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  神奈川異グ連の活動状況を伝える機関紙 ＜第２１号＞  

  かながわ異グ連ニュース 

新たな試み「プロジェクト・グループ交流大会」を開催します！ 

 今月２５日、異グ連の第２１回総会に因んで、「プロジェクト・グループ交流大会」を開催いたします。現在

異グ連が支援しているプロジェクト・グループは５５以上ありますが、異業種交流の新たな展開として異なる

プロジェクトやグループとの交流が重要です。主要なプロジェクト・グループの活動の発表を聞きながら、興

味のあるプロジェクトやグループへの参加を考えたり、ビジネス交流の機会を掴んだり､様々な交流の手法があ

ります。現在予定されている発表グループは次のとおりですが、質疑応答や交流懇親会での交流を期待してい

ます。ぜひ多くの方々の参加をお願いいたします。 

 開催日時：２００４年（平成１６年）６月２５日（金）午後２時～６時３０分 

      （異グ連総会は、これに先立ち午後１時～１時４５分に開催されます） 

 会場  ：神奈川中小企業センタービル１３Ｆ第２会義室 

＜内容＞ 

(1) 主催者挨拶（異グ連議長）             南出 健一 

(2) プロジェクト・グループの概況           芝  忠 

(3) 報告会 

① ＪＡＳＰＡ㈱と“まんてん”プロジェクト   池田 正和氏 

② 高機能環境舗装プロジェクト         岩戸 俊一氏 

③ 新防食技術活用プロジェクト         朝倉 祝冶氏 

質疑応答 

④ 横浜「関内地域」都市再生プロジェクト    河津 明男氏 

⑤ かながわ女性起業家クラブ          竹内佐知子氏 

⑥ 山北工業クラブ               渋谷 英明氏 

⑦ Ｓｐｒｉｎｇ ｉｎ Ｋａｎａｇａｗａ     折衝中 

⑧ オールディーズシニアクラブ         古澤 守氏 

質疑応答 

(4) 討論会 

(5) 交流懇親会（紹介等） 午後５時10分～6時30分 ５Ｆ産業交流プラザ 

 

主要な“かながわ異グ連”のプロジェクト､及び研究会の活動報告 

Ｉ＆Ｉグル－プの近況       

 佐々木ＡＤ 

Information(情報)､Intelligence(知性)､ Interchange(交

流)のＩと、Ｉ（私）、Ｉ（愛）、Ｉ（眼）のＩを理念に「Ｉ

＆Ｉグル－プ」として、平成１１年７月に発足しました。

会員は８名で経営者の情報交換・交流を目的に毎月定例

会の開催、会員企業の訪問、イベントへの参加、等の事

業を実施し、本年６月で満５年になります。 

 今までの交流の成果として、２年前に会員有志による

新会社「醗酵インベンション（株）」の設立、新技術「食

品残渣や蓄糞尿の醗酵飼料・肥料化システム｣・新製品「バ 

イオ消臭剤」の開発を進めて参りました。 

最近の活動としては、会員間の交流を情報から相互補

完事業の展開を計画しております。 

都市（関内）再生プロジェクト  

   織方ＢＣ 

其オフィスマーケットレポートによると、横浜主

要ゾーンの空室率は、やや改善されているようです。

本年3月期を昨年12月期と比較すると、 

関内は、  ２．３％好転して、１０．３％ 

横浜西口は、０．３％好転して、 ４．４％ 

横浜東口は、３．８％好転して､  ８．５％ 

新横浜は、 １．５％好転して、 ９．７％ 

の空室率となった。みなとみらい線開通が若干影響

したとしても、関内は未だ２桁台の空室率である。 

 関内に対するコンバージョン方式（用途転換）と

いう我々プロジェクトからの具体的提案を、ビルオ

ーナーへ行う時期に来ています。事業化を急ぎたい。 

ＡＤ：神奈川異グ連交流アドバイザー ＢＣ：神奈川中小企業センタービジネスコーディネータ 

発行：神奈川県異業種グループ連絡会議 事務局長 芝 忠 

〒231-0015横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター５Ｆ 

TEL０４５－６３３－５１９２ FAX０４５－６３３－５１９４ 
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新防食技術活用プロジェクト     田中(繁)ＢＣ 

