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今年は韓国・ピョンチャン五輪にいよいよ下町ボブスレーが挑戦します。東京2020オリンピック・
パラリンピックに向け、車いすバスケットボールの車いす開発にもチャレンジしています。羽田空港
跡地開発も一つの契機として、諸先輩が築き上げた高度な技術力への信頼に加え若い世代の挑戦
が加わり、大田区のものづくりが世界の耳目を集め続けると確信しています。
大田区産業振興協会は、区内企業のみなさまとともに、地域産業の発展に一層寄与していきたい
と決意を新たにしています。本年もご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
平成30年元旦

公益財団法人 大田区産業振興協会
理事長

下町ボブスレーが、夢の実現まであと一歩に迫って
います。韓国・ピョンチャン五輪を目指し、
ジャマイカチーム
と下町ボブスレー10号機は昨年秋から世界を転戦。
11月
の北米カップで銀メダルを獲得するなど、五輪出場資格

の獲得に必要なポイントを順調に蓄積しています。
下町

幸田 昭一

下町ボブスレー

未来への挑戦

ボブスレーは世界で戦えるソリをいかに開発し、
これから

大田区ものづくり の﹁いま﹂と行政の各種 支 援事業 の ご 案 内を
よりビジュアルに面白くお伝えします︒ぜ ひご一 読 くだ さ い ︒

あけましておめでとうございます。

の大田区ものづくりにどんな効果をもたらすのか。
プロジェクトの中心メンバーに伺いました。
コチラから
お開きください
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ゼネラルマネージャー

