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明日へ飛躍する企業をサポート ひょうご産業活性化センター通信
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商店街新規出店・開業等支援事業を活用し

淡路
八百屋番
長

淡路のこだわり素材が並ぶ店をオープン

元気企業
訪問

活性化センター・カレンダー
支援ネットのひろば
◦情報カレンダー
◦兵庫県信用保証協会かわら版
 規模企業支援型保証
小

「エール」
のご案内

◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義

３次元CAD

−モノづくりに欠かせないデータ−

セミナーレポート

夏のビッグイベント2015
「中小企業経営セミナー」
を開催
成長期待企業のイチオシ！
佐藤精機株式会社

難削材の超精密切削加工

今月の支援メニュー
商店街新規出店・
開業等支援事業
商店街や小売市場のにぎわ
いや活力、
コミュニティー機能
の向上を図るため、
空き店舗
において商店街などの魅力を
高める店舗の新規出店を支
援する制度

元町５丁目商店街に店を構える淡路八百屋番長は、
完熟タマネギをはじめとする淡路島産の素材をそろえた
青果店。開店の際は、ひょうご産業活性化センターの商
店街新規出店・開業等支援事業による助成金を受けま
した。

今月の支援メニュー
商店街新規出店・
開業等支援事業

元気企業
訪問
淡路
八百屋番長

父が生産する
高糖度の完熟タマネギを
多くの人に届けるため
青果店をオープン
タマネギ求め遠方からも来店
元町5丁目商店街に今年4月オープ
ンした青果店、淡路八百屋番長。淡
路島産の野菜や果物、
さらには淡路
特産の素材を使ったスープやカレーな

して商品を提供する親の姿に心を打

いてはいけないと思っています。事業

たれました。
自分もこの仕事にかかわっ

をできるだけ早く成長させて、
税金を払

ていきたいと考えるようになりました」

うことで恩返ししたい」
と自らを奮い立

センターの助成で周囲も安心

どがそろいます。
中でもオーナーである

「よい売り手がいてこそ作り手が生き

成井将悟さんの父、修司さんが生産

る」
とかねてから思っていた成井さん

する「成井さんちの完熟タマネギ」は、

は、
父が生産する完熟タマネギの販売

たせています。

淡路島産以外の商品も
店舗では当初、淡路島産の野菜、
果物だけを扱っていましたが、年間を

通常のタマネギの倍近い値段である

を決意しました。
いずれは会社組織に

通して常に品ぞろえをするのが難しい

にもかかわらず、並べたそばから売れ

することを前提に、
まずはインターネット

ことから、現在では神戸中央卸売市

ていく人気ぶりです。近隣に立つマン

上に店舗を開設しました（現在は閉

場を通じて仕入れた全国の野菜、果

ションの住民だけでなく、西宮市や神

鎖中）
。続いて移動店舗をスタート。
さ

実も並べています。
例えば鳴門産のサ

戸市東部からも電車に乗って買いに

らに、元町5丁目商店街に空き店舗が

ツマイモ、嬬恋村産のキャベツ、
またト

来る人もいるそうで、
「滑り出しは順調

出ているのを見つけるやいなや連絡

マトは桃太郎品種のみを仕入れるなど

です」
と話します。

を取り、
賃貸物件を下見したそうです。 「おいしいと思えるもの、旬のもの、
そし

成井さんは高校卒業後アパレル会

その際知り合いを通じて、
ひょうご産業

社に就職し、店頭で販売に携わり、
営

活性化センターの商

業も経験しました。6年ほど勤務した

店街新規出店・開業

後、
いずれ自分で独立して仕事をした

等支援事業のことを知

いと考え、
それまでの準備期間として

り、
早速連絡を取り、
出

父の農業を手伝い始めます。
日夜研

店を決意しました。

究を重ねてできた高い糖度のタマネ

「あまりに唐突に出

ギは、全国の一流料理店から求めら

店を決めたので、
家族

れるほど。
それだけに手間のかかる生

も不安だったと思いま

産は「想像以上にきつかった」そうで

すが、センターからの

すが、東日本大震災を経て心境に変

助成が受けられること

化が生じました。

が安心材料になったよ

「震災直後、
食糧が不足している被

うです」
と話します。一

災地からの注文に対し、
利益を度外視

方で「助成金に甘えて

て彩りにこだわっています」
とのこと。
ま

淡路島の幸を使ったさまざまな加工品も
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今月の支援メニュー
商店街新規出店・
開業等支援事業
た、
日持ちのするタマネギやイモ類以

