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神奈川異グ連の活動状況を伝える機関紙 ＜第８３号＞  

かながわ異グ連ニュース 

        花巻市「起業化支援センター」訪問、他             芝 忠 

先月、花巻市の「起業化支援センター」を訪問した。以前から一度行きたいと思っていたところだが、

ＪＩＣＡ（国際協力機構）の南西アジア研修生を来年２月に案内するのに相応しい組織だと考え、お邪魔

した。一橋大学の関満博教授が「内発型企業育成」センターとして高く評価している組織だ。外需頼みの

国際貿易態勢が崩壊し、急に内需重視と言っても簡単ではない。同じ岩手県の北上市が外部からの誘致企

業政策で成功を納めたことに対抗して、市内企業の育成を大胆に行っている。もちろん企業誘致もやって

いる。人口１０万４千人、センターは約５千坪の敷地に平屋型の貸し工場が並び、センター内の貸し研究

室や測定・試験機器の整備とともに、大きな財産はコーディネータの一群である。総員１０人が企業のア

ドバイスや販路開拓、産学連携を推進している。農商工連携もとっくに実行している。市内という狭い地

域内の企業から育成するのがいい。隣接した工業団地に発展した企業もある。貸与期間は５年であるが延

長も可能。統括コーディネータの佐藤利雄氏は地元出身だが、神奈川県横須賀市の富士電機研究所に約１

０年間いたことが案外役に立っているという。地の経営者は出来ない理由をよく言いたがるが、外部から

見ると地域の利点が分かり、元気づけられる。 

岩手大学の協力も特筆される。地方大学としては全国でもトップクラスの産学連携推進大学だ。９月３

日にも横浜市旭区（二俣川）の区民文化センターを使って「岩手ネットワークシステムｉｎ神奈川」を開

催したばかり。我々も大いに学ぶところがある。 

 今月はまた福井県坂井市商工会の異業種交流研修会に行った。中小企業異業種交流財団の紹介だ。３年

前に三国・丸岡・春江・坂井の４町が合併して市になった。人口は９万３千人で横ばいだ。工業部会９０

０人の新たな活性化策を考えている。戦国時代、柴田勝家の本拠地が近くにあったところだ。地場産業の

繊維関係が落ち込み、電機やアルミ加工が盛んだが、今回の不況で仕事が減少、苦戦している。しかしこ

ういう地方は都市部と異なり食えないわけでもない。特色を出すのが大変だ。これからの取組に注目した

い。  

産 学 官 交 流 サ ロ ン の コ ー ナ ー 

第 29回かわさき経済人ネットワークサロン 

日 時：２００９年１０月２２日（木）18:00～20:30 

場 所：(財)川崎市産業振興会館 10階第一会議室 

話 題：「工業から農業への新たな進出」 

       ＧＯＫＯカメラ㈱会長 後藤 正氏 

参加費：1000円   

申込み：松井、渡部、芝 045-633-5142 

第３４三浦半島経済人サロンの開催案内 

日 時：２００９年９月１６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：「横須賀市創業支援オフィスの概要と支援」 

  横須賀市産業振興財団・事務局長 堀込孝繁氏 

参加費：1000円   

申 込：八幡 tel 045-633-5142、鶴野 046-836-6785 

第２３回西湘サロンの開催案内 

日 時：２００９年１１月９日（月）18:00～20:00 

場 所：あいおい損保小田原支社 ３階会議室 

話 題：「産 学 連 携 のコツ」 

神奈川大学理学部化学科・大学院理学研究科   

         教授（工博）大石不二夫氏 

参加費：1000円  申込：島津、吉池、芝 045-633-5142 

おなじみ尾上町サロン 

日 時：原則第一・三金曜日（１０月０２日,１０月  

１６日、１１月０６日）17:15～19:30 

会 場：神奈川中小企業センター5階異グ連事務所  

話 題：自由に持ちより（事前予約ＯＫ）       

会 費：1000円（現物も大歓迎） 

問合せ：芝、八幡、鈴木 045-633-5142 

 

発行：神奈川県異業種グループ連絡会議専務理事(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 

TEL０４５－６３３－５１４２ FAX０４５－６３３－５１９４ 

Email:iguren@kanagawa-iguren.com  

http://www.kanagawa-iguren.com 
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かながわ異グ連の会員グループやプロジェクトの状況 

