】 

実 施 項 目 対象・内容 掲載社数・更新数等 

求人情報サイト「おしごとナビ大田区」 
（平成 26年 3月末現在） 

求人広告掲載企業 115社 

新規登録企業件数 23件 

企業取材（ＰＲ）・コラムの更新 企業ＰＲの取材 10回 
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コラムの更新 12回 

プレ就職見学ガイドツアー 
（平成26年 3月20日実施） 

訪問先大田区内企業 5 社 

参 加 求 職 者 9 名 

 

②  中小企業次世代ものづくり人材の育成事業 

【決算額  （補助）1,783,178 円 （自主）300,000 円 （合計）2,083,178 円】 

（ア）高等専門学校を活用した中小企業人材育成事業 

都立産業技術高等専門学校（高専）の教授陣と施設を活用し、中小企業の若手技術者育

成を目的として実施している。平成 18年～20 年度の間は、経済産業省の支援事業だった

が、平成 21年度は、その実績を踏まえて独自事業として継続し、翌平成 22年度から品川

区と連携して通所型の基礎講座を実施し、大田区独自で出張型の出前講座も展開している。 

 

概要 

項目 内容 

講座構成 
基礎講座６科目 

出前講座２科目 

合計講義実習時間 
１２４時間 

（総単位数 ６２単位 １単位２時間） 

受講者延人数 
１７６人 

（基礎講座 ８６人、出前講座 ９０人） 

実施期間 平成２５年８月～平成２６年３月 

 

講座科目別実績 

      
科 目 単位 

大田区 

参加企業（社） 

大田区 

受講者（人） 

基 礎 講 座 
(大田区・品川区) 

機械設計のための基礎 15 20 22 

工業材料の基礎 8 10 12 

加工と測定の基礎 8 10 12 

デジタルマニュファクチ

ャリング体験講座 
6 10 12 

電気回路の基礎 10 14 16 

シーケンス制御の基礎 10 11 12 

出前講座 
(大田区) 

QC サークル発表大会指導 2 1 80 

電気回路の基礎 4 1 10 
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（イ）おおた少年少女発明クラブ 

活 動 期 間 会  場 テ ー マ 
参加 

延べ人数 

平成 25年 4月 27日
～ 

平成 26年 3月 1日
（20回） 

大田区産学
連携施設 
多目的室 

「変身マルメロちゃんづくり」 
「踊るマルメロちゃんづくり」 
「電気回路基礎（LED、スイッチの取り付け）｣ 
「ピカピカツリーづくり」 
「キュートロボづくり(動くおもちゃづくり)」 
「キュートロボによる競技会」 
「㈱ＤＩＳＣＯ工場見学」 

６３２名 

③  若者と中小企業とのマッチング事業 

【決算額 （補助）4,004,222 円】 

大田区の中小企業の持続した発展の鍵となる次世代を担う後継者・若手人材の確保につ

いてイベント等を通じて推進した。 

実 施 日 イベント名 参加求職者数 

平成25年9月27日 

ヤングジョブクリエイション２０１３ 

「若者と中小企業とのマッチングフェア」 

参加企業：４０社 大展示ホール 

５１０名 

④  内職あっせん・相談事業 

  【決算額 （補助）5,721,285 円】 

項目 内容 回 数 等 

あっせん・相談 

状況  ＜別表Ｃ＞参照 

出張相談事業 
毎月（7、8、12月を除く）第２金曜日 

10:00～12:00 
ハローワーク大森「蒲田ワークプラザ」
(月村ビル 4階)内に専用ブースを借り 

内職相談者と面談 

年９回 

求人開拓 企業訪問 延５１社 

普及・啓発用印刷物の作成 
内職求人開拓用印刷物の作
成及び配布 

蒲田・大森・雪谷法人会 会報封入用 約８，１００枚 

大森青色申告会 相談会配布用・会報
封入用 

約６，０００枚 

大田区勤労者共済組合 会報｢ふれあ
い｣折込み用 年２回 

約３，２００枚 
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５ 区内中小企業の技術開発支援に関する事業      【定款第４条（５）関係】 