残るのかに敏感になり、仕入れの勘

れていきます。
まずは足元を固めてか

外は仕入れたその日に売り切ることを

が養われていく」そうです。今後はカレ

らと前置きした上で「こだわりの野菜

決めています。
「そうすることで、
どのよう

ーやスープ、
ドレッシングなど淡路島

を扱う店も含め、3店は出したい」
と将

なものが売れ、
どのようなものが売れ

発の加工食品の販売に、
より力を入

来像を描いています。

所在地 神戸市中央区元町通5-4-8 三木ビル１F北側
オーナー 成井将悟
事業内容 生鮮食品・加工食品の販売

店舗概要
淡路八百屋番長

TEL 078-381-9639
Facebook https://www.facebook.com/808banchoo

支援メニュー講座

商店街新規出店・開業等支援事業

商店街・小売市場の空き店舗を活用する
取り組みを支援します。
制度概要
「商店街新規出店・開業等支援事業」では、商店街や小売市場の空き店舗を活用した新たな業種・業態の
出店や住民のコミュニティスペース設置により、商店街の魅力向上やにぎわい創出を図る取り組みを支援します。
新規出店・開業支援事業

事業名

新規出店事業

地域交流促進等施設
設置・運営事業

商店継承支援
事業

商店街空き店舗
再生支援事業

商店街・小売市場の空き
店舗への新規出店

子育て・高齢者支援など
地域の交流や生活支援の
ための施設を設置

商店街・小売市場におけ
る後継者不在店舗を継承
した新規出店

商店街が空き店舗を借り
上げ、商店街に必要な業
種等の魅力ある出店者の
誘致を図る事業

開業希望者

商店街・小売市場、
商工会、商工会議所

開業希望者

商店街・小売市場、
商工会、商工会議所

助成対象経費

店舗賃借料、店舗部分の
改装工事費

店舗賃借料、店舗部分の
改装工事費、広報宣伝費
等運営費

店舗賃借料、店舗部分の
改装工事費

店舗賃貸料、店舗部分の
改装工事費、広報宣伝費
等運営費

助成率

１／３

１／３

１／３

対象事業

助成対象者

限度額

１年目
２年目

150 万円
50 万円

１年目
２年目

150 万円
50 万円

１年目
２年目

１／２

150 万円
50 万円

問い合わせは ひょうご産業活性化センター経営・商業支援課

１年目
２年目
３年目

200 万円
75 万円
35 万円

078-291-8171

あった、あった、ここや。

「はじめまして。

えらい大きい会社やなあ、

初めて出会った

カワサキと申します」

ドキドキしてきたわ。

人と人とを

名刺を交換したら

あかん、
鎮まれ心臓
営業マンに弱気は禁物、
最初が肝心や。

つなぐ。

お付き合いの始まり。
小さな紙片から
どんだけ仕事が広がるか、
さあ、ガンバルぞぉ〜！

それが、
わたしたちのしごとです。

http://www.kobenp-printing.co.jp/
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CALENDAR
ふるさと起業支援事業（補助金）
のご案内

兵庫県よろず支援拠点
「出張よろず相談会」
のご案内

県外から兵庫県へ移住して企業するUJIターン起
業家を支援する「ふるさと起業支援事業」(補助金)
について、4月16日から7月末までに4件の申請があり
ました。審査委員会による書類審査およびヒアリング
審査を行った結果、第１次採択として3件を採択する
こととしました（http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/
topics6312）
。引き続き募集中です。
ご応募お待ちし
ています。
【対象者】兵庫県内に活動拠点を置いて平成26年4
月1日から平成28年3月末日までに、新たに起業や
第二創業をした方、
またはする予定の方で、平成
27年3月20日から平成28年3月末日までに県外か
ら兵庫県へ移転し、かつ、平成31年3月末日まで
に県内に居住し続ける意思を有する方
【補助額】上限200万円
【補助件数】20件程度
【対象経費】
起業に要する経費（事務所開設費、備品購入費、
広告宣伝費等）
移転に要する経費（引越代、
移転後の住宅家賃等）
【受付期間】平成27年4月16日～常時受付
※詳細については、HP（http://web.hyogo-iic.
ne.jp/kigyo/furusatokigyou）をご覧ください
【問い合わせ先】
創業推進部 新事業課
078-230-8110
078-230-8391

