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亡命ミャンマー選手、有志経営者も支え
KNBC所属企業など「今後も継続支援」

国軍のクーデターに抗議し、日本に亡命したサッカーの元ミャンマー代表ピエリ
アンアウン選手（Y.S.C.C.横浜フットサル所属）に対し、県内企業の有志経営者た
ちによる支援の輪が広がっている。支援活動を通じ、日本ともつながりが深いミャ
ンマーの実態を広く知ってもらおうと、神奈川ニュービジネス協議会（KNBC）副
会長の藤田隆久氏（エキスパート・リンク社長）
らが呼び掛けた。このほど第一弾と
して、Y.S.C.C.横浜に30万円を寄付。同チームを通じて、同選手に渡される。
今後も継続的に支援をしていく考えだ。

ピエリアンアウン選手は2021年6月
の亡命後、Y.S.C.C.横浜の練習生と
なり、フットサル選手に転向。 現在は
ゴールキーパーとして練習を続ける。
「
（自分が）
日本にいるのはミャンマーの

実情を知ってもらいたいから。生きたま
ま火をつけて殺される人がいたり、人混
みに車が突っ込み死傷者が出たりしてい
る。状況はより悪化している」
と、
ピエリア
ンアウン選手は深刻な表情を浮かべる。
県の外国人登録者統計によると、
県内
に住民登録されているミャンマー人は計
1577人
（21年1月時点）
。その多くが技
能実習生などだ。また、
ミャンマー・ヤン

ゴン市郊外のティラワ工業団地には、多
数の日系企業も進出する。
日本とミャンマーはつながりが深いも
のの、
ピエリアンアウン選手によると、
クーデター以降、国内では多数の避難

民が出ている。中には全員が避難して
無人化した村や、野宿をしている人たち
も少なくないという。「命の危険」にさ
らされている人もいる。
こうした実態の一端を現地でビジネ

ス情報誌を発行する知人からも聞かさ
れた藤田社長。「ミャンマーには、困った
ときにはお互い寄付をする文化が根付
いている」とし、今回の支援を決めた。

寄付した藤田社長（左）とピエリアンア
ウン選手

早速、KNBCに所属する経営者ら
に呼び掛け5人が賛同。第一弾として
30万円をチームに贈った。
ピエリアンアウン選手は「ミャンマー
で今何が起こっているか、
どうか関心を
寄せてほしい」と訴えている。
なお、寄付した企業（個人）
は以下の
通り。▽エキスパート・リンク
（藤田隆
久社長）▽ユニバーサルスペース
（遠

藤哉社長）▽プチジョブ（宮澤明宏社
長）▽YSパートナー（前田智之社長）
▽ストラテジー・ラボラトリーズ(中髙英
明社長)▽鈴木俊良氏

「部品不足」県内企業の半数影響
解消時期最多は「22年度上期」

浜 銀 総 合 研 究 所が県 内 中 堅・中
小企業を対象に実施した部品不足と
資材価格高騰に関する特別調査によ
ると、部品不足については、回答企業
（353社）のうち、「生産や販売にマイ
ナス影響が出ている」とする企業の割
合が47・9％と半数近くに上った。
業種別では製造業が過半数となって

おり、中でも「電気機械」や「電子部品・
デバイス」
「輸送機械」が顕著だった。
部品不足の影響は、家電や自動車のサ
プライチェーン全体で受けていることが
推察されるという。

資材価格高騰の影響については、回
答企業の67・2％が「マイナス影響があ
る」と回答。製造業の4分の3の企業
が影響を受けている。
一方、同総研は回答企業に対し「部

品不足の解消時期」についても聞い
た。それによると、「2022年度上期」
と予測する企業が全体の4割近くで最
多。ただ、「年内
（21年12月末）」
「年
度内
（22年3月末）」とする企業も合計
で3割近くあった。ある程度の企業は
解消のめどがつきつつある、
とみられる
という。
なお、同調査は12月の「企業経営予
測調査」の特別調査として実施した。

TDB横浜支店が周年記念企業調査

県内の「100周年企業」は26社

経営に関するお悩みは
IDEC にご相談ください

http://www.idec.or.jp
公益財団法人

横浜企業経営支援財団

横浜市中小企業支援センター

☎045-225-3700

平日 9：00〜17：00

帝国データバンク
（TDB）横浜支店
が実施した県内企業の「周年記念企
業調査」によると、2022年に創業か
ら節目の年を迎える県内企業は6883
社あり、
うち100年企業は26社と判明
した。また、100年以上もあり、環境

主な周年企業は、横浜マリノス
（横
浜市港北区）の30周年、半導体商社
大手のマクニカ
（同）の50周年、紳士
服販売のコナカ
（同戸塚区）の70周
年、平塚信用金庫や自動車部品製造
のニッキ
（厚木市）の90周年。