①  新製品・新技術コンクール 

【決算額 （補助）2,340,930 円 （自主）4,080円 （合計）2,345,010 円】 

応募件数 審査会 表 彰 

２３社 ２３点 
平成25年10月10日 

平成25年 10月24日 

最優秀賞１点 優秀賞２点 奨励賞３点 その他各賞３点 

平成 26年 2 月 13日第 18回おおた工業フェアにて表彰 

 

表彰企業一覧 

最優秀賞 株式会社イシザキ 
地上設置式フートバルブ 

【スモレンスキグランドフートバルブ】 

優 秀 賞 
ＪＰＮ株式会社 

ＥＣバルブ 

（油圧シリンダクッション外部調整バルブ） 

アルタン株式会社 アルタンノロエース 

奨 励 賞 

ケーエスエス株式会社 

超コンパクト複合（直動-回転-吸着） 

アクチュエータ 

～ddAシリーズV-Z-θアクチュエータ～ 

株式会社ランドクラフト 
液状化調査に対応した簡易で新しい 

地盤調査技術 

株式会社リプス・ワークス 
ピ コ 秒 レ ー ザ ー 加 工 技 術 と 装 置

（PiCooLs） 

おおた ECO推進賞 
トキ・コーポレーション 

株式会社 

白熱灯の雰囲気を追い求めたＬＥＤ 

ランプ「AVLED-KC」 

おおたネットワーク賞 

株式会社マテリアル(下町

ボブスレーネットワーク

プロジェクト推進委員会) 

下町ボブスレー 

テク乃ちゃんイチ押し賞 

株式会社平川製作所 

佐々木発條株式会社 

大田ｹﾞｰﾄｳｪｲ株式会社 

船上さかな体重計 

②  研究開発マッチング事業 

【決算額 （補助）10,890,693 円 （自主）1,656,865 円 （合計）12,547,558 円】 

 

項目 対象・内容目的等 
参加社数・ 

発行部数等 

参加大田区企業 会員企業    １３４社  

大田区研究開発型企業ガ

イド２０１３（冊子） 
各種展示会等で情報発信  ３，０００部  

大学や企業研究機関から

の技術相談 
当協会に直接研究開発ニーズが持ち込まれた案件    １１５件  
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会員企業と共同した展示

会への出展 
研究・技術開発者に対するＰＲ   １４展示会  

会員企業への情報発信 

大手企業とのマッチング事業、協会や国・区が行う 
事業紹介などをメールマガジンとして会員企業に 
情報発信 

    ６０回  

大手企業との技術マッチ

ング会 

区内中小企業と大手企業との技術マッチング会 
マッチング機会の増大 

     ５回  

中小企業お役立ちセミナ

ーの開催 

おおた拡大ビジネスマッチングフェアにおいて、中小
企業向けのセミナーを開催 

参加者１６２名 

③  新事業活動助成 

【決算額 （補助）2,871,000 円 （自主）27,000円 （合計）2,898,000 円】 

項目 内容 対象グループ数・参加回数 

新事業連携活動助成 

中小企業が連携して 
実施する新事業活動に 
対する助成事業 
（活動経費の一部を助成） 

８企業グループ 

①NARA Nanotechnology 

②散水制御システム開発ワーキンググループ 

③新規化粧品開発グループ 

④ロボティクスチャレンジ 

⑤下町樹脂加工研究会 

⑥ＧＨＤ計画 

⑦イリスキエンティア＆スカイネット 

⑧食肉加工省力化装置開発プロジェクト 

大田区異業種交流グルー

プ連絡会 
理事会に参加 年４回 

 

④ 産学公連携推進事業 

【決算額 （補助）6,591,053 円 （自主）1,358,004 円 （合計）7,949,057 円】 

（ア）情報発信 メルマガ発行・産学連携ホームページの運営 

項目 発信回数 

ニューズレターの配信 産学連携情報を年間１３回発信 

産学連携ホームページ 随時発信（http://www.pio-ota.jp/sangaku/） 

 

（イ）産学連携コーディネーターによる相談業務の実施 

項目 相談件数 

企業と大学のコーディネート業務、情報提供等 ７３０件 

 

（ウ）セミナーの開催 

（ａ）東京工業大学技術交流セミナー  平成 25年４月１日～平成 26年３月 31日 
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 開催日 テーマ及び講師 参加数 

第 73 回 平成 25年 7 月 30日 

 

