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異業種グループの大型化傾向

芝 忠

このところ異業種交流グループが大型化している傾向があります。昭和56年度(1981)から開始された「技術交
流プラザ（後に技術市場交流プラザと改称）」事業では、概ね各都道府県内の中小製造業30社程度を集めなさい、
と実施要綱が定められていますので、日本の異業種グループの平均参加企業数は30社程度と考えられていました
が、技術交流プラザ事業開始以前の全国の主要グループを調査した安藤清人氏らは（中熊祐輔・山際有文共著「異
業種交流」日刊工業新聞社、昭和59年、1984） 155グループ、3,575 社、１グループ当たり平均23社としていま
す。その後中小企業事業団（⇨中小企業総合事業団⇨中小企業基盤整備機構と改称）の全国調査によると、昭和63
年(1988)1,527 グループ、平均34社となっており、10年後の平成10年(1998)は3,103 グループ、41社となってい
ます。さらにその後表のように年々増加しており、平成16年(2004)には平均49社まで拡大しました。
つまり、共同開発（２～３社が多い）や融合化事業（４社以上）のように少人数で効率良く行うグループ形態
だけでなく、緩やかなネットワーク型のグループが増加しているのではないか、と考えられます。神奈川県では
この10年間推進してきた「事業化プロジェクト」はいずれも20人以下が大半です。しかし昨年、川崎北部に誕生
した「サポートクラブ友の会」は1600名という規模ですし、航空・宇宙関係の「まんてんプロジェクト」も71社
まで拡大し、必ずしもビジネス創造を行う事業とグループ参加企業数は反比例しません。 従って今後も多様な
形態と自由なグループ参加数が現れるでしょう。
グループ当たりの参加企業数の推移（中小企業基盤整備機構調査より）
年度
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神奈川異グ連事務局（広報）

神奈川異グ連では地域中小企業と大学との共同行動シンポジュームを開催いたします。多数のご来場をお待ち
しています。
（内容詳細は各分科会毎にチラシを作っておりますのでご参照ください）
開催日時：平成１７年１０月２８日（金）１１：００～１９：００
開催場所：神奈川中小企業センタービル １３階会議室、１４階大ホール
主催：(独)中小企業基盤整備機構、神奈川県異業種グループ連絡会議
実施機関：(財)中小企業異業種交流財団
第一部：１１:００～１２：００航空宇宙部品ビジネスマッチング、第二部１３：００～１７：００分科会
分科会１
分科会２
分科会３
分科会４
宇宙航空産業全国中小企 横浜野毛地域飲食街の活 環境舗装（超硬度、透水、 身近な環境から子供を守
業地域連携ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｰﾑ
性化と商学交流
保水性新舗装システム）
る―住まいと健康
・航空宇宙産業における中 ・野毛飲食街の現状、
・高機能環境舗装の開発 ・次世代環境健康学プロジ
野毛協同組合藤沢副理事長
小企業との取り組み
・資源循環と課題
ェクトの取り組み
千葉大大学院深田助教授
三菱重工㈱ 伊藤氏 ・活性化への提言とパネル ・ｴｽｺｰﾄﾗｲﾝ、ｱｰｽﾜﾝ
・宇宙産業における中小企
ディスカッション
・廃棄ｾﾗﾐｯｸのﾘｻｲｸﾙ
・環境と健康問題解決への
横浜国大 三戸教授
東北工業大学 竹内研究員
業との連携
取り組み
城西国際大
福田教授
横浜国大
大田研究員
関東学院大学 早川講師
ＮＥＣ東芝ｽﾍﾟｰｽＳ
早稲田商店街 藤村部長
ﾋﾞﾙｺﾝ 藤沢理事長 他
・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
・ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
第三部：１７：２０～１９：００交流懇親会（異グ連会員 2,000 円、非会員 3,000 円申し受けます）
ぜひこの機会に名刺交換・交流を深めましょう。
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産学官交流サロンのコーナー
第１２回よこはまサロン報告