県内各地のイベント会場に出向いて、
「出張よろず
相談会」
（無料の経営相談会）を開催します。経営上
のお困りごとをお気軽にご相談ください。
開催日時

イベント名・場所

10月2日（金）
、
3日（土）
10：00～16：00
10月15日（木）
10：00～17：00
10月16日（金）
10：00～16：00
10月20日（火）
10：00～17：00

あまがさき産業フェア2015
あましんアルカイックホール オクト
（尼崎市昭和通2-7-16）
東播磨ビジネスマッチングフェア
in加古川2015
加古川プラザホテル
（加古川市加古川町溝之口800）

【相談料】無料
※事前予約制
※申し込み方法および詳細については、
HP（http://
web.hyogo-iic.ne.jp/?p=6406）をご覧ください
【問い合わせ先】
兵庫県よろず支援拠点（ひょうご産業活性化セン
ター内）
078-291-8518
078-291-8190
h_yorozu@hyogo-iic.ne.jp/

県内業種別企業業績動向速報解説
この解説は、(株)ＴＫＣ、および兵庫県内ＴＫＣ会員事務所の資料提供協力により作成されたものです。業種別
企業業績動向速報は、ひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogo-iic.ne.jp/）をご覧ください。

2015年8月の県下中小企業の業績動向は
次の通り。調査対象企業3,805社のうち黒字
企業は50.3％で1,914社。全産業の平均売
上高は対前年同月比で96.2％となっている。
業種別で見ると、製造業が101.0％、宿泊
業、飲食サービス業が101.9％と前年を上回
り、建設業が94.5％、情報通信業が99.0％、
運輸業、郵便業が98.3％、卸売業が98.3％、
小売業が96.1％、不動産業が92.4％、サービ
ス業が80.6％と前年を下回っている。
また、全産業の売上高総利益率は26.0%
で対前年同月比は102.3％となっており、売
上高経常利益率は3.2％で対前年同月比
103.2％である。売上高は減少しているが、経
常利益率の対前年同月比は上昇している。
【建設業】調査対象企業627社中、黒字企

夢但馬産業フェア2015
豊岡市総合体育館
（豊岡市大磯町1-75）

業318社で黒字企業比率50.7％。全体の売
上高は対前年同月比94.5％とやや下げてい
る。売上高総利益率は21.8％で対前年同月
比103.3％とほぼ前年並みだが、売上高経
常利益率は4.8％で対前年同月比94.1％。
売上高は前年並みだが利益率の低下が見
られる。
【製造業】調査対象企業650社中、黒字企
業361社で黒字企業比率55.5％。全体の売
上高は対前年同月比101％と、前年並みで
ある。売上高総利益率は21.7％で対前年同
月比100.4％、経常利益率が4.6％で対前年
同月比95.8％の数字で、こちらの業種も売
上高は前年並みだが、利益率はやや減少し
ている。
【不動産業】調査対象企業280社中、黒字

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

企業163社で黒字企業比率58.2％。全体の
売上高は対前年同月比92.4％と減少して
いる。利益率の数字は、売上高総利益率が
63.1％で対前年同月比104.1％、経常利益
率が8.7％で対前年同月比102.3％と上昇。
売上高は減少しているが、利益率は上昇し
ている。
【サービス業】調査対象企業142社中、黒字
企業60社で黒字企業比率42.2％。全体の
売上高は対前年同月比80.6％と減少して
いる。利益率の数字は、売上高総利益率が
32.6％で対前年同月比115.1％、経常利益
率が7.5％で対前年同月比108.6％と上昇し
ている。売上高は減少しているが利益率は
若干上昇している。
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挑戦する
企業の
応援団

「中小企業支援ネットひょうご」には、技術・金融・雇
用など、専門能力の高い団体が勢ぞろい。
技術やノ
ウハウを総動員して、
経営課題を解決！

情報カレンダー

Information Calendar
※申し込み方法など詳細についてはチラシ（http://www.kobe-cci.

