
兵庫工業会は、昨年、5つの委員会を4つに統合し、組織のスリム化効率化をはかるとともに、各委員会に新
メンバーが増えて新体制となり、新たな気持ちで諸活動を展開していただきました。会員企業の皆様のご努力に
敬意を払うとともに、兵庫県、神戸市の関係部局、兵庫県立大学など学術関係諸団体などから頂戴したご支援、
ご協力に改めて御礼申し上げます。
兵庫県下の製造業を取り巻く環境は、中国経済の成長率鈍化、英国のEU離脱、米国トランプ新大統領就任、
頻発するテロや内戦と増加する難民移民、OPECの石油減産合意、石炭価格の急上昇等々の外的要因が大きく
影響し、政府、日銀、各自治体の様 な々景気刺激策で何とか持ちこたえているものの好況感はなく、米国のTPP
からの離脱や欧州での保護主義勢力の拡大など、先行き不安がやや勝っている、といった状況だと認識して
います。一方、全国47都道府県すべてで有効求人倍率が1.0を超え（多くはサービス産業からの求人でしょうが）、
少子高齢化という背景もあり、会員企業の多くが人材確保にご苦労されています。
このような状況下で、工業会として「会員企業により良いサービス」を提供すべく、従前の「ともに拓く兵庫
工業会」の基本方針の元に、最大の使命である人材育成のための各種研修、セミナー、研究会のより一層の充実
や、会員相互の情報交換、交流に注力していくことに変わりありません。加えて以下の点を更に強化した来年
度（平成29年度）の事業を進めてまいります。

●会員企業と大学生、高専生との交流会の拡充、体験学習会の新設を通じて、企業に若手人材確保の機会を
提供します。
●海外進出・事情調査、海外現地展示会への参画支援、外国人採用の支援を行政各機関と連携し実施します。
●各地域での情報交換会を開催し、工業会活動の積極な利用を教宣します。
●ホームページを改良し、各種補助金制度など会員の皆様の関心の高い情報の発信力を向上させます。

具体的取組については、会員企業や行政、大学からの意見、要望を十分反映させ、各委員会等での積極的な
議論をお願いいたします。
先行きへの不安はいつの時代にもありますが、目先に一喜一憂することなく、製造業の原点である「いいものを、
より安く、より早く」つくれる力をつけることが重要です。そのためのお役に立つ工業会を目指して努力を続ける
所存ですので、平成29年度におきましても、当会への皆様の一層のご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

兵庫工業会
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平成29年度　事 業 計 画

公益目的事業Ⅰ

経済活動のグローバル化が進む中、わが国の産業構造や貿易構造が激変しつつあり、『我が国におけ
るものづくり』と『海外におけるものづくり』を如何に進めるかなど生き残りをかけた企業戦略を練り直
す機運が高まっています。このような海外シフトに中小企業が対応するためのノウハウ取得を支援する事
業を、近畿経済産業局、兵庫県、神戸市、ジェトロ等と連携して展開いたします。また工業会独自事業と
して外国人人材の採用も視野に入れた海外留学生との交流を検討、実施してまいります。

●中小企業海外進出支援事業

グローバル化推進事業3

工業会ニュースの発行、ホームページを見やすく改良して補助金等の情報発信力を高めるなど、内容
を更に充実させ工業会活動の見える化を図り、会員の皆様にお役に立つ情報を提供いたします。

●兵庫工業会ニュースの発行 ●ホームページを利用した情報発信事業

広報事業4

兵庫技術研修大学校を核とした各種研修事業・セミナーなどを、神戸・姫路教室、その他各地域で実
施し、人材育成を支援いたします。加えて各種テーマの研究会を立ち上げ、最新・専門情報の共有化を図
り、更に学生等の若手人材確保の機会を提供いたします。

●兵庫技術研修大学校
●管理監督者研修（階層別人材育成セミナー）

●デリバリー研修
●技能検定実技試験

●研究会

人材育成事業1

タイムリーな話題や技術分野などにおける専門家による講演会・セミナーの開催、産学官連携の推進
事業、最先端企業の現場見学会、また、製造現場の改善や商品の販路開拓における企業支援事業など、
県内産業の発展および技術の振興に資する事業を展開いたします。

特に、経験豊富な技術者と会員企業等との連携、大学・高専と会員企業等との連携を図り、地域の活
性化や課題解決に貢献したいと考えています。

また、現場改善などの功労者に対する表彰事業に加え、若手社員の企業人としての意識付けを狙った
「産業論文コンクール」等を実施し、これらを通じて産業技術の振興に寄与してまいります。

産業・技術振興事業2

●ものづくり産官交流支援事業
●兵庫バイオテクノロジー研究会
●夏のビッグイベント
●見学会（産業技術振興見学会）

●随時事業
●職域における創意工夫者表彰
●神戸市産業功労者表彰
●課題解決支援事業

●産業論文コンクール
●理系学生によるものづくり企業

見学（新規）
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第１号議案　平成29年度事業計画書について
第２号議案　平成29年度収支予算書について
第３号議案　資金調達及び設備投資の見込みについて
第４号議案　会員の入会について
第５号議案　平成29年度通常総会について

平成29年3月14日㈫14時00分からホテルオークラ神戸にて開催いたしました。
以下の議案について審議の結果、満場一致で承認され、平成28年度第3回理事会は滞りなく終了しました。