第１１回かわさきサロン

第 10 回よこすかサロン報告
１０月は異業種交流活動をベース
神奈川県異グ連理事、滝田様に
今回のｻﾛﾝは型破りのｱｳﾄﾄﾞｱｰ集会と
にコミュニティービジネスをＮＰＯ 「異業種交流がバーチャルで出来 なった。ご案内のように 3 千円で３店
の形で立ち上げた「サポート倶楽部 ないか？」の課題提案いただき、 舗をハシゴ酒しようと云うもので、今
友の会」の誕生のいきさつと現状を 「未来の異業種交流の形態」を皆 までの顔ぶれとは異なり自信のある酒
事務局長の千葉新也氏に話して頂き 様と共に考えてみたいと思ってお 豪の集まりとなり、人脈を広げるのに
ました。
ります。
役立った。
２店をﾗﾘｰして最終店に終結
した時には他人同士が昔からの知己の
日時：10 月 20 日（木）18:00～
日 時：11 月１日（火）18:00～ 如く親しくなっていた。目的が共通だ
場所：横浜エクセレントⅢビル９Ｆ 場 所：KSP 西棟３階３１０参加 とかくも信頼しあえるものかと驚きで
参加費：１，０００円
費： １，０００円
あった。
スピーカ：
スピーカ：
「実現すると、新たな人
店舗評価表も 94%と高回収率で、
「ま
NPO法人・サポート倶楽部友の会事
の輪、ビジネスチャンス！」
た来てみたい」が 74%と、常連にした
務局長千葉新也氏
滝田会計事務所所長 滝田司氏 い店、安心してハシゴができる店、な
お問い合わせ：045-633-5142
お問い合わせ：045-633-5142
んとなく立ち寄りたくなる店の発見に
担当幹事（芝、池谷 杉本）
担当幹事（芝、田中、小野川） 役立った。なかには終了後再度訪問し
参加申し込み：
参加申し込み：
た猛者も居られた。
FAX：０４５－２１２－５５４７
FAX：０４５－６３３－５１９４
6 割の方が再度の企画を希望され
メール：idea-info@ideabank.or.jp
s-tanaka@saturn.dti.ne.jp
て、幹事としてはえらいことになった
横浜サロン代表幹事 河津明男
川崎ｻﾛﾝ代表幹事 田中繁夫
と嬉しい悲鳴である。
横須賀ｻﾛﾝ担当八幡敬和
尾上町サロン（毎月第一､第三金曜開催中）
「特にテーマも決めず、気の向いた時にぶらっと行って、そこに来ている人たちと気楽に歓談できる場が欲
しいなー！」との声で、神奈川中小企業センター５Ｆの異グ連事務所に「尾上町（オノエチョウ）サロン」が開
設されています。予約も要りません、本当に気楽にぶらっとお出でください。
開催日：毎月第一・第三金曜日ｐｍ５：３０～ （１１月は４日、１８日、１２月は２日、１６日）
場所：神奈川中小企業センタービル ５Ｆ 神奈川県異業種グループ連絡会議事務所
会費：５００円（現物支給でも構いませんよ！）
かながわ異グ連の会員グループやプロジェクトの状況
オールディーズ・シニア・クラブ

シフト２１ 有村ＢＣ

介護保険のＡＢＣ（part2）

小林ＢＣ

８月の定例会で、当クラブ会員の福田氏が介護保険の話を行いましたが、身に
つまされる話題など熱心な質疑応答で時間が足らず、皆さんの強い要望で１０月度も
お願いする事になりました。
今回の内容は「要介護認定からサービス開始まで」がメインでしたが、ケアプラン
（居宅サービス計画）を作成するケアマネージャーの役割が大事で、知識・経験のあ
るケアマネージャーを選択するのがポイントのようです。これに関連した点をいくつ
か紹介します。
１） ケアマネージャーの資格は国家資格ではなく、県単位の認可とのことです。
２） マネージャーになるには試験があり、医療科目は難しそうですが、看護師・薬剤
師はこの科目を免除される。また、初期の頃は試験がゆるやかであったこともあ
り、介護経験の少ないケアマネージャーも多いらしい。その為、計画が気に入ら
なければマネージャーを遠慮なく替えることが大事です。
３） ケアマネージャーは区の窓口にﾘｽﾄｱｯﾌﾟされている。この中から親身になっても
らえる人を選ぶと良い。
４）ケアマネージャーは独立している人もいるが、居宅介護支援業者に勤務するケー
スが多い。従って、このような業者にケアプランの作成を依頼すると便利です。
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「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、業
種・業態を問わない幅広
い交流を目的として、原
則第二火曜日に定例会を
開催しています。
11 月定例会は 11 月 8
日（火）午後６時半から
神奈川県民センターで行
います。
シフト２１では皆様
の参加を歓迎しておりま
す（初回参加は無料）
。お
問合せは有村までお願い
いたします。
hda00467@nifty.ne.jp
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第５８回・日韓ビジネス協議会
高橋ＢＣ
９月２８日（水）に、下記内容にて開催しました。
●日本企業・会社紹介及び事業内容の説明（人材紹介）
（株）ビジャスト 取締役事業部長 渡辺 厚氏
●韓国・京畿道異業種連合会と神奈川県異業種グループ連絡会議との交流会・その他情報
韓国中小企業振興公団 日本事務所長 朴魯錬氏
●韓国関連情報・その他
事務局 高橋導徳氏
●メイン講演：
「ものづくりでのベトナム進出の苦労話」 浦本工業（株）代表取締役
浦本和弘氏
10 月 22 日～25 日台湾で国際中小企業異業種交流シンポジウムに本会から 7 名出席しますので 10 月は休会と
させて頂きます。
「2005 男女共同参画ＮＰＯフォーラムｉｎかながわ」