東京工業大学 大学院理工学研究科 機械物理工学専攻  

大竹尚登 教授 

『 すぐに使える DLC コーティング －その特徴と応用展開

の動向－ 』 

26名 

第 74 回 平成 25年 9 月 20日 東京工業大学 精密工学研究所 初澤 毅 教授 

『 バイオテクノロジーと精密加工のかかわり 』 
31名 

第 75 回 平成 25年 11月 29 日 

 

東京工業大学 大学院理工学研究科 波多野睦子教授 

『スマートグリッドを支えるパワーデバイスの次世代技術』 
20名 

第 76 回 平成 26年 1 月 31日 

 

東京工業大学 大学院理工学研究所 津島将司 准教授 

『次世代電池の研究開発に求められる「ものづくり」』 
20名 

 

（ｂ）東京工業大学 モータ技術・市場用途研究会 

 開催日 テーマ及び講師 参加数 

第 1回 平成 25年 10月 11 日 

 

東京工業大学 大学院理工学研究科 電気電子専攻 

千葉 明 教授 

『ベアリングレスモータ、およびハイブリッド自動車スイッ

チドリラクタンスモータの研究開発』 

5名 
第 2回 平成 25年 11月 8日 

 

（ｃ）切削・研削研究会  

 開催日 テーマ及び講師 参加数 

第80回 平成25年4月19日 
【強アルカリイオン水による加工と工程集約工具】 

山田マシンツール㈱機工営業部東北出張所 佐藤貴之氏 
20名 

第81回 平成25年5月15日 
【今後取り上げるべきテーマについての意見交換】 

横浜国立大学機械システム工学 教授・高木純一郎先生 
15名 

第82回 平成25年6月18日 
【切削用冶具について】 (株)イマオコーポレーション 

南関東テクニカルセンター 所長 古田 学氏 
24名 

第83回 平成25年7月23日 
【機械の静的精度測定】  

(株)牧野技術サービス 顧問 倉澤 寛氏 
21名 

第84回 平成25年9月13日 
【切削・研削用洗浄剤についての意見交換】 

横浜国立大学 機械システム工学 教授・高木純一郎氏 
21名 

第85回 平成25年10月18日 
【3Dプリンターの最近の動向と将来の可能性について】 

マテリアライズジャパン㈱ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｼﾞｬｰ 小林貞人氏 
16名 

第86回 平成25年11月19日 
【洗浄剤の種類と特性】 

アクア化学㈱ 油・化成１課 課長 佐々木正也氏 
12名 

第87回 平成25年12月12日 
【超音波振動切削装置について】 

多賀電気(株) 取締役開発部長 浜田晴司氏 
15名 

第88回 平成26年1月14日 
【高能率加工に関する情報交換】  

横浜国立大学 機械システム工学 教授・高木純一郎氏 
14名 

第89回 平成26年2月26日 
【高能率加工について】 エムーゲ・フランケン(株) 

東日本地区ｾｰﾙｽ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 為谷和弘氏 
22名 

第90回 平成26年3月19日 
【都市型ものづくりとﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽの展開】 

栄商金属(株) 代表取締役 佐山行宏氏 
19名 
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（ｄ）マイクロテクスチャ研究会  

開催日時 テーマ及び講師 参加数 

平成 25年 4 月 23日 
「工具鋼の高密度プラズマ窒化とその応用展開」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦氏  
9 名 

平成 25年 6 月 4日 
「新しい材料デザインⅠ（負のポアソン比を持つ材料）」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦氏 
8 名 

平成 25年 7 月 2日 
「新しい材料デザインⅡ（負のポアソン比を持つ材料）」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦 氏 
7 名 

平成 25年 8 月 7日 

「Auxetic Materials の特徴とその応用事例」 

「高密度酸素プラズマエッチングによるマクロテクスチャ金

型の創成とそのマイクロエンボス成形への展開」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦氏 

6 名 

平成 25年 9 月 24日 
「Auxetic Materials について その 2」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦氏 
6 名 

平成 25年 11月 5日 
「ﾒｶﾆｶﾙｸﾘﾝﾁﾝｸﾞへのマイクロテクスチャ技術の展開」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦氏 
7 名 

平成 25年 12月 27 日 
「プラズマ窒化による表面改質 その１」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦氏 
７名 

平成 26年 2 月 4日 
「プラズマ窒化による表面改質 その２」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦 氏 
７名 