平成28年度　第3回理事会　ご報告

議案

公益社団法人　兵庫工業会　第58回通常総会を、以下の要領にて開催いたしますので、ご案内申し上げます。

総会に引き続き、公立大学法人 兵庫県立大学　学長兼副理事長　太田　勲氏によるご講演を予定して
おります。詳細は、別途ご案内させていただきます。

☆開催日時　平成29年5月31日㈬　15：00～17：30

☆開催場所　神戸ポートピアホテル

神戸市中央区港島中町6－10－1　☎078（302）1111

第5 8回通常総会のご案内

会員限定での勉強会、兵庫県外企業（他地域の団体を含む）との交流見学会、忘年パーティー、ゴルフ大会、
外国公館との交流会や各地域での情報交換会などを通じて、会員相互の交流促進と情報交換のための事業を
定例的、継続的に実施いたします。

収益事業等（会員交流事業）Ⅱ

●くすのき会
●兵庫工業会女性会（win-win）
●しんゆう会

●会員交流見学会
●会員交流懇親会（忘年パーティー）
●「兵庫工業会」ゴルフ大会

●外国公館との交流会
●地区別会員情報交換会（新規）



兵庫工業会NEWS No.2794

2月14日㈫、三田・篠山地区において「第13回ものづくり技術懇話会」を開催いたしました。懇話会には兵庫県産業
労働部、県民局、県立ものづくり大学校、県立工業技術センター幹部、地元行政、関係機関、学術関係者、兵庫工業会
役員・会員企業の経営者や研究・技術者など64名が参加されました。今回の見学はAグループ・Bグループの2班に
分散し、三田市にある音羽電機工業㈱神戸工場、篠山市にあるフルヤ工業㈱の工場見学を行い、その後、キリンビール㈱
神戸工場に集合し、意見交換会へと進みました。

意見交換会では、大西会長から「ものづ
くり技術懇話会は10年以上の歴史があり、
前々回（第11回）から工場見学を実施して
いる。前回（第12回）はパネルディスカッション
で意見交換を実施。今回はチーム別ディス
カッションで意見交換を行うので、活発なご
意見を出してください」と挨拶がありスタート
しました。

チーム別ディスカッションのテーマは「生
産性について」「品質管理について」「安全
について」「職場環境について」「人材育成

について」の5項目で、ディスカッション終了後に質問や意見を各チームの代表者に発表して
いただき、音羽電機工業㈱ 吉田社長、フルヤ工業㈱ 降矢社長
から、それぞれ発表内容についてコメントをいただきました。

交流会では、井戸知事から「兵庫の中小企業のオンリーワン
活動ぶりを聞いている。過去の懇話会では、技術力・ユニーク
性等、感心、感動をもって聞かせてもらった。また、兵庫県への
就職が少ないため、県内の全大学と就職支援協定を結ぶ予定
である。シチュエーションができたので、ぜひ活用をしていただき
たい。兵庫工業会が兵庫の工業・産業を支えていただきたい。」
と、挨拶がありました。交流会では参加者の皆さんとの懇親が
でき、大変有意義な「ものづくり技術懇話会」となりました。

第13回ものづくり技術懇話会・交流会のご報告

 意見交換会の会場風景

フルヤ工業㈱にて（Aグループ） 音羽電機工業㈱神戸工場にて（Bグループ）

井戸知事挨拶大西会長挨拶

質問に答える吉田社長（左側）と
降矢社長（右側）
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産業・技術振興事業　第2回見学会
（三菱電機㈱稲沢製作所・川崎重工業㈱岐阜工場）

ご報告

2月3日㈮、38名の参加者を得まして名古屋駅集合・解散で三菱電機㈱稲沢製作所・川崎重工業㈱岐阜

工場の見学をいたしました。

三菱電機㈱稲沢製作所は1964年にエレベーター・エスカレーターの専門工場として設立されて以来、

技術と品質で世界をリードし、現在では「世界の三菱昇降機のマザー工場」として、海外の90ヵ国を超える

国々にこちらから製品が送り出されているとのことです。

敷地内にある試験塔「SOLAÉ（ソラエ）」は、高さ173m、40階建てのビルに相当し、超高速・大容量エレ

ベーターの駆動制御性、安全性、重要部品開発、乗り心地などを試験できる世界最高レベルのエレベー

ター試験塔で、1Fのショールームでは、三菱電機の可変速エレベーターシステムをはじめ、先進の技術や

製品を実際に体感することができました。

稲沢製作所の見学後、昼食をはさんでバスで40分、進路は北に岐阜県 各務原市を目指します。

各務原市にある川崎重工業㈱岐阜工場では、防衛省向けの数々の航空機の開発・製造を行っており、

ちょうど現場では、海上自衛隊哨戒機の製造・整備現場を見学することができ、その作業風景に圧倒され

ました。

また、ボーイング787など民間航空機の国際開発・生産プロジェクトにも参画されており、こちらでは機体

胴体部分の製造ラインを見学させていただきました。

ヘリコプターBK117製造ラインでは、KPS活動の成果もご説明いただくなど、丁寧なラインの説明を頂戴

いたしました。

紙面写真で工場の作業風景などをお伝えできないのが残念ですが、参加者の皆様は熱心に質問される

など、非常に満足度の高い見学となりました。本紙をお借りしまして両社のご対応いただきました皆様に

深く御礼申し上げます。

三菱電機㈱稲沢製作所にてエスカレーターの試乗 三菱電機㈱稲沢製作所にて展示場の見学
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平成29年度兵庫技術研修大学校
近日開催コースのご案内Information

