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「神奈川県中小企業活性化条例」

芝 忠

「神奈川県中小企業活性化条例」が昨年１０月に県議会で成立、本年４月施行となった。この条例の
活用成否は、行政や中小企業者・県民・大企業・その他関係者の取組による。しかし考えたいのは行政
及び中小企業支援機関の職員の質の問題である。
東京都墨田区では条例の活用に関連して、区内中小事業者の調査や仕事探しの営業に区の職員・幹部
が総動員されたことは有名な話である。そこから職員の意識が変わり、区の経済活動を支えているのが
中小企業だという認識が広く理解され、各種の行政施策全般に産業振興の柱を中小企業に置くという発
想が貫かれている。
今回の未曽有の経済危機に関して大企業の厳しいリストラ政策が改めて、地域経済にマイナスの影響
を与え、大企業のあり方を問うこととなった。こうした状況の基で他方では中小企業振興行政を担当し
ている職員や支援機関の職員の意識の重要性が問われている。
相模原市内企業のヒアリングでも、通常なら３ケ月先までの受注残があるのに１月は１２月の１／
２、２月は不明、３月はゼロという。１社依存を避けるために５０社と取引を開拓してきたが全部の取
引先の仕事が落ちている。受発注懇談会では単にコスト競争をさせられるだけだ、金を借りても仕事が
ないから、返せないという悲鳴が聞こえる。私の周辺でも民事再生に持ち込んだり、倒産寸前の事業者
もいる。全ての保険を解約、親戚からも借金し、大学生と高校生の息子に「危機」を伝え、
「覚悟を決
めた」経営者にセーフティネットは全く役に立たない。関東経済産業局も相談に応ぜず、単に「そうい
う案件が１件あったと記録しておきます」という態度。いまさらながら、自分の力の無さを痛感する。
自治体の「緊急対策」が本当に効果を発揮しているのだろうか？中小企業政策の立案や支援のプロフェ
ッショナルを育成するためには、企業の現場に行き、生の声を聞き、政策を考えなければならない。そ
ういう職員が求められているし、育て上げなければならない。
条例を活用し、動かす人材が各地、各機関に存在することを期待する。
自分の人生の仕上げの時間を、自分なりに楽しく生きなければ、つまらないではないか。
老いは、死を待つ時間ではなく、未知への道すがらなのだから、すべてを終える日まで、
無理なく素直に、自分らしく生きていくのが一番いい。命は神のみぞ知る。
元菓子業食品新聞社社長 荒井悌二氏（関西の菓子業界につくし 86 歳で天寿を全うされた）
産 学 官 交 流 サ ロン の コ ー ナ ー
第１8 回(１月１９日)西湘サロンの報告

吉池正樹 BC

西湘サロンは、平成２１年で３周年を迎えます。これを記念して「サロン開催３周年記念３シリーズ」を
計画しました。その「第１弾！」として小田原出身の東海大学工学部建築学科教授 杉本洋文氏に「文化観
光交流とまちづくり」との話題でお話いただきました。
これからは｢自然社会資本｣の活用が大切で、
「まちづくり」にもこれがポイントとのことです。今回は平
塚市、湯河原町、寒川町、海老名市、秦野市など小田原近隣の町からも｢まちづくり｣に関心のある方が参加
され３４名と盛況で、大好評でした。

第 19 回西湘サロンの開催案内
日 時：２００９年３月 1９日（木）18:00～20:30
場 所：あいおい損保小田原支社(瀬戸ビル)３F
話 題：サロン開設 3 周年記念シリーズ第二弾
「なぜ売り上げが伸びないか？」
小田原青色申告会 業務部長 山口 剛史氏
参加費：1000 円（ビール、おつまみ付）
申 込：島津俊、吉池、芝 tel 045-633-5142

第 3１回三浦半島経済人サロンの開催案内
日 時：２００９年３月１８日（水）18:00～20:30
場 所：神奈川新聞社横須賀支社 ５Ｆ会議室
話 題：
「経営者の健康が企業の明日を決める」
漢方健康センター（医学博士）伊藤 修氏
参加費：1000 円（ビール、おつまみ付）
事務局：八幡 045-633-5142、鶴野 045-836-6785
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おなじみ尾上町サロン
日時：原則第一・三金曜日（２月２０日、３月６日、４月３日）17:15～ ３月２０日は祭日のため中止します。
会場：神奈川中小企業センター5 階異グ連事務所
会費：1000 円（現物も大歓迎）
連絡問合せ：神奈川異グ連事務局 芝、島津龍男、八幡、鈴木 ０４５－６３３－５１４２