情報セキュリティーセミナーのご案内

or.jp/pdf/sogyojuku2015.pdf）をご覧ください
▶問い合わせ先：神戸商工会議所 経営支援センター
078-367-2010

078-371-3390

情報セキュリティー企業の講師が、
マイナンバー管理
のリスクと対策も含め、法人、個人として最低限取るべ

飲食店開業セミナーのご案内

き情報セキュリティー対策について分かりやすく解説しま
す。市（県）担当者もしくは、税務署担当者からの説明
による、
マイナンバー制度説明会も同時開催します。
日時

場所

申込締切

10月７日（水）
14：00～16：30

加古川商工会議所
4階大会議室

10月2日（金）

10月14日（水）
13：30～16：30

尼崎商工会議所
701会議室

10月9日（金）

10月20日（火）
13：30～16：30

姫路商工会議所
701ホール

10月16日（金）

10月28日（水）
14：00～16：30

三宮センタープラザ西館
6階9号室

10月23日（金）

11月19日（木）
14：00～16：30

豊岡商工会議所
会議室

第2回 11月 4日（水）
第4回 12月 2日（水）
いずれも13：10～16：40
▶場所：兵庫県民会館 7階「亀」
（神戸市中央区下山手通4-16-3）
▶対象：飲食店開業予定者および飲食店経営者など
▶定員：20人（申込順）
▶参加費：12,000円
※申し込み方法など詳細については、HP（http://www.chuokai.
com/20150824155155.html）をご覧ください

11月13日（金）

兵庫県警察サイバーセキュリティー対策アドバイザー
※申し込み方法など詳細については、HP（https://www.police.pref.
hyogo.lg.jp/cyber/）をご覧ください
▶問い合わせ先：兵庫県警察本部サイバー犯罪対策課
078-341-7441（内線3478）

KCCI創業塾2015 実践セミナーのご案内
神戸市内の創業予定者や創業5年未満の事業者
向けに、創業に必要な実務知識を学べる機会を毎月
提供します。
▶日時：10月13日（火）経営、
11月5日（木）販路開拓、
12月3日（木）
財務、
平成28年1月19日（火）販路開拓、
2月10日（水）人材育成
いずれも13:30～17:00
※連続講座ではないため、
選択受講可能
▶場所：神戸市産業振興センター会議室（神戸市中央区東川崎町1-8-4）
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いことについて専門家が分かりやすく説明いたします。

第3回 11月18日（水）

㈱神戸デジタル・ラボ 取締役 セキュリティソリューション部長

▶参加費：1,000円（税込/1回/当日徴収）

や繁盛店のつくり方など、
開業前に絶対に知っておきた

▶日時：第1回 10月21日（水）

▶講師：三木剛氏

▶定員：各回とも40人（先着順）

開業前に必要な資格や手続き、魅力的なお店づくり

▶問い合わせ先：兵庫県中小企業団体中央会 連携支援課
078-331-2045

078-331-2095

国際ビジネス人材採用奨励金事業
の募集について
県内中小企業の海外展開、
および県内大学に在籍
する外国人留学生などの就職を支援するため、
中小企
業が海外事業展開などに当たって必要な人材として外
国人留学生などを採用内定または採用する場合に、採
用奨励金を支給する事業について募集を開始します。
▶対象：県内大学に在籍した外国人留学生を正規社員、
または非正
規社員（雇用期間が1年以上、週20時間以上、雇用保険加入）
とし
て本年度に採用、
または内定(平成28年4月1日までに採用)する県
内中小企業
▶支給額：30万円（非正規社員の場合は15万円）
▶採用者数：10人
▶募集期間：10月1日(木)～11月30日(月)
※詳 細については、HP（http:/ /web.pref.hyogo.lg.jp/sr13/
syoureikin.html）をご覧ください
▶問い合わせ先：兵庫県産業労働部 国際交流課
078-362-3025

兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

小規模企業支援型保証「エール」のご案内
小規模企業支援型保証「エール」は、
堅実に事業を営む小規模企業の皆さまの資金ニーズに迅速に対応すること
を目的に、
金融機関の支援と協調して行う保証です。
ぜひご利用ください。
金融機関および当協会が定めた要件等を備え、返済能力がある中小企業者で、次の要件①
から④に該当し、
法人の場合は⑤および⑥、個人の場合は⑦および⑧に該当する中小企業者
（組合は除く）
①引き続き1年以上事業を営んでいること
②保証対象業種を営み、
許認可等を必要とする業種は当該許認可等を取得していること
③常時使用する従業員数が20人（商業・サービス業※は5人）以下であること
※宿泊業および娯楽業は20人以下