！

【研修時間】9：30～16：30
●製図に関する日本工業規格及び専門分野の製図について基礎的な知識と技術を習得し、図面を正しく読み
取り、製図法を理解する。教材を活用し、製図の内容を理解する。

5月10日㈬
5月17日㈬
5月24日㈬
6月 1日㈭
6月 7日㈬

図面の必要性・立体を紙に表すルールを学ぶ
寸法表示を読み取る／寸法数値の読み方、寸法補助記号、加工穴・座ぐり
公差を読み取る／普通公差、記号で表すはめあい、表面粗さ
機械製図の図示法／ねじ・ばね・歯車・軸受製図を理解する
その他の表示／材料記号・溶接記号、他の工業部門製図を理解する

テ ー マ／科　　目 開 催 日

510
より開講

㈬

●定員：15名　●受講料：会員企業 51,840円（税込、テキスト代込）

1｜「手書き」機械製図コース｜姫路教室 5日間コース

5 17
より開講

神戸

㈬
姫路

5 26
より開講

㈮
【研修時間】9：00～17：00
●機械工学の基本である4力学＋材料特性を学び、企業の機械技術者として必要な知識を身につ
け、技術の底上げと視野を広げる。

姫路教室
5月26日㈮
6月 2日㈮
6月 9日㈮
6月16日㈮
6月23日㈮

材料力学／応力と歪、安全率、モーメント、せん断力
流体力学／流体の物性、連続の式とベルヌーイの式
熱力学／熱力学第一・第二法則、蒸気、理論サイクル
機械力学／機械・構造物に発生する振動を解析するための考え方
機械材料／材料の機械的性質、材料試験、状態図の読み方

テ ー マ／科　　目
神戸教室
5月24日㈬
6月 7日㈬
5月31日㈬
6月14日㈬
5月17日㈬

開 催 日

●定員：20名　●受講料：会員企業 56,160円（税込、テキスト代込）

2｜機械工学Aコース｜神戸・姫路教室 5日間コース

6 20
より開講

㈫ 3｜毒劇物取扱者試験対策コース｜神戸教室 12日間コース

6月20日㈫、27日㈫、
7月4日㈫、11日㈫、18日㈫

6月22日㈭、29日㈭、
7月6日㈭、13日㈭、20日㈭、

7月25日㈫

7月27日㈭

【研修時間】18：00～21：00
●毒劇物営業者が法的に置かなければならない専任の責任者である“毒物劇物取扱責任者”国家資格取得の
ための兵庫県下で唯一の短期集中受験対策講座。

毒劇物の概論
毒劇物に関する法規
毒劇物の性質とその取扱法

基礎化学

まとめおよび質疑応答・模擬試験

科　　目 開 催 日

元兵庫県健康生活部　薬務課長
前田　幹雄

神戸市立工業高等専門学校
応用化学科　教授
大淵　真一

前田　幹雄、大淵　真一

講　　師

●定員：30名　●受講料：会員企業 51,840円（税込、テキスト代込）
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平成29年度兵庫技術研修大学校
近日開催コースのご案内Information

！

【研修時間】9：30～16：30
●製図に関する日本工業規格及び専門分野の製図について基礎的な知識と技術を習得し、図面を正しく読み
取り、製図法を理解する。教材を活用し、製図の内容を理解する。

5月10日㈬
5月17日㈬
5月24日㈬
6月 1日㈭
6月 7日㈬

図面の必要性・立体を紙に表すルールを学ぶ
寸法表示を読み取る／寸法数値の読み方、寸法補助記号、加工穴・座ぐり
公差を読み取る／普通公差、記号で表すはめあい、表面粗さ
機械製図の図示法／ねじ・ばね・歯車・軸受製図を理解する
その他の表示／材料記号・溶接記号、他の工業部門製図を理解する

テ ー マ／科　　目 開 催 日

510
より開講

㈬

●定員：15名　●受講料：会員企業 51,840円（税込、テキスト代込）

1｜「手書き」機械製図コース｜姫路教室 5日間コース

5 17
より開講

神戸

㈬
姫路

5 26
より開講

㈮
【研修時間】9：00～17：00
●機械工学の基本である4力学＋材料特性を学び、企業の機械技術者として必要な知識を身につ
け、技術の底上げと視野を広げる。

姫路教室
5月26日㈮
6月 2日㈮
6月 9日㈮
6月16日㈮
6月23日㈮

材料力学／応力と歪、安全率、モーメント、せん断力
流体力学／流体の物性、連続の式とベルヌーイの式
熱力学／熱力学第一・第二法則、蒸気、理論サイクル
機械力学／機械・構造物に発生する振動を解析するための考え方
機械材料／材料の機械的性質、材料試験、状態図の読み方