かながわ女性起業家クラブ竹沢さんから提供

テーマ：
「私が生きる～『女と男がつくる新しい未来』
」
会場：県立かながわ女性センター第２．３会議室
主催：
「かながわ女性会議 女性の人権を考える委員会」
「県立藤沢高等学校」
「県立大清水高等学校」
「県立七里
ガ浜高等学校」の四者による共同開催
１、日時：平成１７年１１月１９日（土） 10:30～展示、13:30～15:30 ワークショップ
基調講演『女性の選択：働き方、暮らしはどう変わったか、これからどうなるか』
２、日時：平成１７年１１月２０日（日）10:30～展示、13:30～15:30 ワークショップ
寸劇「なぜ、女性専用車両はうまれたの？」をテーマに「セクハラやジェンダーについて」

C&S ｸﾞﾙｰﾌﾟ

加藤文 BC

C&S グループは、
９月の定例会を９月２
０に開催した。今月は、会報 C&S 交信
の発行月に当たり、第７４号が編集、発
行し、配布された。先般から、今年の忘
年会の開催について討議を進めてきた
が、従来の湯河原万葉荘における合宿形
式から少々趣を変えて、日帰り、立食形
式で１２月１０日土曜日にかながわ自治
会館で開催することを決定した。また、
異グ連関係では、各プロジェクト参加会
員からの交流グループの活動報告ととも
に、当面の異グ連行事予定の説明報告と
協力依頼が行われた。
特別寄稿１

アルメニアプロジェクト

加藤文 BC

先般より、検討を進めていた JICA から委託のアルメニア研修がスタ
ートする。１１月下旬よりアルメニアの中小企業政策担当の方々が約
３週間の予定で研修に来日されることが内定した。これを迎えるにあ
たり、アルメニアプロジェクトメンバーは、９月１４日水曜日、中小
企業センター５階産業交流プラザにおいて第一回会議を開催した。芝
理事から本プロジェクトの他の海外プロジェクトとの位置づけや趣旨
説明がおこなわれ、その後、メンバーの豊富な経験を基に効果的な研
修のあり方が出席者の間で活発に意見交換がなされた。１０月中には、
テキストを完成する必要があり、早速、講義用のテキスト作成に入る
ことになり、メンバーの中から各講義の担当者を決定した。また、日
本における工場の案内先として、アルメニアにおける産業である宝石
加工やワイン製造に鑑み、山梨や諏訪地方の工場も検討することにし、
芝理事が交渉を開始することになった。