関連資材製造のセラリカNODA（愛
100年企業には小俣組（横浜市南
川町）は190周年、百貨店のさいか屋
区）や、金属彫刻の坂﨑彫刻工業（同
size: H46 x W52mm
新聞広告
（横須賀市）
は150周年となる。
都筑区）が名を連ねていた。
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■「ザ･商談！し･ご･と発掘市」開催
製造業者が一堂に会し、具体的な発注案件に基づいて実施する完全
事前予約制の受発注商談会「ザ･商談！
し･ご･と発掘市」
（相模原商工会
議所など主催）が3月4日、東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都
港区）
で開催される。受注側企業のエントリーを1月13日まで受け付けてい
る。1商談25分の総入れ替え制（事前スケジュール制）。対象は製造業者
（切削や研削、
プレス、板金、金型、治工具、塗装、めっき、熱処理、機械組
み立てなど）
で、発注企業の案件に対応可能な商工会議所エリア内もしく
は関東近県の企業。
■かわさき起業家オーディション最終選考会開催
川崎市産業振興財団は、
「かわ
さき起業家オーディション ビジネ
ス・アイデアシーズ市場」
（川崎市
と共催、本紙など後援）の最終選
考会を同市幸区内で開催。ファ
イナリストに残った4社4人＝写真
＝が、
それぞれのビジネスプランを
発表した。市内外からさまざまな
分野のビジネスの「種」
（シーズ）
を募り、市の融資制度の利用やベンチャー
キャピタルなどとの出会いの場を提供することによって、
ビジネス・アイデアの
実現をサポートするもので、今回で129回目。受賞企業とプランは以下の通
り。▽かわさき起業家優秀賞・バスケプラス
（データスポーツの新たな分野
への挑戦）▽同・アグリトリオ
（「一生懸命やってみよう
！」を応援する農業プ
ラットフォーム）▽かわさきビジネスアイデアシーズ賞・ワンズデイリー（ヒトと
ワンコがシェアできるフードで支えるペット共生社会）▽同・日崎工業（再エ
ネ供給移動空間「オフグリッドモビリティスペース」）
■10 ～ 12月の「中小企業景況調査」は2期ぶり上昇
経済産業省・中小企業庁と中小機構が実施した2021年10 ～ 12月の
「中小企業景況調査」によると、全産業の「業況判断DI」は、前期（21年
7-9月期）
より5・1ポイント増の▲23・3と2期ぶりに上昇した。中小企業の業
況判断DIは、一部業種に足踏みが見られるものの、持ち直しの動きが見ら
れるという。同調査は、全国の中小企業約1万9000社を対象に四半期ご
とに実施。今回は昨年11月15日時点の景況感を、全国の商工会、商工会
議所の経営指導員らが訪問して聞き取り、1万8238社から有効回答を得
た。
■女性のための創業サロン開催
相模原市は、
１月15日と2月18日の午前10時～午後3時まで「さがみはら
女性のための創業サロン」
（受託＝相模原市産業振興財団）
をオンライン
開催する。参加無料。定員20人。両日とも同じ内容のため、
いずれかの
日程に申し込む。創業するために必要な知識を身に付けてもらい、
ワーク
ショップを通じた実践や、仲間づくりにもつなげてもらう。今回は、中小企
業診断士で1級販売士でもあるオージュ・コンサルティングの大森渚氏を講
師に招き
「WEBを使って理想のお客さまをしなやかに集める方法」をレク
チャーする。また、PRタイムや交流会（参加自由）
も企画されている。
■21年11月の県内倒産、負債総額は最大
東京商工リサーチ横浜支店が発表した2021年11月の県内企業倒産
状況（負債1000万円以上）
によると、倒産件数は前年同月比3・2％減の30
件、倒産企業全体の負債総額は同12・6％減の計78億5900万円となった。
負債総額は前年より減ったものの、11月はパン・洋菓子店を経営するベル
ベ（大和市）による大型倒産（負債額52億円）が発生したことで、今年最
大になった。また、「新型コロナウイルス関連倒産」は30件中7件となり、前
年同月と同件数。倒産の原因別では、最多は赤字累積などによる
「既往
のシワ寄せ」が15件(構成比50.0％ )で最多。次いで販売不振が11件(同
36.7％ )と続いた。9月以降、
「既往のシワ寄せ」が販売不振を上回る状況
が続いており、長期にわたる経営不振で息切れ的に倒産するケースが目
立っているという。また倒産企業の業種別では、最多が建設業とサービス
業他でともに6件あった。

〈かながわ経済新聞設置図書館〉
▼鎌倉市中央図書館…鎌倉市御成町 20-35 ▼大和市立図書館…大和市大和南 1-8-1 ▼海老名市立中央図書館…海老名市めぐみ町 7-1
町田市原町田 3-2-9 ▼藤沢市総合市民図書館…藤沢市湘南台 7-18-2 ▼秦野市立図書館…秦野市平沢 94−1

提案力アリ！
一貫体制アリ！

▼厚木市立中央図書館…厚木市中町 1-1-3

創業~事業承継、財務構造改革・経費適正化支援なら

エキスパート・リンク株式会社

県内金融機関とも安心の提携ネットワーク
無線式電子聴診器
Bresco
（ブレスコ）

県内金融機関とも安心の提携ネットワーク
事業承継、小規模事業（スモール）M&Aなら

株式会社M&Aの窓口

相模原市緑区下九沢1644-3 TEL.042-773-0081

拠点:神奈川県内
（関内、
天王町、
片倉町）
、
東京、
福岡

段ボールのことなら
お任せください‼

夢をイメージに、
イメージを現実に。

谷津建設株式会社
▼HPはこちら
〒252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台1-32-1
本 社 ☎042-774-4131 FAX.042-774-2567
U R L http://www.markd.co.jp

株式会社

東鈴紙器

http://www.toureishiki.co.jp

（広告協力）株式会社横浜エージェンシー & コミュニケーションズ、アザエンジニアリング株式会社、Planning 日報株式会社

〒252-0203 相模原市中央区東淵野辺 4-24-15
TEL.042-752-2038 ／FAX.042-754-8588
E-mail:main@yatsu.co.jp

http://www.yatsu.co.jp/company/

株式会社アド・ソアー
技術支援・受託開発

機械設計 電気電子機器設計〜製作 技術翻訳

新型コロナウイルス関連の
支援策情報、HPで発信中

相模原から健康を守る
医療機器の開発へ

▼町田市立図書館…東京都

ものづくりの
工学パートナー

横浜、
東京、
全国への経営支援ネットワーク

産業装置のOEM生産、
カスタム生産、
加工受託、
制御盤設計・製作
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