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大田区を元気にする産業情報誌

コロナショックに
立ち向かう企業
新型コロナウイルスの発生により、区内企業に深刻なダ
メージが与えられ資金繰りに悩む中小企業への融資が相
次ぎました。
そうした中、大田区と区内中小製造業が協力し、短期間
でコロナウイルス感染防止を目的としたアクリル製飛沫防

止パネルを製造しました。
コロナウイルスの影響で厳しい状況が続いている企業も
多いと思います。今回、「窓口での感染防止」と「地域中
小企業の経営支援」の両面で厳しい局面に立ち向かい、
スピードと培った技術力で取り組む事例を紹介します。

問い合わせから納品まで短納期を実現

きっかけは、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の

対策において、大田区が窓口における感染防止策を検
（公財）大田区産業振興協会（以下「協
討していく中で、
会」）が取り組んでいる「受発注相談サービス」への問
合せでした。

（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。

コロナショックに立ち向かう企業
（表紙からのつづき）

本件を担当した協会のものづくり連携コーディネーターが、製品仕
様や納期、価格などについて要件を整理し、大田区内の樹脂加工企業
数社に協力を依頼しました。その後、細かい要件を確認しながら製品
が完成し納品されるまで1週間という短納期での納品を実現しました。
大田区はまず264台を購入しました。区内企業は4月15日に全台
すべて納品して、本庁舎の各窓口に順次配備しました。納品の様子は、
テレビニュースでの放送や新聞記事などのメディアに掲載されました。

設置作業前

このため、同社はメディアからの問合せもあり、順次受注対応している
とのことです。
今回は、納期までのスピードを重視しました。感染拡大防止について
は、何よりも迅速な納品が求められていたからです。
このため、製品の
基本的な仕様以外は各社の特徴に委ねて、各社は得意技術でこれに
応えてくれています。パネルを支える脚部などに、各社の工夫が「個
性」
として現れているのも特徴的なところです。各社とも価格は1台あ
たり1万円前後としております。

設置作業後

自社の強みを活かし、対策グッズの開発へ
また、紹介した企業以外で多くの区内企業から、自社で企画・開発されたコロナ対策グッズが出てきております。
今回の飛沫防止パネルの取り組みが、
メディアで報じられたことにより、口コミでも話題となり、
受発注相談サービスにも複数社から、
自社で対策グッズを開発したとアプローチがありました。
区内企業の多くは自社製品を持っているところは少なく、基本は部
品加工など、
スマートフォンに使用される部品、
ねじやばね等の加工が

フェイスシールド

圧倒的に多いです。今回のコロナウイルスの感染拡大を受け、各企業
が感染症対策に取り組む中、飛沫防止用アクリルパネルや医療従事者
用のフェイスガード、消毒スプレーのボトルなど、創意工夫を凝らした
コロナ対策グッズが開発されました。
現在、協会では複数社の企業が自社で企画開発された感染症対策製品をまとめています。今後、区内企業の技術力
のPRにつながると考えています。緊急事態宣言の最中、開発に取り組んだ企業の中には金融機関や医療機関、行政か
ら発注の問い合わせがあり、売り上げに結び付いた企業もあります。
また、開発された企業の中には、医療機関や行政
に無償で寄付をされたところもあります。
コロナウイルスの影響で、区内企業では売り上げの減少や、融資の申し
込み・相談が相次ぐなど、依然として厳しい状況が続いています。
こうした
中、自社の企画力や開発力を活かして、
この局面を乗り越えようと頑張っ
ている企業もあります。先が見えない中、思い切った経営活動ができない
状況ですが、区内企業の強みを活かしていくためにも、引き続き情報を収
集し、発信していきます。
◇受発注相談サービスでは、加工・製造の外注先をお探しの方へ、
確かな技術を持った大田区企業を無料でご紹介しております。
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貴社の国際化をサポートします

当協会では、専門家による海 外取引アドバイスのほか、「海 外企業信用調
査」、
「海外見本市出展」、
「翻訳」、
「セミナー」など、幅広い支援メニュー
をご用意し、皆さまの国際化をサポートしています。対外的な活動が制限さ
れるこの時期こそ、他社との差別化を図りませんか？
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
03-3733-6404
E-mail kaigai@pio-ota.jp

ホームページ

https://www.pio-ota.jp/overseas-expansion/
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ドイツ見本市 大田区共同出展

大田区勤労者共済 会員募集

大田区勤労者共済は、個々の職場では手間も経費もかかってしまう福利厚生
サービスを、会費と大田区の補助によって提供するしくみです。余暇を楽し
む様々なサービスや各種慶弔見舞金で、中小企業で働く方を応援します。
ホームページでサービスメニューの紹介をしています！ぜひご覧ください。
入会金：200円
お申し込み

会費：月額500円
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
E-mail kyousai-fureai@pio-ota.jp

ホームページ

https://otakyousai.zenpuku.or.jp/
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大田区勤労者共済ホームページ

「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用
意し、訪問・開講いたします。ぜひご活用ください。
お申し込み
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
E-mail keiei@pio-ota.jp

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。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
中止となる場合がございますのでご了承ください。

ホームページ

加工と測定の基礎

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

大田区産業振興協会からのお知らせ
引越しや移転等によりご住所が変更となっている場合または配送停止をご希望の場合は、
お手数をかけいたしますが、下記までご連絡ください。

