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の取組みとしては、「BCP（事
業継続計画）の一環で、蓄電池
を導入し、災害時でも顧客に安
定的なサービスを提供できる体
制を整えている（石井建設工
業）」「近隣の精密部品加工工
場と若手建築家の連携による建
具金物（つまみ）などの開発プ
ロジェクトを支援し、地域企業
の事業継続、若手建築家の仕事
創出の両面の役割を果たしてい
る（栄港建設）」などの活動が
評価されました。
　②の取組みでは、「自社の屋
上で蜂を飼育し、地元小学生
に蜂蜜採取の機会を提供して
いる。また、採取した蜂蜜を
障がい者施設に提供している
（土志田建設）」「近隣の小学
校で『緑の授業』を実施し、

環境社会への意識向上を図っている
（生駒植木）」などがあげられま
す。
　地域に根差した事業活動を通じ、
企業の魅力を高め、企業価値の向上
につながる同制度を企業の成長戦略
のひとつとして、ぜひ活用くださ
い。

　横浜ものづくりコーディネート
事業は開始から9か月、「現場」
をキーワードに様々な手法で企業
間連携を展開しています。
　たとえば、企業誘致は成長力の
ある企業を市内に誘致し、税収や
雇用を確保することが主な目的で
す。同時に、地域の中小企業に
とっては、誘致企業が新たな取引
先として事業拡大の契機となるこ
とが期待されています。しかし、
企業の規模が大きくなればなるほ
どグローバルな調達を行う傾向が
強く、横浜市が誘致した大手企業
のニーズをどのように市内中小企
業のビジネスチャンスに結びつけ
るのかが課題となっていました。
　ものづくりコーディネーターは
横浜市の依頼を受けて誘致企業
を訪問し、事業内容や具体的な

ニーズなどの情報を収集していま
す。これらの情報を毎週開催する
コーディネーター会議で紹介し、
「現場」のネットワークを持って
いる強みを生かして、最適な企業
を見つけ、誘致企業との商談会や
プレゼンテーションの機会を設定
します。さらには、誘致企業の製
品の付加価値を高めるような技術
を持った中小企業の売り込みも行
います。
　誘致企業の産業分野は多岐にわ
たり、現在、自動車部品をはじ
め、電子部品、総合化学、大手
PCメーカーなどとのマッチング
を進めています。これまでの経験
から、大手企業でも新しい土地に
立地した直後は、できるだけ近い
地域内で新たな発注先を探す場合
があることがわかってきました。

　こうした機会をさらに拡大する
ため、11月29日には横浜市経済
局が誘致企業を対象に「ビジネス
チャンスセミナー」を開催し、も
のづくりコーディネーターがこれ
までに行った市内中小企業との
様々なマッチング事例を紹介しま
した。参加した誘致企業からは、
「地産地消で良いパートナーを紹
介してもらえる支援はありがた
い」「企業の層が厚く、技術力も
高い企業が多いことを実感した」
などの意見がありました。
　市内企業のビジネス機会の拡大
だけでなく、誘致企業が横浜を代
表する企業になってもらうために
も、ものづくりコーディネーター
は重要な役割を果たしています。

横浜の宝！ 横浜型地域貢献企業 
新たに24社を認定

誘致企業のニーズを中小企業のビジネスチャンスに

ワンストップ経営相談窓口をご利用ください
創業や企業の経営課題の解決に向けて、ＩＤＥＣ職員・専門家がお手伝いをします！

TEL.（045）225-3711（財団本部）　TEL.（045）778-9571（金沢拠点）
www.idec.or.jp/keiei/ 

詳細は、IDECホームページhttp://www.idec.or.jp/keiei/csr/　　　経営支援課  045-225-3714

▲ 林市長と、横浜の芸術・文化を発信する活動が
　 評価されたオフサイド社の吉富社長

　横浜型地域貢献企業は、今年
度上期に新たに24社が認定さ
れ計172社となりました。10
月22日には、林文子横浜市長
から認定証が授与されました。
24社の中には創業90年以上の
歴史を持つ企業４社が含まれて
おり、各社とも、創業100年、
200年へと更なる永続的な成
長・発展を目指しています。
　横浜型地域貢献企業認定制度
は、平成19年度に創設され、
①本業において地域を意識した
経営を行っている、②本業以外
において地域貢献の視点をもっ
た社会的活動に取り組んでいる
など、企業のCSR（社会的責
任）活動に取り組む企業を対象
としています。
　今回、認定された各企業の①