委員長

副委員長

舟久保 利和さん

細貝 淳一さん

國廣 愛彦さん

西村 修さん

巻頭
特集

新春座談会

下町ボブスレーというコミュニティ
司会 プロジェクト開始から6年、最新の10号機は国際

有 意義な提案をしてくれる企業や人が周りに増えた

大会でメダルを取れるところまできました。
ソリが速く

ことも大きいですね。

なった要因は？

細貝

西村

しか 出て来なかった状況から、誰もが自分のアイデア

今までも一生懸命、
部品を作ってきましたが、
ジャ

コミュニティができました ね 。言 わ れ た もの

マイカ採用決定後の6号機くらいから、
五輪を目指してさら

を出せる環境をみんなで作り上げてきました。

に精魂込めていますね。選手のソリへの愛着や要望に

西村

応えて、
大田のものづくりが形になっているように思います。

聞けますからね。

細貝

舟久保

技術面では、一体削り出し部品による軽量化で

専門分野については自然にその道の専門家に
私はそのコミュニティを利用して、当社の生産

重量バランスをベストにしたこと、
ゴムの構造を変えて

管理部長を西村さんのところに3か月出向させました。

振動を吸収したこと、
シャフトに傾きを持たせてコーナ

西村さんがハンドリングに長けていることを聞いて、

リング性能を上げたことなどの積み重ねで速くなりま

いろいろな手法を学ぶことが大事と思いました。仕事に

した。4 号機から町工場が設計開発に直接関わるよう

ついても相談できるようになりました。
相互に良かったな

になったことが良かったと思います。

と言ってもらえるような関係になっていきたいですね。

國廣

西村

本業でも設計からの仕事は増えています。
これ

下町ボブスレーをきっかけに、大田区の工業に

からは、全体を見てソフト、ハード共に設計できる体制

興味を持って問い合わせてくる方が増えたと実感して

を作っていきたいと考えています。下町ボブスレーを

います。
ウチじゃなくても、
どこか仲間ができるだろうと

作っていく過 程で設 計 開 発に 関 わったことに 加え、

いう感じですね。

会社や人、
社会との関わり方の大切さを学ぶ
司会

下町ボブスレーは、若者の新規採用や社員の

モチベーションなど
「人」の面でも効果がありますか？
國廣

求人活動の際、ハローワークで下町ボブスレー

のポスターを貼ったら、大勢並んだということがあり
ました。認知度の高さを感じましたね。

株式会社マテリアル 代表取締役

細貝 淳一 さん
金属材料に関するノウハウと切削加工

細貝 うちも来ました。

をコアに事業を展開し、航空・宇宙・防衛

舟久保

産業からの受注を拡大。
現在は上場企業

当社の場合、下町ボブスレーをきっかけに

入社を希望してきたケースはないのですが、入って来た
子たちが、展示会等に積極的に協力してくれています。

30 社を含む、およそ500 社と取引する
企業にまで成長。
初代の下町ボブスレーネットワークプロ
ジェクト
（以下、
下町ボブスレープロジェク

人 材 育 成 の 教 材としても役 立っていると思います。

ト）
推進委員長。
現在は、
ゼネラルマネー

ピョンチャンで活躍するとまたさらに変わるでしょうね。

ジャーとしてプロジェクトを牽引する。

西村

社内のモチベーションも高いですね。
「また下町

ボブスレーの作業ですか？
（笑）」とあきれながらも
社 長をカバーして、い い 仕 事 に なるように 頑 張って
くれました。
舟久保

当初は反感を持たれていたみたいです
（笑）。

今すぐ実るものではないが、
これから必ず役に立つから
と現場に語り続けました。
西村

私は、
とにかくうちの会社を世間に知らせるため

株式会社フルハートジャパン
代表取締役

國廣 愛彦さん
創 業 以 来 、各 種 電 子 機 器 、制 御
システムの設計・製造を手掛ける。
近 年 は 複 数 工 程 に 対 応し、自 社
製品の開発にも取り組んでいる。

3 代 目 の 下 町 ボ ブ スレ ープ ロ

にボブスレーを作ると社員に伝えました。下町ボブ

ジェクト推進委員

スレーが世間で知られるようになると、工場見学が毎月

の 技 術を世 界に

のように来るようになりました。現場をきれいにする
ことに加えて、注目されることで、自らの仕事に誇りを

長として、大田区
発信していく役割
を担う。

感じられるようになったと思います。
國廣

名刺に書くようにしてから、製造課長が取引先

から声をかけられたと喜んでいました。ブランドと
しての価値が確実に上がっています。
「下町ボブスレー
に携わっているお前らだから任せるよ」
と仕事が来た

株式会社昭和製作所
代表取締役社長

舟久保 利和さん
金属材料を中心とした材料試験片・超音波探
傷用試験片や試作部品等を製造。材料の

こともありました。

性質を変えない繊細な加工を得意とする。

西村 5〜6年前に比べて年間の売上げが増えました。

参加し、
ソリ部品の開発に携わる。下町

細貝 ただ、まだブランド力というところまで行って

ボブスレープロジェクト2代目委員長。

下町ボブスレープロジェクトにいち早く

いない。
ピョンチャンで結果が出て完成するものです。
ソチ五輪不採用で1回谷に落ちてますから。

「大田区すげえな」。その通り！
株式会社エース
代表取締役社長

増えてきていますしね。
國廣

みんなが10%を持ち寄ったら、
相当な研究開発

西村 修 さん

になる可能性があります。

自社で切削加工を行うとともに協力工場

きた。そこに下町ボブスレーの部品製作という無償

ネットワークにより顧客が 必要とする
あらゆる工程に総合的に応える体制
を構築。現在、加工委託先のネット
ワークは国内に約 350 社。
下町ボブスレープロジェクト副
委員長として、
ソリ製作の複雑
な工程管理を引き受ける。

細貝

以前は100の仕事を100の人・設備でこなして

の要素で10を使った。生産性効率という面で言えば、
売り上げを伸ばしながらも10 の 空きを作ることが
できた。
そこに先進性の高い仕事に儲けを度外視して
取り組んでいけば、今まで以上の仕事ができていく
可能性があると思う。その流れの中で、大田区に仕事
を引き寄せていくということを想定しています。ボブ