平成 26年 3 月 7日 
「マイクロテクスチャによる接合強度向上化」 

講師：芝浦工業大学 デザイン工学部 教授 相澤 龍彦 氏 
7 名 

（エ）学会連携活動支援 

学会の発表会・交流会等を共同企画し大田区企業との連携を図る。 

平成25年7月25日 

学会名：（社）砥粒加工学会  第１回技術交流会 

「難削材の高品位・高効率加工」 

概 要：オグラ宝石精機工業㈱講演ほか 

平成25年12月13日 

学会名：（社）砥粒加工学会  第１回技術交流会 

「噴射・投射加工について語ろう」 

概 要：新東工業㈱ 講演ほか 

平成26年3月7日 

学会名：（社）砥粒加工学会 先進テクノフェア（ＡＴＦ２０１４） 

「これからの日本のものづくりを牽引する技術」 

概 要：講演『蚊を模したマイクロニードルの加工』は区内企業連携案件 

⑤ 医工連携推進事業  

【決算額 （補助）4,810,121 円 （自主）758,102 円 （合計）5,568,223 円】 

医工連携支援拠点として「大田区医工連携支援センター」を平成 24年 11月 1日に

大田区大森南四丁目工場アパート「テクノＦＲＯＮＴ森ヶ崎」内に開設した。医療現

場のニーズと区内製造業の高度な加工技術を結びつけ、新しい医療機器・器具の開発

を進める。 

コーディネート中の医工連携案件 ６４件（平成２５年度末現在） 
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（ア）医工連携に関する支援事業 

  医工連携に関する支援事業 

開催日時 テーマ及び講師 参加数 

平成25年6月14日 

第１回 医療に活かせ！大田区のものづくりツアー 

－大田区製造業と医療機器関係企業とのマッチングにつ

いて－ 

11 社 

22 人 

平成25年7月16日 

医工連携シンポジウム 

大田区企業ネットワークによる医工連携 

―自社技術を活かす医療機器分野へのチャレンジ！！― 

104名 

平成25年10月3日 

「無理なく円滑な医療機器産業への参入に向けて」 

講師：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社  

政策研究事業本部 主任研究員 柏野 聡彦 氏 
45 名 

平成26年2月14日 
文京区と大田区、商工組合日本医療機器協会と当協会によ

る医療関連産業の連携に関わる協力関係構築の調印 
 

 

（イ）第 10回大田区産学連携道場(鶴見大学編) 

開催日時 テーマ及び講師 参加数 

平成26年2月19日 

司会・進行：口腔解剖学教授 下田信治氏 

「口腔衛生の維持と指導に用いる医療機器」 

歯内療法学助教 吉田拓正氏 

「むし歯の治療の最前線」保存修復学教授 桃井保子氏 

19 名 

平成26年2月25日 

司会・進行：口腔解剖学教授 下田信治氏 

「歯の根の治療に使う器材、器具」 

歯内療法学教授 細矢哲康氏 

「入れ歯のい・ろ・は」 有床義歯学講師 佐藤洋平氏 

16 名 

平成26年2月28日 

司会・進行：口腔解剖学教授 下田信治氏 

「口腔顎顔面外科領域で使用する手術器具」 

口腔外科学助教 新井剛氏 

「デジタル・デンティストリー」 

クラウンブリッジ補綴学教授 小川匠氏 

20 名 

⑥  認定支援事業 

平成 26年 2月 24日、関東財務局及び関東経済産業局より経営革新等支援機関（認

定支援機関）として経営革新等支援業務を行う者と認定された。 

 

⑦  産学連携研究開発支援事業 

【決算額 （自主）2,056,868 円】 

大田区より改修済みの建物を無償借り受けし、産学連携の共同研究開発の場として活用。 
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６ 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業       【定款第４条（６）関係】 

① 運営費 

【決算額 （補助）2,766,972 円 （自主）5,650,189 円 （合計）8,417,161 円】 

（ア）勤労者共済事業の周知 

大田区勤労共済会報「ふれあい」の発行 

発行回数 発行部数 

年１０回 各号４，４００部 

 

