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地元企業との連携でものづくり人材を育成
〜ものづくり企業との橋渡しを実現するためには〜
近年、製造業では若年層の就業者数が減少傾向にあり、特に
中小企業にとっては若手人材を確保していくことが喫緊の課題
となっています。その背景には、中小企業に関する情報の少な
さ、知名度の低さ、処遇への不安等、中小企業と若手人材との
マッチングが課題とされています。若手人材を確保するために
必要なものは何か。日本初の「デュアルシステム科」
（ ※注）を導
入し、ものづくり教育のパイオニア校として知られている東京都
立六郷工科高等学校の佐々木校長に、どのように人材育成を
行っているかをお伺いし、人材を輩出する側の観点から先行事
例をレポートします。
東京都立六郷工科高等学校は、技術や技能の習得を目指す学
校として2004年に開校しました。全日制と定時制の生徒を合
わせ563人、
うち7〜8割が大田区在住で、その他は品川区等
近隣の地域から通学しています。同校は、
「 企業と連携した教育」
を方針に、大田区周辺地域のものづくり企業約270社との間で
長期就業訓練やインターンシップ等の協定を結んでおり、企業
側からも好評を得ています。卒業生の6〜7割は就職の道を選
択（うち大田区企業3割程度）されるとのこと。
「開校当初から大
田区の企業に支えられており、地元企業との連携をもっと深めて
いきたい」
（佐々木哲校長）。
（中面に続く）
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
よりビジュアルにお伝えします。ぜひご一読ください。

Interview ▶佐々木哲校長先生

企業のニーズに合致した人材を育成し、
地元企業に人材を供給
近年、ものづくり現場で活躍する理系女子やものづくり企業に
対する大田区民の意識変化等を背景に、同校も女子生徒が徐々に
増加傾向にあり、現在、全体の2割を占めています。一方、ここ1、2
年、私立高校の授業料無償化や特色ある通信制高校の増加によ
り、高校入試の倍率が急低下し、学校側は危機感を強めています。
オートモビル工学科、システム工学科、デュアルシステム科等計
５つの全日制課程のうち、現在、オートモビル工学科が一番人気を
集めており、その中には中国やネパール出身の在京外国人が5名在籍しています。同科は在学中に3級自動車整備士の
資格を取ることができ、卒業後は大手自動車メーカーや区内の自動車整備工場に就職するケースが多く、
「 他の科に比
べ自動車は最終製品として分かりやすいということが人気の理由だと思われます」
（ 佐々木校長）。
同校では、2年生全員が2〜5日間のインターンシップを経験します。
「デュアルシステム科」では2年生、3年生の2年
間にわたって年2回1カ月間企業での実習を行い、この実習で単位の取得が認められます。また、地元の企業と連携し、
年1回「企業連携教育成果発表会」を開催し、生徒自らが実習先での就職体験や感想、成果等を企業や保護者向けに発
表。
「デュアルシステムの一番のメリットは、企業と一緒に生徒を育てること。育てる過程で企業の経営方針や技術を学
ぶことができ、企業側は生徒を知ることとなり、双方のミスマッチを防ぐことができます。学校がものづくり企業との橋
渡しとなり、次世代を担う人材を地元の企業に送り出すという狙いがあります」
（ 佐々木校長）。

