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生産性向上や長時間労働の是正を目指して「働き方
改革」が求められ、フレックスタイムやテレワークなどの制
度は普及しているものの、実態としてはなかなか進んでい
ません。

アトセンス株式会社では、社員が自らの働き方を自らが
考え選ぶことで、自主性・自発性の育成につなげており、
「働き方改革」が進んでいます。

身近な「働き方改革」の取り組みをご紹介します。

関東経済産業局から 多様な働き方を活かすこれからの人材戦略～副業・兼業やフリーランスの可能性～

会員の叙勲受章
専門家コラム Vol.2 中小企業の診断や支援と産産連携 ― 中小企業診断士の視点から 他
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Case Study

アトセンス株式会社 代表取締役 細渕信子

自らが働き方を選ぶことで自主性が育つ

計測・制御機器製造を行うアトセンス（東京都新宿区）では、社員の多くがフレックスタイム制度を活用して

います。フレックスタイム制度の利用により、社員自らがそれぞれのライフスタイルに合わせた働き方を選ぶことがで

き、それにより仕事の共有化が図られ、仕事に対しての自主性・自発性を高めています。

アトセンスでは、午前10時から午後3時までをコアタイムとし、1週間の

基本勤務時間を定めています。自分の生活リズムや体調、プライベートな

用事などを優先して業務時間を決めることができ、勤務時間が少ない場

合は同週の別の日に勤務時間を増やすなど、自分自身で働き方を考え

実行しています。

アトセンスの働き方の取り組み

・コアタイム午前10時～午後3時としたフレックスタイム制度

・入社時から有給休暇を付与

・5月～9月に5日間の夏季休暇を自由に取得可能

・水・金曜日を一斉退社日とする

フレックスタイム制度を利用している社員の多くが、「ラッシュ時間を避けら

れ、通勤のストレスがなくなった」と語ります。通勤時の疲れが減ることで、

仕事に集中することができ、仕事以外の時間を楽しむことができます。

その他にもそれぞれのライフスタイルに沿ったメリットがあります。

働き方で仕事とプライベートを充実させる

• 早朝出勤時はメールや電話などがなく、自分の仕事に集中することが

できる。

• 自分や家族の病院への通院、市役所での手続きが必要な際なども、

有給を取らずにフレックスタイムで対応できるので動きやすい。

• 子どもの急な体調不良にもフレキシブルの対応ができる。同一週内で

勤務時間をカバーできるので、家族との協力がしやすい。

• 早朝出勤の場合、早い時間に終業するので、友人と会ったり、買い物

や食事を楽しんだり、有意義に仕事の後の時間を楽しむことができる。

フレックスタイムが円滑に利用されている理由の

一つは、それぞれの働き方を受け入れ尊重しあえ

ていることにあります。フレックスタイムの利用で不在

の際にも顧客対応が遅れることなくできるようにす

るため、業務や情報を常に共有し、属人化するこ

とを避けています。

当社では、自動車業界をメインに、研究開発の現場で求められる計測器・分析器の企画製造を行っており、

現場の研究者の状況やニーズを理解し、提案を行うことが求められます。そのためには、社員一人一人が考え

ることが必要であり、仕事の幅を限定せず、仲間と共有していくことが重要です。

アトセンス株式会社

所在地 東京都新宿区西五軒町6-10 秋山ビル

従業員 12名 創業 2005年

業務内容
エレクトロニクス機器、計測、制御機器、各種センサの企画、
開発・製造・販売・保守サービス

一人一人が自分の仕事に対する自覚を持ち、情報共有ができているからこそ、勤務時間が異なることによ

るミスコミュニケーションはほとんどありません。

「会社の中で、業界の中で、プロ意識を持っても
らいたい。主体性をもって働き、自分の生活・趣
味を大切に、公私ともに豊かになってほしい。」と
社員への期待を語る細渕社長。

働き方を通じて、社員が育ち、会社が育つ取り
組みが続きます。
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多様な働き方を活かすこれからの人材戦略

～副業・兼業やフリーランスの可能性～

Kanto METI
関東経済産業局から

問合せ 関東経済産業局地域経済部社会・人材政策課 TEL：048-600-0358

―変化する時代を生き抜くこれからの人材戦略

現在、日本経済は概ね好調を維持し、企業業績も比較的堅調に推移していますが、経済のグローバル化
の進展や第４次産業革命等、経済・社会環境が目まぐるしく変化しており、今後の日本経済の行方はこの
変化の波をいかに適切に乗りこなしていくかが重要な鍵となります。