④当協会の保証利用実績がある、
または取扱金融機関との与信取引が6か月以上あること
対象となる方

（法人の場合）
⑤保証申込直前期決算（12か月）において、
売上金額が1億5,000万円以下であり、
経常利益
（経常損失）
と減価償却費を合算した金額が（当該申込を含めた）本制度利用金額の10％
以上を計上しているもの
⑥債務超過でないこと
（個人事業者の場合）
⑦保証申込直前期決算（12か月）において、売上金額が1億5,000万円以下であり、所得金
額（所得損失）
と減価償却費を合算した金額が（当該申込を含めた）本制度利用金額の10
％以上を計上しているもの
⑧申告の種類は青色・白色を問わず、
確定申告書で売上金額が把握できること

資 金 使 途

運転資金および設備資金（ただし、
不動産取得資金は対象となりません）
2,000万円以内

融資限度額

（注1）一般の無担保保険（8,000万円）の範囲内とします。
（注2）保証申込直前期決算における平均月商2か月分の範囲内かつ当該申込を含めた総保証債務残高が
保証申込直前期決算における年商の80％以内とします。

保 証 期 間

運転資金： 7 年以内（うち据置期間6か月以内）
設備資金：10年以内（うち据置期間6か月以内）

返 済 方 法

元金均等分割返済

貸 付 利 率

金融機関所定利率（自治体融資制度利用の場合は、
その定めによります）

担

不要

保

連帯保証人

原則として、
法人の代表者を除き不要

経営状況に応じて決定（下表参照）
責任共有保証料率
区

保 証 料 率

分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

貸借対照表あり

1.90％ 1.75％ 1.55％ 1.35％ 1.15％ 1.00％ 0.80％ 0.60％ 0.45％

貸借対照表なし

1.15％

※会計処理に関する割引および「技術・経営力評価制度」を活用した割引（ただし兵庫県融資制度を利用
する場合のみ）の適用が可能です。

そ の 他
注 意 事 項

貸付実行後、
金融機関においてモニタリングを行った上で、
半期ごとに業況報告書を協会へ提
出していただきます。

取扱金融機関

当協会と所定の覚書を締結している金融機関

※上表は制度の概要であり、詳細については当協会の担当部署へお問い合わせください（担当部署についてはホームページをご覧ください）。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

３次元ＣＡＤ－モノづくりに欠かせないデータ－
今月のご隠居さん
兵庫県立工業技術センター 技術支援室

阿部 剛さんです。

さとし：ただいま～
ご隠居：おう、おかえり。
さとし：今日学校でさあ、
クラスメートの女の子が、図工
の自由課題で、鉛筆立てを作ってきてたよ。
それがね、
この前おじいちゃんが言っていた、
３Ｄプリンターで作
ったって言ってた。
ご隠居：ほぉ、ついに学校の宿題に３Ｄプリンターを使
う時代になったか。
さとし：お父さんに教えてもらって、
自分でデータを作っ
たって言ってたよ。
ご隠居：なるほどなるほど。昔はずいぶん高価じゃった
が、値段も下がってきて、最近では無料のものも出てき
たからの。昔に比べればハードルも下がったということ
じゃな。
さとし：何の値段が下がったり、無料になったの？
ご隠居：３次元ＣＡＤじゃ。
さとし：３次元ＣＡＤ？それって何？
ご隠居：３Ｄデータを作ることができるソフトウエア
のことじゃ。ＣＡＤは、ちょっと難しいかもしれんが、
Computer Aided Designの略で、
日本語での意味は、
「コンピューターによって設計を手助けする」という意
味になる。
さとし：む、難しいな。映画なんかで使われている３Ｄコ
ンピューターグラフィックスとは違うの？
ご隠居：縦横高さの３次元データを持っている意味で
は近いが、用途が違うんじゃ。
さとし：どんな風に違うの？
ご隠居：コンピューターグラフィックスは、立体の映像が
それらしく表現できればいいんじゃが、
３次元ＣＡＤの
場合は、実際の製品を作るために使われるので、
より
正確に、厳密に作られる必要があるんじゃ。
さとし：そうか。見せるためなのか、実際に作るためなの
かの違いなんだね。
ということは、
クラスメートの女の子
が使ったのは３次元ＣＡＤなんだ。
ご隠居：そうじゃ。今、世の中に出回っている製品の大
半は、
３次元ＣＡＤで設計されているといっても言い過
ぎではないんじゃ。
さとし：え？そうなの？ちょっと想像つかないな。
ご隠居：大量に作られているものはほとんどじゃ。電化
製品、パソコン、
スマートフォン、
自動車、ペットボトルの
容器などなど、挙げればきりがないわい。
さとし：それと３次元ＣＡＤと、
どういう関係があるの？
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さとし

