
～新たな展開～ 若者が活躍する継承とは
大田の工匠  技術・技能継承
　技術・技能の継承は、大きな課題となっています。「大田区ものづくり産業等実態
調査」（令和２年３月）では、回答企業の過半数が「影響がある」または「今後影響が
出る」と答えています。過去の受賞企業を例に、若手が生き生き活躍する継承手法
をご紹介します。

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。

「社員全員が生徒であり先生」 ダイヤ精機株式会社

◆ 熟練技術者の退職後に技術を保持
「今後は、研磨やゲージ製作において日本一を目指す」（篠原さん）

　「社員全員が生徒であり先生であ
る」と語るのは、ゲージや治工具など
の切削・研磨加工を手掛けるダイヤ
精機の諏訪貴子社長。技能継承にお
いて特定のペアを組まず、若手同士
が１対１で教えることもあれば、1人
が複数に教えることもある。一つの
機械・工程ごとにスペシャリストは置
くものの、他の工程でも基本的な加
工ができる多能工を増やすことで、機
械稼働率を上げています。

　諏訪貴子氏が社長に就任した
2004年には職員の90％以上
が50代以上という逆ピラミッ
ドの年齢構成でした。そこか
ら、若手の採用と熟練技術者に
よるOJT形式での技術継承を

進め、2019年には20代、30
代が過半数を占めるようになり
ました。熟練技術者が退職し、
若手へと移行していく中、独り
立ちさせるのに不安の時期も
あった、と諏訪社長。しかし、若

手の中に自分しかいなくなると
いう責任感が芽生え、力を発揮
した」と当時を振り返ります。
（中面に続く）
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　「大田の工匠　技術・技能継承」は、令和２年度までに29社を表彰しています。平成３０年度受賞企業の一
社であるシナノ産業でも、その後、若手の活躍が目立っています。

　令和３年度「大田の工匠　技術・技能継承」の募集は８月に開始します。みなさんの会社で日々取り組まれている
技術・技能継承の取り組みをこの機会に応募することで、若手人材確保のきっかけづくりとしてみませんか。

「若手が育っています」 平成30年度受賞 シナノ産業

◆ 若手同士の継承

柳澤かおり社長 実務指導者 熊谷誠さん

若手技術者 木村のぞみさん
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指導するときは、１から１０まで教えるの
ではなく、相手にも考えてもらいながら、
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きるようになることが先でした。同賞を
受賞したことで、工具や刃物など日々
アップデートし、改善改良を改めて心掛
けるようにしています。自分の後工程に、
熊谷さんが仕上げる業務が多いため、熊
谷さんとは要所要所で相談しつつ、教わ
ることもあれば、お互いに勉強になるこ
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高い加工機を担当したいと思います。
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は先輩社員として、話しやすい雰囲気を出しています。そして失敗を責め
ないで、失敗をなくすにはどうすればいいか共に考えてくれる。後から入っ
てくる若い社員も同じようにやってくれるので、助かっています。
　技術・技能継承では、まだまだ、下の世代へと引き継いでいかなければ
ならないこともありますが、通常の業務もあるため、時間はかかっていくも
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減少したものの、生産性は改善し、
営業利益率は大きく伸びました。
「今後は若手も含め、３～５年どの
ような設備投資をし、技能を上げ
てていくのか。会社のプラスアル
ファをみんなで考えていきます」
（諏訪社長）と先を見つめます。

　若手が考えて
動く意識を社内
に浸透できた背
景には、コミュニ
ケーションツー
ルの導入が大き
いです。ソフト
ウェアの開発会
社と共同で開発
したクラウド型
のソフトで、日報や今月の目標、各
部門の掲示板や納品・締め日のス
ケジュールなど各部署の情報を共
有化できる。目標に向け全社員が
意識して取り組むことができるよ
うになったと言います。
　コロナ禍で、半期の売り上げが

　若手同士の継承では、技術を教
わる側は、自ら手を挙げ教わりに
行きます。教える側は「それぞれの
工程の持つ意味や理論を教えてか
ら、やって覚えてもらうようにして
いる」（戸田浩司さん）といい、教わ
る側も「自分は感覚派でやってみ
て覚えるタイプ。常に自分の仕事
をしている時でも、他の人の作業
を見て、手順や作業効率、うまく寸
法を出す方法などを理屈として理
解するようにしている」（篠原裕さ
ん）と意欲は高いです。諏訪社長は
「私が指示しなくても、自分が何を
しなければならないのかわかって
動いてくれる」と若手の成長に目
を細めます。

「自分たちの取り組みが評価され、受賞することが
できて嬉しかった」（戸田さん）（右）  中央は諏訪社長



 TOPIC

3

電話またはホームページからお問い合わせくださいお問い合わせ
（公財）大田区産業振興協会 地域人材担当 内職相談窓口
TEL  03-3733-6109　E-mail  pio-naishoku@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/human-resources/naishoku.html