問

詳細は、IDECホームページhttp://www.idec.or.jp/renkei/monozukuri/　　　技術支援課  045-225-3733問
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台湾の学生から見た日本企業の魅力

IDEC ニュースレター2013.1  Vol.04

女性起業家の更なる成長・発展に向けて ～女性起業家向けメンター事業 実施報告～

は、日本企業の窓口となる優秀

な学生を採用するため、大手企

業が就職説明会をITIで開催する

など高い評価を受けています。

　沈思妤さんは大江電機(南区・

制御機器等商社)で営業企画、黄

瀞儀さんはイノテック(港北区・

半導体商社)で経営企画の業務で

活躍しています。彼女たちは日

本企業の魅力として「台湾に比

べ仕事の引継ぎなどが丁寧で良

い」「先輩に気軽に仕事の相談

ができる」「日本語や日本の商

習慣を学べることが大きな魅

力」などをあげています。就職

先を決めた理由は、「インター

ンで会社の仕事や雰囲気がわ

かったこと」と２人とも口をそ

ろえました。

　横浜で起業し、更にビジネス

上の成長・発展を志す女性のた

めに、IDECでは女性起業家に向

けた支援メニューを用意してい

ます。

　今年度から始まった「女性起

業家向けメンター事業」では、

創業間もない女性起業家（メン

ティー）が横浜の先輩女性経営

者（メンター）と交流しなが

ら、事業を進めていく上での悩

みや課題の解決について助言を

受けることができます。

　今年度のメンターには、横浜

を代表する老舗料亭の女将をは

じめ、システム開発会社の女性

創業者、人材派遣企業の女性社

長や建設会社の女性経営者な

ど、企業の第一線で長年、マネ

ジメントや人材育成に取り組

み、先輩女性経営者として手腕

事業などの情報をタイムリーにお知らせするため、各種メールマガジンを配信してい

ます。どなたでも登録できます。IDECホームページ　http://www.idec.or.jp/

「財団からの情報」の「財団発行メールマガジン」をご覧ください。
メルマガ登録者募集中！

　メンティーは、それぞれがミー

ティングを通じて、自身の事業

の方向性、事業コンセプト、取

り組むべき課題などが明らかに

なり、今後何をしていくべき

か、自ら答えを得たようです。

この数か月で、経営者として大

きく前進されたのではないで

しょうか。

　IDECは今後も、女性起業家の

事業の更なる成長に向けてバッ

クアップをしていきます。

　一方で日本企業にとっては、

インターンの受入れやITI人材の

採用が「台湾を中心とした海外

ビジネスの拡大に役立つ」とい

う声もあります。それは、語学

などの能力や人材の優秀さだけ

でなく、ITI出身者同士の幅広い

ネットワークも活用できると期

待されているためです。ご興味

のある方はご連絡ください。

を発揮し、さらに、経済団体で

も活躍されるなど、豊富な経験

と実績をもった４名の方々にお

願いしました。

　メンター１人に対してメン

ティー３人とコーディネーター

１人が４つのグループを作り、

６月から定期的にミーティング

を行いました。

　各グループで全４回のメンター

ミーティングが開催され、壁にぶ

つかったときの乗り越え方や、経

営者としての心構えなどについて

活発な意見交換が行われました。

参加者からは「相談相手ができて

心強い」「迷いが晴れた」などの

感想が寄せられました。また、メ

ンターの長年の経験に基づくアド

バイスは一言一言に重みがあり、

メンティー一同の共感を得ていま

した。

▲ 大江電機社長 ( 左 ) と沈さん

▲ メンターミーティングの様子

詳細は、IDECホームページhttp://www.idec.or.jp/kaigai/　　　国際ビジネス支援部  045-225-3730問

詳細は、IDECホームページhttp://www.idec.or.jp/kigyo/woman/post.php　　  経営支援課  045-225-3707問

　IDECは、平成18年から台湾貿

易センター(TAITRA)の付属組織

である国際企業人材育成セン

ター(ITI)の学生をインターンとし

て受け入れる事業を実施してい

ます。昨秋、市内企業がイン

ターンシップをきっかけとして

５名の学生を従業員として採用

しました。これまではインター

ンの受入れにとどまっていまし

たが、海外人材を採用するため

の機会として本事業を積極的に

捉える企業が増加しています。

　ITI日本語科は、大学卒業者が

対象で日本語だけでなく経営管

理、マーケティングなども習得

します。日本語は、能力試験で

最も難しい「N１級」というレベ

ルを全員が目指します。台湾で
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突破口を見いだすヒントに！  ～技術相談～