司会

これ からの 大 田 区 の もの づくりの 進 化 に 、

スレーに空けていた 10%をビジネスに充てていこう

下町ボブスレーの経験は生かせますか？

という考えです。元々、我々は最初は安く請け負い

細貝

ものづくりの今後は、
どんどん厳しくなります

ながら、少しずつ実際の作業に見合った価格に近づ

よね 。工作機械が進歩して加工技術が高度な水準で

けるということを長年、
続けてきています。
それをみんな

平均化されますから、経営のマネジメントが重要に

で、
「 今」だけでなく、
「これから」につなげていこうと

なってくるでしょう。

いうのが、
「10% の共有」
ということです。大学や大手

國廣

企業とでも連携できると思っています。

難しい作業がどこでも普通にできてしまう時代

になります。

司会

細貝

舟久保

そこで、
下町ボブスレーで培った経験と人脈、

海外との付き合いも増えました。
海外での事業展開をリアルに感じられた

企 業間連携をもってチャレンジしたいと思っている

というのも下町ボブスレーの副産物だと思います。

のが「10%の共有」
です。生産能力の9割は自分の会社

みんな必要に迫られて英語が上達した（笑）。ただ、

の従来の仕事に充てる。残り1 割を、仲間からの依頼

ロシア人との交渉で私の片言のロシア語より、細貝

にすぐ応えられるように空けておいて、仲間の言い値・

さんの日本語が通じたことがありました。人間力も

儲けナシでやる。
仲間内に依頼がきた先進的な仕事を、

大事なんですよね。

みんなの1割を持ち寄って実現する。見積りありきでは

國廣

なく、
その仕事を圧倒的な技術やスピードでこなすこと

下町の関係者はみんな思いを前面に出していくように

で、
今後の市場の動向や求められる技術をつかむことが

なりました。

もう、海外へ行っても物怖じしなくなりました。

できる。みんなが 1割ずつ共有して仕事を成立させる、

細貝

そういう仕事の回し方をするのもありではないかと考え

ピョンチャン五輪で活躍できたら、景色が変わるんだ

ています。

ろうね。世界の人から
「大田区、
すげえな」
と言われて、

西村

数年前くらいから技術分野の違う問合せが

次世代は海外が相手。英語は必須でしょう。

「そうだよ、
すごいんだよ」
と答える大田区でありたいよね。

下町ボブスレー これまでの経緯

新型機

製作風景

下町ボブスレープロジェクトは平成 23 年末にスタート。大田区もの
づくりの力を五輪の舞台で世界にアピールすることを目指し、町工場
の有志を中心に 6 年間で10 台のボブスレーソリを開発・製作してきま
した。1 台あたり約 150 点の部品は、100 社以上の区内企業が分担し
無償で加工しています。
平成 24 年に製作した 1 号機は同年末の全日本ボブスレー選手権で
優 勝 。この実績を元に日本のボブスレー競技団体と協力協定を結び
ました。
しかし、日本の競技団体は、平成 26 年のロシア・ソチ五輪用の
新型ソリは「検証する時間的余裕がない」
として不採用に。平成30 年の
韓国・ピョンチャン五輪に向けても、競技団体の監督がドイツ製ソリの
採用を決定しました。
しかし、下町プロジェクトのみなさんはあきらめません。海外のチーム
にソリ提供を呼び掛け、平成 28 年 1月に来日テストしたジャマイカボブ
スレー連盟が下町ボブスレーを採用。映画「クールランニング」
で世界的
に有名なジャマイカチームと大田区町工場が力を合わせ、
ピョンチャン
五輪を目指しています。

第22回 おおた工業フェアで
下町ボブスレー企画展示
「おおた工業フェア」は大田区の優れた技術・技能を広くアピール
することを目的に開催する展示会です。大田区の高い技術力を持つ、
個性的な企業約100社が一堂に集まり、新たな技術や発注先との出会
いを求める企業を中心に、毎年数千名の方が来場します。また、講演
やセミナーなど併催イベントも充実。今回は「下町ボブスレー」の企画
展示を開催します。ボブスレーの実機や実際に製造に携わる企業の
展示、関連セミナーも行う予定です。是非ともご来場ください。
会