企業に対する社会ニーズも多種多様に変化する昨今、企業活動の維持・成長に必要な経営資源を社内
に求める「自前主義」が限界を迎えつつあり、重要な経営資源の一つである人材についても、従来の戦略に
固執せず社内外の多様な人材を柔軟に活用していく「オープンイノベーション」の思考が求められています。

政府は、 2018年1月、原則副業禁止としていた厚生労働省のモデル就業規則を副業可能とする内容に
改正し、また2018年6月に働き方改革関連法を整備するなど、企業の多様な人材活用をサポートする環境
整備を進めているところです。

この流れの中で、大企業を中心に副業を解禁・推進する動きが見られる等、機運が高まってきています。

『新時代の外部人材活用セミナー

～兼業・副業・フリーランス活用のススメ～ 』

10月31日、外部専門人材の活用に意欲・関心のある中小企業や兼業・副業やフリーランスとして活躍して
いる方等を対象としたセミナーを開催しました。

同セミナーでは、「兼業・副業による人材の受け入れニーズに関する調査（※1）」の結果報告や、中小企業
における外部専門人材の活用事例の紹介、新しい人材活用の可能性を参加者と共に考えるパネルディスカッ
ション等を行いました。

※1：兼業・副業による人材の受け入れニーズに関する調査

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/data/kengyo_hukugyo_chosa_houkokusho.pdf

有識者によるパネルディスカッション

— 関東経済産業局の実施する中小企業の人材確保・活用支援

関東経済産業局では、中小企業における採用力強化、魅力
発信、人材とのマッチング、定着までを一貫支援する「中小企業・
小規模事業者の人材確保支援等事業」を展開しています。

本事業の一環として、大企業で働きながら兼業・副業している
人材やフリーランサー等の外部専門人材と中小企業のマッチング
支援を実施しています。

『兼業・副業・フリーランス Meetup 2018』

12月13日に行う「兼業・副業・フリーランス
Meetup2018」は、様々な分野の知識と豊富な業
務経験を有する外部専門人材との交流により、新し
い人材活用の可能性を実感できる機会です。

事業の拡大・改善を図りたい、悩ましい経営課題が
あるけれど、社内に適切な部署や人材がいずお困りの
企業の方、外部人材の活用が解決してくれるかもしれ
ません。ぜひご参加ください。

日時 2018年12月13日（木）18：00～20：00

会場 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4階展示ホールＡ（東京都豊島区東池袋3-1-1）

内容 参加企業によるミニプレゼン、企業と人材のブース面談、企業と人材の交流会（名刺交換会）

申込み サイトよりお申し込みください。 https://tokusen-company.com/events/tokyo1213/
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中條守康様（㈱東洋ボデー 代表取締役社長）

このたびは、栄えある旭日単光章を賜り最高の栄
誉であり、身に余る光栄に存じます。

今回の受章は今まで半世紀以上にわたり弊社と
私を共に支えて下さった全ての方々によるご支援の
賜物であり、心より感謝申し上げます。

弊社の特徴である短納期における多品種変量生
産を実現し市場より御注目戴きましたIT業務の促
進では、首都圏産業活性化協会また会員企業の
皆様には多大なるご支援ご協力を賜り、弊社では
常に変化する環境に対応する為、今後とも全ての
関係者様と共存共生を果たし、微力ではありますが
地域の振興、業界の発展に寄与できますよう研鑽
し邁進していく所存でございます。

変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒お願
い申し上げます。

山本 俊和様
（㈱電子制御国際 元代表取締役）

このたび、経済産業省の推薦により叙勲の栄
誉を賜りました事は、社員、関係会社の皆様の
ご支援ご協力があっての事だと厚く感謝しており
ます。

また、当社のように社員が30人ほどの小企業
が晴れの舞台に立てたのは、TAMA 協会を通
した企業アピールが経済産業省に伝わり「元気
なモノ作り中小企業300社」、「グローバルニッチ
トップ企業」の選出に繋がった事が大きな要因
だと感じています。