テ ー マ／科　　目
神戸教室
5月24日㈬
6月 7日㈬
5月31日㈬
6月14日㈬
5月17日㈬

開 催 日

●定員：20名　●受講料：会員企業 56,160円（税込、テキスト代込）

2｜機械工学Aコース｜神戸・姫路教室 5日間コース

6 20
より開講

㈫ 3｜毒劇物取扱者試験対策コース｜神戸教室 12日間コース

6月20日㈫、27日㈫、
7月4日㈫、11日㈫、18日㈫

6月22日㈭、29日㈭、
7月6日㈭、13日㈭、20日㈭、

7月25日㈫

7月27日㈭

【研修時間】18：00～21：00
●毒劇物営業者が法的に置かなければならない専任の責任者である“毒物劇物取扱責任者”国家資格取得の
ための兵庫県下で唯一の短期集中受験対策講座。

毒劇物の概論
毒劇物に関する法規
毒劇物の性質とその取扱法

基礎化学

まとめおよび質疑応答・模擬試験

科　　目 開 催 日

元兵庫県健康生活部　薬務課長
前田　幹雄

神戸市立工業高等専門学校
応用化学科　教授
大淵　真一

前田　幹雄、大淵　真一

講　　師

●定員：30名　●受講料：会員企業 51,840円（税込、テキスト代込）
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４｜現場改善基礎コース｜神戸教室
【研修時間】9：30～16：30
●経験豊富な講師陣からの5日間の講義で具体的な事例を学び、最終日に他社の製造現場を見学すること
で、生産現場で必要な現場改善の基礎を身に付ける。

より開講

6 20㈫ 6日間コース

6月20日㈫
6月27日㈫
7月 4日㈫
7月11日㈫
7月18日㈫
7月25日㈫

現場改善のイロハ ／製造現場の改善着手にあたり具体的なアクション全般を体験的に理解する

5Sの実践／5Sの徹底で強い職場体質を作る
目で見る管理で職場を変える／職場の管理項目を診る看る
ものづくり部門における品質管理のあり方／不良ゼロ生産を目指して
企業にて現場実習とグループ討議

テ ー マ／科　　目 開 催 日

●定員：30名　●受講料：会員企業 63,720円（税込、テキスト代込)

平成29年度　研究会・セミナー開催のご案内
研究会

◆ 品質管理研究会 期間▶平成29年7月～平成30年2月
先進企業の工場見学、品質管理システム、海外調達の品質保証、分析・解析手法について解説や事
例紹介を頂き、参加企業の課題顕在化と改善を目指します。

◆ 現場安全研究会 期間▶平成29年7月～平成30年2月
職場の安全管理・安全な行動と安全な設備・危険体験・事故のリスクについて研究し、災害ゼロを目指
します。

開催要領 1会　　場　神戸・姫路・県内企業　他
2開催頻度　3時間／日×4回
3参 加 費　研究会毎　会員企業54,000円／社（税込）
　　　　　　※研究会毎に2名／社の参加可
4定　　員　15社程度

◆ 法務セミナー　～ステップアップ実践編～ 期間▶平成29年7月～平成30年2月
従前の企業法務研究会（基礎編）からステップアップし、個別事例を基にした実践編を学び、法務部門
としての対応力強化を目指します。

セミナー

1会　　場　神戸・姫路
2開催時期　3時間／日×3回
3参 加 費　会員企業43,200円／社（税込）　※2名／社の参加可
4定　　員　15社程度

開催要領
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平素は経済産業行政に多大なご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
経済産業省におきましては、平成29年度予算の概要を次のとおり取り纏め公表しております。
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/
モノ作りを支える中小企業の皆様が、我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出にとって必

要不可欠な存在であることに鑑み、各種施策をご用意しております。
研究開発、設備投資、生産性向上、人材確保やその育成、販路開拓、IT化の推進、下請取引の適正化、

海外展開、事業承継、知財保護等、中小企業の皆様が日々直面する様々な課題や、新たな分野へ果敢に
チャレンジする攻めの姿勢に対して積極的に支援を実施していくこととしております。

ここではモノ作り中小企業の皆様から高いご関心をお寄せ頂く代表的な施策としまして、「戦略的基盤技
術高度化・連携支援事業」（通称：サポイン）をご紹介させて頂きます。

近畿経済産業局におきましても、このサポインをはじめ、特に地域の中小企業の皆様にとって有用と思われ
る施策をピックアップして取り纏め、ホームページ上に掲載しております。詳細は、http://www.kansai. 
meti.go.jp/1-1soumu/YOSAN_HP/PR28hosei29tousyo/prsiryou.pdfをご覧ください。ご関心の施策
がございましたら、ホームページ記載の担当部署にお気軽にお問合せください。

また、中小企業の皆様にお気軽に相談いただける窓口といたしまして、公益財団法人ひょうご産業活性化
センターにあります「兵庫県よろず支援拠点」（神戸市中央区東川崎町1-8-4　神戸市産業振興センター1階）
はもとより、「独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部」（大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ビル
ディング27階）でも経営に関する全般、「独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）神戸事務所」（神戸市
中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センター4階）では貿易や海外展開関係全般など、様々な課題に対応
可能な専門家によるアドバイスを行っておりますので、どうぞご利用ください。

各種支援策を積極的にご活用いただき、更なる飛躍を遂げられるよう期待しております。

　　　経済産業省 平成29年度主要補助事業

地域経済を支える中小企業におけるイノベーションの創出を図るため、中小企業・小規模事業者が
産学官連携して行う研究開発等や新しいサービスモデルの開発等のための事業を支援します。