かながわ異グ連の会員グループやプロジェクトの状況

JICA 横浜 南西アジアプロジェクト

南西アジアプロジェクト事務局 加藤文男

2 月 17 日から、独立行政法人 国際協力機構（JICA）横浜からの委託研修事業である南西アジア人材育
成プロジェクト（正式名称：地域別研修「SAARC 域内輸出競争力強化」
）が始まる。初年度の今年は、ブー
タン、アフガニスタン、ネパールの各国から 1 名、スリランカから 2 名の合計 4 カ国 5 名を迎える。今回
の研修生は、各国の産業省や経済省など中央省庁の中小企業振興施策に係っておられる方々である。
神奈川異グ連は、2 月 22 日から 2 週間にわたり、講義や課題に関する討議、企業視察訪問、アクション
プランの作成などを担当する。研修は、各国の輸出競争力を高めることを目的としており、戦後日本の復
興に大きく貢献した考え方やその背景・経験を中心にお伝えする。今回の参加者は、国情や宗教、慣習が
多岐にわたり、講義や訪問先も広範囲にし、各国の中小企業振興に役に立てていただくよう配慮した。講
義内容については、既に準備が進められ、翻訳に入っている。
訪問先は、財団法人 神奈川産業振興センターをはじめ、神奈川県水産技術センター、株式会社 開明
製作所、株式会社 セプトワン、株式会社 ベイテック、株式会社 神奈川機関紙印刷所にご協力をいた
だき、視察させていただく予定である。
今回の JICA 横浜からの研修受託は、昨年まで 3 ヵ年間のアルメニア人材育成研修で当神奈川異グ連の実
施した研修実績が評価され、認められたもので今後も続くことが期待される。
第９２回（１月２１日）日韓ビジネス協議会定例会報告

高橋導徳ＢＣ

●日本企業紹介・・・人材派遣・職業紹介業／（株）IBB JAPAN 小峰直保子氏
日韓両国に「相互利益」をもたらすことを理念とし、海外 IT エンジニアの派遣・紹介、ソフトウェアの
受託開発、パッケージソウトの開発・販売など。３月には集団マッチング会の開催も予定されている。
●「日韓の連携グループ企業 90 社の販路拡大について」
（株）スリーテック社長久野啓一氏
単独で競争力を持たない日韓中の中小企業同士が対等な連携によって新しい市場を切り開くことを目標
に着実に参加企業が増加してきている。
●日本企業紹介・・サービス・アパートメント紹介業（株）スペースデザイン浅野淳美氏
外国人中心のサービス・アパートメントを東京都内 16 箇所、横浜１箇所の運営をしており、契約は最短
2 週間から受付、非常に安価な賃料で提供している。中長期出張時の滞在には最適である。
●メイン講師：
「人生経験」
（有）ホンダマシン代表取締役

本田武士氏

超硬圧接はすでに特許を取得している。摩擦熱を利用して金属を接合することで溶接のように母材を溶
かさないで固相のまま接合するものである。
小企業の生き方：世界金融危機で不安が増大している。小企業は新しい技術を考えたら産学連携機関に
相談して実用化を進めるべきである。
農園へのすすめ：３年前から農園に誘われ、野菜作りにのめりこんだ。広い面積の農地を借用して自
家用に安心、安全野菜を有機栽培でつくっている。
第９３回日韓ビジネス協議会定例会

高橋導徳ＢＣ

日時：２月１８日(水）１５：００～１７：００、 懇親会１７：１５～
場所： 神奈川中小企業センタービル・・・５階 会議室
〇企業紹介 ：①ビジネスマナー ・美容関連 （有）ナムグローバル代表取締役 岩尾加寿美氏
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②経営コンサルタント進和経営

代表

若林 進氏

〇安心財団の紹介・・
「中小企業のための共済」中小企業災害共済福祉財団課長岩下博美氏
〇「金属加工機械業界と日韓ビジネスの展望」(有)オリエントマシン取締役 平手 陽介氏
〇メイン講師：有限会社精美堂