■ Column 「IDEC上海事務所レポート」

開発が進む上海近郊の新都市 「臨港新城 」 　  　　上海事務所副所長　川北 彰子

２日間で約８千人が来場、 PIAフェスタ2012開催

▲ 中庭広場での会場風景

▲ 臨港新城の都市計画模型

詳細は、IDECホームページhttp://www.idec.or.jp/gijutsu/soudan/　　  技術支援課  045-225-3733問

　中小企業単独では対応が困難
な技術的課題を解決するため、
豊富な知識と経験を有する「技
術アドバイザー」が企業訪問を
行っています。
　電話やメールでの相談とは異
なり、課題が発生している現場
に訪問し、相談に応じるため、
より的確な判断とアドバイスが
できることが強みです。また、
様々な技術分野の専門家をアド
バイザーとして登録しているた
め、課題に応じた最適なアドバ
イスを受けることができます。
　アドバイスを受けた企業から

は、「疑問や課題解決の糸口を見
いだすことにとどまらず、思いも
しなかった技術の可能性などの発
見があった」「課題が整理され、
方向を定めることができた」とい
う声が寄せられています。また、
その後の企業努力により製品の高
度化、技術の改良に成功した事例
も少なくありません。
　最近の傾向としては、東日本
大震災による電力不足等の体験
からエネルギー問題に対する意
識が高まり、工場や事業所の節
電・省エネ対策に関する相談が
増えています。

　また、突発的な緊急事態に備
えてBCP（事業継続計画）を作
成したいという相談にも応じて
います。
　相談内容は多種多様ですが、ど
のような相談でも大切なのは、相
談者の積極的な取組みと熱い思い
であり、これが課題解決や成功の
鍵となります。
　相談は年間５回まで無料で
す。環境技術・省エネルギー分
野、防災対策分野は別枠で更に
５回ずつ無料で利用可能です。
ぜひ活用ください。

　10月12日、13日の２日間、

横浜市金沢産業振興センターで

「PIAフェスタ2012」が開催さ

れました。当日は天候にも恵まれ

中庭広場では、金沢産業団地の食

品工場が作りたてのケーキや和菓

子、煮豆等の直売を実施したほ

か、ラーメンやおでんなどの各種

模擬店が盛況でした。

　特設ステージでは、地元のダ

ンスサークルがフラダンスやエ

イサー踊りを披露し、マーチン

グバンドの演奏にあわせて、子

供達が元気よく歌って踊ってイ

ベントを盛りあげました。また、

グラウンドや体育館ではソフト

ボール大会やフットサル大会が

催され、地元企業のチームが対

戦するなど、様々な交流が行わ

れました。

　ゲームや抽選会などのイベン

トも実施され、新企画として実

施された婚活イベント「PIAコ

ン」には、男女96名が参加し14

組のカップルが誕生しました。

　２日間で約８千人が来場し、

金沢産業団地企業の製品や商品

を地域の方々に紹介し、交流を

楽しんでもらう良い機会となり

ました。

　主催した横浜金沢産業連絡協

議会では、「今後もこのイベン

トを更に充実させ、産業団地の

振興と発展、あわせて地域との

交流を深めていきたい」と次回

に向けて意欲を見せています。

ご期待ください。

　成長著しい上海市では浦東新区の開
発に注目が集まっていますが、郊外で
も新しい都市計画のコンセプトによる
大規模な開発が進められています。
　臨港新城は、市中心部の東南70km
に位置し、人工湖を中心に先端製造業
等の集積とともに快適な住環境の実
現を目指しています。開発面積は横浜
市の約７割近い300㎢で、高速道路や
浦東鉄道に加え、今春には地下鉄16
号線の開通が予定されています。ま
た、水上輸送拠点である超大型国際
コンテナ港の洋山深水港とは東海大
橋で結ばれ、交通インフラの整備も進

んでいます。
　さらに、電子・通信設備、新エネル
ギー等の８つの産業が重点促進産業
として定められ、国家レベルの一大製
造拠点として建設が進められており、
すでに、ＹＫＫ、シーメンス、上海電気
集団、中国船舶工業集団等の大手企
業が操業を始め、今後はこれら大手企
業のサプライヤーとなる企業の進出
が期待されています。高度教育を受け
た人材も集めやすいため、研究開発
拠点としても好立地です。
　比較的小規模な進出に対応する
ため、レンタル工場も完備され、ワン