（イ）会員管理と事業参加・給付状況把握及び加入促進 

勤労者共済会の募集パンフレットを活用した加入促進員による個別訪問・加入促進キ

ャンペーンの継続実施中。 

共済会員入会推移 

 平成 23年 3 月末 

（平成 22年度） 

平成 24年 3 月末 

（平成 23年度） 

平成 25年 3 月末 

（平成 24年度） 

平成 26年 3 月末 

（平成 25年度） 

事 業 所 （社） 

(前年度対比) 

１，５４９ 

（＋９） 

１， ５７０ 

（＋２０） 

１，５９９ 

（＋２９） 

１，６０４ 

（＋５） 

会   員 （人） 

(前年度対比) 

４，１９４ 

（－４８） 

４，０７６ 

（－１１８） 

４，１４２ 

（＋６６） 

４，１７３ 

（＋３１） 

②  福利厚生事業 

【決算額 （自主）34,480,354 円】 

（ア）健康の維持増進に関する事業 

区営スポーツセンター 割引利用券あっせん      ３５セット（３８５枚） 

公衆浴場入浴券 割引利用券あっせん        １，４８６セット 

人間ドック・ミニドック 割引利用あっせん               ７２件 

（イ）レクリエーション事業  

主催バスツアー  ４回 

 実  施  日  テーマ 場所 参加者 

第 1回 平成 25年 6 月 15日 メロン狩りバスツアー 茨城県鉾田市 ８３名 

第 2回 平成 25年 10月 12 日 千葉県 1 日満喫バスツアー 千葉県鴨川市 ８４名 

第 3回 平成 25年 12月 21 日 みかん狩りバスツアー 静岡県沼津市 ８１名 

第 4回 平成 26年 3 月 16日 いちご狩りバスツアー 静岡県伊豆の国市 ８３名 

（ウ）指定宿泊施設の利用 

指定宿泊施設の利用 ライフサポート倶楽部 ４１４人 
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（エ）宿泊施設利用補助 

宿泊費助成 1 泊\3,000/1 会員 ２０６人 

（オ）契約施設等の利用 

（ａ）施設の利用補助 としまえん法人会員券          ６０９枚 

東京ディズニーリゾート特別利用券  ２，８１１枚 

レジャー施設利用補助券       ２，９１７枚 

文化振興協会割引券           １３６枚 

契約施設等の利用補助券         ７７５枚 

（ｂ）指定店 区内店舗・デパート等         ５５店舗 

（カ）各種のチケット割引あっせん 

プロ野球・サッカー・大相撲 

映画券 

演劇鑑賞・コンサート・美術展 

プリペイドカード(クオ･図書) 

食事券・ジェフグルメカード 

娯楽施設等利用券 

 ２２１枚 

 ４，４７３枚 

 ８４５枚 

 ５８０枚 

 ２，１０３枚 

          １，６９７枚 

③ 給付事業 

【決算額 （自主）10,529,950 円】 

（ア）共済会員に対しての「祝金」「見舞金」「弔慰金」の給付 

祝 金 ３８７件 

  計 ５５９件 見 舞 金 ９４件 

弔 慰 金 ７８件  

（イ）継続会員記念品（５年継続、１０年毎継続）の贈呈 

 ５年継続 ２３７件 

  計 ３６９件 １０年継続 ６９件 

２０年継続 ６３件  

 

 

７ 上記事業に関連を有する範囲において区、都、国又はその他の機関等から受託す

る事業【定款第４条（７）関係】 

① 産業プラザ展示ホール等の管理運営 

      【決算額 （利用料金）226,862,516 円】 

産業プラザの展示ホールや会議室について効率的な管理運営を行い、施設利用者・利用

率の増加を図るため、備品や照明・ＡＶ機器等の更新を行い、使いやすさの向上を図った。

また、京急品川駅に広告看板を掲出し、新規利用者の獲得を推進した。 

・産業プラザ施設利用状況  ＜別表Ａ＞ 

・施設利用収入状況： ２４２，８７７，５９５円 ＜別表Ｂ＞ 
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②  創業支援施設等の管理運営 

  【決算額 （受託）25,050,990 円】 

区の指定管理者として施設の管理運営を行うとともに、入居企業が自立した企業活動を

営めるようインキュベーションマネージャーによる指導、支援を実施した。 

施設名 入居者・退去者数等（平成25年度末） その他 

創業支援施設 
入居 24 件・退出:10 件・使用開始:16 件

（シェアードオフィス含む）  

入居者向け経営セミナー開催 

：3回 

新産業創造支援施設 入居 2件・退出:なし 使用開始:なし  

産学連携施設 
入居 13件・退出: 5件 使用開始: 2件

（スモールオフィス含む） 
 

 