 新防食技術活用プロジェクトは、企業・大学・専門家の参

加の下、隔月開催しています。５月例会「海洋施設の防食

技術」については先月号で報告いたしました。次回は７月１

４日神奈川中小企業センターで開催します。 

 毎回専門的な技術内容が紹介され、新事業や応用技術

のヒントに有効です。興味のある方は気軽に参加してみてく

ださい。ご連絡は s-tanaka@saturn.dti.ne.jp まで。 

オールディーズシニアクラブ    小林ＢＣ 

平成１３年１０月に発足した当クラブですが、４

期目に入り、メンバーも当初の１８名から４１名（稼

動在籍）に増えました。８つのミニ・クラブがあり、

多彩な活動をしておりますが、本年のメイン・イヴ

ェントは昨年に引続き次の２つを実施することに

し、５月度定例会で実行委員会設置のキックオフを

行いました。 

１． 青い羽根 街頭募金（桜木町駅前） ７月１

９日（月）「海の記念日」にて。 

海難救助資金として海上保安庁に寄付する。

（海難事故の費用は山岳事故と異なり、 

救助側の全額負担とのことで、資金不足の一

助としたい。） 

２． チャリティ映画祭 ９月１１日（土） 開港

記念会館 昼夜２回興行。 

昨年興行で好評であった「ホーム・スィート

ホーム」の第２部として上映。監督・俳優は

一新され、主演は柴田恭平、石田えり。痴呆

症老人を暖かく面倒みる家族や地域の人々

の涙と笑いのドラマです。チケット販売目標

は1200枚 @1,000/円 

収益金は身障者施設に贈呈する予定です。 

皆様の暖かいご支援をお願い致します。 

 

第４４回日韓ビジネス協議会予告  高橋ＢＣ 

 第４４回日韓ビジネス協議会は６月２３日(水)５階・

会議室にて下記の内容で開催致します。 

(1)韓国ベンチャー企業・ＹＩＤＡ／ディジタル・ 

レントゲン 

・ＹＩＤＡ担当者(韓国中小企業振興公団のベン

チャーセンター駐在) 

(2)韓国中小企業振興公団の今年度の活動方針 

・日本事務所長 朴魯錬氏 

(3)(社)韓国貿易協会 の今年度の活動方針 

・支部長 朴 良燮氏  

(4)「２００４度版の中小企業白書について」 

・会長 瀧澤 清氏  

参加はどなたも自由ですので関心ある企業関係者の参加

を歓迎します。申し込みはＴＥＬ：０４５－３１１－０

０９４ 事務局・高橋までご連絡下さい。 

公的補助金活用普及研究会 ＊－１ 

       志岐ＡＤ（研究会事務局長） 

５月２５日、平成１６年度「ＳＢＩＲ交付

の方針」の閣議決定がなされました。本年度

の中小企業向け支出目標額は、約３００億円

で前年度に比べ２０億円増となりました（補

助金対象となる事業件数は、経産省、総務省

など６省６０件）。また、目標達成のための新

規措置として 

 ①審査における外部評価の積極活用 

 ②事業年度をまたがる契約執行の弾力化 

 ③知的財産権の取得費用を補助対象とする 

が盛り込まれました。 

 ＳＢＩＲは、中小企業技術革新制度（Small 

Business Innovation Research）で新事業創

出促進法に基づき、関係省庁が連携し、中小

企業の研究開発と成果の事業化を支援する制

度です。 

 ＊－１公的補助金活用普及研究会は、一般企

業向けに補助金申請支援を受託し、対

応しています。 

シフト２１                 有村ＢＣ 

 「シフト２１」は経営変革を目指す企業と人の交流を図るグ

ループで、幅広い交流を目的としています。 

毎月第２火曜日に定例会を開催し、外部講師による講演、会

員からの話題提供による議論、先進企業視察などを通じて交流

と研鑚を図っています。5 月は会員の（株）ティーエムイー専

務取締役 小海司氏による「ソフト開発の現場」についてお話

をいただき、その後中小企業がソフトウエアを導入する際の業

者の見極め方など活発な議論がありました。 

6月の定例会は、6月 8日（火）、室内空気環境汚染について

事業を展開しているハヤカワテクノブレーン早川成昭氏に「住

まいと健康－室内の空気の汚れと健康障害」について伺いまし

た。昨年建築基準法が改正されシックハウス法と言われるよう

になりましたがその予防については理解が進んでいないとのこ

と。健康に関する興味深いお話を伺いました。 

7月の定例会予定は、7月13日（火）神奈川テレビの製作現

場見学の後、ＴＶＫエンタープライズの井上由加里氏から「イ

ンターネット放送の将来」についてお話を伺います。 

シフト２１では企業の方の参加を歓迎しております。初回参

加は無料、２～３回目までは１回千円でご参加いただけます。

お問合せは有村まで hda00467@nifty.ne.jp 

mailto:s-tanaka@saturn.dti.ne.jp
mailto:hda00467@nifty.ne.jp
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予告   異業種グループネットワークフォーラム～第６回全国大会in石川のお知らせ～ 