代表取締役 野口 修氏

「あなたは大丈夫ですか？メタボリックシンドロームの裏に隠されている病気の怖さ」
＊関心がある企業の参加者を歓迎致します。

会費：１０００円です。

申込先：TEL＆ＦＡＸ：０４５－３１１－００９４ 高橋迄 MAIL： mtakahas@tb3.so-net.ne.jp
まんてんプロジェクト

千田ＢＣ

●東京都の航空機産業参入支援事業に対し JASPA は専門家派遣支援を要請中であったが、１月１３，１４
の２日間に亘専門家による米国の航空機部品の技術基準などの解説と資料提供などを受けた。また東京
都の支援の一環として航空機関連企業の見学会に参加した。
●１月２２日 秋田県産業技術総合研究センターと今後の連携の可能性について、主として航空機用部品
開発を中心に会合を行なった。
●１月２３日、まんてんと JAXA が連携して協力する早稲田大学の第三回「航空機部品国産化フォーラム」
が早稲田大学理工学部にて開催され、まんてんメンバーを初め、静岡県、新潟県、神奈川県、福井県な
どからユニークな技術を持ち航空機への転用が期待される中小企業１４社の技術発表と展示、早稲田大
学の４研究室からの航空機関連研究成果の発表が行なわれた。招待された航空機関連大企業からの講評
も良く、非常にレベルの高い内容の発表であった。
●１月２７日、まんてん部会第一号の「JISQ9100 部会」初会合が開催された。まんてん部会は、会員企業
が集まって共通の課題の解決のために自主的に勉強を行なう小集団活動であり、今年度からスタートす
ることとしていたものである。JISQ9100 は航空機の製造における品質保証を規定する国際標準の認証規
格であり、取得に積極的な企業が集まってスタートした。今後、テーマ毎に部会が発足するものと期待
される。
●１月２３日の１２チャンネル TV 東京のワールドビジネスサテライトにおいて、まんてん会員企業のオ
ービタルエンジニアリングの宇宙開発ビジネスが紹介され、まんてんプロジェクトについても紹介がな
された。
シフト２１

有村ＢＣ

2 月定例会（2 月 10 日）は “cinema-english” 主宰 勝田友子氏に「これであなたもハンフリー・ボ
ガート！”カサブランカ”から、洒落た表現をゲットしよう。
」というテーマで映画「カサブランカ」の名
シーンのセリフから、英語と映画の両方を楽しむコツをお話いただきました。
３月定例会では琵琶奏者の大久保慶子様に、
「琵琶の演奏（弾き語り）と古典芸能に関するお話」を頂く
予定です。
（３月１０日（火）１８:３０～かながわ県民センター）
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として、業種や業態を問わない幅広い交
流を目的に定例会を開催しております。
（原則第二火曜日開催） ゲストの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。(arimura-c@nifty.com)
関連イベント等のおしらせ

異グ連の 事業承継セミナー開催予告

日時：Ｈ２１年３月４日（水）13:30～16:30、 ３月１０日（火）13:30～16:30
同じカリキュラムを 2 日間（2 回）行います。ご都合の良い日に受講してください。
カリキュラム内容の詳細決まり次第アナウンスの予定。
会場：神奈川中小企業センタービル １３階 第３会議室
主催：神奈川異グ連（中小企業異業種交流財団委託）
問合せ、申込み：神奈川異グ連事務局 TEL 045-633-5142、FAX 045-633-5194 芝、島津龍男
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補助金セミナー ＳＢＩＲ説明会(無料)