①中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発、
試作品開発及び販路開拓への取組等

　補助上限額：初年度4,500万円（補助率：定額・2/3）
 2年目は初年度の額の2/3、3年目は初年度の額の1/2を上限として補助
   ア大学、公設試等による研究開発等を支援（うち1,500万円を上限、補助率：定額）
   イ中小企業・小規模事業者が行う研究開発等を支援（補助率：2/3）

②中小企業等経営強化法「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた事業者が、「中小サービス事業者の
生産性向上のためのガイドライン」に沿って行うサービス開発等

　補助上限額：1プロジェクトにつき3,000万円×2年間（補助率：2/3）

※平成29年度当初予算事業は、いずれも国会における予算案の承認が前提となりますことを予めご承知置きください。

戦略的基盤技術高度化・連携支援事業
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平素は経済産業行政に多大なご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
経済産業省におきましては、平成29年度予算の概要を次のとおり取り纏め公表しております。
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2017/
モノ作りを支える中小企業の皆様が、我が国製造業の国際競争力強化や新たな事業の創出にとって必

要不可欠な存在であることに鑑み、各種施策をご用意しております。
研究開発、設備投資、生産性向上、人材確保やその育成、販路開拓、IT化の推進、下請取引の適正化、

海外展開、事業承継、知財保護等、中小企業の皆様が日々直面する様々な課題や、新たな分野へ果敢に
チャレンジする攻めの姿勢に対して積極的に支援を実施していくこととしております。

ここではモノ作り中小企業の皆様から高いご関心をお寄せ頂く代表的な施策としまして、「戦略的基盤技
術高度化・連携支援事業」（通称：サポイン）をご紹介させて頂きます。

近畿経済産業局におきましても、このサポインをはじめ、特に地域の中小企業の皆様にとって有用と思われ
る施策をピックアップして取り纏め、ホームページ上に掲載しております。詳細は、http://www.kansai. 
meti.go.jp/1-1soumu/YOSAN_HP/PR28hosei29tousyo/prsiryou.pdfをご覧ください。ご関心の施策
がございましたら、ホームページ記載の担当部署にお気軽にお問合せください。

また、中小企業の皆様にお気軽に相談いただける窓口といたしまして、公益財団法人ひょうご産業活性化
センターにあります「兵庫県よろず支援拠点」（神戸市中央区東川崎町1-8-4　神戸市産業振興センター1階）
はもとより、「独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部」（大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ビル
ディング27階）でも経営に関する全般、「独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）神戸事務所」（神戸市
中央区浜辺通5-1-14　神戸商工貿易センター4階）では貿易や海外展開関係全般など、様々な課題に対応
可能な専門家によるアドバイスを行っておりますので、どうぞご利用ください。

各種支援策を積極的にご活用いただき、更なる飛躍を遂げられるよう期待しております。

　　　経済産業省 平成29年度主要補助事業

地域経済を支える中小企業におけるイノベーションの創出を図るため、中小企業・小規模事業者が
産学官連携して行う研究開発等や新しいサービスモデルの開発等のための事業を支援します。

①中小ものづくり高度化法の計画認定を受けた事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、研究開発、
試作品開発及び販路開拓への取組等

　補助上限額：初年度4,500万円（補助率：定額・2/3）
 2年目は初年度の額の2/3、3年目は初年度の額の1/2を上限として補助
   ア大学、公設試等による研究開発等を支援（うち1,500万円を上限、補助率：定額）
   イ中小企業・小規模事業者が行う研究開発等を支援（補助率：2/3）

②中小企業等経営強化法「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受けた事業者が、「中小サービス事業者の
生産性向上のためのガイドライン」に沿って行うサービス開発等

　補助上限額：1プロジェクトにつき3,000万円×2年間（補助率：2/3）

※平成29年度当初予算事業は、いずれも国会における予算案の承認が前提となりますことを予めご承知置きください。

戦略的基盤技術高度化・連携支援事業
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兵庫県　　　 兵庫県 ものづくり中小企業向け補助金

県内中小企業の人材確保を図るとともに、若年者の地元就職及び定着を促進するため、従業員の奨
学金返済負担軽減制度を設ける県内中小企業に対し、当該企業の負担額の一部を支援。

随時募集中小企業就業者確保支援事業（中小企業奨学金返済支援制度）

補 助 対 象：本社が県内にある中小企業
支援対象者：上記企業に勤める者で、以下の要件を全て満たす者
 ●正社員であること 
 ●30歳未満
 ●日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者
 ●当該企業就職後３年以内
 ●申請時点で県内事業所に勤務する者
支 援 期 間：対象者１人につき最大３ヶ年
補 助 額：年間返済額の３分の１（上限6万円。ただし、対象従業員に対する企業の支給額の2分の１が６万円を

下回る場合は、その額。）
募 集 期 間：平成28年度～平成31年度
申 請 先：一般財団法人兵庫県雇用開発協会
 〒650-0025　神戸市中央区相生町1-2-1　東成ビル３階
 TEL. 078-362-6583　FAX. 078-362-6613
ホームページ：http://hyogo-koyokaihatsu.or.jp/publics/index/71/
問い合わせ先：一般財団法人兵庫県雇用開発協会　TEL. 078-362-6583