期

平成 30 年 1 月 31 日（水）〜 2 月 2 日（金）

会

場

大田区産業プラザ PiO

出展社数

106 社

申込方法

ホームページの申込フォーム

入場料

前回の会場風景

無料

お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会 ものづくり・イノベーション推進課

ものづくり取引促進担当
［ TEL ］03-3733-6126
［E-mail］k-fair22@pio-ota.jp
［ホームページ］http://www.pio-ota.jp/k-fair/22/

2016 年のジャマイカ採用会見

（株）山小電機製作所が「奨励賞」受賞
- 平成29年度「東京都中小企業技能人材育成大賞知事賞」-

大田区東糀谷に工場を構える株式会社山小電機製作所が「東京都中
小企業技能人材育成大賞知事賞」の「奨励賞」を受賞しました。同事業
は平成16年度から東京都が実施しており、中小企業における技能者の
人材育成を通じて競争力ある産業を築くことを目的とした表彰事業で
す。昨年度に引き続き、大田区「優工場」から受賞企業を輩出しました。
＜受賞理由及び事業概要＞
同社は現地調査から製作まで一貫したサポート体制を築き、搬送無線及び移
動通信建設工事における各種通信設備の設置に必要な基礎材料や各種取り付
け部材を製作しています。近年は防災・減災製品の開発にも取り組んでいます。
人材育成に対する取り組みとしては、ベテラン社員によるOJT 教育のほか、

社員全員が各人の技量を把握できる多能工マップの掲示、
資格に応じた手当支給、

5Sを通じた人材育成などを実施しています。
受賞コメント

賞の名に恥じぬよう、今後も多能工化マップを活用し
社員の技能アップに取り組んで参ります。

株式会社山小電機製作所

小湊 清光社長

【株式会社山小電機製作所】大田区東糀谷4-6-20 http://www.yamakodenki.co.jp/

「事業承継コース」相談者募集
ビジネスサポート
（専門家派遣）
では、
中小企業の
みなさまの事業承継に関するご相談に対応して
います。
新たに税務、
労務、
経営など複数のテーマに総合
的に対応する
「事業承継コース」
を設定しました。
みなさまの会社の状況に合わせ、税理士、弁護
士、行政書士などの専門家が総合的にサポート
します。
また後継者育成や M&A などの課題について
も、事業承 継に 詳しい 専 門 家 が 皆 様 の 疑 問に
答えます。
事業承継をご検討のみなさま、
ぜひ一度ご相談
ください。
申込方法

お問い合わせ （公財）
申込先 HPより申込書を
大田区産業振興協会 経営サポート担当
ダウンロードして、持参
［ TEL ］03-3733-6144［ FAX ］03-3733-6459
または FAXしてください。
［ホームページ］http://www.pio-ota.jp/news/2017/11/post-364.html

TOPIC

1

第11回 大田区加工技術展示商談会 出展企業募集

大田区の優れた「加工技術」
を全国の大手・中
堅企業に PRし、具体的な契約成立を図るため
の展示商談会です。皆様の技術を、当展示会で披
露してみませんか？当日は、全国から約2,000名
の技術者が来場します。今回は100小間を募集い
たします
（先着順に選考）。
申込方法

下記URL経由でお申し込み

お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会

ものづくり取引促進担当
［ TEL ］03-3733-6126
［E-mail］
torisoku@pio-ota.jp

http://www.pio-ota.jp/trade-expansion/
exhibition/solution-fair.html

TOPIC

2

勤労者共済で
スポーツクラブも
お得に利用

提携しているライフサポート倶楽部では各種ス
ポーツクラブが法人契約料金で利用できます。
都度利
用や大変お得な月会費でスポーツを楽しんでください。
入会金：200円／人