中小企業活性化推進月間
「ビジネスプラン作成のすすめ」セミナー

中小企業技術革新(SBIR)説明会を開催します。

日時：H２１年０２月２５日（水）13:30～16:30 日時：Ｈ２１年２月２０日（金）14:00 から 17:00
会場：神奈川中小企業センタービル１４Ｆ多目的ホール
会場：６Ｆ大会議室
内容：①基調講演「なぜビジネスプランを創るのか」
内容：①中小企業技術革新制度 SBIR の紹介
神奈川産振Ｃﾏﾈｰｼﾞｬｰ 川西 正巳氏
中小企業庁経営支援部 有吉常理氏
②パネルディスカッション
②新連携制度の概要説明
「私にとってのビジネスプラン～意味と活用法」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ 川西正巳氏
③対象補助金選び、応募のポイント等
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ
堀井利修氏（㈱ｻﾝﾎｰﾚ社長）
＊出席者には SBIR 制度の解説書を配布します。
小宮山眞佐子氏（みわの会理事長）
主催：(社)日本技術士会神奈川県技術士会
中村康司氏（㈱ﾘﾌﾞﾃｯｸ社長）
(財)神奈川産業振興センター
参加費：無料
申 込 み ： 日 本 技 術 士 会 神 奈 川 県 技 術 士 会 申込み：(財)神奈川産業振興センター企業化支援部へ、
tel045-210-0337 fax045-210-0338
所属、住所、氏名、ＴＥＬを FAX045-633-5194
ネイティブスピーカーのベトナム人による【おためしベトナム語】セミナー
日時（全２回）
：２月２８日（土）
、３月 ７日（土）両日とも１６：１５～１８：００
１日目 べトナム語とは、発音、数の数え方、あいさつ
２日目 自己紹介、買い物
場所：日本ベトナム友好協会 語学ルーム（ＪＲ「大塚」駅徒歩１０分、地下鉄「新大塚」駅徒歩３分）
受講料：￥５，０００（２回分）
申込み、問合せ：日本ベトナム友好協会 本吉良吉
２０時間対応 TEL:０90-4125-2677（モトヨシ）
〒170-0005 東京都豊島区南大塚２－１７－１０（０３－９４５－８５４３）
かながわコンソーシアム事業 2008 年度セミナー

品質・環境管理統合セミナー(無料)

共同開発契約・秘密保持契約の基礎知識(無料)

日時：H21 年 2 月 18 日（水）13:30～17:00
会場：神奈川県産業技術センター２Ｆ講義室 1,2,3
内容：①統合の新たなステージに向けた実践
三菱 UFJ リサーチ㈱移植ｺﾝｻﾙ井上正美氏
②統合に向けたＩＳＯ活動の取り組み
㈱山武 AAC 安全管理部長 吉浜晴巳氏
③グループ討議
有限責任中間法人エコステージ協会
主催：神奈川県産業技術センター
申込み：産業技術センター企画部 嶋村
TEL046-236-1500 FAX046-236-1527

日時：H21 年 2 月 19 日（木）14:00～16:00
会場：神奈川中小企業センタービル 13 階第二会議室
内容：産学公連携により新事業進出等、事業化を目指
す中小企業者を対象として、大学及び企業との
共同開発契約や秘密保持契約などをする上での
ポイント及び事例を通してのトラブル防止策な
どを学んでいいただきます。
主催：(財)神奈川産業振興センター企業化支援部
申込み：TEL045-633-5192 FAX045-633-5194 笹生

新現役があなたの会社をサポートします！
新現役とは、企業などを退職した「実務経験豊富」
「専門知識」
「築いてきた人的ネットワーク」を活
かして、地域中小企業の支援を通じた社会貢献に意欲を持つチャレンジャーです。
支援分野：経営戦略、海外展開、ＩＴ、マーケティング、製品開発、生産管理、物流、財務、人事等
報酬基準：一日８千円～２万円、 支援頻度：２～３日／週（話し合いで常勤も可能）
問合わせ：045-633-5167 (財)神奈川産業振興センター内新現役チャレンジ事業・地域事務局
神奈川県異業種グループ連絡会議 交流アドバイザーが詰めております、気軽にご連絡ご相談ください（無料）
【月】 魚崎 誠也 村上 嘉男
【火】 八幡 敬和 児玉 英二
【水】 芝 忠
杉本 明子
【木】 八幡 敬和 松井 利夫
【金】 島津龍男 芝 忠 織方盛男
【土、日、祭日】は休業です。
〒231-0015 横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル５階
神奈川県異業種グループ連絡会議事務局 TEL 045-633-5142 FAX 045-633-5194
URL：http://www.kanagawa-iguren.com

e-Mail：iguren@kanagawa-iguren.com

皆様からのご投稿をお願いいたします。
（会報編集担当）mail t-onogawa@pro.odn.ne.jp 小野川へお送りください。
神奈川異グ連への連絡問合せは、上記事務局当番者 tel 045-633-5142 fax 045-633-5194 へどうぞ！
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