シフト２１                 有村知里ＢＣ 

シフト２１では 9月 6日（日）～７日（月）に新潟県十日町、六日町エリアへの視察研修会を開催しました。

㈱きものブレインでは、着物市場が縮小するなか、着物のアフターケアやビフォア加工、リサイクル着物販売

など、新しい事業開発により市場創造している戦略を学びました。染み抜きやクリーニングなどを呉服店から

請け負うビジネスモデルで、年間 38万着の加工処理はＩＴ技術が支えています。障害者雇用や、社内改善活動

など積極的に取り組んでおり、多方面から大変参考になりました。 

10月定例会は、女優・モデル・ビューティ講師の船津未帆様に「第一印象が変わる！美しい姿勢・歩き方」

をお話いただきます。モデルが教える正しい姿勢・美しい歩き方、歩いて、全身の筋肉を使い体の調子を整え

る・美脚・シェイプアップ、印象が変わるウォーキングなど大変実践的な内容です。老若男女問わず、背筋を

ピンと伸ばした、颯爽とした歩き方をしている方はとても素敵です。もう一度歩き方を見直すチャンスです。 

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。(arimura-c@nifty.com)  

第 99回日韓ビジネス協議会定例会報告           高橋導徳ＢＣ  

第９９回定例会は恒例の工場見学および暑気払会を実施しました。訪問見学先は ㈱山武「藤沢テクノセン

ター」で、省エネに関するプレゼンテーションと、事例紹介として「藤沢テクノセンターにおける省エネの取

組み」「オフィス・クリーンルーム空調における省エネ」「空気で省エネ」と続き、省エネ現場の紹介として広

大なセンターの見学をさせていただきました。 

 時期は良し、暑気払いは大いに盛り上がりましたが、省エネになりましたでしょうか！！ 

*************************************************************** 

         第１００回日韓ビジネス協議会定例会開催案内 

 ９月度は協議会の１００回記念になりますが次第は下記の通りです。 

日 時：９月２９日(火）ｐｍ１５：００～１７：００・・・第１００回記念協議会 

ｐｍ１７：３０～１９：３０・・・第１００回記念会食 

場 所：（例会）神奈川中小企業センタービル １１階 １１０９号 ミーティングルーム 

    （会食）「だんまや水産 海鮮居酒屋」桜木町店 ０４５－２３１－２２３９ 

    （例会の会費：１，０００円、記念会食会費は別途３，０００円です。） 

内 容： 

   〇韓国観光公社・・・公社の紹介とソウル以外の景勝地の紹介   担当者：未定  

   〇日韓ビジネス協議会の継続の要因と今後の展望・・・事務局 

   〇記念講演 ・「早起きと日本のお暮し」・・・宮西ナオ子氏 

             生き方研究家・女性と能楽研究・総合社会文化ライター・日本ペンクラブ所属 

 ＊関心がある企業の参加者を歓迎致します。 

申込先： TEL＆ＦＡＸ：０４５－３１１－００９４ 高橋迄  MAIL： mtakahas@tb3.so-net.ne.jp 

関連イベントなど 

 【参加者募集】2009国際中小企業異業種交流シンポジウム in韓国・慶尚北道大邱のご案内 

開催日時  ２００９年１０月１９日（月）～２０日（火） 

開催場所  ホテル インタブルゴＥＸＣＯ  韓国慶尚北道大邱広域市北区山格２洞１６７６番地 

参加費用  大会参加費用お一人様１０，０００円（参加申込時徴収いたします） 

申込み   (財)中小企業異業種交流財団 担当 三分一 井上 

〒106-0041 東京都港区麻布台２―２―１２三貴ビル３階 tel03-3584-0707 fax03-3584-6122 

mailto:arimura-c@nifty.com
mailto:mtakahas@tb3.so-net.ne.jp
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ビジネスアイデア募集 