ＩＮＦ事務局長 田中繁夫 

平成１６年１１月５日（金）午後１時開会で、石川県金沢市 JR金沢駅前の「ホテル日航金沢」で開催します。 

今年の INF 石川大会の統一テーマは「経営戦略におけるデザインとＩＴ」－独創性と商機の創造を目指す－ 

です。 

下記の６つの分科会が予定されています。 

（１）「地域社会の情報化と中小企業の IT事情」 

（２）「デザインを活かしたものづくり」 

（３）「中小企業の経営は人づくり、夢づくり」 

（４）「農・商・工の連携と地域ブランド戦略」 

（５）「広域異業種ネットワーク」 

（６）「企業の国際化に対応した経営」 

午前中にビジネスマッチング、広域ネットワーク化研究会も開催されます。 

      神奈川異グ連総会・Ｐ＆Ｇ交流大会のご案内（Ｐ＆Ｇ：プロジェクト・グループ）        事務局 

 来る６月２５日（金）に神奈川異グ連総会・Ｐ＆Ｇ交流大会を開催いたします。多数の皆様のご出席をお願

い申し上げます。（問い合わせ：０４５－６３３－５１９２ 芝、志村） 

１、 日時 Ｈ１６年６月２５日（火）１３：００～１８：３０ 

２－１、神奈川異グ連総会 １３：００～１３：４５      於)神奈川中小企業センター６Ｆ大研修室 

２－２、プロジェクト・グループ交流大会 １４：００～１６：５０      同上  １３Ｆ第２会議室 

     異グ連の各種事業化プロジェクトや従来型異業種交流グループの現状や将来の戦略課題について､

会場の出席者の方にも参加いただき、意見交換や情報交流を行います。 

２－３、懇親交流会１７：１０～１８：３０（参加費2000円）於)神奈川中小企業センター５Ｆ交流プラザ 

産学官交流サロン 

      ！第３回かわさき経済人ネットワークサロン開催ご案内！ 

                                       田中(繁)ＢＣ 

 かわさき経済人ネットワークサロンも３回目となりました。今回は光触媒の研究で「日本国際賞」を受賞し

た藤島 昭氏が理事長を勤められる「神奈川科学技術アカデミー（ＫＡＳＴ）」の見学と、光触媒技術に関す

る報告２例が準備されております。ぜひご参加ください。 

 開催日時：平成１６年６月２２日（水）１８：００～２０：３０（ＫＡＳＴ見学は１７：３０スタートです） 

 開催場所：かながわサイエンスパーク（ＫＳＰ）西棟３Ｆ ３１０会議室 

＜内容＞ 

 報告１「ＫＡＳＴの概要と光触媒技術開発への取り組み」   ＫＡＳＴ常務理事 馬場昭男氏 

                                  研究部長 金子信一氏 

 報告２「光触媒を活用したアートフラワーの実物紹介と提案」 NPO“Ｄ＆Ｄ”理事長 豊島昭次郎氏 

 懇親会 参加者は１000円です。自己紹介等のＰＲを歓迎いたします。 

 （問い合わせ、０４５－６３３－５１９２芝、志村、田中 s-tanaka@saturn.dti.ne.jp） 

＜編集室の独り言＞ 

 先々週の週末にＮＨＫ「景気回復は本物か」３回シリーズ（中国特需、自動車・ディジタル家電、地域）の

最終回を見た。この手の報道では通常、頑張る中小企業が出てくるが、この番組も例外でなく新潟県燕三条ア

クションプログラムの一例として、異業種グループ３社（プレス、金型、溶接）によるマグネシューム合金を

使った（女性ヘルパーが軽々と扱える）車椅子の開発が紹介されていた。 

 一方今年３月、新潟県異業種交流推進協議会（事務局は新潟県庁産業労働部内）から解散連絡をいただき、

残念に思ったばかりであるが、改めて産学と官（行政）の連携・支援のあり方（ミスマッチ・アンバランス）

という課題の存在を認識させられました。                       （事務局 小野川） 

    

かながわ異グ連会員の方、会員でない方、どなたでも自由に情報交換・投稿が出来ます。 

 （投稿先：事務局スタッフ小野川利昌onogawa@hkg.odn.ne.jp 、FAX０４４－９５４－６２５４ 

                  相楽 守 mamorusagara@mve.biglobe.ne.jp ＦＡＸ０３－３７０１－９７１２） 

mailto:onogawa@hkg.odn.ne.jp
mailto:mamorusagara@mve.biglobe.ne.jp