今後とも、微力ながら社業の発展、社員の励
みになるよう支援して参ります。

平成30年秋の叙勲受章

Introduction of Members

平成30年秋の叙勲・褒章受章者が11月3日に発表され、協会会員3名が産業振興功労・
中小企業振興功労により受章されました。誠におめでとうございます。

●旭日小綬章 産業振興功労 林愛子様（元 立川商工会議所 副会頭／マノ精工株式会社 代表取締役）

●旭日単光章 中小企業振興功労
中條守康様（株式会社東洋ボデー 代表取締役社長） 山本俊和様（株式会社電子制御国際 元代表取締役）

モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)では、モバイルシステムの導
入により IoT/AI 分野での「業務効率化」、「業績向上」、「顧客満足度向上」、
「社会貢献の推進」、「先進的なモバイル活用」等の成果を上げた事例を顕彰し、
モバイルソリューション、IoT/AI システムの更なる普及促進を図っています。

ユーザー部門の奨励賞を（株）NISSYO（東京都羽村市）が受賞されました。

○ユーザー部門 奨励賞 （株）NISSYO（旧社名：日昭工業（株））
システム名称：デジタル化された装置のトレーサビリティ 主な用途：ペーパーレスとトレーサビリティ情報のデジタル化

多摩地域の中小企業の活性化と地域経済の振興に寄与することを
目的に、中小企業、団体等が開発した、優れた「技術や製品」、新しい
「ビジネスモデル」を通じての「地域経済への貢献」を表彰しています。

多摩ブルー賞「技術・製品部門」に、（株）コスモテック（東京都立川
市）の受賞が決定しました。

○多摩ブルー賞「技術・製品部門」
優秀賞／経済産業省関東経済産業局長賞

（株）コスモテック 『現場最前線のワーカーのための「ウェアラブルメモ「wemo」』

最優秀賞については、12月12日開催の表彰式にて発表となります。

すぐれたエコプロダクツ（環境負荷の低減に配慮した製品・サービス）を表
彰することにより我が国におけるエコプロダクツのさらなる開発・普及を図って
います。

環境大臣賞を（株）industria（埼玉県入間市）が受賞されました。

○環境大臣賞
（株）industria 『FILSTAR（elementless filster』
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今後のイベント・セミナー

皆さまの「知りたい」「聞きたい」「話したい」によるセミナー・研修・交流会を開催します。
ニーズ・テーマのご希望は事務局へご連絡ください。また皆さまの事例・講師紹介もお待ちしています。

Event
Seminar

今回のスマートなものづくりを考える会では、ものレボ株式会社（京都市中京区）様から、「小ロット生産の
納期を“いきなりIoT”守る～標準とIoT～」をテーマにご講演頂きます。

小ロット生産をする中小工場が納期どおり生産して納品できていないという
課題に対し、クラウドITツールとIoTを活用して解決する事例を紹介。
改善の基本を軸とした納期管理の課題をIT・IoTに落とし込んで解決する
流れをQCストーリーに沿って説明します。

プレゼンター ものレボ株式会社 取締役 松下 貴大氏

申込み・問合せ：事務局（羽村サテライト） 森
Email:tcs@tamaweb.or.jp TEL:042-570-3481 FAX: 042-570-3482

[日 時] 2018年12月5日（水）16:00－18:00
[会 場] 八王子先端技術センター「開発・交流プラザ」

（東京都八王子市旭町10-2）

スマートなものづくりを考える会
http://www.tamaweb.or.jp/archives/10853

小ロット生産の納期を“いきなりIoT”で守る
～標準化とIoT～

[日 時] 2018年12月17日（月）15:30－17:00
[会 場] 中野サンプラザ（東京都中野区中野4-1-1）

第1回「生産性見え太君」ユーザワークショップ by 武州庵

http://www.tamaweb.or.jp/archives/10908

IoT導入のための具体的なワークショップです。

スマホ機能を最大限活かした完全配線レス設備動作収集アプリ「生産性見え太君」を利用して現場改善、
拡張機能について学びます。IoT導入に関心のある製造業の方、支援を行う専門家の方、ぜひご参加ください。

内容
1．「生産性見え太君」体感！とPDCA現場改善ソルーション活用 15:30～16:15

武州工業株式会社
2．「生産性見え太君」のクラウドサービスと拡張機能の紹介 16:15～16:45

株式会社クレアンスメアード

申込み・問合せ メールまたはFAXで、貴社名・業種・所在地・所属部署・役職・ご氏名・
E-mail・TELをご連絡ください。

事務局 佐井 Email:tama-digitalhub@tamaweb.or.jp
TEL:042-631-1140 FAX: 042-631-1124

本事業は、関東経済産業局地域中核企業創出支援事業「中小製造業向けIoT活用による総合
情報管理システム普及促進事業」の一環として武州工業（株）と連携し行っており、武州工業内の
ものづくり人材のオープンな教育活動施設「武州庵」を拠点に進めています。