③施設貸与に伴う付加サービス 

      【決算額 （自主）3,859,345 円】 

イベントサポート事業者ガイド・看板作成サービス・利用者用コピー・インターネット

回線接続・催事ごみ処理サービス等の施設利用サービスを実施。 

④ 産業プラザ施設維持の管理運営 

  【決算額 （受託）223,158,331 円】 

産業プラザの利用者に安全で快適な施設サービスを提供するために、設備の保守点検・

施設清掃及び施設内警備を実施し、施設の良好な維持管理に努めた。 

大田区産業プラザ長期修繕計画（第 1期 4 年目）に基づく工事  

施設名 回期 

空冷ヒートポンプ改修工事 ４期 

空調自動制御改修工事 ４期 

大展示ホール照明オートリフター更新工事 3期 

空調自動制御改修は、１１月から２月かけての夜間工事により利用者等への影響を極力

抑え実施することができた。 

 

平成２５年度 産業プラザ施設利用状況 ＜別表Ａ＞ 

（１）展示ホール 

施 設 名 

前  半（５時間） 

9:00～14:00 

後  半 （５時間） 

14:00～19:00 
利用者数 

貸出可能数 利 用 数 貸出可能数 利 用 数 

利 用 率 利 用 率 

大展示ホール 
347 236 347 261 

314,307 
68.0% 75.2% 

小展示ホール 
347 195 347 223 

147,035 
56.2% 64.3% 

 
 合  計 461,342 
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（２）コンベンションホール・会議室他 

施 設 名 

午    前 午    後 夜    間 

利用者数 貸出可能数 利 用 数 貸出可能数 利 用 数 貸出可能数 利 用 数 

利 用 率  利 用 率 利 用 率 

コンベンショ 

ンホール 

347 276 347 307 347 253 
167,846 

79.5% 88.5% 72.9% 

Ａ会議室 
347 326 347 327 347 223 

20,073 
93.9% 94.2% 64.3% 

Ｂ会議室 
347 325 347 332 347 192 

21,450 
93.7% 95.7% 55.3% 

Ｃ会議室 
347 279 347 311 347 170 

18,193 
80.4% 89.6% 49.0% 

Ｄ会議室 
347 300 347 320 347 186 

29,007 
86.5% 92.2% 53.6% 

Ｅ会議室 
347 284 347 312 347 201 

11,684 
81.8% 89.9% 57.9% 

Ｆ会議室 
347 308 347 333 347 236 

9,192 
88.8% 96.0% 68.0% 

G 会議室 
347 288 347 322 347 209 

9,315 
83.0% 92.8% 60.2% 

特別会議室 
347 224 347 289 347 155 

28,557 
64.6% 83.3% 44.7% 

和  室 
347 250 347 283 347 216 

12,222 
72.0% 81.6% 62.2% 

 
 合  計 328,259 

施設利用収入状況 ＜別表Ｂ＞ 

内職あっせん・相談事業 ＜別表Ｃ＞ 

 求職状況 求人状況 あっせん状況 

  新規人数 再来人数 計 事業所数 人数 事業所数 人数 

２５年４月 ４８ ５ ５３ １５ ５３ ２９ ５２ 

５月 ８２ １０ ９２ １８ ３７ ２２ ３８ 

６月 ４４ ８ ５２ １０ ２４ ２１ ２４ 

７月 ２６ ２ ２８ １４ ２４ ２０ ２８ 

８月 １４ ４ １８ １７ ４４ ２５ ４２ 

９月 ６３ ３ ６６ ２０ ４６ ２６ ４６ 

１０月 ３０ １ ３１ １６ ４３ ２９ ５０ 

１１月 ２８ １ ２９ １６ ３３ ２５ ４０ 

利用料金収入  ２４２，８７７，５９５円  

内  訳 

・施設利用料： 

・前年度収納分： 

・駐車場利用料： 

１６５，０４０，２５７円 

６９，８４６，４２８円 

７，９９０，９１０円 
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１２月 １２ ６ １８ １４ ５１ ２１ ４９ 