あきこ

ご隠居：大量生産をするためには、製品の型、金型を
まず作る必要がある。
その・
・
・
さとし：あ！この前、社会見学で自動車工場に行った時
に、工場の人が言ってた、金型って。
ご隠居：それなら話が早い。
その金型を作るもとになる
のが３次元ＣＡＤで作ったデータなんじゃ。実際には、
金属の塊を削るためのデータを計算して、工作機械が
削って金型を作るようになっておる。
さとし：その金型で、
たくさん作れるんだね。
ご隠居：その通りじゃ。
３次元ＣＡＤで金型を作るようにな
って、製品の形状もずいぶん豊かになってきたんじゃよ。
さとし：形が変わってきた？どんな風に？
ご隠居：例えば、
自動車のボディが分かりやすいかの。
３次元ＣＡＤが開発される前は、角ばったデザインの
自動車が多かったが、最近のものはどうじゃ？
さとし：かっこいいのが多いよね！
ご隠居：そのかっこいいも、ただ見た目だけじゃなくて、
実験に加えて、
さまざまなシミュレーションがコンピュー
ター上で行われた上で作られておるんじゃ。
それは３次
元ＣＡＤで作成された３Ｄデータが縦横高さだけでなく
材質のデータも持っているからできるんじゃ。
さとし：３次元ＣＡＤで作ったデータってすごいんだね。
僕もデータを作ってみたいなぁ。
ご隠居：ソフトを使って形を作ることは難しくはない。
じ
ゃが設計するとなると、
それ相応の知識が必要じゃな。
シミュレーションも、操作だけは簡単じゃからな。
さとし：勉強が必要かぁ。大変そうだなぁ。
ご隠居：まあ、便利な道具がそろってきたことじゃし、
ひ
とまず始めてみることじゃな。やっていくうちに何が必要
か見えてくるじゃろ。
さとし：じゃあ僕にパソコンを買ってくれるんだね！
！や
ったぁ！
ご隠居：うっ、仕方がないのぉ。

ト
ー
ポ
レ
ー
ナ
ミ
セ

夏のビッグイベント2015「中小企業経営セミナー」を開催

世界的デザイナー喜多俊之氏が講演

毎年恒例となっている夏のビッグイベント2015「中小企業経営セミナー」
（主催・ひょうご産業活性化センター）が
8 月31日、ホテルオークラ神戸で開かれました。工業デザイナーとして世界的に活躍されているデザイナーの喜多俊
之氏が「企業を変えるデザインの力」のテーマで講演。県内中小企業の経営者ら約120 人が参加しました。
1969 年からイタリアに渡り、主にイタリアと日本（大