人材確保困難時代を生き抜くために―

中小企業大学校と連携し、企業の採用力と人材定着率の向上を目指した連続セミナーを行います。
詳細は、決まり次第メールマガジン・webサイトにてご案内します。

中小企業大学校 サテライト・ゼミ with 首都圏産業活性化協会（TAMA協会）

「適材の採用と定着に向けた仕組みづくり」～磐石な会社・組織づくりへの打ち手を考える～

開催時期 2019年1月～3月の4日間 開催場所 八王子駅周辺

企画中
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広げよう会員の輪 新規会員の紹介
新規会員との意見交換・面談を希望する方は、
事務局へご連絡ください。

当社は、高精度自動制御技術（特許）開発で群
馬県からベンチャー企業支援制度の適用第１号を受
けた研究開発型企業です。

「自動制御」、「微小信号処理」、「パワーエレクトロ
ニクス」の３つのコア技術で、①医療（ME）機器分
野では全く新しい医療機器の開発を、②FA機器と③
半導体関連機器分野ではニッチトップの製品を開発し
ています。

その開発力は各分野で評価され、「グッドカンパニー
賞」や「群馬県優良企業表彰大賞」受賞のほか、「地
域未来牽引企業」にも認定されました。

最先端のその先へ。

当社は40年以上の基板設計ノウハウと1980年からの電子系CAD開
発ノウハウを生かし、電子回路基板CAD（CADLUS PCB）を無料提
供する事で製造業の活性化に貢献しています。長年の技術ノウハウと事
業縁を活かして全ての顧客、取引先、学校の縁をコラボレーションし、力を
合わせて、エレクトロニクスの製造業におけるEMS（受託生産）の新しい
サービスを開始します。

随時、協力企業や協力学校などを募集しています。

初心者向け「俺のCAD」で日本の未来を革新

株式会社ニソール https://www.nisoul.co.jp

代表者 代表取締役 田﨑 薫 窓口 営業企画部 田﨑 勝也

所在地 〒350-1306 埼玉県狭山市富士見2-2-12

TEL 04-2958-8600 mail K-tasaki@nisoul.co.jp

株式会社ニソール

会員企業紹介

株式会社アドテックス

所在地 群馬県高崎市倉賀野町2454-1

TEL 027-320-2800 URL http://www.adtex.com/

業務内容

1）電子機器、プリント配線基板の設計
2）ＣＡＤ／ＣＡＭソフト「CADLUS」キャドラスの開発・販売
3）EMS（電子機器の受託生産サービス）

商品・サービス

・電子機器回路設計、基板設計、シミュレーション、基板製造、基板実装、部品調達、
組立、ハーネス加工、筐体、検査治具等、基板に関してお手伝い致します。

・回路図CAD、基板設計用CAD/CAMソフト、ガーバー検証のパッケージソフトとCAM製
造ソフト等のカスタマイズ提供を行っています。

会員の
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１．中小企業の診断･評価（技術力・事業性
評価制度）の活用

製造業では、技術と事業の両面の診断・評
価が必要です。中小企業診断士は、保有技
術の独自性や優位性、競合他社との製品競
争力、対象市場や顧客ニーズとの適合性等を
重要要素として診断・評価を行っています。

企業の連携先の適否として、相手企業の強
みや弱み、課題やリスクを診る必要があり、連
携候補とする場合は相手企業の訴求点や改
善点、連携体制も検討する必要があります。

中小企業診断士の技術力・事業性評価が、
連携先検討に役立ちます。

２．大手企業からの受注・マッチングに向けて

大手企業との連携・受注に関しては、ニーズ
に応え、安定継続した関係を築けるかが重要
です。大手企業のニーズは情報開示の制約が
ありますが、発注仕様の理解と対応の協議を
行い、その真のニーズに沿った具体的な提案
（独自性、実績等）が求められます。