ストップ窓口では日本語での対応も可
能なので、重点促進産業分野に関連
する市内の中小企業にとっても、注目
のビッグプロジェクトといえます。

問い合わせ：
上海閔聨臨港連合発展有限公司
（http://lingang.smudc.com）



各種イベントを開催しています　 2013.1～2
日 時イ ベ ン ト 名  /  会 場

随時
国際ビジネス相談会 /小会議室
中国・タイ・ベトナム・貿易実務・販路開拓などについて、専門家が個別面談形式で回答します。

１月19日(土)、26日(土)
10:00～16:00

創業塾(第９コース)ビジネスグランプリに挑戦！
「効果的なプレゼンテーションの極意」/大会議室
事業計画に関心をもってもらうコツを、講義とプレゼンテーションを通じて学びます。

２月６日(水)～８日(金）
10:00～17:00

テクニカルショウヨコハマ2013/パシフィコ横浜　展示ホールＣ・Ｄ
市内企業・IDEC連携大学とともに「よこはま産学・企業間連携コーナー」を出展します。

２月16日(土)
13:30～17:30

横浜ビジネスグランプリ2013/ランドマークホール（横浜市西区みなとみらい）
国内最大級のコンテスト　頂上決戦ファイナル

２月12日(火)
13:30～16:00

2013年度の為替相場見通しとグローバル経済の現況/情文ホール　
2013年度の為替相場の見通しとグローバル経済の現況を解説します。

IDEC横浜上記イベントはほんの一部です。 詳しくはホームページ「イベントのお知らせ」をご覧ください。

● 横浜新技術創造館（鶴見区：研究室・事務室） ● 横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア（金沢区：研究室・事務室）
● 横浜情報文化センター（中区：事務室） ● 横浜市金沢産業振興センター（金沢区：事務室） 
● 横浜メディア・ビジネスセンター（中区：事務室）

IDEC施設入居者募集　

詳細はIDECホームページ  http://www.idec.or.jp/「施設のご案内」メニューから、各施設の入居募集案内をご覧ください。
　   施設経営部　045-225-3710問

窓口相談 （直接、お越しください）
IDEC本部や金沢産業振興センターで企業の皆さまの様々な経営
課題についてのご相談にお答えします。

専門家相談（事前申込制・申込方法は以下参照）
弁護士、社会保険労務士など分野別に曜日を決めてお答えしま
す。 法律（火曜日）、労務（金曜日）、IT活用（木曜日）

技術相談（事前申込制・申込方法は以下参照）
大手企業OBなどの専門家が中小企業の皆さまを訪問し、技術課
題の解決をお手伝いします。

経営コンサルティング
経営革新や新規事業展開などを目指す中小企業に専門家が継
続的コンサルティングを実施します。

国際ビジネス相談（先着・事前申込制）
経験豊かな専門家が中国、タイ、ベトナムなどの対象地域や貿易
取引など実務についてテーマごとの相談会を毎月開催します。
スケジュールとお申し込みは、IDECホームページ「イベントのお
知らせ」をご覧ください。

オンライン相談
IDECまで来る時間がとれない方向けに、ネットでの相談も受け付
けています。

創業や経営、技術、国際ビジネスなど様々な課題について、IDEC職員や専門家が無料（一部のものを除く）でお答えします。 

ワンストップ経営相談のご案内 －お気軽にご利用ください－

IDECホームページ  http://www.idec.or.jp/ の「ニーズ別事業紹介」のメニューからご希望の事業を選び、
各事業のページから相談事業を選んで申し込んでください。
なお、はじめて利用する方は、新規ユーザー登録が必要です（一部のものを除く）。

申 込 方 法

■ Information

編集
後記

　IDEC は今年も、中小企業の皆さまや創業・開業を予定

されている皆さまをサポートする身近な存在でありたい

と考えています。今年も盛りだくさんの各種事業やイベ

ントを企画していますので、ぜひ気軽にご利用ください。

　また、小紙にもご意見をお寄せください。

　新春を迎え、皆さま、新たな気持ちで新年をスタート

されたことと思います。今号では、昨年新たに横浜型地

域貢献企業に認定された企業の紹介や、横浜ものづくり

コーディネート事業の展開などをはじめ、各種事業の状

況報告や紹介で構成しました。　
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