1

随時募集ふるさと企業就職促進事業2

ＵＪＩターン就職希望者等の面接選考時に旅費を支給する中小企業に対し、旅費の半額を助成。

対 象 地 域：北播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路県民局管内
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健康・医療、環境・エネルギーなど次世代産業を中心とした成長産業分野の育成を図るため、産学官
連携による萌芽的な研究調査を支援するとともに、立ち上がり期の予備的、準備的な研究プロジェクトの
本格的な研究開発への移行を支援。

H29年3月13日～4月25日 募集最先端技術研究事業（COEプログラム）

補 助 金 額：可能性調査・研究…100～1,000千円　応用研究…1,000～10,000千円
補 助 率：定額（補助率100％）
ホームページ：https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/ie03_000000002.html
問い合わせ先：兵庫県産業労働部新産業課　TEL. 078-362-3054

5

兵庫県内の中小企業者等による海外事業展開を促進するため、県内の中小企業による産業財産権に係
る外国出願（特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標）に要する経費の一部を助成する事業を実施。

H29年5月頃 募集兵庫県中小企業等外国出願支援事業

補 助 金 額：1企業に対する上限額…300万円（複数案件の場合）
 1出願（案件）ごとの上限額…特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円
補 助 率：助成対象経費の1/2以内
ホームページ：http://www.hyogo-kaigai.jp/modules/xdbase/?action=DataView&did=206
 （ひょうご海外ビジネスセンターHP）
問い合わせ先：兵庫県産業労働部新産業課　TEL. 078-362-3054

６

兵庫県　　　 兵庫県 ものづくり中小企業向け補助金

次世代産業分野への新規参入もしくは次世代産業分野における新製品（機器、部品、部材等）の生
産による新規事業の実施に向けて、技術の補完や販路開拓等のために複数企業と連携体制を構築す
る中小企業が、生産体制の整備のために行う県内事業所での設備導入に対して補助。 

H29年5月頃 募集次世代産業分野での企業間連携による成長の促進

補 助 金 額：1,000万円/社
補 助 率：1/3以内
ホームページ：https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr10/kigyoukan.html
問い合わせ先：兵庫県産業労働部新産業課　TEL. 078-362-3054

4

随時募集産業立地促進補助金3
産業立地条例に基づき、産業立地促進補助金の支援措置を講じることで、県内への産業立地を促進する。

補助金額・補助率：

ホームページ：https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr03/sr03_000000002.html
問い合わせ先：産業労働部産業立地室　TEL. 078-362-4154

設備投資補助

雇 用 補 助

賃 料 補 助

設備投資額の3％（促進地域は5％）
【要件】設備投資額10億円（研究施設は5億円）以上（促進地域は1億円以上）
新規正規雇用者：30万円/人（促進地域は60万円/人）
新規非正規雇用者：30万円/人（促進地域のみ）

【要件】新規正規雇用11人以上（促進地域６人以上）など※

賃借料の1/2（県1/4、市町1/4）、限度額200万円/年（県・市町計）
【要件】新規正規雇用11人以上（促進地域６人以上）※

補

　助

　金

区　　分 工　場　等 研究施設 本社機能
設備投資額の5％（促進地域は7％）

※県内に住所を有する者（本社機能の賃料補助のみ県内に住所を有する者に限らない）
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神戸市　　　平成29年度公募予定の補助金

戦略産業分野（上記１と同じ）での新製品等の開発や試作開発、水素産業分野における新製品の
開発等における製品試験検査の取組みを支援します。

神戸挑戦企業等支援補助 H29年5月頃 募集2

補 助 率
単 独 枠

コンソーシアム枠

助成対象事業
戦略産業分野での新規開発

又は試作開発 水素産業分野での製品試験検査

1/2以内
100万円

単年事業500万円
2か年事業750万円

1/3以内

100万円
補　助
限度額

技術力・生産性の向上や受注拡大などに向けた積極的な設備投資等を支援します。特に、戦略産業
分野（「航空・宇宙」「医療・健康・福祉」「農業・食糧」「環境・エネルギー」）での事業展開に必要な設備
投資、及びIT化の促進により生産性の向上を図るために必要な設備投資については重点的な助成を
行います。
併せて、航空宇宙分野など成長分野に参入する上で必要となる国際的な品質管理規格の認証取
得を支援します。また、新たに、生産現場へのロボット導入を促進するため、システムインテグレータによる
ロボット導入に向けたシミュレーション等に係る費用についても補助します。

中小製造業投資促進等助成 H29年4月頃 募集1

対象事業費
助 成 率
助成限度額

助成対象
事　　業 戦略産業分野 IT化促進設備 エネルギー対策設備 そ　の　他

①設備投資又は新増設
女性雇用促進環境整備

100万円以上
1/3以内 20％以内

1,000万円

1,000万円以上（※）

3,000万円

1,000万円以上（※）

10％以内

対象事業費
助 成 率
助成限度額

助成対象
事　　業

③専門分野における国際的
品質マネジメントシステム規格
（JISQ9100等）の認証取得

④生産現場への
ロボット導入に向けた

シミュレーション

②電力デマンド監視・
制御装置の取得

―
1/3以内
100万円

―
20％以内
100万円

―
1/3以内
50万円

※小規模企業者（従業員20名以下）による設備投資等については100万円以上

広域的な販路開拓や企業PRの取組みを支援します。

販路開拓展示会・商談会等出展支援補助 H29年4月頃 募集3

※過去と同一の展示会に出展する場合、補助限度額は半額。
　なお、過去に出展実績のない展示会等への出展を優先的に採択する予定です。

補 助 率
補 助 限 度 額

助成対象事業 首都圏で開催される展示会等への出展
1/2以内
20万円（※）

お問い合わせ 神戸市経済観光局経済部工業課　TEL （078）322-5333
「神戸ものづくり支援ポータル」　http://www.kobe-liaison.net

