
次の3点に注意し散乱被害を防ぎましょう。①ごみはできるだけ中身が見えないフタ付きの容器に入れて出す②袋で出す場合、生ごみは紙などで包み、外から見えないようにする③防鳥ネットは、隙間を作
らないようにかぶせる　※防鳥ネットの無償貸し出しあり。くわしくはお問い合わせください。■問い合わせ先＝足立清掃事務所 作業係　☎3853-2141　ごみ減量推進課 清掃計画係　☎3880-5813

繁殖期の7月にかけてカラスによる
ごみの散乱被害が多くなります

野鳥のヒナを
拾わないで

巣立ち直後のヒナは上手に飛ぶことができません。しばらくは親鳥のそばで、エサのとり方や飛び方を学習しています。かわいいヒナ
は助けたくなりますが、親鳥やヒナを困らせてしまうので拾わないでください。■問い合わせ先＝生活衛生課 庶務係 ☎3880-5375

4月30日現在、265の町会・自治会、民生・児童委員の皆さんにご協力いただき、約1万8千世帯の調査が
終了しました。引き続き、ご協力をお願いします。■問い合わせ先=絆づくり調整担当 ☎3880-5184

「お互いさまのまちづくり」
孤立ゼロプロジェクト展開中

力

金メダリストを
支える
「スケート靴」

　安藤美姫選手や荒川静香選
手など、世界で輝かしい成績を
残したフィギュアスケート選
手のスケート靴を木型から考
え作った実績がある「㈱横山商
店」。外国人仕様木型のスケー
ト靴が多い中、「足の形は民族
によって違う」と話すのは横山
剛社長。くるぶしの高さや土踏
まずの形など、日本人の特徴を
考慮し、一人ひとりに合った形
に作り上げている。また、この
技術を基に初心者から競技者
まで使用可能なスケート靴

「ZAIRAS」を 開 発し、国 内 ス
ケート靴シェアNo.１を誇る。

株式会社横山商店
（千住曙町34-2）

　主に化粧品
の開発・販売
を行う「フジ
ケミカル㈱」。
東日本大震災
に伴う原発事
故を受け、作
業員の除染活
動中に付着し
た放射性物質
の問題を解決
す る た め に
「ジョセンソープ」の研究・開
発に成功し、特許を取得した。
市販の石

せっけん

鹸より放射性物質の
洗浄効果が高いことが現場で
も認められ、自衛隊や除染活
動ボランティアなどに使用さ
れた。「独自のものを作り上げ、
多くの人の助けになりたい」
と、藤原榮一郎社長は今後の
意気込みを語ってくれた。

フジケミカル株式会社
（舎人1-18-27）

放射性物質を
洗い流す「石鹸」

マッチングクリエイター
　中小企業が抱える、
様々な悩みごとの手助
けをする足立区独自の
事業「マッチングクリ
エイター（ＭＣ）」。その
活動内容を紹介します。
■問い合わせ先＝創業
支援係 ☎3870-8400

● 融資あっせん制度の紹介
●  弁護士などによる専門家相談の案内
● 経営改善のアドバイス
● セミナー・講習会の紹介
●  「ビジネスマッチング会」の紹介

　梅田でパンの製造・販売
を行っている㈱サンベル
ゴ。安心・安全なパンを子ど
もに届けたい㈱サンベルゴ
と生物園の想いが、ＭＣを
通してマッチングし、新た
な商品が誕生しました。

中小企業診断士など、経営相談のプロ 
5人で構成されるMC。年間で1,000件程
度の区内企業を訪問する。

区内中小企業の強い味方！

CASE

2

CASE

1

生物園のパンは
ＭＣを活用して誕生！

力マッチングクリエイター（
MC）

もお手伝い！！
　足立区内には約2万6,000社もの中小企業が存在し、区の経済を強く支えてい
ます。今号では全国、そして世界へ発信する区内中小企業のものづくり力と、中
小企業の強い味方であるマッチングクリエイター制度を紹介します。
■問い合わせ先＝▶︎中小企業の紹介…報道広報課 広報係 ☎3880-5815
　　　　　　　　▶マッチングクリエイター制度…中小企業支援課 創業支援係
 ☎3870-8400

▲�観客を魅了するバルーン演出

▲�元ニューヨーク・ヤ
ンキース、松井秀喜
選手の全長10mの
巨大バルーン

　「㈱エアロテック」は、大規
模・高精細なバルーンの制作・
演出を行う国内でも数少ない
企業の1つ。コンサートにお
いてバルーン演出を初めて行
い、現在そのほぼ100%は同
社が手掛けている。ダイナ
ミックでありながら、細部を
繊細に表現する「匠