２６年１月 ３６ ９ ４５ １２ ３３ ２３ ３５ 

２月 ２３ ４ ２７ １２ ２６ ２２ ３０ 

３月 ５１ ５ ５６ １７ ３５ ２４ ３７ 

合 計 ４５７ ５８ ５１５ １８１ ４４９ ２８７ ４７１ 

 

◆理事会・評議員会 

●理事会 
公益財団法人大田区産業振興協会定款第３４条第１項に基づき、理事長が招集した理事

会は次のとおりであり、各々承認を得た。 

第 1回 

平成 25年 5 月 17日 
出席理事    7 名 
欠席理事   0 名 
同席監事   2 名 

・平成 24年度事業報告について 
・平成 24年度決算について 
・定時評議員会の開催について 

 

第 2回 

平成 25年 5 月 31日 
出席理事     7 名 
欠席理事   0 名 
同席監事    2 名 

・理事長、副理事長の選任について 
・平成 25年度第１次補正予算について 
・評議員選定委員（外部委員）の選任について 

第 3回 

平成 25年 10月 7日 
 出席理事   7名 
 欠席理事   0名 
 同席監事   2名 

・基本財産の運用について 
・平成 25年度第 2 次補正予算について 
・公益財団法人大田区産業振興協会の規程改正の件 
  就業規則、職員の給与等に関する規程、契約職員規程、契

約職員の給与等に関する規程、非常勤職員規程、職員の育
児・介護に伴う休業等に関する規程、職員の研修に関する
規程 

第４回 

平成 26年 3 月 28日 
 出席理事   7名 
 欠席理事   0名 
 同席理事   2名 

・平成 25年度第 3 次補正予算について 
・平成 26年度事業戦略・事業計画について 
・平成 26年度収支予算について 
・基本財産運用事務処理基準の策定について 
・事務局長の承認について 
・評議員選定委員（外部委員）の選任について 
・公益財団法人大田区産業振興協会の規程改正について 
  就業規則、職員の給与等に関する規程、契約職員規程、職

員の育児・介護に伴う休業等に関する規程、勤労者共済事
業実施規程、勤労者共済事業給付金等準備積立資産規程 

・臨時評議員会の開催について 

公益財団法人大田区産業振興協会定款第３７条に基づき、決議を行った理事会は次のと

おりである。 

第 1回 

決議のあった日 
 平成 25年 6月 27日 
 同意した理事 7 名 
  同意した監事 2 名 

・常勤役員の報酬額の改正を議題とする臨時評議員会の開催 
について 
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第 2回 

決議のあった日 
 平成 25年 12 月 20日 
 同意した理事 7 名 
 同意した監事 2名 

・公益財団法人大田区産業振興協会規程改正について 
職員の給与等に関する規程、就業規則第 11条第 3項の規定

により採用された職員の給与等に関する規程、就業規則第 
19条第 2項の規定により嘱託員として再雇用された職員の服
務及び給与等に関する規程、契約職員の給与等に関する規程 

・常勤役員の報酬額の改正を議題とする臨時評議員会の開催 
について 

●評議員会 

公益財団法人大田区産業振興協会定款第１８条第１項に基づき、理事長が招集した評議

員会は次のとおりであり、各々承認を得た。 

第 1回 

平成 25年 5 月 31日 
出席評議員   7 名 
欠席評議員  0 名 
同席監事   2 名 

・役員（理事・監事）の選任について 
・平成 24年度事業報告について 
・平成 24年度決算について 
 

公益財団法人大田区産業振興協会定款第２１条に基づき、決議を行った評議員会は次の

とおりである。 

第 1回 

決議のあった日 
平成 25年 7 月 3日 

 同意した評議員 7名 

・常勤役員の報酬額の改正について 
 

第２回 

決議のあった日 
平成 25年 12月 26 日 
 同意した評議員 7 名 

・常勤役員の報酬額の改正について 

 

 

●評議員選定委員会 

第 1回 

平成 25年 4 月 17日 
出席委員   5 名 
欠席委員   0 名 

・評議員の選任 
 

第２回 

平成 25年 6 月 18日 
 出席委員   5名 
 欠席委員   0名 

・評議員の選任 
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公益財団法人大田区産業振興協会 

管理・勤労共済グループ  管理チーム  03-3733-6466 