上記内容は変更される可能性があります。それぞれの公募要領をご確認ください。



新 会 員 紹 介

■事業内容
「日本の働くシーンをもっともっとカッコよく」をコンセプ
トに、機能性とデザイン、着心地を重視し「厳選された
ワーキングウェア」を扱うワークスタイルショップ「キーポ
イント」を運営しております。働くことにプライドを持つ方々に「とことんカッコいい
商品」を提供し、他社にはない専門性と独自化を図っております。
現在は大阪に2店舗、兵庫に7店舗を展開。更なる拡大を目指しております。

■営業品目
ワークウェア専門店「キーポイント」の運営、

ワークウェアの企画開発

代表取締役　安黒　千能
〒653-0044
兵庫県神戸市長田区南駒栄町1-7
078-641-7773
078-641-7778
http://www.key-p.net/
3,000万円
60名

代 表 者
所 在 地

T E L
F A X
U R L
資 本 金
従業員数

株式会社アグロワークス
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　　　　　　助成事業のご案内

　　　　

（公財）兵庫県
科学技術振興財団

兵庫県下の研究開発に関する試作試験ならびに新技術の実施化資金を主たる助成対象とする。

申請受付期間 平成29年7月～9月末日平成29年度兵庫県科学技術振興助成金

助 成 対 象：県下の助成を必要とする個人、企業、研究機関（大企業、大規模プロジェクトは含まない）
助成対象の要件：●県下の科学技術の振興に寄与するもの。
 ●新規な学術または技術であること。
 ●その計画が申請者において実施可能なものであること。
助 成 額：昨年度実績総額　170万円
助 成 期 間：選考手続きを経て平成30年1月助成金交付後、平成31年3月末日迄
 （完了報告書提出締切：平成31年4月末日）
ホームページ：http://www.jiiihyogo.jp/activ.php?eid=00008&cmsdsessionid=2f4b5af9c7efa2419dd19322fcdbfe92
お問合せ先：公益財団法人兵庫県科学技術振興財団 事務局　TEL. 078-731-5847

　

兵庫工業会会員の皆様、今年も兵庫工業会ゴルフ大会を下記のとおり開催いたします。
今回は、女子プロとのINまたはOUTでのラウンドと、懇親会でのプロコーチによるゴルフセミナーを予定しています。

第13回兵庫工業会　ゴルフ大会

☆開 催 日　平成29年5月13日㈯
☆開催場所　センチュリー三木ゴルフ倶楽部

〒673-0721 兵庫県三木市細川町高篠梨ノ木152
☆スタート　1組目　8時30分　アウト・イン　同時スタート（各５組）
☆集合時間　午前7時50分
☆参 加 費　30,000円（お一人様・税込） ※参加人数により変動します。

〔プレイ費・キャディフィー・昼食・コンペ後懇親会費を含む〕
☆競技方法　ダブルペリア方式
☆申込締切　平成29年4月28日㈮ ※先着順

＊予定人数（30名）に達した場合は事前に締め切らせていただきます
＊兵庫工業会ホームページに掲載してます申込用紙にご記入の上、事務局までFAXにてお願いいたします
  FAX：078（371）4336
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今回は、女子プロとのINまたはOUTでのラウンドと、懇親会でのプロコーチによるゴルフセミナーを予定しています。

第13回兵庫工業会　ゴルフ大会

☆開 催 日　平成29年5月13日㈯
☆開催場所　センチュリー三木ゴルフ倶楽部

〒673-0721 兵庫県三木市細川町高篠梨ノ木152
☆スタート　1組目　8時30分　アウト・イン　同時スタート（各５組）
☆集合時間　午前7時50分
☆参 加 費　30,000円（お一人様・税込） ※参加人数により変動します。

〔プレイ費・キャディフィー・昼食・コンペ後懇親会費を含む〕
☆競技方法　ダブルペリア方式
☆申込締切　平成29年4月28日㈮ ※先着順

＊予定人数（30名）に達した場合は事前に締め切らせていただきます
＊兵庫工業会ホームページに掲載してます申込用紙にご記入の上、事務局までFAXにてお願いいたします
  FAX：078（371）4336
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上月ウディックス株式会社

当社は1920年に神戸市葺合区に創業した上月合名会社を母体に製材・木材加工を主とした会社として1993年に
設立しました。製品としては、銘木を薄くスライスした突板を化粧材に使用した住宅用木製組立階段から特注を
含む家具類、エクステリアにおいては座板に焼き杉を使用した「いこいのベンチ」や、屋上緑化資材として杉の
間伐材等未利用材を原料とした芝などを根付かせるための植生基盤「グリーンタイム®」、「エコパーキング®」（共に
グッドデザインひょうごを受賞）を製造しています。

所在地：〒669-3131　丹波市山南町谷川742
T E L：（0795）77-0129  F A X：（0795）77-2284
U R L：https://kozukiwx.jimdo.com
代表者：代表取締役社長　上月　靖史