リアが発達した。また、家に招く慣習があり、その際

阪）に拠点を置いてデザイナー活動を続けてきた喜多

に目いっぱいおしゃれをする。それがファッション産業

俊之氏は、早くから日本の伝統工芸の再生に力を注

を支えている」。対して日本では戦後、新築を大量に

いできました。きっかけとなったのは、71 年にイタリア

建て、住まいが軽視されてきたことに触れながら、「よ

で発表した美濃和紙を使った照明が高く評価されたこ

うやくここに来て今ある既存の住宅を増改築する考え

とでした。
「魂が込められた伝統工芸を使えば売れる」

方が根付き始めた」と日本における住まい産業の伸び

ことが分かったそうです。この 9 月には、泉州タオルを

にも期待をかけています。喜多氏が企画し、大阪で

イタリアの展示会で発表することに触れ、
「その風合い

毎年開催している「リビング＆デザイン展」への出展

の良さに世界は驚いている。これに世界の超一流で

社数も増えているそうです。

あるというイメージを付け、化粧直しをして見せること

「これからは中小企業が世界企業として活躍するチ

が大事」と、写真やカタログなどを使って見せる大切

ャンスが増える。経営者こそがデザインの采配を振る

さを説きます。

う時代になるのではないか」と喜多氏。最後にデザ

シャープ株式会社の液晶テレビ「AQUOS」のデ

インする上で大切な視点について「世界中どこへ出し

ザインでは、漆塗りを使ったデザインを手掛け海外で

てもこれが一流かどうかをフィルターとして持っておくこ

高い評価を受けましたが、同社は限定 1,000 台しか

と」と述べ、講演を締めくくりました。

生産せず、その後韓国のメーカーがこれをまねた光沢
のあるデザインの液晶テレビを出して “世界標準” に
したエピソードにも言及。
「デザインは経営者の仕事。
経営者がデザインの意味を理解して取り組んでいる企
業はうまくいっているし、スタッフに任せきりにしている
会社はどこかでつまずいている」と喜多氏。その意味
するところについて「デザインは消費者、マーケット、
そして会社が持っている職人・設備を考慮しそのバラ
ンスを見て考えていく。だからこそ経営者の判断が欠
かせない」と説明します。
喜多氏がイタリアで気付いたことの一つに、住まい
やインテリア、ファッションに対する考え方があります。
「イタリアは戦争の爆撃で残った建物をリノベーション
し、モダンに改良して住めるようにしたことで、インテ

●●●

講師プロフィール ● ● ●

1969 年から環境
および工業デザイナ
ーとして国内外で制
作 活 動を続け、家
具や液晶テレビから
ロボット、家 庭日用
品に至るまで多くのヒ
喜多俊之氏
ット商品を生み出し
ている。作品はニューヨーク近代美術館をはじめ
世界のミュージアムでコレクションされている。ライ
フワークとして日本の伝統工芸の再生や地場産業
を活性化する仕事に関わり続けている。
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新工場も完成
高い要求に応え続ける
精密加工のオールラウンダー

成長期待企業
の
イチオシ！

難削材の超精密切削加工

中小企業支援ネットひょうごは成長性を見
込んだ企業を
「成長期待企業」
として選定

佐藤精機株式会社

し、
複合的な支援を実施。
頑張る企業が誇
る製品を紹介します。

「他社がやりたがらないものを何でも
引き受けるのがうちの強み」
と佐藤慎介
社長。
「一個だけ」
「今回限り」
「超特急で」
「他では削れない」の言葉を聞くと腕が
鳴るそうです。
そうした仕事は効率が悪
い上に、現場の社員に負担が掛かるも
のの、
単価は高くなります。
付加価値の高
い仕事を選ぶことで、
「兵庫に佐藤精機
あり｣という評判を確立してきました。
かつては、
株式会社東芝の姫路工場
の協力工場として、
同社に仕事の多くを
頼っていましたが、
10年前に大きな転機
が訪れました。
ひょうご産業活性化センタ
ーが主催する取引商談会で、半導体製
造装置を扱う株式会社ディスコとの取引
が始まったのです。
精度、
品質、
納期など
全てにおいて高い要求で知られる同社の
仕事に挑戦し、
切削加工のレベルを上げ、
現在では超難削材のインコネルの切削
においてもミクロンオーダーの精度を実
現。
「競争相手の少ない市場で非効率な
仕事を取る」戦略で、一部上場企業25
社と直に取引をするまでになっています。

新工場に導入する同時５軸加工機

10月1日、
新しい精密切削加工の製造
拠点｢たつのテクニカルセンター｣が完成
します。最新の同時5軸加工機の他、東
京精密、
ミツトヨ製の大型3次元測定器
を導入。
工作機械の性能を最大限に発
揮させるため、
上下方向の温度差を減ら
す大気循環システムも導入します。
エント
ランスには日本画家、佐々木
裕而氏の作品を飾るなど「工
場全体でジャパン・ビューティ
ーを表現し、
日本の優れたも
のづくりを内外に訴求する場
にしたい」
と話します。
目指す
は「播磨に雇用を生む」
こと。
佐藤精機にしか頼めない仕
事をもっと増やすため、
さらに
技に磨きを掛けて、兵庫から

たつのテクニカルセンターは10 月1日に完成

◎佐藤精機株式会社の
難削材の超精密切削加工

佐藤精機株式会社／所在地：姫路市余部区240-6／代表取締役社長：佐藤慎介
事業内容：金属の精密切削加工
079-274-1047／
http://www.ssc-e.co.jp/

明日へ飛躍する企業をサポート
ひょうご産業活性化センター通信

編集後記
「元気企業訪問」
で取材した淡路八百屋番長の成井さ
んは、
アパレル業界から八百屋へ異例の転身を図りま
した。大阪から淡路に戻り、
ご両親が作るタマネギが
多くの人に愛され、喜ばれていることを実感しての決
断でした。
これからの活躍がますます楽しみです。
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クールジャパンを発信してい
きます。
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