具体的な技術資料や評価データも重要です

が、共同開発、評価、量産、販路等目的に応
じた連携体制の提案も必要となります。

自社の技術やノウハウ管理、双方の情報管
理や守秘義務契約も重要ですので、自社の
知的財産の取り扱いについて整理をしておくと
良いでしょう。

３．中小企業同士の産産連携に向けて

中小企業の同業者同士の連携では、共同
受注及び量産体制等の確立による事業規模
拡大が見込まれます。顧客から見ると、営業や
生産の連携体制の構築、情報の共有等、一
体化したような運営管理が求められます。連
携企業との体制構築や運営管理が重要です。

複数の企業や異業種の連携では、コア企業
のリーダーシップ、目的や出口（事業化）の
共有化、強みの組み合わせや分業体制が重
要です。開発から事業化までの各ステップで、
個々の企業または複数の企業間で業務契約
が必要となります。後のトラブルにならないように、
各ステップで決めごとを整理するのがよいと思い
ます。

第1回は、技術活用、製品開発、設計･製造、製造委託等、様々な形態がある大手企業との連
携について、大手企業の技術者側視点で中小企業との連携について記載しました。

今回は、中小企業診断士の立場から産産連携について記載します。

リソースが不足している中小企業は、大手企業、同業の企業、異業種企業等の連携も重要で、国
や自治体等の支援制度や補助金の活用も必要です。他社企業と連携する際に必要な視点を中小
企業診断士の視点でご紹介します。

専門家コラム
Vol.2

木島 研二
中小企業診断士、知的財産管理技能士、TAMAコーディネーター

1974年より総合電機にて開発・設計、製造、顧客対応等に従事し、
多くの大･中小企業と開発やものづくりで連携を経験。2003年より知
財･技術･事業の調査や評価、活用支援を行い、現在は中小製造業
を中心に診断や支援も行っている。各種支援制度の調査、審査、活
用支援、マッチングやコーディネート等も手がけている。

中小企業の診断や支援と産産連携 ― 中小企業診断士の視点から

TAMAコーディネーター 木島 研二

「専門家コラム」では、コーディネーター自身の経験と支援事例から企業に役立つ情報
を掲載しています。
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八王子事務所

〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1
八王子スクエアビル11階

TEL：042-631-1140
FAX：042-631-1124

羽村サテライト
[地域イノベーション戦略推進事業担当]

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘2-11-1
羽村市産業福祉センター1階

TEL：042-570-3481
FAX：042-570-3482

一般社団法人首都圏産業活性化協会
Emai：info@tamaweb.or.jp URL：http:／／www.tamaweb.or.jp

発行元・問合せ 一般社団法人首都圏産業活性化協会会報「つなぐWa」は会員へ配布しているほか、
自治体・商工団体・金融機関へ配布しています。

＜八王子事務所＞ ＜羽村サテライト＞

八王子スクエアビル
産業福祉センター

新規会員募集中！ご紹介ください！

新しいネットワーク・技術・情報を求める企業・大学・
行政・金融機関等を募集しています。

■入会メリット

○企業・技術等の探索支援 –産産マッチング
会員企業をはじめ特徴的な技術・製品を
保有する全国の企業ネットワークから、連携・
課題解決のための企業・技術を探索し、マッチングします。

○大学等との連携支援 –産学マッチング
大学研究を活用した事業化促進など、産学連携の実現に向けた支援を行います。

○公的補助金等獲得支援
設備投資や事業化のための公的補助金等の獲得支援を行います。補助制度のご案内、連携機関のご
紹介、申請支援を行います。

○人材確保支援事業への参画
各支援機関と連携して実施している様々な人材確保支援事業へご参画いただけます。

人材確保が難しい昨今、学生との接点により企業を知ってもらい関心
を持ってもらうことが大切です。
公益社団法人ネットワーク多摩では、学生・大学と企業との出会いの
イベント「ねっ多摩フェス」を開催します。

日時 2019年1月26日(土)／3月16日(土) 10:00～13:00

会場 明星大学 大学会館（22号館）3階大ホール
（東京都日野市程久保2-1-1）

参加費 無料

申込み・問合せ 事務局 平田
Email:jinzai@tamaweb.or.jp

地域を Connecting the region

多摩の学生×企業 「ねっ多摩フェス2019」

12月15日には、多摩の大学生たちによ
る「まちづくり・ものづくりコンペティション」が
開催されます。学生・教授との交流ができ
ますので、ぜひご参加ください。

入会申し込みは
webサイトから可能です