製造現場においては、効率化を図るために同じものを一度
にたくさん作るという光景はよく目にします。その中で「今」
本当に必要なものはどの程度でしょうか。必要な部品を必要な
だけ作り、段取り替えをして次に必要な部品を必要なだけ
作る。一品を早く完成させることが一品受注生産には不可欠
です。今、当社の工場は「一品の完成までを早く」をモットーに
製造に取り組んでおります。またソフト面におきましても
3DCADでデザインした家具の形やサイズをお客様の要望に
合わせて自由に変更しながら、同時にパーツごとのNCプログ
ラムが作成できるCAMソフトを導入し、お客様のこだわりを大切に「お客様の一品」を早くお届けするように取り
組んでおります。

お客様のこだわりをすぐに形に

家を作る時に大工さんの腕が問われるところは手摺・和室造作と階段と言われています。当社はその階段を工場
で組み立てた状態で納品する「組立階段」を主力商品として、品質の安定化と施工性の向上でお客様のニーズに
応えてきました。しかし、組立階段による品質の安定化よりも、規格品ではなによりもコストを重視し、他社でも作れる
価格の安いバラ部材仕様へのハウスメーカー側の調達方針の変更が当社の新たな方針への転換のきっかけに
なりました。どこででも作れるモノは同じ商品であれば決め手は価格。住宅着工件数が低迷する中、価格競争の場に
身を投じるよりも、大型工場では難しい少量多品種でニッチな部分に活路を見出すことにしました。当社はお客様の

ご要望を実現していくためにサイズから色に至るまで、
ハウスメーカーの設計士と図面のやり取りを通して特注
対応をすることがよくありました。個別の注文に対し個別
に作る「一品受注生産」が当社の見出した活路でした。
お客様のニーズの多様性に応えるため、大量生産方式
から少量多品種の生産方式に舵を切り、特注対応で
きる一品受注生産方式へと、更には中高級品の一品
受注生産方式へと展開しています。

一品受注生産へ

品質基本方針

●知恵の入った商品を提供します。
●製品の品質安定と納期を守るための
　業務システムを確立します。
●お客様の満足を得られる企業を目指します。



イベント情報
月　日

5月13日㈯
5月31日㈬

事業名・内容
ゴルフ大会
第58回通常総会

場　所
センチュリー三木ゴルフ倶楽部

神戸ポートピアホテル

会 員 動 向

役職変更
企　業　名 新　役　職　名 変　更　月

グローリー株式会社
㈱カネカ
岡本鉄工㈱

取締役　専務執行役員　開発本部長
常務理事　高砂工業所長

代表取締役

旧　役　職　名

取締役　常務執行役員　開発本部長
常務執行役員　高砂工業所長

代表社員

登　録　者

小谷　　要
落合　計夫
岡本　圭司

平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月

社名変更
新　社　名 旧　社　名 変　更　月

岡本鉄工㈱ 岡本鉄工（合資） 平成29年４月

新入会員
企　業　名 入　会　月代　表　者　名

植田住地㈱
㈱山忠商会
㈱アグロワークス

代表取締役　　　　　　植田　幸弘
代表取締役　　　　　　山下　尚高
代表取締役　　　　　　安黒　千能

平成28年12月
平成28年12月
平成29年２月

所　在　地
加古郡
神戸市
神戸市

代表登録者変更
企　業　名 変　更　月新　代　表　者

㈱神戸工業試験場
川重車両コンポ㈱
コベルコシステム㈱
㈱竹中工務店
㈱神戸凬月堂
新日鐵住金㈱広畑製鐵所
大阪ガス㈱
パナソニックエコソリューションズ池田電機㈱
コベルコ建機㈱
㈱三井住友銀行
菱工㈱  
蔦機械金属㈱  
三菱電機㈱神戸製作所

代表取締役　　　　　　鶴井　昌徹
代表取締役社長　　　　吉田　榮作
代表取締役社長　　　　田野　美雄
神戸支店長　　　　　　弦田　康平
代表取締役会長兼社長　下村　俊子
執行役員広畑製鐵所長　福田　和久
理事　兵庫地区支配人　井上　佳昭
代表取締役社長　　　　香川　英司
大久保事業所長　　　　齋藤　敬治
頭取　　　　　　　　　髙島　　誠
代表取締役社長　　　　大塚　光太郎
代表取締役社長　　　　蔦　　昌樹
総務部長　　　　　　　中西　恭吏

旧　代　表　者
鶴井　孝文
和田　耕治
川瀬　俊治
栗田　佳彦
下村　治生
岩崎　正樹
笠原　　亘
宮城　秀雄
小村　和也
國部　　毅
立藤　幸博
蔦　　明憲
小野　桂一

平成29年１月
平成29年２月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年３月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月

ご入会・セミナー・講演会・研修などのお問合せ・お申込みは…

〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 兵庫県中央労働センター３階
TEL 078（361）5667／FAX 078（371）4336
Eメールアドレス mail@hyogo-ia.or.jp
URL http://www.hyogo-ia.or.jp

本 部

〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 兵庫県中央労働センター３階
TEL 078（361）5667／FAX 078（371）4336

神戸事務所

〒670-0962　姫路市南駅前町123 じばさんびる 3 階
TEL 079（223）8230／FAX 079（223）8231

姫路事務所

公益社団法人 兵庫工業会