連絡先 地域産業プロモーション担当 TEL：03-3733-6476

Email：planning-pr@pio-ota.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。詳細はお問い合わせいただくか各施設ホームページをご覧ください。

I

N

F

O

R

M

A

T

I

O

N

ご活用ください! 会社を元気にする多くの支援事業
新型コロナウイルス感染症に関する
保証制度のご案内

大田区中小企業融資あっせん

東京都制度融資「新型コロナウイルス感染症対応緊急融資（感染症対応）」
対

象

「最近3か月の売上実績」又は「今後3か月間の売上見込」が

対

象

区内に住所又は事業所を1年以上有する中小企業者

直近同期と比較して5％以上減少している都内の中小企業

時

期

相談受付時間

要

件

○同一事業を同一場所で1年以上営んでいる
○法定期限内に確定申告をしている
○納期限到来分の住民税・事業税を完納している

・融資限度額は2億8,000万円
・新型コロナウイルス感染症に対応する他の保証制度
（感染症全国、感染症借換、危機対応）
合計で融資額1億円まで原則として3年間実質無利子
・東京都が信用保証料を全額補助
・運転資金は10年以内、設備資金は15年以内

制度の特長

申込方法

申込方法

詳細は当協会ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせ

東京信用保証協会 大田支店
TEL 03-5710-3610

https://www.cgc-tokyo.or.jp

ビジネスサポートサービス（専門家派遣）
対

象

お問い合わせ

区内中小企業・個人事業主
申込書を持参またはFAX

対

□ 1. 従業員 3 人以下 □ 2. 従業員 4 〜 9 人 □ 3. 従業員 10 〜 19 人
□ 4. 従業員 20 〜 49 人 □ 5. 従業員 50 人以上
Q2. テクノプラザを読む目的・理由をお答えください。※複数回答可
□ 1. 色々な情報が手に入る □ 2. 習慣 □ 3. 仕事・生活に役立つ
）
□ 4. 特に理由は無い □ 5. その他（
Q3. テクノプラザでよく読む記事は何ですか。※複数回答可
□ 1. 巻頭特集 □ 2. イベント・展示会開催案内
□ 3. 展示・商談会出展者募集 □ 4. 融資・助成金の支援事業
□ 5.information □ 6. その他（

）

Q4. テクノプラザの内容について、お聞かせ下さい。

悪い

とても悪い

記事の内容

象

（公財）大田区産業振興協会
経営サポート担当 内職相談窓口
TEL 03-3733-6109

9 月募集

9月1日（火）〜10日（木）【必着】

募集科目

CAD製図(機械)【中級】②
3次元CAD(Inventor)【中級】ほか３科目
※詳細は大田校ホームページ参照。

申込方法

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。）

お問い合わせ

発明クラブへご寄付のお願い
おおた少年少女発明クラブは、子どもたちにものづくりの楽しさを体験学習す
る機会を継続的に提供し、創造性を伸ばすことを目標に活動しています。
内

容

お問い合わせ

情報の量

Q5. QR コードの利用について

Q6. テクノプラザへのご意見・ご感想がありましたら、ご自由にお書き下さい。

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

申込方法

文字の大きさ

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

募集期間

クラブ活動

デザイン

御回答ありがとうございました。

電話またはホームページから
お問い合わせください。

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。

Q1. 貴社の業種と従業員数について、次の中からお答えください
）
□ 1. 製造業
□ 2. 非製造業（

2. 利用したことはない

大田区 産業振興課融資係
TEL 3733-6185
FAX 3733-6159

キャリアアップ講習

皆様が求める情報をお届けするため、
アンケートにご協力ください。

1. 利用したことがある

他

融資あっせんの相談・申込については、
大田区産業プラザ2階
大田区産業振興課融資係まで(予約不要)

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

キ リ ト リ

普通

13:00〜16:00

人手不足の企業、必見！その仕事は内職で！

お問い合わせ

https://www.pio-ota.jp/business-consulting/
business-support-services.html

良い

9:00〜11:00

簡易作業＝「手作業・単純作業」を、区内在住の内職希望者に任せてみませんか？
区内外の中小事業者様に、即戦力となる人材を無料で紹介しています。
急な作業が発生したときだけでも、長期間でも、ご利用可能です。
この機会にぜひ、お気軽にご相談ください！
お申し込み

(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

とても良い

月〜金曜日

http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/index.html

経営に関するお悩みに合わせて、登録者約100人の中から、適する資格・経験
を有する専門家を派遣し、解決へ向けたアドバイスを行います。

申込方法

中小企業者の経営改善や設備導入等に必要な事業資金の融資を区が低利で
金融機関へあっせんし、融資実行後の利子の一部又は全部を補助します。

企業様にご支援(1口＝1万円)をお願いしています。
寄付金は所得税法上寄付金控除または法人税上の損金算入額の
特例が受けられます。
年間3つ以上のテーマを設け、ものづくりの基礎を学びます。
夏休みには工場見学を予定しています（中止の場合あり）。
下記連絡先までお問い合わせください。
(公財)大田区産業振興協会 経営サポート担当
TEL 03-3733-6144

keiei@pio-ota.jp
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）