会費：月額500円／人

※個人でも入会できますが、事業主が従業員の福利厚生として
負担した会費等は、損金または必要経費として税金控除対象
となります。

申込方法

電話または窓口でお申し込み
ください。

お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会

勤労者共済担当
［ TEL ］03-3733-6107

TOPIC

3

PiOデザイン工房

PiOデザイン工房では、デザインのプロ
がチラシ・パンフレットの他、
ロゴマーク、
パッケージのデザイン、
またホームページ
制作等、相談者の要望にあわせて一から
作り上げる支援を行っています。
［相談料］
1回につき 1時間45分 5,400円
利用者の声：細かい要望であっても常に親身になってご対応いた
だけました。マンツーマンで作り上げていくため、
イメージ通りの
ものが完成します。
しかも低コスト。
この満足感は、業者丸投げで
は得られないと思います。大日精機（株）平野様
申込方法

電話または窓口でお申込みください。

お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会 経営サポート担当

http://www.pio-ota.jp/pr/pio-design-workshop.html

［ TEL ］03-3733-6144

大田区
ビジネスプランコンテスト
表彰式
大田区ビジネスプランコンテストは今年度で第 9 回目を迎え、区内外からユニークなビジネスプランを募集し、
受賞者
その中から最優秀賞をはじめ協賛企業による特別賞を含め全9件の入賞プランが決定しました。表彰式では、
による入賞プランのプレゼンテーションも行われます。
ご来場をお待ちしています。

※写真は昨年度表彰式の様子です。

大田区ビジネスプランコンテスト表彰式及び
受賞者プレゼンテーション
日

時

参加申込期限

平成30月2月13日（火）
14：30〜16：00（予定）
平成30月2月2日（金）

受賞者一覧表

会

場

詳細及び申込み方法はホームページをご覧ください。

http://www.pio-ota.jp/news/2017/12/9-3.html

受賞名

プラン名称

最優秀賞

子育てママのための
クラウド内職ファシリテート事業
日本の眠れる資源で世界の調和の花を咲かす！
職人技で蘇らせる着物リメイク日傘
足湯で好みの入浴剤を体験できる
足湯カフェの開業

（協賛企業）

優秀賞
さわやか信用金庫賞
（さわやか信用金庫）
日本工学院賞
（日本工学院専門学校）
よい仕事おこし 賞
（城南信用金庫）
共立信用組合心のふれあい賞
（共立信用組合）
芝信用金庫賞
（芝信用金庫）
川崎信用金庫賞
（川崎信用金庫）
第一勧信賞
（第一勧業信用組合）

大田区産業プラザ（PiO）
4階コンベンションホール

会社・団体名等

代表者

（敬称略）

BTmama

綱島 ちひろ

あきざくら

山村 沙世子

株式会社湯セレクト

千葉 勝由

株式会社ZERO

金光 玳弘

合同会社MOAI設計

竹内 幸広

株式会社IMI

伊藤 純

株式会社セントリック
（ニッコリ弁当）

西村 光貴

AIによる飲食店等の来客者数予測サービス

株式会社ROX

中川 達生

元駐在妻による、
駐在妻のためのライフ・キャリアサポート事業

キャリアブロード

飯沼 ミチエ

住宅診断ポータル・マッチングサイト
力覚表現装置を開発し、
仮想現実を進化させる
力を伝え合う

IoT 触覚ソーシャルネットワークサービス
見守り・介護連携機能強化型高齢者向け
配食サービス

お問い合わせ

（公財）大田区産業振興協会 イノベーション創出担当
［TEL］03-3733-6294 ［Email］innovation@pio-ota.jp

ご 活 用 く だ さ い！

会社を元気にする多くの支援事業
平成30年度 新製品・新技術開発支援

（開発ステップアップ助成・実用化製品化助成）

事業説明会（予定）

やさしい図面の見方講座
当講座では、図面の役割、投影の方法、各種記号など、図面を
見る上で基礎となる知識を習得します。
金属加工業や機械工業に従事し、図面に関する基礎
的な知識の習得を必要とする方