かわさきビジネス・アイデアシーズ市場 

日程：第 62回 10月 8日締切、最終選考会 12月 12日 

  （21年度は第 63回 12/1締、第 64回 1/19締） 

最終選考会場：(財)川崎市産業振興会館 4階 

 （最終選考会では一般公開で発表・表彰・交流会） 

申込・問合：川崎市産業振興財団 044-548-4141 

   http://www.kawasaki-net.ne.jp/bizidea 

かわさき産業デザインコンペ 2009 

日程：応募受付・・10月 13日～10月 20日 

   公開審査会・・2010年 2月 3日 

問合：川崎市経済労働局産業振興部 

   044-200-2513 新産業創出担当 

E-Mail：28sangyo1@city.kawasaki.jp    

     http://www.kawasaki-net.ne.jp/design 

        Ｈ２１年度神奈川県ものづくり技術交流会（研究発表大会）無料 

開催日：Ｈ２１年１０月２１日（水）～２３日（金） 

研究発表分野：２１日（水）材料関連技術、化学分析技術、有機材料技術 

       ２２日（木）設計・加工技術、電子デバイス・マイクロマシン・薄膜関連技術 

       ２３日（金）機器の保守・検査技術と非破壊検査技術、情報・生産システム技術、電子応用技

術、環境・エネルギー技術、異業種交流等事例（＊） 

発表会場：神奈川県産業技術センター（海老名市下今泉７０５－１） 

問合せ  ：神奈川県産業技術センター 交流相談支援室内ものづくり技術交流会事務局 046-236-1500 

（＊）神奈川異グ連は、23日（金）異業種交流等事例を次の内容で発表します。 

 13:05～ 異グ連「産学交流サロン」の魅力と新たな展開     神奈川異グ連専務理事  芝 忠 

 13:30～ 「西湘サロン」の今日までの経過と地域連携      神奈川異グ連常務理事  島津俊之 

 13:55～ 県西産業フェアーによる内需喚起と地域企業の活性化  県西産業フェアー委員長 川崎弘 

 14:20～ 川崎における地域力連携拠点事業の動向   地域力連携拠点応援コーディネータ 小野川利昌 

 14:55～ 政府の「セーフティネット」保証制度の活用状況について Ｃ＆Ｓグループ会長  魚埼誠也 

 15:20～ 地域密着型の異業種交流会と参加企業の役割     よこはまコラボ倶楽部会長 辻本光則 

 15:45～ 日韓交流に参加している日本企業の狙いと成果     日韓ビジネス協議会   平手陽介 

 16:10～ まんてんプロジェクトの海外展開について      まんてんプロジェクト会長 瀧澤 清 

 16:35～ 新しいエンジンの開発について   NPO日本スターリングエンジン普及協会理事長 鶴野省三 

  １７：１５～１９：００実践的異業種交流会（懇親会）を１Ｆ食堂にて開催します。 

かながわ科学技術フェア―2009無料 

 ～神奈川県の「科学技術」の力～ 

神奈川県試験研究機関活動発表会が開催されます。 

日時：Ｈ21年 10月 18日（日）11:00～18:00 

19日（月）10:30～17:30 

会場：新都市プラザ（そごう横浜店地下 2階） 

＜ミニ発表会＞ 

10月 18日（日）11:30から 

地殻変動、汚染地下水浄化、無花粉スギ、切り花を

長持ち、栽培漁業、煙草のけむり、 

 イチゴの輸送、ガンの転移防止 

10月 19日（月）12:00から 

 温泉の選び方、豚のおしっこ肥料化、鮎の一生、ガ

ンって何？、硬い炭素膜応用製品 

問合：神奈川県政策部科学技術連携室 045-210-3071 

第 31回テクニカルショウよこはま 2010 

～新たな技術で明日を拓く～ 

日時：Ｈ22年 2月 3日（水）～5日（金）10:00～17:00 

会場：パシフィコ横浜展示ホールＣ・Ｄ 

    横浜市西区みなとみらい１－１－１ 

出展申し込み 

 期限：Ｈ21年 10月 9日（金） 

 申込先：（財）神奈川産業振興センター 

             産業振興部販路促進課 

     〒231-0015横浜市中区尾上町５－８０ 

     ＴＥＬ：０４５－６３３－５１７０ 

     ＦＡＸ：０４５－６３３－２５５６ 

出展分野 

 ビジネスソリューション、生産、生活・環境、異業種

交流グループ等／支援機関、産学公連携 

http://www.kawasaki-net.ne.jp/bizidea
mailto:28sangyo1@city.kawasaki.jp
http://www.kawasaki-net.ne.jp/design
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 神奈川新聞に企業情報コーナー 