ものづくりを活かした国際交流
現在、全国には工業高校が531校あり、工業高校レベルで国際交流をしているのは同校が初。ベトナム、インドネシ
ア、台湾等5ヵ国・地域の6校と姉妹校・教育連携校として提携しています。
「大田区にある工業高校なので、生徒には大
田区企業の動向を理解してもらうことが重要であると考えていたところ、海外進出する区内企業が増えているとの話を
聞きました。2年前に区内企業に同行させてもらい、タイにあるオオタ・テクノ・パークやベトナムの工業高校を訪問した
のがきっかけです」
（ 佐々木校長）。同校の生徒の中には、小・中学校で自分の長所や得意な分野が分からない生徒もい
ます。
「姉妹校や教育連携校との現地訪問や授業体験等の交流を通
じて、生徒の自己肯定感を高めることができました」
（ 佐々木校長）。
充実した教育環境、企業と連携し一人一人を大事に育てることを
モットーに同校は挑戦し続けています。
「区内企業は親身になって生
徒を見守ってくれています。生徒のいいところを見つけ褒めてくれる
企業に感謝しています」
（ 佐々木校長）。若者層のものづくり離れが進
む昨今、ものづくりの魅力を伝えるには、ものをつくり上げた時の楽
しさ・喜びを伝えることが何より重要なのかもしれません。
※注：デュアルシステムとは、
ドイツを発祥とする学校教育と並行して企業での長期の実習訓練を行う取組み。
インターンシップよりも長い期間で就業訓練を行い、職業教育が中核となる仕組み。

TOPIC

1

「第31回大田区中小企業新製品・新技術コンクール」
募集のお知らせ
最近開発された製品・技術はございませんか？
本事業は大田区中小企業が開発した優れた新
製品や新技術を表彰する事業です。
入賞企業に対しては展示会への無料出展や各
賞に応じた賞金など、さまざまな受賞特典をご用
意しております。
この機会に是非奮ってご応募ください！
※詳細については、
ホームページをご確認ください。

募集期間

６月３日〜28日（予定）

申込方法

当協会ホームページで募集情報をアップいたしますのでホームページをご確認ください。

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 E-mail. innovation@pio-ota.jp

ホームページ

https://www.pio-ota.jp/pr/new-technology-competition.html

TOPIC

2

令和元年度
大田区「優工場」を募集します！
人に優しい、まちに優しい、技術・経営に優れた
工場を「優工場」に認定し、さらに優秀な工場を表
彰することによって、大田区の工業に従事する人
のやりがい、生きがいを引き出すとともに大田区
工場の振興を図ることを目的とします。

表彰状・認定証授与式は
第24回おおた工業フェア初日に行います。
※令和2年2月6日（木）

申込対象

大田区の工場認可を取得し、区内で生産・加工現場を有した常時稼働している工場。
注)工場及び労働環境などの状態が法令等に抵触する場合は申込対象外となることがあります。

申込方法

お問い合わせ
ホームページ

所定の申込書類に必要事項を記入し、書類一式を持参または郵送してください。
※申込に必要な要件を事前に確認できる「セルフチェックシート」で、
貴社の申込区分をご確認ください。
プレ募集期間：5月7日（火）〜5月31日（金）
※申込期間に先立ち、お問合せを受け付けております。
申込期間：6月3日（月）〜8月8日（木）17時（必着）
※申し込みを希望される場合には、事前に下記担当までご連絡ください。
（公財）大田区産業振興協会 地域産業プロモーション担当
TEL. 03-3733-6476 FAX. 03-3733-6459

https://www.pio-ota.jp/pr/factory-award.html

大田区

大田区「優工場」ロゴマーク
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各種許認可等取得支援助成金のご案内

会社の強みを「カタチ」にしませんか？
環境配慮型経営や国際競争力向上や新分野進出等を目
的として、各種許認可を取得した大田区中小企業に対し
て、その経費の一部（最大100万円）
を助成します。

許認可等の名称

審査費用及び現地審査のための交通費、認証・登録費用

エコステージ

登録評価費用、評価員の旅費交通費

プライバシーマーク

申請料、審査料、付与登録料

医療機器製造業登録
（更新を含む）
医療機器製造販売業許可
（更新を含む）

詳細はホームページをご確認ください。

申込方法
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
TEL. 03-3733-6144
FAX. 03-3733-6459
E-mail. keiei@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/
business-consulting/
business-supoort-services2.html

ホームページ

TOPIC

2

助成の対象となる費用

エコアクション21

10万円
書面審査手数料
適合性実地調査手数料

医療機器修理業許可
（更新、区分追加・変更を含む）
ISO9001
ISO14001
ISO27001
ISO13485
JISQ9100
NADCAP
〔新、改良、後発〕
医療機器製造販売承認
（一部変更を含む）