対

象

※本事業は大田区議会における平成30年度当初予算案の可決・成立をもって
正式に実施となります。

時

期

大田区で本社または事業所を1年以上操業している
中小企業者（個人事業者を含む）
［第1回］10:00〜［第2回］15:00〜
3月7日（水）

2018年3月12日（月）、3月13日（火）、3月14日（水）
3月19日（月）、3月20日（火）（5日間）
18：30〜21：30

会

場

日本工学院専門学校 蒲田キャンパス

講

師

日本工学院専門学校 斎藤先生 他

新製品・新技術の試作開発に要する経費の一部を助成する
事業です。

対

象

開催予定日時
申込方法

2月上旬頃に大田区産業振興協会ホームページにて

お知らせする予定です。
お問い合わせ （公財）
大田区産業振興協会
ものづくり・イノベーション推進課
イノベーション創出担当
［TEL］03-3733-6294
［FAX］03-3733-6496
［E-mail］
innovation@pio-ota.jp
http://www.pio-ota.jp/newfield-challenge/start-business/
new-technology-support.html

※原則として大田区在住または在勤の方を対象とします。

受 講 料
申込方法

対

象

お問い合わせ

届出様式の掲載先

事業場排水の水質規制が必要な
工場・事業場
東京都下水道局 南部下水道事務所
お客さまサービス課 水質規制担当
［TEL ］
03-5734-5045（直通）
［FAX］
03-3728-8280
東京都

事業場排水

申込方法

http://www.ootakoren.com/

募集定員
お問い合わせ

東京都下水道局
キャラクター
アースくん

お問い合わせ

通年

お問い合わせ

（一社）大田工業連合会
〒144-0035 大田区南蒲田1-20-20
大田区産業プラザ内

大田都税事務所
eLTAXヘルプデスク
［TEL ］03-3733-2411 ［TEL ］0570-081459

企業情報登録のお願い〜引合い紹介〜
当協会には「高い技術・品質で名高い大田区企業に仕事を出し
たい」
という引合いが日々入ってきており、多くが成約につな
がっています。発注元にご紹介する区内企業は、協会のデータ
ベースより抽出するため、貴社情報が登録されていることが
あっせんの前提となります。
詳細についてご説明いたしますので、
ぜひお問い合わせください。
登録費・維持費ともに無料
対

象

申込方法

ビジネスチャンス・ナビ2020運営事務局
［TEL］
0570-009-777
［E-mail］sme-webmaster@sekai2020.jp
https://www.sekai2020.tokyo/bcn/

個人情報の取り扱いについて

40名（抽選制）

平成30年1月1日現在、23区内に償却資産を所有している方は、
申告が必要です。平成 30 年 1 月 31 日までに、資産が所在する
区にある都税事務所に申告してください。申告には、電子申告
（eLTAX：エルタックス）
もご利用になれます。

検索

ホームページをご確認ください。

専用の応募用紙にてお申込みください。
に
応募用紙は、大田工業連合会（TEL：3737-0797）
お問い合わせの上、入手してください。

（23区内）

東京2020大会等を契機とする官民の入札・調達情報を一元的に
集約した受発注マッチングサイト
「ビジネスチャンス・ナビ2020」
をご活用ください。
東京2020組織委員会など、都の7つの外郭団体で
電子入札として活用。
ユーザー登録数約2万4千件！
登録・活用はすべて無料。
対
象
都内及び全国の事業者
期

2018年2月16日（金）

1月は固定資産税（償却資産）の申告月です

ビジネスチャンス獲得に向けて登録を！！

時

申込締切

※申込は下記ホームページからも行えます。

東京都下水道局からのお願いです！
快適な水環境を維持するには、届出制度に関する
事業場の皆様のご理解、
ご協力が必要です。
届出書の提出は、
以下へお気軽にご相談ください。

5,000円

（教材費込み）

お問い合わせ

大田区に拠点を有する中小企業

時

期

随時

Eメールにてお問い合わせください。

（公財）大田区産業振興協会
ものづくり連携コーディネーター
［TEL ］03-3733-6495
［FAX］03-3733-6496
［E-mail］pio-jhs@pio-ota.jp

公益財団法人大田区産業振興協会（以下、当協会）は、各セミナー等へのお申込みの際に
提出された個人情報について、以下の目的以外に利用することはありません。
●当協会の催す関連事業（各種セミナー・展示会・講演会等）の運営に必要な範囲内での
利用（参加者への連絡等）