アルメニアの紹介 その２の(２) （２回シリーズでお送りしています）

加藤文男ＢＣ

対日本人感情
日本人に対する感情は良い。近隣諸国との関係が悪いために欧米諸国や日本とも良好にしておかないと困るの
も原因であろう。しかし、各個人、そのようなことで判断することはないから、穏やかさは顔やしぐさの表情に
も表れる。もともと人間性が良いのであろう。旧ソ連や東欧諸国で経験の深い日本人の情報でも悪く言う人はい
ない。通りですれ違う現地人やレストランやコンビニの店員もみんな穏やかで良い顔をしている。地方都市で夜
間、屋外コンサートへでかける機会があった。娯楽が少ないせいか、子供もたくさん来ていた。アルメニア人の
中に東洋人である我々は珍しい存在のようである。小学生位の子供たちが少し離れて我々を観察していたが、か
わいらしい女の子が意を決したように近づいてきて紙とペンを出し、
「何か書いてくれ」と言うしぐさが読める。
子供たちなので英語もよく通じない。多分サインをしてくれと言う感じと受け止め、漢字で名前を書いてあげた
らたいへん喜んでいた。我々仲間の一人は、英語でその子供名前を書いてくれと言われたようである。夜９時ご
ろのコンサート会場での話である。
飲料水
飲み水は、本来､自然の水は良好なのであるが、その配管が古く、痛んでいるために最近が入り込んで水質が落
ちるという。旧ソ連時代からの配管が取り替えられずに使用されているのが原因で感染症が発生したときもある。
日本では、配管が悪いために感染症が発生すると言うことは余り聞いたことがない。飲料用のミネラルウオータ
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ーは、コンビニやスーパーで販売しているのでこれを使用するのが良い。２、３種類あり１本 200 ドラム（￥40）
であった。
ホテルの水は１リットルで 1500 ドラム
（￥300 位）
参考までにアップルジュースは 1300 ドラム
（￥350
円）コカコーラ 250CC で 900 ドラム（￥200）
。
医薬品や医療について
医療関係の情報は余り得られなかったが医者個人の技術レベルは高いようである。全体の病院のレベルは安心
できるレベルかどうかまだ確認できない。大きな病気になれば海外へ出るのがよさそうである。医薬品は結構手
に入るそうである。ロシア製やドイツ製である。効果が強く、ある程度専門知識を持っていないと副作用が怖い。
通信事情について
有名なホテルに滞在する範囲では、インターネットも可能である。各部屋には接続方法が記載されている。た
だ、時間帯により途中で切れたりすることがあるようだ。昼間や深夜であれば接続できる。夕方から夜９時ごろ
までは使用する人が多いためか途中で切れるという。個人が自宅で電話回線を確保しようとすると国際回線を使
用することは難しいようである。基本的に回線が少ない上に独占されていて権利が取れないそうである。携帯電
話は、まだ外国人は買うことができない。権利を借りてプリペイドで使用する方法である。プリペイド方式は自
由に使える。ただし､割高である。３日間接続できないことがあったようだ。理由はわからない。例えばロシアの
プーチン大統領がきた時などは制限されるようである。なぜか日本の携帯電話へは接続できない。
プリペイド方式の携帯電話を借用できるが、主要都市が主体で幹線道路でも、都市を離れて山間部へ入るとア
ンテナが少なく、接続できない。少し人家がかたまった集落が見えたところで見通しの良いところになると携帯
電話も使用可能になる。アルメニア全国で問題なく通信できるようになるにはもう少し時間がかかりそうである。
実際には、自動車で山岳部を走行中、ドライバーにも時折携帯電話にかかってきており、不自由は感じない程度
である。ただし、通信事情については、悪くなることは少ないが、短期間に大きく改善することも考えられる。
新しい情報に注意し、利用するようにしたいものである。
了
特別寄稿２

「心構えこそがすべてだ！」

シービーエスアイ（株）代表取締役会長 中島清治氏

（６月の日韓ビジネス協議会での講演内容を寄稿いただきました。
）

人間の持つ脳のニューロン細胞は、140 億個で誰でも等しく持っている、といわれている。そこで人は一生の
間にどのくらい使うのか？ 殆ど使っていないのが真実である。あの、アインシュタインでさえ「私は自分の持
つ能力の１０％も使っていない」と言っているくらいである。言い換えれば誰でも無限の可能性を持っていると
いうことがいえる。ではどうしたらそれが使えるのか？
誰でも成功を願っている、でも必ずしもそうなっていない、なぜ？
では「成功」とは何でしょうか？マイヤー氏によれば、
「成功とは、自分に追って価値のある目標を設定し、それ
に向かって一歩一歩前進していく全過程を言う」となっている。
他人との比較は意味がないことが分かる。また成功とは到達点ではなく全プロセスであるという点が素晴らし
い。
「行動と心構え」は魔法のペアといわれている、行動が変わらなければ結果(成果)は何も変わらない。では、
行動を変えるにはどうすればよいか？
目標を持つことが人生をいきいきとさせる。
（日野原重明先生談とそのご本人）
サーカスの象と訓練されたノミ。 人のおおくはその心が鎖につながれている。そこに気付くことが大切。
自分の前進を邪魔するのは誰か？それは自分以外にいない。継続は力なり、という言葉は多くの人が知ってい
る。 でもそれを実行している人は果たして何人いるのだろうか？
「成功」の反対は何でしょうか？
多くの方は「失敗」という、しかし本当の失敗は、途中で諦めやめたときだけで、継続努力している限り失敗
はない。従って成功の反対は「凡庸」
、すなわち何も考えない何もしない、である。
ここに成功哲学の素晴らしいアイデアがある。
興味のある方は私までご連絡を頂きたい。資料を差し上げます。
中島清治

携帯：090-3235-6448

メール：kiyo@cbsi.co.jp

ご投稿を歓迎いたします。かながわ異グ連事務局（広報）ｔｅｌ０４５－６３３－５１４２、ｆａｘ０４５－６３３－５１９４
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