内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用
審査費用等

内部監査員養成等のための研修受講費用
コンサルタント委託費用

国及び調査機関に支払う手数料

指定管理医療機器製造販売認証

対応しています。
●レストランメニューや商品説明など海外からのお客さまの
おもてなしにもご利用いただけます。
●言語は英語、中国語、その他の言語にも対応しています。
●協会が契約している翻訳会社が翻訳します。
●補助額は、年度内32,400円（税込み）
までです。

ホームページ

TOPIC

3

電話またはEメールで
お申込み、お問い合わせください。
（公財）大田区産業振興協会
ものづくり取引促進担当
TEL. 03-3733-6404
E-mail. kaigai@pio-ota.jp

https://www.pio-ota.jp/overseas-expansion/translation-services.html

「若手技術者支援のための基礎講座と出前講座」のご案内

都立産技高専の講師による「若手技術者支援のための基礎
講座と出前講座」を開講します。基礎講座では、機械系（機械設
計など4科目）
と電気系（電気回路など2科目）を無料にて受講
することができます。
また、出前講座では、各企業のニーズに応じたオーダーメイド
の講座を作成し、訪問・開講いたします。ぜひご活用ください。
申込方法

募集情報は
当協会ホームページをご確認ください。

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
E-mail. innovation@pio-ota.jp

ホームページ

https://www.pio-ota.jp/human-resources/kouza.html

75万円

100万円

翻訳料・通訳料

●会社案内、ホームページ、製品カタログ、契約書など幅広く

お問い合わせ

50万円

申請料、審査料、認証（初回登録）料

外国語文書翻訳サービスをご活用ください！

申込方法

助成金上限額

75万円

TOPIC

1

第12 回 大田区加工技術展示商談会 開催のご案内
大 田 区 企 業 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。概ね10名以下の企業様
が出展者の半数以上を占め、短期決戦の場として
「1日限り」で開催しております。毎年、全国から
約2,000名の技術者が来場しております。皆様
のご来場を心よりお待ち申し上げております。
出展企業数

100
会

期

会

場

お問い合わせ

ホームページ

TOPIC

2

社

スムーズな入場のため、ホームページ
の事前登録をご利用ください。また、
当日会場での受付も可能です。

7月5日(金)10:00〜17:00
大田区産業プラザ 1階大展示ホール
（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

https://www.pio-ota.jp/ota-tech/12

第58回ものづくり受発注商談会 参加企業募集
「ものづくり受発注商談会」は北海道から九州ま
で全国のものづくり企業が参加する大規模商談会
です。前回は269社が参加して計776商談が行
われ、多くが成約につながっています。次回の開催
を以下のとおり予定しておりますので、販路拡大や
新技術導入に向けてぜひ参加をご検討ください。

日

時

10月11日（金）12:30〜17:30

会

場

大田区産業プラザ（PiO）4階 コンベンションホール

対

象

大田区内及び全国の製造業・加工業

形

式

事前マッチングによる個別面談形式（1商談20分、最大9回）

費

用

発注企業： 無料

定

員

250社（発注70社、受注180社）予定

締

切

お問い合わせ
ホームページ

受注企業：大田区・品川区企業2,000円、その他の企業 5,000円

7月31日（水）定員になり次第、募集終了予定
（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

https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/exhibition/business-meeting.html

INFORMATION
ご活用ください ! 会社を元気にする多くの支援事業
割引料金で楽しいレジャーが盛り沢山!!