   「ＢtoＢ」を新設しました！ 

タイトル：「Ｂ to Ｂ情報交差点」 

内容：製品、技術、サービス、店舗

展開などＡ４判ｘ１枚程度 

掲載日：原則毎週木曜日 

掲載料：無料 

ビジネスチャンスの発掘、販路開拓、 

マッチングにご利用ください。 

資料送付先（住所不要）〒231-8445 

神奈川新聞社編集局経済部 BtoB係 

問合せ：045-227-0282 

ＳＢＩＲ制度説明会 

～研究・新事業展開に公的助成金を活

用しませんか！～ 

日時：10月 15日（木）13:30～16:30 

場所：神奈川中小企業センタービル 

         ６階大研修室 

内容： ①ＳＢＩＲ制度の概要説明 

    ②申請書作成事例の紹介 

    ③無料相談会 

講師：(社)神奈川県技術士会 

問合せ：同上 045-210-0337 

E-Mail kcea@k06.itscm.net 

働く人のメンタルヘルス 

～ストレスに向き合う～ 

日時：9月 30日（水）14:00～ 

場所： 

神奈川中小企業センタービ

ル 11階ミーティングルーム 

講師：横浜銀行健康管理センタ

ー顧問 医博 能勢俊一氏 

申込み 

 神奈川県経営診断協会 

 FAX 045-662-5174 

 keishin@apricot.ocn.ne.jp 

マレーシア・ビジネスミッションのご案内 

マレーシアの企業、経済団体との商談、意見交換、工場視

察及び、第 14回東アジア地域経済人交流会議（ＥＡＥＳ）

に参加します。（申込締切 10月 10日） 

旅行日程：H21年 11月 2日（月）～11月 7日（土） 

旅行代金：133,000円（ＫＩＰ会員は 1万円安） 

旅行企画：(財)神奈川産業振興センター事務局 

      045-633-5126産業貿易部国際経済課 島田 

中小企業懸賞論文募集 

(1) 産業部門 ①農商工連携と中小企業、 

②観光産業戦略と中小企業 

(2)金融部門  ①金融危機と中小企業、 

②中小企業と間接金融 

締切：H21年 10月 15日、発表：H22年 2月中旬 

応募先：(財)商工総合研究所 03-5620-1691 

http://www.shokosoken.or.jp 

投稿のコーナー 

じわじわと国際化を感ずるこの頃 

Ｃ＆Ｓ会長 魚崎誠也ＢＣ 

 9 月 1 日防災の日に、江戸川区船堀のタワーホール船堀で開かれた、国際オゾン協会（本部フランス）の研

究発表会に出かけた。神奈川コンソーシアムに参画するL社が参加していた縁であった。 

もともと、オゾンという物質は、適度に使うと消毒・消臭になる効果があり、利用されていたが、水道水の

消毒などは長い間、コスト的に安い塩素などが使われ、オゾンは後回しになっていた。しかし、欧州では医療

関係の消毒にも積極的に使われていることもあり、オゾンの研究が進んでいた。 

これら欧州で進んでいる、食品関係、医療関係への適用事例が紹介されていた。これからの地球環境改善を

目指すと、塩素の垂れ流しで良いことはなく、オゾンが分解した後無害の酸素になることもあって、オゾンの

利用が増える時期に来た。水道水などの消毒など大量の水を一度に消毒する設備などは、日本でも大手企業が

出展していたが、L 社は、食品、医療関係のニッチな市場を目指しており、欧州の進んだ事例が良い刺激にな

った。 

 今回の展示会を見て、やはり、グローバル化というか、国際化がどんどん進んでいることを感じた。出展し

ていた台湾企業で、担当者が、製品を独自に開発し（日本の支援は受けてない）欧州向けに作った製品の展示

を説明してくれた。 

 異グ連も国際化事業として、アルメニア、南西アジア事業とか、韓国・中国との交流もあり、この傾向はま

すます強くなるのではないかと感じた。 

事務局のコーナー 

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】 村上 嘉男   【火】 八幡 敬和 児玉 英二       【水】 （芝 忠）  杉本 明子    

【木】 松井 利夫   【金】 ①③⑤魚埼 誠也 ②④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  神奈川異グ連事務局 

T/F 045-633-5142/045-633-5194  URL：http://www.kanagawa-iguren.com  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！ 

mailto:kcea@k06.itscm.net
mailto:keishin@apricot.ocn.ne.jp
http://www.shokosoken.or.jp/
http://www.kanagawa-iguren.com/
mailto:iguren@kanagawa-iguren.com
mailto:t-onogawa@pro.odn.ne.jp