たくみ

」の技は
国内外を問わず高く評価され
ている。「人々を感動させ、
喜ばせたい」という大曽根康
弘社長の思いを乗せたバルー
ンが、今日も人々を魅了する。

コンサートなどの
「バルーン」演出
国内シェアNo.1
株式会社エアロテック

（竹の塚3-3-15）

そのほかにも…

例えばこん
なお手伝い

いずれも無料で案内
します（一部のセミ
ナー・講習会を除く）。
まずはお気軽にお問
い合わせください。

・いもむし�（カスタード・ヨーグルト・
チョコクリーム）

・ウサギ（イチゴジャム）
・カメ（こしあん）
・カブトムシ（チョコクリーム）
・チンチラ（カスタード）
・ヘビ（ウィンナー）

価格：各180円�6種類を販売

商
品
情
報

新製品の開発にコスト
がかさむのですが…

　東和で畳づくりを営む「東和 小
川畳店」。より多くの人に畳を身近
に感じてほしいという思いから、畳
の縁

へり

を素材に蝶
ちょう

ネクタイなどのア
クセサリーを作り上げた。「家に和
室をつくる家庭が減り、畳の需要
も減ってきています。畳というひと
つの型にとらわれず、アクセサリー
としてでも身近に畳を感じてもら
い、畳の文化を守っていきたい」と、
代表の小川崇氏。区内から日本、
そして世界へ。日本の文化を新た
な形で発信していく。

和の文化「畳」を
アクセサリーに
東和 小川畳店（東和3-6-7）

▲�畳の縁は1,000種類近くあり、カラ
フルなアクセサリーが作られる。�
名刺入れ（上）／蝶ネクタイ（下）

ロケットエンジンの研究
など「宇宙開発」に貢献
有限会社松田製作所（花畑4-17-3）

　ガスタービンの研究やロケット
エンジンの効率化などを手掛ける

「㈲松田製作所」。H-ⅡAロケット
のエンジン「LE-5B」や、はやぶさ
のイオンエンジンの開発にも貢献
した。「できないと言ったらそれっ
きり。受けた以上は必ずやり遂げ
る」と、常に最新技術・研究が求め
られる仕事にも強い信念をもって
取り組む松田一夫社長。今後は宇
宙関係の分野だけでなく、エネル
ギー開発など幅広い分野での活躍
が期待される。

▲�ロケットエンジン「LE-5B」が搭載さ
れて打ち上げられたH-ⅡAロケット

©JAXA

　業種や取り組
み内容に合わせた
助成金を案内しま
す。足立区の助成
金制度の数はなん
と28！　都内でも
トップクラスの充
実度です。

　これまでMCが
訪問した企業の中
から、事業内容や
設備の状況を確認
し、要望に近い企
業を紹介します。

MC制度利用

ビジネスマッチング会
の案内

　巻尺を主な製品として製造・販
売する「ヤマヨ測定機㈱」は測定機
という、「長さ」を測る業界で最も
創業が古く伝統ある企業。100カ
国以上の取り引き実績や、1964年
に行われた東京オリンピックでも
銘柄指定を受けるなど、国内外を
問わずその品質が認められている。
また、業界で初めて繊維製デジタ
ル巻尺の開発にも成功した実績を
持ち、2020年東京オリンピックな
ど、今後の活躍も期待される。

「巻尺」国内シェアNo.1
ヤマヨ測定機株式会社（足立2-23-13）

▲�繊維の柔らかい特徴を生かして腹囲測
定用として開発された繊維製デジタル
巻尺（左）／1964年東京オリンピック
でも使用されたリボンロッド（右）

外注先を探したいの
ですが…

　関原に工房を構える「はな壱」
は、80年近く草履や下

げた

駄の鼻緒作
りを手掛ける国内屈指の企業。生
地の裁断から仕上げまで、一から
手作業で行っている。機械ではで
きない繊細な技術が高く評価され、
芸能界でも愛用されている。今年は徳島県の阿波踊りで履かれる草履の鼻
緒も手掛け、全国規模での更なる活躍が期待される。

はな壱（関原3-8-7）
足元を美しく華やかに 「鼻緒」

▲�月に1,500足近くを手掛け、好きな柄な
どオーダーメードにも対応

▲�家庭で手洗い
用としても使
える「ジョセン
ソープ」

MC制度利用

経営相談

MC制度利用

助成金の案内

MC制度利用

助成金の案内

MC制度利用

助成金の案内

マッチングクリエイター事業を
活用して、経営力がアップしました

　区内でめっき加工を営む㈲大出電鍍工業所。マッチングクリエ
イター事業を実際に利用した細井碧社長にお話を伺いました。

新しい機械の導入で効率が向上

　前々から区の助成金制度は
知っていましたが、仕事が忙し
く、利用しようという考えはあ
りませんでした。しかし、マッ
チングクリエイターの訪問を
きっかけに、仕事の合間に助成
金の詳細を聞くことができまし
た。そこで、助成金を利用して、
めっきの排水を浄化し下水に流
すためのフィルタープレスを入
れ替えました。新しい機械に
なってからは、これまで1日か
けて行っていた作業が、たった
30分ほどに短縮。浄化作業の
負担が軽くなり、時間に余裕が

できたことで、新しいアイデア
を生み出せる可能性を感じてい
ます。

中小企業に寄り添う区の制度

　正直、私たちのような小さな
会社では助成金を利用すること
ができないと思っていました。
めっき加工は薬品を使うため環
境に配慮しなければなりません
が、助成金制度を活用して必要
な機械を導入できることは本当
にありがたいです。マッチング
クリエイターや助成金制度は、
今後も区内中小企業の大きな支
えになると思います。

代表取締役・細井 碧さん

有限会社大出電鍍工業所
（関原2-1-5）

インタビュー

▲�靴のかかと部分に芯を入れ、初
心者でも滑れるよう工夫された
「ZAIRAS」

生物園
で

土・日曜
日

限定販
売

株式会社サンベルゴ（梅田8-10-1）×生物園
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