工業統計調査にご協力ください

勤労者共済に加入すると、ホテルの食事券割引や潮干狩り・
釣り・レジャー施設利用補助券等が受けられます。

製造業事業所の活動実態について「工業統計調査」を
行います。結果は行政施策の基礎資料とし利用されます。
回答内容は統計法により保護されます。

対

象

料

金

大田区内の中小企業・自営業の事業主と従業員、
区内外中小企業で働く区民

入会金：200円／人

会費：月額500円／人

※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
お問い合わせ

対

象

従業員4人以上の製造業事業所

時

期

5月中旬から6月中旬（調査期日6月1日）

調

査

調査員が直接訪問します（経済産業省から
「本社一括」
「国直送」と指定された事業所
を除く）。インターネットまたは調査票での
回答をお願いいたします。

電話またはメールでお問い合わせください。
（公財）大田区産業振興協会 勤労者共済担当
TEL. 03-3733-6107
E-mail. kinro@pio-ota.jp

お問い合わせ

大田区役所地域力推進課統計調査係
TEL. 03-5744-1186

https://otakyousai.zenpuku.or.jp

キャリアアップ講習

6月募集

東京都では、主に中小企業で働いている方を対象に
スキルアップのための短期講習を行っています。
対

象

募集期間
募集科目

申込方法

お問い合わせ

現在、主に中小企業で働いている方で、
都内に在住または在勤の方
6月1日（土）〜10日（月）
【 必着】
機械図面の見方とCAD製図、ワイヤ放電加工とNCプログラム、
ガス溶接（技能講習）ほか2科目
※詳細は大田校ホームページ参照。
インターネット（電子申請）
・往復はがき・FAXの
いずれかにて、募集期間内にお申込みください。
（電話によるお申込みはできません。）
東京都立城南職業能力開発センター大田校
キャリアアップ講習担当
TEL. 03-3744-1013

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/ohta/index.html

受動喫煙対策は進んでいますか？
2020年4月1日から多数（2名以上）の人が利用する
施設は原則屋内禁煙となります。受動喫煙から従業員を
守るための対策を進めていきましょう。
申込方法

お問い合わせ

詳しくは厚労省ホームページ
「なくそう！望まない受動喫煙」を
ご確認ください。
大田区保健所健康づくり課
TEL. 03-5744-1683

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

便利な電子申告等をご利用ください
東京都ではeLTAX（地方税ポータルシステム）を利用
した電子申告・電子納税等の受付を行っています。
対

象

対象税目の申告・納税等を行う方

時

期

電子申告等受付時間：平日 8:30〜24:00
●法人事業税・地方法人特別税・法人都民税
●23区内の事業所税
●23区内の固定資産税（償却資産）
※電子申告のみ

対象税目

お問い合わせ

eLTAXヘルプデスク
（平日9:00〜17:00）
TEL. 0570-081459

http://www.eltax.jp/

人権講演会を開催します
笹野

高史 氏（タレント、俳優）

テーマ ：私の役者人生

〜人との絆 家族の大切さ〜

対

象

区内在住・在勤・在学の方

時

期

6月7日（金）
14：00〜15：45（13：30開場予定）

会

場

大田区民ホール アプリコ
1歳半以上の未就学児の一時保育あり
（5/20までに要予約）
手話通訳、パソコン文字通訳あり

申込方法
お問い合わせ

当日先着1400名。超えた場合は入場不可。
大田区総務部 人権・男女平等推進課 人権・同和対策担当
TEL. 03-5744 -1148 FAX. 03-5744-1556

創業者向けカフェテリアセミナー
東京信用保証協会では、事業に役立つ実践的な知識が
一日で学べる創業者向けのセミナーを開催いたします。
対

象

創業に興味がある方、
創業を予定されている方、創業後間もない方

時

期

6月15日（土）10：00〜17：00

会

場

プログラム

ビジョンセンター東京八重洲南口
（中央区八重洲2-7-12 ヒューリック京橋ビル7F）
●セミナー（3部構成） ●資金計画相談会等

申込方法

①Web（当協会ホームページから）
②FAX／郵送（所定の申込用紙）

お問い合わせ

東京信用保証協会 経営支援統括課
TEL. 03-3272-2276
FAX. 03-3272-3999

http://www.cgc-tokyo.or.jp/assistplaza/lecture/201906-15.html

個 人 情 報 の 取り扱 い につ い て
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し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）