人手不足の企業、必見！ その仕事は内職で！

　簡易な作業（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！

ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/
pio-design-workshop.html

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 経営支援担当
TEL  03-3733-6144　
E-mail  design-s@pio-ota.jp

PiOデザイン工房

　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。
※平日の月曜日から金曜日まで予約できるようになりました。

 TOPIC

5

電話または窓口からお問い合わせくださいお問い合わせ
（公財）大田区産業振興協会 勤労者支援担当
TEL  03-3733-6107　
E-mail  kyousai-fureai@pio-ota.jp

ホームページ https://otakyousai.zenpuku.or.jp/

割引料金で遊べる！ お得な勤労者共済です!!

　大田区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
補助が受けられます。特に会員全員に配布して
いる各種レジャー施設で使用できる利用補助
券は、遊園地や水族館、日帰り温泉施設などが
割引料金でご利用できます。ぜひ、ご家族で余
暇を楽しんでください！
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入会金 ： 200円　　会　費 ： 月額500円

縫製・手芸 箱詰め 組立作業 検品作業

相談料 ： 1回につき 1時間30分 7,700円

　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。

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

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6日（木）～5月31日（月）
※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1日（火）～7月30日（金）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

申込方法

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 プロモーション担当
TEL  03-3733-6476　FAX  03-3733-6459

ホームページ https://www.pio-ota.jp/pr/factory-award.html

募集期間 ５月26日（水）～６月30日（水）（予定）
所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類と合わせて持参または郵送して下さい。
※詳細は当協会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 イノベーション担当
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

「第33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？
　本事業は大田区内の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出展助成や各賞に
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。
　この絶好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。
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表彰状・認定証授与式は第26回おおた工業フェア初日に行います。
※令和4年2月3日（木）

大田区

大田区「優工場」
ロゴマーク

第32回最優秀賞「骨伝導技術を活用したヒアラブル聴覚機器」 BoCo株式会社

令和3年度
大田区「優工場」を募集します！
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※商標登録出願済み

206mm210mm210mm
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会　　期 ７月２日(金)10:00～17:00

大田区産業プラザ 1階大展示ホール会　　場

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 取引拡大担当
TEL  03-3733-6126　
E-mail  torisoku@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/
ota-tech/2021/

大田区加工技術展示商談会2021 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
以下の規模の企業の皆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。ぜひご来場ください。

 TOPIC
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ホームページ https://www.pio-ota.jp/
overseas-expansion/200415-bk.html

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 経営支援担当
TEL  03-3733-6404　
E-mail  kaigai@pio-ota.jp

海外企業の信用調査サービスをご利用ください

　海外企業との輸出入や技術連携などの際に、相手先の信用度
を調べることは大変重要です。本サービスでは、取引開始の可否
判断や取引条件の交渉に役立つ、売上推移、主要顧客及び信用度
スコアなどの客観的データを割安で提供いたします。ぜひお気軽
にお問い合わせください。

 TOPIC
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 TOPIC

6 第60回ものづくり受発注商談会 参加企業募集

　販路拡大や新技術導入に向けてぜひご参加ください。

第59回ものづくり受発注商談会

会　　期 10月21日（木）
大田区産業プラザ会　　場

料　　金 発注企業 無料
受注企業 大田区・品川区2,000円
 その他の企業  5,000円
7月30日（金）定員になり次第締切締　　切

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）

形　　式

定　　員

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 経営支援担当
TEL  03-3733-6126　
E-mail  torisoku@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/
exhibition/business-meeting.html

130社（発注40社、受注90社）
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の場として「1日限り」で開催しております。ぜひご来場ください。

 TOPIC

7

ホームページ https://www.pio-ota.jp/
overseas-expansion/200415-bk.html

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 経営支援担当
TEL  03-3733-6404　
E-mail  kaigai@pio-ota.jp

海外企業の信用調査サービスをご利用ください

　海外企業との輸出入や技術連携などの際に、相手先の信用度
を調べることは大変重要です。本サービスでは、取引開始の可否
判断や取引条件の交渉に役立つ、売上推移、主要顧客及び信用度
スコアなどの客観的データを割安で提供いたします。ぜひお気軽
にお問い合わせください。

 TOPIC

8

 TOPIC

6 第60回ものづくり受発注商談会 参加企業募集

　販路拡大や新技術導入に向けてぜひご参加ください。

第59回ものづくり受発注商談会

創業相談のご案内
プランが固まっていなくても大丈夫です。

①相談事項 ： 創業全般、事業計画、資金計画、
　　　　　　助成金・補助金の活用など
②相談場所 ： 大田区産業プラザ

対　　　象

時　　　期

料　　　金

お問い合わせ

区内で創業後5年未満の方・
区内で創業を検討されている方

随時

無料

（公財）大田区産業振興協会 経営支援担当
TEL  03-3733-6144    E-mail  keiei@pio-ota.jp

創業者向けカフェテリアセミナー
専門家を招き事業に役立つ実践的な知識を学べる創業者
向けセミナーを開催します。また、先輩起業家による体験
談や保証協会ミニセミナーも実施します。

実践汎用旋盤・フライス盤講座
【初級】（2回目）
選択式で、汎用旋盤またはフライス盤の基礎を学び
ます。旋盤またはフライス盤のどちらをご希望か明記
の上、お申し込みください。

対　　　象

時　　　期

金属加工業や機械工業に従事し、業務上、汎用旋盤・
フライス盤の技能を必要とする方
※原則として大田区在住または在勤の方を対象とします。

令和3年8月28日、9月4日、11日（毎土曜日3日間）
講座時間 ： 9：15～16：30

会　　　場
東京都立城南職業能力開発センター大田校
※令和3年4月に「羽田旭町10-11」に移転し実施

定　　　員 10名（抽選制）（汎用旋盤5名・フライス盤5名）

受　講　料
会員価格 ： 3,000円（教材費等込） 
非 会 員 ： 4,000円（教材費等込）

申 込 〆 切 令和3年7月15日(木) 

申 込 方 法

専用の応募用紙にてお申込みください。
応募用紙は、大田工業連合会（TEL 03-3737-0797）に
お問合せの上、入手してください。
※申込は下記ホームページからも行えます。

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
TEL 03-3737-0797  FAX 03-3737-0799
E-mail office@ootakoren.com
https://ootakoren.com/  

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

時　　　期

対 象 税 目

お問い合わせ

対象税目の申告・納税等を行う方

電子申告等受付時間 ： 平日8:30～24:00

○法人事業税・特別法人事業税／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

eLTAXヘルプデスク （平日9:00～17:00）
TEL  0570-081459
https://www.eltax.lta.go.jp/

従業員の健康づくりを
アプリがサポート！！
大田区では、健康づくりに取り組むとポイントが
たまり、抽選で景品があたるアプリ「はねぴょん
健康ポイント」を実施中。

対　　　象

内　　　容

申 込 方 法

お問い合わせ

区内在住・在勤の18歳以上の方

企業（事業所）やサークルなどのグループでも参加でき、
楽しく競い合いながら健康づくりができます。
健康経営の取り組みとしてぜひご活用ください。

専用ホームページかQRコードからダウンロード

大田区健康づくり課
TEL  03-5744-1661
https://www.kirari-kenko-ota.hanepyon-point.jp/オフィス・事務所は

屋内禁煙です

お問い合わせ

大田区保健所健康づくり課
TEL  03-5744-1661
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/
kenko_dukuri/other_joho/tabaco/
jyudoukituenboushitaisaku.html

キャリアアップ講習 6月募集

対　　　象

募 集 期 間

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（火）～10日（木）【必着】

募 集 科 目 機械図面の見方とCAD製図、3次元CAD(SolidWorks)
【中級】ほか3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

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）

個人情報の
取り扱いについて

対　　　象

時　　　期

内　　　容

申 込 方 法

お問い合わせ

創業に興味がある方及び創業間もない方

6月13日（日）13:30～17:00

ホームページの申込フォーム

東京信用保証協会 経営支援部経営支援課 セミナー事務局
TEL  03-3272-2276
https://www.cgc-tokyo.or.jp/assistplaza/lecture.html

会場受講とオンライン受講の選択ができます。
事前申込制・各申込定員25名（先着順）。
※オンライン受講はZoomでの配信を予定しています。

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
禁煙となりました。屋内で喫煙する
場合は、基準を満たした喫煙室を設
置し、標識を掲示する必要がありま
す。また、喫煙室には20歳未満の
方を立ち入らせてはいけません。
受動喫煙から従業員を守るため、引
き続きご対応をお願いいたします。

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。

INFORMATION

会　　期 10月21日（木）
大田区産業プラザ会　　場

料　　金 発注企業 無料
受注企業 大田区・品川区2,000円、
その他の企業 5,000円
7月30日（金）定員になり次第締切締　　切

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）

形　　式

定　　員

お問い合わせ （公財）大田区産業振興協会 経営支援担当
TEL  03-3733-6126　
E-mail  torisoku@pio-ota.jp

ホームページ https://www.pio-ota.jp/trade-expansion/
exhibition/business-meeting.html

130社（発注40社、受注90社）

申 込 方 法 予約制（ホームページの申込フォームまたはFAX）
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